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美しい未来社会を実現するために 
 
 

～ 優秀な若手人材の発掘と育成 ～ 
～ 教育と学習の環境整備 ～ 

～ 展示館と博物館の建設事業 ～ 
～ 未来への展望 ～ 

 
 
 



東日本大震災で、大勢の人がお亡くなりになりました。本当に悲しく思います。 
日本と世界のために、自分にできることはないか、常に考える毎日です。 
より良い世の中を実現する為に、私は、将来の子供達に夢を託したいと思います。 
平和で美しい社会を実現するため、一生懸命、教育に力を注ぎたいです。 
 
私は現実主義的技術者ですが、夢想家でもあり、よく現実性がないと言われるが、理想郷を
作りたい一心で、未来の数学と科学技術が、この社会を変えられると信じています。 
但し、資源の無駄使いと、無意味な研究開発の現状を見て、現在の科学技術の進むべき 
道を誤っているように思えます。私達は、生きることの本当の意味をもう一度考え直して、 
最も良い選択を皆で考えて欲しいと思います。 
 
素晴らしい超人的能力を持つ子供達が地球上にいることと、彼らが持つ能力を発揮できる 
ように、生活と学習環境をサポートしてあげたいです。 
自分の子供を愛するように、皆様の力を借りながら、最高な学習環境を子供達に用意して 
あげたいです。木を育てるのと同じで、自分は成果を見ずにいなくなるかもしれませんが、 
将来、万人と地球を救ってくれる天才が一人でも現れることを期待したいです。 
 
私達の組織の目標と信念は、定款に書いた通り、ずっと変わることはありません。まだ苦し
んでいる人達は地球上に大勢います。皆が本当に幸せな人生を過ごせるように、私は数学
と科学技術の面から力を注ぎたいです。そして、支援して下さる個人・団体様を探しています。 
 
今回、皆様から貴重な時間と発表の機会を頂き、誠に心から感謝しております。 
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http://www.nims.jp/icys/formericys/jp/01about/pdf/04-05_mel_11.pdf 
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琉球新報 こども新聞 
平成２６年９月１日（月） 
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◆はじめに 
 ２．法人紹介  

法人の目的 

この法人は、国内外を問わず、また貧富を問わず、
優れた才能を持つ児童や若者に対し、個々が持つ
能力を最大限に発揮できるように、数学に重きを置
き、サイエンスとテクノロジーに関する高度な教育
を行い、次に述べる３つの未来型科学技術の 
「無限エネルギー」、「人工知能」、「マイクロマシン」
を開発できるように、次世代の優れた人材を育成し
て、貧困、飢餓と疾病、戦争のない、平和な未来社
会の実現を目指すことを目的とする。 



◆はじめに 
 ２．法人紹介  

法人名称 特定非営利活動法人 数学・科学技術推進協会 MathMathGood 

強い未来ビジョンを持ち、美しい未来社会の実現に力を尽くすことを誓います。 業務目標 

定款に書かれた「報酬」について、理事と役員は、そのポジションにおいて、
社会奉仕のため「報酬なし」と定め、こちらの頄目を一切変更しないことを、
理事全員が誓います。 

法人義務 

定期的に、活動内容と学習成果、献金と収出の内容を公開。 

開発した技術と特許について、全て無償で公開し、社会へ貢献する。 

定款に書かれた「目的」、こちらの頄目を一切変更しないことを、理事全員
が誓います。 

１〜２年目、資金集めと人材集め。２〜３年目、施設の建築と社員募集。 
３〜４年目、本格的に教育活動をスタート。５年目以降、展示館と博物館建設。 
 

人事 善なる夢の実現を達成するため、定款の「目的」を遵守することを、社員全員
が誓います。 

どんな役職においても、社員全員は同等な労働条件で雇用されること。 
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２０１１年、日本で大変大きな震災がありました。 
また毎日、地球のどこかで貧困と疾病が蔓延し、 
戦争とテロも発生しています。 
 

近い将来、人口問題、食料問題とエネルギー問題
は必ず起きると誰もが分かっています。 
 

世界各地で天災（津波、隕石）が起き、大勢の人間
が亡くなった。科学技術が進んだ現代においても、
人類は幸せになっていると思いません。 

◆美しい未来社会を実現するために 
 １．人類は本当に幸せか？ 



先進国の経済や生活は、化石エネルギーに依存して
おり、あと数十年で枯渇すると言われています。しかし
年々消費が増加、途上国も経済拡大をめざし、枯渇
がさらに早まることは確実になってきています。 

