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　尖閣問題をきっかけに反日デモが中国
で起きたのが、昨年の9月だった。その
1年後の今秋、日本企業の中国での成
功の鍵を現地調査した成果が出版され
る。『日本型ビジネスモデルの中国展開』

（有斐閣）である。私の所属するイノベー
ション研究科のイノベーション研究セン
ターでの、私も他大学の若い研究者も
参加しての共同研究である。
　成功の鍵は日本企業が日本で培った
ビジネスモデルの原理を中国風に翻訳す
ることだ、というのが本の基本的メッセ

ージである。原理を守っての翻訳が大切
で、単に郷に入って郷に従うのではまず
いのである。
　案外良いタイミングの出版になったと
思う。このところ嫌中のムードが日本国
内にあるからである。しかし、中国は日
本にとってきわめて大切なパートナーで
あり続けると私は思っている。日本より
はかなり高い成長を続けるであろう中国
は地理的に日本から近く、人口も日本の
10倍以上。そして、販売市場と生産基
地と、日本にとって両方の意義がともに

大きい。そんな国が日本の歴史上はじめ
て登場したのが、中国なのである。
　しかも、中国での反日運動についても
中国の公安当局の動きは微妙で、昨秋
の尖閣問題の際にも、中国の公安当局
が日系の現地工場の保護に動いたとい
う事例を、私はいくつも見聞きした。
　その中国で、「日本の原理」を貫くこと
が実際に成功している企業の共通項で
ある、というメッセージの意味は、小さ
くないのではないか。

（イノベーション研究科 教授　伊丹敬之）
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　入社2年目で、富士重工業とトヨタ自動車初
の共同開発となったスバル「BRZ」とトヨタ「86」
のエンジン開発に携わり、現在はインプレッサ
のエンジン研究・実験グループに所属する細野
さん。社を代表する車の心臓部をつくり続けて
いる彼女の原点は、高校時代にさかのぼる。
「高校3年生の時に、ものの現象をすべて証明
できる物理が好きになりました。『物理を学べば、
どんなものづくりにも生かせる』という先生の
言葉が心に残っています。燃料電池のことを知
ったのもそのころで、排気ガスが出ず環境に悪
影響を及ぼさないことに驚いて、大学では燃料
電池の研究室に入ろうと決めていました。ただ
大学では基礎研究を行っていたため、実際に研
究成果が世に出て役に立つのは30年、40年
先。就職時には、成果が目に見えて感じられる

開発職に就きたいと思っていました」
　燃料電池の研究に携わったことで、自動車会
社に興味を抱き、富士重工業に就職。ただ自
動車そのものに特別興味があったわけではなく、
運転免許も入社直前に取得したほどだった。
「会社は新人、ベテラン、男女の区別なく仕事
を与えてくれる気風があって、知識が不足してい
ても、業務を通して学べば良いというスタンスだ
ったので、気後れするようなことはまったくあり
ませんでした」
　入社して以降、ずっとガソリンエンジンの開
発に携わり、大学で学んだ燃料電池の知識を
生かす場面はまだないが、大学で得た学びの姿
勢は、仕事に対する姿勢と共通で、大いに生か
されていると感じている。
「論文は期日が決められているので、それに向

けて目標を達成しなければいけません。想定通
りに結果が出なかったり、装置が壊れたり、く
じけそうになることが度 あ々りましたが、諦めな
い姿勢を身に付けることができました。期日ま
でに目標を達成する必要があるのは、職場でも
まったく同じです。目指すハードルは高いですが、
それでもめげずにやっていけるのは、大学での
経験が生きているからだと思います」
　女性は2人だけという現在の部署だが、女性
技術者の視点は開発にも重要と考えている。

「製品を購入するとき、家計を握っている女性の
意見が反映されることが多いのではないでしょ
うか。女性の目線で商品が選ばれるのなら、開
発の現場にも、もっと女性の視点が入った方が
より良いものが生まれるのではないかと思ってい
ます」

　細野さんの次の目標は、開発提案ができる技
術者だ。将来的には、大学で勉強した燃料電
池を使った排気ガスゼロのクリーンな自動車の
実現を夢みている。
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広がる好奇心が、
研究を進める
原動力に

いつか、
女性が乗りやすい
クルマを開発したい

“理系”の未来も
将来の選択肢に

真夏のマドンナ　諏訪理科大で開催！

「わたしの研究分野は、自然界に存在する左
右の非対称性についてです。例えば人間は一見
左右対称に見えるけれど、心臓は左寄りにある。
受精卵から成長していく段階のどこかで、左右
非対称を生み出すスイッチが入っているのです」
　2009年、黒田教授は、英科学誌『ネイチャー』
電子版に「細胞分裂を始めた巻貝の受精卵を操
作して、自然状態での巻き方とは逆向きの貝を
作らせることに成功」と発表。教科書にも記載
されている発生生物学の定説を覆す大発見だっ
た。
「巻貝の研究を始めるきっかけとなったのは、
1982年の『ネイチャー』に載った紹介記事。そ
こには巻貝が右巻きになるか左巻きになるかは、

“１個の遺伝子が決めるという1920年代の報
告がある”と書いてあって、遺伝子１個だけで生
物の左右が決まるなんて！ と惚れ込んでしまっ
たんです」
　左右が決まるきっかけを探るため、黒田教授
は実験対象として左右の巻きが存在する「ヨー
ロッパモノアラガイ」という巻貝を選んだ。観察
を続けると、受精卵が４個の細胞から8個の細
胞に分かれる“第3卵割”の段階でねじれが生じ、
右回りにねじれているものは右巻きの貝に、左
回りのものは左巻きの貝になることに気付いた。

「すでにマウスを使った研究で、左を決める遺
伝子は見付かっていたんです。でも、遺伝子が
働くのは受精の１週間後。それ以前に働いた不
明の遺伝子の結果です。それに対して巻貝の受
精卵のねじれは受精後数時間、自分の遺伝子
が働く前に起きる。そこで、『遺伝子が働くとき
に、受精卵を逆にねじってみたら？』と思いつい
たの。周囲からは『できるわけない』と反対され
ましたけど」
　受精卵を細いガラス棒で人為的に逆転するの
は至難の業だったが、試行錯誤を続けた結果、
狙いどおりの成果が得られた。ねじった方向に
従って、殻の巻き型だけでなく内臓の配置や形
まで、すべて本来とは逆になった。受精卵の形
の違いによって、体の左右非対称を決める遺伝
子の働きが変わるのだ。「巻貝の“左右”は、受
精卵が細胞分裂を始めて数時間以内、8個の
細胞に分かれた時に決まる」。これがネイチャー
論文の結論だ。
「この実験では、右巻きの親から生まれた子の
受精卵を操作して左巻きの貝を
つくっても、その貝の子どもは遺
伝子どおりの右巻きに戻る……
つまり、遺伝子を操作することな
く物理的な操作によって遺伝子
の働きを上書きした点が画期的
です。体の左右の形成には脊椎
動物とも共通する遺伝子が関わ
っていますから、今後、脊椎動
物を含むさまざまな生物の左右
決定にも重要な知見を与える可
能性があるんです」

