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同窓歓迎式典

　12時40分、東京理科大学吹奏楽団によるオープニ
ング・ファンファーレでホームカミングデー2009の
同窓歓迎式典が始まった。
　塚本桓世大学理事長・理窓会会長、竹内　伸学長の歓迎のご挨拶に続き、ホームカミングデー2009のイメー
ジモデルに選ばれた柳田昌宏氏（平成7年理・応数卒）が紹介された。　
　続いて、塚本会長、竹内学長、柳田氏による鏡開きが行われ、司会者の音頭で参加者全員で乾杯をして式典
は終了した。

柳田昌宏氏竹内学長

会場　屋外特設会場（1号館前駐車場）
時間　12：40～13：00

塚本会長

2009年11月1日（日）
東京理科大学　神楽坂キャンパス

　卒業50年という年齢を感じさせない元気な同窓生が集
まった。正に50年ぶりという出会いもあったようで、時折
歓声が聞かれた。活躍を終え、心に余裕がある方々が多い
のでしょうか、和やかなで温かく爽やかな会であった。元気
でさらなる充実した人生をと願う。

　平成2〜5年卒業の皆様にお集
まりいただき、卒業生同士の繋が
りを強めていただいた。

懇親会（招待制）　

　社会にあって活躍中の世代の同窓生が集まり懇談した。声を掛け合って
参加されたクラスもあり、たくさんの会話の輪ができ、名残尽きない雰囲
気であった。この中から継続性のある会が生まれていくことを期待したい。

卒業50年祝賀懇親会
時間　14：00～15：30　会場　研究社ビル地下2階　大会議室

卒業20・30・40周年懇親会
時間　11：00～12：30

ホームカミングデ―2009の開催と、心温まる再会、
新たな出会いの喜びをわかち合うセレモニーです。

平成卒の会
時間　13：00～16：00　会場　1号館17階
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　　　会場　5号館地下3階　アリーナ
　　　時間　11：00～12：00

　先生は当初（1966年）の研究テーマ「チグラー・ナッタ触
媒によるアセチレンの重合機構の解明」を34年間一貫して
行い、ポリアセチレンの合成・構造・物性を研究してきた。
　電気を通すプラスチックの発見は「有機物は電気を通さない絶縁体」という常識を覆す画期的で、独創的な
研究成果であると2000年10月10日ノーベル賞選考委員会より発表を受けた。先生は教育・研究の定年を迎
えた後だった。受賞時にセレンディップの三人の王子と1991年の新聞記事と同じスタイルで紹介された。

　先生はノーベル賞候補のプレゼン（1991）や
研究で知己になった異分野の人の出会いや体
験を、セレンディピティー（Serendip＋ity＝
Serendipity）という言葉で講演した。
　セレンディピティーとはHorace　Walpole

（1717 − 1797）が 友 人 に 宛 て た 手 紙 の 中 で
使 っ た 造 語 で、“The　Three Princes　of　
Serendip“というペルシャのおとぎ話に出てく
る主人公たちが、求めていなかったものを、偶
然や賢明さによって見つけ出す能力を意味す
る。先生の薄膜合成の方法発見は、通常よりも
千倍濃い触媒を使ってしまったからだった。
　セレンディピティーによる発明・発見の例
は①ニュートンによる万有引力の発見、②レン
トゲンによるX線の発見、③フレミングによ
るペニシリンの発見、④ワットによる蒸気機関
の発明、⑤コロンブスによる新大陸の発見、⑥
Joseph Henryアメリカの物理学者　電磁誘導
の発見などがある。
　偉大な発見の種は、いつでも私たちのまわり
を漂っている。しかし、それが根を下ろすのは、
それを”待ち構えている心“だけにある。“チャン
スは、待ちかまえた知性の持ち主だけに好意を

特別記念講演会
ノーベル化学賞を受賞された白川英樹先生、
数学者の秋山仁先生をお迎えしての講演。

ノーベル化学賞　受賞者

白川英樹先生　記念講演

（9ページへ続く）

平成卒の会
時間　13：00～16：00　会場　1号館17階
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秋山仁先生の数楽芸とサプライズコラボレーションWith由美かおる

