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特集

光触 媒がひらく未来

光触媒国際研究センターの植物工場

vol.
二部と社会人

Headline

理科大の夜間学部は、ユニークな学

工学部に入学するのを機に、ご自身もか

て大学に通うので大変であるが、みな学

びの場である。高校を卒業してすぐに入

ねてからの念願である大学で再び学ぶた

ぶことを純粋に楽しみ、学ぶことの喜び

学する学生が大半であるが、社会人とし

め、ついに理科大夜間学部に編入学し

を本当に知っているように見える。しか

てすでにキャリアの長い人たちもいる。

親子で同時に理科大生となってしまった

も、学ぶ意欲が高いので、可能なら大

これらの社会人学生たちは、仕事に

方、アメリカの大学に資格取得のため留

学院に進学したいと思う人が多い。この

必要なため、資格取得のため、あるい

学したが、修得すべき科目の中に純粋

ような社会人学生はまだ少数派ではある

は定年退職後、基礎的な学問をじっくり

数学があり義務で受講しているうちにそ

が、徐々に増えているような感じがする。

と学ぶことを希望してなど、入学の目的

のあまりの面白さに魅せられ、目的を達

社会がそのようにシフトしているのであ

はさまざまであるが、みな勉学意欲が高

成し帰国した後、数年かけて仕事を調整

ろうか。このような社会人大学院生を受

く、そしてとても個性的で魅力のある人

し理科大第二部数学科に編入学してき

け入れる態勢を理科大全体でつくること

が多いのである。たとえばわたしが今ま

た方などがある。

はできないものだろうかと思う。

でに出会った中に、ご子女が理科大理

これら社会人学生は仕事の合間をぬっ
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（理学部第二部数学科 教授 吉岡 朗）
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光触媒がひらく未来

［道路・車両関連分野］

光触媒技術が
実現する社会

今年4月、野田キャンパスに
「光触媒国際研究センター」
が
誕生しました。藤嶋昭学長が発見してから40年以上たち、
日本が世界をリードする科学技術として注目を集める
「光触媒」
とその可能性についてご紹介します。

［医療関連分野］
4. 抗菌の手術室・
待合室、
カテーテル

家庭の中や交通機関、農業、
医療まで、さまざまな場所で
活用されている光触媒。

「光触媒」 とは、 光を吸
収することにより触媒作用を

その1つが「酸化分解力」です。光触媒に

は、1966（昭和 41）年に本学の藤嶋昭学

を照射すると、触媒反応によって空気中の酸

長が発見した「酸化チタン
（TiO₂）
」が知られ

素と水分から活性酸素を生成します。この活

ています。触媒とは、そのもの自身は反応の

性酸素は強い酸化力を持っており、その酸化

前後で変化しないが、化学反応を速く進める

力によって有害な化学物質や環境ホルモン、

効果のある物質のこと。つまり「光」が当た

ウイルスなどの有機物を分解・無害化するこ

ったときに「触媒」として働くものが「光触媒」

とができます。
もう1つは「超親水性」です。一般的に多

ということになります。

きますが、酸化チタンをコーティングした材

水が反応してデンプンと酸素ができる反応で

料に光を当てると、水は水滴にならずに、一

すが、単に二酸化炭素と水を混ぜたものに光

様な膜として広がります。このため、油汚れ

を当てても、この反応は進みません。植物の

などが付着しても水をかけるだけで、汚れの

もつ葉緑素が太陽光を吸収することによって、

下に水が染み込んで汚れを浮かせ、簡単に洗

はじめてデンプンと酸素ができます。しかも、

い流すことができます。
このように優れた機能を持つ光触媒は、
「環

反応の前後で葉緑素はまったく変化しません。
葉緑素が吸収した光エネルギーを利用して反

境浄化材料」として私たちの身近に幅広く応

応が進むのです。この場合、葉緑素はまさに

用され、その市場規模は 800 億円以上にも

光触媒の持つ可能性の具現化をスタートさせます。

①
酸化分解力

H² O

汚れ

光触媒
（酸化チタン）

例えば、ビルの外壁タイルやテントなどに汚れが付かないようにする、
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カビ

光触媒
（酸化チタン）
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1. 工場排水の浄化
水

油・
汚れ
光触媒 水
（酸化
チタン
）

光触媒
（酸化 油・汚れ
チタン
）

環境にやさしい光触媒技術によって、
高度浄水処理への応用が期待されて
います。また、大掛かりな設備を必
要としないシステムにより、飲み水
の確保に困った地域において、「飲
める水」を作り出す技術開発への取
り組みも進められています。

世界へ、未来へつながる光触媒
てると水から酸素が発生する……

12
13
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［水の浄化］

②
超親水性

セルフクリーニング
グループリーダー
基礎工学部
材料工学科教授

あるいは付いてしまった汚れを何もせずに落とすことができるように

安盛敦雄

を利用したセルフクリーニング機能を活用することができれば、メン

（やすもり・あつお）

活性
酸素

H² O
カビ
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3

CO²

セルフクリーニング 自然の力を借りて自分できれいになる
「セルフクリーニング」とは、一言で言えば「自分できれいになる」こと。
グループ

8

4
CO²

人工光合成
グループ

2. 植物工場の水耕栽培
3. 動物舎の脱臭
植物工場の水の浄化、土壌に残る農
薬の処理にはじまり、養鶏場などの
動物舎の脱臭まで、農業関連のさま
ざまな場面で光触媒を応用した技術
の開発が進められています。

世界的な科学雑誌『ネイチャー』に

［住宅関連分野］
8 . 有害物質を除去するエアコン
9 . 曇らない鏡
10. 脱臭効果のある冷蔵庫
1 1. 脱臭・有害物質を分解する空気清浄機
12. 汚れない窓
13. 汚れない外壁・ガラス

たのです。

住宅の外装では、ガラス、塗料など
の領域で広く光触媒が活用され、
「汚
れない」窓や壁が実現しています。
内装では、 ブラインドや鏡、 蛍光
灯などで、
「汚れない」効果に加え、
抗菌・脱臭の効果を併せ持つ製品の
開発が進んでいます。また、エアコ
ンや冷蔵庫、空気清浄機などの家電
でも、光触媒の脱臭や有害物質の分
解効果が応用されています。

することや、抗菌や殺菌も広い意味でのセルフクリーニングです。建
物や自動車などの窓、ビルの外壁や自動車のボディなどに、光触媒
テナンスにかかるさまざまなコストの削減につながります。

光触媒を使ってエネルギーを作り出す
水から水素を生成し、エネルギーとして利用したり、その水素と二酸
化炭素を使って液体燃料を作り出すなど、
“エネルギー革命”につな

人工光合成
グループリーダー
理学部第一部
応用化学科教授

がる研究テーマが「人工光合成」です。人工光合成グループが取り

工藤昭彦

エネルギーとして利用できるだけでなく、二酸化炭素をガソリンのよ

（くどう・あきひこ）

［農業関連分野］

f

a. センターで研究に取り組むメンバー。
インド、中国など海外からきたメンバー
も含まれる、b. 合成ダイヤモンドを作
るためのマイクロプラズマCVD装置、c.
ナノレベルで素材の観察が可能な電子顕
微鏡、d. 循環する養液を光触媒によっ
て浄化する植物工場、e. さまざまな素
材を薄膜状にすることができる装置、f.
光の波動を表しているセンターの外観。
建物の裏側は、水から水素や酸素が発生
している様子をデザインしている

