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来年のアメリカツアーについて

富士山ツアー報告も

SSHに認定された学
校では海外研修ツアー

の実施が一般的。もち

ろん立高でも来年度以

降実施するため、今年

の夏、３名の先生方が

実地踏査に出かけた。

そこで来年の夏休みの

「アメリカ西海岸ツア

ー」のお知らせを。

位置と地理
北アメリカ西海岸に

あるカリフォルニア州

で日本人に馴染みの都

市といえばロサンゼル

スとサンフランシスコ

だった。ところが近年

では、人口順に見たと

き、サンフランシスコ

(80万人)は４位に落ち、
１位ロサンゼルス(380
万人)、２位サンディ

エゴ(130万人)、３位サ
ンノゼ（95万人）とな
っている。

気候は、太平洋沿岸

に沿って、夏は寒流の

カリフォルニア海流

が、冬は暖流のダビッ

ドソン海流が流れるた

め、一年中温暖で晴天日数が多い地中海性気

候地域とされる。このことからウォルト・デ

ィズニー・カンパニー、ワーナー・ブラザー

ズ、ヒルトン、Yahoo!、アップル、ピクサー
・アニメーション・スタジオなどの馴染みの

企業が本社を置いている。ただ、東海岸側と

異なり、太平洋の沿岸には、環太平洋造山帯

の一部をなす海溝も走り、歴史的には大きな

地震が何回か起こっている。

カリフォルニア州にある大学
カリフォルニアにある最も大きい大学が、

州立のカリフォルニア大学だ。サンフランシ

スコからBART（地下鉄）で湾を渡ったところ
にある最も古くて本部のあるバークレー校↑

から、2005年できたマー
セド校まで、州内に10校
の分校がある。もちろん

ロサンジェルス（UCLA：
University of California, Los
Angeles)にもサンディエゴ
(UCSD)にもある。
私立大学ではサンフラ

ンシスコに近いシリコン

バレーの中心にあり、“ I
am honored to be with you
t o d a y a t you r
commencement from one
of the finest universities in
the world. I never graduated
from college.”で始まり、“Stay
Hungry. Stay foolish.”で終わ
る2005年のSteven Jobsの
卒業式でのスピーチで有名な

スタンフォード大学（Stanford
University）がある。私立と
はいっても東京大学の61
倍のキャンパスに学部生

7000人弱 .大学院生9000人
弱（男女比はほぼ半々。東大

は学部生14000人、早稲田は
43000人程）が在学している。
年間の学費は約$48,000。
留学生の割合は約9％。
その他にもカリフォル

ニア工科大学（Caltech：California Institute of
Technology）や、南カリフォルニア大学（USC
：University of Southern California、ときにUCLA
よりランキング上位）をはじめとして、Best
National Universitiesのカテゴリにランクイン
した全米310校のうち27校が、Best Regional
Universities Westのカテゴリにランクインし
た全141校の内44校が、Best Liberal Arts
Collegesのカテゴリにランクインした全米239
校の内13校と、アメリカの州の数を考えると、
カリフォルニアに、いかにハイレベルの大学

が集まっているかか分かる。（ランキングはU.S.
News and World Reportの 2017年度版のデータを
参考にした。アメリカでは大学をタイプ別に分類

する。）
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中国とアメリカの団体による大学ランキング上位校

世界の大学ランキング上位校。評価団体が違う
と、多少違いがあるが、カリフォルニアの大学が
沢山、ランキングに入っていることが分かる。

来年の夏予定しているツアーの概略

都市名/滞在地名 摘要 詳細
１日目 成田空港　発 空路・直行便でサンディエゴへ

サンディエゴ空港　着 サンディエゴ自然観察アクティビティ①
サンディエゴ泊 UCSD　ドミトリー泊

２日目 サンディエゴ泊 UCSD　アクティビティ②
UCSD　アクティビティ③
UCSD　ドミトリー泊

３日目 トーランス泊 UCSD　アクティビティ④ 12:30にはドミトリーを出発
米国紫芳会によるアクティビティ⑤ ⑤Beth　Yamamuro宅にて実施
Redac Gateway Hotel泊 　米国紫芳会会員による講話等