世界のエネルギー資源採掘寿命 
石油  45年 
天然ガス  62年 
石炭  118年 
ウラン  68年  

エネルギー問題  

◆美しい未来社会を実現するために 
 １．人類は本当に幸せか？ 

2011年10月31日、世界人口は70億人に達します。1秒に
2.47人ずつ増えています。 この１年で増える7800万人と
いう数字は、カナダ、オーストラリア、ギリシャ、ポルトガル
の４カ国の人口の合計数に相当します。 

人口問題  

世界人口の推移 / 国連人口基金さんのホームページより 

2001年の世界の穀物在庫量は約6億トン（約100日分）でした。し
かし、猛暑・干ばつなどの異常気象、さらに新興国での食肉増
加などの影響で、在庫は減尐し、2011年の在庫量は4.5億トン
（約75日分）まで低下しました。アフリカ諸国は今も深刻な食糧
不足が続き、飢餓が原因で1日に4～5万人（1年間に1500万人
以上）の人が亡くなっており、そのうち7割以上が子どもたちです。 

食料問題  

http://ameblo.jp/00misakichi00/entry-10104235554.html 



貧困問題  戦争 疾病問題 

「人工知能」の開発   「無限エネルギー」の開発  「マイクロマシン」 の開発 

解決法 

• 核融合 
• 物質と反物質 
• 新しい物理現象  

• 脳科学 
• 量子コンピューター 
• 新しい数学理論  

• 生命現象の解明 
• ナノテクノロジー 
• 数学と科学技術の融合 

◆美しい未来社会を実現するために 
 １．人類は本当に幸せか？ 



「無限エネルギー」の開発  

永久機関  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然再生エネルギー  

太陽エネルギー 
 
光力発電 
水力発電 
風力発電 
潮力発電 
波力発電 
海流発電 
地熱発電 
バイオ燃料 

核融合もしくは他の物理学な方法 

核融合は、重水素を用いて、陽子同士の融合反応を
起こさせて、質量のロス分をエネルギーに変える方法
です。太陽はもちろん、宇宙に輝くすべての天体は、
水素、ヘリウムなどの核融合エネルギーで輝いていま
す。核融合は、安全かつクリーンなエネルギーです。 
但し技術的に難しく、「地上に太陽を！」という夢の実
現には、まだまだ時間がかかります。 
 
物質・反物質の融合反応を用いたり、今まで知られて
いない新しいエネルギーの発見と技術開発が必要。 

アインシュタインの式 
E=MC2 

１ｇの質量で、東京を含め７大都市
で使われるエネルギーを、1日分作
り出す事ができる 

◆美しい未来社会を実現するために 
 ２．未来型サイエンスとテクノロジーってなんですか？ 



「人工知能」の開発   

◆美しい未来社会を実現するために 
 ２．未来型サイエンスとテクノロジーってなんですか？ 

人工知能ってなに？ 
• 自己学習能力 
• 人間の脳と同等以上の知能を持ち、人間と会話できる 
• 自我や人格（を持っているように振る舞える） 

知的生物に学んで • 地球上で、すでに７０億以上の知能生物(人類）がいることを 

開発の歴史 

• 1950年 、 J.von Neumannは，自己再生可能な機械を，29種の 
 セルを用いて自己増殖オートマトンを示しました。 
• 1956年、J.McCarthyらは、”ダートマス会議”で、初めて人工 
 知能という言葉を使った。 
• 1997年、チェスプログラムDeepBlueがチェスチャンピオン 
 G.Kasparovに勝利する。 
• 2000年、本格的な二足歩行ロボットASIMOを、世界初めて 
 本田技研工業が開発した。 
 
 

人間の可能性と 
存在価値を知る 

• 危険な作業や単調で精神的にきつい仕事もやってくれる。 
• 人工知能は、どんな夢を見るのか？ 
• なぜ人間は自我意識を持つかについて、答えが見つかるかも？ 



「マイクロマシン」 の開発 

◆美しい未来社会を実現するために 
 ２．未来型サイエンスとテクノロジーってなんですか？ 

定義： ウィキペディア百科事典の定義によれば、マイクロマシンとは、超小型機械のこと。 
     大きさの定義はまちまちであるが、mmオーダーからμ mオーダーの機械構造をいう。 

