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今年で諏訪に着任して4度目
の春を迎えようとしています。
思い起こせば、東京育ちの私が
この諏訪の地に足を降ろした当
初は、環境やちょっとした文化
の違いなどに戸惑いながら、紆
余曲折の日々を重ねていまし

た。新天地で違和感なく受け入れられるインパクト
のある研究テーマのアイデアを練る日々が続き、「農
業と発電を両立させる太陽電池」の着想を得ました。
当研究室では、この研究を皮切りに環境エネル
ギーや食料問題解決のため、農業だけではなく人々
の暮らしのクオリティーを高める技術を開発してい
ます。例えば、次世代スマートウインドウ向けの太
陽電池や有機ELディスプレイ、ウエアラブルセン
サー向けの有機トランジスタなどの研究の種をこの
諏訪の地から「標高918の風」に乗せて世界中に蒔
き、開花させていきたいと考えています。
	 （電気電子工学科　渡邊	康之	准教授）

緑を大切にする電気電子技術を世界へ

新学期を迎えて
本学は我が国で標高が2番目に高いところにある大学で、大学院を持つ大学としては日
本一、918はシンボルタワーの先端の標高（m）です。この「918の風」は、最近の本学の様
子を、この高原から吹く風のように、学外に広くお届けするニュースレターです。
本学では、今年度から、工学部を再編して機械工学科、電気電子工学科、コンピュータ・
メディア工学科の3学科体制とします。また、経営情報学部も、この地域により適したカリ
キュラムに大幅に改編して、一層この地域の教育と研究に貢献できる体制にします。
最近、私がとくにうれしく思っていることは、学生諸君の活動が、大変活発になってき
たことです。課外活動では、サークル活動が活発になり、スポーツ大会や理大祭への参加者
が、例年より大幅に増えました。ボランティア活動でも、地域の環境保全や福祉支援、大震
災の被災地支援等を継続的に行っている学生諸君が評価されて、㈶学生サポートセンター

から表彰されました。
また研究活動でも、学部学生が、国際学
会の大学院生も参加するセッションで、
学生プレゼン最優秀賞を獲得するという
快挙もありました。その他にも学会の奨
励賞等を受賞した学生もあり、集まって
もらって記念の写真を撮ったのが添付の
写真です。今年度も、学生諸君と共にさ
らに発展してゆきたいと思います。

諏訪東京理科大学のシンボルタワーの標高が918m。「918の風」はそれにちなんでいます。

諏訪東京理科大学
学長　河村　洋

左から
両角 葉月（電子システム工学科H26.3卒）
学長
鈴木 雄己（大学院２年）
武田 駿（電子システム工学科H26.3卒）



TOPICS
理大祭が開催されました！
11月2日㈯・3日㈰の2日間、本学の学園祭である「理大祭」が
開催されました。ミス＆ミスターコンテストやアームレスリング
大会、軽音部のライブやお笑いライブ、仮想コンテスト、紙飛行
機大会が行なわれ、その他、サークルの作品展示や公演、研究室
の発表などさまざまなイベントがありました。18の屋台もとても
盛況で2日目の午前中に売り切れになる屋台もありました。

今年の理大祭のスローガン
は「田舎で遊ぼう〜おなかすい
たずら〜」。 

地域密着と地域貢献をテー
マに様々なイベントを企画しま

した。例えば、たくさんの地元の子ども達に参加してもらえる
よう紙飛行機大会を開催したり、そのための準備として保育園
や小学校に招待状を送るなど、今までにはない取り組みも行
いました。その甲斐もあってか、来場者数は2日間で1,382名
と、本当にたくさんの方にご来場いただくことができました。ま
た、全校で取り組めるイベントとして、ペットボトルキャップアー
トを企画。全校に呼びかけてペットボトルのキャップを集め、大
きな絵を完成させることができました。色やサイズなどがまち
まちで、選別や配置が難しかったのですが、苦労した分、完成し
た時の喜びも大きかったですね。理大祭という大きなイベント
の企画から実行までを担当して感じたのは、計画性の大切さと
関わったすべての人への感謝の気持ちです。これからの学生
生活や将来にわたり、ぜひ生かしていきたいと思います。 
 （理大祭実行委員長　機械システム工学科4年　大沼 盛太郎）
 （理大祭実行委員　経営情報学科3年　金井 和泉）

