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　理工学術院は2007年に再編された基幹理工学
部、創造理工学部、先進理工学部の３つの学部お
よび対応する大学院の研究科が母体となっていま
す。それに加えて理工系関連の埼玉県本庄キャン
パスにあります大学院の国際情報通信研究科、環
境エネルギー研究科および北九州キャンパスにあ
ります大学院の情報生産システム研究科が組織の
中に入り、また理工学術院総合研究所も組織の中
に入っています、いわば早稲田大学の理工系をほ
とんど包含した教員研究の組織です。2010年の４
月からは我国では初めての試みである二つの異な
る大学間で大学院の共通の専攻を持つ三つの共同
専攻が東京女子医科大学、東京農工大学、東京都
市大学との間で発足しました。また半数近くの学
生を社会人から受け入れ、日本の競争力の源泉で
ある「ものづくり」に代表される価値創造産業の
事業経営リーダーを養成する大学院の新しい専攻
である“経営デザイン専攻”も2010年４月から立ち
上がりました。
　ところで早稲田大学理工学術院の教育・研究は
100年以上の伝統の上に築かれ、常に先進性や創
造性を求めてきました。我々の教育・研究は我国
や諸外国の中でもトップレベルにあると自負して
います。
　教育面では学部の１・２年次は英語、複合領域教
育に加えて物理、化学、生物、情報などの基礎教
育と伝統的で実践的な実験教育に重点が置かれ、
３年次から大学院にかけて各分野の専門教育が行
われております。その中で英語は従来の英語教育
から脱却し、英語の理解力、表現力、発表力、文
章力などの実践的な英語教育が理工系外国人教員
を中心に行われています。すなわち理工系学生の
卒業後の国際的活躍に備えた授業が展開されてい
ます。2010年9月からは、文部科学省の「国際化

拠点整備事業（グローバル30）」の上位で採択さ
れた、外国人学生を対象にした英語のみで授業が
行われる理工系国際教育プログラムが始まりまし
た。今後キャンパスにはこれまで以上に多くの留
学生が学び、自然と国際的な環境や雰囲気が醸成
されるものと思われます。
　一方、研究面では、理工学の多くの分野で国内
の学協会ばかりでなく海外の学協会からも注目さ
れる研究が数多く発表され国際会議や国際シンポ
ジウムに教員ばかりでなく多くの大学院生が参加
し、高い評価を得ています。
　研究の展開に伴い、博士課程の学生の育成にも
重点が置かれています。早稲田大学の博士課程対
象の奨学金は、授業料の大部分をカバーできる制
度のため、博士課程の進学者数が以前に比べ、大
きく増加しています。
　ところで前世紀の20世紀は、科学技術の長足な
発達に伴い、人類の生活は豊かになり、便利になり
ました。その一方で負の遺産とも言うべき、環境汚
染やごみの問題、資源の枯渇問題等を招き、地球
温暖化の防止は21世紀の極めて大きな課題となっ
ております。また人口増加に伴う食糧危機、地域に
よる貧富の差の拡大等々、地球規模の大きな問題
を21世紀は抱えており、人類にとって真の豊かさ
を検証すべき時期に来ています。これらの問題の解
決には新たな思想と新たな科学技術のパラダイム
が求められています。理工学術院では最先端の教
育・研究を展開して、このような21世紀の課題の
解決に取り組んでおり、21世紀を担う、国際的で
倫理観を持った元気のいい多くの若者を世の中に
送ることが私どもの使命と考えて、教育・研究に邁
進しております。卒業生の皆様の、国内はもとより
国際社会での今後の活躍と、新入生の皆様の理工学
術院における今後の成長を強く期待しております。
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　入学おめでとうございます。高校から大学という転換点に立
ち、大きな期待をお持ちのことと思います。大学での学習とは
何か、そしてその先にある研究とは何かについて少しだけお話
ししたいと思います。大学においては、数学、物理といった高
校時代に馴染みのある学問だけでなく、機械工学・情報通信
学・電子光システム・表現工学などのように、主要科目として
は習っていなかった学問を学びます。皆さんはこれらの学問を
習うに足る準備はできていますが、その内容は皆さんの予想を
はるかに超えた非常に高度な状態にあります。良い意味で、皆
さんは期待以上のものを学習することになります。
　基本的には数学は自然現象を記述する言語になります。ニュー
トンパラダイムである微分方程式を解いて現象を予測できるこ

　諸君、今、大きな人生の節目を迎え、気分を一新されている
ことと思います。そうした皆さんにぜひとも考えていただきた
いことがあります。私たち、「創造」を冠したスクールに所属し
ている学生と教員は何を創造することを目指しているのでしょ
うか。これは、各自に深く問いかけていただきたい命題です。
正解はないかもしれません。私自身の理解は「人間を中心に据
えた社会的文化的環境の創造」です。この社会的文化的環境を

　社会に重く漂う閉塞感は、時代が世界規模で大きく変わりつ
つある現実に、わたくしたちが目を閉じていては対処できない
ことを示しています。世界はボーダレスで、科学技術と産業の
大競争時代に入りつつあります。国際競争力をもって、社会を
豊かで持続的に発展させる活路は、高い研究能力とグローバル
なスキルで、変貌する社会に踏み込める理工系の人材によって

とだけでなく、数学の威力に驚くことでしょう。特殊相対性理
論は大学１、２年生で学びますが、量子力学のシュレーディン
ガー方程式も３年生までには多くの皆さんが学びます。アイン
シュタインの考えた宇宙方程式やそれから更に先の宇宙論など
を数式ベースに理解することもそれからすぐ先です。スーパー
コンピュータを作る、それを使ってシミュレーションをして天
気予報をする、物理法則を記述する方程式を解くなど先端科学
に繋がる道も、すぐそこです。なにしろ、大学に入学して、学
部・修士・博士課程の９年間を過ごすと博士論文を書いて博士
になる人が出てきます。すなわち、９年も経つと誰も知らない
理論をあなたが作ったり、人類・社会を支える技術を作ってい
たりするようになるのです。あなたの中にある才能を磨いてい
けば、信じられないような高みに到達することを保証します。
あなたが、その出発点に、今立っていることを自覚して下さい。
　人間は自分がどのような才能をもっているか解かりません。
しかし、皆さんの先輩は、自分を磨くことによって、驚くよう
な才能を発揮してきています。皆さんもその仲間に今日から入
るのです。

『ミリュー（milieu）』と呼ぶこともできます。ミリューとは新
しい価値が生まれ出る母体としての環境に他なりません。
　５つの専門学科に共通するのはフィールドを有しているとい
うことです。机上の数式やモデルだけでなく、また、研究室や
実験室だけでなく、創造理工にはフィールド、すなわち、現場
が存在します。それは、教育・研究の場が学外の実社会に存在
するということと同時に、教育・研究成果を還元すべき実社会
が存在するということを意味します。学園と社会のダイナミッ
クな相互補完関係の中で、ミリューの創造を目指し、理工学を
基礎とする革新的なエンジニアリング、デザイン、マネジメン
トを学ぶのが「創造」を冠したスクールです。
　皆さんの前途が輝かしいものとなるよう、教職員は努力を惜
しまないことを約束します。
　入学おめでとうございます。

切り拓かれる、といっても過言ではありません。先進理工学部
では、高校で学んだ物理、化学、生物のそれらを大学レベルで
深く、しっかり実験とあわせて学習し、専門の基礎力としてき
ちっと身に付けてもらうことから始まります。高学年･大学院で
は、世界水準の研究に参加しての鍛錬とあわせて、社会の問題
や課題に挑戦してその道筋を示していく「実践的な力」を修得
する機会があります。早稲田には伝統的に在野精神があって、

「志をもった」学生が多くいます。皆さんにも「私は将来こう
なるんだ」という夢を語ってほしい。早稲田大学の校歌の一番
に「現世を忘れぬ久遠の理想、輝く我らが行く手を見よや」と
あります。夢や理想を語る勇気と、それを実現する知識と技量
の修得を、支援していきたいと思ってます。

大石 進一

後藤 春彦

西出 宏之

大学での学習と研究

何を「創造」するのか？

現世を忘れぬ久遠の理想
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研究科長

創造理工学部長
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研究科長

Oishi, Shinichi

Goto, Haruhiko
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　早稲田大学では、「早稲田から WASEDA へ」の標語に見ら
れるように、大学の国際化を急速に進めています。理工学術
院でもこの流れに呼応して、学術院全体の国際化に取り組ん
でいます。2010 年９月には、学部、修士課程において英語
のみを用いて卒業できる国際コースが始まり、留学生が来日
しました。これで英語のみを教授言語として、学士、修士、
博士の各課程を修了できるコースがそろったということにな
ります。この国際コースは 2009 年度に文部科学省が英語の
みを教授言語として学位取得可能なコースを新設する大学に
支援を行う「国際化拠点整備事業（グローバル 30 ）」を公募
し、本学もこれに申請・採択されたことによって発足して 
います。

　今のところ、すべての学科、課程で国際コースが始まったわけ
ではありませんが、今後、このコースを理工全体に拡充する方
向で検討し、アジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパなど、
広範な国々から積極的に優秀な留学生を受け入れて行きたいと
考えています。日本人の学生にとっては世界各国から早大理工
に集う留学生と交流を深めるほかに、英語を用いた専門科目の
講義を受講することにより、日本に居ながら国際的な研究発表
能力、研究遂行能力を高めて行くことができます。理工学の分
野でも国際競争力をさらに高めることが日本の将来のために必
須の条件となりつつあります。皆様の理工国際化への協力、参
加を強く呼び掛けたいと思います。

