ＨＣＤの各イベント
キック・オフ・セレモニー

歓迎セレモニー

うす曇りのやや肌寒い中では

ご来場いただいた皆様への歓迎セレモニーが、神

ありましたが、ＯＢ、ＯＧをはじ

楽坂吹奏楽団によるファンファーレとともに開始さ

め地元の方、学生服姿の学生さ

れました。

んも交じって、和太鼓の力強い
響きを合図にキック・オフ・セ
レモニーが始まりました。
はじめに福田義克企画実行部会長によるＨＣＤ
の開催宣言が行われ、続いて池北雅彦ＨＣＤ実行
委員長による挨拶がありました。そのあと理声会
のリードのもと、参列者一同で校歌を斉唱、増渕
忠行企画実行副部会長の音頭で勝鬨を上げ、ＨＣ

本山和夫（東京理科大学理事長）、石神一郎（理窓

Ｄの各イベントがスタートしました。

会会長）、藤嶋昭（東京理科大学学長）、青木克徳（葛
飾区長）、森野義男（東京理科大学維持会会長）、梅

懇親会

◆卒業 50 周年記念祝賀懇親会
◆卒業 40・30・20・10 周年懇親会

原たまき（東京理科大学こうよう会会長）より歓迎
の挨拶があり、池北雅
彦（企画実行委員会委員

昭和 41 年 3 月、昭和 51 年 3 月、昭和 61 年 3 月、
平成 8 年 3 月、平成 18 年 3 月に卒業された方々が

長）が加わって鏡開きが

参加され、卒業 50 周年の方々（昭和 41 年卒業生）

行われました。その後、

を皆様でお祝いし、懇親を深める中で同窓生相互

大勢の来場の皆様へお

の絆を確認する会となりました。

酒が振る舞われ、歓迎を
表す機会となりました。

出会いの広場

関連団体の紹介
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17・1

理窓

ふれあいライブステージ
午前の部は、キック・オフ・セレモニーに続き、東京理科大学和太鼓サークル「樹」の演奏、
「GASSES」によるストリートダンスパフォーマンス、
「ブウちゃんアミーゴス」によるフラメ
ンコ、
「東京理科大学神楽坂吹奏楽団」による Autumn concert 2016 として演奏が行われた。
午後の部は、歓迎セレモニーに続き、
「東京都立葛飾総合高等学校吹奏楽部」の皆さんが
金町駅から本会場までパレードを行い直ちに演奏となりました。その後、
「理科大学グリー
クラブ」によるコーラスステージ、チアリーディング部「SIRIUS」によるチアリーディング
演技、最終ステージとして、本学出身歌手「祥子」による『葛飾から ･･･ あの町へ』と心のこ
もる歌唱を鑑賞することができました。

鳥人間

2016 年 7 月の「鳥人間コンテスト」に
参加した「Gerbera」が趣味の広場に展

お笑い演芸会

示されました。両翼の長さ 26.4m、全長 6.3m の機体はし

理科大落語研究会の現役メン

なやかに精緻に作成されており、図書館・大ホールの

バー珍々亭珍太・珍々亭珍華の

外階段から、その大きさを見て取ることができました。

フレッシュな芸に続き、コント青
年団の出演で会場がなごむ中、桂歌助師匠
の落語で盛り上がり引き締まった演芸とな
りました。

キッズプログラム
◆

サイエンス夢工房

見て・聞いて・体験できる、参加型実験イベント
サイエンス夢工房
10 団体による各コーナーでは様々な実験・工作
が行われ、子どもたちが身近な科学体験を楽しめる
場として、多くの親子で賑わいました。

◆

キッズ・サイエンス・ライブショー

「温暖化星人から地球をまもる宇宙船にっぽん号のたたかい」
川村研究室で進化しながら引き継がれてきた「宇宙船にっぽん号」。
子どもたちがサイエンスに親しむ機会となりました。
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記念講演会