地域でボランティアをしています
私たちのサークルの目的は、「地域のボランティア

ニーズに応え、広く社会に貢献すること」です。設立
当時から「小泉山（こずみやま）の山開き」や「子ども
福祉教室」のスタッフをしてきました。

最近始めた活動としては、「玉川コミュニティまつ
り」や「尖石（とがりいし）縄文まつり」があります。昨年の尖石縄文ま
つりでは、勾玉作り、土笛作り、火起こしのお手伝いをしました。私は
火起こしを担当したのですが、予想以上にたくさんの親子連れがい
らっしゃって、男の子も女の子も本当に一生懸命に火起こしに挑戦し
ていました。やっとできた火種から火が火口（ほくち）に移って一気に
燃え上がるとみんなわっと驚きその後感動！快晴の青空に熱気球も
上がり、子どもたちの声も混ざってとてもいい体験ができました。

私は、地域の方々と触れ合う中で多くのものを得たと感じています。
知的障害者の入所施設「精明学園」のお祭りでは障害者に対する考え
方が大きく変わりました。また日頃の活動の中で、ボランティア活動に
必要なのは技術ではなくやる気だということも学びました。やる気のあ
る人はどなたでも「ボランティ」に来てください。一緒にやりましょう！

この度、こういった地域での活動と、3年間続けてきた東日本大震
災の被災地支援活動（岩手県大槌町）が評価され、「平成25年度学生
ボランティア助成」の表彰を得たことはとてもうれしいことです。
これも、先輩たちが築いてきたボランティア活動の実績の上に成り
立っていると思います。

（ボランティアサークル「ボランティ」部長　電子システム工学科3年　中村 和樹）

学生チャレンジプラン：アイスキャンドルの灯を点そう！
2月1日㈯夕刻、諏訪圏各地で数多くのアイスキャンドルに灯
が点されました。本学の実施も6回目となり、“アイスキャンドル
2014	in	諏訪東京理科大学”を開催しました。

初めてこんなに広い場所に絵を描いたの
で、アイスキャンドルの位置をメンバーに指
示するのも難しく、たくさん焦りました。内
心、上手くいかないんじゃないかと何度も思
い、下絵を描いている時にすでに少し心が折

れていました。でも、火を点けている時に、本当にできたん
だと実感がわいて、すごく嬉
しかったです。完成したも
のを見る前から、泣きそうに
なってしまいました。 
 （デザイン担当　電子システム
工学科H26.3卒　倉科 瑞姫） アイスキャンドルの前でスタッフ一同

今回のテーマは“ソチに届け茅野の灯！”
地元茅野市出身のソチ五輪スケート日本代表選手（小平奈緒さん・酒井
裕唯さん）を応援しようと、五輪とスケート靴をモチーフにデザイン

屋台もにぎわいました

縄文まつりで“火起こし”



918の風

ドイツ一人旅で「聖地巡礼」
昨年の夏休みを利用して2週間ドイツ旅行をして

きました。バックパックを背負ってポケットにカメ
ラ、宿はユースホステルの一人旅です。

私は中学生の時からクラシック音楽の鑑賞が趣味
ですが、特に指揮者のフルトヴェングラーを崇拝し

ています。旅の目的はハイデルベルクでフルトヴェングラ―のお墓
参りをすること。私にとっての「聖地巡礼」です。

その後テュービンゲンでヘルマン・ヘッセの働いていた書店（今
は営業していません）、フュッセンでノイシュヴァーンシュタイン
城（写真）、ミュンヘンやシュトゥットガルトでは美術館や博物館に
訪れました。

ドイツ語を授業で学んでいたことは大変役立ちました。事前に短
文をメモ帳に書いておいたのでドイツ語で質問したりできました
が、単語と身振り手振りだけでたいていのことはすみました。 

この旅で一番感じたことはドイツ人が優しかったことです。ユー
スホステルが見つからず困っているとランニング中の人が案内して
くれたり、観光バスの運転手さんが駅まで送ってくれたりと、ドイ

ツ人にとても愛着を持つようになりました。ユースホステルでは、
マレーシア人の青年と知り合い一緒に博物館や食事に行ったりして
旅の思い出になりました。

英語が苦手な私でも何とかなったので、日本にこもっていないで
外国に出ることをみなさんに勧めたいと思います。小さな発見をし
て吸収して欲しいと思います。日本で当たり前だと思っていること
が当たり前ではないことがよく分り、日本再発見にもなります。
 （経営情報学科4年　樋本 京介）

