
 
    

「核時代を生きた科学者 西脇安」展 開催報告
 
生きるって動くこと！ ―植物のミクロな動きを
顕微鏡で観察しよう―を開催して 
 
Tokyo Tech-AYSEAS 2014 実施報告 
 
平成 26 年度学部・大学院 FD 研修を実施 
―より良い授業を目指して― 
 
講演会「未来（あした）をつかもう！ 
～健康長寿の自助努力と環境整備～」開催報告 
 
「東工大挑戦的研究賞」 
授賞式実施―独創性豊かな若手研究者に― 
 
永年勤続者 45 名を表彰 
 
平成 26 年度「東工大特別賞」を授与 
 
技術職員職務表彰式 3 名を表彰 
 
2014 年度前期の附属図書館企画展示 
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国民に働きかけて山を動かした人（土井たか子）

が亡くなった直後に、世界を動かした本学名誉教授

（西脇安 にしわき やすし）の回顧展を開催するこ

とになったのは主催者としては印象深いことだった。

原水爆禁止運動を主導した英国の核物理学者ロート

ブラット（Joseph Rotblat）は、後述するように、

パグウォッシュ会議とともにノーベル平和賞（1995）

を受けたが、そのきっかけを作ったのが西脇さんだ

ったことはあまり知られていない。 

 

 

 はじめに 

 

西脇さんの仕事を科学史家の視点で整理していたのが本学の山崎正勝名誉教授だ。2010 年の暮れも押し迫っ

た頃に、山崎さんのもとに本学出身の科学史家 奥田謙造さんからメールが届いた。奥田さんは原子力政策の歴

史を調べるために英国の国立公文書館やケンブリッジ大学などを訪問していたが、ケンブリッジ大学を訪ねた

ときには、一人の科学者の伝記作家 ブラウン（Andrew Brown）さんにめぐり合うという幸運に恵まれた。彼

は、ロートブラットの伝記を書くために、大学附属のチャーチルアーカイブズセンターに通いつめ、そこに所

蔵されているロートブラット関連の文書類を調べていた。そんなある日、彼が奥田さんに声をかけてきた。「ロ

ートブラットの遺品の中には日本人関連のものもある」というのだ。掘り出し物に違いないと血が騒いだ。さ

っそくそのデジカメ画像を山崎さんにメールで送ったところ、「大発見」であることが確認され、東京新聞

（2011.12.29）の一面トップを飾ることになった。西脇さんがロートブラットに伝えた死の灰の分析結果のメ

モが出てきたのだ。西脇さんがロートブラットを動かし、ロートブラットが世界を動かしたと言われてきたわ

りには、西脇さんは歴史に埋もれてしまっていた。日本では忘れ去られていたといっていい。西脇さんの貢献

を掘り起こすべく、山崎さんは研究チームを組織し、西脇さんの遺品収集や関係者への聞き取り調査を開始し

た。西脇さんの残したスクラップ帳など、貴重な資料が西脇さんの遺品の中にあることが確認された。これら

の整理を 2 年半がかりでほぼ終えたと聞いたので、博物館の特別企画展示として取り上げたい旨のお願いをし、

今回の催しとなった。 

 

 

 鍵となった死の灰の分析 

 

1954 年 3 月 1 日に米国がビキニ環礁でおこなった核実験に用いられたのは、従来の核分裂を起こす単純な

原子爆弾ではなく、核分裂･核融合･核分裂を連鎖的に起すことにより威力を格段に高めた新型の水素爆弾であ

ることを見抜き、このままでは人類が滅びるとの危機感からラッセルに働きかけたのがロートブラットだが、

その背景には（i）ロートブラットが核爆弾開発のためのマンハッタン計画に参加し、その道の専門家だったこ

と〔注：ナチス･ドイツに原爆の開発能力がないことが明らかになった時点で、もはや原爆開発は止めるべきだ

として完成前に帰国〕、及び（ii）日本の研究者による分析結果から、死の灰には原爆では生じないはずのウラ

ン 237 が比較的多く含まれていることが明らかにされていたことがあった。このウラン 237 の謎を解いたのが
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ロートブラットだが、ウラン 237 を検出したのは、日本政府の依頼で分析にあたった東大の木村健二郎グルー

プだった。しかし、この放射化学分析の結果やビキニ環礁近くで操業していた日本のマグロはえ縄漁船（第五

福竜丸）の悲惨な被災状況は、すぐには世界に伝わらなかった。 

 

  

 西脇さんも第五福竜丸に駆けつけた 

 

第五福竜丸は操業中に被災し、乗組員 23 名が放射性降下物（死の灰）を浴びた。2 週間かけて 3 月 14 日に

母港の焼津港に戻ったが、この間スパイ船とみなされて米軍に撃沈されるのを恐れ、いっさい打電はしなかっ

た。翌 15 日に、症状の重い 2 人が東大病院に収容され、16 日に新聞報道されて大騒ぎとなった。ニュースで

事件を知った地元の静岡大学グループは研究者としては最初に第五福竜丸に乗り込み、死の灰を持ち帰って分

析を開始した。 

西脇さんは、大阪大学で原子核の実験物理学を専攻したが、戦後はその領域の研究が GHQ によって禁止さ

れたので、専門分野を少し変え、大阪市立医科大学（現大阪市立大学医学部）で放射線の人体に与える影響を

研究していた。新聞報道のあった 3 月 16 日に、大阪市からの要請で魚市場に行ってマグロの放射線量を測定

したが、余りにもひどい放射能汚染に驚き、その日の夜行で、米国人の妻ジェーン（Jane）さんを伴って焼津

に向かい、放射能測定を行うとともに、船体に付着した死の灰を持ち帰り分析した。夜行列車という行動力に

加え、もう一つ驚かされるのは、第五福竜丸の測定を終えたその日（17 日）のうちに、米国原子力委員会あて

に、「強い放射能が検出された。核種が知りたい。除染法及び被爆者の健康被害を最小限に抑える方法を教えて

欲しい」という趣旨の手紙を出していることだ。この素早い対応には米国側も驚いたとみえ、このときの西脇

さん直筆の手紙がラスベガスの「核実験博物館」に展示されている。 

 

 

 ものをいった驚異の語学力 

 

危機感を募らせた西脇夫妻は、その年の 7 月から 11

月にかけて 4 か月間も欧州に滞在し、英国･フランス･

ベルギー･オランダ･ドイツ･オーストリア･デンマーク･

ノルウェー･スウェーデン･フィンランドなど多くの

国々で、大学･研究機関･原子力施設や教会関係の集会な

どを通して、第五福竜丸の被曝の実態と水爆の恐ろしさ

を伝えた。西脇さんの訴えは現地の新聞でも取り上げら

れた。英国議会での報告会には多数の議員が集まり、10

月の BBC ラジオ放送の講演は世界に送信された。この

時の原稿“The dangers of radio-active dust”（タイプ

した原稿に西脇さんが手書きで直しを入れたもの）が BBC アーカイブズに保存されている。そして、歴史を

動かしたという意味で最も重要なことは、この渡欧中の 8 月末にベルギーで開かれた第 1 回放射線生物学国際

会議で、西脇さんがロートブラットに会い、（i）第五福竜丸に降り注いだ放射能量を見積もった英文メモを手

渡し、（ii）放射化学分析の結果ウラン 237 がかなり含まれるということを伝えたことだ。このデーターを基に、

ロートブラットは ビキニ環礁での核実験は問題の多い恐怖の爆弾ともいうべき水爆だったことを見抜き、その

ことを翌 1955 年に発表した。ロートブラットの話を聞いたバートランド･ラッセルは、病床にあったアインシ

ュタインに呼びかけ、核兵器に反対する声明「ラッセル・アインシュタイン宣言」を発表するとともに 11 名

の著名な科学者のサインをとりつけた。湯川秀樹も署名者の一人だ。この流れは核兵器の廃絶を目指す科学者

の国際的な会合「パグウォッシュ会議」（1957）へと結実することになる。 

 西脇さんが国際的な大舞台の設定に大きく貢献できた背景には、並外れた語学の才能があった。英語･ドイ

順路の最初にある第五福竜丸の模型（乗組員だった大石又七

さんの作品で、第五福竜丸展示館から借用；大石さんも来場） 
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ツ語･フランス語･ロシア語の 4 ヶ国語も使いこなせた。韓国にしばらく出張して帰ってきた時には、韓国語も

