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高大連携推進センター

コースA.
「コンピュータサイエンスを体験しよう」
 工学部・情報応用工学科（社会情報システムコース）
　　　　　　　　　　　尾崎　剛（現 経営情報学科）

コースB.
「エナジーハーベスティングを体験しよう！」
  ～身のまわりの光、熱、振動から電気を作ってみよう～
 工学部・機械電気工学科（電気電子コース）
　　　　　　　　王谷　洋平（現 電気電子工学科）

■主催 /諏訪東京理科大学 高大連携推進センター

高大連携推進センター

高大連携推進センター行

FAX:0266-73-1231

お問い合わせ・お申し込み

高大連携推進センター
〒391-0292 長野県茅野市豊平5000-1

TEL ： 0266-73-1244（高大連携推進センター） 0266-73-1201（代）
FAX ： 0266-73-1231

http://www.suwa.tus.ac.jp/ホームページ 諏訪東京理科大学

E-mail:koudai-suwa@admin.tus.ac.jp

3月8日9日
木 金2018年

体験合宿

※日帰りコースは3月8日のみ

1泊2日 日帰り

高校で学ぶ内容が、どのような研究に活かされるのか理解することを
目的として、普段体験できないような実験実習を行うプログラムです。
「合宿コース」と「日帰りコース」２つのコースを設けました。

参加申込受付中！

サイエンス体験
プログラム 2018in SUWA

どちらか1コース（定員20名）
※詳細は中面をご覧ください。

お申し込み、詳細は中面をごらんください。

or

合宿コース（1泊2日）
コースＡまたはコースＢから１つを選択。

1日目の午後から2日目の午前中まで授業を行います。

実習1.
「数学者・フーリエの夢」
  ～映像や音響を解析して可視化する技術～
 工学部・情報応用工学科（知能・情報・通信コース）
　　　　　田邉　造（現 コンピュータメディア工学科）

実習2.
「機械システムのモデリングと制御」
 工学部・機械電気工学科（先進機械コース）
　　　　　　　　　　　星野　祐（現 機械工学科）

日帰りコース
1日目の午後に2つの実習を行います。

じっくり体験「合宿コー
ス」と

気軽に体験「日帰りコ
ース」の

2コースよりお選びい
ただけます。

希望者は夕食も食べることができます。

諏訪東京理科大学は2018年4月に公立大学となります。
工学部 情報応用工学科・機械電気工学科は公立化後の学科名称となります。

（定員18名）

「電気自動車・ハイブリッド自動車・
　　燃料電池自動車の仕組みと
　　　　　　 研究開発の最前線」

「電気自動車・ハイブリッド自動車・
　　燃料電池自動車の仕組みと
　　　　　　 研究開発の最前線」
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希望者が定員をオーバーした場合は抽選といたします。また、合
宿コースについては申し込みの際に希望順位をご記入いただき
ます。かたよりがある場合は、抽選を行い決定いたします。

高大連携推進センター行き

申込書

FAX:0266-73-1231
このまま送信してください

参加者
氏　名

保護者の
承諾書

男　・　女

住　所　　
〒

TEL（連絡先）

上記の者が標記イベントに参加することを承諾します

学校名・学年

ふりがな
生年月日 年  　　　月　　  　日

年　　齢 歳

高　校　　　　　　　      年

※この個人情報は高大連携合宿に関する連絡に使用し、年齢・生年月日に関しては団体保険の加入に使用するものでそれ以外の目的で使用することはありません。

※申込書は本学ホームページからもダウンロードできます。

希望順位

（西暦）

サイエンス体験
プログラムin SUWA

サイエンス体験プログラムin SUWA

氏　名（自署） 本人との
関係

高校教員の
承諾書

氏　名（自署）

2018年3月8日（木）～9日（金）開催日

長野県内の高校に在学する高校生対象者

右の申込書に必要事項をご記入いただき、
在籍する高校の進路担当の先生にご提出ください。

申込み方法

2018年2月20日（火）必着申込み締切

備　考

・合宿コース 1人 1,200円
・日帰りコース 無料（夕食を希望する場合は700円）

・合宿コース 1日目の夕食及び2日目の朝食付
・日帰りコース　希望者には1日目の夕食を用意します（事前申込必要）

食　事

・合宿コース 40名　・日帰りコース 18名定　員

参加費

諏訪東京理科大学 キャンパス内（茅野市豊平5000-1）
※本学セミナーハウスに宿泊します。

開催場所

工学部・情報応用工学科　講師　尾崎 剛 （現 経営情報学科）

スマホやパソコンなどのコンピュータはどのように考え、動いているのでしょう
か？本講座では、コンピュータの考え方を手と頭を動かして体験し、機械学習ソフ
トを使って、実際にコンピュータに学習させてみます！

A
コース

A
コース

コンピュータサイエンスを体験しよう 定員20名

工学部・機械電気工学科　准教授　王谷 洋平 （現 電気電子工学科）
エナジーハーベスティングとは、身のまわりに存在する小さなエネルギー源（光、
熱、振動、電磁波など）から電気を作り出す技術で環境発電とも呼ばれます。環境
中の様々な形態のエネルギーの収穫を体験してみましょう。

B
コース エナジーハーベスティングを体験しよう！

～身のまわりの光、熱、振動から電気を作ってみよう～
定員20名

工学部・情報応用工学科　准教授　田邉 造  （現 コンピュータメディア工学科）
ナポレオンにつかえたフーリエのアイディアは、現在では音声認識(音響)、CT(映
像)、さらには可視化(CG)等の基礎技術です。本講座は、時間と周波数の関係を高
校の知識を用い、音解析フィルタの回路設計からソフト開発を通じて、アイディア
をカタチにする力を身につけます。また打音やiPS細胞の解析研究も紹介します。

1
実習 数学者・フーリエの夢

～映像や音響を解析して可視化する技術 ～
定員18名

工学部・機械電気工学科　教授　星野 祐　（現 機械工学科）

ロボットアームや次世代モビリティなどの機械システムをきちんと動かすには、 数
式を使ってこれらをモデル化した上で適切な制御系を構築する必要があります。
短時間ですが、機械制御の概要を体験する機会としたいと思います。

2
実習 機械システムのモデリングと制御

東京理科大学　理工学部
電気電子情報工学科　教授

特別講演会

「電気自動車・ハイブリッド自動車・
　燃料電池自動車の仕組みと
　　　　　　　研究開発の最前線」

星 伸一氏講師

抽選結果は2月23日（金）に発送いたします。
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合宿コース （Ａ、Ｂどちらかを選択）

日帰りコース （両方の実習を受講します）

合宿コース 日帰りコース
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休憩・移動
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17：30～19：00

9：00～10：00
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実習1：数学者・フーリエの夢
　　　～映像や音響を解析して可視化する技術 ～
実習2：機械システムのモデリングと制御

□ 夕食を申し込む

コンピュータサイエンスを
体験しよう 

B
コース エナジーハーベスティングを体験しよう！

～身のまわりの光、熱、振動から電気を作ってみよう～

★合宿コースはA,Bどちらかの受講となります。
　受講したいコースの希望順位をご記入ください。

★2つの実習を受講いただきます。

※合宿コースのみ

★どちらかのコースを選んで□をしてください。

日帰りコースで夕食を希望する方は
下記に□をしてください。

※日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。

※夕食代700円が必要です

合宿コース（1泊2日） 日帰りコース

【高校の先生方へ】生徒さんより申込書の提出がありましたら、高校ごとに取りまとめていただき、本学・高大連携推進

センター宛にFAXでお送りください。取りまとめが難しい場合は個別に送付いただいても構いません。