　今後は、このねじれが遺伝子に作用する具体
的な仕組みの解明が研究ターゲットだという。
　分子の左右性の識別、測定ツールの開発、
それを使ったタンパクの凝集過程の研究、そ
れにこの巻貝の業績が評価され、黒田教授は
2013年度「ロレアル－ユネスコ女性科学賞」を
受賞した。同賞は毎年、優れた業績をあげた女
性科学者を世界で5人選び表彰するもので、黒
田教授は日本人では4人目の受賞となる。

「研究者としては、純粋に研究成果が評価され
たことをうれしく思っています。父が国文学者だ
った影響もあって、研究者以外の職業は想像で
きませんでした。父もわたしが研究の道を進む
と思っていたようで、『学問と結婚するつもりで
やるんだぞ』と常々言っていましたね。でも、わ
たしが若い頃は、女性が大学で研究を続けるの
は難しい時代でした。東大で博士号を取っても

研究者としての職はない。指導
教官に結婚を薦められて“わた
しには研究能力がないのかな”
と落ち込んだこともありました。
科学は、情熱を注いで一生続
けるに値する仕事です。ぜひ多
くの女性たちに、科学の世界
の門を叩いてほしいですね」
　また、科学と社会との距離
が離れていく現状に危機感を抱

く黒田教授は、その懸け橋となる人材（サイエ
ンスインタープリター）の育成講座を設立し、今
も自ら教壇に立っている。
「科学が社会においてどんな意味を持つのかを
深く考えて伝えられる人材を育てています。原発
事故を見てもわかるように、科学は万能ではな
い。その前提を理解した上で、社会との信頼関
係を築くことが必要なのです」
　研究に、教育に、多忙を極める黒田教授。「１
日が100時間あったらいいのに」と笑うその瞳
には、尽きることのない好奇心があふれていた。

　4年制大学の理系学部における女子学生の
割合は約3割。徐々に増えているとはいえ、未
だ少ないのが実情だ。
「もっと女子中高生に視野を広げてもらい、将
来の選択肢を考える際の手助けとなりたい」と、
活動をしているのが、「リケチェン！」だ。
　主な活動は三つ。一つ目は、社会で活躍す
る理系女性の仕事内容や、やりがいを理系女
子の目線でインタビューし「リケチェン！ ブロ
グ」で掲載すること。二つ目は、理系大学生や
社会人と、女子中高生たちが気軽に話すことが
できる場を設ける「女子会」活動。三つ目とし
て、受験勉強に関する話やサイエンス豆知識な

ど、女子中高生が興味を持ちそうな理系情報を
ブログに掲載したり、ツイッターやフェイスブッ
クなどのSNSを使ってイベント等の情報を発信
するなどの活動を行っている。
　大学が主催する「科学のマドンナ」プロジェ
クトでも、「リケチェン！」は大きな役割を果た
している。8月に開催された「真夏のマドンナ」
では、さまざまな企画を提案。2泊3日のスケジ
ュールの中で、高校生に充実した時間を過ごし
てもらうため、トークセッションや大学の校舎
を使ってのクイズラリー、バーベキューなどを行
い、スタッフとして高校生に寄り添って過ごした。
「『一緒にひと晩中話していたい』と言われたり、

参加者とLINEのグループを作ったりと、高校生
とかなり打ち解けることができ、うまくサポート
できたのではと思っています」と、代表の北畠早
紀さん。「リケチェン！」パンフレットに書かれ
ていた「自分自身も大きく成長できる環境です」
との言葉に感化され活動に参加。授業、実験、
バイト、サークルにいそしみながら活動に積極
的に関わってきた。
「わたしも高校生の時は、生物に興味がある
というだけで、理系に進んだときの将来像を具
体的に考えられませんでした。理系と言っても
理学、薬学、工学等、学ぶ分野はさまざまだし、
同じ分野を選んだとしてもその先の進み方、社

会での活躍の仕方は何通りもある。そういうこ
とをもっと知ってもらって、進路の選択肢を増
やしてもらいたいです」
　先輩の数が少なく、あまり身近に感じられな
いリケジョの生の声を、今後もっと発信していく
予定だ。

　東京理科大学では、「理学の普及を以て国
運発展の基礎とする」という建学の精神のも
と、中学・高校の教員、生徒に対するさまざ
まな支援を実施しています。この支援の一環
として、より多くの女子中高生の理系に対す
る意識を高め、理学のさらなる普及を目指した

「科学のマドンナ」プロジェクトを実施してい
ます。
　プロジェクトでは主に、春・夏・秋の3回、
女子中高校生から参加者を募り、女性研究
者の講演や現役の女子理科大生との触れ合
いなどのイベントを行っています。

科学のマドンナたち
東京理科大学では、より多くの女子中高生が理系に興味を持ち、進路選択の手助けとなるよう、

「科学のマドンナ」プロジェクトを展開しています。プロジェクトのレポートとともに、本学を
代表する女性研究者やOG、学生という本学に身近な「科学のマドンナ」たちにお話を伺いました。

昨年、東京理科大学総合研究機構の教授に就任した黒田玲子教授は、
優れた業績をあげた女性科学者に贈られる
2013年度「ロレアル-ユネスコ女性科学賞」を受賞しました。
世界をリードする女性科学者である黒田教授にお話を伺いました。

クルマ好きの心をつかむ、スバルのエンジンを開発する細野紘世さん。
女性の少ない現場で活躍する細野さんに、仕事への姿勢について伺いました。

本学の学生を含む現役女子大生が、女子中高生の視野を広げるための活動を
行っているリケチェン！。代表を務める北畠さんにその活動内容について伺いました。

｢科学のマドンナ｣プロジェクトＨＰ http://www.tus.ac.jp/madonna/

「科学のマドンナ」プロジェクトとは

フランス・パリでの「ロレアル-ユ
ネスコ女性科学賞」授賞式の様子

ヨーロッパモノアラガイの成長を観察する黒田教授

黒田教授の研究対象で、左右両方の巻型がある珍しい巻貝、
ヨーロッパモノアラガイ

今までに行われた「科学のマドンナ」
プロジェクトの様子

黒田玲子教授インタビュー

細野紘世さんインタビュー

北畠早紀さんインタビュー

細野さんがエンジン開発に参加したスバルインプレッサと、
そのエンジン

「科学のマドンナ」プロジェクトの一環であ
る、「真夏のマドンナ」が、8月7日（水）から
9日（金）に諏訪東京理科大学（長野県茅野市）
で行われました。
　今回のイベントでは、本学の学生等で構成
された学生団体「理系女子開発プロジェクト 
リケチェン！」が全面協力。全国から集まっ

た総勢４７人の女子高校生たちへのサポート
を行いました。
　2泊3日の日程の中では、諏訪理科大の河
村学長の講演や、「電気を作る！～ユビキタス
パワーステーション～」「正多面体を作って
みよう」などの模擬授業、実験体験などが行
われました。また、霧ケ峰高原自然散策とい

