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理窓光学会 理窓教育会

会長　　松野　直
　第55回理窓光学会定期講演会が下記の内容で
開催された。目黒氏のご講演は、ナノサイズで高
配向したグラファイト薄膜にAr8+を照射し、そ
の結果生じた欠陥にSTM端針からトンネル電子
を注入し、ナノサイズのダイヤモンドを生成する
という報告だった。照射物質の選択により非晶
質的構造や多結晶構造を作ることができ、また、
フィールドエミッション特性を有し、ディスプレ
イ、電子線源や微小真空管などへの応用が期待さ
れるため、専門的な質問があった。戎崎氏のご講
演は宇宙ステーションから地球を見下ろす史上
最大の屈折望遠鏡（口径約2.5mで±30度の超広
角屈折望遠鏡）のお話だった。これを使って直径
500kmの地球大気を一度に観測し、極限エネル
ギー粒子が大気中に作る巨大空気シャワーから放
射される紫外線光子を観測するという。この大規
模な構想が大型プラスチックフレネルレンズの最
新の加工技術等によって支えられている様子や、
これに伴って「地文台」という新たな視点などを
知ることができた。どちらのご講演も最近の技術
の応用であり、懇親会では講師との意見交換が活
発になされた。写真は懇親会の様子である。

**********第55回　理窓光学会講演会**********
日時：平成21年12月5日（土）13：30～16：30
場所：森戸記念館　第2フォーラム
講演題目および講師
1  高配向性グラファイトへの多価イオン照射に
よるナノダイヤモンド形成

　　　目黒　多加志氏（東京理科大学理学部教授）
2  史上最大の屈折望遠鏡で宇宙の極限へ挑戦する
－JEM-EUSO

　　　戎崎　俊一氏（理化学研究所主任研究員）
懇親会（17：00～19：00：理窓会館2階会議室）

総務理事　坂本　功
1　大学との協力事業

（1）「入学前学習支援事業」

　この事業は理窓教育会が協力をしてから、4年
目となります。主に推薦入学生を対象に、数学、
物理、化学、生物、国語、英語の各教科で課題3回
分を受講生に与え、問題を解かせ提出させていま
す。理窓教育会では、数学、物理、化学のハイレベ
ルコース答案の添削指導をしています。
　理窓教育会の先生方が、受講生一人一人の答案
をていねいに添削しています。理科大新入生の学
力向上を切に願う理窓教育会の先生方が熱い思い
で、この事業に協力しています。
　なお、1月28日に今年度の入学前学習支援添削
者打合せ会が開催し、理窓教育会から21名の先生
方が参加しました。大学から委員長挨拶に続いて、
理窓教育会担当挨拶と、添削に関する連絡事項と
打合せなどが行いました。
（2）「教員採用試験対策講座・合宿コース」指導

　東京理科大学生涯学習センターの公開講座「教
員採用試験対策講座・合宿コース」で18名の理窓
教育会の会員が指導を行いました。この講座は、
野田セミナーハウスにて3月15.16.17日、2泊3日
で74名の教職を目指す学生が参加しました。
　3日間の午前は「教育改革」「学習指導」「生徒指
導」の講義の後、その教育課題に関する1200字程
度の教育論文を作成し、その論文をその日の内に
添削･個人指導を行いました。午後は「集団討論･
場面指導」「個人面接」「模擬授業」の練習を行いま
した。夜は学生と先輩である理窓教育会の先生と
の質問･討論コーナーが設けられ和気藹々とした
懇談になりました。
　この合宿により、学生は実力を付けると共に教
職に就こうというモチベーションを高め、7・8
月の採用試験に向かうものと思います。
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2　教員採用試験合格者・管理職試験合格者・教

