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諏訪東京理科大学

図書館前にメディアラボがオープン
本学に、新しい施設が誕生しました。メディアラボです。いま
や、テレビも「地デジ」になりました。私たちがテレビやインター
ネットで世界中のことを知ったり、携帯電話などでメールを送っ
たりfacebookで世界の人々と話しをしたりするとき、ディジタ
ルの世界と私たちの現実の世界との橋渡しをするのがディジタ
ルメディア技術です。いまディジタルメディアは、私たちの生活
になくてはならないものになっています。メディアラボは、そん
なディジタルメディアを学んだり、研究したり、さまざまに利用
するところです。昨年度、文部科学省の「私立大学教育研究活性
化設備整備事業」に応募して採択され実現しました。
メディアラボには、立体視のできる大型液晶スクリーン、コン
ピューター上でデザインした機械部品や生体模型、キャラクター
等を実際の形に造形することの出来る3D（スリーディー）プリ
ンター、インターネットの配信技術を学ぶための実験用ネット
ワーク、3Dアニメションの製作ツールなどの最新設備を備えて
います。この他に
も、学生が研究成
果発表をしたり、
サークル活動や地
元地域の紹介等の
番組を作製できる
ミニスタジオも備
えており、作製し
たコンテンツ（番

組）を、インターネットや、特定地域内ワンセグ放送などで配信
することもできます。それから、学生が自分たちで設計し1000
個のLED豆電球をつないで自作したLEDキューブもあって、音
楽に反応して光りのパターンが踊るのを楽しむことも出来ます。
ラボというと実験室のようですが、学生が参加して実践する学
習に使うのも重要な目的ですし、地元の企業にも開放して部品
の試作やネットワークのテストなどにも使ってもらいます。最近
では、近隣の高等学校の校長会の際にラボ施設を見て頂いたり、
近くの工業高校の生徒さんの実習に使ってもらったりもしまし
た。このように、地域にも開かれたラボにしてゆきたいと思って
います。

サイエンス夢合宿を行いました。
7月27日㈯〜28日㈰に「サイエンス夢合宿」を開催いたしま
した。これは、夏休み中の小学校5・6年生が大学内のセミナーハ
ウスに親子で宿泊し、大学の教員や学生と楽しみながら体験学習
を行う大学主催行事です。

私たちはサイエンス夢合宿において、
「液体
窒素で科学実験！『冷たい体験』しよう！」の
実験補助を担当しました。当日は、大勢の親
子連れにご参加いただき、液体窒素を使って、
アイスクリーム作りや酸素の液体化、メレン
ゲを凍らせるなど、様々な実験を行いました。特に、ロケッ
ト発射実験では、80m越えの大飛行に成功！思わず、子ども
たちよりも自分たちがはしゃいでしまいました。参加した皆
さんにはそれぞれワイワイ楽しく実験してもらえましたし、
子どもたちに少しでも夢を与えられたかなと思います。

普段、子どもたちとふれ合う機会が少ない私たちにとっ
ても、教えることの難しさ、物をわかりやすく伝えることの
大変さが体験でき、非常に貴重な経験になりました。また、
子どもの発想の豊かさ、旺盛な好奇心に驚くとともに、年齢
を重ねる毎に忘れかけていた大切な何かを思い出させても
らいました。

（機械システム工学科4年 米久保 諄）

TOPICS
日本学生陸上競技対抗選手権大会（日本インカレ）に出場します！
陸上競技部は、平成25年5月18日㈯〜19日㈰に新潟市で行わ

れた第87回北信越学生陸上競技対抗選手権大会（北信越インカ
レ）に出場しました。本学からは、100m、円盤投げ、ハンマー投げ、
走り高跳びに6名の学生が出場しました。
走り高跳びで丸山貴倫君（電子システム工学科1年）が優勝！
優勝者に与えられる、日本学生陸上競技対抗選手権大会（日本イ
ンカレ）への出場権を獲得しました。
北信越インカレで入賞および優勝したのは初めてのことで、日
本インカレへの出場も初めてとなります。