４日目 ダウンタウン泊 Caltech　アクティビティ⑥ ⑥Caltech日本人留学生による講話
グリフィス天文台アクティビティ⑦ 自己紹介プレゼンと昼食交流大学見学。
DoubleTree by Hilton Hotel　泊 ⑦グリフィス天文台自由見学

５日目 ダウンタウン泊 UCLA　アクティビティ⑧ ⑧UCLA研究員による講話
UCLA　アクティビティ⑨ 研究分野別に分かれ、自分の研究を発表
DoubleTree by Hilton Hotel　泊 ⑨ランチ会食を含め、研究者と交流

６日目 ダウンタウン泊 UCLA　アクティビティ⑩ ⑩昨日の指導の改善を発表
CSC　アクティビティ⑪ ⑪サイエンスセンター見学
DoubleTree by Hilton Hotel　泊

７日目 ダウンタウン　発 DoubleTree by Hilton Hotel　発
ロサンゼルス空港　発 空路・直行便で成田国際空港へ

８日目 成田空港　着 成田国際空港到着　関税通過後解散

①　サンディエゴ周辺の地形や、UCSDなどを
見学し、ドミトリー入寮

②③④のアクティビティについては未定。水辺
の活動については十分な調査が必要。

荷物をまとめて、ホテルから空港へ

まだ確定しているわけではありません

東京都立立川高等学校　SSH海外研修　6泊8日　行程表(案)

#1 Harvard University
#2 Massachusetts Institute of Technology
#3 Stanford University
#4 University of California--Berkeley
#5 University of Oxford
#6 California Institute of Technology
#7 University of Cambridge
#8 Columbia University
#9 Princeton University

#10Tie Johns Hopkins University
#10Tie University of Washington
#10Tie Yale University

#13 University of California--Los Angeles
#14 University of Chicago
#15 University of California--San Francisco
#16 University of California--San Diego

1 Harvard University
2 Stanford University
3 University of Cambridge
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
5 University of California, Berkeley
6 Princeton University
7 University of Oxford
8 Columbia University
9 California Institute of Technology

10 University of Chicago
11 University of California, Los Angeles
12 Cornell University
12 Yale University
14 University of Washington
15 University of California, San Diego

