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★「集い力・挑み力・成し遂げ力」を体得する成長の場、チャレンジセンター★
http://www.u-tokai.ac.jp/challenge/

皆さま明けましておめでとうございます！いよいよ 2011 年がスタートしました！おせち料理や初詣、皆さんはお正月
をどのように過ごされましたか？ごちそう続きでお疲れの方も、七草がゆでほっと一息されたかもしれませんね。12
月はでかちゃれメンバーもクリスマスイベントにコンサート、セミナーと大忙しでした。福祉除雪プロジェクトによ
る除雪活動も始動し、1 月 8 日(土)にはスポーツ社会貢献プロジェクト最大のイベント「第 3 回東海スポーツ教室 DAY」
が開催！新しい 1 年の幕開け、そして 2010 年度のラストスパートに向かって、冬でも熱いでかちゃれメンバーの活躍
にご期待ください！！！

△∴▽∴▽∴2010 年 12 月のプロジェクト活動報告ピックアップ∴▽∴▽∴

━━━━ｰｰ…・・環境キャラバン隊・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★「富士市環境フェア」に出演しました
12 月 4 日(土)、富士市産業交流展示場「ふじさんめっせ」
（静岡県富士市）で開催された「第４回富士市環境フェア」
において、環境劇「エコレンジャー」を披露しました。
http://bit.ly/iiHA5o

★環境活動コンテストに参加しました
12 月 26 日(日)・27 日(月)に立正大学大崎キャンパス(東京都品川区)で開催された「第８回全国大学生環境活動コン
テスト（ecocon2010）
」に参加しました。

━━━━…・・キャンパスストリートプロジェクト・‥…━━★湘南キャンパス
★C.A.P.が「東海大学クリスマス U-night!」を実施しました
12 月 6 日(月)～25 日(土)の期間、湘南キャンパスと東海大学前駅周辺をイルミネーションやクリスマスツリーなどで
彩る「東海大学クリスマス U-night!」を実施しました。
http://bit.ly/fBun3I

★地域の魅力を紹介した冊子を発行しました
「ThLive!」Vol.12 を発行しました。ThLive!(スライブ)とは、thrive（繁栄する、栄える）と、live（住む、生きる）
を合わせた造語で、湘南キャンパス周辺地域との交流を深め、キャンパスストリートの活性化と、地域や学生の魅力
を発見することを目的としたコミュニケーションペーパーです。
http://bit.ly/hA5MZD

☆メディア掲載情報
【新聞】
神奈川新聞
【Web】
カナロコ

キャンパスストリートプロジェクト HP
http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/cap/

━━━━ｰｰ…・・サイエンスコミュニケーター・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★ワークショップ「手のひらツリーを作ろう！」を実施しました
12 月 9 日(木)、小田急線東海大学前駅ロータリーにおいて、大根幼稚園(神奈川県秦野市)年長組の児童と地域の皆様
を対象に、ワークショップ「手のひらツリーを作ろう！」を実施しました。
http://bit.ly/eFLs7t

━━━━ｰｰ…・・東海大学学生ロケットプロジェクト・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★UNISEC ワークショップでポスターセッション賞受賞
加盟する特定非営利活動法人 大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)が主催する第９回 UNISEC ワークショップが、12
月 11 日(土)・12 日(日)に香川大学(香川県高松市)において開催され、ポスターセッション部門において 1 位の「ポス
ターセッション賞」に輝き、賞状とトロフィーを頂きました。
http://bit.ly/dXh7yQ

━━━━ｰｰ…・・Tokai Formula Club・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★SHCC 大磯ミーティングに出展しました
大磯ロングビーチ（神奈川県大磯町）で開催された第 44 回湘南ヒストリックカークラブ大磯ミーティング（SHCC 大磯
ミーティング）に出展しました。
http://bit.ly/himVSY