会場：図書館3階大ホール
媒の材料である 100 オングストロームの小さな白

学長 藤嶋 昭 記念講演

い粉、微粒子です。これに光を当てると、光が当

講演テーマ「科学のおもしろさと

夕焼けは黄色になることを実験で簡単に示すこと

たっているところは、黄色になります。空は青く、

光触媒の現状」

ができるのです。
銀などの金属を水の中に入れて、紫外線を当て

時間 15：30 〜 16：30

ると、起電力が発生するという、光のベッケル効

1 年間に鉄をどのくら

果。このテーマが面白いと言われて、研究を始め

い作っているか、そして

ました。水の中で酸化チタンに光を当てると、水

どのくらい使っている

が電気分解され、酸素が発生します。この発見で

か。オリンピックプール

私は大感動しました。しかし、これは水素ができ

の約 3 万杯分。金（きん）は、人類始まって以来 3

る量が少ない。そこで、微量で効果的なものがな

杯分です。それでは、石油は、富士山をさかさま

いか研究することにしました。酸化チタンを塗っ

にして一杯分で量るとして、人類がこれまでで消

た板に光を当てると、大腸菌が死ぬ、緑黄菌が死

費した量は富士山何個分でしょうか。富士山一杯

ぬ。自動殺菌です。今では手術室の壁、床に光触

に 2 兆バレル入ります。人類始まってから使った

媒は使われています。

のは 1 兆バレル、正解は、富士山の半分。富士山が

研究は面白い。そして、世界に役立つ研究であ

いかに大きいかということを示しています。

ることが大切だと思っています。

身の回りに面白いことが、いっぱいあります。桜

偉大な科学者に学ぶことが大切です。ピタゴラ

の太い木は、蝉が卵を産みやすいので、卵がかえっ

ス、アリストテレス、ガリレオ・ガリレイ、ニュー

たら地面に落ちて、地下に潜ります。そして、7 年

トン、ボルタ、デビー、そして私が尊敬するファ

後には地上から出て蝉になります。蝉はなぜ 7 年と

ラデーについて学んでほしいと思います。

いうのを知っているのでしょうか。それがずっと

良い本を読もう。中国古典に学ぶ

不思議でなりませんでした。セミに関する本はほ

良い本を、静かにゆっくりと読んでほしい。

とんど全部読みましたが、詳しいことはどれにも
書いてありません。蝉の幼虫は地下に潜り、根の先

「之を知る者は、之を好む者に如かず、之を好む

まで移動して、樹液を吸います。樹液の温度が夏

者は、之を楽しむ者に如かず」
、
「一年の計は穀を樹

は暖かい。それが 7 回目だ。ということで 7 年目と

うるに如くはなく、十年の計は木を樹うるに如くは

わかるのではないか。これが私の出した結論です。

なく、終身の計は人を樹うるに如くはなし」
、
「天知
る、地知る、我知る、人知る」
、最後に、
「台上一分鍾、

空はなぜ青いか。よく実験でやります。空気中
の酸素とチッソが青い光を散乱して、青く見える

台下十年功」
。舞台の上で 1 分間踊ることを許され

と説明されています。じゃ、雲はなぜ白いのです

るには、台の下で十年間修業が必要である。何事も

か？雲の正体は水滴。水滴の大きさは 0.01mm で、

努力が必要で、自分を高める努力を一生続けるこ

光はすべての波長が反射され、散乱します。だか

とが大切のだと思います、と締めくくられました。

ら、雲は白いのです。次は、夕焼けはなぜ赤いか
です。青い光が反射され、残っているのは黄色と
赤。これが目に入って、夕焼けは黄色から赤の色
に見えるのです。
私が、中高で、よくやる実験が、酸化チタンを
水に溶かした実験です。酸化チタンは、私の光触
10

