2018年 7 月12日

ホームページアドレス

http：//niiza. rikkyo. ac.jp

〈No.78〉

特集 立教新座の理数教育 ‑‑‑世界をつくる、未来を拓く‑‑‑
立教新座中学校・高等学校では、
「生徒一人ひとりが自分の希望する分野に進学すること」を進路指導の柱に据えて
います。医学や工学、化学、宇宙など、理系分野に興味を持つ生徒たちは、立教大学理学部だけでなく、他大学へ
の進学も視野に入れた進路を探っていきます。今号では、興味ある分野の学びを深め、国内外の研究機関などで活
躍する卒業生や教員等への取材を通して立教新座の理数教育をご紹介します。

Talk

答えのないことに挑む？ 物理っておもしろいかも

現在、物理学、宇宙開発分野の研究者で、世界を舞台に活
躍する武井さんと、同級生で本校の理科教諭（物理）を務め
る島野先生。二人は共に本校卒業後、立教大学理学部を経て、
大学院理学研究科物理学専攻に進み博士号を取得しています。
しかし、二人とも高校時代は特別に理科が好きと認識したこ
とはなく、理学部への進学も「なんとなく」だったと言いま
す。いまや物理を仕事にするお二人に「物理のおもしろさ」
を語り合っていただきました。
島野 現在の仕事は？
武井 人工衛星の運用システムを開発する外資系企業に勤め
ながら、一方では立教の研究員として、ビジネスと科学の両
面からさまざまな活動に取り組んでいます。
“An X-ray Study of
島野 博士論文は星の爆発について（
Classical Novae”〔X線による古典新星の研究〕）でしたね。
博士取得後はどのような研究を？
武井 人工衛星に搭載した望遠鏡で星を観測したり
*1 , 2、新
しい測定器を開発したり、理化学研究所では少し毛色を変え
てX線光学などについても研究していました
*3。
島野 私も武井さんも宇宙物理を専門としていますが、小さ
い頃から宇宙に興味があったり、高校で物理が好きだったり
していましたか？
武井 難しい質問ですね。他の科目も得意とは言い難い状況
の中で、理科は比較的ましな科目ではあったかもしれません。
加えて私自身は小学校から立教ですし、良くも悪くも立教大
学の理学部は他に選択肢がなかった結果と言えるかもしれま
せん。
島野 私は、
担任が物理の先生で「理学部に行ってみない？」
と薦められたのがきっかけです。高校の授業では周辺的な話
をしてくれ、物理はおもしろいことを教えてくれていたから
抵抗はありませんでした。ただ、二人とも大学では受験勉強
をしてきた他の学生の中で苦労しましたね（笑）
。
武井 でも、楽しんではいましたね。立教は他大学と比べ規
模が小さい反面、学生数も少なく、手を挙げればサポートを
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受けやすい環境ではあったかもしれません。また、私の場合
はまともに受験もしたことがなく学部入学時は基礎すら酷い
状態でしたが、教員の手厚い指導もあり、おもしろさだけは
実感できたかと思います。
島野 高校生が教室で学ぶ「物理」とは印象が違うかもしれ
ません。私も理論物理の指導教員に「わからなければ自分で
作ればいい」と言われて衝撃を受けたのですが、物理学には、
これまで世界にない新しいものを自分で作り出すことができ
るという魅力があります。大学からは「研究が楽しくてしょ
うがない」というように、のめり込んでいったのでしょうか？
武井 そうですね、いまも楽しんでいます。物理の魅力と言
われれば、私としては「いろいろわからなくてもまずは問題
ない」というところでしょうか。最先端の問題は基本的によ
くわからないものだと私は思っていて、多くの人に教えても
らったり調べたりすることがもっぱら仕事です。道がよく見
えない状況でも、とりあえずとりかかれる環境や敷居の低さ
が魅力かなと個人的には思います。
島野 研究者は論文を書き続けることが仕事ですが、研究者
として必要な力とは何ですか？
武井 それは私も教えてほしいですが、挙げるなら好奇心と
柔軟性とかでしょうか。研究はだいたいうまくいかないもの
ですが、
「ではどうするか」と諦めずアイデアを出していくと、
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運次第で落ち着くこともあったりなかったりします。一方、
ひとまず諦めて新しい研究に手をまわしてみたらそちらに花
が咲くということもあったりなかったりします。こうした結
果にもすべて責任を持ち、柔軟に受け止めながら進んでいく
姿勢は、立教新座の自由な学校生活が培ってくれたかと思い
ます。
島野 自分がやりたいことを自分で決めて、自分の責任でや
り遂げていく。立教新座だからこそ養われたのかもしれませ
んね。
武井 我々のように、将来思いがけない分野に進むこともあ
るかもしれません。立教新座の皆様には勉強だけでなくいろ
いろなことを経験して興味の幅を広げてもらえたらと個人的
には思います。そして、大学の学部を選ぶ時だけは、気の迷
いでもかまいませんのでとりあえず「物理」と書いてみてい
ただけますようお願い致します。あくまで自己責任で……。

