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学部長・研究科長から年頭の言葉
総合科学技術経営研に博士後期課程を新設
’ ホームカミングデー／寄付者芳名
山口・諏訪東京理科大学ニュース
秋のマドンナたち／産学官連携ニュース
’ 理大祭／祝！国家公務員Ⅰ種合格
﹁理大・人﹂／春休みにお薦め本／学生受賞

塚本理事長を再任

岡康弘／直井英雄／中根滋

／寺脇康文／富澤貞男／友

本桓世／辻本誠／手塚修一

／田沼靖一／田村應和／塚

武田健／竹永満／立川光威

行生／高柳英明／竹内伸／

たことがあ

キングに行っ

の郊外にハイ

が、シアトル

のことになる

ずいぶん前

る。車で一時

学校法人
東京理科大学

純／村田 雄司 ／中村洋一／西山勝廣／二

渡辺 恒夫

公子／真鍋恒博／丸山義博 ない何かでいっぱいで、と

半谷精一郎／兵庫明／牧野 いった。あの頃は、実態の

森野 義男／吉本 成香 瓶好正／幡野純／原文雄／ 間位行き、そこから歩いて

幡野

役員・評議員改選

学校法人東京理科大学の

役員及び評議員の任期満了

近年、総合研究機構の下 年間留学プログラム、大学 に伴い、寄附行為及び同施

で、学部・研究科を横断す 院のダブルディグリープロ 行細則に基づき改選が行わ ▽監事

田雄司／本山和夫／本山好 分ではなかった。すばらし

岡本暉公彦／小早川増雄 ／三浦善司／宮島静雄／村 てもハイキングを楽しむ気

に行われています。文部科 方、カリフォルニア大学は 年十二月二十八日から平成〈評議員〉

る研究活動がますます活発 グラ ムな どを 推進 する 一 れました。任期は平成二十

彦／安部良／荒井至／荒川 安盛敦雄／山田義幸／横倉 う友人の気遣いにとりあえ

学省は共同利用・共同研究 じめ北米の諸大学との連携 二十四年十二月二十七日ま 青木秀夫／赤上好／阿部正 幸／森田昌宏／森野義男／ いことが待っているよとい

員〉

／伊丹敬之／伊藤稔／今泉 渡辺通春

＊

山の中の足場の悪い道をひ

たすらてくてく歩いていっ

なお、監事については、 た。当然、途中の景色もあ

大矢雅則／岡村総一郎／梶 催の理事会で選出した候補 を始めると、何がそうさせ

夫／大島広行／大竹好文／ 平成二十一年二月十二日開 まり覚えていない。▼計算

山久雄／内海隆行／大島邦

（五十音順・敬称略）浩／井本義之／牛山哲／内

とおり。

新役員及び評議員は次の 裕則／池北雅彦／石森秀明 隆／吉本成香／渡辺恒夫／ ず応えようと思いながら、

拠点を私立大学にも設置す を強化し、大学の国際化を での四年間です。
る方針を定めました。本学 総合的に加速発展させてい
ところで、創立百二十五

も総合研究機構が中心とな るところです。

社会への科学知識の啓発・ ロジェクトに採択された 周年（二〇〇六年）記念事〈役

昨年後半には、金融危機 推進に努める人材の育成を「 火 災 科 学 研 究 」 を 筆 頭 業の 一環 とし て計 画さ れ ▽理事長 塚本 桓世
により世界経済が激動し、 目指す「科学教育研究科」に、本学が先駆的実績を有 た、都心キャンパス校舎・ ▽理事

池北 雅彦／大島 広行 原巡／片岡寬／河村洋／黒 者について、同年三月十三 るのかはわからないが、取

滋 ／澤芳昭／島谷克義／鈴木 一年六月一日就任予定）

（平成二十 そうだった）
。結果、論文
伸 部三司／坂本正典／佐藤毅 が選任します。

芳昭 ／齊藤隆夫／酒井吉雄／坂 同意の議決を経て、理事長 しまう（少なくとも以前は

寬 住忠夫／河内知美／児島紘 日開催の評議員会において り憑かれたように、考えて

アメリカでは初の黒人大統 が、また、専門職大学院に するいくつかの研究分野に 施設設備の再構築が計画通

佐藤

大矢 雅則／片岡

高柳 英明／竹内

学生諸君には、本学にお ともある。仮に取るに足ら

かれたゴミが残るだけのこ

るいは、同じような式が書

が書けることもあれば、あ

直井 英雄／中根

毅／澤

領が選ばれるという世界情 博士後期課程として「イノ ついて、共同利用研究拠点 りに進展せず、学生および

このことにより、科学技 生二十万人計画など国際化 を誠に申し訳なく思ってい

また、文部科学省は留学 迷惑をおかけしていること

勢に大きな変化が起きまし ベーション専攻」が新設さ 形成の準備を進めています。 教職員の皆さんに多大なご
ーベル賞を受賞するという

た。また、日本人四名がノ れます。

この問題の解決のため、

めでたいこともありました。 術創造立国の日本社会が の推進を図っています。本 ます。
今春より、本学では、都 二十一世紀に求められるグ 学は、平成二十年度に私学

心キャンパスの大学院に、 ローバルな課題の解決に貢 としてただ一校「大学教育 新キャンパス計画の早期実 としていただくよう、皆様 道も開いてまいりました。

桓世

社会的評価が近年になく高 来社会に出て質の高い人生 いに解決したときの喜びや

をして欲しいと思います。 かし、振り返ってみると、

まっていることは、ご同慶 を追求できるよう日々努力 興奮は言葉に出来ない。し

しかしながら、本学の改 諸君は「磨けば珠」の資質 膨大な途中の時間の経過は

の至りであります。

ると感じております。本学 えであり、受身であっては 時間が残念に思えて仕方が

改革 に取 り組 んで いた だ げることは、我々が一致団 け、着実に歩を進め、多く かかっていた気がしてい

長室を中心に教育・研究の や、独創的な大学を創り上 す。地にしっかりと足をつ い取られていて、頭に霞が

員と学生・院生のもと、学 活用して他大学との差別化 しょう。今年の干支は丑で いや焦りにエネルギーを吸

幸い本学では、優秀な教 は知の宝庫であり、これを 光を放つことはできないで ない。▼ずっと、余計な思

ないと思います。

と、我々も無縁ではあり得 り、なすべきことは多々あ かけるのは自分自身の心構 く。最近、その記憶のない

ら ば、 世 界 の 大 学 の 動 向 革は緒に就いたばかりであ を備えております。磨きを 覚えていないことに気づ

育成する場たらんとするな

に採択され、学部学生の一 し、今年を本学の飛躍の年 いたします。

化学系四学科をベースとし 献する研究と教育を推進い の国際化加速プログラム」現に向け全学の叡知を結集 のご理解とご協力をお願い そのような努力も相まって いて自分の能力を高め、将 ない問題であっても、きれ
た「総合化学研究科」と、 たします。

塚本

ても、無理をしなくても、

の情勢も世 寒い気がいたします。もち き、特に国際化の分野では 結して行えば決して難しい の友人共々向上されること る。必要以上に頑張らなく
BRICs

理事長

﹁改革﹂
へ一致団結を
年頭の言葉
昨年、米国の金融危機
（サ けでなく

新年にあたり、思いつい 自分が本当に必要なものは

ブプライム問題）に端を発 界に影響を及ぼすことであ ろん学問・研究が孤高であ ここ数年で大きく成果を上 ことではないと考えます。 を願っております。

した世界恐慌にもなりかね りましょう。これは、何も る面を否定する気はありま げつつあります。また、総 教育研究・人材育成の成果

「本
き世界を不安定にすること ではなく、大学もグローバ の日本を背負って立つ若者 型大学として世界に向けて 要とします。直近の事柄に きましたが、意のあるとこ したいことはできる。

ない状況が、本年も引き続 政治経済に関することだけ せん。しかしながら、将来 合研究機構を要に研究拠点 には長いタイムスパンを必 たことを述べさせていただ 手に入るし、自分が本当に

は想像に難くありません。 ル化の波の外で安穏として の教育の場が大学であると 発信する体勢も出来てきま ばかり目を奪われず、大き ろをご理解ください。本学 当に」を見極めることは難

グラフ

ことはない。

（Ｋ・Ｋ）

ほど美しい景色を未だ見た

だった。後にも先にもあれ

ろはスノーレイクという湖

時間位歩いて、着いたとこ

少し前までは「米国が咳を いられる時代ではないとい するならば、更には世界人 した。更には、専門職大学 な夢に向かって進んで行っ 関係者の皆様のご多幸をお しいことではあるが。▼四

我々大学人は、このよう

理大祭

すると日本が風邪をひく」うことを受け止めなければ 類のために貢献する若者を 院による社会人への勉学の て欲しいと願っています。 祈り申し上げます。
うございます。それぞれが ローバル化した世の中で

ミス東京理科大学 ▼

＜７面＞

年頭の言葉
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新年明けましておめでと 高度な理数教員のみならず って、グローバルＣＯＥプ

（年４回発行）

新年あけましておめでと などと言われましたが、グ なりません。

2009

二〇〇八年度秋のマドンナ実験体験「ミニマルサーフェイス〜しゃぼ 新しい希望を胸に新年を迎 は、影響は瞬く間に世界に な状況をどのように理解し
ん膜の不思議」において＝しゃぼん膜を固めた色鮮やかな小物（６面） えられたことと存じます。 広がります。また、米国だ ているかと考えてみると心
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橋本

教員養成力の強化と
大学院教育の充実を
理学部第一部
学部長

巖

毅

本学は、開学以来「理学の
普及」と「実力主義」を合
言葉に教育界や産業界に多
数の有為な人材を輩出する
理学の理念は自然界の普 ことで社会的に高い評価を
遍的な法則や基本原理を探 受けてきました。大学間の
求することにありますが、 競争が激しさを増した現

努力は人を裏切らない
という信念を
佐藤

同時輩出など自分の一生の
間に二度とは起こらないで
あろう衝撃的な出来事を経
験しました。
私は化学を生業としてい
る者ですので、下村脩先生
の業績については多少の知
識はありましたが、先生の
生い立ちや御履歴を知り、
改めて深い感銘を受けまし

在、教育と研究に輝く大学
のみが存在価値を認められ
る時代を迎えています。
本学では四月より、教員
を目指す学生のための支援
組織として新たに「教職支
援センター」を発足させる
と共に、理学研究科を新た
な理学（数学・数理情報科
学・物理学・応用物理学の
四専攻）
、総合化学および
科学教育の三研究科に分離
た。帝国大学ではなく長崎
薬専を卒業された下村先生
が、この大きな業績を得る
過程でどれ程苦労し努力し
続けて来たか想像に難くあ
りません。
ところで、景気の悪化は
学生さんの将来の進路にい
くばくかの暗雲をもたらす
には違いありませんが、社
会はどんなときにも優秀な
人材を求めています。大学
教員である我々が学生さん
にできるサポートは、たか
が知れていますが、努力す

広行

求められる社会貢献

大島

独立し、大学院教育と研究
の一層の充実を図ります。
更に、理学部では、都心
薬学部長
キャンパスの教育・研究施
設の充実を図ると共に、教
る以上に、薬学と医療との
養教育の充実と語学力の向
結びつきが重要視され、薬
上をはかり、基礎学力と幅
学の社会貢献が求められて
広い人間性を身につけた新
います。
しい時代の知的エリートの 薬 学 教 育 が 大 き く 変 貌 来る三月に卒業する四年
育成をめざします。ぜひ、 し、なお進化の最中です。 生の諸君は、四年制の最後
皆様のご理解とご協力をお 薬学が自然科学の分野であ の卒業生になります。大学
願い致します。