文：理工学術院長補佐　国際化担当　柴山知也

理工学術院国際コース開始

国際コース歓迎会

ニュースメッセージ NEWSMESSAGE

　2010年９月、英語による授業のみで学位を取得できる国際
コースの第一期生が入学しました。
　教職員をはじめ、在学生も一期生の皆さんの入学に胸躍らせ、
一期生歓迎会を企画・開催しました。
　この歓迎会は、創立54年になる早稲田大学公認サークルWIC

（早稲田国際学生友好会）、創立40年を超える国際交流サーク
ル・虹の会、中国人留学生会、韓国人留学生会の皆さんに参加
いただいた、学生主導の会となりました。
　企画段階では、日本語学習歴がなく、英語しか話せない一期
生の皆さんのために、会の使用言語を英語にするか、あるいは
日本語と英語を用いるか、議論も展開されました。
　結局、在学中の日本人学生の皆さんも留学生の皆さんもある
程度英語ができるため、英語による歓迎会を開催することにな
りました。
　企画に携わった学生さん達はとても熱心で、数回の打合せを
経て、宣伝、司会の選出、備品準備、受付・会計係を決定する

　その次はグループ単位でのゲームタイム。早稲田大学に関す
るクイズが出題されました。みんなが知っている早稲田生の基
礎知識にも関わらず、英語で聞かれると在学生も分からなく
なったり、クイズが進むほど難しくなり、盛り上がりをみせて 
きます。
　クイズの次の、アナグラムと呼ばれるアルファベットを並べ替
えて別の意味の単語にさせるゲームでは、会場が一気に静かに
なり、みんながモニターに注目。英語力勝負のゲームのため、
留学生が大活躍でした。最後は各団体の代表のあいさつで歓迎
会が締めくくられました。
　次回の歓迎会でも、「交流」はもちろんのこと、「体験」の時
間も設け、全員が参加できるゲームを盛り込むなど、学生同士
の交流を深めることで全員が一致しました。
　次回の歓迎会を楽しみにしています。在学生の皆さんもぜひ
ご参加ください。

文：理工学術院統合事務・技術センター　教学支援課　姜竹
等、各々の役割をきっちりと
果たしていました。
　いよいよ歓迎会当日。新入
生、在学生含め130人が参加
し、会場が大変賑わいました。
　最初は30分のフリータイム
です。お寿司、デザート、果
物、小皿料理を大量に用意し
たつもりでしたが、開始30分
後には完食！
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　世界各国の高校生が化学の力と技を競う国際化学オリンピッ
ク（IChO）が、2010年７月19日～28日に日本で初めて開催さ
れ、実験試験が22日に西早稲田キャンパスで実施されました。
また27日の閉会式・表彰式は大隈講堂で開催されました。
　IChOは1968年から毎年世界各地で開催されており、第42回
となる日本大会には68の国・地域から史上最多となる267名の
代表生徒が参加しました。実験試験当日は宿舎の代々木オリン
ピックセンターからバスで西早稲田キャンパスに到着、57号館
で安全に関する説明を受け、昼食をとった後、56号館の実験室

　2010年10月6日、Dr. Carlo Rubbia氏（CERN教授）をお迎え
し、63号館201教室において特別講演会を催しました。会場は、
学生やスタッフ、先生方で満席となり、講演会時間を大幅に超
過する程の活発な質疑応答も行われました。ルビア博士は1983
年ヨーロッパの素粒子実験UA1グループを率い、弱い相互作用
の媒介粒子(W/Zボソン)を発見した功績により、翌年、史上最
短でノーベル物理学賞を受賞されました。本講演そのものはそ
の業績についてではなく、彼が現在携わっておられる「エネル
ギー問題の解決」が主題でした。科学者としてのエネルギー問
題への取り組みは、現在-将来に渡り極めて重要な課題であるこ

で5時間に及ぶ試験に臨みました。丁度梅雨明け直後の記録的
な猛暑の時期でしたが、試験の実施には学内の教職員や助手の
方々に準備段階から全面的にご協力頂き、スムーズに進行する
ことができました。その後、24日の筆記試験を経て総合成績が
決定し、閉会式・表彰式が27日に大隈講堂で開催され、無事会
期を終えました。大会開催にご協力頂いた学内の方々に心から
御礼申し上げると共に、今後も変わらぬご支援をお願いしたい
と思います。

文：先進理工学部　応用化学科　本間敬之

とを、具体的な例を挙げながら熱心にご説明して頂きました。
学生からの様々な質問・意見に対し、一つ一つ丁寧にお答えし
ている姿がとても印象的でした。また講演前には私の研究室の
学生達に物理学者としての姿勢もご教授頂きました。その中で
の“Don’t do what you want to do, just listen to what nature tells 
you”というお言葉が非常に印象強く残っています。また、最後
に色紙に”With my best wishes for a great success of this nice 
team”という言葉も残して頂きました。今後のルビア氏のさらな
るご活躍を楽しみにしております。

文：理工学術院総合研究所　寄田浩平

国際化学オリンピック～日本初開催 ノーベル賞受賞者、カルロ・ルビア氏、講演会開催

2010カー・オブ・ザ・イヤー最終選考会・シンポジウム開催
語ろう、環境に優しい車の未来 ─技術・デザイン・社会の視点から─

WASEDAものづくり工房を開設

　今回大隈講堂で開催された2010日本カー・オブ・ザ・イヤー
の最終選考会は、初めて内外にも完全に公開された形で行われ、
ユーストリームでも配信される等、その自動車業界の注目が集
まる機会に、シンポジウムを開催し有識者が集い自動車に関す
る様々な問題を、時代の潮流であるエコロジーを念頭にして議
論しました。本校では私小畑正好が司会を務めさせていただく
中、大聖泰弘先生、高橋信之先生、藪野健先生、ゲストでは機
動戦士ガンダム他で有名なメカデザイナー大河原邦男氏、エッ
セイストの岩貞るみこ女氏、モータージャーナリストの西川淳
氏を迎え有意義な御意見を発表していただきました。
　行政からは、講堂内に、ITS（高度道路交通システム）やドラ
イバー同士のコミュニケーションを促進することで、首都高の

交通事故を減らすプロジェクトとして2007年8月にキックオフ
された「東京スマートドライバー」に関する展示が、そして講
堂前には本年度のベストカー１０台が展示され終日充実したイ
ベントの開催となりました。
　選考会ではホンダ技研工業のハイブリッドカーCR-Zが本年度
日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、ハイブリッドカーに匹
敵する高燃費を実現したフォルクスワーゲンのポロがインポー
トカー賞を、斬新なデザインと価格性でプジョーのRC-Zが特別
賞を受賞しました。
　そして学生達によるベストカーのアンケートを徴集しメー
カーやメディアに動向の資料として納め好評を頂きました。

文：基幹理工学部　表現工学科　小畑正好

　2010年４月、61号館１階東南側に「WASEDAものづくり工
房」を開設しました。
　科学技術の進歩は、工業製品の高品質化、多機能化、低価格
化をもたらし、我々の生活をより便利にしています。その一方
で、必要なものを手軽に手に入れることができる近年において
は、自分でものを作るという動機付けが希薄になってきている
ことも事実です。
　これまで我が国の産業基盤を支えてきたものづくりへの危機
感から、国がものづくり産業を担う人材育成に力点を置き、国
立大学を中心にものづくりに関する実践的な教育プログラムを
開始しています。
　本学においてもWASEDAらしさを追求した「ものづくり空間」
の実現を目指して学生・職員でプロジェクトチームをつくり、
2008年度から検討を開始しました。

　学生にとってどのような空間が最も適しているのか、どのよう
な雰囲気が必要かなどについて議論し、それらの結果を踏まえた
うえで、「高いレベルで切磋琢磨できる空間」として「WASEDA
ものづくり工房」の開設に至りました。
　「ちょっとしたものづくり」から「本格的なものづくり」ま
で自由に利用することができ、総合大学の強みを活かした人的
ネットワークを構築することができる、そんな場が「WASEDA
ものづくり工房」です。
　今後、世界の舞台での活躍を期待される本学の学生のみなさ
んが、より高い「発想力」「人的ネットワーク」「積極性」「実
行力」を身に着け、磨くことのできる「WASEDAものづくり工
房」を大いに活用してほしいと思っています。

文：理工学術院統合事務・技術センター　高木祐治

ニュースニュース NEWSNEWS

写真提供：化学オリンピック日本委員会
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　早稲田大学に入学して始めに思ったのは、やはりとても勉強
しやすい所です。宿題やテスト勉強が思ったより早く終わるの
で、その分友達と出かけたりできます。
　僕の性格はオープンなのですが、少し人見知りなところもある
のですが、早くも色々な国の友達が出来てとてもうれしいです。
　入学したばかりの頃はいつも一人で食べたり、行動したりし
ていたものの最近では、歩いている時やお昼ご飯、夜ご飯とか
の時はいつも親しくなった友達がいつもとなりにいます。
　正直に言うと、こんなに早くも大学に慣れた事にすごくびっ