かなりしゃべれるようになっていたそうだ。西脇さんが本学の原子炉工学研究施設（現研究所）に教授として

招かれたのはビキニ事件から 6 年後の 1960 年だが、周りの人に「どうしたら語学の達人になれるのですか」

と聞かれると、「ドイツ語にしろ、ロシア語にしろ、語学をマスターするコツは、英語で書かれた教習本を使う

ことだ」と言っていたそうだ。西脇さんは本学に 10 年ほど勤めた後、ウイーン（Wien, Austria）にある国際

原子力機関 IAEA に転身したが、ここでも語学の才能はいかんなく発揮された。 

 

山崎さんらの研究チームの聞き取り調査で、西脇さん夫妻の渡航費がどのように工面されたかも明らかにな

った。約 200 万円が募金で集められたが、大口の寄附者は、森下仁丹など地元の大手企業やキリスト教会系の

婦人団体だった。欧州各国をまわる講演旅行のアレンジに関しても、キリスト教会系ネットワークを介した繋

がりがうまく機能したようだ。 

  

 

 特別企画展の概要 

 

本年（2014）はビキニ被爆事件から 60 年という節目

の年で、かつ 2015 年には長崎でパグウォッシュ会議が

開かれることから、核兵器の廃絶や原子力の平和利用に

関する様々な議論が高まりを見せている。このような時

に、世界の核廃絶運動の端緒を作った科学者が本学にい

たことに思いを致し、彼の生涯と業績を振り返る回顧展

を開くのは意義深いと考え、今回の試みとなった。一般

の方々にも見て頂こうと「工大祭」に合わせて会期を設

定したために、準備に追われる日々が続いたが、幸い多

くの方々に見てもらうことができ、達成感を持って閉幕

することができた。概要は以下の 1～3（カッコ内は編

集執筆者）のとおりだが、詳細についてはパンフレット

（B5 版、16 頁）をご覧いただきたい（PDF 版は博物

館の Web page に掲載）。西脇研出身でサイエンスライ

ターに転じた後藤秀機さんの本「天才と異才の日本科学

史」（ミネルヴァ書房、2013）も参考になる。 

 

1. 西脇安とビキニ事件（中尾麻伊香） 

2. ビキニ事件をヨーロッパへ伝える（山崎正勝） 

3. 原子力と西脇安（樋口敏広、栗原岳史） 

 

 

 感謝の会 

 

会期中の 10月 14日の午後に西脇さんの資料を寄贈いただいた奥様

の栄様に大谷清館長より感謝状を贈呈した（写真左）。ご親族の方々

もお見えになり、若き日の西脇先生の様子をうかがうことができ、偲

ぶ会のひとコマのような場面もあったが、展示とパンフレット作りに

精魂込めた私たちの気持ちは通じたに違いない。 

 

パンフレット pp.6-7. 

展示の全体像（奥から入口を臨む）。立命館大学の国際平和

ミュージアムなどで巡回展を開催する話も持ち上がってい

る。 
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 西脇安展 記念シンポジウム 

 

回顧のみではなく、将来を展望するために、会期中に、共催者である原子炉工学研究所と社会理工学研究科

の協力のもと、池上雅子教授にオーガナイザーをお願いして以下のような記念シンポジウムを開催した。 

 

 

パネリスト 

山崎正勝（東京工業大学 名誉教授） 

核時代を生きた科学者 西脇安：西脇安の生涯･業績と西脇プロジェクトの概要紹介 

 

井頭政之（原子炉工学研究所 教授） 

東工大・原子炉研の最先端研究：日本の原子力開発の歴史と西脇安の立場を概観した後に、本学の原子炉研

における最先端研究（核廃棄物の核変換処理技術の開発や福島原発事故廃棄物の処理など）が紹介された。

原子力基本法の制定に始まる大きな出来事は 12 月に起こったことに因む Big December という表現も印象

的だった。 

 

池上雅子（社会理工学研究科 教授） 

西脇安と核問題：西脇安が生きた時代状況を概観した上で、西脇は現代が必要としている思慮深い現実主義

的専門家だったと分析した（本学名誉教授の永井陽之助と並ぶ稀有なリアリストで日本版 Kenneth Waltz

だそうだ）。 

 

 

 親族や記者の目から見た西脇像 

 

展示会には多くの親族やマスコミの方にもおいでいただいた。そのときに伺った話から印象深かったものを

紹介しておこう。 

カルピスといえば国民的な清涼飲料で日本の夏に

は欠かせない。このカルピスの製造に尽力したのが西

脇さんの父 安吉さんだ。母 りかさんは女子教育者の

資質向上を目指す常盤会（ときわかい）のリーダーと

して活躍し、名誉市民の称号を大阪市から贈られた。

りかさんが市電に乗るときは、もちろん無料だが、運

転手はいつも最敬礼してくれたそうだ。 

西脇さんの甥にあたる山寺龍彦さんが、ワグネルの

片腕として本学で教鞭を執った山寺容磨（よしま）の

孫に当たることがわかり、「祖父の骨壷がカラーの焼

物で不思議に思っていましたが、謎が解けました」という意外な展開もあった。西脇さんの弟（京大生の安三

さん）を特攻でなくしたときの悲嘆に暮れる母りかさんの姿は今も目に焼きついているそうだ。 

姉弟で来られた常俊明子（姪）と野田文男（甥）さんの話では、「西脇は、孤独好きだったが食事のときだけ

は誰かと一緒でないとダメだった」、「散らかった部屋しか記憶にない」、「車で荷物を運べとか、ケトウの薬は

効かないからビオフェルミンを送れなど、人使いが荒かったが、父母には頭が上がらなかった」、「“教授会には

パネリスト（左から）： 山崎正勝・池上雅子・井頭政之

 

2014 年 10 月 24 日（金）15:00～17:20 百年記念館 3 階フェライト記念会議室 

「ポストフクシマの原子力・核不拡散と科学技術」 
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出たことがないから辞めさせられるかも”と言っていました」など、西脇さんにまつわるエピソードを聞かせ