中庸ということ

大矢 雅則

博

やってきてよかったと
心から思えるために

研究科では、最先端の研究
の達成に必要な理学と工学
の融合が容易に行えます。
学生諸君に望むことは、
失敗を恐れることなく、自
分の可能性を信じて果敢に
未知に挑戦し「やってきて
よかった」と心から思える
ような学生生活を送ってい
ただきたいということで
す。今が大事です。若い時
は二度と来ません。今修得
した知識と技術は、おそら

“自分だけ得をしよう”とい 学ぶ、本学で最も大きな研 創造と文化の進展に寄与す くあなたの一生の宝ものに

小中 原 猛雄

院に進学する諸君、現在、 します。新制度の四年制と
大学院に在籍する諸君、社 六年制の諸君は、四年に進
会に巣立つ諸君、進路は異 級し 卒業 研究 が始 まり ま
なっても、医療人の原点を す。
大学院
理工学研究科長
忘れないことが大切です。 理科大学薬学部の伝統は
理科大学薬学部はとくに「研究重視」です。諸君が
とその目的を達成しつつあ
卒業後の社会人教育に力を 卒業研究を通じて「リサー
ります。
入れております。
「がんプ チマインド」を身につけて
理工学研究科修士課程の
ロフェッショナル養成プラ ください。新年にあたり学
教育目標は広い視野に立っ
ン」では、がん専門薬剤師 生諸君がさらに大きく飛躍 理工学研究科は創立三十 て精深な学識を修め、理論
へのキャリアアップも支援 することを祈ります。
八年目を迎え、緑に囲まれ と応用の研究能力を養うこ
た広大なキャンパスで十専 とであり、博士課程のそれ
攻九百九十名の大学院生が は独創的研究により学術の

た“共同”構造は、ヘーゲルの 共同構造であった。

弁証法の見事な実現であり、マ

ルクスの思考を一時立ち止まら う思いを捨てることだ。人間の 究科です。野田キャンパス ると共に、研究活動に必要 なるでしょう。幅広い教養

うであってほし

木の上で昼寝を

い。

していた年老いた

仙人が、目を覚ま

し、ふと下を見る

と、羽衣を風に揺

さらなる発展に向けて

安部

良

オープンハウスや、研究科
の教員・研究者による記念
シンポジウムを行い、多く
の先生方、学生にお集まり
いただきました。また、国
内外の著名な生命科学研究
者を迎えて、東京国際フォ
ーラムで行われた国際シン
ポジウムでは、学外からも
多くの参加者を得て、成功

大学院 生命
科学研究科長

生命科学研究科が置かれ
ている生命科学研究所は平
成元年に開設され、本年四
月を以って開設二十年を迎
えます。
昨年は、これを記念し、

伊丹

敬之

往復できる人材を育てよう
という試みです。また、博
士後期課程（イノベーショ
大学院 総合科学
ン専攻）を専門職大学院に
技術経営研究科長
ＰにＭＯＴ専攻が応募した 設置しようとする試みも始
「 コ ン セ プ ト・ フ ィ ー ル まりました。技術経営、知
ド・ダイナミックス教育」的財産経営の分野でのさら
プロジェクトが採択され、 なる深い実践的知識の蓄積
昨年は、専門職大学院で 秋から活発な活動が始まり を目指す動きです。
はいくつかの大きな動きが ました。ＭＯＴの現場とＭ 大学は、本質的に象牙の
あった年でした。文科省Ｇ ＯＴの概念・論理の世界を 塔である部分が中核にある
と思います。しかし、それ
えるというよりは、一定水 育みます。これが世の常で だけでは社会との連関も貢
献も十分ではありません。
準以上の質的能力豊かな学 す。
生を採用したいと考えてい この機会にどんな状況に 社会とつながった知、社会
ます。不況下での就職活動 も柔軟に適応しうる知識・ に意義のある知、つまり実
は長期的な見通しに立った 技能・態度・創造的思考力 践知あるいは実学が必要な
とき、必ずしも不利になる をもつ知力や人間力豊かな のです。工学はその典型で
とは限らず、前向きにチャ「学士力」
（中央教育審議会 しょう。専門職大学院とし
レンジできるチャンスを提 素案）を涵養しましょう。 ても、そうした実学の象牙
供します。ピンチはチャン それが将来における人生の の塔を目指したい、と改め
て考えております。
スを、チャンスはピンチを 礎や力になります。

実学の象牙の塔目指し

らしながら絶世の 野田キャンパスで研究所の 裏に終えることができまし

美女が通り掛かっていた。彼女

に見とれた仙人はバランスを崩

し、木から落ちたという。毎

日、岩を山頂に運び上げよとい

う命令を神から受け、シジフォ

仙人とシジフォスの不条

スは苦悩する。

理。我々はこうした不条理の間

を揺れ動く。人生における選択

はいつも刹那であるが、そこに

必要なのが“中庸”であろう。

影響を及ぼすことになりま
す。多くの学生諸君は就職
市場が売り手市場から買い
手市場に推移し、就職活動
を不安視していることでし
ょう。しかし、それは短期
的思考であり、ことの本質
を見誤ります。
現代の多くの企業は、過
去の経験から採用人数を控

た。
これらの行事を通じて、
生命科学研究所の研究活動
を知っていただき、また、
研究所をより身近に感じて
いただければ幸いです。
この記念の年を迎えるに
あたって、研究科での大学
院教育のさらなる充実を図
るとともに、本学唯一の付
置研究所として、本学の生
命科学研究の要としての役
割を担っていきたいと考え
ております。

良しとするアメリカ流の馬鹿げ り、
“不条理”であることに気 パスを目指しており、着々 系と工系の専攻からなる本 れることを期待します。

せる位の効果はあった。格差を 存在は原理的に“不自由”であ はリサーチパーク型キャン な能力を養うことです。理 を身につけ、大いに成長さ

た社会構造に比べて、かつて日 づくことだ。そうすれば、多く

いるが、喜びも苦しみも揚棄で ることを、彼らの“小さな我が

本には、時として“束縛”を強 の人がこうありたいと考えてい

きる優れた“共同”構造が存在 儘”を引き受けることができる

していたのである。人間存在の であろうし、人の小さな失敗を

不条理さを思い知ったカミュ 糾弾することの馬鹿らしさに気

“社員は家族”
、
“終身雇用”
、 は、それ故に“中庸”を説く づくであろう。特に組織の指導

新たな飛躍の
第一歩の年に

福田

不確実性に対して
適応できる力の涵養を

原田

昇

学科でそれぞれ特徴を出し
ながら、一方で学科をまた
いだ連携・融合を模索・実
践しております。学部創設
基礎工学部長
から二十数年が経ちます
一環として、女子高校生を が、これまでの特色を引き
対象としたサマースクール 継ぎつつ、新キャンパス構
を開催しました。今後とも 想も念頭に入れながら、今
いろいろな形で長万部の良 後どうあるべきかの検討を
基礎工学部は昨春定員を さを世間にアピールしたい はじめています。二〇〇九
年が新たな飛躍の第一歩の
各学科八十人から百人に増 と思います。
やし、それにあわせて長万 野田の専門課程では、三 年になれればと思います。
部キャンパスに女子寮、実
験棟が建設され、現一年生
は充実した環境で学んでお
ります。
長万部の現代ＧＰ（全人
経営学部長
的教養教育の新たな展開）
経済状況は昨年に引き続
は今年の三月で終了となり
き大きな不景気や低成長に
ますが、引き続き教育の質
あり、その長期化が予想さ
的向上をめざします。また
れています。この経済状況
昨年夏には全学の「科学の
は、学生諸君に直接大きな
マドンナ」プロジェクトの

あけまして
おめでとうございます

の多くの企業はこの危機を見事 といった我が国の企業に見られ が、それを可能にするのがこの 的立場についてしまった人はそ

（第一次オイルショック）
。日本

る若い人達が伸びてゆける
道を常に用意しておきたい
理工学部長
と思います。
に回避したと言われている。あ
学生さんは、
「努力は決
る経営者は、困窮を極めている
して人を裏切らない」とい
にもかかわらず、社員の給料を
う箴言を信じ、自らの明る
上げた。社員は社長の勇断に心
い未来を切り開いて行って
下さい。皆様方の本年のご 一九七〇年代の前半、石油 打たれ、一丸となって仕事を
多幸を祈念いたしておりま 価格が三倍以上になり、かなり し、この企業は速やかに危機を
の企業が存亡の危機に瀕した 脱したという。
す。

業をきわめて自分の専門分
野の知識・能力を修得する
と同時に、なるべく多くの
ことに興味を持ち、幅広い
視点とバランス感覚をも身
に付けることが要求されま
す。 こ う い う 点 を 意 識 し
て、今年の目標を設定する
ことをお勧めします。
からは編入学生のために、 ていることに自信と誇りを
平日に開講している複数の 持って、さらなる飛躍をお
専門科目を土曜日にも開講 願いしたい。湯川秀樹博士
しました。今後さらに、社 の言葉に「一日生きること
会人学生も含めた、学生諸 は、一歩進むことでありた
君の教育環境の整備を本学 い」というのがあります。
部の重要課題として検討し 人間は毎日一歩ずつでも進
ていきたいと考えています。 歩を願って生きることが大
工学部第二部で学ぶ学生 事です。その気持ちを勉学
諸君には、三十余年の歴史 さらには人間形成に生かし
と伝統のある学部に在籍し てください。

るなど、正月を特別な日と
みなす習慣は薄れて来たよ
うです。しかし、年末年始
は、単なる連休として遊ん
で過ごすためだけでなく、
自分の仕事や生活、さらに
自分の周りの人たちとの関
係などについて、見直す機
会でもあるのです。
大学も外部から評価を受
ける時代になりましたが、
こうした評価では、目標設
定、実施体制、目標達成、
が基本になります。学生諸
君にとって、大学では、学

年頭の言葉

理学部第二部
学部長

昨年は、米国サブプライ
ムローン問題に端を発する
景気の悪化、石油価格の乱
高下、米国大統領に初の黒
人オバマ氏の選出、四人の
日本人ノーベル賞受賞者の

恒博

年頭は
目標設定の良い機会
真鍋

典明

見直すこと、すなわち身辺
の諸々の事に「けじめ」を
付けることと、その反省に
基づいて新たな目標を定め
て次の一年のスタートを切
る機会、という意味もあり
ます。
昨今では元旦からスーパ
ーも営業しており、学生諸
君からは年賀状も来なくな

工学部第一部
学部長

新年とは、連続している
時間軸上の単なる一点にす
ぎないということもできま
す。しかし暦の変わり目に
は、これを機会に様々な懸
案事項をいったん総括して

増井

毎日︑
一歩進むこと
工学部第二部
学部長

ための学部教育、並びに成
人教育または継続教育の意
味を持つ社会人教育」をよ
り充実したものにするため
工学部第二部では、本学 に、学生諸君の教育環境を
部の目的である、
「能力、 整備するための検討を続け
熱意を持つ人物を養成する てきました。平成二十年度
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イノベーション専攻

博士後期課程を新設
総合科学技術経営研究科

今春から

就職活動 支援行事を強化

究をさらに深めたいという 攻」を設置し、ＭＯＴ、Ｍ 約二千三百人を数えます。 ア（一九八六、九二）▽マ（一九七六）▽メガワティ・ 結果の検証が行われ、その 審査意見を付した審査委員

で、専門職学位課程での研 のみの「イノベーション専 三年から始まり、現在まで 参加者に、▽トニー・ブレ 〇）▽Ｆ・Ｗ・デクラーク において、第一段書面審査 結果に基づき、模範となる

ニーズと、応用性の高い実 ＩＰにおける教育研究をさ ノーベル文学賞受賞者の大 ー ガ レ ッ ト・ サ ッ チ ャ ー スカルノプトリィ（一九八 結果が翌年度の審査委員の が選考されることになりま