　私は１年生の頃からキャンパスツアーをやらせていただき、
２年生になったと同時に英語キャンパスツアーのお話を頂きま
して、英語キャンパスツアーを行うことになりました。
　実際ツアーをやってみると、海外からみえる方は気さくで優し

　2010年８月、米国で行われた「Microsoft Office 世界学生大
会」に、日本代表の１人として参加しました。
　この大会は、Microsoft Office Specialistという資格試験の好
成績者が各国から集まり、競い合うものです。
　その中でも、Excel 2007部門に出場した私は、自分でも驚く

　最も濃密な夏休みだった。独ThyssenKrupp社におけるイン
ターンシップが終わって数ヶ月経つが、この気持ちに全く変化
はない。
　当初、私は海外旅行や外国人との会話経験も皆無。インターン
にかける熱意だけで採用されたような私は、正直不安ばかりだっ

くりしています。ほんらいなら、なじむのにもっと時間がかか
ると思っていましたので、とても、うれしく思っています。
　したがって、早稲田大学に入学して、勉強の時間と友達と会う
時間のバランスがうまく取れているので、すごく満足しています。

い方が多く、私たちガイドが話す言葉を熱心に聞いてくれます。
私はそのような方たちを目の当たりにし、自分の英語力のなさを
痛感しました。それから英語の勉強をするため、３年生の後期か
ら自主的に英語を取ることにしました。コミュニケーションをと
ることは実際言葉がなくてもできますが、やはり西早稲田キャン
パスのように理工の専門用語を説明することはとても難しいの
ですが、言葉というツールを使用することによってもっと幅が
広がります。今後もこのような機会が増え、より多くの人々に西
早稲田キャンパスについてより深く知ってもらうことができたら 
嬉しいです。

ことに世界一となりました。
　初めは、何も資格など持っていない自分に、実力と自信をつ
けるためにとった資格でした。それが、世界にまで羽ばたくと
は、思ってもみないことで、新たな挑戦による可能性の広さを
知らされました。
　また、今大会を通し、パソコンスキルはもちろん、それ以上
に得られたものがありました。それは、人との出会いです。
　日本代表として共に競い合った仲間、各国代表者、関係者の方々。
　年齢や国籍の異なる者と接する、こんな貴重な経験が出来たこと
は、とても良い刺激となり、自分としても、一歩成長できました。
今後も、様々なことに挑戦し、多くのことを得てゆきたいと思
います。

た。だが、現地に到着して考えは一変した。職場の人々は積極
的にコミュニケーションを図ってくれ、とてもフレンドリー。
私の課題はベアリング切削加工時に大量に発生する削り屑をど
うやって効率的に除去していくかについて提案してくれ、とい
うものだった。上司は私の意見を真剣に聞いてくれたし、何度
も議論した。その結果として、私の扱った問題は今後地元で採
るインターン生の課題として引き継がれるまでに評価された。
　最も素晴らしかったのは彼らが敬意を示してくれたことだ。私
は彼らと肌の色や体格、言語も違う。しかし全く差別なく扱っ
てくれ、むしろ彼らは日本人の働きぶりや価値観に尊敬の念さ
え持っていた。だから私はこう思う。若いうちこそ海外に積極
的に出て行くべきであると。本当に最高の体験であった。

国際コースに入学して 英語キャンパスツアーを通して

エクセルの世界チャンピオンになって

海外インターンシップに参加して

エルホスニー  ライアン 向畑 尚子

佐志原 美潮

石㟢 達也

上手いバランス 英語という壁

「Microsoft Office 世界学生大会」
に参加して

素晴らしき海外インターン経験

物理学科
1 年

建築学科
3 年

応用化学科
1 年

機械科学専攻
修士 1 年

Ishizaki, Tatsuya

Sashihara, Mishio

Mukaihata, NaokoElhousni, Ryan

学生生活CAMPUS LIFE 学生生活 CAMPUS LIFE
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　私は、第42回全日本大学駅伝でア
ンカーを走らせていただきました。今
年は出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根
駅伝の３大駅伝優勝という目標をチー
ムで掲げ、出雲駅伝で優勝したなかで
迎えた全日本大学駅伝でした。出雲駅
伝でもアンカーを走らせていただきま
したが、駅伝でアンカーを走るのはそ
の時が初めてでした。アンカーは最終
的な順位が決定する区間です。そう考

　2010年５月21日午前６時58分、小型人工衛星WASEDA-SAT2
が宇宙航空研究開発機構（JAXA）の種子島宇宙センターから宇
宙へ飛び立ちました。自分が携わったモノが自分のはるか頭上
にあると思うと、なんとも不思議な感覚に襲われ、同時に言葉
にできない感動が体中を駆け巡りました。
　私は、この小型人工衛星プロジェクトに参加しました。早稲
田大学初の小型人工衛星プロジェクトであったので、ゼロか
らのスタートで、何もかもが手探りであり、苦難の連続でし

勝てたことはとても自信になりました。これから先まだまだ
沢山の大会に出場することになると思いますが、日頃から応
援してくださるたくさんの方々に感謝してさらに力をつけて 
いきたいです。

えると他の区間を走った時よりも若干緊張しました。結果的に
は出雲、全日本ともに優勝することができ、アンカーとしての
役割は果たすことができたと思います。優勝を狙って実際に優
勝するということは簡単ではないと思うので出雲、全日本と

た。衛星内の基盤作成ひとつとっても、試作品を作っては失敗
し、また新たな試作品を考案するという作業を何度も繰り返
し行いました。途中、予期せぬトラブルやアクシデントに見
舞われ、何度も挫けそうになったこともありましたが、小型
人工衛星プロジェクトの成功を願う仲間たちに支えられ、納
期には何とか小型人工衛星を完成した状態でロケットに搬入 
できました。
　このプロジェクトを通じて、ひとつのモノを作り上げる“モ
ノづくり”の一連の業務を体験できたと思います。たったひと
つの目的を目指して仲間と頑張ってきた日々は、かけがえのな
いものになりました。苦労を共にした戦友と切り開いてきた道
が後輩たちに引き継がれていくことに誇りを感じています。ま
た、このような機会を設けていただいた宮下先生、山川先生、
また、助言をくださいました角田先生、渡辺先生、宇宙航空研
究開発機構（JAXA）の皆さんに深く感謝しております。

　皆さん、入学おめでとうございます。大学は社会へ出るための最終
的な準備をする所です。皆さんは社会へ出てからどの様な役割を果た
そうと思っておられるでしょうか。人生の計画をたて、実行するのは
皆さん自身です。計画をたてるための材料は、日々の授業の中に、
友人との交流の中に、研究室を始めとする専門分野研鑽の場の中に
ある筈です。自分なりのビジョンをもって社会と関れる、自立した
社会人として大学から巣立てるよう、多くの事柄に積極的に挑戦し
てください。そのために教員一同、できる限りサポートをしたいと 
思っています。

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
　大学生になって一番大きな変化は、自分の判断で決めることが格
段に多くなることだと思います。理工系の学生にとって1年次の時間
割は、必修科目でかなり埋まってしまいますが、それでも空いた時
間帯を、どの科目を履修すればよいか、自主的に決めていくことが
大切です。学年が進むにつれて、選択を必要とする機会がどんどん
増えてきます。的確に判断するする力を養ってほしいと思います。
　最後に学習面でのアドバイスを一つ。大学での授業の進度は速い
し、直ぐには理解できない理論・概念が登場するかもしれません。
そんな時、努力を続けていれば、ある日突然わかるようになること
もあります。焦らないで鷹揚に構えることも大事です。

　いよいよ大学生活が始まります。大学は学問をしたいと思う人が
来て、誰にも強制されずに自由に物事を考えることができるところ
です。自分の頭で考え、借り物でない自分の言葉で話す、という習
慣を身につけましょう。私は数学の講義を担当していますが、大学
では与えられた問題を解いて答えが合っていればよい、というわけ
では決してありません。正しく論理が展開でき、組織だった説明が
できる、その力を養うことを目標にしています。大学生活は青春を
謳歌できるときです。何事にも積極的に取り組んで、数多くの体験
をして下さい。

　大学に入学したらいろいろとやってみたいと思っていることがあ
るかと思います。大学では今まで見ることが出来なかった新しいも
のを見ることも可能です。新しいことは各自の考え方を変化させま
す。積極的に、より多くの新しいことに触れることにより、自分が
本当にやりたいことが何であるのかを考えるいい機会となると思
いますので、様々なチャンスに果敢にチャレンジすることを期待
しています。是非、大学の中で新しいことをいろいろ探してみて 
ください。

　基幹理工学部の「幹」から何を連想しますか。先端（葉、花）の
学問も基礎（幹）がしっかりしていないと本質を見ることはできま
せん。幹をしっかりと１、２年のうちに鍛えてください。あなた方
には、幹細胞のようになんにでもなれる潜在能力があります。基幹
理工の最初の1年間で大学生という一段高い視野から自分の将来を
よく考え、専門の学科に進学して下さい。私の所属する電子光シス
テム学科は、物理、情報を基礎に、ナノ、エネルギー、バイオ、環
境に広がる分野をカバーします。理系素養を磨き、それが世界で花
開く場を提供します。

　ご入学おめでとうございます。みなさんを心より歓迎します。
　大学での勉強は、これまでとは異なり、最先端の研究へとつなが
る、深みを有しています。また、学生生活も、高い自由度や社会性
と共に、奥行きを持って広がっていくでしょう。
　大学での勉学・生活を立体（3D）的に充実させるためには、常に
自分の位置を知り、積極的かつバランス良く、考え、行動すること
が重要です。大学という、3Dの座標系に迷った時には、ご遠慮なく
ご相談ください。

