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新型コロナウイルス感染症に伴う
本学の対応

理事長・学長

メッセージ

本学に学ぶ学生にとって本来必要な学修環境とは何か？
新型コロナウイルス関連感染

一方で、大学としてこの環境に対応した教育研究環境をど

者数は全世界で2,782万人、国

う整備し、学生の皆さんが満足する環境を提供できるのかが

内73,221人（厚労省9/10現在）

問われています。5月からの遠隔授業は、
オンラインで出来る内

となっています。世界の対人口

容が明確になり、遠隔と対面の有用性がわかってきています。

罹患率0.36％にくらべて日本の

逆にこのことは大学として「オンラインでは提供出来ない大学と

それは0.06％と少ないものの、
日

しての価値や機能は何か」が問われています。即ち、大学に来

本では従来の対面距離での社

ることによる提供価値は何か、
もつべき機能が求められます。

会 活 動は大 幅に制 限され、学

教室や図書館、或いは研究スペースは一定量確保されてい

生の皆さんには非常に不満足な大学生活となってしまっていま

ます。今後、教室の多少は問題にならないかもしれません。他

す。資格化、社会化、主体化という機能の内、今の環境下は、

方、学生の社会化を醸成する関係性構築の場や自主的な活

特に社会化醸成機会の提供が大きく減少しています。

動を行う環境は十分とは言えません。新しい生活様式の中で、

とは言え、本学は工学系小規模大学であり、専門知識やそ

学生同士が集う場、地域連携や地域との交流機会がもてる

れに伴うスキルを磨き、
自らが学ぶ主体的な機会が減少してい

場、
そして、主体的に自主研究ができる場の提供は一層必要と

るわけではありません。本学で学ぶ工学的な知見は、実体創造

なるでしょう。

をもたらすエンジニアリング、価値創造のための論理的な仕組

大学が今後強化すべき機能検討を行って、ハードウェア整

みづくり、更には経営にとって有用な知見として活かされます。

備と合わせてソフトウェア
（機能が充実する仕組みや体制）整

100年時代の中で、本学で学ぶ工学は人生にわたって有効な

備を進めることが急務となっています。
コロナ禍の終息先に、独

実学の一つであると常々思っています。現在の環境は、学生の

自性があり差別性をもつ公立諏訪東京理科大学ブランドとな

皆さんにとって工学を主体的に学ぶ自由な時間を、
自分がどう

る上で、本学が持つべき学修環境の整備と提供は、学生の皆

創り出し、
どう活かすかが問われています。

さんの成長に大きく寄与すると思っています。
公立大学法人公立諏訪東京理科大学

理事長

唐澤 範行

コロナ対策を始めとする地球規模の課題にチャレンジしよう
今回の新型コロナウイルス感

マスク着用、
ソーシャルディスタンシングなどにより、医療崩壊を

染症の流行は、社会に多 大な

防ぐとともに、
ワクチン開発や治療法確立の時間稼ぎをして

影響を与え続けています。大学

います。
もう少しの辛抱だと思います。近い将来、必ず終息

も例外ではなく、授業や課外活

します。

動も大 幅な制 限を受けていま

さて、今回の新型コロナウイルス感染症は、私たちが今日抱

す。
こうしたときに、最も重要なこ

えている課題の多くが、本来的に地球規模のものであることを

との一つが、学生の皆さんの心

思い起こさせてくれました（「コロナ後の世界」大野和基編）。

の健康をいかに保つかだと考え

パンデミック、気候変動、資源枯渇、格差拡大等、
どれも社会の

ています。

持続可能性を脅かし、現代の文明を崩壊へ導きかねない地球

感染が話題になり始めた今年1月と緊急事態宣言が出され

規模の課題だと思います。同書のなかで、
ジャレド・ダイヤモンド

た4月のSNSに投稿された新型コロナウイルスに関する記事に

氏は、
“明るいトレンドがあります。行動する若者が注目を集めて

おいて、
「ストレス」や「うつ」などメンタルヘルスの悪化を示唆

いることです。環境問題を訴え、世界的なニュースになったグレ

するキーワード数は、