年度の科学研究費補助金

委員の中から二十九人が選

践知を体系化し、理論研究 らに高度化し、理工学の理 江健三郎氏はじめ、村上春（一九六七）▽ゲアハルト・ 九 ） ▽ マ ハ テ ィ ー ル・ ビ 選考に適切に反映されてい した。約三千二百人の審査

平成

に植えられて

いましたが、

三十年ほど

川仲五郎先生

事長である平

の発案により

前、当時の理

階で行われますが、第一段

食用の蓮根に

の代表格です。その配分審

二十年度科学研究費補助金 書面審査は、すべての審査

植え替えられ

査は、専門的見地から二段

その質を高めていくことが

第一段審査委員の表彰を受 の基盤となるものであり、

第一段審査委員表彰に田所誠教授

野田キャンパスの蓮池
今年もレンコン豊作

今年度から、上記の検証 考され、
表彰されています。

として深く掘り下げること 論を企業・産業の場で実践 樹氏、海部元首相、細川元 シュレーダー（一九八一）ン・モハマド（一九七六）ます。

（一九六六）▽アタル・ビ（一九六四）−の各氏がい

躍しているメンバーが参加 八七）▽アンワル・サダト 大中（一九六五）▽金泳三

のできる高度の知見と能力 するための深い知を体系的 首相など、様々な分野で活 ▽ハミド・カルザイ（一九 ▽陳水扁（一九九〇）▽金
を兼ね備えた人材の育成と に教育研究します。

五百人以上おり、現在もお
よそ四十人のＩＶＰ同窓生
います。その他にも数千人

が国家元首として活躍して

なお、世界各国の著名な ハ リ・ バ ジ パ イ（ 一 九 六 ます。

入学定員五人、収容定員 しています。

経営専攻に名称変更・ＭＯ 四十人の有為な修了者を社 てきました。それに応える 十五人、修業年限三年、学

昨年十二月、文部科学省 程が本年四月、神楽坂地区 営専攻（本年四月から技術 が組織され、現在まで三百 いうニーズが明らかになっ
本研究科には専門職学位 Ｔ専攻）と知的財産戦略専 会に輩出するなど高い実績 べく、専門職学位課程の二 位 は 博 士（ 技 術 経 営 ） で

に設置届出が受理された総 に開設されます。

｢氷河期｣乗り切ろう

このＩＶＰは過去六十二 ールであるフランクリン・ 五人を選出、その一人に本

７先生に名誉教授称号

「質」重視の厳選採用にシ て、 本 学 の 八 並 光 俊 教 授
フトしており、ＳＰＩ（総

合適性検査）
、エントリシ
ー ト（ 自 己 紹 介、 自 己 Ｐ
Ｒ、 志 望 動 機 等 書 い た も

東京理科大学は、永年に 任、国際交流委員会委員長 さっております。昭和六十

れていることから、わたり本学の教育・研究の などを務められました。長 一年にはレーザー研究誌の

賞しました。

ました。それ

から毎年、と

科学研究費補助金は国の 大変重要となっています。

理学部第一部化学科の田 研究基盤を形成する基幹的 このため、日本学術振興会

根が収穫で

ても良質の蓮

き、教職員の

となっていま

楽しみの一つ

また平成十八年には、三

野田キャンパスの記念自 す。

リート工学協会の功労賞、 模型試験に基づく相互作用 くものです。

森地先生は昭和五十年に

元理工学部教授

森地 重暉

歳

賞、平成十七年にはコンク 大型電力施設を対象とした の多くが先生の研究に基づ

平成十九年には東京都の功 モデルの検証、体系化に関

労賞（技術振興）を受賞さ わる委員として長い間ご活

歳 本学に赴任されて、土木工

元理工学部教授 学科主任、土木工学専攻幹

大西 外明

躍されました。

大西先生は昭和五十一年 事などを務められ、発足直

歳

元理工学部教授

歳 教員として本学の素粒子物 から本学に在職され、理工 から本学に在職され、学生 後の土木工学科、同専攻の

元理学部第二部教授 理学 分野 の研 究を 牽引 さ 学研究科長をはじめ、建築 部副部長、学長補佐をはじ 教育研究環境の充実に尽力

忠

井口先生は昭和四十六年

井口 道雄

れています。

67

ものです。大学院博士指導

これらの模擬試験 発展に尽力され、多くの功 坂先生の専門は赤外光・遠 論文賞を受賞されました。

77

歳 など多くの役職を歴任され 内外からも高い評価を得て 筆、手計算から創出される

川端

利用した固体の電子 格子 から本学に在職され、理学 開発、惑星大気のリモート

川端先生は昭和五十七年 光多重散乱理論と計算法の

潔

を昨年に数回実施 績を挙げられた七人の先生 赤外光を用いた固体分光で、

日付

歳 相互作用の研究で先導的な 部第二部学部長、物理学科 セ ン シ ン グ、 観 測 的 宇 宙

宮崎

元理学部第二部教授 ました。川端先生の専門は います。
月

（敬称略）赤外分光法の開発とそれを

しましたが、年明 方に名誉教授の称号を授与 とりわけフーリエ変換型遠
けにも数回行いま しました。
年

68

歳 長、学長室委員会委員など 工学専攻幹事などを務めら 門は地震工学で、地震被害
長坂先生は昭和五十二年 た、フェムト秒レーザーに じめ、評議員、大学院理学 学と多岐にわたっており、 学科主任、物理学専攻幹事

松崎先生は昭和五十五年 生の専門は地震動を受けた 科、同専攻の教育研究環境 の伝播特性の究明を、模型

元工学部第一部教授 を務められました。井口先 れ、 発 足 直 後 の 土 木 工 学 と密接に関連する地震波動

松崎 育弘

宮崎先生は昭和四十七年 れ、
博士を育てられました。 学科主任、図書館野田分館 め、土木工学科主任、土木 されました。森地先生の専

業予定者の就職活 から本学に在籍され、学長 よる時間分解分光の研究に 研究科委員、学生部委員会 中でも前者三つの研究にお をはじめ、大学院理学研究

71

状況が予測されま
す。就職課が主催
する行事に積極的

忠先生
宮崎

潔先生
川端

に参加し、
就職
（進
路）への意識を高
めてください。

長坂啓吾先生

会、理事長室委員会委員な 任、教務幹事、就職幹事、 の動的相互作用を考慮した 水池・沿岸海洋の水環境の した。波動伝播の模型実験

委 員 会 委 員、 学 生 部 委 員 学科の運営において学科主 て応答を評価する、地盤と 大西先生の専門は河川・貯 て積極的に行ってこられま

動は、相当厳しい 補佐をはじめ、物理学科主 おいても先駆的な研究をな 委員、理事長室委員会委員 ける貢献の度合いは顕著で 科委員、機器センター運営 から本学に在職され、建築 際に地盤と建物を一体とし の充実に尽力されました。 実験および地震観測を通し

二〇〇九年度卒

長坂 啓吾

す。選考試験対策 ◇平成

68

元理学部第一部教授 業績を挙げられました。ま 主任、物理学専攻幹事をは 論、恒星物理学、Ｘ線天文 から本学に在職され、物理

｜

として大いに利用

13

してください。

11

森地重暉先生

66

20

大西外明先生

66

の）が採用試験で重要視さ

企業研究セミナー会場から

井口道雄先生

純粋な 理論 物理 で紙 と鉛 年には日本圧接協会の功績 心とした研究も進められ、 しては、その密度流的知見 した。

論物理学（素粒子論）で、 門は建築構造で、平成十三 築と同時に実測、観測を中 冷却水の取排水の問題に関 て多大な業績を挙げられま

した。宮崎先生の専門は理 られました。松崎先生の専 る研究です。理論体系の構 水理学です。原子力発電所 性や分散性状の解明に関し

ど多くの役職を歴任されま 建築学専攻幹事などを務め 建築物の耐震性評価に関す 力学的側面を取り扱う環境 においては、波動の散乱特

松崎育弘先生

合科学技術経営研究科イノ

今秋︑米教育機関等を招待視察

ＩＶＰに八並光俊教授

ベーション専攻博士後期課 課程として総合科学技術経 攻（ＭＩＰ専攻）の二専攻 を上げてきました。その中 専攻に加えて博士後期課程 す。
米国のサブプライム問題
に端を発した金融危機によ
る景気の悪化は就職状況を

決定しました。参加プログ 生には国家元首経験者が二 ています。

（理一）＝写真＝の参加が 年にわたり実施され、同窓 以上の著名な人々が参加し

平塚准教授は一九九九年

所誠教授＝写真＝が、平成 研究費で、競争的研究資金 学術システム研究センター

学の総合科学技術経営研究 で最初に設置したロー・ス

科知的財産戦略専攻（ＭＩ クールです。日本の特許庁 に同センターを卒業、特許

Ｐ）の平塚三好准教授＝写 や企 業か ら人 材が 派遣 さ 事務所、本学の知的財産本

れ、世界の知財関係者と机 部知財マネージャーなどを

同センターは、世界の知 を並べて切磋琢磨していま 経て、現在、本学の知的財 然公園に蓮池があることを

ピアース・ロー・センター 真＝が選ばれました。

創立三十五周年を迎え、こ 代表的な知的財産の教育機 年の夏、三回に亘り同セン 実務、電気特許特論などの のハスの花が咲き、初冬に に尽力していただいている、

一九七三年に創立）が昨年 財関係者が集まる国際的に す。本学でも二〇〇五〜七 産戦略専攻で米国特許出願 ご存知ですか？夏には大輪 十年もの間この蓮田の管理

（ニューハンプシャー州・

誠先生

田所

激変させ、再び「氷河期」
就職課では三年生、修士

内において業界・職種研究 の未来のリーダーと認めた 本年九月中旬にワシントン

て十月より今年二月まで学 使館・領事館が、ホスト国
セミナーを開催します。ま 方々をアメリカに招待し、 ＤＣを出発し、西海岸まで
動向などの講演会を実施 ショナル・ビジター・プロ スクールカウンセリングの

た経済記者による産業界の 視察を実施するインターナ 横断しながら、アメリカの

20

ターのウィリアム・Ｏ・ヘ 講義のほか、理学部及び基 は蓮根の収穫＝写真＝が行 土浦で農業を営む中村和夫
います。今回、二〇〇九年 教育機関等での実際につい 米国屈指の充実した知財 れを記念して、同校卒業生 関と言われ、ＭＩＰ（ Ma
ています。
氏に対し、塚本理事長から
ネシー教授による夏季集中 礎工学部で知的財産概論な われます。
企業の採用方針が一段と 度ＩＶ Ｐ のメンバ ーとし て調査視察する予定です。 教育で知られるロー・スク で世界で活躍中の代表三十 ster of Intellectual
）コースを世界 講座が開講されました。
どを担当しています。
この蓮根は当初、観賞用 感謝状が贈られています。
Property

35

に突入した感があります。
一年生に対する進路支援ガ
イダンスを昨年六月、十一

八並光俊先生

し、進路支援行事を強化し グラム（ＩＶＰ）を行って 最新理論や研究、あるいは

平塚三好先生

月に実施しましたが、併せ

09
ʼ

百人以上、閣僚経験者が千 日本からの参加は一九五
ラム名は、
〝 US Educati
：
on
Counseling
and
米国務省は世界各国の大 Support Systems for世界の
人に平塚三好准教授
〟
です。
School Children
米Ｆ・Ｐ・ロー・センター 周年記念
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理
第３回ホームカミングデー

