クリスマス会で総結集！

スキー・スノーボード教室を開催しました！

12月19日に第3回目の学生会主催による

学生会が主催する「ス

総力祭（クリスマス会）が開催されました。総

キー・スノーボード教室」

力祭は諏訪理科大の学生がこの1年で培って

標高

が2月16日㈪に車山高原

きた課外活動・クラブ活動での功績を総結集
したイベントです。今回は5つの団体（ダン
ス部、JAZZ研究部、軽音楽部、写真部、学生有志）がステー
ジ発表をし、華やかなダンスやマジックショー、かっこよい
演奏で会場を沸かせました。学生会によるプレゼント企画も
あり、とても盛り上がりました。このクリスマスイベントを
通して諏訪理科大の学生の輪が
広がり、より楽しいキャンパス
ライフを送れるよう飛躍した1
年になるといいなと思います。
（経営情報科1年 米山 瑚子）

スキー場で行なわれ、当
日は雲一つない晴天に恵
まれました。
参加者全員で記念撮影
今回の教室から“学生
サポーター”制度を導入。学生サポーターはスキー・スノー
ボード上級者のボランティア学生で、レッスンを希望する初
心者・初級者に教えるためのスタッフです。
スキー、スノーボードが全く初めてという初心者に対し
て転び方やリフトの降り方などの基本からしっかりとレッ
スンし、最後にはゲレンデを滑り降りて来ることができるく
らいまでに上達していました。

918の風

度から改編した工学部は幸い定着しつつあり、昨年よりも多くの新入生諸君を受け入
れることができました。この「918の風」は、本学の最近の様子を、保護者や地域の方々、
また学校法人東京理科大学内にもお知らせするニュースレターです。今回は、第5号に
なります。
対応できる人材を求めています。そのため昨年は、地元企業のご協力を得て、海外イン

私は、観測した音から
雑音を取り除いて、聞き
たい音を抽出する雑音抑
圧のソフトウェアの研
究を行なっています。今
回、私の研究成果を地元
の企業と一緒にハード
ウェアとして実装し、そ
の成果をアジア最大級の最先端IT・エレクトロニクス総合展
「CEATEC JAPAN 2014 in 幕張メッセ」に出展しました。
多くの業種の方々との意見交換は新鮮で、私が考えていた雑
音抑圧器の使い方以外のニーズやアイディアを得る機会とも

なりました。日々の研究
で培った知識を、第一線
の技術者に一生懸命に
説明して、
『面白いアイ
ディアだね！』や『いい
ね！』などと言われたと
きは嬉しかったです。
3 年生から続けて来
た研究活動は今後大学院に進学しても続きますが、私の研究が
日常生活で困っている多くの方々の役に立って人が笑顔にな
る、そんな新しいカタチになればと思っています。

（電子システム工学科4年 名取 完）

平成27年度前期授業等の主な予定
4月 8日㈬

前期授業開始

諏訪東京理科大学

この地域の中小規模企業もどんどんグローバル化して海外に進出しており、これに

「CEATEC JAPAN 2014」に出展して《田邉研究室（電子システム工学科）》
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今年も、この高原のキャンパスに新入生のみなさんを迎える時期になりました。昨年

研究室・ゼミ紹介

4月 6日㈪

vol.5

7月 23日㈭ ～25日㈯ 前期補講期間
7月 29日㈬ ～8月 5日㈬ 前期試験期間
8月 6日㈭ ～9月13日㈰ 夏期休業期間
8月 6日㈭ ～ 8日㈯ 前期集中講義期間
9月 9日㈬ ～12日㈯ 前期予備期間（追・再試験期間）
以下の2日間は、授業調整日として、祝日であるが授業を行ないます。
4月29日㈬、7月20日㈪
上記の他、学生会の主催により5月に春のスポーツ大会、6月に夏山自
然交流会、7月に七夕イベント（初開催）を予定しています。また、大学
公開イベントとして、6・7・8・9月にオープンキャンパスを予定しています。

