支部・諸会だより
（講演会）15 時 00 分〜 16 時 15 分
司会及び講師紹介 副支部長

東京支部
主催者

総会

支部長

講師：東京理科大学 学長

植木 キク子（36 理・物）

演題：「教養と教育が大切

平成 26 年 5 月 25 日（日） 13 時 30 分〜
会場

東京理科大学 1 号館 17 階

藤嶋

廣瀬

和昭

昭先生

〜身の回りには面白

いことが多い〜」

参加者 68 名

要旨：ご講演に先立ち、藤嶋

招待者：

昭セレクション

「絵本や童話を読もう！」パンフレットと演題の

・東京理科大学学長

藤嶋

昭

レジュメ用の自著「天寿を全うするための科学技

・東京理科大学理事長

中根

滋

術」に ” 物華天宝 “ と自筆署名され参加者全員に贈

・理窓会会長

石神

一郎

・理窓会千葉支部長

小倉

正敬

光触媒の研究を物華天宝の事例として、その研

・理窓会神奈川副支部長

武藤

泰典

究のスタートは酸化チタンのルチン単結晶との出

・理窓会埼玉支部副支部長

小林美喜夫

会いであり、研究を支えた人々との関係、さらに、

・こうよう会東京都支部長

尾島

よい環境のもとで現在の数多くの成果となってい

呈いただきました。

正啓

（総会）13 時 30 分〜 14 時 00 分
司会

事務局

今村

1）挨拶

ることを紹介いただきました。案外気がつかない
彰啓（55 工 ･ 工化）

支部長

植木

身の回りの現象を解釈するのは科学技術であり、

キク子

それによる成果を人類に役に立つように研究する

2）議事

ことが大事なことで、さらには、人とのかかわり

支部長植木キク子が議長となり、議事進行をした。

と、その雰囲気は、教養と教育が大切であると歴

（審議事項）

史が教えています。科学技術の目的は、人類が適

①平成 25 年度活動報告

正且つ快適な生活空間で、健康を維持して天寿を

②平成 25 年度収支決算報告

全うすることに寄与することであるとの内容であ

③監査報告

りました。

④平成 26 年度活動計画案

身近なテーマでしたが、なかなか含蓄のあるお

⑤平成 26 年度予算案

話で、参加者は興味深く聞き入っており、あっと

（報告会）14 時 00 分〜 14 時 50 分

いう間の時間の経過で講演会は終了しました。そ

（以下、理窓教育会東京支部との共催）
司会

副支部長

廣瀬

のあとの懇親会では、
「講演は大変良かった」との
和昭

参加者の感想でした。

1）
「大学の現状」

（記念写真撮影）16 時 15 分〜 16 時 30 分

東京理科大学

理事長

中根

滋

副支部長

2）
「理窓会及び第 9 回 HCD の開催について」
理窓会

会長

石神

廣瀬

和昭

島崎

益男

（懇親会）16 時 30 分〜 18 時 30 分

一郎

司会
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副支部長
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1）挨拶
2）祝辞

