学習支援室主催による「発展学習講座」
工学部の再編に伴って学生の基礎学力習熟

度の幅が広がり、本学の既存のカリキュラム

制度では十分に対応しきれない程の高い学力
をもつ学生が入学しています。彼らは勉学に
対する深い関心と意欲を持ち、実力アップを
望むと共に、大学院進学や東京理科大学等へ
の編入学を目指して頑張っています。

学習支援室では、こうした学生を対象に平成26年度から「発
展学習講座」を開設しています。本年度は、①「教養基礎学力養
成講座」として、通常の授業に設定されていない内容や半期前倒
しの内容となるベクトル解析などについて、講義と演習を毎週
各1回行なっています。また、②河村学長による「実験を交えた
特別講義」も数回設けています。写真は、ベクトル解析の総仕上
げとして、学長の得意分野の1つである流体力学から「渦の性質」
と題して、空気砲から放出されるドーナツ型スモークの進行に

ついて解説してい
る様子です。机上
の学習だけではな

く、理論を学んだ
上で実験を行なう
ことで、通常の授
業では味わえない
実感を伴う内容と
なっています。さ
らに、③後期には、
行列式と固有値問
題を取り上げ、さらに「実力養成実践講座」として、過去の東京
理科大学等の編入学試験問題や大学院入学試験問題を取り上げ、
実力アップを目指す予定です。
（共通教育センター・学習支援室長 木村 正弘 教授）

研究室・ゼミ紹介
翼の飛行性能解析をしています《雷研究室（機械システム工学科）》
航空機、自動車、船舶のような乗り物をはじめとして、ポン
プに代表される流体機械では、その性能を十分に発揮させるた
めに流体力学が用いられています。私の所属している雷研究室
では、実際には見ることのできない流れのコンピューター解析
や、太陽光で発電しながら飛行する小型無人航空機「ソーラー
プレーン」の設計・製作をする研究を進めています。
私自身は複雑で手間のかかる実験を行なわずにコンピュー
ターの中で流体現象を再現させることに取り組んでいます。翼
の飛行性能を解析してさらに優れた翼を設計し、ソーラープ
レーンに用いることで飛行時間をより長くしたいと考えてい
ます。この分野はとても奥が深く、まだまだわからないことも
多いので毎日毎日が新たな勉強です。しかし、難しいながらも

それまでわからなかっ
た式の意味が理解でき
たときはとてもやりが
いを感じます。
来年度から私は東京
理科大学大学院に進学
してこの分野の研究を
続けていく予定です。大
学院ではさらに難しいことを学ばなければなりませんが、一つ
一つの壁を乗り越えていく勇気を持ち続けていきたいと思い
ます。

（機械システム工学科4年 鳥羽 大樹）

平成27年度後期授業等の主な予定
9月 14日㈪
10月 30日㈮

後期授業開始
理大祭準備日のため終日休講

10月 31日㈯ 〜11月1日㈰ 理大祭
12月 25日㈮ 〜 1月7日㈭ 冬期休業期間
1月 19日㈫ 〜20日㈬ 後期補講期間
1月 23日㈯ 〜2月1日㈪ 後期定期試験期間
2月 3日㈬ 〜 6日㈯ 後期集中講義期間
2月 24日㈬ 〜27日㈯ 後期予備期間（追・再試験期間）
3月 23日㈬

学位記授与式

以下の3日間は祝日ですが、授業調整日として授業を行ないます。
10月12日㈪、11月3日㈫、12月23日㈬
上記の他、学生会の主催により10月に秋のスポーツ大会、12月にクリスマ
ス会、1月に新年餅つき会、2月にスキー・スノーボード教室を予定しています。

❖ 編集後記 ❖

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。
◦高校時代の学びを一層確実なものにする
◦大学の授業内容の理解を深める
◦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）

地域で活動する学生が増えています。また、学内イベントをサポー
トしたり、研究室活動でも多くの学生が頑張っています。今回は
そのような学生の姿を紹介します。
「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

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。
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諏訪東京理科大学

標高918の風、秋号をお届けします。この918の風は、諏訪東京理科大学の最近の様子を
保護者の皆様や学校法人内にお伝えするものです。
最近人口の減少に伴って、国にも地方にも「地方消滅」に対する大きな危機感があります。
その中で、地方を活性化していくために地方にある大学の役割が見直されています。大学は,
若い人達を集めそして地域に送り出していくことが出来るからです。つまり期待されている
のは学生諸君です。本学でも、学生諸君が地域の方々と接して「地域から学ぶ」ことに力を
入れています。このような体験は、たとえ卒業後に直接この地域に就職しなくても必ず役に
立ちます。たとえば今号でも、
「茅野どんばん」という地元の夏祭りにプロジェクト＆マネー
ジメントという授業の一環として参加してゆく試みについて紹介していますが、実際の活動
諏訪東京理科大学
から学ぶものは、大変大きなものがあります。毎年開催する小学生向けの「サイエンス夢合
学長 河村
洋
宿」も学生諸君が積極的に支援してくれています。
また、写真は大学からも近い小泉山の開山式ですが、ボランティアの学生諸君が、地域に出る活動として、開山式に団体
で登ってくる地元の小学生達と交流をしています。小学生も学生諸君も生き
生きとしているのはとてもうれしいことです。
その他本号では、環境に調和する電気に挑む電気電子工学科や、太陽光で
飛ぶソーラープレーンの開発、昨年度末から開始してますます活発になって
きた英語村、進んだ学習を目指す学生達のための発展学習講座、本学では初
めての「放送部」などを紹介しています。
地域に学び地域とともに成長する諏訪東京理科大学を、ぜひ今後ともご支
援下さい。