❖ 編集後記 ❖
「グローバル」と「ローカル」を合わせた「グローカル」という言
葉が使われはじめています。今回は海外で研修やボランティア活
動をする学生の姿、また、全国規模の競技会や学内での「英語村」
、
地域に開かれた大学祭での学生の活躍を紹介しました。

学長

河村

洋

3ヶ月間の長期研修を実施し、学生はいろいろな貴重な経験をして大きく成長して帰っ
てきました。これらについては、この号でも紹介しています。

このほか、学生諸君に英語に親しんでもらうために、ある時間ある区画を英語だけを話すことにする「英語村」を始
めました。予想以上にたくさんの学生諸君が参加してくれ、にぎやかに開催しました。私も参加して久しぶりに英語
トークを楽しみました。このようなことをきっかけに、学生諸君が英語に親しんでくれることを願っています。
研究開発面では、前号でもご紹介したオムニライドと名付けた新しい玉乗り型の乗り物を技術的にも進歩させて、
いろいろなイベントでたくさんの方に乗ってもらうことができました。この号でも最初に紹介しています。学会関係
でも、博士後期課程の社会人大学院生が学会発表で最優秀賞を受賞するなど、学生諸君の受賞も相次ぎましたし、マ
イコン技術を活用したミニカーラリー競技会も開催しました。今年度もこれらの活動を、さらに発展させて行きたい
と思っています。

パーソナルモビリティ「オムニライド」の開発
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。
◦高校時代の勉強を復習する
◦大学の授業の理解を深める
◦授業よりも一段上のレベルをめざす
※「発展学習講座」を行なっている
以上の3つを柱にして運営しています。

学生相談室をご利用ください～保証人のみなさまへ～

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ください。
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。
［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）
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。

「標高918の風」諏訪東京理科大学レター

編集発行／諏訪東京理科大学 標高918の風 編集会議 〒391-0292 長野県茅野市豊平5000番地1

ターンシップを開始することができました。まず第一期として約10日間の短期研修と、

諏訪東京理科大学
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機械工学科星野研究室では、次世代の

電動移動支援機器として注目されるパー
ソナルモビリティの開発を独自に進め

ています。たった一つの球体の上で車体
がバランスを取りながら、前後左右に自

由に進むもので、オムニライド（OMNI

directional RIDE）と名付けました。研

究室の2014年度はオムニライドに終始しました。

転機は昨年3月、駆動輪にベアリングを組み込むことに

よって懸案だった動作中の振動を解決し、1号機が完成した

ことです。計器パネルも取り付けて、積極的な展示・試乗が

始まりました。お台場で全国の高校生に向けたプレゼンテー

の不備や操縦の難しさを指摘され、また、開発者としては登

出展しました。葛飾キャンパスで開催されたホームカミング

そんな折、昨年10月に長野県から大学・地域連携事業と

ションをし、諏訪圏の他、大田区や新潟市の工業展示会にも

坂性能の低さに疑問を感じていました。

デーでは多くの来場者に試乗して頂きました。それがきっか

して助成を受け、現在は地元企業と連携しながら2号機の開

ました。多くの方に知って頂いたことはとても幸運でした。

なる難しさの中、素晴らしい2号機とすべくまだまだ挑戦を

けとなってテレビ番組に生出演し、新聞・雑誌にも掲載され
一方で、1号機の問題点も次第に見えてきました。実証実

験のためにつくば市の実験特区に持ち込んだ際に、構造上

発を進めています。初めての試みとして挑んだ1号機とは異
続けます。ご期待下さい。

（機械工学科

星野 祐 教授）

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。
※掲載されている学生の学年は2014年度時点のものです。