現在計画中の行程は上のよう

なもので、約十時間ほどのフラ

イトでサンディエゴに到着、宿

泊、その後ロサンジェルスに移

動する。サンディエゴとロサン

ジェルス間は約200km。アメリ
カのハイウエーの制限速度は一

般的に55MPH（ところによって
は70MPH）。だから２時間ほど
の距離にある。大谷が活躍する

エンジェルスのホームやディズ

ニーランドのあるアナハイムは、ロサンジェ↑

ルスとサンディエゴ

の間にある。ロサン

ジェルスといっても、

アナハイムなどの周

辺の郡( county)まで
含めると、関東平野

ほどの広さがあり、

ハリウッドやビバリ

ービルズ、ユニバー

サルスタジオなどは

人気の観光地は中心

部に近い所にある。

2018 SSH通信 No_02.jtd

UCSDの外観



Page 7
今回、訪問する予定

の大学は３つ。サンデ

ィエゴのUCSD。ロサン
ジ ェ ル ス の UCLAと
Caltech。これらの大学
の紹介と予定するアク

ティビティについて触

れておく。

UCSD
創立が1964年とカリ

フォルニア大学の中で7
番目に出来た比較的新

しい大学。それでも、

すでに全米でトップレ

ベルの大学になってい

る。それはサンディエ

ゴ自体が近年になって

急速に発展し始めた都

市だからでもある。サ

ンディエゴは季候の良

いカリフォルニアの中

でも、特に季候が良く、

治安も良いため、全米

での住みたい都市ラン

キングでいつもトップの方にある都市。メキ

シコとの国境に接していて、ラジオ局を探す

と、殆どがスペイン語放送の局しかない。こ

こではUCSDのドミトリーでの宿泊を計画し
ている。また、日本人研究生、留学生のプ

レゼンテーションなども計画している。

UCLA
ロスのダウンタウンからバスで40～50分

ほどのところにあり、東京ドームの40倍近
い170haの敷地、山の麓、海からは8kmと最
高の環境にあり、レベル的にも非常に高く、

世界のトップ10にも入ろうという学校。開
講している科目は3,800以上。日本的にいえば
文・芸術学部、政治・経済・経営学部、理・

工学部、医学部など殆どの分野をカバーして

いる総合大学であり、インターネット発祥の

地でもある。

ここでは、現在この大学で研究中の北郷明

成氏(DDS,PhD：大阪歯科大学博士課程を
修了後、京都大学再生医科学研究所をへて

UCLAへ)に「なぜ、アメリカで研究をして
いるのか（仮題）」を中心に、日本とアメ

リカの研究環境の違いや、文化の違い、一

般的アメリカの話なども話していただく予

定。↑

Caltech
ロスの中心から15km

程北東の高級住宅街の

近くに、50haと東京大
学と同程度のこじんまり

としたキャンパスを持

ち、学部生900人程、大
学院生1,100人が在籍し
ている全米屈指のエリ

ート名門校。マサチュ

ーセッツ工科大学（MIT）
と並び称される工学及

び科学研究の専門大学

で、英国高等教育専門

誌 「 T i m e s H i g h e r
Education」において、
年によってはハーバー

ド大学を抜き、世界第1
位の高等教育機関とし

て位置付けらることも

ある。（男女比はほぼ半

々。学部生の人数だけ

なら国立の旭川医科大

学や浜松医科大学と同

程度の規模）この小さな大学で30名以上のノ
ーベル賞受賞者を出し、現在でも5人の現役ノ
ーベル賞学者が在籍している。

ここでは日本から研究のため在籍してい

る３人の方々の案内でCaltech学内ツアーを
予定している。そして、海外の大学で研究

する道を選んだ理由から、渡米を実現する

までのハードルなど、実体験に基づいた話

を話していただくと共に、日本の大学とア

メリカの大学の違いなどもお聞きする予

定。この大学には現在、日本から大学院に10
名程度留学している。

米国紫芳会
立高の同窓会である紫芳会。この支部で

ある米国紫芳会。この米国紫芳会の方々の

協力も頂くことになっています。
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Caltech円形ホール前にて写真撮影

UCSDの生物医学の殿堂 ソーク研究所

アメリカツアーについて
出発日 2019年7月21日

（１日程ずれるかもしれません）

旅行日数 ６泊８日
旅行費用 自己負担40～50万円程度

（参加人数や飛行機のオイルサーチャージ
の影響など不確定要素があるためです）

募集人員 20余名程度
（募集開始時期など細かなことはまだ未定です。

参加条件など細かいことは担当まで。）
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ちょっと豆知識：ロケットの燃料
前号でお知らせした JAXAでの話。現在使わ

れているロケットの燃料には大別して２種類あ
る。大型ロケットでは、ほぼすべてが液体燃料
が使われている。これは液体水素と液体酸素を
気化させ、ロケット下部のエンジンで燃焼させ
て推力を得る方式。それに対し、H2 ロケット
のブースター（補助ロケット）や小型ロケット、
ミサイルなどでは固体燃料を燃焼させ推力を得
ている。燃料を燃やすためには酸素が必要だが、
液体燃料の場合は液体酸素を積んでいるのだか
ら不思議に思わないが、固体燃料の場合はどう
なっているのだろう。実は、固体燃料は火薬と
同じで、燃料自体に酸素を出す酸化剤を含んで
いる。黒色火薬は最も古典的で一般的な火薬↑