全日本大学駅伝アンカーを経験して
「2011年度1年生クラス担任の先生から」

早稲田大学が開発した小型人工衛星 –WASEDA–SAT2–の公開

平賀 翔太 天野 嘉春

山田 義雄

田端 正久

中島 達夫

川原田 洋

河合 隆史

森野 美樹

北田 韶彦

水野 智正

モノづくりがもたらすもの

人生の目標をたて、
自分の足で歩いていこう

自主的判断を
大切にしよう

自分がやりたいことは何なのか
考えよう

理系素養を磨け

3D Campus Life

大学生活事始

情報理工学科
2 年 教授

機械科学・航空学科

教授
応用数理学科

特任教授
数学科

教授
情報理工学科

教授
電子光システム学科

教授
表現工学科

特任教授
機械科学・航空学科

教授
応用数理学科

総合機械工学専攻
修士 1 年

Mizuno, Tomomasa

Hiraga, Shota Amano, Yoshiharu

Yamada, Yoshio

Tabata, Masahisa

Nakajima, Tatsuo

Kawarada Hiroshi

Kawai, Takashi

Morino, Yoshiki

Kitada, Akihiko

学生生活CAMPUS LIFE ごあいさつ MESSAGE

アンカーとしての
役割
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　入学おめでとうございます。いよいよ皆さんの大学生活が始まり
ます。大学では皆さんがこれからの社会で活躍するために、選んだ
専門領域を深く理解し、考え方を習得する科目を用意しています。
高校までの用意された授業で教えてもらう環境に替わり、講義に加
えて興味をもった内容を自ら更に深く追求する時間や場も用意され
ています。科学を身につけるためには、自分で追求する姿勢と行動
力が必要になります。困ったとき、悩んだとき、いつでも担任に相
談してください。皆さんの大学生活を有意義に過ごせるようお手伝
いします。

　受験という試練を乗り越えて、皆さんはいよいよ自分のやりたい
ことのできる（やりたいことを探せる）大学生活を始めることにな
ります。本当の意味での勉強はもちろんのこと、スポーツ、社会活
動等、可能性は無限に広がりますが、これらは自ら行動を起こさな
いと手に入りませんし、大学や社会からは一人前の大人として相応
の責任が求められます。最初は戸惑うことが多いかもしれません
が、その場合には一人で悩まず是非クラス担任制度を活用してくだ
さい。大学生活が皆さんの人生で最もよい時期の一つとなるようお
手伝いさせていただきます。

　入学おめでとうございます。大学は諸君に新たに与えられた修養、
勉学の場ですので、心機一転、新しい勉強に励んでください。近代
社会は技術者、経営者、医師、弁護士など様々な職能集団が互いの
機能を補い合いながら営んでいく社会です。皆さんは入学と同時に
社会環境工学の専門家としての第一歩を踏み出したのです。大学で
は皆さんの自主性が尊重される一方で自ら考え、自ら学んでいく姿
勢が求められます。それは放任ではなく、高度の自主性が早大生の
教育にふさわしいと考えているからです。早稲田大学は様々な魅力
ある学習環境に満ち溢れた空間でもあります。有意義な学生生活を
過ごして下さい。

　入学おめでとう。新学期が始まったら、とにかく近くにいる人か
ら挨拶や自己紹介をしよう。建築学科は今年も多彩な新入生を迎え
ています。一般入試／推薦、関東／地方出身、外国生／帰国生、現
役／浪人、社会人経験者、建築が大好きで念願叶って入学した人／
そうでない人など、色々な経歴の人がいるので大いに語ろう。そし
て、学部3年までの建築基礎教育を幅広く学んで、学部の卒論や修
士研究では、没頭できる自分にぴったりの建築専門分野を見つけよ
う。友人に相談できないこと解決できないことは、早めにクラス担
任に相談してください。

　入学おめでとうございます。期待に胸を躍らせ、新鮮な心持ちで
大学に入学されたと思います。
　本学科では、「医学・医療の進展に理工学の立場から貢献するため
の医理工融合の研究を推進し、それら研究を担うことのできる人材
を養成する」ということを1つの目標に掲げています。
　大学院では修士課程から博士後期課程までの5年間で、高い専門
力と柔軟な社会力を身につけさせ、国内だけでなく海外でも活躍で
きる人材を養成したいと私は思っています。
　皆さん、知を深め、友を作り、個性を伸ばし、責任を自覚しつつ
自由を満喫してください。

　環境資源工学科教職員一同は、新入生である皆さんが早稲田大学
で、自ら考え、行動できる有能な人材としての素養を身につけると
ともに、「環境」や「資源」について総合的に学びながら自分に最も
適した専門分野を見つけ、地球と人類の新たな未来を切り開く研究
者・技術者として育っていくことを大いに期待しています。人類が
地球と共生できる道を切り開くのは環境資源工学科に入学した皆さ
んであることを自覚し、これからの学部４年間、さらには大学院に
おける学生生活を有意義に過ごしてください。人間としての真の豊
かさを追求しながら地球市民としての自覚と技術を身につけ、「環境
調和型資源循環システムの創造」に向けて共に学んでいきましょう。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。学科を代表しま
して、お祝い申し上げます。
　大学は、皆さんが想像する以上に自由な場所です。そして、この大
きな自由を活かすも殺すも皆さん次第ですし、その差は確実に卒業
時にあらわれます。是非、有意義な学生生活を過ごしてください。
一年目に大きな志を抱くことが大事です。
　ただ、大きすぎる自由は、時として道に迷う理由にもなります。
これまでと勝手が違うため、戸惑うことも多々あるかと思います。
そんな時は、気軽にクラス担任に相談してください。皆さんの大き
な成長を楽しみにしています。

　「共創」は背景や価値観が異なる人々が集い、夢を共有し、その実
現のために一緒になって行う創造的活動です。そこでは、他人を受
け入れ、互いの存在を認め合うことが重要になります。それによっ
て「みんなちがって、みんないい」の世界が生まれるのです。創造
的、実践的なものづくりの現場では、「共創」が求められます。こ
れからの大学生活、新たな出会いの場で、「競争」を超えて「共創」
へ・・・を目指してはどうでしょうか。つくること、生きていくこ
との新鮮な発見と喜びが待っていることでしょう。

　ご入学おめでとうございます。これから皆さんは、大学でEducation
を受けることになる訳ですが、このEducationを「教育」と訳して
いるのは間違いで、明治初期に使われた「開智」の方が正しいとい
うことが色々なところで言われています。「教育」では、学生さん
も一方的に教えられたことを覚えるという印象にならざるを得ませ
ん。その点「開智」は、学生一人一人の智恵を導き出すのが教員の
役目であり、学生さんも主体的に自分の「智恵」を高める努力をし
ていこうという語感になります。英文でも“A student is not a bottle 
to be filled, but a lamp to be lit”と言われます。我々も一生懸命「開
智」に努めますので、どうか、自分というランプに火を灯し、これ
からの人類と地球に役立つような智恵を磨くような学生生活を送っ
て下さい。

　入学（留学）おめでとうございます。今情報・人・文化等の世界
規模の頻繁的移動の中で母国を離れ、外国の大学・大学院に留学す
る人が増えています。ある意味で留学、多言語の習得、異文化の理
解、また高度な専門知識は、グローバル化社会の通行証として国際
舞台に活躍できる必要不可欠な素養だと言えます。
　異国他郷での寂しさ、辛い体験があるかもしれないが、専門知識
の勉強だけではなく、多様な人間、文化との出会いは、長い人生の
中でお金では買えない貴重な財産です。自ら心を開き、謙虚な態度
で日本の社会と文化の理解に努め、将来、一人の個人、また世界市
民として大きく成長し、無限な可能性を開くみなさんのことを信じ
てやみません。

　新入生の皆さん入学おめでとうございます。皆さんが化学・生命
化学科の一員となることを大変嬉しく思います。これから皆さん
は、化学・生命化学科で多くのことを学ぶことになります。講義や
実験からは、専門的先進的な内容をはじめ、化学的な考え方や化学
的に本質を追求する方法を学ぶでしょう。教員や友人との交流から
は「化学」の多様性やその奥深さを、そして卒業研究からは「化学」
のポテンシャルの高さを学ぶでしょう。化学・生命化学科で多くの
ことを学び、将来自分の専門となる「化学」を見つけてください。
皆さんが「化学」を真に理解し、それを使いこなす人材に育ってく
れることを期待しています。

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。大学に入って、何
をするかは決めましたか？目標を持つことが大切です。友人もたく
さん作ってください。
　私から皆さんに期待したいのは、自習、自走、自律できる人になっ
てほしい、ということです。大学時代は、在籍中に成人も迎え、親か
ら自立していく時期でもあります。また、社会人になる準備期間で
もあります。私は、成人そして社会人に必要なのは、自習、自走、
自律できることだと思います。それぞれの言葉の意味は、自身で考
えてみてください。授業、学内や学外での活動を通じて、これらを
学んでいってください。