った諏訪ならではのレクリエーションを通し、
参加者たちは充実した時間を過ごしたようで
す。参加した高校３年生の女子生徒は「進路
に迷っていましたが、行きたい学科の先輩か
らたくさんお話を聞けて、東京理科大学に行
きたいという気持ちが強まりました」と感想
を話してくれました。

「マドンナちゃん」

大学
イメージキャラクター

理系の「堅苦しい」「男臭い」
イメージを払拭するために、
本学のイメージキャラクター
である「マドンナちゃん」が
活躍しています。プロジェク
トのロゴマークをはじめ、各
種グッズ・パンフレットなど、
さまざまな場面に登場してい
ます。

富士重工業株式会社 パワーユニット研究実験第1部 エンジン研究実験第2課

学生団体 リケチェン！ 代表    基礎工学部生物工学科4年遺伝子１個だけで
生物の左右が決まる不思議

受精卵をちょっと逆に
ねじってみたら？

科学は
一生続けるに値する仕事
多くの女性に科学を
志してほしい

madonna f le

madonna f le

madonna f le

黒田玲子（くろだ・れいこ）

仙台市生まれ。1970年お茶の水女子大学理学部化学科
卒業、75年東京大学大学院理学系博士課程（化学）修了。
英国ロンドン大キングスカレッジ化学科リサーチアソシ
エート、同大生物物理学科助教授兼英国がん研究所研究
員など計11年に及ぶ英国研究生活を経て、86年東京大
学教養学部化学教室助教授、92年同教授、96年大学院
総合文化研究科教授。2012年東京大学を定年退官、東
京理科大学教授に就任。13年ロレアル-ユネスコ女性科
学賞（物理科学）。東京大学名誉教授。

細野紘世（ほその・ひろよ）

2007年、理学部第一部応用物理学科卒業。2009年、
理学研究科物理学専攻 修士課程 修了。富士重工業株式
会社に入社。スバル技術本部パワーユニット研究実験第
1部 エンジン主査グループに配属。現在に至る。

リケチェン！とは
東京理科大学生を中心とした現役女子大学生が運営する、
学生団体。団体名の「リケチェン！」には「理系女子
のイメージをチェンジしていく」という意味が込められ
ている。理系の女子大生が現役の立場から、女子中高生
に向けて、理系の魅力や実態を伝え、進路に悩む女子中
高生を全力で応援している。



平成25年10月1日付で補職等の異動が発令されました。
10月1日現在の主な補職は次のとおりです。

補職人事

【理学部第一部】学部長

【理学研究科】研究科長

【長万部教養部長】

■学部

■大学院

■その他の補職等

【工学部第二部】学部長

【工学研究科】研究科長

【薬学部】学部長　

【科学教育研究科】研究科長

学生支援センター長

【基礎工学部】学部長

【基礎工学研究科】研究科長

【イノベーション研究科】研究科長

【理学部第二部】学部長

【総合化学研究科】研究科長

【学生支援機構】機構長

【理工学部】学部長

【理工学研究科】研究科長　

【生命科学研究科】研究科長

【工学部第一部】学部長

【薬学研究科】研究科長

キャリア支援センター長

【経営学部】学部長

【経営学研究科】研究科長

【国際火災科学研究科】研究科長

基　工　榎本  一之 教授（任期中）

理　一　小向得  優 教授（再任）

　菊池  正紀 副学長（任期中）

理　工　小越  澄雄 教授（再任）

矢部  博 教授（再任）

半谷  精一郎 教授（任期中）

小川  正賢 教授（任期中）

藤代  博記 教授（新任）

伊丹  敬之 教授（任期中）

築山  光一 教授（任期中）

森  俊介 教授（任期中）　

安部  良 教授（再任）

牧野  公子 教授（任期中）

矢部  博 教授（再任）

河野  守 教授（任期中）

牧野  公子 教授（任期中）

藤代  博記 教授（新任）

目黒  多加志 教授（新任）

北村  春幸 教授（任期中）

半谷  精一郎 教授（任期中）

高橋  悟 教授（任期中）

高橋  悟 教授（任期中）

辻本  誠 教授（任期中）

神楽坂図書館長

久喜図書館長

【図書館】図書館長

長万部図書館長

野田図書館長

理　一　江川  嘉美 教授（再任）

経　営　平木  多賀人 教授（任期中）

植木  正彬 副学長（再任）

基　工　藤井  志郎 教授（任期中）

理　工　尾島  善一 教授（新任）

　福山  秀敏 副学長（再任）

植木  正彬 副学長（任期中）

生　命　安部  良 教授（任期中）

【総合研究機構】機構長

【生命医科学研究所】所長

【総合教育機構】機構長

葛飾図書館長 基　工　蟹江  壽 教授（新任）
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ープンキャンパスが8月7日（水）葛飾キャン
パス、8日（木）野田キャンパス、9日（金）

神楽坂キャンパスで開催されました。
　当日は学科説明会や模擬講義、大学説明会が開
催されたほか、各キャンパスとも多くの研究室が開放
され、模擬実験や研究室見学ツアーが催されました。
初開催の葛飾キャンパスでは4,140人、野田キャン
パスでは4,015人、神楽坂キャンパスでは5,500人
の来場があり、３キャンパス合計で1万3,000人を
超え、多くの高校生や保護者の方々に本学に足を運
んでいただきました。
　3日間とも藤嶋昭学長による特別講演「教育も研
究も楽しく活発に」が行われ、満員となった教室で

は高校生らが目を輝か
せて講演に耳を傾けて
いました。また、各学
科の模擬講義では大学
の授業さながらに、熱
心にメモを取る高校生

の姿も見られました。
　葛飾キャンパスでは、模擬実験や研究室見学ツ
アー等の多彩なイベントのほか、鉄道研究会や鳥人
間サークルなどの学生団体もイベントを大いに盛り上
げました。また、来場者からは、新しいキャンパス
の美しさに感動したという声が多く寄せられました。
　野田キャンパスでは、広大で緑豊かな敷地をオー
プンキャンパス特別巡回バスが走り、来場者はさま
ざまな研究室・研究機関の最先端科学技術に触れる
とともに、学食や図書館の利用を通じてより身近に
キャンパスライフを体験することができました。
　神楽坂キャンパスでも、毎年好評を得ている研究
室見学や学生によるポスター発表（研究紹介）に多
くの来場者が詰め掛けたほか、今秋にオープンした
秋山仁先生の数学体験館の紹介コーナーなどに行列
ができ、にぎわいを見せていました。
　全日程、猛暑となり熱中症が心配されましたが、
事故もなく無事に終了することができました。なお、
葛飾・神楽坂・野田キャンパスでは学園祭（理大祭）
期間中に進学相談会を開催するほか、久喜キャンパ
スでも11月9日（土）に学園祭とオープンキャンパス
を同時開催します。

オ

オープンキャンパス開催
3キャンパスに
約1万3,000人が来場

基礎工学部の研究紹介スペ
ースで説明を受ける高校生

（葛飾キャンパス）

葛飾

神楽坂

野田

月14日（水）、「第24回英国科学実験講座 クリスマ
ス・レクチャー2013」が葛飾キャンパス図書館大ホ

ールで開催され、約600人の来場がありました。
　クリスマス・レクチャーとは毎年クリスマスの時期に英
国・ロンドンで、ロイヤル・インスティテューション（英
国王立研究所）が開催している青少年向けの科学実験講座