　　員退職者等激励会

　平成22年3月6日理窓教育会東京支部主催の教
員採用試験合格者・管理職試験合格者・教員退職
者等激励会が理窓会館で開催されました。
　今年1月から就任された藤嶋昭東京理科大学学
長をはじめとして来賓3名、現職・OB教員、今年
度の教員退職者、管理職試験に合格された会員等
の出席者70数名が出席して盛大に行われました。
また、新規採用教員予定者は、124名の合格者全
員を招待し、そのうち37名が出席
しました。
　會田良三理事の開会の挨拶に続
き、来賓としてご出席の塚本桓世
理事長代理の佐藤毅教授、続いて
藤嶋昭学長からの挨拶がありまし
た。教職課程指導室の坂本功の合
格状況の説明の後、合格者を代表
して、東京都公立学校・数学に合
格した新井真樹君が、感謝の意と
教職活動をしていくための決意表
明を力強く宣誓しました。
　次に教育管理職選考試験合格者
が武内愛樹町田市立堺中学校長よ
り紹介されました。退職者を代表
して、富岡康夫東京都立富士森高
等学校長が教員生活や理化学協会
長としての活躍を振り返って挨拶
されました。
　引き続いて、懇親会に入りまし
た。ご来賓としてご出席の教職支
援センター神楽坂地区センター長

眞田克典教授らから励ましのご挨拶がありまし
た。元気な教師の卵の諸君からは自己紹介と教師
としての熱い抱負が述べられ、和やかな雰囲気の
下、同窓としての先輩・後輩の絆を深めつつ散会
しました。

　　　平成22年度　教員採用試験合格者数 平成22年3月12日現在

校種 公立 私立 公私
合計小学 中学校・高等学校 特別支援 合計 中学校・高等学校 合計

教科 数学 理科 他 数学 物理 化学 生物
山形 1  1 1
福島 1 1 2 2
茨城 2 2 1 1 3
埼玉 11 4 15 2 2 17
千葉 20 1 21 1 1 2 23
東京 34 7  1 42 28 5 1 34 76
神奈川 6 3 9 2 1 3 12
横浜 1 1 1 1 2
川崎 1 1 1 1 2
青森 1 1 1
京都 1 1 1
宮城 1 1 1
愛知 1 1 2 2
長野  1  1 1
北海道 2 2 1 1 3
栃木 1 1 1 1 2
大阪 3 1 4 4
兵庫 1 1 1
群馬 2 2 2
福岡 1 1 1
合計 89 18 1 1 109 39 8 1 0 48 157

22年度 0 89 18 1 1 109 39 8 1 0 48 157
21年度 0 48 21 1 3 73 23 4 1 0 28 101
20年度 4 49 15 3 71 14 2 2 18 89
19年度 28 6 34 24 4 4 3 35 69
18年度 34 7 1 42 16 2 2 20 62

昨年度までのデーターは最終値、今年度のものは現時点値である。

講師（理窓教育会会員）と学生の集合写真講師（理窓教育会会員）と学生の集合写真
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理窓技術士会 理窓知的財産クラブ

理窓知的財産クラブ会長　産形和央
　現在、政府の知的財産戦略本部では「知財推進
計画2010」を策定中ですが、検討項目の中に仮出
願制度の導入など特許制度の見直しも入っている
ようです。
　ところで、営業秘密の保護では、1990年に不
正競争防止法で営業秘密を定義し、営業秘密に係
る不正行為を不正競争の類型として規定すると
ともに保護措置などの規定を設ける改正が行わ
れました。1993年に全面改正(カタカナの法律か
らひらがなの法律への変更と、法律の全体の整備
を図り、わかりやすいものとした改正)、1994年
にTRIPS協定への対応のための部分修正（代理人
等の商標冒用行為の保護対象国にWTO加盟国追
加）などが行われました。これらの改正は民事的
な救済ですが、刑事的救済については2003年に導
入され、他人の営業秘密を不正に取得、使用また
は開示した者に対する処罰規定を設けて営業秘密
侵害に関する刑事罰を導入しました。2005年に
不正の競争の目的で、営業秘密を日本国外に持ち
出して使用・開示する行為および在職中の約束に
基づき元役員・元従業員が営業秘密を使用・開示
する行為を刑事罰の対象とするとともに営業秘密
侵害罪に関する両罰規定を設けて刑事的保護の強
化を図りました。この２回の改正でも、従来の不
正競争防止法では捕捉することができない営業秘
密の流出事例が多発しましたので、営業秘密侵害
罪の構成要件を見直して、処罰の間隙をふさぐこ
とにして、営業秘密の管理にかかる任務を負う者
がその任務に背いて営業秘密を記録した媒体を横
領する行為、無断で複製する行為等についても処
罰の対象となる改正を2009年に行いました。この
改正は、今年2010年中に施行されます。そして、
経済産業省で営業秘密管理指針改定案が公表さ
れ、意見を集約中ですが、間もなく意見の集約が
完了し改定されたものが公表されるものと思われ
ますので、注目しておいてください。