Message

* 1 http://chandra.harvard.edu/photo/2015/gkper/
* 2 http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150311_1/
* 3 http://www.riken.jp/pr/press/2016/20161013_1/
（取材：2018年 5 月）
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さまざまな場で活躍する卒業生
西野

龍平さん（2013年卒業）

今泉

立教大学理学部化学科を卒業後、
同大学大学院理学研究科化学専攻
博士課程前期課程2年次在学中

研人さん（2011年卒業）

慶應義塾大学医学部を経て
横浜市立市民病院初期研修医

2018年 6月、第15回無機環状化合物国際シンポジウム
（IRIS-15）英国王立化学会Dalton賞 受賞

昔から科学が好きでしたが、高校の化学部で自由に実験・

高校で物理学に興味を持ち、東京大学で物理を学ぶ予定

研究をやらせてくれたことで、特に化学分野にどんどん興

でした。ところが東京大学合格後、偶然、慶應義塾大学医

味を深めていきました。もっと化学を学びたいと思い理学

学部の岡野栄之教授のiPS細胞を用いた医学研究に出合って

部化学科へ進学。いま所属している研究室の教授の、プロ

ビビッときてしまい、その日のうちに慶應医学部への進学

フェッショナルとしての意識に惹かれたこともあり大学院

を決めました。大学ではiPS細胞を用いた神経発生、神経系

に進みました。現在は、新しい化学結合の創製についての

疾患の研究に従事、国際学会での発表や国際学術誌への論

研究を進めています。まずはこの研究をまとめて論文にし、

文発表なども経験しました。現在は病院で初期臨床研修を

修士課程を修了することが目標ですが、将来は博士号を修

しながら研究員として研究も続けています。将来も臨床と

得するべく、博士課程後期課程に進学したいと思います。

医学研究を継続したいと考えています。

矢口

高野

翔一さん（2011年卒業）

立教大学理学部物理学科、
同大学大学院理学研究科を経て
群馬大学医学部医学科４年在学中

秀明さん（2011年卒業）

早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科、
同大学大学院先進理工学研究科化学
・生命化学専攻博士前期課程修了後、
同大学大学院博士後期課程在学中