てもらった。 

そういえば、元原子炉研所長の藤井靖彦名誉教授が、若かった頃、西脇さんがいるウイーンの IAEA にしば

らく出向することになった時に日本から持って行ったお土産で一番喜ばれたのが梅干だったそうだ。西脇さん

はウイーン大学から名誉教授の称号を贈られていたが、藤井さんたちの推薦で本学の名誉教授になった時は、

感慨ひとしおという感じだったそうだ。若くして教授として招聘され、教授会には出なかったが、こういう形

で受け入れてくれた本学には並々ならぬ愛着があったのだろう。 

西脇さんのいとこの子息である射手矢隆一・英二さん兄弟の目にも西脇さんは相当な変人で、めちゃくちゃ

頭がいい人として映ったようだ。小説の題材になりそうな人の典型が西脇さんというのが彼らの西脇評だ。い

つも帽子をかぶっていたらしい。 

奥さん（栄さん）とその息子さん（土森啓之）の話を総合すると、西脇さんは地蔵さんのように何時間もジ

ーッと座って本を読むことができた人のようだ。栄さんの経営する喫茶店にやってきてドライブに誘ったとき

などは、閉店まで 3 時間も地蔵さんになって待ったそうだ。世間の常識が通じないという意味では、デパート

で栄さんに高級な服を買ってあげるときに、「少し安くして貰いなさい」と言ったり、バドミントンしているの

を見て、「あれは何しているの？」と聞いたりしたそうだ。2011.3.11 の原発事故は西脇さんを本当の地蔵さん

にしてしまったようだ。テレビのニュースにジーッと見入ったまま動かず、ものも言わなくなった。声をかけ

ることもできないほどの固まりようで、食事も摂れなくなってしまった。そして、3 月 27 日に息をひきとった。 

最初の奥さん（Jane さん）との間に生まれた兄妹（安文さんと Alice さん）も会期末の迫った 30 日に米国

から駆けつけてくれ、話を伺う機会を得た。「父は世界を飛び回り，家には余り居てくれなかったと母から聞い

ています」ということだった。母の Jane さん（90 歳で健在）はマザーテレサのような人らしい。展示を見た

後、原子炉研も見学してもらったが、西脇さんが昔使っていた部屋のドアノブを握りしめている Alice さんの

姿が印象的だった。 

東京新聞の加古陽治 文化部長は西脇さんの自宅を訪れて取材したことがあり西脇さんについては詳しい。今

回の企画もかなりの紙面を割いて記事にして下さった。共同通信の長澤克治 論説委員も西脇さんとは旧知の中

で、記念シンポジウムに参加して西脇像についてコメントして下さった。「西脇さんには、一体この人は何者だ

と思わせるところがあった。日本の社会ではどうして受け入れられなかったのか、今後の課題だ。」気配りがほ

んの少しだけ足りなかったのかも知れない。 

 

謝辞：第五福竜丸展示館からは以下のものを借用した：船の模型、死の灰、マグロの鱗、GM 計数管、映画

『死の灰』。世界平和アピール七人委員会の物理学者･小沼通二さんには企画段階から世話になった。武部俊一 

日本科学技術ジャーナリスト会議会長の来場と励ましも嬉しかった。 
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生命理工学研究科基礎生物分野 本郷裕一 
佐藤節子 

 
東工大基金を活用した日本再生プロジ

ェクト「ものつくり人材のすそ野拡大支

援」事業の支援を受けて小学生を対象に

「生きるって動くこと！ ―植物のミク

ロな動きを顕微鏡で観察しよう―」と題

した科学教室を開催しました。 

大学院生命理工学研究科基礎生物分野

は全学科目の「基礎生物学実験」を担当

しており、カリキュラムの中で顕微鏡を

使った動植物細胞を観察する実習を行っ

ています。本企画ではこれら顕微鏡を活

用しました。 

今回の実習では身近な植物を用いて、

生命現象の本質ともいえる「動き」を観

察してもらい、小学生に自然や科学に親

しんでもらうことを目的としました。動物は動くことによって、生きていることがわかります。多くの場合、

植物は動かないように見えるので、生きていることを実感できることが少ないかもしれません。しかし、ミク

ロの世界では、植物細胞も動物細胞と同様に生きるためにさまざまな動きをしています。そこで、本学１年生

の「植物のボディープラン」を簡単で安全に行なえるよう操作方法などを小学生向けに工夫して実習に用いま

した。 

植物細胞の顕微鏡観察にはそれぞれ適した材料がありますが、季節に応じた植物を学内で探しました。今回

はブライダルベール、ベゴニア、オオカナダモ、ツユクサを材料に植物の基本的器官である根、茎、葉、花の

ミクロな世界を観察することにしました。根端の細胞組織観察のために水耕栽培で根を伸長させ、茎の水の通

り道である通道組織を見やすくするのに染色をして準備しました。オオカ

ナダモは水槽で光を当てて管理をし、ブライダルベールは温室で温度、光

のコントロールを行って花粉管細胞の伸長が当日に観察出来るよう花を

咲かせました。 

参加募集は東工大のホームページに掲載にしたり、近隣の赤松、清水窪、

洗足池小学校にパンフレット配布をしたところ、参加は都内だけでなく、

成田市や鎌倉市からも参加があり、保護者同伴で 30 人を超えました。 

参加者の多くが顕微鏡を初めて触るのですが、濱口幸久名誉教授の説明

の後に、基礎生物学の非常勤講師の先生方（佐藤亮平先生、土明文先生、

三好洋美先生）や大学院生（アミール偉君：社会理工、安田翔也君、中澤

友哉君：総合理工）から使い方の指導を受けました。顕微鏡観察は自分の

視度調整や眼幅調整を行うと楽に行うことが出来ます。保護者と協力して

生きるって動くこと！ 
―植物のミクロな動きを顕微鏡で観察しよう―を開催して 
 

濱口幸久名誉教授による説明 

 

植物の模式図 
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ハサミやピンセット、カミソリを使って細かな操作を行い、プレパラート標本を作製しました。水耕栽培で伸

長したブライダルベールの根に薬品処理をした後、染色して細胞分裂の様子を観察しました。また、光を当て

て光合成を活発にしたオオカナダモの葉では細胞内の葉緑体が動く原形質流動と、高張の砂糖水を作用させて

原形質分離を観ました。動物細胞と異なり植物細胞には細胞壁があることを理解してもらいました。 

ツユクサの葉の裏側をピンセットではがしてプレパラート標本を作り、散在する気孔を観ました。ブライダ

ルベールからとった花粉を砂糖が入った寒天培地にのせてしばらくおくと、花粉管細胞が伸長する様子も観る

ことができました。 

参加した小学生達は茎の細かな構造に関心を寄せ、葉の細胞の中で葉緑体が動いているのに感動し、花粉管

細胞の速い伸長にも驚きを示して、『次の機会には「○○」が観たい！』と様々なリクエストがあり、次回への

期待も込められた発言もありました。 

開催日が工大祭開催中だったので、小学生も保護者も大学で行われているほかのイベントにも参加できたよ

うです。工大祭の実行委員の方にも協力していただきありがとうございました。 

基礎生物分野のスタッフが基金の支援をうけて科学教室を開催したのは今回が３回目で、昨年１１月の「生

物模倣化学への一歩(顕微鏡をのぞいてみよう)」が初めてでした。その時は学内の草木から種を採集して実習

室に持ち帰り、顕微鏡で観察して、生物の構造が、実際に新しい技術開発や物作りに活かされていることを学

びました。２回目の３月、「細胞運動の観察」では魚のウロコからケラト細胞を単離する実験を行い、細胞運動

の仕組みを物理と化学の視点から考えました。予想以上に速いケラト細胞の方向性を持った動きに、参加者は

興味を示しました。平成２７年３月にも４回目の「生命とは何か？ −生命科学と複雑系科学−」を計画していま

す。 

これらの企画を通じて、基礎生物学分野のスタッフは身近な生物のミクロな世界を顕微鏡で観察することで

生物の不思議を体感する貴重な経験を提供し、参加者達に生物学を理解し、楽しむ機会を提供したいと思って

います。 
 

 

ブライダルベールの根端の細胞分裂 

 

オオカナダモの葉の原形質分離 オオカナダモの葉の原形質流動 

プレパラート標本作製 スタッフの指導を受けて親子で顕微鏡観察 
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国際部国際事業課国際事業グループ 刀根 英莉子 
 

2014 年 9 月 7 日～17 日、本学学生 16 名が、短期海外派遣プログラム Tokyo Tech-AYSEAS（東工大・アジ

ア理工系学生派遣交流プログラム） 2014 にて、ベトナム・ハノイを訪問しました。 

ベトナムへの訪問は、JAYSES（Tokyo Tech-AYSEAS の前身プログラム） 2010 以来、4 年ぶりの再訪とな

りました。今年度はハノイ工科大学が、ホスト大学として本プログラムを全面的にサポートして下さいました。 

現地では、海外協定校からの参加学生 19 名とともに、以下のベトナム企業、日本企業、大学、JICA プロジ

ェクトを訪問しました。 

 

［2014 年度訪問機関］ 

 