• 簡単な細菌でも、自立して生活できる。 
• 生物はいわゆるマイクロマシンの集合体である。 
• 種子のように、空気と太陽と水だけで勝手に成長し、樹木のように構造物を作り成長する。 
 
 

生物と機械の融合 

マイクロマシンの実例 

キヤノン電子 立命館大学 ナノスクライブ 岡山県産業振興財団 

マイクロマシン作製技術 
• バッチプロセス： 
 リソグラフィとレーザー微細加工などの半導体集積回路作製技術を用いて、従来の機械部品 
 のような組み立て工程を必要とせず、大量に一括してデバイスを作製できる。 

• 従来の機械加工の延長： 
 超音波加工など、従来から用いられている加工技術でもnmオーダーの加工精度が得られる 
 ようになった。 微小かつ複雑な形状（能面やワイングラスなどが有名）の構造が作製できる。 
 



しかし実際に世界でどこの大学も、研究所も、企業も、 
「無限エネルギー」、「人工知能」、「マイクロマシン」の 
本当の意味での開発にまだ成功していません。 
 

その理由は数学と科学技術の教育が、大学に入学してからでは
遅すぎます。高度な数学と科学技術の両方を同時に自由に使い
こなせる人材はそんなにいません。 

優秀な子供達を世界中から発掘し、幼い頃から、数学に重きを
置き、最先端な科学技術を教育し、そのような子供達が成長し
て、未来型サイエンスとテクノロジーの開発を実現できると信じ
ております。 

解決法 

◆美しい未来社会を実現するために 
 ２．未来型サイエンスとテクノロジーってなんですか？ 



◆優秀な若手人材の発掘と育成 
 １．天才は本当にいるの？ 

天才たち 

• ウィリアム・ジェイムズ・サイディズ IQ250～300(推定) 
  アメリカ合衆国の数学者。6歳でたった7ヶ月で高校を卒業。 
  幼い頃は神童として知られている。 
• テレンス・タオ IQ220～230(推定) フィールズ賞受賞者。 
  中国系オーストラリア人数学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。 
  専門は実解析、調和解析、微分方程式、組合せ論、整数論、表現論。 
• クリストファー平田 IQ225 
  日系アメリカ人。天体物理学者のエキスパート。 
  13歳の時、国際物理オリンピックの金メダルを最年尐受賞。 
• キム・ウン・ヨン IQ200以上 
  生後6カ月から話し始め、3歳で4カ国語を話せるようになった。8歳以降は 
  NASAで働かないかと米国から誘われ、16歳で物理学博士号を取得した。 

天才の定義と特徴 
天才の定義ですが、『万人よりも遥かに優れた能力を有し、 
その能力を活用して社会に認められた人』を指す。 

数学的天才： 
計算速度が速い 
記憶力が高い 
ひらめきと直感が鋭い 

芸術的天才： 
音調区別ができる 
新しい価値観や創造性を生み出せる 
非常識な出来事を、常識的に考え理論的に表現できる 



◆優秀な若手人材の発掘と育成 
 １．天才は本当にいるの？ 



◆優秀な若手人材の発掘と育成 
 ２．数学を完全理解し、科学技術を自由に使いこなそう 

数学とは何だろうか？ 
●数学とは、頭脳が生み出した壮大な宇宙である。 
   数学は、論理的厳密性のもと、全く自由な発想に 
  よって 作り上げられた、今や壮大なコスモスとも    
 いえる広がり を持つ世界です。 
 人類の最高の芸術作品の一つです。 
 
●数学とは、科学・技術の最高最強の武器である。 
   数学は、科学・技術における万国共通の言語で 
 あるのみならず、 科学の探求や技術開発に 
 不可欠の最高最強の武器です。  

○画像： ドイツの旧１０マルク紙幣 

（数学者ガウスの写真と彼が生み出した誤差曲線が描かれています）（http://www.pas.tsukuba.ac.jp/faculty/math.html） 

半群論、群論、環論、体論、線型代数学 
多元環論、束論、代数的整数論 
不変式論、保型形式論、表現論 
調和解析、可換環論、代数幾何学 

古典幾何学、解析幾何学、位相幾何学 
微分幾何学、代数幾何学 
フラクタル幾何学、計算幾何学 

偏微分方程式論、代数解析学、確率論 
関数解析学、応用解析学、数値解析 

数理統計学、数理論理学、計算機数学 

本格な数学研究の歴史はまだ３００年。 
実は、数学はまだまだ発展途上です。 

http://www.pas.tsukuba.ac.jp/faculty/math.html
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◆優秀な若手人材の発掘と育成 
 ２．数学を完全理解し、科学技術を自由に使いこなそう 