現在、日本学術振興会特別研究員（DC 2 ）に採用され、

立教大学大学院理学研究科在籍中に医学部学士編入試験
を受け、現在は医学部で学んでいます。高校2年時に慶應義

イギリス・ケンブリッジ大学に留学しています。研究分野

塾大学医学部主催の生化学、医学に関するプログラムに参

である有機化学は、
「自分のデザインした分子をどう作るか」

加した経験が、医師になりたいという気持ちを強めました。

「どうすればうまくいくのか」という事を常に考えながら研

このプログラムで全国から集まった、医学に興味を持つ優

究を進めます。その発想の自由自在さや職人芸のような緻

秀な高校生と一緒に勉強や会話をする機会が得られ、大変

密さにとても魅力を感じています。高校の化学部で、立教

刺激を受けることができました。立教新座の枠組みにとら

大学の設備を使った高度な実験に触れられたこと、化学グ

われず、興味があれば何事にも挑戦できる環境とそれを後

ランプリで金賞を受賞したことは思い出深く、現在の研究

押ししてくれた先生方に感謝しています。

に対する姿勢にも活きていると感じています。

（2）
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立教新座の数学力

本校では、中学 3 年間はもちろん、高校でも 1 ～ 3 年のすべての学年で数学を必修としています。
それはなぜでしょうか？ 数学科の青野先生に、立教新座の数学教育についてお話いただきました。

立教新座中高で 6 年間数学を学ぶ理由
本校の数学教育では、数学における基

数学科教諭

青野

正之

題までは確実に定着させる授業を展開し

になっています。学問としての数学の素

本的な概念や原理・法則の理解を深め、 ています。

養を与え、日々の生活における数学的な

数学的な表現や処理の仕方を習得し、ま

見方や考え方の良さを理解させ、生徒の

ずは基礎学力の充実を目指しています。

高校 1 、2 年生は全員の生徒が数学 I 、生きる力に結びつけたいと考えています。

続いて、その基礎的な知識を的確に活用

数学A、数学Ⅱ、数学 B を履修します。

し、数学的な見方や考え方の良さを認識

文系、理系を区別することなく、どの生

し、論理的かつ柔軟な思考力の育成を目

徒に対しても、数学を幅広く学習し、定

標としています。

着させるように努めています。高校 3 年

立教新座中学校・高等学校
数学科 学年ごとのねらい
（2018年度シラバスより）

生では、文系進学者は統計学の基礎（数
本校は中学 1 年生から高校 3 年生まで、 学 B：確率分布と統計的な推測）を学習
中高 6 年間数学を学習することになります。 し、理系進学者は大学数学の基礎となる
中学生は各学年週 5 時間の授業が行