3 つの研究グループ

2

光 触 媒 が 持 つ 2 つの 機 能
活性
酸素

b

d

e

1

及んでいます。

―まずはじめに、光触媒を発見された経緯に

産業化までの取り組みを一箇所で行える拠点として、

5

酸化チタンを用いた光触媒が広く普及した

光が当たると、光触
媒の表面が水となじ
みやすくなり、汚れ
の下に水が染み込ん
で汚れを浮かせ、水
と一緒に洗い流すこ
とができる。

官学が連携して光触媒に関する基礎研究から製品開発、

c

くの材料では、表面に水を落とすと水滴が付

光合成とは、太陽光によって二酸化炭素と

汚れ

展普及させていくことを目指します。センターは、産

a

高いエネルギーを持つ光（一般的に紫外線）

「光触媒」である、と言うことができます。

のセンターを光触媒技術発信の中心とし、世界中に発

の特性があります。

的な光触媒活性物質として

植物の光合成をイメージしてみてください。

ンター」が 2013 年 4 月に始動しました。本学は、こ

社会を実現します。

背景には、わたしたちの生活に役立つ、２つ

示す物質の総称です。代表

光触媒（酸化チタン）
に光が当たると活性
酸素が発生し、表面
にある汚れやカビな
どの物質を二酸化炭
素と水に分解する。

誕生！

藤嶋昭学長をセンター長として、
「光触媒国際研究セ

車のサイドミラーには、すでに光触媒が応用され、雨
の日でも水滴が付かず良好な視界をキープできる技術
として評価されています。また、将来的には、光触媒
によって取り出した水素エネルギーを使ったエコカー
も実現するかもしれません。高速道路のトンネル照明
を汚れないものにしたり、窒素酸化物を除去したりと
いったところにも光触媒が活用されています。

手術室や、治療に使用するカテーテ
ルなど、
医療分野でも光触媒の抗菌・
殺菌効果が注目されています。また、
がん治療においても、光触媒効果に
よってがん細胞を死滅させる、新し
い治療方法の開発が待たれています。

光触媒は、エコでクリーンな

光触媒
とは？

5. 汚れない高速道路の
トンネル照明
6. 車の燃料として使用するための
水素ステーション
7. 雨でも見やすいサイドミラー
（樹脂ガラス）

光触媒
国際研究センター
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環境浄化
グループ

組むミッションの最も大きなテーマは「光触媒を利用して水から水素
をつくる」研究です。水から水素をつくることができれば、クリーン
うな液体燃料にすることも可能となります。

世界規模の環境問題解決を目指す
環境浄化グループの研究テーマは、
「抗菌・殺菌」
「脱臭」
「抗がん・
制がん」
「植物工場」の4分野に大別できます。
「抗菌・殺菌」では、

環境浄化
グループリーダー
理工学部
応用生物科学科教授

病院の治療室などに光触媒を活用することで院内感染を防ぐことが

池北雅彦

な治療法の開発に取り組みます。
「植物工場」では、栽培に使う養

（いけきた・まさひこ）

できます。
「脱臭」では、畜舎などにも応用できるように研究開発を
進めていきます。
「抗がん・制がん」では、がん細胞を死滅させる新た
液を浄化し、リサイクルできるシステムの実現を目指しています。

れました。

ブル美術館など多くの場所で利用されています。

ます。21世紀は“環境の世紀”と言われていま

つまり、植物の「光合成」と同じ反

論文を投稿しました。
『ネイチャー』

酸化チタンの光触媒効果は、基礎研究とし

わたしは、人類の望みである
「天寿を全うする」

す。光触媒の大きな特長は主なエネルギー源と

応が人工的につくり出せたことにな

に論文を掲載してもらうのは、とて

ては大きな成果を残すことができました。ただ、

―
「発想の転換」によって実用化につながっ

ことに寄与することが科学技術の在り方である、

して太陽光や雨を利用することで、環境に負荷

藤嶋 わたしが初めて光触媒の基礎実験に成

ります。わたしにとって、研究者と

も難しいことですが、 この時はす

期待されていたように大量の水素を作ることは

た光触媒。その用途は、今も広がり続けています。

と考えています。そういう意味で、光触媒が社

をかけないという点にあります。また、がん治

功したのは、1966（昭和 41）年、東京大学大

して初めて味わった感動の一瞬でし

ぐに掲載されることになったのです。

できなかった。では、どうすれば世の中の役に

会のさまざまな場面で活用され、環境浄化にも

療などの医療分野、植物工場などの農業分野で

学院１年生の時です。写真化学の研究室に所属

た。この時の喜びは、今も忘れる

そして、論文に注目してくれた記者

立てるのか考え続けた結果、たどり着いたのが

藤嶋 その後、研究を重ねていくと、酸化チタ

貢献できているのは非常に喜ばしいことですね。

も研究開発が進められており、光触媒を活用す

し、光を当てながら水の電気分解を行う実験を

ことができません。

が新聞に大きな記事を書いたことで、

消臭・殺菌・防汚効果だったのです。

ンは分解作用だけでなく、
「超親水作用」を持

ついてお聞かせください。

やっと日本国内でも注目されるよう

担当していました。わたしは、まだ使われていな
い材料を探す中で、酸化チタン
（TiO₂）に着目し、

―学会で発表された時は、あま

酸化チタンの結晶を電極に使ってみました。も

り評価されなかったそうですが。

になりました。

う一方の電極には白金を使いました。そして酸

ることで「人々の快適で安全な暮らし」に貢献

酸化チタンは光を当てることで水を分解する

っていることがわかってきました。酸化チタンを

―東京理科大学では、
「光触媒国際研究セン

だけでなく、強力な酸化作用によって細菌、汚

コーティングしたものに光が当たると、水が水

ター」も設立されました。

翌年の 73 年、 世界はオイルシ

れ、悪臭のもとなども分解が可能です。わたし

滴のように丸くならず、均一に薄く濡れ広がって

ョックに揺れていました。 そんな

は「一度に大量のものを分解することに固執せ

いく効果をもたらすのです。この作用が明らか

藤嶋 東京理科大学では、光触媒をより多くの

藤嶋 昭（ふじしま・あきら）
専門分野／
光電気化学、機能材料

東京理科大学学長

化チタンの電極を水の中に入れ、光を当ててみ

藤嶋

わたしはこの実験を論文に

中、わたしの発見は、新たなエネ

ず、わずかな規模でもその能力を生かして、人の

になったことで、
「雨の日でも曇らない自動車ミ

方々に利用していただけるよう、応用分野を広

たところ、まだ電圧をかけていないのに電極か

書き、68 年に日本化学会に発表し

ルギー源になるのではという期待を

役に立つものをつくろう」と決意しました。まず

ラー」の開発につながりました。

げるための開発・実証実験を行っていきます。

ら泡が出てきたのです。このガスを集めて分析し

ました。ところが、当時の日本では

集めました。水を分解した時に発生

実施したのが大腸菌などの殺菌です。タイルの

さらに、分解作用と超親水作用を組み合わせ

その中心となるのが、今年４月にスタートした

たところ、酸化チタンからは酸素、白金からは

「電気を使わずに水を分解できるはずはない」と、

ら特別だ」と取り合ってもらえなかったのです。

する水素は、石油に代わる役割を担えるからで

表面に酸化チタンをコーティングして大腸菌や

ることで、汚れを自動的にきれいにする素材を

「東京理科大学 光触媒国際研究センター」で

水素が出ていました。驚いたことに、光を当て

誰からも評価してもらえませんでした。
「植物は

博士論文の審査会でも、実験の結果を信じても

す。しかし、この方法で水を１日かけて分解する

緑膿菌を置いてみると、菌は簡単に死んでしま

つくることも可能となります。実際に、この効

す。このセンターを拠点に、産官学で連携を図

るだけで水の分解ができてしまったのです。

太陽光だけで水を分解して酸素ができている」

らえず非常に苦労をしました。

と、できる水素は１㎡あたり７リットル。変換効

いました。この作用を利用して、94 年には光触

果を組み込んだ建材やガラスも開発されていま

りながら、光触媒技術を利用した事業化、ある

率は0.3％足らずで、実用化の道のりは遠かっ

媒を使った抗菌・防汚・脱臭タイルが商品化さ

す。現在、こうした素材が中部国際空港、ルー

いは産業化を実現するための研究を進めていき

特にわたしが注目したのは酸素です。光を当

と反論しても、
「植物は自然がつくったものだか

その後、神奈川大学の講師となった72年に、

できる分野はますます広がってきています。

1966 年 3 月横浜国立大学工
学部卒業、1971 年 3 月東京
大学大学院工学系研究科博士
課程修了。東京大学工学部教
授を経て、(財)神奈川科学技
術アカデミー理事長、日本化
学会会長などを歴任。東京大
学名誉教授。主な受賞に、日
本国際賞、文化功労者など。
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グリークラブによる歌の披露

Finance

1.