TOPICS

918の風

海外ビジネス研修に参加して
グローバル社会が益々進展する中で、グローバル感覚を持った学生が企業並びに文科省から要請されています。本学経営情報学部に

おいてもグローバル人材育成は教育の重要な視点との認識に立ち、海外ビジネス研修を正規科目として2014年度より導入しました。
10日前後で複数の国の複数の企業で研修する短期コースと、3か月間特定の企業でインターンシップを行なう長期コースがあります。
本年度、短期コースは8月27日～9月3日に台湾、中国（深セン）
、香港の企業で男女合わせて4名の学生が研修しました。長期コース
は9月16日～12月14日にベトナムビンズン省の製造業で1名の男子学生が研修しました。研修に参加した学生からは、将来海外で働
きたい、専門知識だけでなく語学にも力を入れたいといった声が聞かれ、研修の目的は十分達成できました。大学の成績や英語検定な
どの条件を満たせば一定額を限度に、参加費用の50%を大学から奨学金として給付される制度もスタートしました。今年度は、参加者
全員に給付されました。
私は、8月27日〜9月3日にかけ海外ビジネ
ス研修に参加させていただきました。今回は本
校初の試みとして台湾・深セン・香港の企業で
研修を行ない、それぞれの企業で多くのことを
学ぶことができました。
研修に参加して、海外での貧富の差が目に見えてわかりまし
た。深センや香港では、都会から数キロ移動するだけで、人の
身なりも建物の様子も全く別の街のようで、日本ではあまり見
かけない光景だと感じました。
また、いままでは海外というだけで抵抗があり、壁を感じて
いたのですが、現地の方や景色を肌で感じることでその壁が崩
れたように感じました。特にそれを感じたのは株式会社スワ
コーでの研修の際です。私と同い年の現地社員の方と話をする
機会をいただき、なぜスワコーに入社したのかなど真面目な話
から、好きな漫画は何かなどの砕けた話までしました。現地の
方と話をすることで海外との壁が消え、自分自身の引き出しが

増えたと感じました。
これら海外での経験を活かし、これからの就活や就職をした
際に様々な視点から物事を感じ意見を持てるようになりたい
と感じました。

（経営情報学科3年 倉島 優生子）

カンボジアでボランティア活動をしてきました
私は昨年の夏休みに 9 日間、NGO「ボラン
ティアプラットホーム」のカンボジアでのボラ
ンティア活動に参加しました。
人口200人ほどのトンレアップ村のある家
族のところにステイし、村の小学校の低学年に
日本語と英語を教えました。高学年、中学年、低学年の3クラ
スがあり、
「低学年」といっても幼稚園も兼ねているので3歳く
らいから上は11歳までです。日本語と英語の単語やあいさつ
を教えましたが、1コマ90分なので、飽きないようにみんなで
歌をうたったりと色々な工夫をしました。人数は多い日で30
人、少ない日は15人程度。畑仕事の手伝いやスコールのため
です。
トンレアップ村の住人はほとんど女性で、残りは子どもた
ち。男性は出稼ぎです。暮らしは稲作、釣りや罠での魚とり、
家畜の飼育などで成
り立っていて、働き手
は女性と子どもたち
です。
昼 食 は、私 は ス テ
イ先の家族のところ
で 食 べ ま し た が、子
どもたちは、家に帰っ
て 食 べ る 子 、近 所 の
家でご馳走になる子、

ついに「信州マイコンカーラリー競技会」開催に !

れは自分たちで

私たちロボット研究部は大学のチャレンジプ
ランの資金援助を受け、2013年から準備を進
め、2014年9月、岡谷市にて「信州マイコンカー
ラリー競技会2014」と題して念願のロボット
大会を開催することができました。
“マイコンカー”とはその名の通りマイコンを搭載し、白お
よび灰色で引かれた線をトレースしながら自走するロボット
カーのことで、コース周回タイムを競うのが“マイコンカーラ
リー”
（以下MCR）です。残念なことに、一般（高校生以外）の
選手が参加できる公式大会は
年に1度、夏に東京で開かれ
るRMCRという大会だけ。
もっと一般の選手の腕試し
の機会が欲しい！技術交流の
場が欲しい！という気持ちが
どんどん募り、私たちは、こ

ない！と決意し
ま し た。会 場 を
確 保 し、県 内 工
業高校の先生に
ご協力いただい
て大会の広報を
行ない、ルネサスエレクトロニクス株式会社のMCR事務局の
方に相談をして機材一式の貸し出しを快く引き受けていただ
きました。かくしてついに2年越しの私たちの想いが、この信
州の地でのMCR開催として実を結んだのです。
大会は全国から50台もの参加台数を数え、競技中の技術交
流は大変新鮮で楽しいものでした。今後は正式に技術交流の時
間を設けて各々のマシンについての発表なども考えています
ので、ぜひ興味のある学生の皆さんも参加してもらえるといい
なと思っています。
（機械システム工学科2年 矢澤 美貴）