数学研究論文数 
全分野論文数  

数学研究論文数  



◆優秀な若手人材の発掘と育成 
 ２．数学を完全理解し、科学技術を自由に使いこなそう 

北海道大学 
大学院理学研究院数学部門 
（http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/research/field/applmath.php） 

JFEテクノリサーチ 

"The Role of Elastic Stresses on  
Leaf Venation Morphogenesis"  
Published: April 11, 2008 

出光エンジニアリング  

「日本経済から見た年金問題」 
植草一秀講演 

http://mrder.net/generic-drug/ 

自然科学研究機構 
新分野創成センター 

千葉工業大学工学研究科 
http://yagi.typepad.jp/413/cat33673/ 

沖縄科学技術大学院大学 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/research/field/applmath.php
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/research/field/applmath.php


◆教育と学習の環境整備 
 １．教材と学習内容の紹介 

綺麗な空気と美しい海に包まれ、
温暖な気候の沖縄で、それぞれの
子供達が持つ素晴らしい能力に 
合せて、高度な数学と科学技術を
学べる施設を作りたいです。 
そして、数学を考える時間と環境
をたっぷり与えてやりたいです。 
近い将来、日本と世界を救って 
くれる天才が現れると期待したい。 

沖縄 39年連続出生率全国１位 



◆教育と学習の環境整備 
 １．教材と学習内容の紹介 

数学に重きを置き、各々の子供達の適性に合わせ、各学問について高度な知識を教授する。 

数学 
物理学 

化学 

生物学 電気工学 

コンピューター 芸術 

音楽 文学 

医学 社会基盤技術 

天文学 



◆教育と学習の環境整備 
 １．教材と学習内容の紹介 

国際数学オリンピックを初め、各国際科学オリンピックに参加し、教育提携を結ぶ 

・ 国際天文学オリンピック 

・ 国際化学オリンピック 

・ 国際生物学オリンピック 

・ 国際数学オリンピック 

・ 国際情報オリンピック 

・ 国際物理オリンピック 



◆教育と学習の環境整備 
 １．教材と学習内容の紹介 

各分野で活躍する本当の天才数学者と科学者と技術者を招く 

国際数学オリンピックを初め、各国際科学オリンピックに参加し、教育提携を結ぶ 



◆教育と学習の環境整備 
 １．教材と学習内容の紹介 

各分野で活躍する本当の天才数学者と科学者と技術者を招く 

学習内容 

• むやみに知識を積み込むのではなく、”創造”と”想像”の時間と環境をたっぷり与える。 
• 各定理の証明法とその発見の歴史も教える。 
• 形式的、義務的な教育システムではなく、実践的で応用可能な教育を目指す。 
• 日本とアジア各国の文化を学ばせ、生命と自然を愛する謙虚で仁徳ある人間に育てる。 
• 厳密なカリキュラムを設けず、どんな時も学習と研究をする姿勢と習慣を身につける。 
• 本当に学問を心から好きになる人間に育てる。 
• 映画「Back to the Future」のように、理論と技術の大切さを理解する。 
• 資源の乏しい日本で、自給自足ができるように、社会基盤を支える基本技術を習得する。 
• 五カ国語（日本語、英語、韓国語、中国語、ロシア語）を習得する。 
• 瞬眼力と速読法を身につけ、頭の回転と集中力を育てる。 
• 近代数学の進歩は３００年。子供達に１５−２０年で習得できるようなプログラムを設ける。 
• この活動に同感してくれる優秀な研究者、技術者と先生方を世界中から求めます。 
• 医学専門家による医学指導。 
• スタッフを海外の大学と企業へ派遣し、常に効率の良い教育と学習環境を探る。 