で木炭の粉と硫黄と硝石（硝酸カリウム）を混
合して作る。木炭と硫黄は燃焼物質で硝石は分
解して酸素を発生する酸化剤となる。固体燃料
は火薬と同じで、酸化剤として過塩素酸アンモ
ニウム、燃焼物質としてはゴム基剤の末端水酸
基ポリブタジエン (HTPB) を用いるという。
液体燃料は強力な推力を出せるが取り扱いが難
しく、燃料の注入は発射直前である。一方、固
体燃料は推力は劣るが取り扱いやすく保管性も
良い。だからミサイルで使われる。日本はどち
らかというと固体燃料の方が得意だった。
この他に「はやぶさ」で有名になったイオン

エンジン（電気推進）という超小型エンジンも
あるが、推力では比較にならない。

ちょっと豆知識：デファクトスタンダード de facto standard
これもJAXAの話。でもアメリカの常識も。
ロケットのボデーはアルミ合金で出来てい

る。第２次大戦以降標準的な航空機材料でも
あった。（現在では航空機は炭素繊維などに変
わりつつある）そして、その金属板を接合し
たり、内部の機材を取り付けるために大量の
ネジが使われている。素材はチタン合金
(Ti-6Al-4V)。軽くて熱に強く腐食もしにくい。
そのネジ。現在日本のネジの規格にはJISネ

ジとISOネジがある。最近では国際標準のISO
ネジの方が主流になりつつあるが、どちらも
サイズはミリメートルで示される。
ところで、アメリカは世界的な度量衡の条

約であるメートル条約に日本より早く加盟し
ていながら、なかなか旧来からのヤード・ポ
ンド法から抜け出せないでいる。
バスケットボールのコート幅はNBAの場合

50ft(15.24m）、baseballのhome baseと Pitcher's
Plateの距離は 60 feet 6inches、航空機の飛ぶ高
さは10000feet。車のスピードもピッチャーの
投げる球の速さもMPH（マイル／時）を使い。
ゴルフコースの長さもyardを使う。ボクシング
のグローブはpondを使い、気温は Fahrenheit（
°Ｆ、華氏）だ。夏のラスベガスではちょく
ちょく100°を超えるのも、温度目盛りに
Fahrenheitを使っているから。だからネジの規
格もインチを使う。
ロケットはアメリカが中心となって開発し

てきたため、使うネジは当然アメリカ規格の
インチネジが使われる。航空機も同じだ。だ
から開発中の三菱の中型ジェット機MRJも、
今年世界で一番売れている小型機である
HONDA jetも、日本が開発しているとはいっ
てもインチネジを使っている。日本のネジと
は規格が違うので、日本製のネジは基本的↑

には国際宇宙ステーションでは使えない。そ
れでも日本の実験棟である「きぼう」の部分
は日本規格で作られているので日本規格のネ
ジも少しは持って行くそうだ。
実は、同じことがコンピュータの世界にも

ある。知っての通りパソコンはスティーブ・
ジョブズが作ったアップルⅠから始まったよ
うなものなので、アメリカがスタート。だか
らパソコンの組み立てにはインチネジが使わ
れている。でも、フロッピードライブやDVD
ドライブは日本が開発したためISOネジが使わ
れている。そのため、パソコンの組み立てに
は両方の規格のネジが必要になる。
このように、国際協定など正式に取り決め

た規格でなくても、圧倒的な普及によって、
その規格が世界標準になってしまったものを
「デファクトスタンダード」と呼ぶ。
古代ギリシャのアルキタスが発明したとも

いわれ、古くからあるネジであるが、ネジに
はいろいろな規格がある。頭の形にもいろい
ろある。丸かったり（鍋ネジ）、平だったり（皿
ネジ）。マイナスとプラス、六角や楕円もある。
IKEAの家具を組み立てたことがある人なら、
ねじの頭のかたちが普通のプラスネジとは違
っているのに気がついた人がいるだろう。ア
メリカやヨーロッパでは、日本のプラスネジ
よりポジドライブといわれる形式のネジの方
が一般的で、日本のプラスドライバーを使う
とねじ山をつぶすことさえある。フランス製
のスキーのバインディング（スキー板と靴を
つけるセーフティーとも呼ばれる器具）もこ
ういったネジを使っている。
ちょっとマニアックな世界が過ぎたかな。