楽しかった「英語村」
私たちはEnglish部の前部長と現部
長です。部として昨年12月3日、英語
の先生方が企画した「英語村（English
Village）」の運営を担当しました。こ
れは、学生がネイティブの方々と話す
ことによって、教室での勉強とは一味違った実践力を身につけ
るためのものです。会場は学生ホールで、
「英語村」のエリアに
入ったらもちろん英語しかしゃべることはできません。
ネイティブの先生が4人いらっしゃってくださり、水晶玉で
占いをしたり、地図や写真を見ながら話したり……と会話しや
すいように、いろいろ工夫してくださいました。私たちもドリ
ンクを用意し、生クリームやフルーツで参加者がネイティブの
先生方と喋りながらケーキを作るなどの工夫をしました。最後
はビンゴ大会。もちろん英語です。賞品は海外の製品で、獲得
者は英語でミニスピーチ。一般学生もたくさん参加し、みんな
が楽しいひと時を過ごせました。
印象的だったのは、英語をしゃべれないので参加を渋って

食べない子とさまざまでした。学校の隣には孤児院がありまし
た。私はそこでも勉強を教えたり一緒に遊んだりしました。
村の人たちの生活は貧しく、物資が不足していると感じまし
たが、身振り手振りで話す私の伝えたいことを感じ取ってく
れ、みんな穏やかで純粋で優しい人たちでした。短期間でした
が、このような経験をして私の人生観が変わりました。これま
で食品加工や流通の面で省庁に勤めたいと思っていたのです
が、今は貧しい国への食糧輸送とか人のためになる仕事に就き
たいと考えています。
日本に帰って一番感じたことは、刺激がなくて物足りないと
いうことです。そこで、自転車で山登りをしたり、パラグライ
ダーのインストラクターをしています。3月には15日間、タイ
の山岳民族支援のボランティア活動をしてくる予定です。
（経営情報学科1年 鈴木 悠希）

理大祭実行委員会で得たもの
わが校の文化祭は理大祭と呼ばれ、運営は理
大祭実行委員会が行なっています。私はそこの
企画局に所属しています。
就職活動の面接では文化祭のことを多く話し
ました。面接官にも文化祭一色だねと言われま
した。それほど実行委員会は私の大学生活において欠かせない
ものです。
実行委員会は毎年新しい企画に挑戦しています。今回は初め
ての試みとして移動動物園を開きました。ウサギやハムスター
などの身近なものから、ミニ豚やミーアキャット、今年の干支
の羊など普段は触れることのできない動物もたくさん呼びま
した。あいにく天候には恵まれませんでしたが、お子さま連れ

大会を開くしか

い た 部 員 3 人 が、
いつの間にかネイ
ティブの人と話し
てメチャメチャ盛
り上がっていたこ
とです。正しい英
語を話さなければ
などと考えると自
分で壁をつくって
しまいます。話し
かけにくいという壁のようなものを感じる人も多いと思いま
すが、ジェスチャーでも通じますし、雰囲気を体験するだけで
もいいですから、このような機会を通して一歩踏み出すことが

大切なのではないでしょうか。
この企画にかかわって、English部としても日頃の活動と
違った良い経験ができたと思います。このような機会を日常的
につくりたいと考えています。
（機械システム工学科3年 小野嵜 正晴）
（経営情報学科2年 鈴木 竣也）

のご家族がたくさ
んいらっしゃって
来場者数を伸ばす
ことができ、来年も
やってほしいとい
う声を学生や地域
の方からいただき
ました。
実行委員会は基
本的にお祭りが大好きな人たちの集まりですが、考え方は十人
十色。だからこそ面白い企画が生まれます。実行委員会を通じ
てたくさんの人たちの考えに触れることができたことが大学
生活での一番の実りだったと思います。
（電子システム工学科4年 山口 千佳）