三輪 敬之

門間 聰之中里 弘道柴山 知也輿石 直幸

朝日 透森田 信男 竹延 大志

大木 義路熊 遠報 井村 考平棟近 雅彦

勝田 正文

教授
総合機械工学科

准教授
応用化学科

教授
物理学科

教授
社会環境工学科

教授
建築学科

教授
生命医科学科

教授
環境資源工学科

准教授
応用物理学科

教授
電気・情報生命工学科

教授
社会文化領域

准教授
化学・生命化学科

教授
経営システム工学科

教授
総合機械工学科

Miwa, Yoshiyuki

Momma, ToshiyukiNakazato, HiromichiShibayama, TomoyaKoshiishi, Naoyuki

Asahi, ToruMorita, Nobuo Takenobu, Taishi

Ohki, YoshimichiXiong Yuan Bao Imura, KoheiMunechika, Masahiko

Katsuta, Masafumi

大きな成長を競争を超えて共創へ

化学・生命化学科で学ぶこと自習、自走、自律を

応用化学科新入生の皆さんへ社会環境工学科の新入生諸君へ 入学、おめでとう自分しかできない
建築の仕事を見つけよう

高い専門力と柔軟な社会力を！早稲田大学創造理工学部　
環境資源工学科新入生の皆さんへ

教育ではなく開智を世界市民になる第一歩

「2011年度1年生クラス担任の先生から」

ごあいさつMESSAGE ごあいさつ MESSAGE
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　本年4月より、社会環境工学科において研究・教育活動に従事す
ることとなりました。伝統ある早稲田大学の一員となることは大変
に嬉しく、また大きな責任を感じております。研究面では、インフ
ラ構造の耐震技術と維持管理技術を基軸として、我が国および世界
の各都市の安全・安心の確保に資する成果を学生の皆さんと共に発
信していきたいと考えております。教育面では、今後の社会環境工
学分野に特に求められる、創造力、総合力、国際力を備えた人材を
育成したいと思います。学生の皆さんには、ぜひ、世界の減災に貢
献する気概を持って取り組んで欲しいと思います。

　本年4月より数学科教員の一員として、研究と教育に取り組むこ
ととなりました。数学者としての基盤を身に付けたこの母校で仕事
ができることに喜びを感じています。専門は数論です。「数学は自然
科学の女王であり、数論は数学の女王である」というガウスの有名
な言葉があります。この女王様は極めて美しいのですが、気高く気
難しいので、数の世界の美の秘密を簡単には教えてくれません。私
はこの秘密を聞き出すために悪戦苦闘の日々を過ごしています。学
生の皆さんが一緒にこれに参加してくれることを期待しています。

　私は、第一次石油ショックの頃に、本学の資源工学科で石油工学
を学びました。現在では、石油生産のピーク、環境問題、新エネル
ギーの開発など、世界のエネルギー戦略が大きく様変わりしようと
しています。日本でも、近海にメタンハイドレートなどの新資源の
存在が確認され、エネルギー開発にとって重要な局面を迎えていま
す。そのような時期に本学でエネルギー開発についての教育・研究
を行う機会が与えられたことを大変光栄に思います。本学を日本の
エネルギー開発の主役にするとの気概を持って、世界に通用する優
秀な学生や研究成果を輩出していきたいと決意しております。

　私たち人類は、有史以来自然界に現れる形の複雑さをどのように
数学的に捉え、表現するかを追求しています。また近年、物理学な
ど諸科学の発展やコンピュータの出現によって追求する「かたち」
の種類、複雑さが激変しています。その中で、私は「かたちの複雑
さ」を捉えるために「次元」をキーワードに研究しています。
　数学は人々を魅了する美しさを持つ科学の女王ですが、狡猾で気
むずかしい魔女でもあります。しかし早稲田には「根拠のない自信」
を持ってでも魔女に挑戦する若者がたくさんいるはずです。そんな元
気な学生諸君！一緒に学び、研究して、次世代に繋がる叡智を創っ
ていきましょう。

　私はこれまで東京大学、米国カリフォルニア工科大学、京都大学
で研究・教育に携わり、本年４月より応用物理学科に参加すること
になりました。専門は量子光学とナノフォトニクスを中心とした光
科学です。現代の理工学は、基礎と応用、理学と工学、科学と技術
の融合が進み、どちらかに偏重した知識や考え方ではこの先の新し
い地平を切り拓くことはできません。応用物理学はまさにそのよう
な融合に根ざした学問です。これから学生のみなさんと一緒に、基
礎と応用の両方に目を向けながら「光」の持つ新たな可能性を探っ
ていきたいと思います。

　昨年９月に着任しました。早稲田大学という活気あふれる場所で研
究・教育活動を始められて大変嬉しく思っております。私の専門は
機械に視覚を持たせることを目指すコンピュータービジョンです。
情報という観点からみると、目に映る像は現実の一部を映している
に過ぎず、それから情景を再構築するには、この世界の規則性に基
づいて情報を補完する必要があります。視覚のような自然で簡単な
ことでも再現するのがいかに難しいかを知ることを通して、社会に
出ても表面のみに捉われず本質を見る力をつけられるよう、お手伝
いしたいと思います。

秋山 充良尾﨑 学

栗原 正典小山 晃

青木 隆朗石川 博

制作の都合上、2010年12月末までに承認された教員のみを掲載しております。以降承認された教員は以下のとおりです。

教授
社会環境工学科

教授
数学科

教授
環境資源工学科

教授
応用数理学科

准教授
応用物理学科

教授
情報理工学科

Akiyama, MitsuyoshiOzaki, Manabu

Kurihara, MasanoriKoyama, Akira

Aoki, TakaoIshikawa, Hiroshi

かたちの数理科学を
研究してみよう

見えないものを見る

新任の抱負数の秘密を探る

日本のエネルギー開発の
リーダーに

基礎と応用の両方に目を向けて

　私はいろいろやりたいことがたくさん有る方ですが、
歳を取るに従って、切り替えが悪くなってきました。私
の場合、今頃になって自分は本当は何を勉強したかった
のかがわかってきたような有様ですので、勉学に専念す
るため、１年だけですが、定年に先立って退職すること
にいたしました。朱子学の聖典「近思録」に「日に新た
なる者は日に進む。日に進まざる者は必ず日に退（しり
ぞ）く。未だ進まずして、退かざるものは有らず。」とい
う言葉があります。私はこれを座右の銘にして日々勉強
していきたいと思っています。

　この情報化とグローバル化が進む現在は競争社会であ
り、自分の将来に向かって如何に生きるか（生き残るか）
を真剣に考え、それぞれの時点で自分の目標を持ち、実
行する事が大事となる。今日の第一歩をこなす事が次の
一歩前進につながる事を忘れないで欲しい。

　早稲田大学に42年間、早稲田大学理工学術院はいろい
ろなタイプの先生、学生がうようよいます。多様性に満
ちています。新入生諸君も、この早稲田大学で、自分の
将来を見据え、自分の価値を高めるため、いろんなタイ
プの友達をたくさん作り、学生生活を楽しみ、勉学に励
んで頂きたい。

　2007年に理工学部は基幹・創造・先進の３学部（研究
科）に分割再編され、現在は西早稲田キャンパス（大久
保キャンパス）において理工学術院がこれらを統括・調
整するという体制になっています。その中で３学部・研
究科は独自性を発揮して、研究・教育レベルの向上を目
指して競争すると同時に、学術院全体としてまとまって
協調することも求められています。
　早稲田大学内部に留まらず、日本及び世界の社会・経
済情勢も様々な局面で急激な変化を遂げています。特に
最近の５～10年間の変化が激しいように感じます。この
ように予測出来ない急激な変化が起こり、複雑な組織形
態の中で生活する学生諸君は、社会人になった後も、前
述の（二律背反のようですが）協調と競争の両方の意識
を持つことが大切です。

　退職にあたって、まず感じることは“良き時代を過ごさ
せていただいた”ということです。それは、若い学生諸
君と日々楽しく実験研究に取り組むことができたからで
す。さらに、1970年代の高度経済成長にはじまる時代
状況も、いろいろな面で理工系の新しい発展に追い風と
なっていました。しかし、21世紀を迎え、従来の延長線
上では明るい展望をもつことが困難な時代に突入したと
考えなければならなくなりました。その背景には、地球
環境問題（ある面では「成長の限界」といった方が適当
かも知れません）が顕在化したことがあります。そこで
若い諸君に、時代の流れを正確に読み取り、新しい時代
を切り拓くための実力を、大学時代に身に付けることを
期待します。

足立 恒雄

室谷 義昭

大附 辰夫

河合 素直

教授
数学科

教授
数学科

教授
情報理工学科

教授
機械科学・航空学科

Adachi, Norio

Muroya, Yoshiaki

Ohtsuki, Tatsuo

Kawai, Sunao

退職にあたって

情報化時代と競争社会を
生き抜くすべを、
何事も、まず一歩から

理工学術院の中の
協調と競争

新しい時代を
切り拓くために

永井 保成  Nagai, Yasunari 専任講師・数学科 竹内 郁雄  Takeuchi, Ikuo 教授・情報理工学専攻 堂谷 安生  Doutani, Yasuo 講師・理工学術院

「ご退職の先生から」「ご着任の先生から」

ごあいさつMESSAGE ごあいさつ MESSAGE
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学科・専攻 氏名 資格 名称 年度 研究室名
情報理工学科 後藤 滋樹 教授 第25回電気通信普及財団賞　テレコムシステム技術賞 2009
情報理工学科 戸川 望 教授 丸文研究交流財団　丸文研究奨励賞 2009
建築学科 西谷 章 教授 Marquis Who's Who in the World 2010 2009
生命医科学科 常田 聡 教授 第10回バイオビジネスコンペJAPAN　奨励賞 2009