微分積分学（数学Ⅲ）などを学習します

われ、中学 1 年生では主に数量分野の足

が、文系の生徒でも高校 3 年生まで数学

固めとして、方程式、1 次関数などの内

を学習していることで、大学に入学して

容を、標準問題から応用問題まで幅広く

からの他の学生との差別化にもつながっ

学習し、学力の向上に努めています。中

ていると考えています。また、高校 3 年

学 2 年生では主に図形分野で三角形の

生の C 選択では、受験対策の授業（総

合同条件・相似条件、平行四辺形や円な

合数学演習）
、大学数学の基礎を学ぶ授

ど、多くの図形の問題を取り扱い、証明

業（線形代数）などが開講され、生徒の

問題を通じて、さまざまな図形の見方を

ニーズや興味に合わせて、授業を展開し

学習します。中学 3 年生では中学の総

ています。

まとめとして、２次方程式、2 次関数、

中1

かつ簡潔に表現する方法、図形に対
する直感的な捉え方を理解する。
中2

中高 6 年間、どの生徒に対しても数学

うち週 2 時間は問題演習中心の習熟度

を学習させることで、数学の学力を定着

別授業が行われ、難易度の高い問題を中

させるだけでなく、数学的なものの見方

心に演習を行う授業と、少人数で標準問

や考え方（論理的な思考力）を養うこと

数学的な表現や処理の方法を習

得し、事象を数理的に考察する能力
を高める。
中3

中学校数学を完成させる。クラ

ス毎の授業に加え、習熟度別演習授
業を実施する。
高1

高校数学の基礎的な事項を学習

する。
高2

三平方の定理などを学習し、週 5 時間の

数量などの関係や法則を一般的

文系・理系問わずに基礎的な力

を身につける。
高3

理系進学志望者は数学III、文系

進学志望者は確率統計を履修する。

教育実習生母校に帰る
立教大学理学部数学科／石田

瑛士さん（2015年卒業）

私が理学部数学科に進学した理由は、
「数学教員になる
ため」です。高校時代に友人に対して数学を教えた際に彼
の点数が伸びたことで「自分は先生に向いているかも？」
と思い、数学を専攻しました。大学の授業は難しく、 A 4
ノート 5 ページ分の証明問題やプログラミング等があり、
本当に大変な 3 年間でした。しかし、数学科の学びの環境
は大学の中で 1 番です。優秀な仲間と学べる授業形式、数
学科生が使用する計算機室等、非常に充実した環境の中で
学んでいます。立教大学といえば文系のイメージが強いで
すが、理系にも力を入れていると実感し、数学科に入学し

高校 1 - 3 での授業の様子と、
授業を終えての記念撮影

てよかったと感じています。
数学は難しいです。いくら解いても次々と問題が出題さ
れ、考えを巡らせていかなければなりません。しかし、そ
の過程で培った論理力や課題解決力は社会で必ず活きます。
ぜひ、中高生には立教生としてそれらの力を養って、一歩
ずつ 成長していってほしいと思います。

（3）

Campus News Rikkyo Niiza

2018年 7 月12日

Report

多様なクラブ活動と充実の理科特別教室

本校には、中学に「理科部」
、高校に「化学部」
「観測部」
「生物部」の理科系クラブがあり、活発に活動しています。
その活動と、そして日々の授業を支えるのが理科特別教室です。物理・化学・生物それぞれの実験室と理科実験室、
理科階段教室、理科講義室の計 6 室あり、それぞれ使用用途に合わせて使われています。

生徒が自らテーマを設定し、
実験の方法や結果などを自ら考
察し、発表する活動を行ってい
ます。高度な実験やより深く学
びたいときは、立教大学理学部
と連携するなど、活動をサポー
トする環境が整っています。ま
た、高校だからこそ工夫して実
験する醍醐味があります。これ
まで、全国高校化学グランプリ
や化学クラブ研究発表会
（関東）
での受賞歴もあります。
部員それぞれが提案したテ
ー マ を 研 究 し て い き ま す。
2018年度は微生物に関する研
究も行っています。また、フィ
ールドワークとして、5月と7
月には城ヶ島生物調査、月1回
の川での生物調査、そして本校
敷地内においても野鳥分布調
査やセミの抜け殻調査を数年
にわたり実施しており、継続し
た環境変化を調査しています。

化学部

観測部

部 員 数：高校生 8 人
活動場所：化学実験室

部 員 数：高校生 ９ 人
活動場所：理科階段教室

理科部

生物部
部 員 数：高校生 ４ 人
活動場所：生物実験室

部 員 数：中学生３５人
活動場所：生物実験室

池の水を抜いてみよう！
自然観察園・池の生物調査実施

物理実験や人工衛星につい
ての研究などを行っています。
また、月１回程度、本館屋上で
天体観望を実施しています。
2018年度は、人工衛星の開
発を目指した活動をスタート
しました。部員は、①Arduino
を利用したセンサー処理 ②
無線機 ③機体設計・製作 ④
データ処理 ⑤実験計画・全体
統括の各分野に分かれ、研究・
調査を進めています。
生 物･物 理･化 学 な ど の ジ ャ
ンルを問わず、ドライアイスを
使った実験、過冷却、空気砲、
粉塵爆発、エタノール燃焼な
ど、さまざまな実験や観察を行
っています。
グループで観察・実験を繰り
返し、さまざまな不思議に挑
戦。夏季休業中には二泊三日の
合宿を行い、理科に関する知識
を深めています。