維持拡充資金
（第二期）
寄付者芳名

3. 貸借対照表

2. 消費収支計算書

資金収支計算書

平成 24 年度資金収入は、平成 24 年度予算比（以
下「予算比」という。）89 億 2,220 万円増の 479 億

平成 24 年度消費収入は、予算比 4億1,191万円増

4,435 万円であり、これに前年度繰越支払資金407
億4,698万円を加えた収入の部合計は、予算比 89 億

ご芳名は区分別・金額別・五十音順ですが、区分で重複する方はいずれか一つに掲載させて

これに対して資金支出は、予算比 35 億 6,826万円

5,957万円の支出超過となり、平成 23 年度から繰り越

増の 615億 2,125万円であったので、次年度繰越支払

されてきた消費支出超過額56億28万円を加え、基本金

資金は、予算比 53 億5,395万円増の271億7,008万

取崩額31億2,400万円を差し引くと、平成25年度への

円となり、支出の部合計は、886億 9,133万円です。

繰越消費支出超過額は106億3,585万円となります。

5

基本金の部合計は、前年度末比 60 億 2,668 万円
増の1,656億3,789万円です。
消費収支差額の部合計は、翌年度繰越消費支出超
過額が106億3,585万円です。

収入の部
科 目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産運用収入
資産売却収入
事業収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金

収入の部合計

決 算

予 算

差 異

26,078,543,000
1,758,467,000
329,000,000
4,185,846,000
275,450,000
0
1,326,801,000
1,313,528,000
6,000,000,000
6,909,497,000
8,975,327,000
△ 18,130,307,000
40,746,976,422

26,073,126,000
1,779,056,352
388,670,196
4,442,334,943
276,138,346
8,995,926,384
1,354,851,683
1,316,709,034
6,000,000,000
6,418,276,914
9,257,890,923
△ 18,358,624,490
40,746,976,422

5,417,000
△ 20,589,352
△ 59,670,196
△ 256,488,943
△ 688,346
△ 8,995,926,384
△ 28,050,683
△ 3,181,034
0
491,220,086
△ 282,563,923
228,317,49 0
-

79,769,128,422

88,691,332,707

△ 8,922,204,285
（単位：円）

科 目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
〔予備費〕
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金

支出の部合計

予 算

決 算

差 異

17,225,498,000
9,774,056,000
3,047,477,000
301,394,000
138,880,000
18,840,246,000
3,624,536,000
4,242,821,000
2,590,256,000
300,000,000
△ 2,132,171,000
21,816,135,422

17,157,583,718
9,307,612,348
3,258,667,270
301,393,880
138,880,000
18,693,540,892
2,421,155,721
12,159,523,911
2,763,974,676
△ 4,681,083,125
27,170,083,416

67,914,282
466,443,652
△ 211,190,270
120
0
146,705,108
1,203,380,279
△ 7,916,702,911
△ 173,718,676
300,000,000
2,548,912,125
△ 5,353,947,994

79,769,128,422

88,691,332,707

△ 8,922,204,285

月29日（水）
、ホテルモントレ横浜（神奈

ら、同じ気持ちで進んでいきましょう」と同窓

川県横浜市）で、毎年恒例の同窓高等学

校長へエールが送られました。

校長懇談会が開催されました。この会は全国高

教育現場に携わる校長先生と大学側との貴重

等学校長協会が主催する総会の開催日に合わせ

な交流の場として大変有意義な会となりました。

事長、藤嶋昭学長、塚本桓世会長をはじめ各学
部長、教職関係担当教員等が出席し、総勢54人
の会となりました。懇談会では、同窓高等学校

消費収入の部
科 目

長を代表して青森県八戸工業大学第二高等学校
（単位：円）

予 算

決 算

学生生徒等納付金		
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額合計

26,078,543,000
1,758,467,000
659,000,000
4,185,846,000
275,450,000
1,326,801,000
1,313,528,000
35,597,635,000
△ 9,131,617,000

26,073,126,000
1,779,056,352
796,033,302
4,442,334,943
265,973,920
1,354,851,683
1,317,232,474
36,028,608,674
△ 9,150,685,220

5,417,000
△ 20,589,352
△ 137,033,302
△ 256,488,943
9,476,080
△ 28,050,683
△ 3,704,474
△ 430,973,674
19,068,220

消費収入の部合計

26,466,018,000

26,877,923,454

△ 411,905,454

消費支出の部
科 目

の阿保民博校長からあいさつがあり、
「これから

差 異

も同窓校長を多く輩出できるように、さらには、
東京理科大学という名門のプライドを持ちなが

ラブ活動を紹介！
のク
学
本

TUS
CLUBl
journa

（単位：円）

予 算

消費支出の部合計

決 算

差 異

17,564,177,000
14,245,160,000
3,503,159,000
301,394,000
0
0
0
300,000,000

16,938,589,438
13,732,501,360
3,672,094,591
301,393,880
372,701,955
19,218,790
997,400
-

625,587,562
512,658,640
△ 168,935,591
120
△ 372,701,955
△ 19,218,790
△ 997,400
300,000,000

35,913,890,000

35,037,497,414

876,392,586

9,447,872,000
5,600,275,221
0
15,048,147,221

8,159,573,960
5,600,275,221
3,124,003,842
10,635,845,339

-

人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
徴収不能引当金繰入額
徴収不能額
〔予備費〕
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額
基本金取崩額
翌年度繰越消費支出超過額

149,066,191,405
122,820,649,096
26,245,542,309
43,487,422,827

11,841,899,357
16,204,915,725
△ 4,363,016,368
△ 13,309,980,038

191,085,533,551

192,553,614,232

△1,468,080,681

本 年 度 末

前 年 度 末

増 減

24,584,826,198
11,498,664,048

18,954,916,920
19,587,765,267

5,629,909,278
△ 8,089,101,219

負債の部合計			 36,083,490,246

38,542,682,187

△ 2,459,191,941

基本金の部
第１号基本金
第 2 号基本金
第 3 号基本金
第 4 号基本金

（単位：円）

基本金の部合計
消費収支差額の部合計
負債の部、基本金の部
および消費収支差額の部合計

本 年 度 末

前 年 度 末

増 減

163,429,888,644
0
100,000,000
2,108,000,000

154,403,207,266
3,000,000,000
100,000,000
2,108,000,000

9,026,681,378
△ 3,000,000,000
0
0

165,637,888,644
△10,635,845,339

159,611,207,266
△5,600,275,221

6,026,681,378
△5,035,570,118

191,085,533,551

192,553,614,232

△1,468,080,681

残留することができました！
ハンドボールの魅力は、力いっぱい投げたシュートが決ま
った時の気持ちよさに尽きます。みんなでボールをつないで
いく競技なので、シュートが決まると、全員で盛り上がれる
のが最高です。
「楽しみながらハンドボールをする」ために、

葛飾・神楽坂での個人練習に加え、
で全体練習をしています。
●入金額
（2013年2月1日～ 2013年4月30日）
［個人］9,178,000円（78名）
［法人］1,000,000円（1社）
［団体］254,495円（3団体）
［こうよう会］3,237,000円（68件）