17・1

姜尚中特命教授 記念講演

理窓

講演テーマ「成熟社会の生き方」

時間

13：30 〜 14：30

成熟とは何か、あるいは成
熟した社会とはどういう社
会か。

は何故か。

ある意味では、私の考える

1973 年オイルショック。このときに世界のベス

ところ、この問題を一番に考

トセラーになった、シューマッハの「スモール

えたのは夏目漱石。人間が

イズ

ビューティフル」という本。この中で彼は

「中規模技術、適正規模のテクノロジー」と言って

成熟するとはどういうことなのかを、今から 100
年前、その時代、日本は文明開化をしてこれから

いる。巨大なものでなく、スピーディーでもなく、

進んで行こうという時代、その手本はイギリスで

その地域や都市の風土や歴史、自然現象に適合し

あった。漱石は憧れの街、ロンドンに行ってみた。

た、そういう街づくりが行われれば、私はいつの

ところが大変な状況であった。化石燃料による粉

間にか、今の自然災害にも耐えられると思う。

塵が空中に舞い上がり、もうスモッグだらけ。こ

その意味で、ここ理科大葛飾キャンパスは、壁

のロンドンを見て、自分たちが目指す社会はあの

がなく、敷居がなく、周囲の人と一緒になってい

社会なのか。彼はある種の違和感を持った。

る。この形を私の理想としている。

先の熊本地震をはじめ、日本は地震や自然災害

最後に、私の成熟しているというイメージが漱

にたびたび見舞われている。でも、最近の被害は

石の「門」という小説に表れているということを

かつてに比べて桁違いに大きくなっている。それ

申し上げてこの話を終えたいと思う。

篠原菊紀教授 記念講演

マシュマロを置いておき、どれだけ食べる時間をが
まんできるかの事例で、12 年後、40 年後まで追跡

講演テーマ「理科大的勤勉さと自制心が

調査を行っています。その結果は、4 歳児のがまん

脳を鍛える」
時間

はその後の行動（ＧＯ／ＮＯＧＯ課題でのキレやす

10：30 〜 11：30

さに関わる。
）や学力に影響があったというお話で

以下の内容で時々笑いを誘

した。続いて、脳のトレーニング体験「ワーキングメ

いながら、お話くださいました。

モリー」に進みました。ワーキングメモリーは知的

『「勤勉さ」≒「努力主義」で

活動の中核になるもので簡単に鍛えることができ

知性が伸びる』・『「悔しさ」

る。また、知能と自己評価（性格）との関連ついては、

もだいじ』
・『4 歳児マシュマ

勤勉性（誠実性）が高く、経験性の開放性（好奇心）

ロ実験の顛末』・『12 年後（16 歳）
』・『40 年後（44

が強い学生の方が知能の高い学生より、学校での成

歳）
』・『がまん課題（GO ／ NOGO 課題）
』・『忘れ

績はよくなった。
理科大的勤勉性
（誠実さと自制心）
、

る課題（欲望をやりすごす力）
』・『運動、脳トレ、

そして好奇心が、脳を鍛えるということでした。最

健康的な食事、健康管理は大事』・『知能以上に勤

後に、運動、脳トレ、食事など健康管理が脳の力を

勉さと開放性が成績を予測する』

伸ばすというお話で、ご講演を締めくくられました。

まず、子どものほめ方ついて、実験によると「賢さ
をほめるのか」または「努力をほめるのか」によって、
その後の成長に大きな違いが出てくるお話でした。
「4 歳児マシュマロ実験の顛末」では、4 歳児の前に
11

第8回 坊っちゃん科学賞 研究論文コンテスト・発表会

会場：講義棟1階101教室
時間：10：10 〜 13：00

最優秀賞 の 栄冠 は

島根県立益田高等学校 に 輝 く !!
◇研究論文審査・発表会
応募論文 168 点を 9 月 10 日（土）中学・高等学校教育関係者により分野別審査を行い、9 月 16 日（金）に大
学関係者により総合審査を行って、優秀賞の 5 論文を決定しました。10 月 30 日（日）
、この論文の 5 校による
研究論文発表が行われ、14 人の審査員により審査が行われ、最優秀賞が決定しました。
受賞した論文は、カイコにローダミン B を
与え、赤い繭や青い繭をつくり、クワの葉で
はなく人工飼料でカイコを育て繭に色を付け
るなど、絹の可能性を広げる興味深い研究で
した。
また、優秀な生徒の研究を継続して指導し
ている高等学校として学校賞を下記の 2 校が
受賞しました。