電気電子工学科紹介
工学部電気電子工学科のキャッチフレーズ
は、信州諏訪の恵まれた自然環境の中で「環
境に調和する電気をつくり、ためて、上手に
使う“Green Life Technology”を学びます」
です。
私たちの生活に欠かせない電気を、環境に
調和する形で作り出し、効率良く蓄えて、無
駄なく使うことが出来るようにするために、
少人数制を活かした講義や演習、実験や卒業研究をして、未来の
暮らしを支えるための技術の習得を目指しています。
学生たちは、数学・物理学・電気回路などの電気電子工学のエ
ンジニアに必要不可欠な科目をしっかり学んだうえで、
「エネル
ギー・環境」
「電気機器・
電力技術」
「電子材料・
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」の
三分野の中から、太陽電
池 や 燃 料 電 池 、磁 気 浮
上 や モ ー タ ー 、半 導 体
や電子材料の研究開発
をテーマに卒業研究に
取り組み、社会で役立つ

実践力を身に付けます。
さらに、学びや学びの目標を可視化し、学生たちの興味・やる
気をより一層引き出すために、
「エネルギーラボ」を設けていま
す。スマートハウス実験装置を使っての電力制御実験、センシ
ング技術やIT技術を活用しての燃料電池カートの高性能化、リ
ニアモーターカーの製作、太陽光・水力・風力などの自然エネル
ギーや水素などの次世代エネルギーの利用・活用技術の開発等、
プロジェクト型の研究にも取り組めます。
（電気電子工学科 王谷 洋平 准教授）

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。

TOPICS

918の風

「英語村まつり」が盛況に行なわれました！

「サイエンス夢合宿」をサポートしました！

昨年度から始めた本学の「英語村」事業。学生ホールの英語村のエリアに一歩入ると英語しか

サイエンス夢合宿とは、大学の先生や学生と
サイエンスを楽しもう！という目的で小学生
向けに開催されているものです。参加者はセミ
ナーハウスに1泊し、体験やものづくり、遊び
を通して楽しみながらサイエンスに触れます。
私はものづくりコースの『B級カメラを組み立てて写真をとっ
てみよう！』という講座で補助をしました。このコースでは、
カメラの原理や歴史について学び、
「あってもいぃな夢工場」
の方を講師に迎え、実際に牛乳パックとレンズを使って自分だ
けのカメラを組み立てます。子どもたちは知っている知識や予
想、時には疑問点などを思い思いに発言し、保護者の方と一緒
になってカメラの組み立てを行なっていました。

使えません。今年度は昼休みの時間帯を使った「ひるどき英語村」を2回（6月3日、7月1日）しま
したが、7月22日は4時限目を全部使って「英語村まつり」をしました。珈琲、コーラ、ジュース、
ケーキなどを用意して、ゲームなど幾つもの出し物を楽しみました。英語村の村長は有賀メア
リー先生です。スタッフは、有賀先生のクラスの学生たちが務めました。約40名の参加者がゲー
ムや飲み物を楽しみながら英語で賑やかに交流しました。スタッフの東松くんと清水くんにお話
をうかがいました。

【清水くん】 僕は受付を担当しました。予想に反して、お客さ
んは日本人なのに流暢な英語で話しかけて来て、いやがうえに
もシャキッとして応えるようにしました。定型の挨拶ではな
く変化球の話が来るととても焦りましたが、ごまかさないで


（経営情報学科1年

最初は牛乳パックでカメラが作れるのかと半信半疑の様子
でしたが、作業が進むにつれ顔つきは真剣になっていき、最後

清水 勇弥）

出し物は、双六（すごろく）、早口言葉カフェ、英語のク
イズ、ハングマン・ゲーム（言葉当てゲーム）の4つでした
が、僕は双六を担当しました。みんなでサイコロや双六盤
を作り、僕は双六で使うルール説明で使う英語を事前に勉
強しました。盤のます目には出身地や趣味などについて英