雑収入
事業収入

得価額または用役の対価のことです。
「消費
収入」とは、
「消費支出」に充当し得る収入

ので、支出に対応する収入がどのような源泉

のことであり、負債性のない収入（帰属収入）

から調達されているかをみることができます。

から資本的支出（基本金組入額）を控除した

また、借入金などの負債性のある収入や、固

ものをいいます。
「消費収入」と「消費支出」

定資産取得に必要な支出、借入金返済など

を対比することにより、収入超過か支出超過

消費収支計算書は、毎年度の経営状況を

かが分かります。
貸借対照表は、年度末における資産、負債、
基本金および消費収支差額の状態を表示し、

示すものです。
「消費支出」とは、学校法人

年度末時点での財政状態を表す重要な財務

が教育研究等の諸活動に消費する資産の取

資料です。

帰属収入
（360億円）
の内訳

3.8%

資産運用
収入

（13 億円）

0.7%

（3 億円）

（44億円）

（8 億円）

昨年は2部に昇格することがで
きたので、次の目標は秋のリーグ

問い合わせ先

戦でいい成績を収めること、そし

東京理科大学
募金事業事務室
〈 T E L 〉03-5228-8723
〈 F A X 〉03-3260-4363
〈e-mail〉bokinjigyo@admin.tus.ac.jp

て、2 部の上位 2 チームしか出場
できない東日本インカレに出場す
リーグ戦の試合の様子

ることです！ 頑張ります！

補助金

12.3%

寄付金
手数料

大盛況、サイエンスフェア「みらい研究室」

学生生徒等
納付金
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72.4%

4.9%

（261億円）

（18 億円）

月 8 日（土）、9 日（日）、日本科学

の企画展示室に場所を移して行い、2 日間

未来館(東京都江東区)でサイエンス

で過去最高の約 5,500 人の来場がありま

フェア「みらい研究室」が行われました。
このイベントは、学生団体「みらい研究

1.1%

資金収支計算書は、教育研究等の諸活動

●2012年度 寄付総額
（2012年4月1日～ 2013年3月31日）
［個人］60,499,000円 ［法人］17,500,000円
［団体］712,690円 ［こうよう会］62,295,000円

3.7%

（13 億円）

（4億円）

に要する１年間の資金の収入、支出をみるも

るかなどもみることができます。

景

での練習風

パス体育館

葛飾キャン

日々の練習は、授業の関係で夜間が中心になっています。

資産処分
差額

計算書について

が全体の収支にどのような役割を果たしてい

さん

理一・物理
4年

チームワークをとても大切にしています。

2.2%

科 目

野田大貴

試合後に
全員集合

前 年 度 末

160,908,090,762
139,025,564,821
21,882,525,941
30,177,442,789

（単位：円）

科 目

部のモットーは、
「楽しみながら
ハンドボールをする」

ボールリーグの2部・3部入れ替え戦では、無事勝利し2部に

増 減

本 年 度 末

負債の部
固定負債
流動負債

部長

ハンドボール部は部員約35人。関東学生ハンドボールリー

（単位：円）

資産の部合計

さん

理工・土木
4年

週に3回野田キャンパスの体育館

資産の部
科 目

Ⅰ部体育局
ハンドボール部

橋田将平

グの2部に所属しています。5月末に行われた関東学生ハンド

●貸借対照表
（平成25年3月31日）
固定資産
有形固定資産
その他の固定資産		
流動資産

第1回

※肩書きは取材時点のものです

支出の部

鈴木 光男

ち、28人が出席しました。本学からは中根滋理

●平成24年度 消費収支計算書
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）
（単位：円）

工学部第一部経営工学科 元教授
経営学部経営学科 元教授

岡村 弘之

て行っており、全国の同窓高等学校長90人のう

（詳細は本学ホームページでご確認ください）

●平成24年度 資金収支計算書
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）

元東京理科大学学長

同窓高等学校長懇談会 開催

円減の360 億8,349万円です。

この結果、平成 24 年度の消費収支差額は 81億

瑞宝中綬章

いただきました。累計は維持拡充資金(第二期)の寄付額です。

また、負債の部合計は、前年度末比 24億 5,919万

の350 億3,750万円です。

2,220万円増の886億 9,133万円です。

今回は、2013年2月1日～ 2013年4月30日までにご入金いただいた分です。

億6,808万円減の1,910 億8,553万円です。

これに対して消費支出は、予算比 8 億7,639万円減

平成25年春の叙勲で、
２人の先生方が受章されました。

「維持拡充資金（第二期）
」
にご賛同いただき、ご寄付をたまわった方々のご芳名を掲載します。

平成 24 年度末の資産の部合計は、前年度末比14

の268 億7,792万円です。

春の叙勲

借入金等
利息

0.9%

（3 億円）

消費支出
（350億円）
の内訳

管理経費

会長 山田義幸

第8回ホームカミングデー
2013 in 葛飾キャンパス 予告

した。
参加した団体は化学、生物、数学、機械、

室」の学生が主体となって企画･運営を行

天文など多岐にわたる研究室や部活など計

い、子どもたちに科学の楽しさを伝えるイ

15 団体、約 550 人。子どもたち自身がモ

ベント。年々その規模を拡大しており、開

ノ作りをし、実際に手を動かすことで、楽

催 8 年目を数える本年は場所を日本科学未

しみながら科学に触れることができ、入場

来館の 7 階から、メインフロアである 1 階

待機列が途切れないほどの大盛況でした。

10月27日
（日）
、
「ホームカミングデー 2013」
を
葛飾キャンパスで開催します
昨年は4,500人を超える卒業生・教職員・こうよう会員・学生・そ
の家族および地域の皆さまの来場があり、イベント、展示会、懇親
溶岩噴出実験を見て歓声を上げる参加者

ホームカミングデーは本学の全卒業生19万人に
呼びかける「フェスティバル」

10.5%

一年に一回、母校に集まってお互いの親睦を深めます。大学に集ま

（37億円）
人件費
教育研究
経費

39.2%

（137億円）

会など盛りだくさんなホームカミングデーを楽しまれました。

48.3%

（169 億円）

葛飾キャンパス開設記念式典・オープニングイベント開催

4

月 27 日（土）に葛飾キャンパスの開

当日は区内の小・中学生、本学学生、ご

た。なお、当日はこれにあわせて、葛飾キ

当地ヒーロー「ゼロング」など 12 組による

ャンパスと、隣接する葛飾にいじゅくみら

ステージ企画や、ラーメン・やきとり・お

い公園のオープニングイベント「サイエン

でんなどの葛飾グルメ約 20 店の出店企画

スマルシェ」も開催されました。このイベ

のほか、区内の伝統産業職人会による実演

ントは、
「科学を街へ、科学の街へ。」をコ

即売会や金町消防署による消防・防災体験

ンセプトに本学と葛飾区が共催したもので、

なども実施されました。

隣住民の皆さま、葛飾区民の皆さまにもご来場いただいて一緒にホ
ームカミングデーを楽しんでいただきます。

大勢の卒業生、教職員が準備に関わっています

約 2 万 5,000 人の来場がありました。

設記念式典・祝賀会が行われまし

れば母校の発展を肌で感じ、再認識することになります。さらに、近

ホームカミングデーは東京理科大学理窓会と大学の共催です。ホ
ームカミングデー実行委員会のもと全体の企画・運営を担当する企
画実行部会とそれぞれのイベントの企画運営を担当する各担当部会
を編成し、卒業生と教職員が一緒になって4月から10月27日の開
催日まで約 7カ月間かけて準備を進めてまいります。 企画実行部会
員には71人が参加し、各担当部会には300人が参加しています。ホ
ームページ「東京理科大学理窓会」で検索すると詳しい情報があり
葛飾グルメがそろった葛飾マルシェの様子