４月は1月に比べて80倍以上に急増して

タ・
トゥーンベリさん。”
と述べています。その他にも、世界中から

いたと言われています（Webナショジオ、2020年5月14日の記

プラスチックごみをなくしたいと宣言し、約44億円もの資金を集

事）。先の見えてこない今回のような状況下では、皆が不安に

めてプロジェクトに挑む25歳のボイヤン・スラットさん
（https://

思いストレスを感じるのは当然のことと思います。
しかし、
かつて

www.nhk.or.jp/gendai/comment/0008/topic027.html）。

のパンデミック
（14世紀、17世紀のペスト、20世紀初頭のスペイ

多くの若者が、
自分たちの未来のために立ち上がっています。

ンかぜなど）
は、現在ほど医療技術や感染防止対策が発達し

ぜひ、皆さんも、
コロナに負けることなく、身につけた知識を

ていなかったにもかかわらず終息しました。現在の新型コロナ

基にこうした地球規模の課題に取り組んでほしいと願っていま

ウイルス感染症の流行では、過去の経験が活かされ、手洗い、

す。
公立諏訪東京理科大学
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学長

小越 澄雄
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新型コロナウイルス感染症に対する本学の対策・支援について
新型コロナウイルス感染症の影響により、大学の教育活動は今までとは異なる形態により実施せざ
るを得ない状況です。大学として学生の健康と安全を第一に考えながら最大現の教育環境を準
備すべく、
引き続き教職員一同で取り組んでまいります。本学の取り組みの一部をご紹介します。

対 策

新型コロナウイルス感染症に対する対応に
ついての最新の情報は本学ホームページを
ご 覧ください 。また 学 生 の みなさん は 必 ず
S-CLASS（学内者用掲示システム）のお知ら
せを随時確認してください。(本誌掲載内容は
9月1日現在の情報です。)

支 援

▼方針・施策等について

・新型コロナウイルス感染症対策本部（本部長 唐澤理事長）の設置
・新型コロナウイルス感染症に関する対応方針の策定 など

▼学修継続のための本学独自の経済支援

①全学生への「特別支援金」の給付
遠隔授業対応に関する各自宅ネットワーク環境の整備支援、
大学施設を使用できないことによる自宅等での授業受講による
増加光熱費等の支援、遠隔授業実施等、様々な学修環境変化

▼入構制限について

・大学内での感染を防止するため、以下の内容での制限を実施し

による心的ケアへの支援として、全学生への「特別支援金」
（一
律２万円）
を給付。

ています。
（1）
マスクを着用していない者の入構を禁止

②学費負担者の状況急変等緊急理由による授業料減免
主たる学費負担者である保証人の家計が急変し学費の納

（2）風邪症状がある者の入構を禁止（※1）
（3）入構者を把握するために、入構時に

付が困難な場合に、学生本人の申請に基づき審査の上、授業

学生証の掲示と出席端末による入

料の全額もしくは半額を免除。

構確認を実施
（4）入構可能場所の制限
（5）入構時の手指のアルコール消毒

▼学修支援・キャリア支援
※1…サーモグラフィによる
体温確認

①授業実施方法
キャンパスへの入構制限に伴い、一部授業を除き遠隔授業を
行っています。授業は「オンライン会議システム
（Zoom等）
を利

▼教室の座席配置等について

・教室の座席数を3割程度を上限として教室内の身体的距離を確保

用した双方向型」または「資料提示と同時にその解説動画資

・授業に使用する教室と遠隔授業を受講することのできる教室の

料等も同時掲載するオンデマンド型」により実施しています。

机について消毒用エタノールによる消毒実施しています。
また、教
室出入口は換気のために原則開放し、
できる限り窓も開放してい
ます。

②図書館
大学の教育研究活動の維持のため、制限付きで開館してい
ます。
（1）学内者のみ利用可能（当面の間、学外者は利用できません）
（2）館内への同時入場上限数の設定