━━━━…・・ライトパワープロジェクト・‥…━━★湘南キャンパス
★宇宙少年団を対象に「ものつくり教室」を実施しました
湘南キャンパスにおいて財団法人 日本宇宙少年団(YAC : Young Astronauts Club - Japan)の藤沢分団、横浜分団を
対象に「ものつくり教室」を開催しました。
http://bit.ly/g8y43q

★手作り飛行機のものつくり教室を実施しました
人力飛行機チームが 12 月 18 日(土)、湘南キャンパスにおいて、防衛省航空自衛隊および自衛隊神奈川地方協力本部
陸上自衛隊と協働し、ものつくり教室「HABATAKI～“ものつくり”は気軽に理科を体験できる～」を開催しました。
http://bit.ly/evJhpq

☆メディア掲載情報
【新聞】
朝日小学生新聞
【雑誌】
ソトコト
【Web】
シャープ株式会社

グローバルソーラーウェブサイト

【その他】
RS コンポーネンツ株式会社

自社チラシ

━━━━…・・環境キャラバン隊・‥…━━★湘南キャンパス
━━━━…・・ライトパワープロジェクト・‥…━━★湘南キャンパス
★日本最大級の環境展示会「第 12 回エコプロダクツ 2010」に出展しました
12 月 9 日から 11 日まで、東京都江東区の東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ 2010」
（主催＝産業環境管
理協会、日本経済新聞社）に、環境キャラバン隊とライトパワープロジェクトが出展しました。この催しは企業や地
方自治体、大学などエコロジーにかかわる約 750 の団体が参加し、最先端のエコプロダクツやサービスを紹介する日
本最大級の環境展示会です。今年は「グリーン×クリーン革命！ いのちをつなぐ力を世界へ」をテーマに開催され、
期間中には約 18 万名が来場しました。
http://bit.ly/fO3wWb

━━━━ｰｰ…・・Music Art Project・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★「X’mas Concert 2010」を開催しました
12 月 22 日(水)、湘南キャンパス松前記念館講堂において、「X’mas Concert 2010」を開催しました。
http://bit.ly/dG85Ss

━━━━ｰｰ…・・Tokai International Communication Club・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★留学生が日本文化を体験するイベントを開催しました
留学生との交流イベント「Japanese Culture In Tokai～日本文化を体験しよう～」を湘南キャンパス８号館で開催し
ました。
http://bit.ly/hjh72q

★「第二回国際理解シンポジウム～私たちにできる外国人支援～」を開催しました
12 月 8 日(水)、湘南キャンパス松前記念館講堂において「第二回国際理解シンポジウム～私たちにできる外国人支援
～」を開催しました。
http://bit.ly/fwUy4o

☆メディア掲載情報
【新聞】
日刊工業新聞
朝日新聞
━━━━…・・病院ボランティアプロジェクト・‥…━━★湘南キャンパス
★セミナー「快眠セラピー」を開催しました
12 月 14 日(火)、湘南キャンパス松前記念館講堂において、第６回セミナー「快眠セラピー～いつもの眠りから、明日
の快眠へ～」を開催しました。
http://bit.ly/fnypC7

★癒しのイベントを開催しました
12 月 18 日(土)に、本学医学部付属病院東海ホール(神奈川県伊勢原市)において、第７回
夜～あなたに届け、ハッピーソング～」を開催しました。
http://bit.ly/dIQHiJ

☆メディア掲載情報
【新聞】
日経新聞

━━━━ｰｰ…・・福祉除雪プロジェクト・‥…ｰｰ━━★札幌キャンパス
★出陣式を行いました
12 月 14 日(火)、札幌キャンパスにおいて今年度の出陣式を行いました。

癒しのイベント「楽しこの

http://bit.ly/gwkWAH

★札幌市の防犯活動に参加しました
12 月 15 日(水)に札幌市中央区の繁華街などで行われた防犯パトロールに参加しました。
http://bit.ly/g9dviv

━━━━ｰｰ…・・三保活性化プロジェクト・‥…ｰｰ━━★清水キャンパス
★「東海大学バンドフェスティバル」に出演しました
12 月 5 日(日)、本学付属翔洋高校にて開催された「第 42 回東海大学バンドフェスティバル」に出演しました。
http://bit.ly/gdLVa3