東京理科大学

理窓

支部長

植木キク子

成長率の高い国に標準を合わせる。卒業生が就職

理事長

中根

滋

しようとしたとき、半数以上が国外に市場を求め

東京理科大学 学長

藤嶋

昭

る企業である時代がそこまで来ている。「日本の

千葉支部長

小倉

正敬

理科大から世界の理科大」を目指して今その一歩

こうよう会東京都支部長

尾島

正啓

を踏み出したところです。「魅力あるグローバル

相談役

松原

秀成

な頭脳循環拠点」へと成長することだと、熱く語

ご来賓の中根理事長、藤嶋学長、石神理窓会会

られた。森野先生からは理学の普及の志を貫いた

長、小倉千葉支部長、武藤神奈川副支部長、小林

維持員先生の母校創設の歴史・維持拡充資金第 2

埼玉副支部長のご臨席を賜り、そしてお祝いのお

期の募金案内及び使用方法が話された。石神先生

言葉も頂戴し、和気あいあいの懇親会になりまし

からは理窓会には、機関誌「理窓」、情報誌「理科

た。懇親会では、中根理事長からの「大学の現状」

大 today」、ホームページ、facebook の 4 大メディ

での歯に衣を着せぬ将来展望の報告事項や、「理

アで支部と諸会の親密なコミュニティについて

窓会」及び葛飾キャンパス開催の「平成 26 年第 9

説明され、組織の強化が必要であることが話され

回ホームカミングデー」の話や、
「坊っちゃんの塔」

た。酒井様からは父母会の状況や 6 月に行われる

の完成の話等で盛り上がっておりました。

野田の学生さんによるヨサコイの応援・父母会に

3）乾杯

そして、理窓教育会東京支部富岡康夫支部長に

ついての話がありました。

よる手拍子の中締めでお開きになりました。
（文責

島崎

懇親会は和気あいあいの中で会員相互の親睦を

益男）

図り、出席者の近況報告をいただきお互いの健康
などについての話等で楽しい一日となりました。
記念写真を写し、95 歳の坂上先輩が手品を披露

北海道支部
主催者

支部長

総会
伊藤

し、その後乾杯でお開きとしました。二次会は同

四郎（40 理・物）

ホテル内のレストランで行われ、14 名の参加で

平成 26 年 4 月 19 日（土） 17 時〜

大学・理窓会・こうよう会等の話に花が咲き、大

会場

いに盛り上がり来年の再会に一人でも多く参加し

ＫＫＲホテル札幌

本部参加者

参加者 24 名

東京理科大学理事長

中根

滋

理窓会会長

石神

一郎

東京理科大学維持会会長

森野

義男

てくれることを期待して終わりました。
（文責：伊藤

岡山支部

本部から理事長中根先生、維持会会長森野先

総会

生、理窓会会長石神先生、こうよう会北海道支部

主催者

長酒井様と副支部長杉崎様 5 名のご来賓に出席い

平成 26 年 5 月 10 日（土） 14 時〜

ただき、会を開きました。

会場

支部長

川上

洋一（40 理・数）

ピュアリティまきび

本部参加者

総会で中根理事長は、企業の成長投資は世界の

四郎）

参加者 19 名

東京理科大学会長

塚本

桓世

理窓会会長

石神

一郎

東京理科大学維持会会長

森野

義男

昨年から、支部総会という名称ではな
く「岡山坊ちゃん会」の名称で開催してい
ます。毎年、会員によるミニ講演をしてい
ますが、今年は地方教育行政功労者表彰
（文部科学大臣）を受けた、清水男氏（し
みず
29

だん、50 理工・工化）に「清水宗治

窓会連合会、関西各支部支部長他、近隣の
三重支部会員からもスピーチを頂き、4 名
の初参加の支部会員（1 名は平成卒の女性）
を含め、懇親会も久しぶりに盛り上がり交
流を深める事が出来ました。最後に全員で
校歌を歌い、再会を約して散会しました。
（文責