大学等 ハノイ工科大学(ホスト大学) 土木工学専門国立大学 JICA プロジェクト 

日系企業 DENSO TOYOTA タンロン工業団地 

ベトナム企業 F-Ville HTMP 機器株式会社 Viglacera Ceramic 

 

毎日の見学後にはグループに分かれて、見学先で得た知識や

与えられたトピックについてディスカッションをし、それを基

に最終日にプレゼンテーションを行いました。訪問の合間には、

ハノイ市近郊見学やお互いの国の文化を紹介する文化交流会も

行われ、国籍や宗教、文化を超えて学生同士の絆が深まりまし

た。 

11 日間という短い期間でしたが、ベトナムの活気溢れる街並

みと、同世代の海外学生との交流に刺激を受けた学生は、それ

ぞれがかけがえのない経験と新たな課題を得て、今後の学習に

対する決意も新たに日本に帰国しました。 

 

帰国後の 10 月 20 日には、本プログラムの総まとめとして、

帰国報告会が開催されました。ここでは、現地で行ったプレゼ

ンテーションの内容に、全体の活動を通して学んだことを盛り

込み、今回のベトナム訪問の成果を発表しました。発表後には

丸山俊夫理事・副学長（教育・国際担当）より、学生一人一人

に修了証が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo Tech-AYSEAS 2014 実施報告

企業訪問時の様子 

ハロン湾にて 
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帰国報告会に引き続き懇親会

も行われ、ベトナムで共に切磋琢

磨した仲間との懐かしい日々を

思い返しながら、楽しいひととき

を過ごしました。 

 

 

 

新しい「発見」に満ちた 11 日間 
 工学部 金属工学科 4 年 菊地 大輔 

 

 それまで 1 回も海外に行ったことがなかった私は、何か海外に行くというアクションを起こしたい、日本と

は違う環境でいろいろな人と話してみたいという単純な動機で、このプログラムへの参加を決意しました。正

直、ベトナムに行く前は、英語でのコミュニケーション力に対して大きな不安がありました。しかしふたを開

けてみれば、この 11 日間は本当に楽しく、得たものも非常に多かったです。 

ベトナムでの滞在が始まってすぐに感じたのは、やはり他のアジア学生の英語力です。現地企業への訪問の

際には、非常にクリティカルな質問をどんどん英語で投げかけていましたし、英語が話せないベトナムの企業

の方がいた時にはその通訳をしてくれた学生もいました。その後のディスカッションの場でも、自分にはない

ような視点から多くの発見をして、グループ内に還元していました。そんな他の学生からの刺激を受けて自ら

も、企業の方への質問のみならず、積極的に発言

する姿勢を徐々に示していくことができました。

しかしながら、みんなの意見を整理する力や相手

の意見を反映しながらディスカッションを進め

ていく力、それを支えられるだけの英語力が備わ

っていないと感じたのも事実です。他にも多々課

題というのが見つかっていきましたが、それを感

じられる機会が得られるというのもこのプログ

ラムの良いところだと思います。 

 一方で、観光でハロン湾やいろいろな歴史的な建

造物を訪れたり、夜にはベトナム学生のおすすめ

のお店で食事を楽しんだりと、参加者全員でベト

ナムの文化を堪能する機会もたくさんありまし

た。その道中やお店の中でたくさんくだらない話

をして笑いあった日々は良い思い出です。また、文化交流でそれぞれの国の踊りや遊びをみんなで体験した際

には、新鮮さを感じるとともにどんなに文化が違っても共通して楽しめるものがあると身を持って実感できま

した。 

今思い返してみると、短い期間ではありましたが、とても内容の濃い 11 日間でした。今の自分には何がで

きるのか、今の自分に足りないものは何か。そういったことを、アジアの学生と交流しディスカッション・プ

レゼンテーションをする中で気付かされました。一方で、純粋に英語でのコミュニケーションを楽しめる、海

外の友達を作れる機会があるということもこの AYSEAS の魅力の１つです。最後に、このプログラムに携わ

ってくださった先生やスタッフの方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

帰国報告会の様子 

海外学生との食事の様子 
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AYSEAS から得たもの 
 工学部 金属工学科 4 年 杉山 智美 

 

AYSEASで得られた最大の財産、それは34人の素晴らしい仲間たちです。参加前にはまさか自分がFacebook

に英語で投稿する日が来るなんて思ってもいませんでしたが、帰国後数日経った夜、何度も何度も言葉を選び

直しながら、改めて仲間たちへの感謝の気持ちを綴らずにはいられませんでした。  

まずは、同じ東工大生の 15 人です。専門も学年も、国籍すらもバラバラな個性豊かなメンバーたちでした

が、皆が海外に目を向けており、彼らとの会話からは得るものが多かったです。このような学校主催の留学プ

ログラムに参加する最大のメリットは、同じ志を持った仲間に出会えることだと再認識しました。 

そして何よりも、ベトナム・インドネシア、そしてフィリピンからの参加者たちからは、本当に大きな刺激

を受けました。どこへ行っても必ず質疑応答で真っ先に手を挙げる人、冗談ばかり言っていても時折はっとす

るほど鋭い意見を投げ込んでくる人、物静かながらも誰よりも多くの準備をこなす人、更にはクリエイティブ

な活動に秀でた人。もちろん驚くほど英語が流暢なのは言うまでもなく、彼らの優秀さに尊敬の念を感じない

日はありませんでした。何よりも、みんなとても優しく、私自身も彼らのようになりたいと強く感じました。

彼らは私の憧れです。加えて、様々な国からやってきた彼らと友達になることが出来たおかげで、これまでよ

りも世界を身近に感じることが出来るようになりました。アジアのニュースにも敏感になり、台風がフィリピ

ンを直撃したと聞いた時には、思わず友達に連絡をとりました。 

しかし同時に、ベトナムでの 11 日間は、英語が出来ないもどかしさを感じ続けた日々でもありました。話

したいことがあるのに、英語が出来ないせいでそれを表現できない、自分の意見を正確に相手に伝えることが

出来ない……特にグループディスカッションにおい

てはその連続で、学生リーダーの一員であるのにも

関わらず、連日情けない気持ちを抱えていました。

もったいないことをしたな、と感じる点も多くあり

ましたが、この悔しさというのも今回得られた一つ

の財産だと思います。 

仲間たちとも確認し合ったことですが、AYSEAS

はきっかけであり、ゴールではありません。ベトナ

ムで感じたことを忘れず、また、今回得られた仲間

たちとこれからもずっと連絡をとりあって互いに刺

激し続けていくことで、これから世界へどんどん出

ていきたいです。最後になりましたが、この素晴ら

しい機会を与えて下さった花村先生をはじめとする

先生方、そしてプログラムを支えて下さったすべて

の方々、中でも刀根さんに心から感謝します。本当に、ありがとうございました。 

 

 

かけがえのない 11 日間とこれからの道 
 大学院生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻修士 1 年 加藤 早紀 

 

私は、この AYSEAS 2014 に参加したことで、事前研修はもちろんのこと、ベトナムでの 11 日間で「広い

視野」を手に入れ、共に参加したメンバーから「多くの刺激」を受けることができたと強く感じています。 

このプログラムに参加したメンバー全員は、それぞれの志を持って、ベトナムへと飛び立ちました。一体、

ベトナムではどんな 11 日間が待っているのだろうかという期待とともに、英語を使って生活を共にし、ディ

スカッションをするだけの英語能力があるのかという不安もわずかながらありましたが、現地に到着し、参加

TOYOTA Vietnam にて 
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メンバーと会った瞬間に、不安は期待へと変化しました。 