総合研究所 横島 時彦 理工学研究所
主任研究員 表面技術協会　進歩賞 2009 逢坂研究室

応用数理学科 大石 進一 教授 平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰（科学技術分野・研究部門） 2010
機械科学・航空学科 川本 広行 教授 Society for Imaging Science and Technology,Charles E Ives Award 2010
情報理工学科 戸川  望 教授 （財）船井情報科学振興財団　「船井学術賞」 2010
社会環境工学科 赤木 寛一 教授 地盤工学会　功労賞 2009
応用化学科 逢坂 哲彌 教授 平成22年春　紫綬褒章 2010
情報理工学科 高畑 文雄 教授 日本ITU 協会　功績賞 2010
社会環境工学科 濱田 政則 教授 （社）土木学会　功績賞 2009
応用物理学科 森島 繁生 教授 第25 回電気通信普及財団賞　テレコムシステム技術賞 入賞 2010
応用化学科 本間 敬之 教授 Research Award,The Electrochemical Society（Electrodeposition division） 2010
生命医科学科 焦 其彬 助手 China Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad 2009 南沢研究室
機械科学・航空学科 浅川 基男 教授 The Wire Association International　論文賞 2010
建築学科 長谷見 雄二 教授 空気調和・衛生工学会　論文賞 2010
電気・情報生命工学科 大木 義路 教授 電気学会　業績賞 2010
建築学科 佐藤 宏亮 助教 日本都市計画学会　論文奨励賞 2010 後藤研究室
電子光システム学科 松谷 巌 助手 平成22年電気学会全国大会　優秀論文発表賞 2010 谷井研究室
社会環境工学科 佐々木 葉 教授 土木学会　論文賞 2009
情報理工学科 上田 和紀 教授 日本ソフトウェア科学会　功労賞 2010
情報理工学科 大附 辰夫 教授 電子情報通信学会　基礎・境界ソサイエティ　特別功労賞 2010
情報理工学科 後藤 滋樹 教授 インターネットアーキテクチャ　研究賞 2010
情報理工学科 戸川 望 教授 電子情報通信学会　基礎・境界ソサイエティ　功労感謝状　編集活動感謝状 2010
情報理工学科 下田 晃弘 助手 インターネットアーキテクチャ　研究賞 2010 後藤研究室
社会環境工学科 濱田 政則 教授 平成22年度防災功労者防災担当大臣賞 2010
化学・生命化学科 古川 行夫 教授 日本化学会　BCSJ 賞 2010
応用化学科 中島 聡 助手 5th IUPAC-Sponsored International Symposium on Macro-and Supramolecular Architectures and Materials（MAM-10） Poster Award 2010 西出・小柳津研究室
生命医科学科 南沢 享 教授 梅原賞　（財団法人横浜総合医学振興財団） 2010
機械科学・航空学科 小谷 正浩 助手 日本機械学会　優秀講演表彰 2010 川田研究室
建築学科 後藤 春彦 教授 2010年度グッドデザイン賞 2010
環境資源工学科 在原 典男 教授 SPE Distinguished Membership Award 2010
物理学科 板橋 岳志 客員講師 日本生物物理学会　若手奨励賞 2010 石渡研究室
情報理工学科 鷲崎 弘宜 准教授 新潟県感謝状　（ISO/IEC JTC1/SC7 会議開催における情報規格調査会に対する表彰） 2010
建築学科 後藤 春彦 教授 2010年度土地活用モデル大賞　最優秀賞「国土交通大臣賞」 2010
機械科学・航空学科 富岡 淳 教授 日本設計工学会　学生優秀発表指導教員賞 2010
機械科学・航空学科 宮永 宜典 助手 日本設計工学会　優秀発表賞 2010 富岡研究室
総合機械工学科 坂口 勝久 助手 2010 International Symposium of Materials on Regenerative Medicine Excellent Poster Award 2010 梅津研究室
経営システム工学科 永田 靖 教授 日経品質管理文献賞 2010
経営システム工学科 細谷 剛 助手 IEEE Information Theory Society Japan Chapter Travel Support Award for Young Researchers 2010 後藤研究室
経営システム工学科 佐野 雅隆 助手 日本品質管理学会　研究奨励賞 2010 棟近研究室
社会環境工学科 清宮 理 教授 リデュース・リユース・リサイクル推進　功労者等表彰　国土交通大臣賞 2010
物理学及応用物理学専攻 スワナラチャタマニイ・キティ 研究助手 International Conference on Control,Automation and Systems 2010 Outstanding Paper Award 2010 橋本研究室
化学・生命化学科 清野 淳司 助手 第4回分子科学討論会2010　分子科学会優秀講演賞 2010 中井研究室
生命医科学科 南沢 享 教授 日本小児科学会学術研究賞 2010
応用物理学科 朴 善洪 助手 第6回RFID/USN 研究論文公募展　優秀賞 2010 橋本研究室
物理学及応用物理学専攻 スワナラチャタマニイ・キティ 研究助手 The 7th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence The Best PaperAward 2010 橋本研究室
応用化学科 関根 泰 准教授 日本エネルギー学会　進歩賞　／　FSRJ　進歩賞 2010
生命医科学科 合田 亘人 教授 第30回アルコール医学生物学研究会　高田賞 2010
応用化学科 逢坂 哲彌 教授 Elsevier Electrochimica Acta Most Cited Articles 2005-2009 2010

　平成18年４月から５年間、学生の皆さんとの交流は
日々新鮮で40年間の研究開発業務で蓄積したストレス
が次第に緩和していったように感じています。この間、
JAXAとの包括協力協定が締結されましたが、共同研究、
教育支援等で多くの成果が上がることを願っています。
　毎朝、西門からキャンパスに入りましたが、守衛の方
から頂いた「おはようございます」の挨拶には大いに元
気付けられました。　少し残念なのは、返礼の挨拶を聞く
ことが少なかったことです。　一日は朝の挨拶で始まり
ます。学生の皆さんは大きな声で挨拶する習慣を身につ
け、卒業後は日々凛として生活し社会に貢献することを
切望しています。
　早稲田大学の一層の発展を祈念して退職の挨拶としま
す。　有難うございました。

　1992年４月着任以来、石油天然ガス開発のための油層
工学を中心として資源と環境に係わる教育研究を行い、
石油開発企業、IT企業等に人材を送り出した。
　我が国の将来を考えると、予測可能な今後10～15年間
はより質の高い成熟社会への移行期であろう。今後の政
治経済の基調は活気ある都市と文化的な地方から成る高
度な成熟社会の実現であろう。経済産業は社会発展の基
盤であり、先端的な技術・製品・システムによって成長
を牽引することが期待される。
　本学理工３学部卒業生の能力の高さは多くの産業で実
証済みであり、今後更に産業の中核としての役割が増す
と思われる。日々の研鑽努力を切に期待する。

　16年前に早稲田大学に赴任した時から「伝統」という
言葉が気になっていました。早稲田大学の伝統とは何か？
多分、外部の人から見ると「～らしさ」といわれるもの
が「伝統」に対応するのでしょうか。早稲田の学生らし
さ、早稲田の教職員らしさ。そして内部にいる人から見
ると「アイデンティティー」にあたると思われます。そ
こで「早稲田大学理工学部の伝統」とはいったい何か？
という問題になりますがそれは私がここで言葉として述
べるべきことではないでしょう。
　この３月で退官を迎えます。早稲田では自分の興味と
趣味で自由に研究をさせていただきました。周囲の方々
のご理解とご協力のお陰と心から感謝しております。有
難うございました。早稲田大学理工学部の益々の御繁栄
を心よりお祈り申し上げます。

　101種類の天然生理活性物質の全合成を達成できたの
は、学生を含む多くの共同研究者の献身的な努力のお蔭
であり感謝している。まさに、人と生き、人に生かされ
た教育・研究生活であった。さらに、多くの組織の運営
にも関与させていただき、理系のみならず文系の先生に
も知己を得たのは望外の慶びである。
　20世紀は「追いつき追い越せ」の時代であったが、現
代では、既定路線が崩壊し、「個」で勝負する「知の創
造」が求められている。すなわち、「知識を知恵に」する
ことである。特に、研究においては、新発見の感動が知
恵につながるので、愚直に自然と対峙することを願って
いる。

戸田 勧

在原 典男

角田 賴彦 

竜田 邦明

特任教授
機械科学・航空学科

教授
環境資源工学科

教授
応用物理学科

教授
応用化学科

Toda, Susumu

Arihara, Norio

Tsunoda, Yorihiko

Tatsuta, Kuniaki

感謝

成熟社会の牽引者として

伝統ある早稲田大学

知識を知恵に

「ご退職の先生から」 理工パートナーズ協賛企業

WASEDA理工パートナーズPAWASEDA Faculty of Science and Engineering Partners

「WASEDA理工パートナーズ」とは
企業と大学が共に次代の科学技術の発展を担う人材を育てることを掲げ、理工学術院の教育・研究にご賛同いただいた企業の皆様から毎年一定額を拠出いただき、大学（理工学術院）から各種プ
ログラムを提供するものです。