「劇団でごば」で得たもの
中学、高校とずっと「部活人間」だった私は、大学に

入学してこのサークルに入り、今では「サークル人間」
です。毎年数回、大学や茅野市民館で公演をしていま
すが、脚本も演出も団員が創ったオリジナルです。

茅野市では昔は演劇が盛んだったようですが、今
ではそれほどでもありません。「演劇は敷居が高い」という人が多い
ですが、演劇はもっと身近なもの、気軽に観たり気軽にやったりで
きるもので、みなさんにもっと触れていただきたいと思っています。

演劇をやって得たものはたくさんあります。実際にひどく悲しん
だ時、私のどこかの片隅で「悲しみってこういうことなんだな」と
自分を冷静に見る視点が持てるようになりました。演じることは自
分以外の誰かを創る作業なので、実生活でも自分の中にもう一人の
自分を創って、別な角度から自分自身を眺めることができるのだと
思います。

演劇はみんなで創ることが大切なので、時には面と向かって意見
がぶつかり合うこともあります。また、演劇では、笑う、泣くといっ
た、生きる上で一番大切なものがさらけ出されるので、実生活での

自分のダメさ加
減が分ったりも
します。

そういう意味
で、このサークル
活動は、サークル
だけで終わって
ない感じがしま
す。と い っ て も
私 は「 サ ー ク ル
人間」でした。こ
こで、「実生活復
帰 宣 言 」を し ま
す!！  色々なし
がらみに縛られていたことから救ってくれたのが演劇でしたが、演
劇だけではだめだということも演劇が教えてくれました。今後は「大
学生上松愛里」として、学生の本分もしっかりやっていきたいと思
います。

（劇団でごば部長　電子システム工学科3年　上松 愛里）

信州で一人暮らしを始めて1年
私は沖縄県豊見城（とみぐすく）市の出身です。 

去年の春、この信州の地に来て一人暮らしを始めま
した。

中学から高校まで伝統芸能「エイサー」に青春をか
けるくらい取り組んでいた沖縄大好き人間です。と

はいえ、出身校の那覇国際高校では卒業後県外に出るのが当たり前
だったので、私も外の世界を見たいと思い、エイサーで使う太鼓を
持ってやってきたわけです。

この地に来て感動したのは、360°の山並、自然に囲まれた美しさ
です。歩くのがすごく楽しく、花を見ても空気を吸っても気持ちが
すっきりします。夏はすごく涼しいし、初めて見た冬の雪は「本物の
雪だー！」という感じで、寒さも忘れて深夜に先輩を呼び出して雪
だるまをつくったり、昼間は友達と雪合戦をしたりと、大興奮!!

沖縄を離れてホームシックになったこともありますが、今は友達
がたくさんできて大学生活は一日中笑って過ごしている感じ。先生
方もみなとてもフレンドリーで楽しく学んでいます。 先輩たちは、
勉強面はもちろん、一緒に服を買いに行ったりと生活面でも色々面

倒をみてくださ
いますし、料理好
きの私は自炊し
てますが、料理の
すごく上手な友
人に刺激を受け
もっと上達した
いなと頑張って
います。また、一
緒に鍋物を囲ん
だり、ジェラート
屋さんに通った
りもしています。
塾で教えるアル
バイトをしてい
ますが、生徒はみ
んな純粋で可愛く、楽しく教えられます。これからの3年間の学生生
活で何ができるかワクワクしています。
 （機械システム工学科2年　大田 有純）

理大祭公演『インディビジュアル』

多読室で友達と



4月	 6日㈰	　入学式
4月	 8日㈫	　前期授業開始
4月	29日㈫	　授業調整日（祝日であるが、授業を行う）
4月	30日㈬	　授業調整日（本学の創立記念日であるが、授業を行う）
6月	14日㈯	　授業調整日（東京物理学園記念日であるが、授業を行う）
7月	21日㈪	　授業調整日（祝日であるが、授業を行う）
7月	23日㈬	　授業調整日（月曜日の授業を行う）
7月	28日㈪	～8月5日㈫	 前期定期試験期間
8月	 6日㈬	～9月14日㈰	 夏期休業
9月	19日㈮	　後期授業開始
なお、5月に坊ちゃん杯スポーツ大会、7月に夏山の自然体験交流会、	
8月9日㈯に「ちのどんばん」（茅野市の祭り）参加、を予定しています。