▼卒業研究等研究室での研究活動について

・研究室での研究活動は指導教員が以下内容を管理した上で、
学生の登校等を指示します。

（3）滞在時間の目安を設定
③キャリア支援
入構制限期間中はZoom等を利用し、
オンラインでキャリア相

（1）
マスクの着用、手洗い・除菌の徹底
（2）体調管理（体調不良者は登校（入構）
させない）

談や学内個別企業説明会、進路ガイダンス等を実施しています。

（3）
身体的距離の確保（できるだけ2ｍ
（最低1ｍ）
の距離を確保）

キャリタスUC（就職支援システム）やS-CLASS（学内者用掲
示システム）
を通じて説明会情報等の提供を行っています。

（4）研究室のこまめな換気

WEBオープンキャンパスを開催中!!

学生企画展示の紹介

大学ホームページ上で大学紹介や模擬講

公立諏訪東京理科大学図書館では4号

義、工学部全研究室紹介など様々なコンテン

館2階を会場に、学生企画展示『コロナを電

ツを公開しています。公立諏訪東京理科大学

子書籍で乗り切ろう!!』
と
『この時期に読んで

の魅力をぜひ体験してください。 Open
pus!

ほしいイチオシの本!!』
を実施しています。

Cam

展示のデザインやレイアウトを担当した図

安藤さん（右）と同じく図書館学生
アルバイトの加地さん（左）

書館学生アルバイトの機械電気工学科2年
の安藤航洋さんは「皆で1から企画をつくる
のは大変でしたが良い経験になりました。多
くの方が図書館に親しみを持ってくれるよう、
こちらから特設ページに
アクセスできます

学生主体の企画を数多く実施できればと思
います。」
と話してくれました。

図 書 館 ホ ー ム ペ ージ（ h t t p s : / /
www.sus.ac.jp/library/）で本
の内容を紹介しています。
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オンライン授業の取組み