化学クラブ研究発表会
銀賞受賞

化学部（高2）関根

幹人さん

研究題目：コバルト錯体の合成と分析
「いくつかのコバルト錯体はなぜ互いに
色が違うのか？」当初はこの謎を解き明
かそうと実験を進めていました。物質を

6 月、本校自然観察園にある池の生物調査を実施しました。
池ができてから初めて実施される調査で、生物部と理科部
（希望者）が中心となり、池の水を半分抜いた状態で行いま
した。当日は、高校 3 年生の理系選択科目受講者数名を加
えた20人弱の生徒が、生物の捕獲、泥の除去等を積極的に
行いました。結果として、外来生物も多数捕獲されるよう
な状態でした。この状況を受け、池の保全について継続し
て考えていこうと思っています。 生物部顧問 和泉 利香

作り、分析するという段階になり立教大学理学部の実験機器を
使わせていただけることになったのですが、この機器は非常に
高価なものです。
「これを使わず安く手軽に同じ実験ができるの
では？」と思いつき、新しい実験方法の開発を研究することに
なりました。発表会直前の方向転換でしたが、顧問の渡部先生
や大学理学部の先生方の指導も受けながら研究を進め、化学ク
ラブ研究発表会銀賞受賞という成績を収めることができました。
来年はこの研究をさらに発展させ、金賞を狙いたいと現在も研
究を進めています。
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キャンパ ストピックス
棋士

高見 泰地さん、叡王を獲得！

立教新座中学校・高等学校卒業生の高見泰地さん（2012年卒業）が、5月26日に行われたタイトル戦「第 3 期
叡王戦」
（主催：株式会社ドワンゴおよび公益社団法人 日本将棋連盟）に勝利し、叡王の称号を獲得、規定によ
り七段に昇格しました。
現役最年少のタイトル保持者となった高見さん。6月4日に本校に来校され、中学・高校時代の担任や教科担当の
先生たちに報告の後、後輩たちと懇談しました。高見さんからのメッセージをご紹介します。

村上校長や中学・高校時代の担任、教科担当の先生たちと

棋士の高見泰地です。
これまで将棋界には、七
つのタイトルがありました
が、昨年新たに「叡王」というタイト
ルが誕生し、八大タイトル戦となりま
した。その新たな「叡王」というタイ
トルを獲得し、母校に良い報告ができ
たのは、これ以上ない幸せです。これ
からも自分が指す将棋の一手一手で、
たくさんの方々に感動を与えられたら
と思っています。
将棋は、相手と一対一で戦うので実

ge
Messa

力のみの世界。だからこそ、言い訳が
効かず、全て自分に返ってきます。そ
んな中で、自分を見失わないようにす
るためにも学生時代の環境は大切でし
た。
私は立教新座中学校・高等学校で 6
年間を過ごし、高校 3 年の秋にプロ棋
士になりました。高校生で棋士になれ
たのは立教新座の個性を伸ばす雰囲気
の中で、広い敷地、温かい先生たちに
恵まれ、のびのびと好きなことに集中
できたからだと思っています。一点集

AED（自動体外式除細動器）、
キャンパス内 5 カ所に設置
本校では、広い敷地内で生徒がより安
心して活動できるように、新たにAED
（自動体外式除細動器）
を 2 台増設しまし

立教新座将棋囲碁同好会の後輩と一局

中型の自分にとっては自慢の母校です。
（高校では将棋ばかりで勉強は移動の
電車内くらい、おろそかでした。反省。
（笑）。
）
再試はトラウマです
学生時代は楽しいこと、好きなこと
を伸ばす絶好の機会。部活でも課外活
動でも、好きなことを見つけて熱中し
てほしいなと思います。
「自由の学府」。生徒たちに今という
時間をのびのび過ごさせてくれるのが
立教新座です。後悔しないよう、思い
切り学校生活を楽しんでください！
！

セントポールズ・ジム
AED
セントポールズ・
アクアティックセンター

た。右図の通り、キャンパス内に計 5 台
設置しています。AEDはいざというと

AED

き、とても大事なものです。場所をしっ

3号館

2号館

体育館
AED
AED

かり覚え、緊急時は、教員の指示に従っ
て行動してください。

中学入学式の日に

１．本館
２．体育館

当番室前

本 館

入口付近

３．セントポールズ・アクアティック
センター

入口付近

４．セントポールズ・ジム
５．門衛所
体育館に設置されたAED
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チャペルだより
「真理はあなたたちを自由にする。
」
（ヨハネによる福音書 8：32）
本号が発行されるころには、皆さん
は一学期の期末試験も終わり、ほっと