国体予選会にて

坊っちゃん杯スポーツ大会

走り高跳びの選手であった父親の影響もあ

り、小学5年生から中学、高校、大学と走り高
跳び一筋に競技を続けてきました。現在、理
科大の陸上競技部での練習の他、母校の松商
学園でやはり高跳びの選手の弟とともに、父
のコーチのもとに練習を積んでいます。
走り高跳びで一番大事なのは助走であり、いい助走ができ
た時は体の浮き方が違うんです。これだ！というようなジャ
ンプは体が2度浮くような、独特の感覚があるんですね。そ
のジャンプを追い求めて、助走の精度を高めていくのが今の
課題だと思っています。
陸上競技の楽しいところは、記録の更新もそうなんです
が、基本的に個人競技なので優勝すると観客の注目を一身に
集められることです。目立ちたがり屋なんで、表彰台の真ん
中に立つ気分は最高ですね。
北信越インカレでは自己ベスト（1m95cm）に近い記録
を出せ優勝できましたが、全国的なレベルからみればまだま
だだと思います。普段の勉強等もあり、思うように練習をこ
なせない悩みもあるのですが、応援の横断幕を作っていただ
いたり、声援や期待をいただいているので、まずはしっかり
と練習をしていきたいと思います。そして、全日本インカレ
では目標の2mをクリアして、少しでも長く試合に出られる
よう頑張りたいと思います。

（陸上競技部 電子システム工学科1年 丸山 貴倫）

大盛況でした。

平成25年度坊っちゃん杯スポーツ大会が5月25日㈯に、グラ
ウンド及び体育館で行われました。坊っちゃん杯スポーツ大会
は、学生同士また学生と教職員の交流を深めることを目的に毎
年実施している恒例行事です。学生で組織する「学園生活応援団」
の主催で行われ、ソフトボール、ソフトバレーボール、卓球の各
種目で熱戦を繰り広げました。また、各クラブ等各種団体が参加
する「学生団体対抗リレー」や当日エントリーの大縄跳びを実施
しました。当日は、好天に恵まれ、五月晴れの青空の下、学生、教
職員が一丸となり大いに盛り上がりました。

坊っちゃん杯スポーツ大会は、学生同士や
学生と教職員の交流を深めることを目的とし
ているわけですが、新入生にすると最初の行
事になるわけです。その意味でも本大会は、
新入生に大学に慣れてもらい、新しい仲間や
つながりを作ってもらいたい、という意味も持っています。
今年は1部と2部に分け、1部では運動会形式で障害物競
争やパン食い競争、リレーなどの団体対抗競技を、2部では
ソフトボールやソフトバレー、卓球などの球技を行いまし
た。参加チームはクラブや研究室、ゼミなど様々。最後は参
加者や応援している人たちも含め、その場で12チームがエ
ントリーして大縄跳び大会も実施しました。
学園生活応援団では、20名の団員で毎週会議を行い、昨
年までの反省を生かしながらチーム編成や参加者の呼びか
け方法を工夫するなど、検討を重ねてきました。その結果、
今年の大会は昨年の1.5倍、目標の300名を大きく上回る
345名の皆さんに参加していただき、大盛況のうちに終え
ることができ、非常に満足しています。
今後も、
「START 2013 SUWA-RIKA」のスローガンのも
と、みんなからアイディアを募集して、一人でも多くの学生
が関われ、参加し、楽しめる企画を作っていきたいと思って
います。

（学園生活応援団団長

電子システム工学科4年 井上 大樹）
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小泉山の山開きに参加しました！
ボランティアサークル「ボランティ」は毎年、大学の近くにある小泉山の山開きに参加し、子どもた

ちと遊ぶイベントを担当しています。今年も5月25日㈯に参加し300人を超える子どもと遊びました。
私は中学生ぐらいから人見知り気味になってし
まったのですが、大学に入ったのを機にそれを直
そうと思って「ボランティ」に入部しました。
今年の5月25日、ボランティが毎年参加して
いる小泉山（こずみやま）の山開きに参加しまし
た。小泉山は大学の一番近くにある里山で、山開きでは中学校
吹奏楽部の演奏や地域の小学生たちによる出し物などたくさん
の催し物があります。