情報応用工学科 土屋 健 准教授

顔 が 見 え な い 新 入 生 と の 試 行 錯 誤 の 遠 隔 コミュ ニ ケ ー シ ョン

前期担当する科目に1年生160人が受講

ありました。そこで、入力

する座学の講義があり、
どのようにリアルタイ

したコメントが画 面を流

ム型の講義を進めるかが最大の悩みでし

れる
“ニコニコ動画”
風な

た。悩みの要因は、1年生は100分の長い講

チャットを導入し、講義中

義の経験がないこと、多くの学生が登録す

の疑問や質問の入力を

る講義では、
システムの課題と個人プライバ

促しました。入 力された

シへの配慮から受講者の顔が見えない、つ

質問はプレゼン資料の上

まり講義中の反応が見えないこと。私はこれ

を流れ（図2）、私は講義

ら対策として以下の二つの施策を試みました。
一つは講義内の時間構成を短い単元による構成を試みたこと

文 字 が 画 面 右 から
左へ流れる

中にその質問をキャッチ
アップできるようになりまし

図2

講義画面の例

です。各単元は長くとも15分から20分程度に解説が収まるように

た。学生から講義内容への直接的な質問に加え、関連の質問、私

再構成し、1講義あたり3単元程度の進捗を想定しました
（図1）。単

が問いかけたことへの返答などこれまでの対面講義よりも多くの反

元の合間には関連するトピックス
（無

応が積極的に送られてくるようになりました。
ただ、
あまりにも敷居が低

駄話）や大学の様子を話すことで、受

くなりすぎたのか、
雑談のような内容もあり今後の課題だと考えます。

講者のブレイクをとり、講義への集中

前期の講義では、対面講義と同等の教育効果を目指して試行

力の回復できるよう配慮しました。
これ

錯誤しました。上記に示した施作はいずれも教員だけでなく、学生

により、受講に慣れない１年生へ講義

側からもアクションがあることが前提です。従来の対面講義では講

SOLA上で前回の
確認テスト
【15min】
講義 単元1
【15min-20min】

最大
80min
を想定

講義 単元2
【15min-20min】
講義 単元3
【15min-20min】

SOLA上で本日の復習テスト
【20min】
を想定
当日夜中までに回答
図1

講義の構成

への集中と緩和を作り出しました。
この

師側、学生側それぞれ相手が察してくれた
（空気を読んでくれた）

とき、出席していても講義に集中し、単

ことが遠隔オンライン講義では不可能であり、そのギャップを埋め

元の時間では充分にノートを作成で

るにはオンライン授業では双方がお互いを慮って積極的なコミュニ

きないため、全ての単元を録画するこ

ケーションを取ろうとする気持ち
（意思）が重要ではないだろうかと

と、
ノート作成用講義メモを次回講義

考えます。近年、大学の教育においてアクティブラーニングの導入

まで限定して公開することで積極的

が求められてきました。今回の私の経験では、
オンラインを利用した

に学びたい学生への配慮も行いました。

遠隔教育こそがアクティブラーニングを実現する近道ではないで

もう一つは、講義中のZoom上でのコミュニケーションの改善を

しょうか。今回を契機として、
アクティブラーニング方式の教育と、
オ

試みたことです。Zoomの機能でチャットが可能ですが、全画面で

ンライン授業を一般化する絶好のチャンスではないかと前向きに捉

プレゼン資料を提示している講師側では気づかないケースが多く

えて後期の講義準備をする毎日です。

新任教職員紹介

2020年4月に新たに加わったメンバーをご紹介します。

平谷 雄二

増木 碧

工学部 機械電気工学科/教授

4月に機械電気工学科に着任いたしました、平谷雄二と申しま
す。高校まで諏訪の地で育ちました。愛唱歌は「信濃の国」で
す。大学を出て製造業で17年、そのあと大学に移って15年。
やっと故郷に帰ってまいりました。
これまでの経験を生かし、地
域の教育研究活動に貢献できれば幸いです。宜しくお願いい
たします。

2020年度後期授業等の主な予定
１０月１日（木）
１０月１日（木）
～7日（水）
１０月１１日（日）
１１月２３日（月）
11月28日（土）
～29日（日）
12月26日（土）
～1月7日（木）
1月8日(金)・14日(木)
1月15日（金）
1月16日（土）
～17日（日）
1月30日（土）
～31日（日）
1月27日（水）
～2月3日（水）
2月18日（木）
～20日（土）
2月26日（金）
3月9日（火）
3月18日（木）

教務・学生支援課

教務・学生支援課所属の増木碧（ますきあおい）
と申します。出
身は茅野市です。私が学生だったときに感じたこと思ったこと
を思い出しながら、学生目線で様々な業務に対応したいと考え
ております。今年の春に社会人となったばかりでまだまだ至ら
ない点もございますが、
日々邁進して参ります。何卒よろしくお
願い申し上げます。

※掲載の情報は2020年9月1日現在の情報です。
１０月以降の学事日程につきましては、
今後の状況により変更する可能性があります。これらの日程に関する最新情報は大学
ホームページやS-CLASS（学内者用掲示システム）を通じてお知らせします。

後期授業開始
後期履修申告期間
保証人懇談会（電話またはオンラインで実施）
授業調整日（祝日であるが授業を行う）
学校推薦型選抜実施日
冬期休業
後期補講期間
臨時休校日（大学入学共通テスト準備日）
大学入学共通テスト
（第1日程）
大学入学共通テスト
（第2日程）
後期定期試験期間
後期追・再試験期間
一般選抜前期日程実施日
一般選抜公立大学中期日程実施日
学位記授与式

「蓼科の風」
公立諏訪東京理科大学
No.5（2020年10月）
〒391-0292
長野県茅野市豊平5000-1
tel.0266-73-1201
https://www.sus.ac.jp/

広報誌