です。毎回著名な科学者を講師
に迎え、参加する子どもたちに科
学の面白さを伝えています。そしてこのレクチャーを日本
で再現しているのが「英国科学実験講座」で、今年は本学、
名古屋大学の2カ所で開催されました。
　今回のテーマは「現代の錬金術師」。ケンブリッジ大学
のピーター・ウォザーズ博士を講師に迎え、空気と火（Air 
and Fire）／水と大地（Water and Earth）の2部構成で観
客を驚くべき化学の世界に誘いました。
　レクチャーの冒頭では本学の藤嶋昭学長によるあいさつ
があり、また後編の水と大地（Water and Earth）のレクチ
ャーでは、理学部第一部応用化学科の工藤昭彦教授が登場
し、光触媒反応の実験と説明を行いました。
　参加した子どもたちはステージ上で炎があがったり、風
船が爆発したりと、大きな化学反応が起こるたびに、大歓
声をあげていました。
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クリスマス・レクチャー2013　
化学の“錬金術”に600人が歓声

　天文研究部は部員約80人。1949年に天文同好会
として発足し、今年で64年を迎える伝統ある団体で
す。
　天文研には「惑星」「彗星」「プラネタリウム」な
どいくつかの班があり、思い思いの活動をしていま
す。わたしは主にプラネタリウム班で活動していて、
理大祭やみらい研究室等のイベントでの上映のほか、
大学近隣の児童館などでも上映を行っています。子
どもたちが一生懸命聞いてくれるので、とてもやり
がいを感じています。
　毎年夏には3回の合宿を行います。茨城県大子町、
千葉県、長野県、山梨県などを拠点に観測や写真撮
影などを行います。都心では見ることのできない満
天の星空は、本当にきれいで、うっとりしてしまい
ます。
　OB・OGとのつながりが強いのも天文研の特長で
す。昨年11月には、OB・OGとともにオーストラリア・
ケアンズで皆既日食の観測を行いました。
　今後も観測、写真撮影な
どの活動を通して天文の魅
力を追求するとともに、こ
の魅力を多くの人に伝えて
いきたいと思います。

TUS 
CLUB
journal

Ⅰ部Ⅱ部研究会

天文研究部

第2回

満天の星空に
うっとり

本学のクラブ活動を紹介！

希ガスが入った風船を持ち、それぞれの重さを比べる 写真提供：読売新聞社

東京理科大学は、長年にわたり本学の教育・研究の発展に尽力し、
多くの功績を挙げた10人に名誉教授の称号を授与しました。名誉教授称号授与

【平成25年6月13日付】

昭和50年に理学部第一部物理学科助手と
して着任し、平成5年に教授となり、理学
部第一部学部長、理学研究科長、学生部長、
本法人理事等を歴任しました。研究分野は
格子欠陥に関する物性実験で、実験手法は
主に電子顕微鏡による電子線回折です。格
子欠陥に関する分野では、透過型電子顕微鏡による欠陥の同定
に先駆的な成果をあげるなど、多大な功績を残しています。

昭和42年に理工学部機械工学科に助手
として着任し、平成6年に教授となり、
学科主任、学生部副部長、本法人常務理
事等を歴任しました。専門分野は材料力
学であり、光弾性法では日本を代表する
研究者です。具体的には、三次元凍結光
弾性法を用いて、曲がり管の応力解析等、実用上重要な機器
の応力解析に精力的に取り組みました。

昭和48年に工学部建築学科に講師として
着任し、平成5年に教授となり、工学部
第一部学部長、工学研究科長、学長補佐
等を歴任しました。在職期間中は、本学
の教育・研究活動のために尽力し、教育
活動では学士474名、修士100名に及ぶ
学生の論文指導を担当するとともに、研究活動では平成12年に
日本建築学会賞を受賞するなど、顕著な業績を残しています。

昭和42年に理工学部機械工学科に助手
として着任し、平成元年に基礎工学部電
子応用工学科に移り、平成7年に教授と
なり、学科主任、研究科幹事、セミナー
ハウス館長、図書館長等を歴任しました。
専門分野はナノテクノロジーで、主とし
てイオンビームを用いた精密機器部品の超精密・超微細加工
に携わっています。

昭和60年に薬学部製薬学科に助手として
着任し、平成6年に教授となり、薬学部長、
薬学研究科長、本法人理事等を歴任しま
した。在職期間中は、本学の教育・研究
活動の発展に尽力し、多くの学部生、大
学院生の論文指導に当たるとともに、研
究活動では300報を超える原著論文に加え、総説・解説・著書・
翻訳書等も100報を超える業績を残しています。

昭和51年に工学部第二部電気工学科に
助手として着任し、昭和63年に基礎工
学部電子応用工学科に移り、平成6年に
教授となり、基礎工学部長、基礎工学研
究科長、学長室委員会委員、本法人常務
理事等を歴任しました。専門分野は材料
物性であり、特に磁性半導体や酸化物材料の結晶育成や伝導
特性に関する研究に従事し、多くの研究報告を行いました。

昭和51年に理工学部情報科学科に講師と
して着任し、平成元年に教授となり、学
科主任、研究科幹事等を歴任しました。
主な研究分野はオペレーションズリサー
チの分野における応用確率論と待ち行列
理論で、ヨーロッパや米国各地の研究者
と共同研究を行い、海外からの研究者も積極的に受け入れるな
ど、本学の大学院教育と国際化に多大な貢献をしました。

平成元年に基礎工学部電子応用工学科の
助教授として着任し、平成7年に教授と
なり、学科幹事、研究科幹事等を歴任し
ました。専門分野は超音波工学・音響工
学であり、音波・超音波の計測・制御や
コンピューターシミュレーション、パワ
ー超音波の工学的応用等の研究に取り組みました。

昭和44年に理工学部工業化学科に助手と
して着任し、昭和63年に教授となり、学
科主任、研究科幹事、本法人理事長等を
歴任しました。専門分野は電気化学で、
イオン液体を用いた電気化学、表面処理
法や二次電池の開発、STMによる電気化
学分析、それらのコンピューターシミュレーション等、基礎か
ら応用まで電気化学分野に多大な貢献をしました。

昭和63年に基礎工学部材料工学科の助
教授に着任し、平成5年に教授となり、
学科主任、研究科幹事、基礎工学部長、
基礎工学研究科長等を歴任しました。専
門分野は複合材料で、特に繊維強化プラ
スチックの合成とその機械的特性評価で
あり、構造解析や基礎物性の解明の研究に従事してきました。