私たちのサークルは、たくさんの子どもたちとじゃんけん列車
で遊びました。小泉山の頂上まで登ってきて疲れていると思い
きや子どもたちはみんな元気いっぱいで、楽しく活動することが
できました。そして最後にバルーンアートでサーベルや犬などを
作って子どもたちにプレゼントしました。これは毎年大人気で作る
のが大変と聞いていたのですが、想像以上の人気で驚きました。

風 船をふくらませて
準備していたのにも
かかわらず、すぐにス
トックがなくなってし
まいました。私は犬を担当したのですが、作るのに時間がかかった
り、作っている途中で風船を割ってしまったりととても焦りました。
しかしプレゼントするときに
「ありがとう」
と言われたり、喜んでも
らえたりするとやっぱりうれしくて、充実感と達成感を感じました。

私は山に登ることはあまりないので頂上までにかなりばててし
まい、辛いなー、大変だなーと思っていたのですが、子どもたち
が想像以上に喜んでくれたことがとてもうれしく、参加して本当
によかったなと思いました。誰かに喜んでもらえるということが
こんなにうれしいことだということを改めて実感しました。

（経営情報学科2年 知見寺 藍）

私達のフレッシュマンゼミの活動を紹介します。
本学では「工学と経営学の融合教育」を進めています。1年次の「フレッシュマンゼミ」
「工学と経営」、2年次の「総合講座」、3年次の「総合演習」があります。
今回は工学部と経営学部の学生が一緒にグループ活動する「フレッシュマンゼミ」を
紹介します。
私たちのグル―プが取り組んだテーマは「諏
訪地方の民話」です。4年間過ごすこの地にど
んな伝承があるのだろうと興味深々でこのテー
マにしました。とはいっても、たくさんあるの
で、水に関係する民話に絞って調べました。
ひと通り調べ終わった6月末に、先生の車に乗せていただい

て現地視察をしました。2千メートル以上の高地では日本最大
の白駒の池、迫力満点の乙女滝と音見滝、静謐な湖面に木々を
映す御射鹿池、何段かになって落ちるおしどり隠しの滝と多
留姫の滝。どれもが新緑の中で輝いていました。霧ヶ峰までド
ライブし、殿様水と大清水の二つの湧水にも訪れました。

岩と苔の原生林を登っていくと樹間に白駒の池が静かに輝いて
いました。池を一周しながら
「もののけ姫」
の世界だね！と昂奮して
いると
「もののけの森」
という看板に出くわしました。民話にならっ
て湖面を覗き込んでみましたが娘と青年と白馬の姿は見られませ
んでした。顔を映したらたちまち美人になるという話もありますが

そうなったかな～？

大学の近くにこん
な滝があるんだ！と
多留姫の滝を見て
び っ く り し ま し た。
水の精が赤ちゃんを
授かった若い夫婦にお膳とお椀を貸してくれるという民話。
乙女滝や音見滝とちがって弧を描く広い縁から幾筋か水が二
段になって落ちていて、夏になったらあの滝壺で泳いでみたい
な～と思いました。
自由にテーマを決め、やりたいことができたのでとても嬉し
かったです。また、私は理系の女子ですが、経営情報学科の人
と一緒に活動したことはとても新鮮で楽しかったです。情報交
換もできるようになったし、キャンパスですれちがっても挨拶
したり軽口をたたいたりして交友関係が広くなりました。

（電子システム工学科1年 芝間 美晴）

地元の夏祭り「茅野どんばん」に参加しました。
8月10日㈯の夜に開催された茅野市民祭「第38回茅野どんば
ん」に本学の学生と教職員約30名が参加しました。
踊り連60団体・2000名以上が参加するお祭りで、本学も“理
大諏訪”連として参加し、2時間半の踊り歩きを大いに楽しみま
した。
大学名入りの法被のほか、浴衣で参加する女子学生もいて、元
気で華やかな踊り連となりました。