ベトナムでは、企業訪問、グループディスカッション、文

化交流など 11 日間の滞在とは思えないほど有意義な時間を

過ごすことができました。企業訪問先での質疑応答やグルー

プディスカッションでは、英語での活発な議論が展開され、

彼らの英語能力に圧倒されることもありましたが、この体験

を通じて、私自身、大きな物を得ることができました。伝え

たいことが伝えられないもどかしさを感じたのはもちろんで

すが、様々な視点を持った仲間たちとのディスカッション、

コミュニケーションは私に大きな刺激を与えてくれました。

この時感じた”思い”を忘れず、これからの道を歩んでいき

たいと思っています。 

異なるバックグラウンドを持った多くのメンバーに出会い、東工大からともに参加した仲間からはもちろん

のこと、インドネシア、ベトナム、フィリピンから参加してきた仲間たちからも、あらゆる場面で大きな刺激

を受けました。それと同時に、今まで私がいた”世界”の小ささを改めて痛感しました。 

AYSEAS 2014 という新たな環境へ飛び込んだことは私自身を大きく成長させてくれ、また一つ皮を破るこ

とが出来た気がします。そして、近い将来、このプログラムで出会った仲間たちとまたどこかで再会した時、

お互いに一回りも二回りも成長しているだろうと思います。このように未来への道を考える機会と刺激を与え

てくれたのも、このプログラムの魅力であると感じています。 

AYSEAS 2014 は日本での事前研修に始まり、実際に東南アジア各国の学生たちとベトナムでともに過ごし

た 11 日間、さらには日本に帰国してからの最終報告会、と想像をはるかに超えた、非常に中身の濃いもので

した。AYSEAS 2014 を通して得た多くの刺激と経験、そしてそこで出会った仲間たちはこれからの人生の財

産になると確信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京工業大学では、9 月 18 日～19 日に東京都多摩市の「多摩永山情報教育センター」において一泊二日の

学部・大学院 Faculty Development（FD）研修を実施し、教員 60 名が参加しました。研修では、学内外の講

師の先生方の講演に加え、個別のテーマに従ってグループごとにワークショップを行い、最後に各グループの

検討内容の報告・討論を行いました。最後まで活発に意見が交わされ、今年度の FD 研修も成功裏に終わりま

した。 

グループディスカッションメンバー 

平成 26 年度学部・大学院 FD 研修の実施 
−より良い授業を目指して− 
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 FD 研修実施委員会 委員長   河内 宣之 (化学専攻 教授) 

 副委員長 松澤 昭 (電子物理工学専攻 教授) 

 

大学教育の質的な向上などを目的とした活動である

Faculty Development（FD）の必要性が認識され、多くの

大学で実施されています。FD とは狭義では、大学教員の教

育能力の開発を組織的に行う取り組みのことであり、広義

では、大学全体の教育目標の設定、それに基づくカリキユ

ラムの開発、教育・学習を中心とした組織開発をも含むと

されています。 

本学では 13年前からまず工学部でFD研修をスタートさ

せ、引き続き他の学部でも同様に開始されました。その実

績を基に、7 年前からは全学教員を対象とした FD 研修を

実施しています。5 年前からは教育推進室に置かれた FD

検討ワーキンググループ（WG）が担当し、“理工系総合大

学としての東工大らしい FD とは何か？”という標題を掲

げて活動してきました。昨年度からは、FD 検討 WG が、

FD 研修実施委員会と装いをあらためて、WG のミッション

を引き継いでいます。 

今年度は、FD の原点に立ち戻り、大テーマ「より良い授

業を目指して」を掲げることとし、9 月 18 日～19 日の二

日間にわたり、多摩永山情報教育センターにて学部・大学

院 FD 研修を実施しました。プログラムは話題提供、講演、

参加教員によるワークショップでの議論により構成しまし

た。アクティブラーニングなどの新しい授業形態の紹介も

盛り込みました。講師の先生およびワークショップ座長の

教員からの報告を、以下に掲載します。その場の雰囲気や

熱気を幾分なりとも感じていただければ幸いです。 

 

 

 

 室田 真男 (人間行動システム専攻 教授)  

 

アクティブラーニングという言葉が様々な所で聞かれるようになってきています。アクティブラーニングと

は、グループディスカッション、ディベート、グループワーク等の学習者の能動的な参加を取り入れた教授方

法の総称です。本講演では、アクティブラーニングの教授方法を紹介し、授業をよりよくする方法を知って頂

くことを目的としました。 

よりよい授業を行うためには、新しい教授法を取り入れる前に、しっかりした授業設計がなされることが大

前提になります。そこで本講演では、まず最初に授業設計の基本として、「学習目標」「評価」「教育内容・方法」

の 3 要素が連携したデザインが重要であることを説明しました。アクティブラーニング実現のために、ディス

 FD 研修の歴史と概要 

「授業設計の基本と新しい教育技法」 

活発なワークショップの議論の様子 

ワークショップの報告の様子 
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カッション等の活動を取り入れさえすればよい訳でないことに注意が必要です。 

次に、アクティブラーニングを促すための教育技法について、代表的なものを紹介しました。クリッカー・

小テスト・大福帳等を用いる「教員と学生とのインタラクティブ型学習」、学生相互の教え合い・学び合いを促

す「ピアインストラクション学習」、ポストイットを活用した「グループ学習」、映像メディアや学習支援シス

テムを活用した「反転学習」などです。なお、新しい教育技法を取り入れても従来の「講義型」が否定される

わけではなく、「講義型」が適切な場合があることも示しています。 

本講演で紹介した教育技法は、通常の教室でも活用できるものも多くあります。それぞれの授業にあった教

授方法を取り入れ、よりよい授業を実現して頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

ワークショップグループ① 

 討論テーマ「教育手法について（アクティブラーニング、反転授業、英語での講義法）」 

座長：芹澤 武（有機・高分子物質）、小池 英樹（計算工学）、村田 涼（建築学）、平沢 敬（生物プロセス）、 

鎌田 慶吾（物質科学創造）、高橋 史武（環境理工学創造）、田辺 正晴（数学）、池田 直史（経営工学）、 

田中 義敏（イノベーションマネジメント） 

 

本グループは、アクティブラーニング、反転授業、英語での講義法といった三つの教育手法についての議論

を通じ、それらの利点や教育改革に向けた今後の課題について意見交換しました。以下、それぞれについて報

告します。 

アクティブラーニングについては、高い教育効果が得られることが期待されるため、メンバーの大半がその

実施に賛成でした。代表的な手法であるグループディスカッションは、学生が自ら考えるために有効である一

方、テーマの設定方法に加え、議論の方向性を誘導する必要性などが課題として挙げられました。 

反転授業については、この手法をはじめて聞くメンバーもあり、効果的であることは理解できるものの、経

験不足のためその効果を予測することは難しいとの結論に達しました。予習、復習の習慣づけや、授業資料の

準備支援の必要性などが課題として挙げられました。 

英語での講義法については、すでに英語で授業が行われている専攻の例が紹介され、留学生に好評であるこ

とや自然と英語力が向上することなど、効果の高さをメンバーが認識し、導入には概ね賛成でした。一方で、

学生の英語力不足、教員のスキル不足、教員の負担増などが課題として挙げられました。 

以上をまとめるかたちで、これらの教育手法についてより深く理解すること、教科に応じて導入の程度をバ

ランスよく検討すること、教員に対するトレーニング・システムが必要であることを本グループから提案しま

した。 

 

 

丸山理事の講演に聞き入る参加者たち 講演する室田教授 本学卒業生も講師として参加 
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ワークショップグループ② 

 討論テーマ「教育手法について（アクティブラーニング、反転授業、英語での講義法）」 

座長：河合 誠之（基礎物理学）、秋田 大輔（国際開発工学）、秦 猛志（生体分子機能工学）、 

松石 聡（材料物理科学）、佐藤 大樹（人間環境システム）、金子 宏直（価値システム）、 

木村 仁（機械制御システム）、小渕 智之（知能システム科学）、一瀬 宏（分子生命科学） 

 