━━━━ｰｰ…・・阿蘇援農コミュニティープロジェクト・‥…ｰｰ━━★阿蘇キャンパス
★冬の援農活動を実施しました
12 月 25 日(土)～29 日(水)にメンバー11 人が熊本県南阿蘇村の農家を対象とした援農活動を実施しました。

─[1 月の予定ピックアップ]─────────────────────

活動予定表はこちらから！
http://www.u-tokai.ac.jp/challenge/pdf/schedule.pdf

━━━━…・・スポーツ社会貢献プロジェクト・‥…━━★湘南キャンパス
★第３回東海スポーツ教室 DAY を開催します
1 月 8 日(土)、湘南キャンパスにおいて、小学校低学年児童～中学生およびその保護者を対象に、第３回東海スポーツ
教室 DAY を開催します。
http://bit.ly/fWL7Do

━━━━…・・チャレンジセンター・‥…━━★湘南キャンパス
★1 月 29 日(土)、日本太陽エネルギー学会・東海大学チャレンジセンターが主催する「電気自動車・燃料電池車・ソ
ーラーカー製作講習会（東日本）」を代々木キャンパスにて開催します。
日時：平成 23 年 1 月 29 日（土） 8:50～17:40
会場：東海大学代々木校舎 4 号館 5 階講堂（〒151-8677 東京都渋谷区富ヶ谷 2－28－4）
講演タイトル：
・「ソーラーカー，エコノムーブの設計、製作」 池上敦哉（ヤマハ発動機）
・「WEM の実践的アイデア集 5」 中村昭彦（アイシン・エイ・ダブリュ）
・「エコノムーブ的発想によるエンジョイクラス優勝への挑戦」 白澤敏広（神奈川県立平塚工科高等学校）
・「エコノムーバー”Tachyon”効率向上の取り組み」 籾井基之、辻岡毅（本田技術研究所）
・「エコノムーブ車の最新トレンド」 齋藤勝彦（ミツバ）
・「アヒルエコパレーシング東郷のエコノムーブへの挑戦」 石田守良、仲岡孝晃（東郷製作所）
・「太陽電池，燃料電池，バッテリ，キャパシタの使い方」 木村英樹（東海大学）
詳細はこちらをご覧下さい（PDF）
http://bit.ly/iiaU2C

☆ライトパワープロジェクト HP
http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/lp/
☆木村研究室 HP
http://pubweb.cc.u-tokai.ac.jp/hideki/

─[お知らせ]─────────────────────

━━━━ｰｰ…・・ライトパワープロジェクト・‥…ｰｰ━━★湘南キャンパス
★書籍「オーストラリア大陸縦断 3000km の挑戦『世界最速のソーラーカー』
」発売中!!
オーストラリアの大陸 3000km を縦断する世界最高峰のソーラーカーレース「グローバル・グリーン・チャレンジ」2009
年大会を制した東海大学ライトパワープロジェクトの挑戦が、一冊の本になりました。
【主な内容】
・緊迫のレーススタート
・苦難続きのマシン開発
・赤土の大地での戦い
・栄光のゴールに向かって
【定価】
1,470 円（税込）
A5 判・並製・136 頁
東海大学チャレンジセンター編、東海教育研究所発行
ISBN978-4-486-03715-6 C0037
【購入申し込み】
ご注文は注文書にご記入の上、FAX してください。
なお、お支払いは書籍に同封の郵便振替用紙をご利用ください。
※ご注文冊数にかかわらず別途送料が 400 円かかります。
申し込み先 FAX：03-3227-3701
【一般用注文用紙ダウンロード】(5.5MB)
http://www.u-tokai.ac.jp/news/pdf/20100615_1.pdf
※詳細は下記 HP をご覧ください↓
http://bit.ly/cdpPzu

【発行】東海大学チャレンジセンター
challenge@tsc.u-tokai.ac.jp
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