窓

紘

だより

児島
第三回東京理科大学ホー

ムカミングデーは、昨年十
一月三日（土・祝）に無事
終了することができまし
た。当日は天候も比較的に
良く、三千人という大勢の

なお、今春の平成二十年

懸賞論文入選 人表彰

とバイオ燃料の競合をい

多角的に食を眺める〜」

食糧問題についての考察

ったものと思われ、最優秀

〜先進国とサハラ以南ア

薬科学科３年）
「世界的

▽平塚恵美（薬学部生命創

た」と講評がありました。 ▽山崎元大（理学部第一部

フリカの現在とこれから

かにして防ぐか〜」

応用物理学科４年）
「飢

◆奨励賞（賞金１万円）

餓の経済的要因〜タンザ

賞はありませんでしたが、

また、十二月一日
（月）
に

優秀な論文を表彰できまし

東京理科大学こうよう会 時総会後に入選者表彰式を は長万部校舎でも基礎工学

〜」

▽林耕磨（理工学部応用生

ニアのコーヒーを巡る不

公平〜」

食糧危機について〜科学

物科学科１年）
「世界的

表彰式では審査を務めた 行いました。

部物理学科１年）
「世界

なお、優秀賞論文はこう ▽福田里佳子（理学部第二

の結果十編を入選に選び、 テーマで二十六人の応募が 号（本年一月発行）に全文

課題とその対策〜」

す私たちが取り組むべき

的食糧危機〜日本で暮ら

て〜」

的見地からの解決につい

（敬称略）▽藤田洋介（工学部第一部

る日本〜」

バランス〜無駄にしすぎ

料工学科１年）
「食糧の

▽齋藤梨絵（基礎工学部材

昨年十一月二十二日（土）あり十六編が入選しました を、奨励賞論文は要旨を掲

経営工学科４年）
「世界

いう。

客観的に見えてくると

じ、自分自身の問題が

とで心にゆとりが生

ということで、笑うこ

“にもかかわらず笑う”

よるとユーモアとは

ていられるが、先生に

にユーモアの効用をすすめ

んは心の健康に笑い、とく

死生学の大家デーケンさ

る。

が経験している通りであ

の風景が変わることは誰も

事がきっかけで、パッと心

は思いがけない嬉しい出来

りからのアドバイス、また

の一端から食を変える〜

人は誰でも、日々の

きているものだが、う

危機とバイオ燃料〜食糧 こなわれてくる。忙し

生物工学科１年）
「食糧 ると、心身の健康がそ

▽宮下裕美子（基礎工学部 まく処理しきれなくな

肢〜」

境保全型農業という選択 困難を処理しながら生

における土壌の役割〜環 生活の中でさまざまな

工学科１年）
「食糧危機

▽中川翔（基礎工学部材料

ミと納豆菌〜」

食糧危機の解決策〜生ゴ

料工学科１年）
「世界的

▽大木絢介（基礎工学部材

への影響と対策〜」

食糧危機について〜日本

薬科学科２年）
「世界的

▽関田啓佑（薬学部生命創

◆優秀賞（賞金５万円）

該当者なし

◆最優秀賞
（賞金 万円）

次の通り。

神楽坂校舎でこうよう会臨 が、今回はテーマが難しか 載する予定です。入選者は

十三編の応募の中から選考 度は『地球温暖化防止』が よう会会報誌『浩洋』第

ーマで懸賞論文を募集し、 金元理事より「平成十九年

界的食糧危機」に関するテ

は、学部学生を対象に「世 行いました。

部一年生の入選者表彰式を

こうよう会 ﹁世界的食糧危機﹂テーマ

10

問い合わせ先

参加者を仰ぎ、事故もなく

多くの学生の皆様に協力 声合唱団などの熱演に、同

10

成功裏に終わったと考えて
おります。
今回のホームカミングデ
ーは会場を野田キャンパス
から神楽坂キャンパスへ移
し、同時に同窓・教職員に

いイベントを強調した内容 や、二百二十六人の各イベ をしていただき、受付・会 窓は拍手喝采していまし 度卒業式に続いて、新卒業
ントへの出演者など、これ 場案内などをお願いして運 た。さらに、こうよう会の 生を迎える理窓会入会式を

当日は、百五十六人の同 までの理窓会行事では考え 営は順調に進みました。ま 皆様も二百人程度参加さ 行います。前回はマスコミ

で開催いたしました。

っていただきましたが、本

クルの神楽坂管弦楽団や混 ら貸し切りバスで来られた に卒業生へメッセージを送

窓・教職員がボランティア られない体制で実施いたし た、当日出演参加したサー れ、遠い地域では愛知県か 界でご活躍の鳥越俊太郎氏
で運営にあたり、八十七人 ました。

方々もおりました。

ホームカミングデーは同 年もジャーナリストの櫻井
窓を主体にした行事です よしこ氏にお願いしますの
が、学生諸君の多くの参加 で、ご期待下さい。
がありました。来年度も開 ＊理窓会 本学卒業生が自

19

すぎたり、仕事や生活

〝にもかかわらず…〟の精神で

12

福田里佳子さん

藤田洋介君

平塚恵美さん

林耕磨君

齋藤梨絵さん

関田啓佑君
大木絢介君

ワイド版

よる手作り、理科大学らし のアルバ イトの学生諸君

小柴先生講演会の開始を待つ来場者

動的に加入する同窓会。
の個人、
サークルで参加され ＊理窓会アドレス

催いたしますので、
より多く

：

中川翔君

５号館アリーナで行われた同窓生歓迎式典での同窓代表宣言
講演する秋山仁先生

ることを期待しております。 http://risoukai.rikadai.jp/

：

宮下裕美子さん
山崎元大君

会

幹事長

神楽坂に3000人 交流
創立百二十五周年記念事業 寄付者芳名

小平 勇次様
〇〇〇円） （累計金二八三、
〇〇〇円）［団体］
（累計金八〇〇、
〇〇〇円） （累計金二九〇、
（一団体）の不満が重なったり、
現実を変えることは
（累計金一五、
〇〇〇円）匿名
匿名
一名
◇匿額
一名
四一、
〇〇〇円
難しいが、現実を受け
思いがけない不幸がダ
坂田 和久様
◇金九、
〇〇〇円
東京理科大学能楽研究部Ｏ［こうよう会］ （一〇二件）
◇金一〇〇、
〇〇〇円
入れれば苦しみも軽く
下田
明様
白石 幸英様
Ｂ会様
齊藤
功様
六、
二〇七、
〇〇〇円 メージの原因となる。
（累計金五〇、
〇〇〇円） （累計金五〇〇、
〇〇〇円） （累計金五二〇、
〇〇〇円）○寄付総額（二〇〇三年十一 このような状況では、
〇〇〇円） （累計金四三五、
なるものだ。過酷なナ
でにお振込みいただいた分です
「創立百二十五周年記念事業募金」にご賛同いただ
千田
将様 田口 正俊様 鹿村 恵明様
◇金六、
〇〇〇円
水谷 正則様
月一日～二〇〇八年十月三
チスの収容所生活を生
おそらく脳内の神経伝
ご芳名は区分別・金額別・五十音順ですが区分で重
田中 如之様
伊藤 享子様
【こうよう会】
増田 勇三様
十一日）
き、ご寄付をたまわった方々のご芳名を掲載します今
（累計金六〇、
〇〇〇円） （累計金九〇〇、
〇〇〇円）◇金六、
二〇七、
〇〇〇円
〇〇〇円） （累計金一〇〇、
［個人］
（五、
二八四名）達物質の量や分布に変
複する方はいずれか一つに掲載させていただきました
き の び、 名 著『 夜 と
回は、二〇〇八年八月一日〜二〇〇八年十月三十一日ま
中埜 正一様
関根
広様
個人 一〇二名
◇金三三、
〇〇〇円
八三〇、
八八三、
一八〇円
霧』を書いたドイツの
化が生じてくると考え
【同窓生】
（累計金七五〇、
〇〇〇円） （累計金五〇〇、
〇〇〇円）匿名
二名
（累計金三〇、
〇〇〇円）安藤 正海様
（累計金四八、
〇〇〇円） （ 累計金一四五、三七八、二九〇円）［法人］
（三五一社）
精神科医フランクルは
◇金二、
〇〇〇、
〇〇〇円
◇金二〇〇、
〇〇〇円
山崎 郁夫様 匿名
一名 ◇金三〇、
〇〇〇円
濱本 寛信様
一名
○入金額
（累計金四五五、
〇〇〇円）匿名
八二六、
四六〇、
〇〇〇円 られる。その結果、う
森野 義男様
河田 博幸様 平野雅一郎様 ◇金八〇、
〇〇〇円
鈴木 行生様
（累計金五〇、
〇〇〇円）◇金三〇、
◇金五、
〇〇〇円
［個人］
（七八名）［団体］
〇〇〇円
（二一九団体）つ状態や不眠、更にう
“にもかかわらず生き
（累計金一〇二、
〇〇〇、
〇〇〇円）匿名
一名
匿名
一名
深澤 昭彦様
樋口 忠司様 二塚義一郎様 菅井
匿名
一名
八、
二〇八、
三三〇円
繁様
三三、
一五四、
一五八円
る”という強いメッセ
◇金五〇〇、
〇〇〇円
◇金一五〇、
〇〇〇円
◇金五〇、
〇〇〇円
（累計金六〇、
〇〇〇円）古澤 佑一様 匿名
四名
［法人］
（三社）［こうよう会］（二、
（累計金五二〇、
〇〇〇円）【法人】
〇六六件）つ病や心身症に行きつ
安藤 治夫様
髙野 京子様
大竹
誠様
◇金二〇、
〇〇〇円
◇金五、
〇〇〇円
◇金二、
〇〇〇、
〇〇〇円
四、
〇〇〇、
〇〇〇円
宮本 岩男様
一四五、
三七八、
二九〇円 くことも稀ではない。
ージを残している。
（累計金一、
五〇〇、
〇〇〇円） （累計金五〇〇、
〇〇〇円） （累計金一〇〇、
〇〇〇円）匿名
一名
匿名
一名
（累計金五八三、
〇〇〇円）東京理科大学消費生活協同
このような状況に追い込 “にもかかわらず”の精
東京理科大学周年募金事務室☎〇三・五二二
山田 義幸様
◇金一〇〇、
〇〇〇円
岡本 公爾様
岡本 貞嗣様
◇金三、
三三〇円
組合様
匿名
五名
八・八七二三／ＦＡＸ〇三・三二六〇・四三六三 まれないためには、早めに 神は、現実を受け入れ、苦
（累計金二、
五〇〇、
〇〇〇円）伊藤 賢吉様
（累計金一、
一〇〇、
〇〇〇円）
（累計金三〇、
〇〇〇円）清水
靖様
（ 累計金三四、〇〇〇、〇〇〇円）
◇金一五、
〇〇〇円
のぞ
＊
：
◇金三〇〇、
〇〇〇円
井口 英明様
小川 裕幸様
鈴木 克巳様
（累計金一〇、
七五一円）赤上
◇金一、
〇〇〇、
〇〇〇円
好様
e-mail
125shunen@admin.tus.ac.jp
自分の問題に気付くことが しみを希みに変える究極の
小林 恭子様
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） （累計金三五〇、
〇〇〇円）
（累計金五〇、
〇〇〇円）【一般個人】
（累計金四五〇、
〇〇〇円）株式会社小松製作所様
＊ URL:http://www.tus.ac.jp/125/
肝心だが、そもそも自分の メッセージのように思われ
（累計金五〇〇、
〇〇〇円）岩佐 正道様
菅野 祐一様
長谷川隆司様
◇金五〇〇、
〇〇〇円
株式会社毎日コミュニケー
石渡恵美子様
」とあるのは「大 足元は見えにくいうえに、 る。
＊お詫び 第１７１号６面「創立 五〇、〇〇〇円）
中村
彬様
澤井 伯郎様
（累計金一五〇、
〇〇〇円） （累計金一〇〇、
〇〇〇円）匿名
一名
（累計金二八〇、
〇〇〇円）ションズ様
百二十五周年記念事業寄付者芳名」 竹好文様（累計金五〇〇、〇〇〇
（累計金二、
一〇〇、
〇〇〇円） （累計金二二五、
〇〇〇円）田附 幹隆様 中原
敏様 ◇金一〇、
〇〇〇円
【教職員】
【団体】
大島 博行様
苦しい時には一層みえなく（神楽坂校舎保健管理セン
」の誤りでした。お詫びして訂
の「
【教職員】◇金二〇〇、〇〇〇 円）
◇金二五〇、
〇〇〇円
関
裕史様 田村 清志様 山下
正様
菊池 郭元様
◇金三五〇、
〇〇〇円
〇〇〇円
（累計金七〇、
〇〇〇円）◇金四一、
なるのが常だ。休息やまわ ター・校医・出村 黎子）
円」の項中「大竹好文様（累計金四 正いたします。
君塚 弘明様
森戸 弘行様
（累計金一、
八五〇、
〇〇〇円）
（累計金五〇、
〇〇〇円）山下 輝雄様
１部軟式庭球部ＯＢ会 様
茅壁 猛幸様