JABEE担当　井出川　洋
山口東京理科大JABEEコース修了者を支援

　当会は、大学と連携し、当会技術士がJABEE
（日本技術者教育認定機構）修了者22名の指導技
術士となることで、卒業と同時に｢技術士補｣の免
許取得に貢献した。
　平成22年3月18日の卒業式当日に、当会三澤会
長から「技術士補という立派な資格を名乗ること
は、当然責任も大きくなる。実務経験を積み、総
合的な感性で技術を実行できる技術士となってほ
しい」と訓示し、修了者へ免状を授与した。本件
は、宇部日報が「全国大学で初、JABEE修了者を
技術士補登録」と報じ、山口新聞、毎日新聞、宇部
日報などのプレス取材もあり、現地では大きく報
じられた。また、その前日、修了者各人は、指導技
術士となる3名の技術士と面談し、心構えや今後
の指導方針について話し合いを行い、技術士を目
指す志を明確にした。
　JABEE修了者支援は、当会の運動方針の大き
な柱の一つで、山口のほか野田、諏訪キャンバス
でも連携への協議を始めている。本年は、技術士
2次試験受験者への個々支援を始めるほか、指導
内容の充実等に取り組む。大学と連携し、JABEE
修了生からの技術士1号の誕生を積極的に支援し
ていく。

（JABEE修習生へ挨拶する三澤会長）
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理窓ビジネス同友会

会長　宮川　公治
（48工・経）

　ビジネス界で活躍され
ている多数の同窓生が中
心となって、1980年に発
足した理窓ビジネス同友

会（当時の名称は理窓企業人会）は、以下の活動を
行っており、「卒業生のビジネスネットワークを
構築し、同窓生間のビジネスチャンスの活性化」
を図っています。又、各産業界で培った会員の「知
識」「能力」「情報」を母校の要望に応じて提供し、
母校の発展に協力をすることも理窓ビジネス同友
会の目的の一つです。
1、 会員が自社で取り扱う商品の展示やプレゼン
テーション、技術協力を行う「ビジネス交流
会」。

2、 会員が役員をされている各社に他社に先駆け
卒業生をご紹介し、卒業予定者の就職活動を
支援する「会社説明会」。

3、 講演会や、企業見学会で会員をサポートする
「研修会」。（歴代の主な講演者：京セラ・稲盛
社長、伊藤忠・瀬島龍三様、サントリー・佐
治社長、基礎科学研究所・福井謙一様など）

4、 会員相互の親睦と異業種交流の為に毎月第2
火曜日に理窓会倶楽部で行なう「懇親会」や年
2回開催するゴルフ会などの「親睦会」の定期
的に開催。

　毎月の理事会では会員に何が奉仕できるのかを
諮り、その内容はホームページの「理事会短信」で
発表されています。
　次回のゴルフ会（5月15日（土）アスレチックゴ
ルフ倶楽部）など、親睦会の案内もホームページ
で発表されますのでぜひ、ホームページをご覧く
ださい。
　希望される会員の方々には、理窓ビジネス同友
会の名刺を作成する事が理事会で決定されました。

　当会のホームページhttp://kigyou.risou.net/か
ら、申込用紙を印刷、必要項目に記載して事務局
へお送りください。無償で100枚進呈させていた
だきます。

名刺（100枚無償）例

新卒業生に配布された新パンフレット

　会員が、理窓ビジネス同友会の異世代間交流や
異業種間交流を通して得た「情報」「ヒント」「人間
関係」などを吸収し、さらに発展されることが目
的ですので、本会の主旨をご理解の上、ビジネス
界に在籍されている会社役員の方々は言うに及ば
ず、新同窓生の参加もお待ち申し上げます。
　また、ビジネス界をリタイアされた先輩諸氏の
「豊富な経験」や、教育界の方々にも貴重なご意見
や経験を後輩に承りたく、ぜひご参加いただきま
すようお願い申し上げます。
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