ルは、新約聖書のヨハネによる福音書

私なりの解釈ですが、これは、私た

８章32節にある「あなたたちは真理を

ちが日々の生活の中で、失敗を繰り返

知り、真理はあなたたちを自由にす

しながら、他者と共に誠実に生きるこ

る。
」から取らせていただきました。

とではないかと思います。誠実に生き

さて、ここでいう「真理を知る」とは

ることが、私たちを本当の自由に導い

どのようなことを指しているのでしょ

てくれるのです。もちろん、皆さんは、

うか？

正しく生きている人、もしくは正しく

するとともに、これから迎える長い夏

そもそも「真理」とは何でしょうか。 生きていきたいと望んでいる人たちば

休みにむけて、ワクワクした気持ちで

哲学においてはさまざまな捉え方がで
胸を躍らせておられることと思います。 きるとは思いますが、キリスト教的、
特に、今年入学された一年生は、入
あるいは宗教的な意味としては「正し

かりだと私は信じています。

学してはじめて迎える長期休暇です。

い生き方」と捉えられることができる

えられた時間を有意義に過ごしていた

部活やいろいろなところで行われる、

のではないでしょうか。何に対してと

だきたいと思います。「正しく生きる」

研修やキャンプなど、立教新座ならで

いえば、それはもちろん神様に対して

ことで、皆さんは本当の自由を獲得で

はの課外活動に参加される方も多いと

と言うことです。聖書の言葉に当ては

きるはずです。そのことを心にとめて

思います。また、個人的にでも、旅行

めてみますと、
「神の言葉にとどまる

一学期の残りの時間を良い備えの時と

や調べ学習等を行う等、普段ではでき

ならば、正しい生き方を知り、正しい

されることを期待します。

ないようなことをする時間を持つこと

生き方は、あなたたちを自由にする」

ができる貴重な機会です。

ということです。では、この正しい生

成長した皆さんとお会いしたいと望ん

き方とはどういうことでしょうか？

でいます。
（チャプレン

冒頭に挙げさせていただいたタイト

2018年度

中学校 〜行事予定〜

だからこそ、この夏休みこそ、「正
しく生きる」という自覚をもって、与

そして、新学期には元気で、一段と
金山

昭夫）

学校説明会

11 月 25 日 ㊐

7/21（土）
・24（火）

１年社会科校外学習

8/2（木）
～14（火）

米国サマーキャンプ

8/16（木）
～18（土）

清里環境ボランティアキャンプ

9/5（水）

２学期始業礼拝、宿題試験

S.P.F.

9/15（土）

運動会 （9/22 予備日 ）

10 月 27 日 ㊏ ・ 10 月 28 日 ㊐

9/29（土）
～10/2（火）

朝霞地区大会

10/17（水）
・18（木）

中間試験

10/27（土）・28（日）

S.P.F.

中 学 校
高等学校

① 9：30 ～ ② 11：00 ～
① 13：00 ～ ② 14：30 ～

文化祭

中 学 校 10：00 ～ 15：00
高等学校 10：00 ～ 17：00

中 学 校 9：00 ～ 15：00
高等学校 9：00 ～ 15：30

高 校 〜行事予定〜
7/20（金）
～8/12（日）

豪州短期留学

7/29（日）
～8/14（火）

英国サマースクール

8/16（木）
～18（土）

清里ボランティアキャンプ

9/4（火）

認定試験

9/5（水）

２学期始業式、宿題試験

9/29（土）

TOEFL ITP

10/5（金）
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10/17（水）
・18（木）

中間試験
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S.P.F.
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