講演する小柴昌俊先生

2009年（平成21年） １月７日（水） （ 4 ）
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山口東京理科大学
http://www.yama.tus.ac.jp/

山口県山陽小野田市大学通一ー一ー一
０８３６・８８・３５００
︵代表︶

でした。一年前のちょうど 万能であるというのはもは た、同じ理工系の大学人と
世代の大量退職を背景に、 主導のグローバリゼーショ た。

今ごろ、日本経済は団塊の や机上の空論で、アメリカ してまさに望外の喜びでし
今回ノーベル賞を受賞さ

も過言ではないでしょう。 れた先生方は、これまで地

景気が次第に好転し、バブ ンは終焉を迎えたと言って
一方、他国に比べ、比較 道な研究を積み重ね、日夜

ーとなる有為な理工系の人
成果ではなく、若い頃の研 が必要な時代が到来しよう ださい。
究成果が後年になって理論 としています。今一度原点 二〇〇九年、山口東京理 材育 成に 努め てま いり ま
的に証明され、受賞にいた を見つめ直し、しっかりと 科大学は新たな歴史の一ペ す。

竜王祭も
賑 わ う

援に駆けつけ、得意のオリ

露。本学の伊藤紘二教授の

ジナル曲やバラードを披

本学は昨年十一月二十二 ホームカミングデーを開催 離れ対策として「小学生向 バイオリン演奏とのコラボ

的我が国が経済的打撃を受 実験に没頭し、論文を書き 日（土）
、理窓会山口県支 しました。当日は、県内外 け化学実験教室」や「企業 レーションも行い、場内か

けなかったのは、バブル崩 続けてきました。共通して 部及びこうよう会山口県支 から本学並びに前身の東京 技術者育成」などのボラン ら は拍 手喝 采が 沸き 起こ

さらに、この日は第十四

プログラム第二部の同窓 回竜王祭と保証人懇談会も

いても紹介されました。

井口洋夫先生（壇上）の講演

中のどこかで多数の分子が

素が結合して、毎日、世界

発見されています。この日

までに一億を超えました」

ご自身の専門である“有機

と最新の研究事情を紹介。

半導体”の発見（電気の絶

化合物が電気を通すこと）

縁体と考えられていた有機

が、炭素研究から得られた

成果であったことにも触れ

い科学の多彩さや研究の面

られ、様々なスライドを用

さらに、宇宙航空開発で

白さも語っておられました。

は、国際宇宙ステーション

「きぼう」の様子や山口県

内の企業から提供されたポ

本学 は昨 年十 一月 一 日 機構ＪＡＸＡ顧問の井口洋 リエチレンフィルムで作っ

講演後には、高校生や大

をテーマに、㈱ワールドメ ーブルで賑やかに談笑する ラオケ大会、ゲストライブ 催の教育文化講演会を開催 炭素とは〜」をテーマに、 ていることも紹介。

タル研究開発部長の神田勝 光景が見られ、同窓生たち 等 の多 彩な イベ ント のほ し、高校生や社会人の方々 身近な物質である炭素の仕

講師は、平成十三年文化

井口先生は最新のデータ 場内は終始熱気に包まれて

かりやすく解説されました。 活発な議論も沸き起こり、

美博士（Ｓ ・理学部化学 は恩師や同級生と旧交を温 か、学生の模擬店も多数出 約百五十人が聴講されまし 組みや用途などについて分 学生の方が次々に質問し、

れ、ご自身のこれまでの研 トでは、布井祥子さん（Ｈ ご 父母 や地 域の 方々 で溢

科卒）による講演が行わ めました。また、コンサー 店。キャンパスは、学生や た。

室の五研究室が参加。各種

けた研究成

果、位置決め

機構を持つ装

置の振動低減

についての研

究成果などの

研究発表を行

東京理科大

いました。

学からは理工

学部機械工学

三日間の来場者数は過去 花火の打ち上げ等があり、

ました。

祭典は一般公募で選出し

た「 Boys and Girls be
」をテーマに、
ambitious

各種のイベントのほかに、

多数の学生団体、研究室か

ら日頃の活動成果の発表や

露店などの出店がありまし

東京理科大学と連携して理

た。また、初の試みとして

大祭の様子等を展示する写

真展も実施。写真は東京理

れました。

科大学の理大祭にも展示さ

特設ステージでは軽音部

のライブ。ステージを取り

ーケットが並びました。閉

巻くように露店やフリーマ

祭式では花火の打ち上げや

平成二十年度の諏訪東京 日程で、本学４号館、２号 恒例ビンゴ大会も行われま

究室、山口東 二十五日
（土）
から二日間の 京理科大学との連携企画や 理大祭を楽しみました。

学科・千葉研 行委員会主催）は昨年十月 開催されました。今回は東 域の子どもから大人まで、

気電子情報工 理科大学理大祭（理大祭実 館前駐車場をメイン会場に した。さまざまな催しに地

室、同学部電

科・鈴木研究

さあ、いらっしゃい！ メイドもいます？

科・伊藤研究室、成松研究 集めました。

経営 情報 学部 経営 情報 学 演を行い、来場者の関心を で、盛況のうちに幕を閉じ 加者が訪れて楽しみました。

河村研究室、星野研究室、 室が参加、パネル展示や実 最多の二万七千四百七十人 例年以上の学生、一般の参

システムデザイン工学科・ 京理科大学からは稲垣研究

究開発の話題のほか、理科 ２・理学部数学科卒）が応 れ、大いに賑わいました。 勲章受章者で宇宙航空開発 をもとに「九十二種類の元 いました。

諏訪圏工業メッセ 開く

工業メッセ二〇〇八」が開

今般、信州大学が中心と ルク長野にてコンソーシア

県内８ 大学ネットワーク発足

高等教育コンソーシアム信州

した教育を熱意を持って提 といたします。

文化勲章の井口洋夫先生を招いて

会の後「人生ものつくり」歓迎会では、各研究室のテ 併催され、ダンス大会、カ（土）
「化学のすすめ〜 た気球が宇宙研究に役立っ
、生涯学習センター主 夫先生。

プログラム第一部では総

生二百人が集いました。

壊の教訓が十分に活かさ 言えることは、現在の研究 部との共催で、第一回目の 理科大学山口短期大学卒業 ティア活動の取り組みにつ り、会に華を添えました。
れ、未だ日本人が、勤勉で
ル時期を超える超売り手市 真面目な国民性であるとい
場の様相を呈していまし うことに起因するのではな
た。しかしながら、昨年半 いでしょうか。
このような暗い話が多い

ると思います。大学全体で

本学５ 研究室が多彩な研究発表
昨年十月十六日（木）か 催されました。

本 学 か ら は「 も の づ く 展示のほか、波長変換機能

そのためには、気力あふ ご支援を賜りますようお願 東洋バルヴ諏訪工場跡地）工学部 電子 シス テム 工学 験結果や、ソーラープレー

とも皆様のご理解と温かい 諏訪湖イベントホール（旧 り」をテーマに、システム を持った農業用ネットの実

域経済活性化に資する経済 できる人材育成が求められ いりたいと思います。今後 ら十八日（土）
、諏訪市の

お陰様で本学は、地域社

テクノロジーコース、マネ 所存です。
ジメントコースと並んで社

会から高い評価を頂き、卒
業生を高い就職率で送り出
すことができております。
念としております「工学と

これも本学が設立の基本理

クを整備し、学生の基礎教 知事、文科省の徳永高等教

学間で高速通信ネットワー れ、来賓として村井長野県
育などを共同で取り組む 育局長が基調講演を行いま

なり、本学を含む県内八大 ム発足記念式典が開催さ

営できる人材育成の社会シ たものと考えております。

会の新しい仕組みを創造運 産業界に認識評価されて来

「高等教育コンソーシアム した。

経営学の融合」を実現する

ステムコースに加え、技術 特に本年は、金融危機に端

学小宮山淳学長）を設立し 長、西山システム工学部長

信州」
（初代会長は信州大

教育内容が、着実に地域の

と経営の両能力をバランス を発した世界的不況が深刻

ました。昨年十一月二十九 ほか関係者八名が出席しま

なお、本学からは片岡学
良くそなえた地域産業の中 化する中、今こそ、学部・
核となる企業人を育成する 大学院一貫した社会に即応

技術経営（ＭＯＴ）コース できる産業人としての技術 握手する８大学の学長・代表 日（土）に長野市のメルパ した。

賑わう本学ブース

年となりました。大学院は 学院として展開してまいる れる学生を広く集め、充実 い申し上げ、年頭のご挨拶 で三日間にわたり「諏訪圏 科・谷研究室、同学部機械 ンの実演および実用化へ向

の春からは八年目を迎える 指して、さらに充実した大

諏訪東京理科大学は、こ 社会に即した人材育成を目 ることと存じます。

ざいます。

38

ばに状況が一変し、サブプ
ライム問題を端緒とする金 中、昨年十月、我が国に一
融危機が世界を席巻し、ア 筋の光明が差しました。
それは、ノーベル物理学

本学のより一層の理解を得

供し続けることが重要であ

http://www.suwa.tus.ac.jp/

る努力を、日常活動の中で

長 野 県 茅 野 市 豊 平五〇 〇 〇ー一
０２６６・７３・１２０１
︵代表︶

ヨーロッパ諸国も大打撃を 賞を三人が同時に受賞し、

メリカをはじめ、アジア、

初のホームカミングデー盛況

昨年を振り返ると、二〇 し、失業者は今なお増えつ は、科学技術創造立国を標 続け、勉学や研究に励んで がこれからの日本を支える 科のもと、本学は地域社会 して、変わらぬご支援、ご
〇八年はまさに激動の一年 づけています。金融工学が 榜する我が国にとって、ま ください。
理工系の人材であるという に貢献する大学として、地 鞭撻を賜りますよう、よろ
今まさに、理工系の学生 ことの誇りを忘れないでく 域のキーパーソン・リーダ しくお願い申し上げます。

ざいます。

明けましておめでとうご 受けました。百年に一度と さらに化学賞も一人受賞し

した基礎を固め、何事にも ージを刻みます。工学部が ご父母並びに卒業生、地
ったということです。
どうか学生の皆さんは自 ぶれない座標軸を持ち続け 誕生し、機械工学科、電気 域の皆様方におかれまして
言われる世界的恐慌が到来 た こ と で す。 こ の 出 来 事 信を持って、弛まぬ努力を てください。そして皆さん 工学科、応用化学科の三学 は、今後とも本学に対しま

News

あけましておめでとうご を設置し、二十一世紀の地 力、応用力、着想力を発揮 地域社会に向けて行ってま

諏訪東京理科大学

熱唱するOGの布井祥子さん
と伊藤教授とのコラボ演奏

化学をテーマ、
教育文化講演会

…be ambitious ! と理大祭

08

新工学部発足の年です
即応力ある人材を育成
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プロトプラストの作成と細胞融合の実験 や大学生活について発表。 が企画から運営までを実施 オシャレなマドラーや、手 りたいと思うことを教えて 教授が「日本型ＭＯＴと技