　秋山先生は現在他大学研究所などの所長や理事長をはじめとし
て多数の機関で重要な地位でご活躍中。先生は数学科1年のとき
屋上で昼休みに活動している歌う友の会の真ん中で弾くアコー
ディオン奏者にあこがれ入部。先輩の計らいで上野の先生に教わ
るが、2回で放り出す。以来50歳も過ぎて、若者を教える中で夢
をあきらめないで実現すると言いながら自分の挫折に気づく。一
念発起？猛練習をしてアコーディオンをマスター。
　格好よくアコーディオンの演奏と歌で開幕し、「パリの空の下」、

「ラ・ガレリアン」演奏と独唱、「詩人の魂」、「河は呼んでいる」、「百万
本のバラ」は女優由美かおるさんと合同演奏合唱。お二人の関係は
ノーベル賞小柴先生の集いから、秋山先生はアコーディオンと数
学を由美さんに教え、逆に体操や歌唱を教えてもらっている仲。
　数楽芸では秋山先生が正四面体をでたらめに切って平面展開
し、それをコピーしたものはジクソウパズルのように貼ると平
面図が出来上がることを実演し、それが立体形でも切り方により
違った立体になることを実演した。例えば、豚の形をした立体像
が長方体のハムになるなど。その根拠となる正四面体タイル定理
や変身図形定理、空間充填立体の元素定理を実演した。これらは
先生の研究の幾何学やグラフ理論に関する150編を超える論文の
成果である。
　その後、由美かおるさんによるピアノ演奏により「Unchain　
my　heart」、「いたずらぽい目」、「恋人よ」を熱唱。彼女の得意の

「呼吸法」を参加者に指導。秋山先生のアコーディオンにあわせて、
タップダンスも披露した。最後は仁＆かおるによるアコーディオ
ンの演奏で「カプリ島」、「テネシーワルツ」を合唱。アンコールは

「カチューシャ」で盛り上げた。いやはや数学を芸術に進化させ、
夢を実現するお二人は参加者に元気を与えてくれた。聞き損ねた
方は是非、銀座ヤマハホールへ。

秋山仁先生　記念講演 会場　5号館地下3階　アリーナ
時間　14：30～16：30
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Live & Stage

　H2年数学科卒、大阪出身。芸術と科学の夢を抱
いて上京。予備校で理大の先生の授業の素晴らし
さから数学科を受験。当時、地味な理大生の中で
目立つていた。学生時代の思い出は級友とグルー
プペアでのディズニーランドや野田のセミナー
ハウスでの測量実習のカレーライスの味。彼女の
歌は日光東照宮のイメージソングとして公式に
認定されている。2005年にプラネタリウムコン
サートで地球環境保全を熱唱。理系出身としてふ

さわしい活動。HCDでは「時を超えて」、「北星」、「チャイナー
ズカフェ」、「夢に負けないで」を一気に熱唱。「帰ろかな大阪」
はちょっぴり彼女の長年の歌手生活のきびしさを覗かせるデ
ビュー曲。しかし、理大OBに支えられ、未来の夢は理大から紅
白出場をと、更なる強力な支援を会場に熱望した。最後に、会
場と一体となり「幸せなら手を叩こう」を合唱。同窓として彼女
の夢を声援していこうではないか。

祥子コンサート

魅力溢れるゲストをお招きしてお届けした、
感動と興奮のスペシャルライブであった。

会場　5号館地下3階　アリーナ
時間　12：30～13：30

示す”など著名な科学者の言葉で紹介。セレンディピティーは天賦の才能か？どうしたらセレンディピティー
を学べるか？は“待ちかまえている心”と“待ちかまえた知性”そして“洞察力と旺盛な好奇心と認知力”である。
偶然が発見となるのは、その偶然に出会った人の洞察力による旺盛な好奇心と認知力である。そこで、予想し
たことだけを記録して、予想外の結果を「誤り」や「失敗」として捨て去らず、よく観察し、よく記録し、よく調べ、
考えることが大切である。
　セレンディピティーは目的以上に大きい成果を挙げることができ、思いがけない偶然や失敗が始まりであ
る。しかし、失敗を期待するのは邪道で偶然を積極的に求めることには意味がある。ではどうすれば偶然に
より多く出会えるか？「やってくる偶然」と「迎えに行く偶然」である。常識や決まった手順、プロセスなど
当たり前と思っていることを改めて疑ってみる。そして描いてみる。子どもを育てることの大部分がいかに
童心を育み維持させるかにある。童心をもち好奇心が旺盛で、何事にも興味をもち、探求に意欲を燃やせる
人間は、創造性に富み、予期しなくともセレンディピティーを発揮できると確信する。
　34年間の研究を振り返って、大学と産業界の連携は科学の成果を社会へ活かすため、偶然や失敗をどう活
かすかのカギはセレンディピティーである。今後は理系と文系の相互理解が、科学・技術の成果を社会が正
しく活用するために必要と締めくくった。
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坊っちゃん科学賞（高校生部門）発表会