まあ、こんな世界もあるということを知って
いても悪くはないか！
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10月7日（日）の富士山ツアーについて
今回の目的地、富士山

の五合目は標高が2300m
もあるので、すでに去っ

たとはいえ、台風25号の
影響が心配されたが、当

日はびっくりするほどの

晴天になり、風もほとん

どなく、台風を警戒した

ためか車も少なく、カラ

松の紅葉がまだちょっと

早かったのを除き最高の

一日となった。（写真に

写るくっきりと青い空。

カラーでないのが残念で

しょうがない）

今回は同じSSH校であ
る東京都立多摩科学技術

高等学校との共同開催だ

ったので、本校からの参

加生徒20人に、他校から
の11人を加えた人数で実
施した。当日講師をして

いただいた小泉武栄先生

は東京学芸大学名誉教授

で、昔風に言うと博物学

（南方熊楠と同じ分

野？）。現代的な表現では自然史学の専門家で、

この日もカラ松が風や雪などによってねじ曲

がった森林限界の植生の状態から、溶岩の種

類や風化の様子、溶岩の粘性などが地形に及

ぼす様子など、広い分野の解説を聞きなが↑

らの充実した散策とな

った。小泉先生は10月22
日(月)放課後の事後講習

会にも来ていただくこ

とになっているので、

参加者はもちろん、ツ

アーに参加しなかった

人も講習会に積極的に

参加して下さい。（２年

生は授業があるので申

し訳ありません）

今回も、この通信の

作成に間に合った方の

感想文を載せておきま

す。立川地区は都心と

は違い自然豊かな地域

ではありますが、それ

でも富士山とはスケー

ルも違い本物の迫力は

「見ると聞くとでは大

違い」。

今回参加できなかっ

た人も、今後のいろい

ろなツアーなどの行事

にはできるだけ参加し

てほしいと思います。

SSHの学校になったことで、昨年まではこう
いった行事に参加するときは数千円を自腹で

払わなければならなかったものが無料で行け

るのだから、SSHの特典は大いに利用してほ
しいと思います。

今回は引率していただきありがとうござ
いました
私は富士山に行って登るのは今回が初め

てでした。しかし、私は富士山に登って地
形を解決するような番組を見た事があった
ので、富士山に関する知識はある程度持っ
ていると思っていました。その分登山道を
見た時の衝撃は大きくて、自分の想像全く
異なっていた第一印象は、これから忘れる
ことはないででしょう。あの赤くゴツゴツ
した台地にカラ松が根を露出させ、形を変
形させながらも力強く生きている情景です。
私がテレビで見ていたものとは全く違い、
木には力強さがあり、地面は茶色ではなく
赤でした。また、本物を見た事により、テ
レビで見た時には生まれなかった疑問が↑

数多く生まれました。富士山の自然と実際
に向き合ったことによる効果でしょう。ま
た、その疑問がだんだんと解明されていく
中で自分の考えた理由に合致した時はとて
も嬉しかったです。この喜びを味わうため
に学者たちは研究するのだなぁということ
を感じました。
今回のフィールドワークで、私は現地へ

行く大切さを学びました。なにかヒントと
なるようなものがなければ疑問は生まれま
せん。思考へ繋がるような「普通」と違う
ものが疑問を作り、そのようなものの多い
場所へ行くからこそ疑問が生まれるのです。
このことを教えて下さった小泉さんに対し
て感謝の気持ちでいっぱいです。

1年W.T.
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富士山五合目で森林限界の森を考える
今回のツアーで教科書に書いてあったこ

とが実際に自分の目で確かめることが出来
たので良かった。また、コケモモを食べた
り、カラマツが異様な程に曲がっているの
を見たり、普段の生活ではできない貴重な
体験ができた。溶岩が固まってできたと思
っていた石が、実はマグマの飛沫が固まっ
たスコリアというもので、溶岩が固まって
できた石は他にあったことに驚いた。そし
て、その溶岩石も想像していたよりも綺麗
でまるで普通の石のようだった。少し場所
を移動しただけで植物が沢山生えていた↑

り、何も無かったりと、同じ富士山でも景
観が全く違うことに感動した。地面にはス
コリアが一面に転がっていて、持ち上げる
ととても軽く、赤いものと、黒いものがあ
った。赤いのは錆びたからだと知った。先
生は植物の生えている場所や、形状に注目
して疑問を作っており、見逃してしまいそ
うなことにも目を向けていることにすごい
と思った。
このツアーで、さまざまな疑問を作るこ

とを学んだ。よく観察して単純なことでも
疑問に思うことが大切だと思う。

1年 H.K.