講演後、昼食を兼ねて大学 した実験体験を行いまし 作りの香水を作る化学系実 もらえた」
「女子学生の皆 術経営の力学」と題し、ア

生・大学院生や教員、本学 た。異なる種類の細胞を融 験「オシャレは化学から」さんがとても親切に優しく メリカの真似ではない日本

身近なテーマ ワ･クワク科学

東 京 理 科 大 学 創 立 百 二 生む新しい価値を最大限に

パネルディスカッション ーズの第九弾、第十弾及び 平塚三好准教授

八〇年代くらいまで人間

生物学 は物でした。ところがＩＴ

◆第九弾 『環境汚染で にとってもっとも大切なの

ートのもと「技術経営の力 滅びないために

れ、充実した一日を過ごせ ＭＯＴ専攻）のコーディネ

いっ たコ メン トが 寄せ ら では、徳重桃子教授（本学 第十一弾を発刊しました。

もっと深く勉強したい」と

学・坊っちゃん選書」シリ 専門職大学院ＭＩＰ専攻・

ＯＧとの交流会を開き、参 合して、新しい細胞を作る など、六種の実験体験から 接してくれた」
「参加した 型ＭＯＴのベクトルについ 十五周年記念「東京理科大 活用するノウハウ』著者

充実した一日…参加者

トの作成と細胞融合」＝写 体験しました。

加者は理系についての見識 生物系実験「プロトプラス 参加者が自ら選んだ二種を 実験に興味をもったので、 て講演されました。
を深めていました。
午後には、女子中高生が 真 ＝や、化学反応が織り
理系に興味を持ってもらえ 成す、色・においの変化、
るよう、大学生・大学院生 温度によって色が変化する

学」と題し、東実氏、伊丹 者の目から見た環境問題』の 発 達 に よ り、 形 の な い

研究科教授）の挨拶の後、 教 授（ 同、 元 通 商 産 業 省 センター・坂口謙吾教授

世 の 中 に 氾 濫 し て い る 値 の あ る も の を「 知 的 財

と題し、逆境を超えるイノ トに、技術経営の現状や課 いると、地球規模の話が、 知財は、知識社会に変貌を

（知財）と呼びます。
「逆境を超える技術経営」業庁計画課長）をパネリス「環境問題への答」を見て 産」

技｢術経営の力学〜日本型ＭＯＴと企業戦略〜 ｣ 東実氏（㈱東芝顧問）から（現・経済産業省）中小企

も、人間にとって有益な価

、松島茂 学科、同・ゲノム創薬研究 つようになりました。中で
授、元一橋大学大学院商学（同、元東芝常務）

究科長（本学ＭＯＴ専攻教 敬 之 教 授、 森 健 一 教 授 著者 理工学部応用生物科「もの」が大きな価値をも

参加者からは「理系で知 た様子でした。

：

済を活性化さ

文化も発展さ

せるとともに、

活を豊かにし

せ、人々の生

ます。
まさに、

み出すマジッ

新しい富を生

クパワーのよ

◆第十一弾

うなものです。

『科学を選

んだ女性た

ち』監修 工

学部第一部経

営工学科・Ｗ・

ス教授、同学

Ａ・スピンク

＜

＞

れるでしょうか？ 環境汚 という声がいまだにありま

最 後 に 福 山 機 構 長 か ら 染が進んでしまう理由は、 すが、そんなことはありま

策は、地球の摂理、生物学 しっかり選ぼうとしている

引き続き行われた交流会 の原理、時間の概念を完全 多くの女子中高生に「科学

「知財」の時代へ

頭脳が

＊本選書シリーズは、全

国の書店及び生協書籍部で

（オーム社、千二百円）

◆第十弾 『
「もの」から お求めいただけます。

瓶好 正学 長補 佐の 挨拶 の 解説しています。

の挨拶に続き、十二の研究 れました。

福山秀敏総合研究機構長 後、活発な意見交換が行わ

果報告が行われました。

から、先端的研究の研究成 前総合研究機構長である二 この環境汚染というものを

プロジェクトの研究代表者 者が集まり、竹内伸学長と は、生物学者の立場から、 が贈るメッセージです。

ター、研究部門、社会連携 でも百七十人を超える参加 に 無 視 し て い ま す。 筆 者 のマドンナ」プロジェクト

なることを祈念し、各セン

め、共同研究のきっかけと 挨拶が述べられました。

ト」の魅力を大学全体に広 歩となるだろう」と閉会の の環境汚染対策のための政 が訴えます。自分の進路を

部門・社会連携プロジェク 後の創造的分野横断の第一 世界で行われているすべて 科学を選んだ十四人の女性

ーラムは「センター・研究 ける活発な質疑応答が、今 いているからです。現在、 おもしろいものなのです。

三回目となる今回のフォ「今回の研究成果発表にお もっと大きな別な原理が働 せん。科学はワクワクする

ました。

二百人を超える参加があり が情報交換されました。

「女の子に理科は無理」
ルで開催され、学内外から ス関係者も含め多くの方々 球規模の環境破壊を止めら い」

秋葉原コンベンションホー 紹介が行われ、企業やプレ まいます。こんなことで地 「理科は女の子に向かな

昨年十月二十八日（火）
、 組織）による概略・組織の 選択の話にすり替わってし 部教養・松本和子准教授

｢坊っちゃん選書｣シリーズ 続刊３冊

専門職大学院総合科学技 型 Ｍ Ｏ Ｔ と 企 業 戦 略 〜」経団連会館十四階経団連ホ ベーションの創出や、国際 題、今後の展望などについ 突然、家庭の節電や商品の 遂げた現在にあって産業経

（主催 本学ＭＯＴ専攻、 ールで開催し、約四百人の 競争力を持つための技術経 て、各パネラー独自の視点
術経営専攻（ＭＯＴ専攻）

営についての講演をいただ からの意見表明と活発なデ

今回のシンポジウムの内

容については、昨年十一月

二十四日発行の日本経済新

聞紙上にて採録記事として

紹介されました。

センターと八つの研究部

門、一つの研究開発プロジ

ェクトが午前と午後、二会

場に分かれて最新の研究成

果を発表。ポスターセッシ

まで 創
—造的分野横断」が プロジェクト（合計二十二

ラム「ものづくりから環境 ター、研究部門、社会連携

本学総合研究機構フォー ョンでは、全ての研究セン

第３回総合研究機構フォーラム

した。

竹内伸学長、伊丹敬之研 きました。続いて伊丹敬之 ィスカッションが行われま

は昨年十月二十五日（土）日本経済新聞社）と題した 方が来場されました。
に「技術経営の力学〜日本 シンポジウムを、大手町の

東実東芝顧問

ｍｙ 顕微鏡を作ろう

当日は女子中高生八十人

ＭＯＴシンポジウムに 人

今後の展望 活発論議

昨 年 十 一 月 二 十 三 日 学省「女子中高生の理系進 うと、講演や交流会、実験

ンパスで「
“秋のマドンナ れた本学の「科学のマドン

技術振興機構（ＪＳＴ）の 田市山崎２６４１、東京理
大学発ベンチャー 科大学 号館６階▽代表取

茂教授

松島

（日・祝）
、千葉県野田キャ 路選択支援事業」に採択さ 体験を行う企画です。

の皆さんにサイエンスの魅 ＯＧ二人による講演を開催

ナ」プロジェクトの一環と が参加。まず、本学女子大
たち” Research
から Pro
へ」を開催しま して開催され、女子中高生 学生・大学院生三人と本学
fessional

した。

400

：

下

：

〝創造的分野横断〟
の第一歩

このベンチャー企業を起
チャー千社計画が発表さ こした理由のひとつは、こ

泉政権で平沼プランのベン

し、二十一世紀に入り、小 の開発試作も行います。

た よ う に 思 い ま す。 し か 般の永久磁石モーターなど

け」的なとらえ方が多かっ 計、試作、開発に加え、一

で は「 単 な る 教 授 の 金 儲 アリングレスモーターの設

てきました。一九九〇年代 会社」を起業しました。ベ

ーの認識はずいぶん変わっ ーターソリューション株式

国内でも大学発ベンチャ 月に本学発ベンチャー「モ

このイベントは、文部科 力を体験的に知ってもらお し、現在研究している分野

開発

モー
ター

新ベンチャー企業紹介

健一教授
森
200人を超える参加者を集めた総合研究機構のフォーラム会場

産・学・官 連携と知財のひろば

ベアリングレス
学内発

モーターソリューション㈱

れ、つぎつぎと大学発ベン の国の将来（産業復興）の
＊モーターソリューショ

チャーが生まれ、経済効果 ため、と考えております。
三年前、私たちのプロジ ン㈱ ▽創設 平成 年５

昨 年 四 月、 新 た に 三 チャー」によれば、実用に まで完成度を高めるのが役 を与えているようです。
社の本学発ベンチャー 結びつきやすい特許は、簡 割です。米国では成功事例
からその企業を紹介し ようです。一方、基本的で うです。
ていますが、三回目は あり、革新的であり、論文

受託研究に採択さ 締役社長 楊仲慶▽事業内
れ ま し た。 そ の 容 電気機器及び関連設備

きました。昨年五 成並びにコンサルティング

プの開発を行って 気機器業務に関する人材育

用化のプロトタイ 共同研究推進開発業務／電

の開発を行い、実 知的財産権のライセンス、

ングレスモーター ソフトウェアの研究開発／

後、三年間ベアリ の研究開発、製造、販売／

：

理工学部電気電子情報 に掲載されるような技術の
工学科・千葉明教授の 実用化は容易でないようで

す。大学発ベンチャーの役

のが大学発ベンチャーで

「モーターソリューショ す。そこで、必要とされる
ン株式会社」です。
＊

米国のマサチューセッツ 割は、実用化に時間がかか

：

：

伊丹敬之教授

企業が発足し、前々号 単な改良であることが多い がいくつも出てきているよ ェクトは独立行政法人科学 月 日▽所在地 千葉県野

20

理系進路選択支援｢秋のマドンナたち｣

工科大学のＴＬＯ関係者が る新しい技術を、企業がす

12

：

：

｢科学｣実験体験 楽しむ

まとめた書籍「大学発ベン ぐに購入したくなるレベル

完全非接触５軸能動制御
ベアリングレスモーター

｜

｜

28

野田キャンパスに女子中高生80人
③

⑱

2009年（平成21年） １月７日（水） （ 6 ）

報
学
大
科
理
京
東
第172号

東

（ 7 ） 2009年（平成21年） １月７日（水）

京

歓！08 理大祭

理

科

大

学

報

第172号

昨年11月に理大祭が開催され、
各会場は 「サイエンス夢工房」等が行われました。
盛り上がる学生達と来場客の歓喜に包ま また、
理大祭メインイベントとなってい
れました。
祭典は、
久喜キャンパスの８日 る「ミス理科大コンテスト2008」では、
（土）
を皮切りに、
22日
（土）
から24日
（祝）
ま ミス理科大に財田恵里さん（経営３年・
で神楽坂と野田の両キャンパスで開催。 写真中央右）
、
準ミスに板倉美紗さん（工
出店やお笑いライブ、
人気イベントの １年・同左）が選ばれました。

九 段

野 田

九段校舎でも
模擬店がありました

坂
楽
神

おいしいよ！ 今年もズラリ
と並んだ模擬店

久

AQUARIUSの華麗なショータイムに湧く
ミス・ミスターコンテストも大盛況！

▲
▼

喜

神
楽
坂
子どもたちも参加した
サイエンス夢工房

オープンキャンパスも同時開催
（在学生による相談コーナー）
工学部第一部
薬

学

部

学

２月20日
（金）

【お問い合わせ先】
〒１６２−８６０１ 東京都新宿区神楽坂１−３ 東京理科大学 入試センター
TEL ０３
（５２２８）
８０９２ FAX ０３
（５２２８）
８０９３
URL http://www.tus.ac.jp/
E-mail nyugaku@admin.tus.ac.jp