橋本 巖 （はしもと・いわお） 澤 芳昭 （さわ・よしあき）

真鍋 恒博 （まなべ・つねひろ） 宮本 岩男 （みやもと・いわお）

大島 広行 （おおしま・ひろゆき） 渡辺 恒夫 （わたなべ・つねお）

宮沢 政清 （みやざわ・まさきよ） 羽田野 甫 （はたの・はじめ）

小浦 延幸 （こうら・のぶゆき） 福田 博 （ふくだ・ひろし）

東京理科大学生の各種論文・研究発表等の受賞一覧 （2013年01月〜 2013年03月）

河村 栄里 基礎工研・材料・修２

可児 裕基 理工研・機械・修１

受賞一覧

郡 久美子

山下 晃弘
髙橋 千尋

工二・建築・４
理一・応化・４

研究奨励賞

優秀ポスター賞
最優秀賞

糖鎖とペプチドで構成するインジェクタブルゲルを用いた軟骨細胞の高機能化
レオメータを用いたせん断速度が血液凝固能に与える影響の評価
ビスマスまたはアンチモンを導入した有機金属化合物の毒性発現とそのメカニズム

電気泳動接着したハイドロゲル界面の安定化
住宅＋アルファ

小林 翔

後庵 恭潔
安井 和哉

李 育衡
鈴木 悠介

第24回高分子ゲル研究討論会
第1回タマホームデザインコンペティション2012

つくば医工連携フォーラム2013

河野 文彦

鳥山 真

福田 宙央

菊地 由希子
吉本 遼
畠 希

工一・機械・４

バイク用ローラチェーンへのDLCコーティング適用による摺動特性向上に関する研究 

元素ドーピングDLC膜のトライボ特性に関する研究
境界潤滑性能を支配する吸着膜のナノ物性評価に関する研究

堀江 優太

村上 郁矢

2013/1/17
2013/1/18

2013/1/29

2013/2/2

2013/2/2

2013/2/5

2013/3/2

2013/3/3

2013/3/7

2013/3/15

Prize

薬学研・薬科学・修２ 若手優秀発表賞 第12回分子予防環境医学研究会

最優秀賞

工一・機械・４
工一・機械・４

基礎工研・電応・修1
理一・応物・3

理工・工化・４
理工・工化・４
理一・応物・2

電気学会技術委員会 L1近似による複素係数を有するFIRディジタルフィルタの設計

ポスター発表部門奨励表彰 第2回サイエンス・インカレ

奨励賞

奨励賞

第1回大東建託賃貸住宅コンペ
工学研・建築・修１

平成24年度ライフサポート学会

グラフェン含有ポリイオンコンプレックス薄膜の作製第32回表面科学学術講演会

風景をつくる賃貸住宅

講演奨励賞(スチューデント部門)

日本機械学会関東支部第52回学生員卒業研究発表講演会

総化研・総化・修２

基礎工・電応・4
理工研・機械・修２

工学研・建築・修１

大会・学会名 受賞テーマ等 受賞日受賞者（所属・学年は受賞または応募時） 受賞名

小児への使用を目的とした補助人工心臓用小型空心偏平型経皮トランスの検討-NaCl水溶液中での伝送効率測定-
動圧浮上遠心血液ポンプにおける軸受剛性と溶血特性の改善のための多円弧軸受の最適設計

Best Presentation Award

セルロースからの効率的なグルコース産生法の検討

高分子フィルムを用いた風力発電エネルギーハーベスティングシステム

悼
高崎 昌洋
平成25年8月22日逝去されました。56歳。

教授（工学部第一部 電気工学科）

山本 洋
平成25年9月9日逝去されました。80歳。

本学名誉教授・元教授（理学部第一部 教養学科）

立畠 千秋
平成25年7月5日逝去されました。65歳。

元就職課（野田） 主任

諏訪東京理科大学、学部・学科を再編
経営情報学科には4つのコース制を導入

2学部3学科訪東京理科大学では2014年度から、
システム工学部の 2 学科をリニュ

ーアルし、「工学部」を設置することで、2
学部3学科から2学部4学科体制に再編を
行います。カリキュラムについても全学科
で大幅に再編することで、社会が求める実
践力の養成を目指します。また、同時に全
学部の学生はもちろん地元企業や地域の
人々も活用可能な4つのラボ（メディアラ
ボ、EV（電気自動車）ラボ、エネルギー
ラボ、ビジネスラボ）を新設。地域貢献の
実践的な活動拠点とします。詳細は諏訪理
科大のHP（http://www.suwa.tus.ac.jp/）
やパンフレット等でご確認ください。

諏

光

触媒の実験を行うピーター

博
士

と
工

藤
教

授

システム工学部 工学部

経営情報学部

機械工学科

経営情報学科

電気電子工学科

コンピュータメディア工学科

実践力を養う融合教育

経営情報学部

経営情報学科

ビジネスエキスパートコース

経営科学コース

会計・金融コース

情報システムコース

電子システム工学科

4つのコース制

機械システム工学科

土屋 斎　

武田 健　

渡邉 智哉

野口 雅弘　
岡田 卓也

武本 久

松本 晃

村井 博明

2013/3

入選

第13回 「日経STOCK」リーグ

Simple company ～平準化する社会で輝く企業～

世界一受けたい医療！！！～世界へ飛翔く日本の医療～

審査委員特別賞

経営・経営・３
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山口東京理科大学ニュース

諏訪東京理科大学ニュース

第4回山陽小野田市かがく博覧会に3,500人

第１1回全日本学生フォーミュラ大会リポート

　9月21日（土）、22日（日）の2日間、第4
回山陽小野田市「かがく博覧会」が、おのだサ
ンパークで開催され、市内外から親子連れの小
中学生を中心に3,500人の来場者があり、大
いににぎわいました。
　この博覧会は、本学と山陽小野田市が共同
で開催しているもので、市内の小学校、中学校、
高等学校、大学、企業が一堂に会し、各学校
や企業から科学の作品や実験ブースなどを出展。
子どもから大人まで、科学を学ぶ楽しさや驚き、
感動を体感できる催しが多数用意されました。
　塚本桓世学長、白井博文市長によるあいさつ
の後、テープカットが行われると、来場者が次々
と入場。初日は大学から8つの体験ブースを出
展し、子どもたちは、お目当てのブースで、夢
中になって科学実験や工作に挑戦したり、太陽

電池の仕組みを学ぶなど、場内には終始、歓
声や笑い声が響き渡りました。
　１階の屋外広場には、学生フォーミュラチー
ムが製作した小型レーシングカーの展示コーナ
ーや研究室で開発したロボット体験コーナーを
設置。子どもたちは、とても楽しそうにレーシ
ングカーに乗車したり、ウナギ型ロボットなどを
操縦していました。また、駐車場内では、小型
レーシングカーの試走も行い、集まった観客は、
学生ドライバーの巧みな運転テクニックを食い
入るように見つめていました。　
　体験ブースで実験を行った来場者は、「年1
回のこのイベントを毎年楽しみにしています。も
っと理科の勉強がしたいと思いました」「魔法
の液体を口に含むと、甘みを感じなくなる実験
が面白かった」「子どもたちの目線で実験をされ

るのがとても新鮮でした」など、笑顔でかがく博
覧会の感想を語ってくれました。
　本学ではこれからも地域に貢献する大学とし
て、山陽小野田市と連携しながら、さまざまな
事業を通じて子どもたちの科学に対する興味や
関心を喚起していきます。