学会等における受賞（教員）

ごあいさつMESSAGE 協賛企業・受賞 PARTNERS・PRIZEWINNER

学生支援（奨学金新設）
施設等環境整備 各種プログラムの効果

（株）サイバーエージェント
（株）寺岡精工
（株）東京機械製作所
東洋合成工業（株）
（株）ドリームキャリア
（株）富士ゼロックス
（株）富士通ゼネラル
（株）リクルート
ルネサスエレクトロニクス（株）
早稲田大学生活協同組合

学生との直接交流
技術力・研究力の周知
研究者との直接交流
企業名認知度向上

資金
確保

企業力
向上

各種プログラムの提供

早大理工 企業

各種プログラム（一例）

企業DAY

研究者懇談会

テクノロジー＆キャリアナビゲーション

広報スペース等の提供

早稲田大学
西早稲田キャンパス

人材育成プログラム 　

学生確保
研究活動の発展

等々… 新しい何かが
はじまります！

企業人材確保
共同研究（製品開発）

等々…
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学科・専攻 氏名 学年 名称 年度 研究室名
建築学専攻 猪股 宗一 Ｍ１ ＳＵＳアルミ共生コンペティション  佳作 ／ １/１茶室コンペティション 佳作 2009 入江研究室
建築学専攻 板橋 真敬 Ｍ１ １/１茶室コンペティション  佳作 2009 入江研究室
建築学専攻 前田 大輔 Ｍ１ １/１茶室コンペティション  佳作 2009 入江研究室
総合機械工学専攻 大貫 彰彦 Ｍ１ 軽金属学会第１回関東支部  若手研究者ポスター講演会　関東支部特別賞　優秀ポスター賞 2009 吉田研究室
総合機械工学専攻 利光 万弘 Ｍ１ 軽金属学会第１回関東支部  若手研究者ポスター講演会　優秀ポスター賞 2009 吉田研究室
建設工学専攻 鍋島 康大 Ｍ１ 土木学会全国大会年次学術講演会  優秀講演者賞 2009 関根研究室
化学・生命化学専攻 田中 祐美子 Ｍ２ 第27回応用物理学会講演奨励賞 2009 古川研究室
化学・生命化学専攻 小川 美香 Ｍ２ International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2009,BEST POSTER AWARD 2009 柴田研究室
応用化学専攻 佐野 直樹 Ｍ２ the IUPAC second poster prize 13th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Complexes MMC-13 2009 西出研究室
生命医科学専攻 ディニ ヌル ディアニ Ｄ１ 日本化学会関東支部大会  優秀ポスター賞 2009 竹山研究室
電気・情報生命工学科 野村 亮 B４ ニューダイヤモンドフォーラム  第23回ダイヤモンドシンポジウム　ポスターセッション賞 優秀賞 2009 川原田研究室
電気・情報生命専攻 鐘ヶ江 越 Ｍ１ 2009年放電学会年次大会  若手優秀論文発表賞 2009 大木研究室
ナノ理工学専攻 津野 哲也 Ｍ１ 2009 MRS fall meeting Best Student Poster Award 2009 川原田研究室
生命医科学専攻 藤谷 拓嗣 Ｄ１ 第25回日本微生物生態学会  最優秀ポスター賞 2009 常田研究室
電気・情報生命専攻 鈴木 悠矢 Ｍ１ IEEE PES Japan Chapter  学生論文発表賞 2009 岩本研究室
応用化学専攻 高橋 央 Ｍ２ APMT 2010　Best Poster Presentation Award 2010 西出・小柳津研究室
電気・情報生命専攻 飯嶋 彩 Ｍ１ 日本太陽エネルギー学会  奨励賞（学生部門） 2009 若尾研究室
機械科学専攻 藤村 崇 Ｍ２ 軽金属希望の星賞 2010 本村研究室
情報理工学専攻 高橋 謙輔 Ｍ２ 第72回情報処理学会全国大会  学生奨励賞 2009 菅原研究室
情報理工学専攻 舟橋 卓也 Ｍ２ 第2回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム  学生奨励賞 2009 山名研究室
情報理工学専攻 黒木 さやか Ｍ２ 第2回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム  学生奨励賞 2009 山名研究室
情報理工学科 及川 孝徳 B４ 第2回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム  学生奨励賞 2009 山名研究室
応用化学科 渡辺 純平 B４ 化学工学会 学生発表会  優秀賞 2010 平沢研究室
電気・情報生命専攻 大崎 裕太 Ｍ２ 平成21年電気学会全国大会  優秀論文発表賞 2009 岩本研究室
情報理工学専攻 坂本 一憲 Ｍ１ FIT2009 ヤングリサーチャー賞 2009 鷲崎研究室
経営システム工学専攻 栗原 瑛 Ｍ２ 情報処理学会ソフトウェア工学研究会  学生研究賞 2009 東研究室
応用化学科 甲賀 豊規 B４ Waseda Workshop on Electrochemistry Student Best Presentation Award 2009 逢坂研究室
応用化学科 長谷川 亜希 B４ Waseda Workshop on Electrochemistry Student Best Presentation Award 2009 逢坂研究室
応用化学科 豊田 彩乃 B４ Waseda Workshop on Electrochemistry Student Best Presentation Award 2009 逢坂研究室
電気・情報生命工学科 佐藤 遼 B４ 電気学会東京支部  電気学術奨励賞 2009 大木研究室
情報理工学専攻 渡部 雄貴 Ｍ２ 電子情報通信学会東京支部  学生奨励賞 2010 前原研究室
化学・生命化学専攻 土釜 恭直 D３（2010/3修了） 日本化学会第90春季年会  学生講演賞 2009 柴田研究室
電気・情報生命専攻 上田 悠太 D３ 電子情報通信学会  光エレクトロニクス研究会  学生優秀研究賞 2010 宇高研究室
情報理工学専攻 見神 広紀 D２ 電子情報通信学会集積回路研究会  優秀若手講演賞 2010 笠原研究室
物理学及応用物理学専攻 室伏 空 M２（2010/3修了） 第17回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ（WISS2009）  学生最優秀発表賞（ソネット賞金賞） 2009 森嶋研究室
機械科学専攻 吉田 将大 M２ The Wire Association International  論文賞 2010 浅川研究室
建築学科 平田 裕信 B４ LEMON 33rd 第33回学生設計優秀作品展  レモン賞・工藤和美賞／Design Review 2010（JIA 九州支部主催） 優秀賞 2010 長谷見研究室
建築学科 平野 遼介 B４ LEMON 33rd 第33回学生設計優秀作品展  レモン賞・工藤和美賞／Design Review 2010（JIA 九州支部主催） 優秀賞 2010 有賀研究室
建築学科 斎藤 信吾 B４ LEMON 33rd 第33回学生設計優秀作品展  レモン賞・工藤和美賞／Design Review 2010（JIA 九州支部主催） 優秀賞 2010 古谷研究室
応用化学専攻 藤田 裕亮 Ｍ１ 分離技術会2010（40周年記念）  技術奨励賞 2010 平沢研究室
機械科学専攻 高野 雅史 M２ ロボティクスメカトロニクス講演会  ベストプレゼンテーション表彰 2010 橋詰研究室
機械科学専攻 白崎 園美 M２ 日本塑性加工学会・伸線技術分科会　研究集会奨励賞 2010 浅川研究室
建築学専攻 佐野 穂高 Ｍ１ 第42回毎日DAS 学生デザイン賞「入選」／第19回JIA 東京都学生卒業設計コンクール「銅賞」 2010 古谷研究室
建築学専攻 金山 恵美子 Ｍ１ 第42回毎日DAS 学生デザイン賞「入選」／第19回JIA 東京都学生卒業設計コンクール「銅賞」 2010 中川研究室
建築学専攻 大泉 修 Ｍ１ 第42回毎日DAS 学生デザイン賞「入選」／第19回JIA 東京都学生卒業設計コンクール「銅賞」 2010 新谷研究室
地球・環境資源理工学専攻 大東 昌記 Ｍ１ 石油技術協会  優秀発表賞 2010 森田研究室
ナノ理工学専攻 堀 匡寛 Ｄ１ 18th International Conference on Ion Implantation Technology Student Award 2010 谷井研究室
建設工学専攻 並木 義和 M２ 土木計画学研究委員会  第5回公共政策デザインコンペ　黒川賞 2010 佐々木研究室
建設工学専攻 小林 徹平 Ｍ１ 土木計画学研究委員会  第5回公共政策デザインコンペ　黒川賞 2010 佐々木研究室
建設工学専攻 古川 日出雄 Ｍ１ 土木計画学研究委員会  第5回公共政策デザインコンペ　黒川賞 2010 佐々木研究室
電気・情報生命専攻 鐘ヶ江 越 M２ 平成22年電気学会全国大会  優秀論文発表賞 2010 大木研究室
情報理工学専攻 下田 晃弘 D３ IEEE/SAINT2010 BEST STUDENT PAPER AWARD 2010 後藤研究室
情報理工学専攻 塚本 洋平 M２ 情報処理学会  システムLSI 設計技術研究会  優秀学生発表賞 2010 戸川研究室
建築学専攻 雨宮 隆太郎 Ｍ１ 2010年度支部共通事業  日本建築学会設計競技  課題「大きな自然に呼応する建築」 支部入選 2010 有賀研究室
建築学専攻 立神 哲哉 Ｍ１ 2010年度支部共通事業  日本建築学会設計競技  課題「大きな自然に呼応する建築」 支部入選 2010 有賀研究室
建築学専攻 村山 駿 Ｍ１ 2010年度支部共通事業  日本建築学会設計競技  課題「大きな自然に呼応する建築」 支部入選 2010 有賀研究室
地球・環境資源理工学専攻 古賀 千香子 M２ 資源・素材2010（福岡） 若手ポスター賞 2010 大和田研究室
地球・環境資源理工学専攻 菊谷 英生 M２ 資源・素材学会関東支部  第7回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会  優秀ポスター賞 2010 大和田研究室