本グループでは、メンバーが一人ずつ担当する講義・演習等において試みている教育手法実践例を講義方法、

効果、問題点、課題といった要点にまとめて紹介し、それぞれについて全員で討議するという形式でワークシ

ョップを進めた。 

この討議を通じて、予習・復習、学生の個人ケア、グループワーク、講義における動画や演示実験などにお

いて、共通する課題を感じていることが明らかになった。その一部を以下に紹介する。いずれも単純な解はな

いが、実例や経験を交換することは有益であった。 

・ 予習・復習の時間。長時間を必要とする重い課題を要求すると履修放棄やドロップアウトが増えてしま

う。受講者の意欲を失わせずに学習効果を上げるために分量・難易度を適切に設定する必要がある。 

・ 予習・復習のどちらが効果的か？体系的な基幹科目とトピカルな科目では違うか。どちらが効果的か。 

・ 学生の学習状態（とくに脱落者）の把握、個人ケアをどこまでおこなうべきか。 

・ グループワークは学生の自主的な学習を促し、参加意識を高めることが期待されるが、人数による効果

の違いや、消極的な参加者や、評価の難しさという問題がある。 

・ 講義における動画・演示実験は、学生の「食いつきをとる」方法としては有効だが、必ずしも深い理解

につながらず、準備や時間を要するので、少数にとどめるべき。 

・ 全員が達成すべき基準を定めた「達成度」重視授業では、優れた学生は学ぶことが少なく、その学力を

伸ばすチャンスが得られない。 

 

 

ワークショップグループ③ 

 討論テーマ「教育環境について（オンライン・ICT 教育（MOOCs 等）、講義室の環境設備）」 

座長：二宮 祥一（イノベーションマネジメント）、高原 弘樹（機械物理工学）、 

西原 明法（人間行動システム）、笹本 智弘（物性物理学）、中島 信孝（生命情報）、三重 正和（化学環境学）、 

宮原 正也（電子物理工学）、中島 祥子（附属科学技術高等学校）、十代田 朗（情報環境学） 

 

「教育環境について」という題であったが、 当セッションではその範囲を広く捉えて (1)講義環境の設備的

側面 (2)アクティブラーニング (3)反転授業 (4)教材開発 (5)カレッジ制 の五つについて討論を行なった。 こ

のように討論内容が広がったのは、 WS 参加者が講義・授業だけを単独で論じることにあまり興味を持たなか

ったからである。 

(1)については兎に角大きい黒板が良い(ホワイトボードではなく)ということとスクーンと黒板の両方が使え

るようになっていて貰いたいという以外には目立った意見は無かった。 

(2)については実際にアクティブラーニングの一つであるフィールドワークを教育の中心として行なってい

る参加者から、 時間管理(他の講義との関係、夜間の作業)、安全管理(キャンパス外での作業がある)、以上の

点に関するサポート体制、 が問題となっているという報告がされた。 

(3)については反転講義を実践している参加者から、ビデオ教材は一度作成すれば再利用が可能であるが作成
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の労力はかなり大きくサポート体制が必須であることおよび受講する学生は通常の講義よりも負荷が高くなる

ということの報告があった。 

(4)については動画教材を始めとするオンライン教材の開発は、 教材開発コスト、法的問題(著作権等)の孕む

リスクの問題が大きく、 サポート体制が必須であるという意見が多く、 関連して MIT のオープンコースウェ

アの作成には多大な費用がかけられているという指摘もなされた。 

(5)は数人の参加者からのOxford/Cambridge式カレッジが現在の学生の抱える多くの問題に有効ではないか

という意見である。 

以上の議論をまとめるならば、 学生の生活を含めて学習・研究環境を設計する必要がありその結果として設

備やサポート体制がある、 ということになると思われる。 つまり今回の FD のテーマである「良い授業」は

そのように設計された学習・研究環境のなかの講義時間中/講義室内の部分に過ぎないということである。 

 

 

ワークショップグループ④ 

 討論テーマ「教育環境について（オンライン・ICT 教育（MOOCs 等）、講義室の環境設備）」 

座長：西條 美紀（留学生センター）、村上 聡（分子生命科学）、植之原 裕行（物質電子システム創造）、 

櫻井 修（材料工学）、山﨑 敬久（機械宇宙システム）、中村 隆志（情報環境学）、髙山 俊男（メカノマイクロ

工学）、那須 智（人間環境システム） 

 

以下の二つの柱について議論した。 

１．教室環境整備 

教育改革の方向性を考えると大講義室とアクティブラーニング対応の小さな講義室の両方が必要になる。現

況では後者の整備が先行しているが、当面必要になるのは前者であり、ニーズと逆行しているのではないかと

いう懸念が表明された。オンライン教材については、大学全体で共通に使えるような教材を集中的に整備する

必要がある。安全講習や疫学研究倫理審査等の内容は全学の学部学生・大学院生が知っておくべきことであり、

全学共通の教材としてよい。オンライン教材化にあたっては、教員は材料を提供できるが、視聴に耐えるもの

にするには外部の力を借りる必要があるとの意見がだされた。オンライン教材の問題点として、 ①著作権に

より一層の配慮が必要、②学内限定のものが学外に漏れる可能性が増大、③理解度チェックのための工夫が必

要との意見が出された。 

 

２．アクティブラーニング（グループワークの問題点と解決策） 

以下のスライドにまとめられるような議論をした。いずれにしても教育改革には、学生に気概を持たせると

同時に、一定の基準に達しない学生は「落第させることも辞さない」大学の気概も重要であるとの結論に達し

た。 

 

 

ワークショップグループ⑤ 

 討論テーマ「教育改善について（授業評価，ＦＤ，各部局での教育改善状況）」 

座長：千葉 敏（原子核工学）、奥野 喜裕（創造エネルギー）、熊澤 逸夫（物理情報システム）、 

秦 茂則（大学マネジメントセンター）、北島 昌史（化学）、多田 英司（物質科学）、竹内 希（電気電子工学）、 

千々和 伸浩（土木工学）、中山 実（人間行動システム） 
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教育改善に向けて教員個々は相応の努力をしているが学生の意識とのギャップが大きいことが多々あり、学

生の意欲をどのように高めるか、また社会に貢献できる人材を育成するために何をするべきかなどについて話

し合った。内容は大きく分けて①教員個人のための教育能力改善のための方策と、②組織として教育能力を改

善するための方策である。また各組織での教育改善の取り組みの現状についての紹介を行い、最後にフリーデ

ィスカッションを行った。教員個人のための教育能力改善のための方策については、本 FD 研修で紹介のあっ

たアクティブラーニングや反転教育などの新規な教授法のスキル習得の研修会や、上手な先生の授業をグッド

プラクティスとしてビデオ化して紹介するなどの研修会が学内、あるいは FD 研修の一環としてあっても良い

のではないか。ビデオ教材については貸し出し形式にするとわざわざ借りに来ることはないので、半強制的な

研修会や FD 研修の一貫がよいと思われる。それは FD 研修の有効化にもつながる。組織での取り組みとして

は、理学系の学科を超えた（グッドプラクティス）授業参観、化学系における長年に亘るカリキュラムの構築、

電気電子系における若手 FD の紹介、土木工学科における助教も選考会議に参加あるいは助教会での取り組み、

金属工学科での業界や社会の要請を受けたカリキュラムの改善、原子核工学専攻におけるマルチラボトレーニ

ングやリーディング大学院における道場制等についての紹介と議論が行われた。 

 

 

ワークショップグループ⑥ 

 討論テーマ「教育改善について（授業評価，ＦＤ，各部局での教育改善状況）」 

座長：上野 修一（通信情報工学）、冨田 育義（物質電子化学）、三好 直人（数理・計算科学）、 

上野 雄一郎（地球惑星科学）、田中 浩士（応用化学）、中戸川 仁（生体システム）、山邑 紘史（社会工学）、 

室田 真男（人間行動システム）、西方 敦博（人間行動システム） 

 

