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学園生活の手引

「学園生活の手引」
について
この「学園生活の手引」は、諸君が一日も早く大学生活にと
けこみ、有意義な学生生活を送れるよう、各種手続き、規則等
を編集したものです。
これらは諸君にとって必要不可欠なものですから、本書をおお
いに活用してください。
これからの大学生活が、より充実したものになることを祈ります。
平成28年4月

諏訪東京理科大学

※記載内容に変更等がある場合には、
掲示等によりお知らせします。
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新入生諸君へ

かわむら

諏訪東京理科大学学長

河村

ひろし

洋

本学は、長野県や茅野市をはじめとする諏訪圏のご熱意によって開学した東京理科大学諏訪短期大
学を改組して、平成14 年に4 年制大学として発足し今日に至っています。その後平成18 年からは、大学
院修士課程を設置し、24 年度からは博士後期課程を設置しております。
本学は小さな大学ではありますが、そのバックには135 年の歴史を持ち約 20,000 人の学生と1,200
人の教職員を有する母体校・東京理科大学があります。この東京理科大学の建学の精神は、
「理学の普
及を以て国運発展の基礎とする」です。本学は、この建学の精神を、信州諏訪の地において実現すべく、
地元のご要請とご支援の元に、設立されました。東京理科大学の長い歴史の中で培われて来た「教育を
大切にする伝統」
と、
「最先端の科学技術に挑戦する気概」
は、本学にも脈々と受け継がれています。
このような建学の精神の基に、本学は、地域に貢献する大学として、開学以来、多くの有為な人材を、
信州をはじめとする近隣地域及び関東圏、中京圏に送り出して参りました。この間、開学以来つねに、全
国的にも最高クラスの高い就職率を維持しております。これは、本学卒業生の社会における活躍が、高い
ご評価を頂いている現れであると考えています。
さらに、本学は、地元に貢献する大学として、この地域における先端技術の開発や、各種産業の振興
にも、緊密な協力して来ました。数多い地元企業との共同研究、地元行政機関への協力、毎年の諏訪圏
工業メッセへの出展、茅野産業振興プラザを通しての地元企業への技術・経営教育等であります。
教育面においては、三つの特徴を備えております。その一つは、本学自体は小さな大学ですが学校法
人東京理科大学という大きな大学に属していると言うことです。そのため、東京理科大学の教育・研究の
長い伝統を受け継ぎながら、小さい大学の特徴を生かして一人一人の学生諸君と距離の近い教育を実
現しています。
二番目は、二学部四学科のすべての学生諸君に、技術とマネジメントを総合的に学ばせる
「工学と経
営学の融合教育」
です。これを通して、単に自分の専門分野だけを学習するのではなく「
、経営のセンスの
ある技術者」
や
「技術のセンスのある経営者」
を育成し、
幅広く実践力のある人材を世に送り出しています。
三番目の特徴は、地域に貢献し地域から学ぶという地域と共にある大学である点です。この諏訪圏は、
古くは繊維産業において、その後は、精密機械産業の集積地として、我が国の産業にとって、極めて重要
な役割を果たしております。地域企業にはすでに海外に進出してグローバルな事業展開をしている企業
が多数あります。そのような企業のご協力をいただいて、企業の海外拠点で短期・長期の研修を受ける
等、ローカルでありながらグローバルな視野を養ういわゆるグローカルな教育を進めています。
前にも述べたように、本学は地元のご熱意によって創設された大学です。現在このような私立大学に
ついては地元自治体の運営する公立大学に変換する途があり、本学も、より一層地域に貢献出来る大学
になるために、公立化について昨年から地元自治体との協議を開始しました。この経過については、本学
のホームページで逐次説明していますので、
ご覧下さい。
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徽章