ますのでご参照ください。
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「復活！ 住吉まつり」で「龍舞」
を披露

葛飾キャンパス編

5月26日（日）
、本学の地元・山陽小野田市

金色の玉を追う見事な
「龍」の「舞」に地元の

で開催された「復活！ 住吉まつり」に学生 26

観客からは割れんばかりの大喝采！ 参加した学

人が「龍舞」で参加しました。
「住吉まつり」は

生たちの表情からは達成感が感じられました。

地元の発展に尽くした小野田セメント創設者で
ある笠井順八翁の功績をたたえ、地域の和と絆

各地のキャンパスのグルメを探訪する新企画です。記念すべき第1回は今年4月に
開設した葛飾キャンパスの「おいしいもの」
をマドンナちゃんがレポートします！

地元に溶け込み、地元に愛される。そんな本
学の姿が垣間見られた初夏の１日でした。

を深めるために、復活したお祭りです。

オーナーシェフの山内さんは話して

約 5 分。東金町にあるイ

くれました。素材を大切にしていて、

タリアン「TRATTORIA

魚介は和歌山、野菜は鹿児島から

から1カ月間、指導を受けてきました。練習当

たいです。お昼時に一番人気のB
ランチはデザート、ドリンクも付い

いになります。

て1,200 円。トマト味のブリュレや、

「育てる」をお店のコンセプトにし

とうもろこしを練りこんだフォカッ

ていて、
「食は人間の基本。食べる

チャなど、メニューも工夫されていて

ことによって人間は成長します」と

とても楽しくいただけました！

住 所

葛飾区東金町1-12-8 百景ビル1F

部長の号令とともにキャンペーンを開始し、エ

ボリューム
たっぷりで、
男子学生も
大満足だね！

月曜、他月2 回連休あり

店の内装には古材が再利用されていて、自然の
ぬくもりがある、落ち着いたインテリアに

とごみ拾いに出掛けました。

ピアサポート制度始まる！

営業時間 12:00～14:00 18:00～22:00
定休日

ンスすると、学生、教職員が続々と集合。学生
コブルゾンを着た参加者は、ごみ袋を手に次々

「土、水、太陽」をモチーフにしたお店のエン
ブレム

TRATTORIA Sora
03-5876-6690

授業終了後の昼休みに、校内放送でアナウ

長しました。

shop info

電 話

このキャンパスクリーンキャンペーンは、環境

的に実施しています。

とでしたが、１カ月の練習で勇壮な「龍」に成

おしゃれで可愛らしい店内は、ラ

ンキャンペーンを実施しました。

ることを目的に、平成１６年から年４回、定期

初は、
「龍」の複雑な動きについていくのがやっ

ンチ時には女性のお客さんでいっぱ

５月８日（水）
、今年１回目のキャンパスクリー

の重要性を認識し、社会奉仕の精神を醸成す

ル株式会社からお借りし、学生たちは地元の方

取り寄せるなど、こだわりがあるみ

山口東京理科大学では、オープンキャンパス
を毎月開催し、県内外から高校生や保護者の

活動を行うことで、喫煙マナーや環境配慮活動

である「龍舞」を任され、
「龍」を太平洋マテリア

葛飾キャンパスから徒歩

オープンキャンパス情報

学内外を大掃除
～キャンパスクリーン
キャンペーン～

教育の一環として、大学構内および周辺の清掃

本学は「住吉まつり」の中で最も重要なパート

Sora」をご紹介します。

Bランチ 1,200 円。
（写真はトマトとフレッシュバジルのパスタ、サラダ、とうもろこしのフォ
カッチャ、オリーブのバゲット、トマトのブリュレ、アイスコーヒー）

この日は、ＪＲ雀田駅からコンビニエンススト

本学では、5月から生活面や学習面で不安の

まる場所に掲出するとともに、学部１年生の必

ある学部1年生や留学生を上級生や大学院生

修科目を通じて、ピアサポーターの紹介も行い

が支援する「ピアサポート制度」を開始しました。

ました。

「ピアサポート」とは、同じ課題や環境を体験す

こうした告知活動が功を奏してか、相談人数

る人が、対等な関係性の仲間（ピア）で支え合

も日増しに増えてきています。この制度を通じ

うことを意味します。先輩学生である
「ピアサポ

て、学部1年生や留学生が充実した学生生活を

ーター」が兄、姉のような立場で生活や勉学に

送れる環境づくりを目指していきたいと考えてい

関する助言や手助けを行いますが、解決の難し

ます。

アまでの通学路の区域を中心に、くまなく歩き
回り、タバコの吸殻、空き缶等のごみを次々と
回収しました。回収後、パルテール前のウッド
デッキに設けたごみ置き場で、分類項目に従っ
てごみを分別し、日ごろお世話になっている大
学周辺の環境美化に努めました。
本学では、ごみをなくすエコキャンパスづくり
をこれからも続けてまいります。

い問題については学内に設置されているさまざ

ジア チンシン 総化研・総化・博２

優秀賞

村上 郁矢

Travel Support Award for
基礎工研・電応・修１
Young Researchers

澄川 琢磨

理学研・数情・修２

石原 拓磨

理工研・情科・修２

大会・学会名

受賞テーマ等

The 12th International Conference on Clean Energy(ICCE 2012)

Facile Fabrication of an Efficient BiVO4 Thin Film Electrode for Solar Water Splitting (oral)

2012/10/29

IEEE Information Theory Society Japan Chapter

An L1-Method for a Designing FIR Digital Filters with Complex coefficients

2012/10/30

学生研究発表賞

日本計算機統計学会第26回シンポジウム

Cornish-Fisher 展開を用いた多変量JB型統計量の改良
順序カテゴリ正方分割表における2変量ｔ分布型対称モデル

堀松 直剛

総化研・総化・修２

学生賞

膜シンポジウム2012

吉澤 真

総化研・総化・修１

優秀ポスター賞

日本化学会結晶部会

北川 正佳

理工研・土木・修１

野崎 亮

理工研・土木・修２

染谷 望

理工研・土木・修２

鈴木 光

総化研・総化・博２

辻 珠実

工一・工化・４

オープンチャネル型超撥水リンクル流路上における液滴自在制御

森 英久

工一・工化・４

液相一段プロセスによるカーボンペーパーを基材とした機能性カーボンナノ材料の合成と
その電気化学的特性評価

水溶性キトサン誘導体を用いた高分子電解質膜の調製と性能評価
「PCET 機能を有する混合原子価レ二ウム錯体結晶」P-17

優秀講演者賞

土木学会全国大会第67回年次学術講演会

The Best Poster Presentation

The first International Symposium on Advanced Water Science
and Technology

同時多発型斜面崩壊危険箇所評価を目的とした教師データの代表性向上策

第2回CSJ化学フェスタ2012

Melting process of ice confined in AOT reversed micelles

菅沼 拓也

総化研・総化・修２

梅崎 優真

総化研・総化・博３

ゴルジ阻害活性を有する抗がんリード化合物AMF-26 の不斉全合成

Outstanding Paper Award

徐鶴寧

理工研・機械・修２

石塚 翔太

理工研・機械・修２

2012/11/07
2012/11/08
2012/11/10

スケーリングが生じたコンクリートの塩分浸透性

高配向カーボンナノチューブとグルコースオキシダーゼを用いた
バイオ燃料電池用アノード特性の改善

理工研・電気・修１

2012/11/02

印旛沼流入河川における地下水流入負荷量の季節変化とその要因の検討

優秀ポスター賞

友田 圭祐

受賞日

Student Excellent Presentation
Award
講演論文表彰

中尾 悠基

基礎工研・材料・修２ Best Poster Award

橋本 翔太

理工研・電気・修１

日本航空宇宙学会 優秀発表賞

2012/11/13

Accelerating Velocity of Hydrogen Generation from Sodium Borohydride by Citric Acid Catalyst