　高校生による科学研究成果の論文23編を事前
に審査し、優秀賞になった4編の研究が発表され
た。いずれの研究も創意工夫に富んだ優れた内容
で、発表態度も堂々としてすばらしかった。
　発表会後、4編の中から最優秀賞１編が選ばれ
た。審査委員長の秋山仁先生から「選考に際して2
つの研究が最優秀賞候補となり、研究内容は甲乙
付けがたかったが、原稿を見ず、自分の言葉とし
て発表し、質問にも的確に答えていたことが決め
手となり、個人研究で応募の牛根さんに最優秀賞
が決定した」と講評があった。

　・最優秀賞
　　「線毛虫Spirostomumの生態」

千葉県立東葛飾高等学校　牛根 奈々

　・優秀賞
「LEDを利用した鉢花栽培の一考察」　
　青森県立名久井農業高等学校

草花プロジェクトチーム

「次世代型太陽電池の作成〜電池性能向上へ
の未知〜」

岐阜県立岐山高等学校　化学部太陽電池班

「畜糞のエネルギー利用に関する研究」
　岡山県立高松農業高等学校　畜産科学科

　環境問題研究班
　・入賞（19編）
　表彰式では、最優秀賞の牛根さんに本学学長の
竹内伸先生から賞状、盾、賞品および記念品が授
与された。優秀賞の３団体には、秋山仁先生から
賞状、盾、賞品および記念品が贈られ、入賞した
19の団体および個人には、理窓会幹事長の児島紘
先生から賞状と記念品が渡された。

高校生の知的探究心に期待をこめ、全国1,281校
90万余りの高校生に呼びかけた。
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　今年の夏に日食観察に成功した硫黄島沖船上
報告とともに、これまでの理大天文研究部OB・
OG・現役学生による美しい天体写真の展示とミ
ニ講演会「秋の星座と奇跡の天文現象〜7月の皆
既日食、小天体の地球衝突、星空探訪〜」を開催。

「数学・授業の達人」
日本初！優れた数学の授業を行う先生を顕彰、
模擬授業も行っていただいた。

会場　6号館2階　624教室　　
時間　12：40～14：10

趣味の広場
アートギャラリー

会場　3号館3階　334・335教室　　
時間　10：00～16：30

天文写真展・ミニ講演会
会場　3号館3階　332・333教室　　
時間　10：00～16：30

囲碁と憩いの広場
会場　3号館4階　341・344教室　　
時間　10：00～16：30

　囲碁がお好きな皆様のために用意したフリース
ペースで、他の来場者との対戦を楽しんだ。
　小島高穂9段による講演と囲碁指導が行われた。

　企業人会の美術写真同好会による絵画、墨絵、
フォトなどを多数展示した。同窓たちが持てる才
気と想像力を存分に発揮して作られた、独創性あ
ふれる秀作・力作を鑑賞した。

　中学・高等学校で優れた数学の授業を実践した
教員が表彰された。審査委員長の秋山仁先生による
講評のあと、大賞受賞者による模擬授業が行われた。
最優秀賞
　筑波大附属駒場中・高 牧下　英世　氏
　聖望学園中・高 塚川　岳彦　氏
優秀賞
　横浜国大教育人間科学部附属横浜中 藤原　大樹　氏
　金沢大人間社会学域学校教育学類附属高 戸田　　偉　氏

　アートギャラリー、天文写真展・ミニ講演会、
囲碁と憩いの場には関係者の熱い思いがあふれ、
観るものの心をとらえるものであった。
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　クラス会、スポーツ会、文化会、職種・職域会、
支部会、等々様々な集まりが開かれた。所属を越
えての交流も盛んに行われた。集うには使い勝手
が悪い場所ではあったが、それにもめげず再会を
懐かしみ、近況を語る声が飛び交う賑やかな広場
であった。おつまみセットと各種飲物をふんだん
に準備した会もあった。