今年度の今後のツアー予定
「満員御礼」締め切りました

参加費は基本無料

11月4日（日）
城ケ島フィールドワーク
担当者 可長先生（３F地学準備室）

放課後の行事
こんな行事にも積極的に参加して欲しいと思います

11月17日（土）13:00～16:30

生物学シンポジウム
（会議室で定員90名）

第一部 「バイオ医薬品・抗体医薬品」

34期江崎圭子氏（中外製薬研究本部主任研究員）

第二部「母体の保護 帝王切開」

28期武知公博氏（効率昭和病院産婦人科部長）

第三部「動物の保全における域外域内」

9期齊藤勝氏（恩賜上野動物園第 10 代園長）

１０月２７日（土）13:30～15:00

情報学に関する生徒向け講演会
「情報科学を学ぶということ－あなたも将来はビ

ル・ゲーツ？それともフォン・ノイマン？－」

情報系への進学のすすめ
▶「絶対１位じゃなきゃダメなコンピュータシステ
ム」中條拓伯准教授
▶「人工知能は考えない！」堀田政二准教授
▶「ロボットを作ることで人間を理解する」近藤敏之
教授
◆新設される知能情報システム工学科について

◆高校生と大学教員による対談

申し込みは Classiで（先着 40名）
人物解説

Bill Gates：Windowsの会社であるMicrosoft社の創
始者。AppleのSteven Jobsと並ぶパソコンの立役者。
現在は世界一の投資家Warren Edward Buffettと並ぶ
投資家でもある。2018資産額世界2位。今年抜か
れた。ちなみに3位が親友のWarren Buffett。

John von Neumann ：20世紀科学史における最重
要人物の一人。数学・物理学・工学・計算機科学
・経済学・気象学・心理学・政治学に影響を与え
た。第二次世界大戦中の原子爆弾開発や、その後
の核政策への関与でも知られる。でも情報科学の
世界では、コンピュータの基本的な構成法のひと
つであるノイマン型コンピュータの開発者として
あまりにも有名。

外部団体主催のこんな行事もあります

サイエンスアゴラ2018
入場無料

11月9日（金)→11日（日）10:00～16:00
9日東京科学未来館、10、11日テレコムセンター
9日★「あらゆる制限を超えて75億人をつなぐ挑戦」

～一企業に閉じないグローバルでチャレンジングな共生～

★SDGs達成の先に何を見るか
－未来の幸福をデザインする社会の共創

10日★よしもとロボットプログラミング特別教室
with SDGs
★Fashion Tech Lab 発明のその先へ、
最新テクノロジーと供にデザインする力。

11日★身体の共有による共感的コミュニティの創
出に向けて
★”未来総理”になって考える日本の未来

http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/

サイエンスアゴラ 2018光科学シンポジウム
越境する光科学 パートⅡ
参加費無料、定員 80名

11月 10日（土)13:30～ 15:45
テレコムセンター 8階会議室 D

申込み http://www.jst.go.jp/kisoken/sympo/iyl2018/
巨大望遠鏡とデータサイエンスで挑む宇宙の謎 吉田直樹

（東京大学）
命の設計図を解き明かす 前島一博（国立遺伝学研究所）

光で見る不思議な分子の世界 田原太平（理化学研究所）

体験！化学実験2018
11月 2日（金)13:00～ 17:00

3日（土）11:00～ 17:00
首都大学東京 南大沢キャンパス 8号館 3階

無料、参加申し込み不要
主催：体験！化学実験実行委員会
http://tmu-sfc.mods.jp/fes/2018/pages/
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