マルチメディア・仮想環境基礎研究会でMVE賞を受賞
5月17㈮〜18日㈯に大阪大学豊中キャンパスにて開催された

電子情報通信学会のマルチメディア・仮想環境基礎研究会にお

いて、本学の武田駿君（電子システム工学科4年）が学会発表を行
い、ベストペーパー（MVE）賞を受賞しました。

今回の発表は、私たちが研究室で学んできた雑
音抑圧に関する研究と、その技術がスマートフォ
ンアプリに採用された成果に関するものでした。
学会での発表は2回目ということもあり、当日は
意外と落ち着いて発表することができました。興
味を持ってその場でダウンロードして試されている方や、音質
や応用範囲に関する質問なども多くいただき、充実した発表で
あった上に、MVE賞までいただき大変嬉しく思っています。
このアプリの開発にあたって難しかったのは、イヤホンでの
使用を前提としているために高音質が求められる点と、様々な
楽曲に対応させるための音域の調整でした。音域を広げると演
算処理は当然増加し、動作も重くなってしまいますがスマート
フォンのアプリは軽さが必要なため、その兼ね合いには苦労し
ました。
この技術はカラオケアプリなどとしてはもちろん、例えば妊

婦さんから胎児の心音のみを取り出したり、工場内の雑音を抑
圧して作業環境の向上につなげたり、様々な分野での活用が期
待できます。
先輩たちから引き継いだ研究に自分たちのアイディアをプラ
スすることで、今回のアプリの開発や受賞につながったわけで
すが、今後も研究を重ねるとともに、後輩たちに、さらなる成果
を託したいと思います。

（電子システム工学科4年 武田 駿）

インターンシップ体験
高校時代からソフトウェアのプログラムに興味があり、地元で学べる大学ということで諏
両角 葉月
訪東京理科大を選択。インターンシップはコンピュータ関係のソフトからハードまで様々な製 電子システム工学科4年
品を開発している企業で、音楽ファイルからボーカル音声のみをカットするカラオケアプリケー
ションの開発を体験してきました。
私はプログラムの方向性や構造のまとめなどを担当したのですが、大学の研究室と違い誰かに気軽に聞くこともでき
ず、自分で情報を集め、考え、やってみるという試行錯誤の連続でした。しかし、1行1行チェックしていく粘り強さ、完成
までやり抜く力が身に付いたと思います。将来は高度な技術を一般の方々も簡単に使えるように、プログラム関係を通し
て貢献できたらと思います。
（両角さんは日本SE株式会社への就職が内定しています）

平成25年度

後期授業予定

10月 14日㈪

授業調整日（祝日であるが授業を行う ※月曜日授業）

11月 4日㈪

授業調整日（祝日であるが授業を行う ※月曜日授業）

11月 23日㈯

授業調整日（祝日であるが授業を行う ※土曜日授業）

12月 23日㈪

授業調整日（祝日であるが授業を行う ※月曜日授業）

12月 25日㈬ ～1月7日㈫
  1月 21日㈫

冬期休業

授業調整日（※土曜日授業）

  1月 22日㈬ ～1月23日㈭ 後期補講期間
  1月 24日㈮ ～1月31日㈮ 後期試験
  2月 4日㈫ ～7日㈮

後期集中講義期間

  2月 26日㈬ ～3月1日㈯

後期予備期間（追・再試験期間）

  3月 23日㈰

卒業式（学位授与式）
❖ 編集後記 ❖

今回も学生たちの姿を中心に編集しました。サークル活動、地域で
の活動、ゼミ活動や学会活動など、若者たちの生き生きとした姿を
感じていただければ幸いです。ご感想などぜひお寄せください。

学生相談室をご利用ください～保証人のみなさまへ～
諏訪東京理科大学 学生相談室では、保証人の方からの相談も受
付けています。お子様のことで心配なことがございましたら、学生
相談室のカウンセラーにお気軽にご相談いただければと思います。
「例えば・・・。」
▶「お子様が大学生活への不安を漏らしている」
▶「本学入学以前に欠席がちであったので、新しい生活に不
安がある」
▶「初めて一人暮らしをさせるので、引きこもりにならない
か心配である」
相談はカウンセラー在室日にお電話いただくか、手紙を本学学生
相談室宛にお送りください。相談は無料です。
［カウンセラー在室日 月〜金曜日 学生相談室直通ダイヤル］
TEL.0266-73-1307
［カウンセラー不在の時］
TEL.0266-73-1354（2号館事務室直通）
理科大イメージキャラクター「マドンナちゃん」
東京理科大学のイメージキャラクターは
「坊っちゃん」
ですが、創立125周
年を記念してサブキャラクターとして
「マドンナちゃん」
が誕生しました。
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