日本機械学会 熱工学部門

Structure of Low-Speed Streaks in Drag Reducing Flow with Polymer Solution from the Channel Wall

2012/11/14
2012/11/17

外を中に取り込む講義

「坊っちゃん杯スポーツ大会」

部を再編）の紹介をはじめ、
“進化”する諏訪

の交流を深めることを目的に毎年実施している

を聞き、学生自らが講義の内容について考える

理科大にいち早く触れられるチャンスです。ぜひ

恒例行事です。学生で組織する「学園生活応援

ことを狙いとして開講しています。この科目は、

ご参加ください。

団」の主催で行われ、ソフトボール、ソフトバ

短大時代から20 年以上にわたって継続して開

レーボール、卓球の各種目で熱戦が繰り広げら

講しており、講義していただいた方々は延べで

れました。また、クラブ等の各種団体が参加す

200人を超えます。講師は地元の製造業の経

る「学生団体対抗リレー」や当日エントリーの

営者が多いのですが、衆議院議員や自治体の

大縄跳びも実施しました。

首長、信用金庫の理事長や地元新聞社・ケー

2012/11/21

援のために駆けつけた学生も大勢いて、好天の

ザイン会社の女性社長など多彩。また今年 4月

石田 陽佑

工学研・電気・修２

Most Attractive Presentation Award

SCIS-ISIS 2012

A Study on Plane Extraction From Distance Images Using 3D Hough Transform

2012/11/24

下、大いに盛り上がり、ソフトボールでは教員

には本法人の中根滋理事長も講師を務めまし

西坂 武

理一・応化・４

ポスター優秀発表賞

第24回エラストマー討論会

自転公転ミキサーを用いたフッ素ゴム-カーボンナノチューブ複合材料の作製とその物理化学的特性

2012/11/29

チーム対職員チームという学生注目の対戦カー

た。講義内容も多彩で、夢やビジョンあるいは

渡邉 瑛太

理工研・機械・修２

Poster award

13th Tetrahedron Symposium, Asia Edition

The Selective Capture and Collection of Live Target Cells
Using a Photoreactive Silicon Wafer Device Modified with Antibodies via Photocleavable Linkers

2012/11/30

ドもありました。

どうやって社長になったのか、といった内容か

小林 竜次郎

工学研・機械・修１

優秀ポスター賞

第3回トライボロジー秋の学校

インパクトドライブ機構を用いた6軸パラレルリンクマニピュレータの小型化に関する開発

2012/12/01

坂元 敬

工学研・電気・修２

優秀論文賞

画像符号化シンポジウム

焦点ぼけ画像群を介した光線空間圧縮における3次元SPIHTの適用

2012/12/01

山岸 大紀

工学研・電気・修２

苫米地 大

工学研・電気・修１

ベストポスター賞

映像メディア処理シンポジウム

武田 光佑
福田 一生

理一・応化・４
理一・応化・４

若手講演賞

第64回有機合成化学協会関東支部シンポジウム

奥田 亮

基礎工研・材料・修２ 口頭講演賞

海老原 峻義

理工研・工化・修２
ゴールドポスター賞

2012年 材料技術研究協会討論会

2012/12/08

小林 茉莉

理工研・工化・修２

小野寺 貴之

理工研・機械・修１

Best Paper Finalist

IEEE ICIES2012

Design and Development of Stewart Platform-Type Assist Device For Ankle.Foot Rehabilitation

2012/12/09

福富 庸平

イノベ研・知財・２

学生優秀発表賞

日本知財学会

知的財産権の戦略的な活用 〜技術ブランディング〜

2012/12/09

萩原 優
望月 義之

総化研・総化・修１
工一・工化・４

学生奨励賞

日本油化学会フレッシュマンサミットTOKYO2012

長鎖アミドアミン誘導体を用いた酸化鉄ナノ構造体の作製とその応用
微細リンクル構造を利用したヤヌス型金属ナノカップアレイの構築

2012/12/10

辻 珠実

工一・工化・４

メチルポルフィリン/金属ポルフィリン含有DPPCリポソームの抗癌評価
多孔質ダイヤモンド球状粒子のHPLC逆相カラム担体への応用

オープンチャネル型超撥水リンクル流路上における液滴輸送制御

ら、社長の日常生活など少し経営とは離れた話

毎年本学が参加している上川アダプトプログ
ラムは、八ヶ岳山麓から諏訪湖に注ぐ上川の清

の話を聞いて、一人でも多く、起業したいと強く
中、約 2 時間の活動で回収したごみは可燃ごみ
10kg、不燃ごみ20kgでした。

思う学生が生まれれば、と期待しています。

こうしたボランティア活動を通じて環境マイン

担しごみ拾いなどをして、川に親しみを持つこと

ドを高め、大学を挙げて、地球温暖化防止に

学校法人東京理科大学 理事長

中根 滋 氏

を目的として始まりました。平成 25 年度は4月

取り組んでいきます。

有限会社クローバーデザイン 社長

宮本 総子 氏

サンデン株式会社 相談役

木内 和宣 氏

株式会社エプソン 元副社長
法政大学大学院 元教授

木村 登志男 氏

富士見町長

小林 一彦 氏

宮坂ゴム株式会社 社長

宮坂 孝雄 氏

呼びかけて実ったものです。当日は大学から担

長野日報社 社長

佐久 秀幸 氏

当地区までの道路脇のごみも拾いながら、担

東北テクトロン株式会社 社長

高木 孝司 氏

茅野市長

柳平 千代一 氏

14日
（日）に第1回目が実施され、本学の学生・
教職員約 37人が参加しました。これは、本学
が平成18 年に行った「環境宣言」を受け、4月
の各学年の修学ガイダンス等で積極的に参加を

理工研・物理・修２

Software Award

田中 花央理

工一・機械・４

SI2012 優秀講演賞

計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会

同調するアンドロイドの操作によるパーソナル・スペースの変化

2012/12/20

佐藤 佑樹

工学研・電気・修２

当地区（鬼場橋～粟沢橋間約1.5km）の川岸

菅井 男也

工学研・電気・博３

Best Paper Award

IWAIT2013

Gradient-Based Motion Estimation Using Characteristics of High Frame-Rate Images

2013/01/08

を川上と川下に分かれ清掃しました。天候にも

佐藤 健

基礎工研・材料・修１ 奨励賞

第22回インテリジェント材料／システムシンポジウム

特定の金属イオンのみを認識する自己修復超分子ゲル

2013/01/08

恵まれ川端に桜の花の咲き始める姿も見られる

オープンキャンパス・スペシャル
日時： 8月4日（日）
11:00～16:00〔入退場自由〕
内容： 大学・学科概要説明／模擬講義・
実験・体験講座／大学周辺バスツ
アー／全研究室公開／推薦入試対
策・模擬面接／一般入試対策講座
（数学・英語）／入試・奨学生制度
説明／なんでも相談コーナー／就職
概要説明／クラブ活動紹介／学食
無料体験 ほか
☆長野県内各地（長野・松本・上田・佐久・
飯田・駒ケ根・伊那・茅野）
、山梨県（甲
府）
、群馬県（高崎）
、東京都（新宿区神楽

●平成25年度 講師一覧

流を守ろうと、上川の両岸を企業や各団体で分

早坂 壮大

2012/12/19

まで聞くことができます。元気のよい社長さん

清流・上川を守る活動に参加

Miami 2012:A topical conference on elementary particles,
astrophysics,and cosmology