地球・環境資源理工学専攻 瀬川 香織 M２ 資源・素材学会関東支部  第7回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会  優秀ポスター賞 2010 大和田研究室
地球・環境資源理工学専攻 松永 恵里 Ｍ１ 資源・素材学会関東支部  第7回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会  優秀ポスター賞 2010 大和田研究室
地球・環境資源理工学専攻 野原 雄介 Ｍ１ 資源・素材学会関東支部  第7回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会  優秀ポスター賞 2010 所研究室
化学・生命化学専攻 関谷 敦志 Ｍ１ マトリックス研究会  Young Investigator Award 2010 小出研究室
応用化学専攻 福島 悠太 Ｍ１ 日本ゾル・ゲル学会主催  第8回討論会、一般講演発表  ベストポスター賞 2010 黒田研究室
応用化学専攻 山田 紘理 Ｍ１ 日本ゾル・ゲル学会主催  第8回討論会、一般講演発表  ベストポスター賞 2010 黒田研究室
応用化学専攻 朝倉 裕介 Ｍ１ 第18回ゼオライト夏の学校  ポスター賞 2010 黒田研究室
応用化学専攻 助川 敬 M２ International Symposium on Polymer Chemistry（PC2010） Poster Award 2010 西出・小柳津研究室
電気・情報生命専攻 田渕 亮佑 M２ 電気学会優秀論文発表賞 2010 岩本研究室
電気・情報生命専攻 高橋 修平 Ｍ１ 平成22年電気学会  電力・エネルギー部門大会  YPC 優秀発表賞 2010 林研究室
電気・情報生命工学科 渡辺 喬之 Ｂ４ 平成22年電気学会  電力・エネルギー部門大会  YPC 優秀発表賞 2010 林研究室
ナノ理工学専攻 堀 匡寛 Ｄ１ Best in Session Award （TECHCON 2010） 2010 谷井研究室
機械科学専攻 斎藤 雅寛 M１ 日本塑性加工学会  優秀論文講演奨励賞 2010 浅川研究室
機械科学専攻 渡辺 翼 M１ 軽金属学会関東支部  特別賞 2010 本村研究室
応用化学専攻 崔 源成 D２ 3rd WCU Symposium  口頭発表優秀賞 2010 西出研究室
応用化学専攻 小堀 史門 M２ 日本化学会関東支部大会  優秀ポスター賞 2010 黒田研究室
生命医科学専攻 村田 篤 D２ 日本化学会関東支部大会  学生講演賞 2010 武岡研究室
応用化学専攻 村上 貴哉 M２ 第4回日本化学会関東支部  学生講演賞 2010 西出・小柳津研究室
生命医科学専攻 田村 泰嗣 M１ 第4回日本化学会関東支部  学生講演賞 2010 常田研究室
ナノ理工学専攻 山本 大輔 D１ 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROCHEMICAL MICRO & NANOSYSTEM TECHNOLOGIES（EMNT2010） Best Poster Award 2010 逢坂研究室
情報理工学専攻 戸部 和洋 M１ MWS Cup 2010 芸術部門賞優勝（Team GOTO Love チーム） 2010 後藤研究室
情報理工学科 片山 雄介 B４ MWS Cup 2010 芸術部門賞優勝（Team GOTO Love チーム） 2010 後藤研究室
情報理工学科 高田 雄太 B４ MWS Cup 2010 芸術部門賞優勝（Team GOTO Love チーム） 2010 後藤研究室
情報理工学科 千葉 大紀 B４ MWS Cup 2010 芸術部門賞優勝（Team GOTO Love チーム） 2010 後藤研究室
機械科学専攻 横山 真平 M２ 日本設計工学会  学生優秀発表賞 2010 富岡研究室
経営システム工学専攻 小川 大輔 M２ ANQ Congress Delhi 2010 Best Paper Award 2010 棟近研究室
経営システム工学専攻 土屋 英輔 M１ 日本人間工学会  優秀研究発表奨励賞 2010 小松原研究室
化学・生命化学専攻 小林 理恵 M２ 第4回分子科学討論会  優秀講演賞 2010 中井研究室
応用化学専攻 松下 薫 M２ 第98回有機合成シンポジウム  優秀ポスター賞 2010 竜田・細川研究室
電気・情報生命専攻 佐藤 遼 M１ 放電学会  若手セミナー優秀ポスター発表賞 2010 大木研究室
電気・情報生命専攻 中原 和也 M１ 放電学会  優秀論文発表賞 2010 大木研究室
電気・情報生命専攻 荒井 友之 M１ 放電学会  優秀論文発表賞 2010 大木研究室
生命理工学専攻 森田 祐也 M１ 生活生命支援医療福祉工学系  学会連合大会─WWLS 2010─  若手優秀研究講演賞 2010 藤江研究室
情報理工学専攻 相川 直視 M２ WebDB フォーラム2010　優秀論文賞 ／ 情報処理学会　データベースシステム研究会　学生奨励賞 2010 山名研究室
建築学専攻 金光 宏泰 M２ アメリカ建築家協会日本支部デザイン大賞2010  学生部門最優秀賞 2010 古谷研究室
建築学専攻 西野 安香 M２ アメリカ建築家協会日本支部デザイン大賞2010  学生部門最優秀賞 2010 古谷研究室
建築学専攻 岡本 江望里 M２ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 國分 足人 M２ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学　 早稲田大学建築学科  100周年記念事業コンペ  「super mini house」佳作 2010 古谷研究室
建築学専攻 野海 彩樹 M２ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 山本 航一 M２ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 松井 美奈歩 M１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 田所 真 M１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 野村 綾子 M１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 李 恵利 M１ 早稲田大学建築学科  100周年記念事業コンペ 「super mini house」佳作 2010 古谷研究室
建築学科 竹味 佑人 B４ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 古谷研究室
建築学専攻 安藤 悠 M１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 中谷研究室
建築学専攻 森藤 文華 M１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010 石山研究室
建築学科 中村 紗綾 B１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010
建築学科 鉄川 ななみ B１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010
建築学科 田中 康雅 B１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010
建築学科 田中 智 B１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010
建築学科 中島 みづき B１ TOKYO DESIGNERS WEEK 2010 学生作品展  学生プレゼンテーション学生賞  早稲田大学 2010
情報理工学専攻 坂本 一憲 D1 ゲーム学会  第8回ゲームコンペ優秀賞 2010 鷲崎研究室
情報理工学専攻 大橋 昭 M1 ゲーム学会  第8回ゲームコンペ優秀賞 2010 鷲崎研究室
情報理工学専攻 志水 理哉 M1 ゲーム学会  第8回ゲームコンペ優秀賞 2010 鷲崎研究室
情報理工学専攻 高橋 周平 M1 ゲーム学会  第8回ゲームコンペ優秀賞 2010 鷲崎研究室
情報理工学専攻 村上 真一 M1 ゲーム学会  第8回ゲームコンペ優秀賞 2010 鷲崎研究室
機械科学専攻 南部 太介 M1 日本航空宇宙学会  第48回飛行機シンポジウム  学生優秀講演賞 2010 佐藤研究室
建設工学専攻 今中 涼平 M2 土木学会平成22年度全国大会  第65回年次学術講演会  優秀講演者賞 2010 濱田研究室
地球・環境資源理工学専攻 佐藤 亮介 M1 社会地質学会  奨励賞 2010 香村研究室
環境資源工学科 前田 篤志 B4 社会地質学会  奨励賞 2010 香村研究室
化学・生命化学専攻 磯田 隼人 M1 日本分光学会  年次講演会  若手講演賞 2010 古川研究室

学会等における受賞（学生）

受賞PRIZEWINNER 理工キャンパスの1年 EVENT

理工キャンパスの1年

北京大学学長・教職員来訪（4月1日）

サウジアラビア高等教育省副大臣一行来訪(4月27日）G30教員就任式（4月6日）

台湾市立建国高級中学生徒来訪（5月17日）

学部入学式（4月1日）

卒業式（3月25日）

マレーシア高校生訪日団来訪（6月2日）

理工展開催（11月6・7日）

理工スポーツ大会開催（6月11・12日）

新任教員就任式（4月2日）

コピーセンター開業式（5月10日）

ユニラブ（小中学生のための科学まつり）開催（8月4日）

インド工科大学教職員来訪（7月1日）

台湾政府幹部職員来訪（9月29日） 第3回未来エネルギーフォーラム
開催（9月28日）

ノーベル物理学賞受賞者
カルロ・ルビア氏来訪（10月6日）

国際コース新入生ウェルカムパーティー
開催（10月27日）

ペアレンツデー開催（11月6日） ロームフェア2010開催
（11月30日・12月1日）

第42回国際化学オリンピック開催（7月19〜28日） 
写真提供：化学オリンピック日本委員会

オープンキャンパス開催（8月6・7・8日）