　山口東京理科大学学生フォーミュラチーム
(TUSY Formula)が昨年に続き第11回全日本
学生フォーミュラ大会に出場を果たしました。9
月2日(月)早朝に大学を出発し、昨年と同じ静
岡県の小笠山総合運動公園エコパにて9月3日

(火)～9月7日(土)の5日間にわたり競技に参加
してきました。
　審査種目の静的審査のコスト審査とデザイン
審査では昨年の経験を踏まえて、未熟だった部
分を補強し発表パネルを改良。プレゼンテーシ

ョン審査は今年も高評価を得て18位
の好成績を収めました。
　昨年苦しんだ車両の安全性を確認す
る車検では、シートとショルダーハー
ネスと呼ばれるシートベルトの構造を
一部指摘されたのみ。すぐに修正を行
い、快調なペースで通過。チルトと騒
音の車検も順調に通過し、昨年の大
きな障害となったブレーキテストも2回

目の挑戦で見事通過し、動的試験へと進出しま
した。
　動的試験のアクセラレーションとスキッドパ
ッドではエンジンの調子が思うように上がらず、
タイムとしては芳しくないものの昨年はかなわな
かった走行を実現しました。エンジンの不調は
総合コースを走るオートクロスでも続き、タイム
は1分24秒。今大会から導入されたオートクロ
スのタイムで最終種目のエンデュランス出場権
が足切りとなるタイムをギリギリで通過して、2
年目の挑戦で全種目出走を達成しました。
　最終種目エンデュランスでは前日からの調整
でエンジンが復調、タイムは周回を重ねるごと
に短縮されていきました。しかし、チームの勢

いが最高潮に達した時に車両は突如停止。足
回り部品の破損によりエンジンからの駆動力が
伝わらず、走行不可能となりリタイヤ。全種目
完走の目標まであと一歩のところでした。
　大会を終え、メカニック担当兼チームリーダ
ーの森崇裕さん（工学部機械工学科4年）は「後
輩たちには他校を凄いと思う気持ちとともに悔
しさの気持ちを持ってほしい。今回の結果をバ
ネにして一層高い成績を収めてほしい」と述べ、
後輩たちにエールを送りました。
　総合成績は、総合得点で昨年を4点上回り、
全78チーム中、57位。完走の目標は果たせま
せんでしたが、チーム全員が一丸となり、若さと
情熱をぶつけ、完全燃焼した大会となりました。

　本年度の竜王祭を11月16日（土）と17日（日）
の2日間開催します。今年のテーマは、「Are 
You Ready？」。地域の皆さまと全学生が一緒
になって、大学祭を盛り上げ、楽しむ準備ができ
ている、という強い意気込みが込められていま
す。企画内容は、恒例のもちまき大会、ゲストに
よるライブ、一般参加のカラオケ大会等、本学
学生だけでなく、誰もが参加できるバラエティー
に富んだもので、模擬店も多数出店します。子ど
もからお年寄りまで十分に楽しめる内容となって
いますので、皆さんお気軽にお越しください。

［第19回竜王祭開催日時］

第19回竜王祭（学園祭）
開催のお知らせ

11月16日（土）　10:00～20:00
11月17日（日）　10:00～20:00

オープンキャンパス・スペシャルで諏訪理科の「進化」を体験
　6月30日（日）、7月21日（日）、8月4日（日）
の3回にわたり「オープンキャンパス・スペシャ
ル」を開催しました。今年度のオープンキャンパ
ス・スペシャルは、2014年4月にリニューアル
される各学部･学科の内容や、新設された４つ
の「ラボ」など、諏訪理科の「進化」を知ってい
ただくためのさまざまなイベントを実施し、延べ
500人以上の高校生・保護者の皆さまにご来
場いただきました。
　来場者の皆さまには、各学科の特長ある学
びや研究に触れられる体験講座や研究室公開
をはじめ、模擬面接などの入試対策講座、キャ
ンパスツアー、学食無料体験などさまざまなイ
ベントにご参加いただき、「どんなことが学べる

大学なのか具体的にわかってよかった」「自然環
境が豊かで、落ち着いて学習できそう」「講座が
とても楽しく、やりたいことが見つかりそう」な
どの感想が聞かれました。

　7月27日（土）・28日（日）の1泊2日の日
程で、生涯学習センター公開講座「サイエンス
夢合宿」を開催しました。長野県内各地から小
学校5、6年生とその保護者計76人が参加し、
本学の教員や学生とともに親子でサイエンスの
体験学習に取り組みました。
　今回で12回目の開催となりますが、申込受
付前から問い合わせが入るなど、すっかり恒例
行事となっています。1日目の「体験コース」、2
日目の「ものづくりコース」での体験学習に加
え、特別講演会では実物の魚を見ながら講義を
行うなど、見て触って体験できるイベントとなり
ました。また、チームでチャレンジするゲームタ
イムでは知力と体力を使ったさまざまなゲームに
挑戦。みんなで協力しながらクリアすることで、
子どもたちの距離もグッと縮まりました。夜の花
火大会も非常に盛り上がり、最初は緊張気味
だった子どもたちも最後にはすっかり仲良しにな
っていました。
　来年も、たくさんの笑顔と出会えることを楽
しみにしています。

　8月10日（土）の夜に開催された茅野市民
祭「第38回茅野どんばん」に本学の学生・教
職員約30人が参加しました。踊り連60団体・
2,000人以上が参加するお祭りで、本学も“理
大諏訪”連として参加し、2時間半の踊り歩き
を大いに楽しみました。大学の法被のほか、浴
衣で参加する女子学生もいて、元気で華やかな
連となりました。

11/2（土）、11/3（日）　
理大祭

11/30（土）、12/21（土） 
キャンパス入試相談会（※）

11/2（土）　
入試相談会 in 理大祭（※）

※ 入試相談会は各回とも
13：00～16：00（最終受付15：00）。
事前予約不要。

　学園生活応援団が主催する「夏山・自然交流
会」が7月6日（土）に行われました。昨年度か
ら実施しているこの交流会は、県外などから来
た新入生を中心に、諏訪・茅野の魅力を感じて
もらいながら学年および学科を超えた学生間の
交流をより一層深めるために「学園生活応援団」

が開催したものです。今年度は、大学から近い
（バスで30分程度）白樺湖というレジャースポ
ットでの散策やバーベキューでの交流会を企画
しました。学生は大学が発行する通学バスパス
ポートの利用により、茅野駅－大学間だけでな
く、白樺湖や車山、霧ケ峰などへの利用も可能
であることから、この利用可能路線内というこ
とで白樺湖での実施となりました。
　学生たちは白樺湖に到着後、ホープロッヂ
乗馬牧場で早速バーベキュー。用意した肉も
あっという間に無くなるほど大いに盛り上が
り、親睦を深めていました。その後は、参加
者全員による1分間スピーチで各々自己PR
をし、乗馬体験する者、白樺湖でボートに乗
る者、散策する者など、さわやかな高原の空
気の中、思い思いの時間を過ごしました。