本グループでは、授業評価、FD、各部局での状況などの観点から教育改善について話し合いました。現行の

授業評価に対しては、ほとんどの教員が授業に役立てているようですが、点数の信頼性、学生の動機などに関

して疑問の声がありました。改善点としては、学生が自由に意見を述べたり、教員が個々に質問項目を追加し

たりできるように質問項目を再構成する案などが出ました。また、回答率向上のために、回答しないと成績が

参照できないようにするなどのちょっと過激な案もありました。これに関連して地球惑星科学科の学生主体の

授業評価の事例が披露されました。これは、学生が教員を含む学科全構成員を前にすべての講義の評価を発表

するというちょっと衝撃的なものですが、学生と教員の相互理解の役に立っているということでした。この事

例も授業評価の改善に役立つかも知れません。 

現行の FD 研修は教育について考える大変よい機会ですが、これから始まる教育改革に関連して、英語授業、

授業設計、アクティブ・ラーニングなどに対するマニュアルや講習会等を求める声がありました。幸いなこと

に、もうすぐ教育マネージメントセンターが出来てこれらの支援をお願いできることになると伺っています。 

各部局での状況としては、理学部で教員相互の授業参観が実施されていることが紹介されました。評価の難

しさが指摘されましたが、模範的な授業を参観することは教育改善に繋がるのではないでしょうか。 
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社会人教育院では、2010 年度より蔵前工業会と共催で講演会シリーズを開催しています。 

2014 年度は 8 月下旬から 10 月上旬にかけて、第 1 回講演会「未来（あした）をつかもう！ ～健康長寿へ

の自助努力と環境整備～」を 5回シリーズで開催しました。 

5 名の講師が登壇、それぞれ異なる専門的見地から、日本の"未来（あした）"の健康長寿社会実現に向けた

新たな視点をご紹介しました。 

 

 8 月 25 日 
「スポーツ用義足の歴史と機能～義足スプリンターは人類最速になりうるか？～」 

産業技術総合研究所 デジタルヒューマン工学研究センター研究員 保原浩明氏 

 9 月 1 日 
「こどもの健康と体力 ～これからの日本人を健康に育てるために～」 

順天堂大学 大学院スポーツ健康科学研究科 科長 内藤久士教授 

 9 月 8 日 
「歩きやすい町と健康」 

東京医科大学 公衆衛生学分野 井上茂主任教授 

 9 月 29 日 
「健康のための"錬筋術"」 

東北大学 大学院医工学研究科 永富良一教授 

 10 月 6 日 
「運動と食事のエネルギー収支 ～運動と食事の正しい理解～」 

東京工業大学 大学院社会理工学研究科 林直亨教授 

 

この中で、本学の林直亨教授の講演会（10 月 6 日）では、運動をした際・しない際の危険についての説明の

後、運動してもやせることを実感できない理由について、計測誤差の観点や、運動・食事に伴うエネルギー収

支の面から、具体的な計算例を挙げて説明されました。一方で、運動は、生活習慣病（メタボリックシンドロ

ームやロコモーティブシンドローム）予防に有効であり、メンタ

ルヘルスやガン予防にも好ましい効果があることについて、最近

の研究成果を交えて強調されました。講演後の質疑応答は大変活

発で、参加者の健康や運動・食事に対する関心の高さが伺えまし

た。 

5 回の講演会の参加者数はのべ 141 名でした。 

講演会参加者アンケートでは、「大変面白い・役に立つ」、「面

白い」、「普通」、「あまり面白くない」の 4 段階評価のうち、上２

つの高評価が約 95 パーセントを占め、おおむね参加者の満足を

得ることができたようです。また、2009 年度から社会人教育院

で開催している講演会へ 2 回以上参加した、と答えた方が 70 パ

ーセントを超え、リピーターの多さも伺えます。 

社会人教育院では、今後も蔵前工業会と共催での講演会を予定

しています。2014 年度第 2 回の講演会は、2015 年 2 月上旬から

3 月中旬にかけての 5 回シリーズで、「リベラルアーツ ～輝く未

来へ～」を開講致します。ぜひご期待ください。 

 

講演会「未来（あした）をつかもう！
〜健康長寿の自助努力と環境整備〜」開催報告 

講演する林直亨教授 
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平成 26 年度「東工大挑戦的研究賞」授賞式が 11

月 10 日に行われました。 

この賞は、本学の若手教員の挑戦的研究の奨励を目

的としています。世界最先端の研究推進、未踏分野の

開拓、萌芽的研究の革新的展開、又は、解決が困難と

されている重要課題の追求等に果敢に挑戦している、

独創性豊かな新進気鋭の研究者を表彰するものです。

第 13 回目の今回は、13 名が選考されました。なお、

受賞者には支援研究費等が贈呈されます。 

 

授賞式では、三島学長から受賞者に賞状の授与及び今後さらなる活躍を期待する旨の激励の言葉がありまし

た。ついで受賞者代表 2 名から、採択された研究課題についてのプレゼンテーションが行われました。 

 

 

 

氏名 所属 職名 研究課題名（ * は学長特別賞） 

 カールマン タマシュ 
大学院理工学研究科 
（理学系）数学専攻 准教授 低次元トポロジーと代数的組合せ論 

 谷津 陽一 
大学院理工学研究科 
（理学系）基礎物理学専攻 助教 

突発天体のための超小型 X線偏光計観測衛星の開
発 

 太田 健二 
大学院理工学研究科 
（理学系）地球惑星科学専攻 講師 

* 下部マントル鉱物の音速測定から探る地球深
部の化学組成 

 吉松 公平 
大学院理工学研究科 
（工学系）応用化学専攻 助教 

電気化学トランジスタによる超伝導デバイスの
実現 

 宮島 晋介 
大学院理工学研究科 
（工学系）電子物理工学専攻 准教授 

超高効率ペロブスカイト・シリコンハイブリッド
太陽電池の実現 

 小倉 俊一郎 
大学院生命理工学研究科 
生物プロセス専攻 准教授 

アミノレブリン酸投与後のポルフィリンを用い
たがん検診システムの開発 

 大窪 章寛 
大学院生命理工学研究科 
分子生命科学専攻 准教授 人工 U1snRNA を用いた革新的遺伝子治療の開発 

 稲木 信介 
大学院総合理工学研究科 
物質電子化学専攻 講師 微粒子の選択的多官能化と機能材料への応用 

 鈴木 大慈 
大学院情報理工学研究科 
数理・計算科学専攻 准教授 

* 高次元大量データにおける構造的学習の統計
理論と計算手法 

 田原 麻梨江 精密工学研究所 准教授 
弾性管の音響特性を利用した人にやさしい「たお
やかな」触覚センサの開発 

 中島 清隆 
応用セラミックス研究所 
セラミックス機能部門 助教 

新規な水中機能触媒を用いた植物由来炭化水素
からの必須化学品原料の環境低負荷合成 

 松石 聡 元素戦略研究センター 准教授 
電子ドナーとしての水素アニオン活用による新
電子機能物質探索 

「東工大挑戦的研究賞」
授賞式実施―独創性豊かな若手研究者に― 

 平成 26 年度「東工大挑戦的研究賞」受賞者一覧 
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 雨宮 智宏 
量子ナノエレクトロニクス 
研究センター 助教 

紫外線硬化樹脂による光細線を用いた InP/Si ハ
イブリッド光集積モジュールの開発 

   （所属順・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

11 月 19 日、平成 26 年度永年勤続者表彰式

が行われました。この表彰は永年（他国立大学

等を含む勤続 20 年、うち本学勤務 10 年以上）

職務に精励した教職員を対象とするもので、今

回表彰された教職員は 45 名でした。 

表彰式では、三島学長から一人一人に表彰状

の授与と記念品の贈呈が行われ、永年の功労に

対して祝辞が送られました。続いて表彰を受け

た教職員を代表して大学院社会理工学研究科

梶雅範教授からの謝辞がありました。 

今回表彰された教職員は次のとおりです。 

 

