2019 年 1 月 24 日
報道関係各位
東海大学
【ご取材のお願い】

チャレンジセンター「2018 年度チャレンジプロジェクト最終報告会」を開催
～1 年間、本気で挑戦した活動の成果をプレゼンテーション～
日時：2 月 4 日（月）12：30～17：00（開場・報道受付 12：00～）
会場：東海大学湘南キャンパス 8 号館 4 階 401 教室（平塚市北金目 4-1-1）
東海大学［湘南キャンパス］
（所在地：神奈川県平塚市北金目 4-1-1、学長：山田 清志
〔やまだ きよし〕
）チャレンジセンターでは、来る 2 月 4 日（月）12：30 から「2018 年
度チャレンジプロジェクト最終報告会」を開催いたします。
チャレンジプロジェクトは、学部・学科・学年・キャンパスの枠を超え、同じ目標を持
った学生たちが「地域活性」「国際交流」「ものつくり」などの社会貢献活動を通じて「自
ら考える力・集い力・挑み力・成し遂げ力」の 4 つの力を身につけることを目指す本学独
自の教育プログラムです。
今回の報告会では、
2018 年度に採択された 20 のチャレンジプロジェクトの代表学生が、
地域の方々や本学学生、教職員を対象に、昨年 4 月から現在までの期間、全国各地で展開
したさまざまな活動を通じて得た成果と学びについて報告します。
当日は、昨年の 9 月に南アフリカ共和国で開催されたソーラーカーレース「Sasol Solar
Challenge 2018」で総合 2 位に輝き、特別賞として「環境賞」も受賞した【ライトパワー
プロジェクト】
、学生による初の完全自作ロケットの製作に取り組み、昨年 8 月の「第 14
回能代宇宙イベント」では「海打ち」部門で到達高度 1513.2m を記録して「MHI アワード
2018 最優秀賞」を受賞し、同時開催の「第 14 回能代宇宙イベント市民ポスター展」の市
民投票においても最優秀賞を獲得した【東海大学学生ロケットプロジェクト】、企業や他校
の中学・高校・大学生・社会人に参加を呼びかけ小型高性能マイコンを搭載したペットボ
トルロケットの競技大会「IWRC（Intelligent Water Rocket Competition）
」を成功させた
【Tokai Dream Space Team】など、さまざまな領域・分野で活動を展開してきた学生たち
が、それぞれ 10 分間（質疑応答 2 分含む）ずつプレゼンテーションを行います。また全て
の報告終了後、今後の活動をより良いものにするため、学内外から 5 名の審査員を迎えて
ご講評をいただくほか、優れた報告には「グッドプレゼンテーション賞」が授与されます。
本学では、多様な人材が対話による生きたコミュニケーションをとおして、協働のもと
次代の課題に挑戦し続けるともに、集いと交流をとおして教育・研究の成果を広く社会に
還元し、より良い地域社会づくりに貢献したいと考えています。本学チャレンジセンター
の活動もそうした本学の方針を体現するものです。
つきましては、次頁の概要にて開催いたしますので、ご取材いただければ幸甚です。
ご検討の程、宜しくお願いいたします。
＜本件に関するお問い合わせ＞
東海大学チャレンジセンター 担当：島村
TEL.0463-50-2504（直通）

■開催概要
日
時 ： 2019 年 2 月 4 日（月）12：30～17：00 予定（開場 12：00）
（報道受付は 12：00 より会場にて）
会
場 ： 本学湘南キャンパス 8 号館 4 階 401 教室
報 告 者 ： チャレンジセンター 20 プロジェクトの代表学生
対
象 ： 一般、本学学生、教職員
入 場 料 ： 無料（入退場自由・事前予約不要）
主
催 ： 東海大学チャレンジセンター
■チャレンジセンター2018 年度チャレンジプロジェクト最終報告会 タイムスケジュール
12：30～

開会の挨拶

12：35～

〔高輪〕Takanawa 共育プロジェクト

12：45～

〔熊本〕あにまるれすきゅープロジェクト

12：55～

〔熊本〕阿蘇は箱舟プロジェクト

13：05～

〔熊本〕阿蘇援農コミュニティープロジェクト

13：15～

〔熊本〕メカトロマイスタープロジェクト

13：25～

〔熊本〕先端技術コミュニティ ACOT

13：35～

〔札幌〕札幌ボランティアプロジェクト

内田 晴久 大学運営本部長

13：45～

休憩（10 分）

13：55～

〔湘南〕ライトパワープロジェクト

14：05～

〔湘南〕東海大学学生ロケットプロジェクト

14：15～

〔湘南〕Tokai International Communication Club

14：25～

〔湘南〕病院ボランティアプロジェクト

14：35～

〔湘南〕サイエンスコミュニケーター

14：45～

〔湘南〕DAN DAN DANCE & SPORTS プロジェクト

14：55～

〔湘南〕Tokai Dream Space Team

15：05～

休憩（10 分）

15：15～

〔湘南〕Beijo Me Liga

15：25～

〔湘南〕キャンパスストリートプロジェクト

15：35～

〔湘南〕熊本復興支援プロジェクト

15：45～

〔湘南〕スポーツ社会貢献プロジェクト

15：55～

〔湘南〕3.11 生活復興支援プロジェクト

16：05～

〔湘南〕Tokai Formula Club

16：15～

休憩（20 分）

16：35～

講評・表彰

17：00

終了

■東海大学チャレンジセンター
東海大学では、社会的実践力を培う成長の場として「チャレンジセンター」を設置して
います。チャレンジセンターでは、学生が主体となって企画を作り上げメンバーを募るプ
ロジェクトや、センターが提案する活動テーマに賛同した学生が集まって企画を構築して
いくプロジェクトなど、多彩なプロジェクト活動を展開。学部の枠を超えて集まった学生
たちはそうした活動を進めていく過程で、社会で活躍するために必要な「自ら考える力」
「集
い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」を身につけていきます。

■東海大学湘南キャンパス地図

会場：
8 号館 4 階（8-401 教室）

■交通
小田急小田原線（新宿より快速急行約 60 分、小田原より約 25 分）
「東海大学前」駅下車徒
歩約 15 分、または『秦野駅行き』
『下大槻団地行き』バス（約 5 分）で「東海大学北門」
下車すぐ。または JR 東海道線「平塚」駅下車『東海大学行き』
『秦野駅行き』バス（約 30
分）で「東海大学正門前」下車徒歩 5 分。
http://www.u-tokai.ac.jp/info/traffic_map/#shonan

【ご取材申込書】
チャレンジセンター「2018 年度チャレンジプロジェクト最終報告会」を開催
～1 年間、本気で挑戦した活動の成果をプレゼンテーション～
日時：2 月 4 日（月）12：30～17：00（開場・報道受付 12：00～）
会場：東海大学湘南キャンパス 8 号館 4 階 401 教室（平塚市北金目 4-1-1）

誠に恐縮ではございますが、諸準備の関係上、
事前に FAX にてお申し込みいただければ幸いです。
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