同窓出会いの広場
あの頃に還って、懐かしい人達とふれあう。
そんな特別な場所がここにあった。

会場　1号館17階　大会議室　　
時間　10：00～16：30

同窓会

■同窓団体

●1号館
理窓会東京支部・理窓会埼玉支部・理窓会神奈川支部・理窓会千
葉支部・理窓会茨城支部・築理会・理窓教育会・理窓技術士会・
からくり会・理窓スマッシュ会・ワンダーフォーゲルOB会・38
物理OB会・41物理OB会・天文研究部有志OB会・44数学OB会・
51物理OB会・理窓亀の子会・53化学OB会・東京学生会館理大
分館・さより会（34理・化学）・54応数OB会・24OB会・37B同
期会

●3号館
［4F 342教室］45数学OB会　　［4F 343教室］理窓ヨット倶楽部
［5F 351教室］五・七同窓会　　［5F 352教室］物研OB会

●11号館
［3F 11-7教室］41の会 
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OB・OGと現役サークルによる音楽の発表会、
五感で楽しむ屋外ライブであった。

ふれあいライブステージ
会場　屋外特設会場（1号館前駐車場）

Part 1

和太鼓サークル	 10：30～11：15
　毎年野田キャンパス
で行われている体育祭
や地域のイベントで演
奏し、サークルの人数
も増えている。

東京理科大学モダンジャズグループ
 11：15～12：00
  現役4人によるジャ
ズ演奏。
演題は

「Midnight  Blue」

Part 2

神楽坂吹奏楽団	 13：00～13：45
　2005 年 に 発 足 し た
東京理科大学神楽坂吹
奏楽団が「アルセナー
ル」「君の瞳に恋をし
て」等を演奏した。

混声合唱団 13：45～14：30
　結成 46 年目を迎え
る歴史ある合唱団。12
月19日に行われる第
46回定期演奏会で歌う
曲などが披露された。

川村先生 14：30～15：15
　理学部物理学教授の
川村先生によるサイエ
ンス･コミュニケーショ
ンの1つとして、サイエ
ンス･ライブショー等
が披露された。

舞踏研究部 15：15～15：45
　日本学生競技ダンス
の中でトップクラスの
成績を収めている舞踏
研究部のすばらしい競
技ダンスが披露された。

ＹＯＳＡＫＯＩ（ソーラン部）
15：45～16：30

　野田キャンパスを拠
点に毎年各地のお祭り
などで演舞している。迫
力ある演技が見られた。

フードコート

　終日、焼き鳥、フランクフルトやドリンクなど
が学生たちによって販売され賑わっていた。ライ
ブステージの観客はおいしさも満喫していた。

OB・OG＆現役サークル発表会
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【出演者】
■桂歌助

昭和62年
理学部数学科卒

■桂歌春
芸歴：
1970年（昭和45年）：桂歌丸に入門、枝八を名乗る。
1985年（昭和60年）：歌春を名乗り、で真打に昇格。

■東京理科大学　落語研究会

●越家太朗（藤井郁彰）工学部第2部経営工学科1年
●ピンポン亭ダッシュ（堀木一成）

工学部第１部電気工学科2年
●廃人亭新人（西川侑児）理学部数学科3年

お笑い演芸会　　

笑い過ぎにご注意！お笑いのプロと現役学生が、
抱腹絶倒のひとときを演出した。

会場　6号館1階　学生談話室　　
時間　①11：00～12：00
　　　②13：00～14：00

東京理科大学紹介
本学の過去を振り返り、現代を見つめ、より満ち足りた未来へ思いを馳せる
姿が多数見られ、卒業してもなお、本学に対して高い関心を寄せている。

理科大の歴史展／理科大ネットワーク
会場　6号館2階　623教室　　
時間　10：00～16：30

理科大・総合研究機構紹介
会場　6号館2階　622教室
時間　10：00～16：30

活躍する卒業生
会場　6号館2階　621教室
時間　10：00～16：30
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見て、聞いて、実際に体験して、子供たちが
科学への興味を深めた。

活躍する卒業生
会場　6号館2階　621教室
時間　10：00～16：30

キッズプログラム
サイエンス夢工房

会場　3号館2階　323教室・学生ホール　　
時間　10：00～16：30

サイエンス・ライブ・ショー
会場　10号館1階　食堂　　
時間　①13：00～13：50
　　　②14：30～15：20

　こちらはキッズプログラム、はっとする科学的
現象をたくさん見せてくれた。子どもの科学の芽
を育てていただける場であり、多くの子ども達が
参加した。

　今年のHCDテーマは「家族とすごす、思い
出の場所」であったが、子どもの姿が多く見
られた。中でもここはキッズプログラムなの
で、ほとんどが親子連れ。目を輝かせ科学に
熱中する子どもの姿は嬉しい限りである。
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屋外イベント
縁日