地元の夏祭り
「茅野どんばん」に
学生教職員が参加

「サイエンス夢合宿」を
開催しました

「夏山・自然交流会」実施報告

野田キャンパス編Vol.2 

野田キャンパスの最寄り駅、東
武野田線運河駅前にある「めん
処  麒麟児」をご紹介。

　昨年3月にオープンしたこのお店、人気
ナンバーワンは「油そば」。専用の麺に絡ま
る背脂と、口に運んだ瞬間に香る花かつお
の風味、そして特製だれの甘みが食欲を刺
激して、食べごたえも十分。ワンコイン（500
円）で満腹というコストパフォーマンスの高

さがうれしいです。店主の森山さんによれ
ば「おかげさまで、年に5万食を売り上げ
る超人気メニューです。とくに夏場は、お
客様の７割が油そばを注文されます」との
こと。
　これからの季節のおすすめは、いずれも
まろやかな鶏豚骨スープをベースにした「ら
ーめん」と「みそらーめん」。次回訪れたと
きには、ぜひ注文してみたいです。

各地のキャンパスのグルメを探訪するこのコーナー、
第2回は野田キャンパスの「おいしいもの」を坊っちゃんがレポートします！

 坊っちゃん・マドンナちゃんがいく！ 世界遺産の
富士山頂で
大気観測研究

年 6 月 22 日、富士山がユネス
コの世界文化遺産に登録されま

した。この登録を記念して、富士山を研
究フィールドにする本学の理学部第一部
物理学科・三浦和彦准教授を訪ねました。
　三浦准教授は2006年から、富士山頂
にある測候所で “大気エアロゾル粒子”
に関する観測を行っています。
「大気エアロゾル粒子とは、大気中に浮
遊する液体や固体の微粒子のこと。自動
車から排出される黒煙粒子や大陸からの
黄砂、波しぶきが乾燥して大気に飛散す
る海塩などもその一種です。その性状や
動態を調べることで、大気汚染や雲の形
成などのメカニズムを解明し、地球環境
や気候への影響を知ることが目的です」
　なぜ、富士山頂での観測が必要なので
しょうか？
「地上からの影響を直接受けない高度
2,000ｍ以上の自由対流圏は、大気観測
には非常に都合がいいんです。中でも富
士山頂は、日本最高の高さを持つ孤立峰

であるという条件に加え、測候所という
インフラが整備されているため、多くの
研究者が観測を行っているんですよ」
　毎年夏には、観測機器の設置・点検・
撤収のため3回は山頂に登るという三浦
准教授ですが、実は、徒歩で登ったこと
は一度もないのだとか。
「機材運搬用のブルドーザーに乗って上
るんですが、汗水たらしながら登ってい
る一般登山客の脇をブルで通るわけです
から、窓の外をのぞいたり写真を撮った
りするわけにはいかない。ただひたすら
じっと座っているんです。これはこれで、
なかなか大変なものですよ（笑）」

今

理学部第一部物理学科准教授。研究分野は、気象・
海洋物理・陸水学（大気エアロゾルの気候への影響）。
NPO富士山測候所を活用する会の広報委員長も務め
る。写真は、富士山の大気観測から持ち帰ったばかり
の観測機器とともに。

毎年観測を行う富士山測候所。2004年に無人化された
が、2007年からNPO法人が維持管理を行っている。

維持拡充資金（第二期）寄付者芳名
「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。今回は、2013年5月1日～ 2013年7月31日までにご入金いただいた分です。
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。

●入金額（2013年5月1日～ 2013年7月31日）
［個人］18,566,000円（226名）   ［団体］100,000円（１団体）
［こうよう会］30,165,000円（363件）

●2013年度 寄付総額（2013年4月1日～ 2013年7月31日）
［個人］21,710,000円               ［団体］114,020円
［こうよう会］31,125,000円

〈TEL〉
〈FAX〉
〈e-mail〉

03-5228-8723

03-3260-4363

bokinjigyo@admin.tus.ac.jp

東京理科大学 
募金事業事務室

問い合わせ先

めん処　麒麟児
shop info

電　話     04-7192-8336
住　所     千葉県流山市

東深井405 1F
営業時間 11:00～14:00  

16:00～23:00
（スープや麺が無くなり
次第順次売り切れ）

定休日　 年中無休
（日曜のみ21時までの営業）

こだわりの
麺が
おいしそう！

一番人気の油そば（太麺）500円

イベント情報

寄付のお申し込みにインターネットをご利用いただけます

＊クレジット決済での個人寄付の受付を４月から行っています。
　詳しくは本学ＨＰ(http://www.tus.ac.jp/bokin/)よりご確認ください。

三浦和彦（みうら・かずひこ）
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学受験時には、自分の未来像がまったく
想像できていなかった。理工学部経営工

学科を選んだのも、漠然と“将来、世の中の役に
立つことを幅広く学びたい”という程度の理由か
らでした」
　栃木グランドホテルの代表取締役を務める若林
可奈子さんは快活に笑う。そんな彼女だが、後の
自分に強い影響を及ぼした、印象深い授業がある
という。
「一つはビジネスゲーム。４人のグループで起業
し、現実の企業経営を模したモデルを設定して意
思決定を行い、業績を競う演習です。もう一つは
経営者の特別講演。世の中の仕組みや経営に対す
る好奇心に火が付き、夢中で聞き入ったことを思
い出します」
　卒業研究のテーマは『都市ゴミ処理施設排熱の
地域エネルギー利用システムの評価』。

「環境思想を取り入れたまちづくりに強い興味があ

り、就職活動ではシンクタンクを受験したのです
が、面接時の担当官に『あなたの希望を実現する
には公務員がいいんじゃないか』と言われました。
当時は、どんな職業に就けば自分のやりたいこと
が実現できるのかがわからなかったんですね」
　卒業後は、株式会社リクルート、盛岡のホテル
を経て、2002年に家業である栃木グランドホテ
ルに入社。ホテルウーマンとして活動するかたわ
ら、市と市民が協働する催しに積極的に参加し、
女性ならではの視点を生かして「お蔵の人形巡り」

「とちぎの雛
ひな

まつり」などの企画を成功させた。
「一般に“まちづくり”というと、いかに観光客を
呼ぶかという外向きの発想になりがちですが、私
は、まず地元の人たちが楽しめることが大切だと
思ったんです」
　さらに若林さんは、映画やドラマ、CMのロケ
地誘致を支援する「とちぎえ～ぞ～支援隊」を組
織し、テレビドラマ『JIN -仁-』や、映画『ALWAYS  

三丁目の夕日』などの地元撮影を実現させる。ロ
ケスタッフなどの来訪者が増えたことで、ホテル
の宿泊客も増えた。今、若林さんが目指すのは、
北海道富良野市だ。
「富良野は『北の国から』で一躍有名になったけれ
ど、今では富良野の自然や風土そのものが魅力的
な観光資源になっています。栃木市も、例

れ い へ い し

幣使街
道や見世蔵、巴

う ず ま

波川の舟運など、情緒ある江戸文
化を今に残す町。全国の皆さんに“一度は訪れて
みたい”と思ってもらえるような、そんな街にし
ていきたいんです」
　最後に、現在の理科大生にメッセージをお願い
した。
「自分自身と徹底的に向き合う時間を、学生時代
にたくさんつくってほしいですね。自分は何をし
ている時に最も生き生きとしていられるのか、と
ことん突き詰めてみてください。きっと自分にし
かできない仕事が見付かるはずです」