国際数学オリンピックを初め、各国際科学オリンピックに参加し、教育提携を結ぶ 



◆教育と学習の環境整備 
 ２．居住施設と研究室の整備 

場所 東村は「山原」（やんばる）と呼ばれ沖縄本島北部の東海岸にあり、北は国頭村 
および大宜味村、南西は名護市と接し南東は太平洋に面し、東西に4～8km、南北
に26kmの細長い村です。那覇空港から車で２時間位の所に位置してます。 

産業 主要産業は第１次産業。 
パイナップルや切花などの栽培が盛んである。   

総人口は1,753人（２０１３年１２月１日） 
   

人口 



◆教育と学習の環境整備 
 ２．居住施設と研究室の整備 

子供達と家族の為の居住施設と研究室、救急医療可能な病院（ヘリポート付） 

スタッフと家族用居住施設 

・ 周辺の自然環境と生物と共存できる、質素で実用面と安全面を重視した強固な建物。 
・ 子供一人一人の個性とプライバシーを大切にし、家庭的な雰囲気を持つ施設。 
・ 子供達自身が居住したい空間を自らデザインできるような施設。 
・ 一人で深く考え、想像できる空間を設ける。 
・ 救急医師と看護師を各２名、２４時間待機。（通常時、診療活動と医学授業を開設） 
・ 電子顕微鏡室、天文台、研究室、実験室、図書室、音楽室、ダンス室、プールの建設。 
・ 施設の全ての壁は磁石型黒板で、いつでもアイディアを書き残して議論できる環境。 
・ 水と野菜、電力を自給自足ができるような、環境に優しい資源再生循環型施設。 
・ 世界の大学と研究室とコネクトでき、常に新しい情報を入手できるネット環境を設ける。 
・ 一番大切なことは、子供達は常に心温かく、愛情豊かなスタッフ達に囲まれてること。 

支援者用宿泊施設と保養所の建設 

・ 当協会での見学の際に使用でき、沖縄での社員研修、企業間交流などにも利用できる。 
・ 応援して下さる個人・団体様と子供達が触れ合うことによって、社会奉仕する心を育てる。 

・ 子供達を万全な体制で支援できるよう、スタッフとそのご家族が安心して居住できる施設。 
・ 会社組織というより、家族的な雰囲気で、２４時間体制で子供達をサポートできる。 
・ スタッフのお子様達も、当協会の学習プログラムに無料で参加できる。 



◆教育と学習の環境整備 
 ２．居住施設と研究室の整備 



◆教育と学習の環境整備 
 ３．企業協力体制の確立 

内容 

人材
紹介 

日本では尐子化のため、科学技術を学ぶ若者が年々減っています。 
また、日本社会における高齢化問題のこともあり、若者への科学技術の伝授は
大きな問題になっています。次世代の科学者と技術者を育てていくことは、 
企業にとって、とても重要な課題になっています。 
当協会は、その役割を尐しでも担うことができたらと思います。 
魅力的で、素敵な企業として、子供達に自社の技術をたくさん宣伝して下さい。 

成人になれば、子供達は自ら進路を決める権限を持つが、支援して下さってる
企業様へ、優先的に人材を紹介、斡旋します。 

木を育てるのと同じで、自分は成果を見ずにいなくなるかもしれませんが、 
将来、一人でも万人と地球を救ってくれる天才が現れることを期待したいです。 

企業の生産現場へ見学し、社内研修を受けながら、技術を習得する。 

資金のみでなく、当協会の研究室へ、装置と技術の無償提供と、人的な支援を 
心より強くお願い致します。技術の習得は長い期間を必要とするので、企業と 
連携して、しっかり学習プログラムを組んで行きたいと思います。 

定期的に、活動内容と学習成果、献金と収出の内容を報告します。 

目的 

夢 



◆教育と学習の環境整備 
 ３．企業協力体制の確立 



◆展示館と博物館の建設事業                 
 １．数学・科学技術を広く人々へ伝えよう 

事業内容 

事業構想 

沖縄の科学技術分野において、まだまだ物的•人的な発展が遅れている。もっと広く沖縄の
人々に、数学とサイエンスの楽しさと重要性を認識してもらいたく、地域社会と密着する形
で、実体験ができるような学習プログラムを設け、参加した人に深い印象を与えられるよう
な実用性の高い展示館と博物館を建設したいと思います。そして、今後の沖縄の地域発展
へ繋がることを期待したいです。 
教育の一環として、沖縄の小学校、中学校と強い連携を取っていきたいと思います。 
入場料は無料です。 