A new method of a baby-skyrmion and a baby-skyrmion brane

オープンキャンパス情報

成 26 年 4月に設置される工学部（システム工学

日本表面科学会

理工研・工化・修２

11:0 0～14:30

いない「生きた経営」について経営者からお話

奨励賞

勝田 良孝

日時： 8月24日（土）・9月7日（土）

坊っちゃん杯スポーツ大会は、学生、教職員

理学研・物理・博３

インクジェット法を用いたポリピロール/バイエンザイム系グルコースセンサーの作製

オープンキャンパス

ープンキャンパス・スペシャルを開催します。平

ブルテレビの社長、温泉旅館の女将あるいはデ

PEFCカソード触媒/固体電解質界面のDynamic-SIMS解析

新山口・宇部・小野田駅から無料送迎バス
（要予約）を運行。

圏の組織のトップを招き、教科書には書かれて

春山 潤

小田切 要裕子 理工研・工化・修２

研究を体験！ 模擬実験 ほか
※当日は、博多・小倉・下関・徳山・防府・

目である「経営情報特別講義A」は、主に諏訪

とができ、盛況な一日となりました。

で実施されました。

今年は 300人を超す競技出場者のほか、応

2012/12/08

説明会／学科見学ツアー／大学の

諏訪東京理科大学では、8月4日（日）にオ

スポーツにより学生、教職員が一丸となるこ

2012/11/21

相分離混合LB膜の二次元パターンから成長した刺激応答性ポリマーブラシの構造と機能

試模擬面接／保護者説明会／学科

経営情報学部経営情報学科 4 年次の必修科

平成 25 年度の坊っちゃん杯スポーツ大会が、

非協力衛星への非捕獲接触作業における力学的パラメータの推定と接触維持制御

2012年 材料技術研究協会討論会

11:00～15:00
内容： 大学説明会／入試説明会／推薦入

諏訪東京理科大学ニュース

Isotope Effect on Hydrogen Desorption from a Graphene Flake
by Ab Initio Electron-Ion Dynamics Simulation

マグネシウムアルキリデンカルベノイドの Fritsch-Buttenberg-Wiechell 転位による共役ジインの合成
2012/12/02
カルベノイドの求核性を利用した不飽和ラクトンの新規合成法の開発

日時： 7月28日（日）・8月3日（土）

お問合せ先：0836-88-3500

アサポーターからの応援メッセージを学生が集

第56回宇宙科学技術連合講演会

任意視点画像合成における圧縮センシングを用いたデータ量の削減

オープンキャンパス・スペシャル

URL：http：//www.yama.tus.ac.jp

学内への周知については、制度案内のほか、ピ

2012/11/19

2012/12/01

ンスです。皆さまのお越しをお待ちしております。

※詳細はホームページでご確認ください。

Attempt at improving the spatial resolution by thinning of LAA under X-ray dark field imaging

多眼イメージセンサシステムにおける任意視点画像合成の高精度・高速化

用意しています。本学の学びを知る絶好のチャ

小野田駅から無料送迎バス
（要予約）を運行。

ンを行いながら、問題点の解決を図っていきます。

5月25日（土）に本学グラウンドおよび体育館

2012/11/13

International Conference on Renewable Energy Research
and Applications(ICRERA2012)

The 7th Asian Meeting on Synchrotron Radiation Biomedical
Imaging(AMSI2012)

2012/11/13

施設見学、個別相談会など、さまざまな企画を

か

習室でピアサポーターとグループディスカッショ

受賞名

ベントや保護者対象特別企画、在学生体験談、

小倉・下関・防府・新山口・宇部新川・宇部・

学生に関しては水曜日の同時間帯に、語学学

東京理科大学生の各種論文・研究発表等の受賞一覧（2012年10月〜 2013年01月）

を開催。全研究室の紹介や各学科の体験型イ

学／保護者説明会／大学説明会ほ

分から18 時まで図書館で個人相談を受け、留

受賞一覧

月3日（土）はオープンキャンパス・スペシャル

試相談コーナー／キャンパス施設見

学部1年生については水、木曜日の16 時 30

Prize

方が多数参加されています。７月28日（日）
、８

内容： 大学の研究を体験！ 模擬実験／入

まな学生支援制度への橋渡しを行っていきます。

受賞者（所属・学年は受賞または発表時）

07

山口東京理科大学ニュース

マドンナちゃんが い
ちゃん・
く！
坊っ

Vol. 1

TUS Journal

NPO法人諏訪圏ものづくり推進機構 理事 細川 久 氏

坂）から無料送迎バス運行（要予約）

秋のオープンキャンパス
日時： 9月8日（日）
11:30～15:30〔入退場自由〕
内容： 在学生によるトークセッション／模
擬講義・実験・体験講座／研究室
公開／入試・奨学生制度説明／学
食無料体験／キャンパスツアー ほか
☆長野県内各地（長野・松本・上田・茅野）
から無料送迎バス運行（要予約）

08

TUS Journal

2013(H25) .7.22 vol.190

Hit
o
Hito
Hito

「ファイザー」で初めての女性執行役員
イザー株式会社 執行役員
清村千鶴さん（ファ
プライマリー・ケア 営業本部長）
「４年間しっかり学んだ」
ということには自信をもっていい。
良い意味での
“いい加減さ”
も、ぜひ身に付けてほしい。

世 法人で、初めての女性執行役員となった清
界最大級の製薬会社「ファイザー」の日本

「就職が決まらないまま4年生の11月ぐらいにな

村さん。理科大を目指したきっかけは「手に職を

『ファイザーという会社が女性営業職を募集して

って、さすがに焦りも出てきたころ、就職課から
いるから、説明だけでも聞いてみたら』という電

「父が医師だったこともあって、薬剤師か看護師

話がありました。それで翌日、会社に行ってみた

イミングで伝える必要があります。そのため、女

になりたいと思っていました。他に薬学系単科大

ら、いきなり筆記試験でした。その後、面接を経て、

性ならではのこまやかな気配りが大切です。現に

学にも合格したのですが、総合大学の方が、いろ

１週間後には内定が出たんです（笑）
」

弊社でも、女性MRが活躍していますよ」

当時はまだMR（医薬情報担当者）という職域は

んな人たちと交流できて楽しい学生時代が過ごせ
そうだな、と思って理科大を選びました」

1959 年生まれ。82 年東京理科大学薬学部を
卒業後、台糖ファイザー（現ファイザー）入社。
営業職として東京支店配属。86 年より本社で
臨床開発、学術企画、マーケティング製品担当
を経て 92 年、
「ノルバスク」チームのメディカ
ル製品担当に。その後、医薬マーケティング部
門長などを経て、11 年 12 月より現職。