「茅野どんばん」の企画・運営に携わって



（経営情報学科1年

T.K）

外国人留学生親睦会に参加して
6月26日「外国人留学生親睦会」が催されました。留学生のほかに、日本人学生や教職員もたくさん参加して、楽しく交流しました。
私たちは今年の 4 月に、諏訪東京理科
大学に入学しました。大学が主催する留
学生親睦会に参加してとても楽しかった
です。イベントでは先生が私たちに奨学
金制度を深く解説してくださったので、
さらに理解する機会になりました。今回は本学の留学生全員を
対象として集まるイベントでしたが、このような機会はあまり
ないです。これまで私たちは、顔と名前が一致する留学生の先
輩がほとんどいなかったので、今回のイベントを通して、多く
の留学生の先輩と知り合うことができました。また、先輩たち
との交流によって多くの知識と文化を勉強することができま
した。今回のイベントが先輩たちとの交流を深めるとても良い
機会になったと思います。

授業の「プロジェクト&マネジメント」の中
で「諏訪圏まちづくり」プロジェクトに携わっ
ています。茅野どんばん、諏訪湖よさこいといっ
た複数の地域のイベントに関わることを通して
諏訪地域に貢献し、また多くの仕事を並行して
行なっていく能力・管理方法を身に着けることなどを目標に
活動しています。8月8日に開催された茅野どんばんで、私た
ちは様々な団体がダンス、バンド等のパフォーマンスを行な
うイベントパークの運営とともに、地域の若者が参加できるク
イズスタンプラリーを実施しました。
ゼロから企画を考え、実行しなければならないということに
並行してイベントのシナリオ作成、備品調達、説明会の資料作
りなど締切りがある作業がとても多く、負担が大きくかかって
しまいました。そこで個人の予定を極力尊重し無理のないよう
に仕事を割り振り、協力して作業をすることで、仕事のメリハ
リを付けました。そうした活動と色々な方のご協力もあり、当

初めまして放送部です
ゲーム大会では、みんなゲームにとても夢中になることがで
きて、先生と日本人の学生との交流が深まったと思います。ま
た、先生たちと交流したことで、一層先生たちに相談しやすく
なったと思います。
大学生活では、私たちは日本語の能力を高めたいと思ってい
ますので、一生懸命にそれぞれの科目知識を勉強しています。
入学後に勉強した知識を活用することができるようにしたい
と思います。日本の文化をもっと知りたいので、大学生活の中
で多くの日本人と接触することを願っています。日本が大好き
なので、これからも頑張ります。
（経営情報学科1年 王 爽）
（経営情報学科1年 李 微微）

私は大学入学後、今までこの大学になかった
放送部を作りました。放送部を作った理由は、高
校生のときに入った放送部でたくさんの人と出
会い、多くのことを学んだ良い思い出があるか
らです。大学でも放送部の活動がしたいという
一心で作ることを決めました。しかし、何もないところから作
り上げていくという困難にぶつかりました。チャレンジプラン
に応募したり、部員を集めたり、全て手探りでした。それでも放
送部を作ることができたのは、放送部に興味を持って入部して
くれた方や創部する際に助言くださった方々のおかげです。

放送部は現在2年生4人、1年生4人です。
「NHK杯全国大学
放送コンテストへの作品提出」を目標に掲げ、主にメディアラ
ボで活動しています。大学のチャレンジプラン助成金で撮影

の組み立てを終えて
カメラを覗き込んだ

子どもたちは映る景
色に歓声を上げてい
ました。また、組み立
てだけではなく、感光
紙を使った写真撮影
にも挑戦しました。子
どもたちはお気に入
りの構図になるまで何度もカメラを覗き、ピントを合わせてい
ました。光を当てた感光紙に熱を加えると、写真が浮かび上がっ
てきます。これには子どものみならず保護者も感嘆の声をもら
していました。こんなにも多くの人たちにサイエンスに触れて
もらえたことを嬉しく思いました。この合宿を経験したことで
この先もっとサイエンスを楽しんでもらえたらと思います。
（経営情報学科3年

樋口 舞）

日は 30 度を超える暑
さの中全員で楽しんで
イベントを成功させる
ことができました。
準備段階がとても忙
しく苦痛になることも
ありましたが、そうし
た事前の綿密な準備、
打ち合わせをしっかりしておいて良かったと感じました。この
プロジェクトの性質上どうしても全員がすべてを把握するこ
とは難しいですが、自分の仕事を認識することを通してメン
バー同士も共通意識を持つことができます。しっかりとした準
備なくして成功はありえない、とこの茅野どんばんの企画・運
営の経験で学びました。

まだ活動は続いていきます。さらに今後の卒業論文、就職活
動に向けてこうした貴重な経験から得たことを活かしていき
たいと思います。
（経営情報学科3年 板垣 友明）

機材を揃え、ドラマやド
キュメントの制作を行
なっています。今年のコ
ンテストに提出する作
品はテレビドラマです。
制作する上で最も重要
とされるのが構成で、そ
れに当たる脚本には多
くの時間を費やしました。大学生の日常を切り取り、大学生に
少しでも共感してもらえる作品に仕上げたいと思っています。
来年以降は、他大学との交流を行い、多岐に渡り作品を制作
しチームとしてさらに技術向上に努めます。また大会において
良い成績を出したいです。少しでも興味がある方は一緒に作品
作りをしましょう！
（コンピュータメディア工学科1年 坂本 玲奈）