数学に重きを置き、各分野の「物理学」、「化学」、「生物学」、「電気工学」、 
「天文学」、「コンピューター」と「医学」、そして「音楽」、「芸術」、「文学」を頄目
毎に、それぞれの発見と開発の歴史を分かりやすく説明し、現在までどのよう
な最先端な研究をしているか、実際の研究現場の様子も交えながら紹介する。 

博物館の４大定義 

「資料収集」、「整理保管」、「調査研究」、「教育普及」の四つの機能を総称して博物館四大
機能という。 博物館が行う様々な活動・事業はこの四大機能に基づいて行われている 

未来の夢の 
達成の為に 

もう一つ現実の 
夢の達成の為に 



◆展示館と博物館の建設事業                 
 １．数学・科学技術を広く人々へ伝えよう 



◆展示館と博物館の建設事業                 
 ２．社会基盤を支える科学技術を保管・保存 

目的 

公益社団法人 関西経済連合会わが国の産業を支える基盤技術の維持に向けて 
ー絶滅危惧分野における人材の育成・確保のための仕組みづくりー  2011年8月 

http://www.kankeiren.or.jp/material/pdf/110823%20Rikoukei%20jinnzai%20Teigen.pdf 
 

東日本大震災で、東北、北関東など広範囲で社会インフラや沿岸部を中心とし
た国土に加え、地域の産業基盤そのものが崩壊してしまった。また、尐子化と 
若者の理科離れのため、技術者、技術スキルの不足などにより、企業は事業か
ら撤退を余儀なくされたり、海外人材に依存せざるをえない状況に陥ってる。日
本社会を支える基盤技術を後世へ残すため、数学と科学技術を保管・保存でき
ることを提案したい。 
 

エレクトロニクス分野 内容 

ルネサス エレクトロニクス社 ロストワックス 清水鋼鉄 エムアールデアール 東海大学 
建設通信新聞 

東方ネット 

機械分野  鉄鋼分野 バイオ•医薬品分野 

材料分野 建設分野 食品分野 



◆未来への展望 

この美しい地球上で、私達は自由に空気を吸い、美味しい食事もできる。 
しかし、一旦地球を離れると、とても生きられない。 

 

宇宙の中で、私はちっぽけな存在で、幸運よく生かされてるような気がする。 
そして、いつか、自分もこの世を去る。 

その前に、子供達と後世へ良い事をして残したい。 
全ての人に余裕のある生物らしい、人間らしい生活をして幸せになって欲しい。 

 

私達は若き天才なオリンピックスポーツ選手に憧れるけど、 
頭がいい天才を相容れない存在として考える固定概念を捨てて、 
謙虚な気持ちになり、いつか天才に救われることを期待しよう。 

・ 各国の言葉に翻訳し、世界中の子供達が無料で利用できるような 
  太陽発電式ビジネスケース型の人工衛星を用いた教育プログラム。 
 

・ 世界中の小学校、中学校との教育提携を結び、「私立学校」の設立を企画。 
 

・ 「スタートレック」のような２４世紀の理想世界を目指し、戦争と貧困、 
  飢餓と病気のない、平等で平和な世の中になって欲しい。 
 

・ 宇宙と生命の謎を完全に解き明かし、人間の存在と生きる意味を探りたい。 



◆未来への展望 

故カール･セーガン博士の著書でも有名になった「ペール･ブルー･ドット」（淡い青色の点）のビデオを掲載しています。 
セーガン博士の提案にNASAが応じて、ボイジャー1号を太陽の方向に振り返らせて撮影したものです。 
斜めに走る光の帯の中に見える白っぽい小さな点が地球です。 
光の帯は、あまりにも太陽に近いところを撮影したために生じた散乱光です。 
撮影した時、ボイジャー1号は地球から60億km離れていました。 
 
セーガン博士は次のように語っています。 

セーガン博士 『ペイル・ブルー・ドット』 

人類のすべての歴史はこのちっぽけなピクセルの上でおきたのだ。  
これが、われわれの唯一のふるさとなのだ。 

 

file


ご貴重な時間を頂き、 
誠に有難うございます。 

 
今後とも、どうぞ、ご支援を 
宜しくお願い申し上げます。 
特定非営利活動法人 数学・科学技術推進協会 MathMathGood  

代表者 佐々木敏雄 
http://mathmathgood.com/ 