２００9年度 山口東京理科大学入試日程
工学部（機械工学科／電気工学科／応用化学科） ※2009年４月設置
■A方式入学試験

Ⅰ 期
Ⅱ 期
Ⅲ 期

■B方式入学試験

熱心なご指導 就職課（就職支援室）では

ったこと等の 相談に応じているので、こ

が合格に繋が 各種資料を豊富に揃え随時

報告がありま れから進路の選択肢として

した。また、 公務員を考える学生は、積

（敬称略）

合格者は次のとおり。

表彰学生の代 極的に活用してください。

表として、特

許庁への入庁

＊詳細は諏訪東京理科大学アドミッションズオフィスへお問い合わせください。 TEL０２６６
（７３）
１２０１

が内定してい【理１】佐藤史彬／會田利

試 験 日
合格発表日
２月 2 日
（月） ２月 ９ 日
（月）
３月14日
（土） ３月19日
（木）

る佐藤史彬君 之

出願期間（消印有効）
１月５日（月）〜１月24日（土）
１月５日（月）〜３月 7 日（土）

合格発表日
２月12日
（木）
３月 5 日
（木）
３月25日
（水）

部物理学科四【理工】原朋久／市川佳樹／

前期
後期

出 願 期 間
１月5日（月）〜１月31日（土）消印有効
１月5日（月）〜２月27日（金）必着
１月5日（月）〜３月18日（水）必着

年）からは、 小倉孝浩／粂原和也／西山

■B方式入学試験

（本学独自の入学試験）

前期
中期
後期

社会人として 央、塚本邦芳／児玉総一郎

（大学入試センター
試験利用）

【工研】岡野大志／吉岡悠

システム工学部（電子システム工学科／機械システム工学科） 経営情報学部（経営情報学科）
■A方式入学試験

今後公務員・ 惠里加／福地正樹／三上貴

２００9年度 諏訪東京理科大学入試日程

自覚を持ち励 ／高橋尚人／土田和幸／中

＊詳細は山口東京理科大学学務課へお問い合わせください。 TEL０８３６
（８８）
３５００

竹内学長（前列中央右）
、塚本理事長（同左）と共に晴れの合格者

んで行く決意 山基志

出願期間（消印有効）
試 験 日
合格発表日
１月５日（月）〜１月26日（月） ２月 1 日（日） ２月 5 日（木）
１月５日（月）〜２月13日（金） ２月19日（木） ２月25日（水）
２月２日（月）〜３月10日（火） ３月16日（月） ３月19日（木）

平成20年度の栄冠は37人

と先生方のご【経営】吉田健作

Ⅱ 期
Ⅲ 期

合格発表日
２月 9 日（月）
３月 4 日（水）
３月19日（木）

祝！国家公務員Ⅰ種合格

（ 理 学 部 第 一【工１】寺山秀星／高橋充

（本学独自の学力試験） Ⅰ 期

出 願 期 間 （ 消 印 有 効 ）
１月５日（月）〜２月 2 日（月）
１月５日（月）〜２月25日（水）
２月２日（月）〜３月13日（金）

昨今の景気後退とともに 太／丸山謙一郎

（大学入試センター
試験利用）

同日は、国土交通省に入

●出願期間…１月5日
（月）
〜１月29日
（木）
（消印有効）
●出願要件…大学入学資格を有する社会人
（浪人生を含む）
●選考日…２月１１日
（水）
●合格発表日…２月23日
（月）

平成二十年度「国家公務 当額の奨学金（卒業生には 指導・ご協力に対する謝辞【理研】最上桂

■社会人特別選抜〈１年次入学〉
（理学部第二部・工学部第二部で実施）

員採用Ⅰ種試験合格を祝う 祝い金）
が授与されました。 が述べられました。

合格発表日
２月26日（木）
３月26日（木）

会」が昨年十一月二十六日

試 験 日
２月17日（火）
３月24日（火）

記念講堂で行われました。（理工学部建築学科四年）なり、公務員志望者が増加 宏／鈴木翔太／松生泰樹／

出願期間（消印有効）
１月５日（月）〜２月11日（水）
１月５日（月）〜３月17日（火）

合格者は三十七人で、祝う から、体験報告として大学 する可能性があります。本 赤池史子／西以和貴／村上

学
部
昼 間 学 部
工学部第二部

会には塚本理事長、竹内学 の主催する公務員説明会や 学では平成二十一年度公務 優

■Ｃ方式入学試験（大学入試センター試験＋本学独自試験の併用）

長はじめ公務員対策委員会 講座に積極的に参加したこ 員試験に向けた各種支援行【理工研】眞壁隆一／篠﨑

３月16日
（月）

委員ほか多くの教職員が出 と、また、小論文対策・面 事を随時行っており、学年 哲平／林修平／五十嵐聡／

２月23日
（月）
２月16日
（月）

記念品、及び後期授業料相 において、本学の先生方の バックアップしています。【その他】３人

基礎工学部
経 営 学 部
夜間 理学部第二部
学部 工学部第二部

２月23日
（月）

（水）
、神楽坂校舎１号館の 省が内定している原朋久君 民間企業への就職が厳しく【薬研】宇野映介／小野友

理 工 学 部

２月２０日
（金）

席し、理事長から表彰状、 接対策・専門試験（設計）を問わず志望者を全面的に 広瀬泰之／細谷真史

部

合格発表日
２月25日
（水）

第五十八回東京理科大学体育祭が昨年十月十

間

試 験 日
２月１２日
（木）
２月１３日
（金）
２月 ８ 日
（日）
２月 ９ 日
（月）
２月 ７ 日
（土）
２月１１日
（水）
２月 ４ 日
（水）
２月 ５ 日
（木）
２月 ６ 日
（金）
２月１０日
（火）
２月 ３ 日
（火）
３月 5 日
（木）
３月 7 日
（土）

二日（日）
、千二百人の学生らが参加して野

昼

科

田・グラウンドで開催されました。

学

数 学 ・ 物 理 ・ 化 学
数 理 情 報・応 物・応 化
建
築 ・ 電
気
工
工 化・経 営 工・機 械 工
薬
学
生 命 創 薬 科 学
情 報・工 化・機 械 工・土 木
物 理・応 用 生 物・経 営 工
数 学・建 築・電 気 電 子 情 報
電 子 応 用・材 料・生 物 工
経
営
学
数 学 ・ 物 理 ・ 化 学
建 築・電 気 工・経 営 工

当日は赤・青・黄・緑組に分かれ「台風の

部

理学部第一部

目」
「綱引き」
「騎馬戦」などのチーム競技やフ

学

ットサルに熱戦をくりひろげました。また、障

●出願期間…昼 間 学 部 １月5日
（月）
〜１月27日
（火）
（消印有効）
夜 間 学 部 １月5日
（月）
〜２月27日
（金）
（消印有効）

害物競走やチーム対抗リレーには来賓の先生方

■B方式入学試験（本学独自の入学試験）

や職員が教職員チームとして参加し、日頃の運

合格発表日
2月 9 日
（月）
３月16日
（月）

動不足を解消するために汗を流しました。

出 願 期 間 （ 消 印 有 効 ）
１月５日
（月）
〜１月16日
（金）
１月５日
（月）
〜３月 １ 日
（日）

体育祭

「一・二、一・二」足並み揃える台風の目

学 部
昼間学部
夜間学部

第58回

玉入れ競技

■A方式入学試験（大学入試センター試験利用）

入るかな？

入試期間中の構内
立ち入り一部制限

平成二十一年度大学入試
センター試験（一月十七〜
十八日）及び本学Ｂ方式、
Ｃ 方 式 入 学 試 験（ 下 表 参
照）が神楽坂地区、九段地
区、野田地区の構内を使用
し、実施されます。
入学試験は重要な行事
で、支障なく行わなければ
なりません。神楽坂地区、
九段地区、野田地区には多
数の受験者が来校しますの
で、混乱が起こるのを防ぐ
ため、入学試験実施期間中
（試験前日を含む）は一部
の建物や時間帯において構
内の立ち入りを制限しま
す。詳細は学内の掲示板を
ご覧ください。しばらく不
便をかけますがご協力を望
みます。

２００9年度 東京理科大学入試日程

熱 戦 展 開！

10

夏

み

8月 8日
（土）
〜 9月13日
（日）

17

授 業 期 間 ※

9月14日
（月）
〜12月24日
（木）

休

冬

休

（金）
〜 1月 7日
（木）
み 12月25日

授 業 期 間 ※

1月 8日
（金）
〜 2月 1日
（月）

退
寮
式
学 位 記・修 了 証 書
授
与
式

̶

等
基礎工学部

（長万部地区）

4月10日（金）
4月14日（火）〜
8月 3日（月）
8月 4日（火）〜
9月23日（水）
9月24日（木）〜
12月24日（木）
12月25日（金）〜
1月 7日（木）
1月12日（火）〜
2月 1日（月）
2月 2日（火）

3月19日
（金）

※授業調整日、
試験日等の詳細は各学部・研究科で別に定める。
○授業期間外に、
カリキュラムガイダンス、
追再試験等を行うことがある。
○休日に授業、
試験、
補講・実験等を行うことがある。
○５月４日
（月）は大学創立記念日／６月 14 日
（日）は物理学園記念日／ 1 月 15 日
（金）は
大学入試センター試験準備日のため、同 16 日
（土）
は同センター試験のため授業は行わ
ない。
いずれも長万部地区を除く。
○専門職大学院総合科学技術経営研究科は除く。

★略歴（やまさき・ようへい）1980年６
月、長崎県佐世保市生まれ。2006年３月、
東京理科大工学部第２部建築学科卒。三
栄コーポレーションに入社、家電事業部
で「モッフルⓇ」を担当。現在は名古屋支
社で品質保証に携わる。

楽しめる「超訳」もの

アカデミー出版

東京理科大学学生の各種論文・研究発表等の受賞 一覧

受賞者（所属・学年は受賞時）

編集後記

雅浩
哲
啓悟
壮和
彩子
直子
武宏
亮
務
高徳
悦子

岡島亜起子

（Ｉ）
＊今号から、紙面のスペース

嬉しいことに最近お知らせし をいただき、編集後記を掲載す

るよう頑張ります。

学報の仕事に携わって、二回 たいニュースが増えてきていま ることといたしました。広報課

目の冬を迎えることとなりまし す。限られた紙面でいかに工夫 で本紙編集作業など実務面を担

（Ｓ） どを中心に掲載する予定です。

た。まだまだ不慣れな点も多い するか。改めて本紙編集の楽し 当している者が、感じたことな

ですが、皆様の期待に応えられ さを感じています。

佐藤
村山
平塚
粂
岩田
藤木
峯村
新城
八木
宮部
富山

岸 真由美
鈴木絵美子
本間 明子
高島 秀也
兼子 真紀
岩切 良太
酒井 潤一
山下慶一郎
前本 道寛
須田 貴広
藤木 直子
李
相哲
村澤 一樹
永谷 典之
田口 靖朋
重田 京助
椎橋 顕一
広瀬 泰之
田口 靖朋