会場　3号館1階　屋外特設会場　　
時間　10：00～16：30

　ご家族や仲間と一緒に楽しめるゲームコート、いろいろなテイストを
気楽に味わえるフードコートがご用意された。

【内容】
■ゲームコート（3号館1階）

スーパーボールすくい、ヨーヨーつり、缶バッ
チ制作（無料）

　今年も、神楽坂についてより深く知っていただくた
めに開催した。事前申込制で、人気の神楽坂というこ
とで定員はすぐにいっぱいになったが、現場ではキャ
ンセル待ち参加も受け入れ、柔軟に対応した。
　案内人は、おなじみの安藤優一郎先生（文学博
士、歴史家、東京理科大学生涯学習センター講
師）。森戸記念館に集合し、事前に館内で説明を聞

いた後、約1時間の散策。今回は、博物館や美術館
などで採用している無線受信機による音声ガイド
付きで、安藤先生の説明を聞き逃すことがない。
母校の地元「神楽坂」の歴史をより深く知ること
ができるツアーとなった。

神楽坂散策ツアー
見学場所　森戸記念館（集合）→善光寺（毘沙門天）→
若宮八幡神社→近代科学資料館→森戸記念館（解散）

時間　①10：30～／②13：00～／③15：00～



10・1　理窓
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お楽しみ福引抽選会
会場　１号館　エントランスホール　　
時間　10：00～16：00

大人向け景品　1 等：ブルーレイ・レコーダー
／ノートパソコン／ＨＤ内臓プラズマＴＶ／ダ
イヤ・ペンダント、2等：旅行券5万円分／ギフ
ト券5万円分／ソーラー電波時計／ミニ・ノート
パソコン／ダイヤ・ペンダント、3等：ギフト券
2万円分／ホテル食事券2万円分／コンパクト・
デジタルカメラ／ iPod nano 16GB ／ＴＤＲパス

　今回も前回に引き続き、お楽しみ福引抽選会を
開催した。同窓は、3号館1Ｆと5号館1Ｆの2カ
所にある総合受付で、参加登録すると福引券が1
枚配布される。この福引券は1枚1千円でも販売
され、4等券は当日に限り神楽坂の協力店で1千
円の金券として利用できる（学生食堂では1千円
分の食券に交換可）。今回は、お子様連れで楽しめ
るように子供向け福引も用意した。会場内4カ所
を回るスタンプラリーの賞品として行う計画だっ
たが、子供のラリー参加者が少ないため、大人も
ラリーや福引ができるようにした。
　歌助師匠が人気のダイヤ・ネックレスを獲得さ
れ、奥様へのささやかなプレゼントとされた。平
成の会に参加された歌手のtakamiさんはお嬢さ

ポート4枚／ダイヤ・ブレスレット／ルビー・ペ
ンダント、4等：お楽しみ金券1千円分
子供向け景品　1 等：ゲーム機ＤＳｉ／電子辞書、
2等：図書カード5千円分、ぬいぐるみ、キャラ
クター・スピーカー＆イヤホン、ゲームソフト／
iPod Shuffle、ＴＤＲパスポート1枚／エメラル
ド・ペンダント、3等：図書カード2千円分、文
具セット、タイピング練習ソフト、子供向けＤＶ
Ｄソフト、4等：お楽しみ金券1千円分

んのために、ぬいぐるみをゲットされた。
　昨年は終了時間（16時）前の15時頃には1〜3
等景品が無くなっていたため、今回は景品を残す
ように工夫したところ、今度はお子様用景品も含
めて余ってしまった。1，2回目のＨＣＤの抽選
会は、福引きではなく、抽選券を抽出する方法を
とった。この場合には、早くになくなることも、
余ってしまうこともなく、また、人手（バイトの
常駐）も用具も不要。お子様用景品も含めて、次
回以降は抽選方法を再検討してはどうかと思う。
なお、景品は打上会で厳正な抽選会を行って協力
してくれた方々に分配し、早朝から働いていただ
いた皆さんに喜んでいただいた。