08

学生時代に、自分自身と徹底的に向き合ってほしい。
その過程で“本当の自分らしさ”が見付かるんです。

ふるさと栃木の魅力を全国に発信するホテルウーマン

1995年、理工学部経営工学科卒業。株式会社
リクルート（現・株式会社リクルートホール
ディングス）、盛岡グランドホテル勤務を経て、
栃木グランドホテルに入社。現在は代表取締役。
2007年、積極果敢に活動・挑戦している人間
力あふれる若者に与えられる「人間力大賞」（主
催・日本青年会議所）総務大臣奨励賞を受賞。
また、栃木いちごの商品開発・普及PR事業を
行う「とちぎいちご王国」顧問も務める。

今でも仲の良い、大学時代の友達グループ（右端が若林さん）

若林可奈子（わかばやし・かなこ）

「大

若林可奈子さん （栃木グランドホテル代表取締役）

Hito
Hito
Hito

東京理科大学 学長

学校法人東京理科大学 理事長
　

総合教育機構
理数教育研究センター長

数学者

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/

●特集「近代科学資料館」  
●年頭の言葉
●理大祭2013開催報告

次号予告★ 2013年理大祭 日程 ★
〈葛飾地区〉

〈野田地区〉

〈神楽坂地区〉

〈久喜地区〉

11月  9日（土）〜 10日（日）

11月22日（金）〜 24日（日）

11月23日（土・祝）〜 24日（日）

11月  9日（土）〜 10日（日）

　JR金町駅から葛飾キャンパス
へ向かう道に右のような看板が
掲げられているのはご存知でしょうか。
　2013年8月からこの一帯(※下地図参照)が「金
町銀座商店会」から「金町理科大商店会」へと名
称を変更しました。金町の北口地区のさらなる発
展を期待する、本商店会の会長・山田康嗣さんに、
名称変更に至った経緯と理科大への期待を伺うと、
次のように話してくれました。
「大学と協力し、一緒に手をとって金町を発展さ
せることができれば良いなと。わたしたちが目指
しているのは住みたい街NO.1と言われる吉祥寺
なんです。『東の吉祥寺』となるには、豊かな自
然環境、一大ショッピングタウン、そして大学な
どの大きな教育機関、という三つの要素が欠かせ
ないと思っています。わたしたちは東京理科大学
に一番近い商店会なので、今回の葛飾キャンパス
開設を機に、より良い友好関係を築きお互いに発
展をしていくことを願って、名称を変更しました。

『住みたい』と思ってもらえる魅力的な街をつく
ることで、若い人たちがたくさん集まれば、お

互いにとってすごくうれしい話
ですよね。理科大の学生さんも、
地域のお祭りに参加してもらっ
たりして、コミュニケーション
が取れればとても良いですね」

「金町理科大商店会」
誕生
－山田会長に聞く－

「科学を楽しく
～身の周りには
面白いことが多い～」

ヒット曲多数、尾崎亜美
さんの美しい歌声をお楽
しみください

東京理科大学を代表する方々によるバラエ
ティーに富んだ記念講演会を開催します。

高校生を対象に募集した論文から最優秀賞
を決める「第４回坊っちゃん科学賞」や中
学・高等学校等で優れた授業を実践した数
学科の教員を顕彰する式典「第５回数学授
業の達人授賞式」のほか、素敵な景品が当
たる空くじなしのお楽しみ抽選会や地域グ
ルメ・理科大物産展など食べて、飲んでお
祭りをみんなで楽しみましょう。他にもさ
まざまな面白いイベントが盛りだくさん。
ぜひ、お気軽にお越しください。

血中のがん細胞を捕ま
える等最新の研究成果
をパネル展示・説明し
ます。26研究室が出展。

理科大研究紹介

「日本の将来・
企業の将来・理科大の戦略」

｢I am a lonely math-magi –musician｣

講演時間／11：00 ～ 11：45

会場／図書館大ホール

講演時間／11：45 ～ 12：30

講演時間／15：30 ～ 16：30　 

東京理科大学ホームカミングデー
2013（同窓祭）を開催します

藤嶋　昭氏

中根　滋氏

秋山　仁氏

記念講演会 科学に興味を持つ・楽しむ

開催日時／10月27日（日）10：00 ～17：00　 会場／東京理科大学葛飾キャンパス  JR・京成金町駅から徒歩約８分

葛飾キャンパスで、入場自由、無料のお祭りイベントを開催！
エンターテインメントを楽しみ、科学への興味をそそるイベントや
お祭りを楽しめるさまざまな仕掛けがあります。どなたでも参加ＯＫ！

会場／図書館大ホール
実施時間／13：15 ～ 14：45

尾崎亜美スペシャルライブ　　　

OB・OG、現役学生、葛飾区民グループの
ライブ、葛飾総合高校のパレード等をお楽
しみください。

桂歌助師匠の落
語、鏡味正二郎
さんの太神楽曲
芸を楽しんでく
ださい。

ふれあいライブステージ

お笑い演芸会

開演時間／ 10：20 ～ 16：20
会場／屋外ステージ

開演時間／ 15：00 ～ 16：30   会場／講義棟

エンターテインメントを楽しむ

その他のイベント　　　 

それぞれのブースで実
験・工作を通じて身近
な科学を楽しめる体験
型サイエンスイベント。
ぜひ親子でご参加くだ
さい。

科学好きのキッズ集ま
れ。大人から子どもま
で楽しめます。

サイエンス夢工房

キッズサイエンスライブショウ

会場／講義棟

会場／講義棟

会場／講義棟

講演テーマ

講演テーマ

講演テーマ

プログラムおよび実施内容は変更される場合が
ございます。雨天決行。荒天の場合はコーナー
の実施会場が変更になる場合があります。

開催日時／2013年10月27日（日）
              10:00〜17:00
場所／東京理科大学 
　　　葛飾キャンパス

イベント詳細はホームページへ
http://www.risoukai-hcd.jp/

問い合わせ先／理窓会事務局　
TEL 03-3260-0725  
E-mail : risokai@admin.tus.ac.jp

　10月2日（水）、五感を使って数
学の理論を実体験できる「数学体験
館」を本学近代科学資料館内（新宿
区神楽坂）に開設しました。
　本館は、『数学体験プラーザ』『数
学工房』『数学授業アーカイブス』
の3つから構成される体験的学習型

施設で、高校までの理解不足を補う
補習教育の強化、大学での数学の初
年次教育の充実を目的として開設さ
れました。
※ 常設展示等の詳細は学報１月号

（2014年1月上旬発行）で特集を
行う予定です。

秋山仁の数学体験館を開設 〜五感を使って数学の理論を実体験〜

イトー
ヨーカドー

JR金町駅

三菱東京UFJ銀行
金町支店

ローソン

葛飾区
金町地区
センター

金町理科大
商店会
ゾーン

葛飾
キャンパス

商店会長の山田さん