阿部

治男）

と備中高松城の水攻め」と題した講演をお願いし
ました。その他、藤嶋学長が監修した「アサガオ

宮城支部

は、いつ花開くのか」の書籍が 10 名に当たる、お

主催者

楽しみ抽選会を行いました。

支部長

来賓としてお招きし、こうよう会との交流も深め

会場

ました。

本部参加者

三浦

加賀谷 秀樹（48 理工・物）

平成 26 年 5 月 24 日（土） 16 時〜

なお、こうよう会岡山県支部田中恵子支部長も
（文責

総会

康男）

仙台ガーデンパレス

参加者 29 名

理窓会会長

石神

一郎

・今年の交流会は仙台市内のホテルで 29 名の参加
を得て開催しました。来賓として、石神一郎氏（理

奈良支部
主催者

支部長

総会
阿部

窓会会長）、千葉猛氏（こうよう会宮城県支部長）、
治男（40 理・応物）

岩渕正弘氏（同副支部長）、そして歌手の祥子さん

平成 26 年 5 月 18 日（日） 12 時〜

（数学科ＯＧ）を、お迎えしました。

会場

・はじめに支部長挨拶の後、石神一郎会長から「理

ホテルアジ−ル・奈良

本部参加者

参加者 21 名

東京理科大学理事長

中根

滋

窓会の現状と今後の展開」と題して、FACEBOOK

理窓会会長

石神

一郎

などの SNS を活用した、理窓会と大学と 18 万人の

本年は、母校から来賓としてお出で頂きました

卒業生との「大きなコミュニティの形成」の紹介が

中根理事長に「理事長ビジョン 2014 めざせエベレ

ありました。また、大学の現状と将来ビジョンに

スト！ “ 山は登ろう思わないと登れない ”」と題し

ついても熱弁をふるっていただきました。

て母校のめざす方向に付いて講演をして頂き大好

・総会では、決算報告及び活動計画が承認されま

評でした。また理窓会本部からは石神会長を来賓

した。加えて、昨年度改選すべき役員の選任が行

にお迎えし、理窓会の現状と今後の展開としてＳ

われ、引き続き加賀谷支部長が推挙され、小島幹

ＮＳを利用した母校と理窓会・卒業生の繋がるコ

事長ほか新役員 13 名が委嘱・承認されました。今

ミュ二ティの形成という構想等をお伺いしまし

後、2 年間の任期ですが、更なる支部活動の活発

た。他に、河越こうよう会奈良県支部長、関西理

化をスローガンに一致団結して活動して行くこと

30
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理窓

としております。
・懇親会では、数学科Ｏ
Ｇの祥子さんのライブ
ショーを開催しました。
大変盛り上がり、また心
滋賀支部

に響く歌を歌ってくだ

総会

さった祥子さん、ありが
総会後、記念撮影に続き、懇親会を行いました。

とうございました！
・また、新しい参加者の全員に近況報告を頂き、

懇親会では、各自の近況報告や情報交換そして支

全員参加の交流会となりました。以前から、宮城

部活性化策の提言などをメインに楽しいひととき

支部は若手の出席者が多くて大変いいねという評

を過ごすことができました。
（文責

価もいただいておりましたが、今後も平成卒の卒

山本

利英）

業生が参加しやすくなるような同窓会を目指して

栃木支部

いきたいと思っております。
（文責

加賀谷

主催者

秀樹）

支部長

総会
金子

康法（45 工・経工）

平成 26 年 6 月 29 日（日） 11 時〜
会場

滋賀支部
主催者

総会

支部長

横山

本部参加者

ライズヴィル津賀山

本部参加者

参加者 34 名

参加者 19 名

東京理科大学理事長

中根

滋

理窓会副会長

福田

義克

東京理科大学維持会会長

森野

義男

成紀（42 理・応物）

平成 26 年 6 月 8 日（日） 11 時〜
会場

栃木グランドホテル

中根理事長・福田理窓会副会長・森野維持会長

東京理科大学会長

塚本

桓世

のご臨席と合わせ、今回はこうよう会栃木支部の

理窓会会長

石神

一郎

豊田支部長、同窓歌手の祥子さんのご参席も得て

東京理科大学維持会会長

森野

義男

盛大に開催でき、心より感謝申し上げます。

平成 26 年度総会を、梅雨の晴れ間となった 6 月

中根理事長・福田副会長・森野会長より大学の

8 日（日）に開催しました。来賓として、大学・本

現況、ならびに、理窓会と維持会の活動状況につ

部から塚本会長、石神理窓会会長、森野維持会会

いて詳しく拝聴する事が出来ました。

長の 3 氏、そして、関西理窓会連合会会長、近畿府

懇親会では、祥子さんの美声も加え、ご来賓と

県各支部長、こうよう会滋賀県支部長のご参加を

会員一同が一体となって大いに、交歓を深める事

いただきました。

ができました。

総会では、横山支部長の支部活動報告（新年会、

おかげ様で上記、無事に開催出来ましたことを

関西合同春秋ハイキング、滋賀支部平成の会、鳥

厚く御礼申し上げます。なお、今後ともよろしく

人間コンテスト応援など）に続き、東京理科大学

ご指導ご支援のほどお願い申し上げます。

の近況報告（各キャンパス状況、日本の理科大

（文責

中田

賢一）

から世界の理科大へな
ど）、理窓会および維持
会の活動報告（インター
ネットの利用、メールア
ドレス登録のＰＲなど）
がされました。
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栃木支部

総会

東京理科大学数学教育研究会 総会・研究大会
主催者

会長

池田

文男（48 理・数）

平成 26 年 4 月 20 日（日） 10 時〜
参加者 120 名
第 1 部は第 56 回総会、第 2 部は記念講演会、第 3
部は記念研究大会です。
総会では、25 年度事業報告と 26 年度事業計画
が審議され、滞りなく承認されました。
記念講演会では、
「物理教育と数学」という演題

数学を充実させること、数学・物理・化学・生物・

で、東京理科大学理学部物理学科教授の橋本巌先

地学を総合的に学習する機会を設ける必要がある

生に講演をしていただきました。先生は理学部物

ことなどを話され終了しました。
研究大会では、（1）「100 周年に向けた理数研

理学科を卒業後、大学院へ進まれ博士号を取得さ
れました。その後、東京理科大学に勤務し、教授、

研究活動」池田文男 （2）
「理数研数学史教育委員

理学部第一部学部長として活躍されました。

会の取り組み」牧下英世 （3）
「統計教育における

講演では、先生が物理学に取り組む中で、数学

新たな枠組み構築と接続」光永文彦 （4）
「数学指

が大変有効であったと具体的にお話をしていただ

導における『批判的思考』の具体化−可謬的に捉

きました。物理学実験に伴う「誤差論」では、数学

える態度に焦点をあてた教材開発−」久保良宏ら

における「確率や統計」の理論を背景に「標準偏差」

による発表が行われました。

や「確率誤差」の概念、分布関数等によって、理解

平成 30 年には、日本数学教育学会が主催する第

が一層深まったそうです。また、数学の「ベクト

100 回全国算数・数学教育研究（東京）大会が、東

ル解析」は物理学における「電磁気学」や「流体力

京理科大学を中心として行われる予定です。池田

学」に出てくる実際の式と対応させるのに便利に

文男会長から、全国大会開催に向けて理数研が研

使用することができたそうです。電子顕微鏡は、

究活動を進めるにあたっての基本的な概念につい

得られた「結晶構造像」が、論理的に求めた「結晶

てお話があり、
「理数研研究委員会」を設置して取

構造像」と矛盾しないことを確認するために数学

り組むことなどが示されました。これらの話を受

的に計算方法を取り入れて評価しているそうで

け、参加者一同、第 100 回全国算数・数学教育研

す。先生はこれらの話のあとに、物理学を理解す

究（東京）大会を盛大で、しかも実り多い大会にし

るには数学が絶対に必要であること、各専門分野

ようと、決意を新たにしたところです。
（文責

で必要とする数学の知識を学習するいわゆる基礎

小林

博）
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