受賞名

春休み お
…薦め本

4月10日
（金）
〜 8月 7日
（金）

東京理科大学を卒業してまだ三

授 業 期 間 ※

年に満たない。にもかかわらず新

部

４月９日
（木）
̶

八年のヒット商品を生み出し、さ

式
式

規事業チームの一員として二〇〇

学
寮

らに営業・広報まで八面六臂の活

した。そして十万台近い本体の売

禁止薬物の怖さ
認識しましょう

﹁大麻﹂も有害です

入
入

学

理１
・理２
・薬・工１
・工２
・
理工・基礎工（野田地区）
・
経営各学部、
理学専攻科

入るとアメリカ人の寮友か
ら人種差別を受ける。勉学
に励みながらも、暫くする
と、伯父の弟子の米国人大
図書館長 宮本 岩男
学助教授と恋に落ちるが、
翻訳本は何と無く読み難
すぐに真珠湾攻撃により日
い所があったが、アカデミ
米開戦になり、苦難の日々
ー出版から出版されたシド
が続く。更に……と話し進
ニー・シェルダンやダニエ
んで行く。後は読んでのお
ル・スティールらの
「超訳」
本
楽しみに取って置きます。
は非常に読み易く感じられ
夫婦愛、家族愛、人間愛
た。そこで、今回はダニエ
や恋人との愛などのロマン
ル・スティールの
『無言の名
ス も 有 り ま す が、 人 種 差
誉』（上下巻）
を推薦します。
別、 文 化 の 違 い に よ る 誤
話は一九二
解、 戦 争 や 女 性 の 自 立 な
ダニエル・スティール
﹃無言の名誉﹄
︵上・下︶
〇年代の関東
ど、考えさせられる所の多
サクサクの餅の食感が味わえる専 大震災直前の主人公「ヒロ いている。ヒロコは父の希 留学するために、家族との い作品です。
用器を造り出したのだ。
コ」の両親の日本における 望（父は自由なアメリカで 別れを惜しみながら、嫌々 ぜひ、一読をお薦めした
山﨑さんは餅をワッフル状に焼 結婚話から始まる。大学教 娘に教育を受けさせたいの ながらも船でアメリカに向 いと思います。
く際、何をはさむと美味しいか、 授の父は妻を心から愛し、 で妻の反対を押し切る）で かう。アメリカでは日本人
明太子や刺身、チョコレートな ヒロコの他に難産の末に弟 サンフランシスコのセン の伯父さんの家族に暖かく（基礎工学部
電子応用工学科教授）
ど、百通りのレシピを編み出しも も授かり、幸せな家庭を築 ト・アンドリュース大学に 迎えられるが、大学の寮に

れ行きに合わせ、他社から「モッ

フル Ⓡ」関連のレシピ本や専用餅

の発売も行われるようになった。

「当社は、いわば個人商店の集

まりのようなもの。各事業部は、
学生の大麻栽培・所持及び売買によ
少人数で川上のメーカーから、川
る逮捕事件が多発しています。大麻な
下のお客さんまで、モノ作りの全
どの薬物使用は重大な犯罪で「大麻取
体にかかわる楽しみを満喫しまし
締法」によりその所持、栽培、譲渡が
た」と山﨑さん。
厳しく禁止されており、違反した者
山﨑さんは佐世保から上京し、 は、七年以下の懲役に処せられます。
新聞奨学金制度を利用し、日経の 営利の目的で違反した場合は、十年以
配達をして、学費と生活費のすべ 下の懲役と罰金も科されます。
てを稼いだ。販売店が日本橋兜町
大麻には「マリファナ」
「ハッパ」
で、そのビルの上階にある個室が 「チョコ」などの呼び方があります。
生活の場だった。建築科に入った 大麻には害がないという誤った情報が
のは、環境問題と都市計画に関心 広がっていることから、青少年の乱用
があったからだ。朝三時からが朝 者が増加しています。大麻を使用する
刊配達で、夕刊も配るなかで、卒 と、感覚が異常になり幻覚や妄想等を
業までに六年かかった。建築関係 誘発し殺人を犯したり、依存症や中毒

真ん中で生活する中で、お

に進まなかったのは、金融街のど

金を生み出すビジネスに魅

力を感じたからだった。そ

して環境と健康をテーマと

した会社だったことが、会

性精神病になってしまうこともあります。
＊お詫び
月 日付 た。また、同号４面「海外
禁止薬物の使用は、心身を害するだけでなく社会的 学報（１７１号）２面「教 留学しませんか」の手記
地位や信用も失うことになります。学生の皆さんは、 学関係主要役職者」学長補「米カリフォルニア大学１
薬物乱用の恐ろしさを認識し、禁止薬物に関わりをも 佐 の 欄 で「 二 瓶 好 正 教 授 年 間 」 の 筆 者「 理 １・ 応
つことがないようくれぐれも注意してください。
（
任
期
中
）
」
が
欠
け
て
い
ま
し
化・３年 平原綾乃」とあ
ったのは「理１・応物・３
本紙﹁学生記者﹂ボランティア募集 さまざま。学生記者として、年 平原綾乃」の誤りでし
東京理科大学の魅力を社会
た。
お詫びして訂正します。
大学を紹介する記事を書い にＰＲしてみませんか？
ご意見・ご感想をお待ちしています！
ていただきます。おすすめ
▼
お
問
い
合
わ
せ
の授業やクラブ、サークル
︻宛先︼〒
新宿区神楽坂
東京理科大学 広報課
1-3
（神楽坂キャンパス）
の情報、研究室紹介やイベ 広報課
︻ FAX
︼ 03-3260-5823
︻ E-mail
︼ koho@admin.tus.ac.jp
ント体験記など、テーマは
koho@admin.tus.ac.jp

社選びの決め手となった。
本紙の編集に参加してく
いま、モッフル Ⓡを卒業
ださるボランティアの学生
し昨年十一月名古屋に転勤
記者を募集します。登録し
になった。気分一新、新た てくださった方には、学生
（Ｋ） ならではの視点で東京理科

な飛躍をめざす。

大学院

2009年（平成21年） １月７日（水） （ 8 ）

洋平さん

平成21年度 東京理科大学 授業予定
理・薬・工・
理工・基礎工・
経営・生命科学
各研究科

躍をした。
開発商品は
「モッフル Ⓡ」
。

報

ワッフルのように餅を焼く専用調

学

理器で、まさにアイデア商品。

さんが二度もこれを使い「王様の

山﨑さんが就職した三栄コーポ

山﨑

アイデア商品餅焼きモッフル
開発に参加、いきなりブーム

1628601

大

「ビストロスマップ」で木村拓哉

科

ブランチ」
「はなまる」など多く

理

のテレビでも紹介された。

関連の輸入商社であるが、アイデ

京

レーションは家具・家電など生活

アを出して、それを国内外のメー

東
カーに製造させる頭脳集団でもあ

る。その成果のひとつが「モッフ

事の起こりは新規事業チームの

ル Ⓡ」だった。

ッフルメーカーのイベントで客の

チーフを務めた部長が、以前、ワ

女 性 か ら「 お 餅 は 焼 け ま せ ん

の？」と尋ねられたことだった。

そこで山﨑さんが入社した年か

R

ら、最初は四人のメンバーで専用

モッフル の一機種

器の開発に取り掛かり、ふっくら

第172号

大会・学会名

（平20・８月〜12月）

受賞テーマ等

受賞日

基工研・材料・修2 Poster Award 2nd Prize

17th International Symposium on Surfactants in Solution Self-Assembled Arrays of Silica Particles on Templates Fabricated from Phase-Separated Langmuir-Blodgett Films ８月22日

理研・化学・修2 ポスター賞

第61回コロイドおよび界面化学討論会

偏光変調高感度反射赤外分光法によるシャボン膜内界面近傍の水の微視的環境分析

９月８日

理工研・機械・修2 研究奨励賞

第25回日本ロボット学会学術講演会

加速度計を用いた住宅内における乳幼児溺れ防止システムの試作

９月10日

工研・工化・修1 優秀講演賞

2008年度色材研究発表会

長鎖アゾベンゼン誘導体SAMで被覆した金クラスターの光応答挙動に及ぼすサイズの影響

９月12日

理工研・建築・修1 優秀卒業論文賞

2008年日本建築学会

地域性を考慮したコンクリートのライフサイクルにおける環境負荷評価に関する研究

９月18日

理工研・機械・修1 ベストプレゼンテーション賞

精密工学会2008年度秋季大会

小径玉軸受の転動体公転滑りにおけるアキシアル荷重と回転速度の影響

９月19日

理工研・電気・修2 Outstanding Poster Award

16th International Conference on Ternary and Multinary Compounds Sulfurization and Fabrication of SnS-related Solar Cell

９月19日

理研・化学・博3 若手優秀講演賞

第102回触媒討論会

RhとSbの共ドーピングによってエネルギー構造を制御した可視光応答性SrTiO3光触媒の開発

９月24日

工研・機械・修1 優秀ポスター賞

第５回中国国際トライボロジーシンポジウム

Tribochemical Reaction of Ionic Liquids on Sliding Metal Surface

９月26日

工研・工化・修1 優秀ポスター賞

日本化学会第２回関東支部大会

近赤外光を利用可能なターピリジンOs錯体色素の合成とその色素増感太陽電池の性能評価

10月１日

理研・化学・博3 学生講演賞

第２回関東支部大会

2分子膜構造を形成するdmit誘導体の低温相転移

10月１日

15th International Conference on Flow Injection Flow-injection photometric determination of cadmium（II）based on its catalysis of complex 10月３日
理工研・工化・修1 Best poster award for students The
formation reaction of zinc（II）with TPPS.
Analysis including related techniques（JAFIA）
薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

酵素モデル錯体を配置させた異核金属自己集積型超分子の構築
（A15）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

特発性血小板減少性紫斑病へのヒト免疫グロブリン作用機序の解析（F09）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

QCM センサーを用いた PAS 反応糖鎖の定量的検出（J04）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

微生物トランスポーター遺伝子機能予測への符号理論の応用（J13）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

Glucagon-like peptide-2 の血圧降下作用（P22）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

足場喪失性細胞死におけるタンパク伸長因子（eEF1A) の関与（P40)

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

計算科学の応用による新規アポトーシス経路の探索（E11）

10月４日

薬学研究科

学生優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

フラーレンの遅延型過敏症の病態に対する影響（P32）

10月４日

理研・化学・修 1 優秀研究発表賞

第52回日本薬学会関東支部大会

マイトトキシンの UVWXYZ 環部の合成研究

10月４日

理研・化学・修 2 学生講演賞

第58回錯体化学討論会

工研・機械・修 1 学生優秀発表賞

日本設計工学会秋季大会

玉軸受転動体の公転滑りの観察と評価

10月10日

工 1・工化・4 年 ポスターセッション優秀賞

第22回ダイヤモンドシンポジウム

導電性ダイヤモンド中空ファイバー膜の作製

10月21日

理工研・電気・修 1 学生セッション優秀賞（金賞）第52回宇宙科学技術連合講演会

CIS 系薄膜の放射線照射による影響

11月６日

理工研・情報・修 2 学生研究発表賞

正方分割表における平均対称性からの隔たりを測る尺度

11月７日

日本計算機統計学会第22回シンポジウム

［M（cyclam）］とトリメシン酸骨格からなるナノ多孔質結晶内の水分子クラスターの構造と性質

10月６日

理工研・土木・修１ 優秀論文発表賞（査読付き部門）㈳土木学会・第33回情報利用技術シンポジウム 斜面崩壊誘因広域逆推定システムの構築

11月７日

理工研・土木・修２ 優秀講演者表彰

土木学会平成20年度全国大会第63回年次学術講演会

東京湾主要流入河川における台風 0709 号出水時の粒径別浮遊土砂輸送特性

12月

理工研・土木・修２ 優秀講演者表彰

土木学会平成20年度全国大会第63回年次学術講演会

マイクロ波を利用したコンクリート中の鉄筋位置推定方法に関する研究

12月

理工研・土木・修２ 優秀講演者表彰

土木学会平成20年度全国大会第63回年次学術講演会

高強度高靭性 RC 部材に必要となる最小主鉄筋径とコンクリート強度の関係

12月

理工研・土木・修１ 優秀講演者表彰

土木学会平成20年度全国大会第63回年次学術講演会

インターネット環境下で稼働する斜面崩壊誘因広域逆推定支援システムの基本設計

12月