研究室・ゼミ紹介

インターンシップ体験

平成26年度前期授業等の主な予定

「標高918の風」諏訪東京理科大学レター　vol.3 April 2014
編集発行／諏訪東京理科大学 〒391-0292 長野県茅野市豊平5000番地1 http：//www.suwa.tus.ac.jp/　問い合わせ／学生支援センター TEL 0266-73-1354 FAX 0266-73-1231 

大学の掲示板でたまたま見かけたインターンシップの募集。「工業メッセに出展
する会社をプロデュースしてみませんか」という内容に引かれ、茅野市の治工具を
製造する会社でインターンシップを体験してきました。
まずはプレス機の組立など、実際の現場で働いて業務内容への理解を深めるところからスタート。慣れな
い事もあり精神的な疲れもありましたが、働いている皆さんや会社のポテンシャルの高さに圧倒されました。
工業メッセへ向けては会社を紹介するパンフレットやポスター、ノベルティとして配るストラップなどを
作成。当日は大勢の方に寄っていただき、会社の持つ高い技術力を少しはアピールできたかと思います。

❖ 編集後記 ❖
「標高918の風」第3号をお届けします。サークルで、地域で、ゼミで、
学会で、学生たちはそれぞれの青春を紡いでいます。今回は研究室
の紹介も載せました。ご感想などぜひお寄せください。

パーソナルモビリティ（PMV）は、環境にも人
にも優しい次世代の移動支援機器です。立ち
乗り二輪型のセグウェイが有名で、国内の自動
車メーカーも立ち乗り型や腰掛型の開発を進
めています。私たちも一味違ったユニークな一

台をということで、球乗り型PMVの開発を始めました。取り組
んで2年余りになります。機械系の本領を発揮し、研究室の学
生とタッグを組んで、設計、製図、組立、配線、制御系の組込み
とプログラミング、と隅々まで自分達の手で作り上げました。
完成したPMVの車体がはじめて
球の上でバランスを取った時は嬉
しく、特に、ようやく人が乗り、わ
ずかとはいえ移動できた時は格
別の瞬間でした。諏訪圏工業メッ
セでは多くの方に試乗して頂きま
した。目下、つくば市の実験特区
でのデビューに向け準備中です。
ご期待下さい。 
 （機械工学科  星野 祐教授）

現在、働き方・働かせ方には様々な変化が
起きています。例えば、非正規社員の増加、
成果主義賃金などがあります。そのような変
化のなかどのような問題が生じているのかな
どについて研究しています。地域連携にもゼ

ミとして力を入れていて、例えば、地域の若手経営者を対象
にした、定期的に行われる講義にゼミ生も同行し、一緒に学
んでいます。地域の若手経営者の方との交流を通じて、企業
側の考えを知ることが出来るため身近に感じられます。ま
た、3年生と4年生との関わりも多く、就職活動や卒業論文
などの情報も直接聞けるた
め、迷うことはありません。
ON・OFFがはっきりしてお
り、研究会の終わりに飲み会
も多く、すぐに打ち解けるの
で、研究も楽しく、悩みも相
談できる環境なのがおすす
めです。 
 （経営情報学科4年  内堀 大地）

佐藤 慎之輔
機械システム工学科2年

パーソナルモビリティの開発に取り組んでいます
� 《星野研究室》

経営資源のヒト、モノ、カネ、情報の中のヒトに
ついての研究をしています� 《山縣ゼミ》

出前授業をご利用ください～地域のみなさまへ～
大学の教員がみなさまのところに出向いて講義や講演をし
ます。対象は、小学生から社会人まで。詳しくは、ホームペー
ジまたは下記にお問い合わせください。
ホームページ：http：//www.suwa.tus.ac.jp/
電話：0266-73-1244	（生涯学習センター）
E-mail：shougai-suwa@admin.tus.ac.jp

学習支援室をご利用ください
学習をサポートするために学習支援室を毎日開いています。
①高校時代の勉強を復習する
②大学の授業の理解を深める
③授業よりも一段上のレベルをめざす

以上の3つを柱にして運営しています。

夏目漱石の『坊っちゃん』の主人公は東京物理学校（現
東京理科大学）出身です。そこで理科大のイメージ
キャラクターはこの「坊っちゃん」で、サブキャラク
ターの「マドンナちゃん」と一緒に愛されています。