最優秀賞

○「ローダミンＢを使ってつくった赤い繭・青い繭、
クワの葉を使わない人工飼料で繭に有効に色をつける方法」
島根県立益田高等学校
福満 和

優秀賞

○「閉鎖系Ｂｅｌｏｕｓｏｖ−Ｚｈａｂｏｔｉｎｓｋｙ反応の長時間挙動」
茨城県立水戸第二高等学校
数理科学同好会

優秀賞

○「コンクリート壁から出る天然放射性核種の崩壊」
愛媛県立松山南高等学校
物理部・放送部

優秀賞

○「三角関数に成立する恒等式についての考察」
広島大学附属高等学校
髙 翔一郎

優秀賞

○「ゾウリムシの培養温度に対する反応」
埼玉県立浦和第一女子高等学校
深津

学校賞

○市川学園 市川高等学校
○神奈川県立西湘高等学校
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美薫

「第9回 数学・授業の達人大賞」授賞式・模擬授業

17・1 理窓
会場：講義棟1階102教室
時間：13：30 〜 15：10

第 9 回を迎えた数学・授業の達人大賞は、東京

表彰式は、まず、池田文男数学教育研究部門長代

理科大学理数教育研究センター数学教育研究部門

理の開会の挨拶で始まり、藤嶋昭学長からご祝辞を

（東京理科大学数学教育研究所）が主催し、東京理

賜り、その後池田部門長代理から受賞者への賞状、

科大学大学院科学教育研究科、東京理科大学理窓

賞金、記念品等の授与、続いて澤田利夫審査委員長

会、東京理科大学数学教育研究会が共催し、ホー

代理から講評がありました。藤嶋学長の祝辞、澤田

ムカミングデーで、その表彰式が行われました。

委員長代理の講評を要約すると以下の通りです。

これは小・中・高等学校において、意欲的な研究

藤嶋学長

や、創造あふれる指導により、優れた授業を実践

数学・授業の達人大賞 6 組の方々、受賞おめで

した数学科の教員を顕彰するものです。今回受賞

とうございます。すばらしい授業をしてくださっ

されたのは、最優秀賞 2 名、優秀賞 3 名、優良賞 1

ていることを伺って、大変うれしく思います。第 9

名の先生方です。

回で、たくさんの応募者の中から選ばれたという
ことで、遠くからも来ていただいて、大変喜ばしい

最優秀賞

です。素晴らしい授業で有為な人材を理科大に送
佐々木 亘 先生

岩手大学教育学部附属中学校

り出してほしいと思っています。本日は本当にお

授業タイトル「標本調査を活用して、3 年生の

めでとうございます。

睡眠時間について調べよう」
文京区立昭和小学校

澤田審査委員長代理

沖野谷 英貞 先生

第 9 回を迎えましたが、今回も甲乙が付け難

授業タイトル「ピラミッドの石段はいくつ？」

かった。佐々木先生は難しい統計の授業の板書、
発問の仕方がよく練られており、アクティブラー
ニングの模範的授業であった。沖野谷先生は関数
の考え方を、電子黒板を使っての活動的な授業
で、変化と対応の関係をしっかりと指導してい
る。この分野でのお手本のような授業であった。

佐々木先生

沖野谷先生

太田先生はピックの定理という教科書にはない

優秀賞

が、計画的で練られた授業であった。正先生は子
太田 紀子 先生

藤岡市立北中学校

供の考えをよく引き出す授業、個人の思考と集団

授業タイトル「ピックの定理」
横須賀市立明浜小学校

の思考を引き出す授業であった。桑原先生は中 3
正

拓也 先生

の二次方程式の解の形を考える授業で、グループ

授業タイトル「3 になるのは何種類？」
平塚市立浜岳中学校

学習、課題学習の典型的な授業であった。河内先

桑原 嘉明 先生

生はお小遣いという身近な問題を用いて、子供の

授業タイトル「二次方程式の解の形を予想しよう」

関心を引き付けた授業である。

優良賞
豊島区立高南小学校

その後、最優秀賞受賞者 2 名による模擬授業が
河内 麻衣子 先生

行われました。お二人とも実際の生徒さんを相手

授業タイトル「お小遣いアップ大作戦」

にするように模擬授業を展開され、その後閉会と
なりました。
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昭和小学校

受賞者と審査委員

（文責

岡田紀夫）