 

所属 職名 氏名 

1 大学院理工学研究科数学専攻 准教授 磯部 健志 

2 大学院理工学研究科物性物理学専攻 教授 齋藤 晋 

3 大学院理工学研究科化学専攻 准教授 河合 明雄 

4 大学院理工学研究科化学専攻 助教 大塚 拓洋 

永年勤続者 45 名を表彰

梶雅範教授による代表謝辞 

 平成 26 年度東京工業大学永年勤続表彰者一覧 
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5 大学院理工学研究科地球惑星科学専攻 助教 岡元 太郎 

6 大学院理工学研究科材料工学専攻 教授 坂井 悦郎 

7 大学院理工学研究科材料工学専攻 准教授 河村 憲一 

8 大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻 教授 森川 淳子 

9 大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻 准教授 川内 進 

10 大学院理工学研究科応用化学専攻 准教授 岡本 昌樹 

11 大学院理工学研究科機械制御システム専攻 教授 奥冨 正敏 

12 大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻 助教 桃園 聡 

13 大学院理工学研究科情報通信工学専攻 准教授 山岡 克式 

14 大学院理工学研究科建築学専攻 准教授 塚本 由晴 

15 大学院生命理工学研究科分子生命科学専攻 教授 湯浅 英哉 

16 大学院生命理工学研究科生体システム専攻 助教 田中 利明 

17 大学院生命理工学研究科生体分子機能工学専攻 准教授 森 俊明 

18 大学院総合理工学研究科材料物理科学専攻 准教授 木村 好里 

19 大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻 教授 田村 哲郎 

20 大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻 教授 末包 哲也 

21 大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻 准教授 沖野 晃俊 

22 大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻 教授 寺野 隆雄 

23 大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻 教授 三好 直人 

24 大学院情報理工学研究科計算工学専攻 准教授 西崎 真也 

25 大学院社会理工学研究科経営工学専攻 教授 梶 雅範 

26 大学院社会理工学研究科社会工学専攻 教授 中井 検裕 

27 原子炉工学研究所 助教 松浦 治明 

28 像情報工学研究所 教授 宗片 比呂夫 

29 地球生命研究所 教授 廣瀬 敬 

30 学術国際情報センター 教授 権藤 克彦 

31 附属科学技術高等学校 教諭 石川 幸治 

32 監査事務室監査総括グループ 主任 菊地 徹 

33 総務部広報・社会連携課広報・社会連携グループ 主任 乙津 昌弘 

34 財務部経理課収入グループ グループ長 太田 邦之 

35 財務部契約課工学系契約グループ 主査 松本 直子 

36 国際部国際事業課国際事業グループ グループ長 渡部 千夏 

37 学務部教務課大学院グループ 主任 室井 浩二 

38 学務部教務課学務 ICT グループ グループ長 内田 康司 
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39 研究推進部 部長 吉野 明 

40 施設運営部施設総合企画課総務・契約グループ 主任 井上 幸太郎 

41 施設運営部施設整備課建築グループ グループ長 七部 俊夫 

42 すずかけ台地区事務部会計課調達グループ グループ長 西村 圭司 

43 すずかけ台地区事務部学務課学生支援グループ 主任 大塚 洋一 

44 大岡山第一事務区工学系研究教育支援第 2グループ 主任 小野寺 真美 

45 技術部情報基盤支援センター 技術専門員 太刀川 博之 

   （所属順・敬称略）

 

 

 

 

 

 

 

11 月 19 日に東工大特別賞の授与が行われました。この表彰は、多年にわたって研究教育の円滑な推進に寄

与し、かつ、勤務成績が優秀と認められる大学職員に対し行われているものです。今年度は 3 名が表彰を受け

ました。表彰式では、三島学長より表彰状の授与と報奨金目録の贈呈が行われました。 

今回受賞した職員は次のとおりです。 

 

研究推進部情報基盤課 事務職員（グループ長）  小野 忍 

受賞理由 「TSUBAME を始めとする情報基盤整備事業に長年に渡り大いに貢献」 

 

技術部ナノ支援センター 技術職員（技術専門員）  田村 茂雄 

受賞理由 「ナノ構造造形支援に用いる電子光学装置維持・管理への多大な貢献」 

 

平成 26 年度「東工大特別賞」を授与

 平成 26 年度「東工大特別賞」受賞者 
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技術部基盤技術支援センター 技術職員（技術専門員）  今井 雅三 

受賞理由 「原子炉研における長年の放射線管理業務と技術部員としての貢献」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 12 月 16 日、技術職員を対象とした職務

表彰式が、学長室で行われました。職務表彰とは、職

務上の功績があった職員を表彰し、職員の勤労等に報

いるとともに、他の職員の勤労意欲を高め、大学の発

展に寄与することを目的として行われているもので

す。従来、事務職員を対象としていましたが、今回、

初めて技術職員が表彰の対象となりました。 

職務の遂行にあたり、大学の業務運営に貢献し、成

績顕著と認められた技術職員 3名に対し、表彰状の授

与が行われました。 

今回表彰された職員は次のとおりです。 

 

 

所属 職名 氏名  

1 基盤技術支援センター 技術専門員 石澤 砂月 
「土木建築実験工場の安全指導と管理体制構築に
対する貢献」 

技術職員職務表彰式 3 名を表彰

 技術職員職務表彰者一覧 
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2 基盤技術支援センター 技術職員 関 栄 同上 

3 すずかけ台分析支援センター 技術専門員 清 悦久 
「卓越した技術による全学研究支援とセンター運
営への多大な貢献」 

 

 

 

 

 

 

附属図書館では、所蔵資料の利用促進のため、1年を通じて企画展示を行っています。 

テーマは 2～3ヶ月毎に変更します。基本的には図書館サポーターの学生が本を選び、ポスターや配布用のリ

ストとコメントを書いたポップの作成を行っています。 

2014 年度前期に実施した展示を紹介します。 

 

 

図書館サポーター推薦：新入生にすすめる本 

［展示期間：4 月 1 日〜5 月 28 日］ 

毎年 4 月には、図書館サポーターの学生が新入生におすすめの本を選んで

展示します。今年度は学習の手助けとなる本、一人暮らしを応援する本など

大学生活の役に立つ本や、気軽に楽しめる小説が紹介されました。初めて図

書館を訪れた新入生の多くが展示の前で立ち止まり、ポップに書かれた先輩

からのメッセージを読んでいました。 

 

 

 

 

東工大事務職員にすすめる本（大岡山本館のみ） 

［展示期間：6 月 4 日〜6 月 30 日］ 

初めて事務職員を対象とした企画を実施しました。附属図書館は学生・教

職員の学習・研究を支援するため、理工系分野の専門資料を中心に収集して

いますが、所蔵資料の中には大学運営・改革に関する本、スキルアップや気

分転換に役立つ本など、事務職員にも活用できる本がたくさんあります。職

場にある身近な図書館を活用していただくため、図書館職員が本を選んで展

示しました。これまで図書館を利用したことがなかった方が来館したほか、

学生や教員も普段と異なる趣旨の展示に興味を持つなど、大変好評でした。 

 

2014 年度前期の附属図書館企画展示
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図書館サポーター推薦：あれこれジャパン！〜日本文化を知ろう〜 

［展示期間：7 月 25 日〜9 月 30 日］ 

2013 年に富士山が世界文化遺産に、和食が無形文化遺産に登録され、日本

や日本文化に注目が集まっていることを背景にテーマを選びました。日本文

学の名作、日本文化にまつわる図書、地図帳など、日本を様々な観点から知

ることのできる展示となりました。展示期間中にオープンキャンパスで東工

大を訪れた高校生も、理工系分野の資料とは異なるコレクションを見て楽し

んでいました。 
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