ジをお願いした。

業職”だった。

「社会に出たときに、
“他大学の学生に比べ、４年

「いわゆる“足で稼ぐ”という営業ならではのハー

間しっかり学んで卒業した”という点については、

「理学部と工学部のサークルだったので、部員が

ドな一面にも、抵抗は感じませんでした。父の話

絶対の自信をもっていいと思います。ただ、その

男子ばかりだったんですね。それで、わたしたち

を通じて、医者に影響を与えられる仕事をイメー

一方で社会では、本人のマインドセット（経験や

が入学した年には女子が猛烈な勧誘を受けたんで

ジできたからかもしれませんね」

教育などから形成されるものの見方や考え方）や

そんな“女性MRの草分け”の一人である清村さ

チャレンジ精神、そして、
“来た仕事は何でも受け

んは、後輩である女性MRに大きな期待を寄せる。

入れてやる”という柔軟性も求められます。そう

しかし、大卒女子にとっては、今以上に就職が難

「現在、MRに課せられている“医薬情報を届ける

した、いい意味での“いい加減さ”も、ぜひ身に

しい時代だった。

者”というミッションは、緻密な情報を的確なタ

付けてほしいですね」

す。実際の活動は飲み会が中心でしたけど（笑）
」
卒業後は、製薬メーカーを中心に 7 社を受験。

平成25年度 科学研究費
助成事業 新規課題121件内定

就職

本学の科学研究費助成事業（科研費）の新規課

同じく 5 位となりました。今後の科研費採択に関

題採択結果は現在のところ昨年度と比較すると、

する課題の一つとして、若手研究者の採択率向上

採択率は微増し、採択件数は19件増、採択額は約

に向けた方策が考えられます。他研究機関も含め

3,200 万円増となりました。新学術領域研究での

た全体の若手研究（Ａ）
，
（Ｂ）の新規課題採択率は、

採択件数の14件増、採択額の約6,000万円増が主

（A）が 22.1％、
（B）が 29.9％となっており、本

因となっており、本年度からの制度変更に伴う応

学はこの値を下回っています。若手研究者の研究

募・受給条件の緩和による申請数の増加に伴う良

力向上は、本学の研究力の将来的な基盤ともなる

い結果と分析しています。

ので、若手研究者の積極的な応募を推奨、支援を
行い、本学のさらなる研究力の向上を目指します。

また、本学の科研費獲得額（文科省発表資料に
よる新規および継続課題）は私立大学で昨年度と

（2013年6月1日現在）

平成25年度

申請 採択
件数 件数

採択率

平成24年度

採択金額 申請 採択
件数 件数

（単位 千円）

（単位 千円）

0

0.0%

10

0

2

0

0

4

25.0%

18,070

13

21.0%

110,630

0

0.0%

0

44

33.3%

45

新学術領域研究（計画研究）※

16

新学術領域研究（領域代表者）

3

0

0.0%

0

基盤研究（S）

1

0

0.0%

基盤研究（A）
（一般）

4

1

基盤研究（B）
（一般）

62

基盤研究（B）
（海外）

3

基盤研究（C）
（一般）

132

挑戦的萌芽的研究

31.1%

59,280

採択件数、額の増減

採択金額 件数

採択率

15

新学術領域研究（公募研究）

14

国家公務員
総合職、
昨年から倍増の
56人が合格

平成25年度
国家公務員採用総合職試験
出身大学別最終合格者数
順位 大学名

0

14

59,280

0.0%

0

0

0

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

15

3

20.0%

68,900

-2

-50,830

58

13

22.4%

91,260

0

19,370

1

0

0.0%

0

0

0

87,490

119

34

28.6%

66,430

10

21,060

0.0%

454

東京大学

2

京都大学

172

3

早稲田大学 ☆

105

4

慶應義塾大学 ☆

人事院は 6 月 24 日（月）
、平成 25

5

東北大学

74

年度国家公務員採用総合職（旧Ⅰ種）

6

北海道大学

70

試験の最終合格者数を発表しました。

7

大阪大学

67

全国の申込者数は昨年度から減少し

8

九州大学

62

22,248 人、合格者数は昨年度に比

9

東京理科大学 ☆

較し383人増の1,753人で、競争倍

10

東京工業大学

率は12.7倍でした。

11

一橋大学

56
23
20
45
19
38

12

中央大学 ☆

35

13

名古屋大学

31

14

大阪市立大学

27

15

岡山大学

24

の56人（昨年度27人）で、その実力
をいかんなく発揮しました。これは、
大学別順位では全大学中第 9 位、私

金額
（単位 千円）

合格者数

1

本学の合格者数は昨年度から倍増

●平成25年度科研費 新規課題採択状況
研究種目名

最後に、理科大の後輩たちに向けて、メッセー

なく、価格交渉や接待なども行う昔ながらの“営

督として映画も制作した。

大学時代には、自主上映サークルに入部し、監

清村千鶴（きよむら・ちづる）

大学時代、自主上映サークルの仲間と（清村さんは右から２番目）

つけたい」という思いからだったという。

立大学中では第3位という結果です。

91

☆は私立大学を表す。

本学で学んだ知識・技術を生かし、
社会全体に貢献できるのが国家公務
員の仕事です。特に、科学技術立国

げることも可能です。

として発展した我が国が今後さらに

また、本学では次年度試験に向け

発展するために、理工系出身者の担

て、各種支援行事を 9 月下旬から開

う役割はますます重要さを増してい

催し、公務員志望者を全面的にバッ

ます。国家公務員採用総合職試験に

クアップしております。学生支援課

合格し、文部科学省・国土交通省・

キャリアセンター（就職支援室）には

特許庁等に入省した本学の卒業生は、

過去問題や参考書など、数多くの公

53

11

20.8%

19,110

51

12

23.5%

23,920

-1

-4.810

若手研究（A)

7

1

14.3%

11,570

10

4

40.0%

35,750

-3

-24,180

若手研究（B)

154

35

22.7%

68,250

149

33

22.1%

58,630

2

9,620

我が国の政策立案に深く携わり、世

務員関係資料があり、随時相談にも

研究成果公開促進費

2

1

50.0%

3,100

3

1

33.3%

0

0

3,100

界を舞台に活躍しています。

応じていますので積極的に活用して

奨励研究

4

1

25.0%

300

6

2

33.3%

900

-1

-600

486

121

24.9%

377,800

443

102

23.0%

345,790

19

32,010

合計
合計（※未発表分 除く）

470

121

25.7%

377,800

すので、大学院進学希望の学生にと
って、あらかじめ自分の選択肢を広

備考：件数、採択金額は転出者分は含む、転入者分は除く。

葛飾キャンパス

8 月 7 日（水）

野田キャンパス

8 月 8 日（木）

神楽坂キャンパス

8 月 9 日（金）

※詳細は
理科大HPでご確認ください。

近代科学資料館企画展

「
『江戸伝統工芸を科学する』
― 受け継がれる技巧 ―」好評開催中！
近代科学資料館では、江戸の伝
統工芸を受け継ぐ葛飾区に本学
の新キャンパスが開設されたこ
とを記念して、江戸伝統工芸に
関する企画展を開催しています。
代表的な伝統工芸品を展示する
とともに、その中の幾つかを取
り上げて、その技の背後にある
科学を検証し、解説します。ぜ
ひお立ち寄りください。

には｢提示延期｣ という制度があり、
合格から 3 年間は入省資格がありま

※作成日現在採択結果が未発表

2013 年度
オープンキャンパス
日程

なお、国家公務員採用総合職試験

●会期・時間
6 月 22 日
（土）
～
8月9日
（金）
10：00 ～ 16：00
日曜・月曜・祝日は休館
●入場料

無料

●展示内容
①東京手描友禅
②江戸切子 ③江戸打刃物

下さい。
※本学においては、試験合格者に対して
表彰及び奨学金（授業料半期分相当）の授
与を行っていますので、今年度合格者は
各校舎学生支援課（就職支援室）に申し
出て下さい。

平成25年度総合教育機構理数教育研究センター主催
公開シンポジウムのご案内
※シンポジウム内容、申込み方法等の詳細は、https://oae.tus.ac.jp/rcmse/seminer をご覧ください。

公開シンポジウム「国際科学オリンピ
ック－メダリストは語る」を以下のとお
り開催いたします。
昨年 10 月に本学で開催された公開シ
ンポジウム「国際科学オリンピックと日
本の理数教育」に続く第 2 回として、今
回は国際科学オリンピック 7 教科（数学・
情報・化学・生物学・物理・地学・地理）
から 1 名ずつ、科学オリンピックでメダ
リストとなった優秀な若手より、期待や

戸惑いなど出場時の回想や、出場経験で
得たもの、現在の視座から見たオリンピ
ック出場の意義などを語っていただきま
す。
●日時
平成 25 年 10 月 20 日（日）
14：00～17：00
●場所
神楽坂校舎 2 号館 1 階 212 教室

次号予告
●オープンキャンパス
開催報告
●真夏のマドンナ
開催報告

発行所
東京都葛飾区新宿 6-3-1
東京理科大学広報課
☎ 03-5876-1717
http://www.tus.ac.jp/