アインシュタインによって確立された
一般相対性理論を図案化したもの
（太陽の重力によって曲げられる光の
軌道を模式的に描いている）

校旗

東京理科大学校歌
大和

佐治

憲史 （作曲）

巌 （作詞）

清水

白川

泰郎 （作曲）

奈六 （作詞）

東京理科大学応援歌

光は溢る

白雲乱れて

一、 ゆけゆけ若人勝利の途を

みよ！

かたき故蹤のいしずえを

こしょう

一、 新生のいぶきも高ら若人よ

理学の精華かぐわしき

守りて更に栄えゆく

我等がゆくて

こ く し

たかき鵠志の根とならん
こうよう

浩洋の行く手輝く

希望ある輝きは

おおそれ

おお若き若き血は躍る我らが学園
けんこん

血潮はおどる

歌声反響し

二、 ゆけゆけ若人勝利の途を

理科大

理科大

新緑に森に映ゆ
たかき理想の峻嶺に

おお理科大

しゅんれい

二、 乾坤の真理きわめん若人よ
のぞみてわれら意気高し
学理を愛する心もて
けいうん

浩洋の行く手輝く

いざ奎運の根とならん
おお若き若き血は躍る我らが学園

我等がゆくて

みよ！

偉大なる栄冠は

しんしょう

三、 晨鐘のひびきも高ら若人よ

おおそれ

えんゆう

あらき天地の園囿に

紺碧の空を呼ぶ

ほ う が

きよき心の華さかん

理科大

かんじょ

おお理科大

理科大

ふかき寛恕の根とならん

平和の萌芽はぐくみて
浩洋の行く手輝く
おお若き若き血は躍る我らが学園
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Concept & Vision

建学の精神
「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」

大学の基本理念
① 主体性の確立した人材の育成
② 地
 域の生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向
上に貢献

大学の教育理念
① 21世紀に活躍できる高度なスペシャリストの育成
② 新
 しい社会の倫理に基づく人材の育成
③ 実力重視の教育の実施

教育の特長
① 工学と経営学をリンクした融合教育
② 情報活用能力とエコロジーの視点を養う教育
③ 自己表現力・コミュニケーション能力を向上する教育

東京理科大学との連携
学校法人東京理科大学では「東京理科大学」
「諏訪
東京理科大学」
の2つの大学を設置しています。
2つの大学は常に連携をとり、教育、研究、施設利用
はもちろん、学生同士の交流や課外活動においても交
流を図っていきます。

学校法人

東京理科大学

東京理科大学
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諏訪東京理科大学

各種手続
Procedures

Procedures

学

生

証

学生証は、諏訪東京理科大学の学生であることを証明する大切なものです。学生証は常に携行し、下記の諸手続き
等の場合には提示してください。

① 試験を受けるとき

⑤ 遺失物を受け取るとき

② 図書館を利用するとき

⑥ 証明書自動発行機を使用するとき

③ 通学定期券を購入するとき

⑦ 本学教職員から提示を求められたとき

等

④ 大学の施設、備品を利用又は借用するとき

有効期限

卒業（修了）時まで使用します。磁気カード化し耐久性がありますが、大切に扱ってください。交付時に
渡すケースに入れて保管してください。

交付方法

修学指導期間入学関係書類提出日に交付します。※裏面シールを必ず貼ってください。

学 生 証

S1

学科・研究科コード

16

入学年の下 2 桁

000

個人番号

⬇ 通学証明書を学生証の裏に貼る
A S116000
工学部
機械工学科

理大

太郎

1997年12月18日
2016年4月1日
裏面シールに記載

男

学籍番号・氏名・現住所・通学区間を記入のこと。

※管理用の記号であり

｢A｣は学籍番号ではありません。

■裏面シールは毎年 4 月、健康診断時に更新します。
2年目以降は必ず裏面シールを貼りかえてください。

学籍番号
学生は入学と同時に学籍が発生し、学籍番号が与えられます。番号は7桁表示になっており、各人ごとに異なり、卒業（修
了）時まで変わりません。学籍番号は入学から卒業までの試験、諸届（願）等学内すべての手続時に必要となります。
みなさんは7桁すべてを正確に覚えてください。
〈学部生コード〉
学部名

学科名
機械工学科

S

1

工学部

電気電子工学科

S

2

ES

コンピュータメディア工学科 S

3

CS

システム工学部
経営情報学部

学科コード

学科略称
MS

電子システム工学科

G

1

DS

機械システム工学科

G

2

KS

経営情報学科

H

1

SI

修士課程

G

H

M-EM

博士課程

G

H

D-EM

〈大学院生コード〉
研究科
工学・マネジメント研究科

6

専攻
工学・マネジ
メント専攻
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研究科コード

専攻略称

各種手続

Procedures

事務局窓口

取扱業務

担当部署

場

所

学費と奨学金

みなさんが、学生生活を送る上でわからないことや困ったことが起きた場合には、それぞれの窓口で確認・相談してくだ
さい。業務と担当部署は次のとおりです。
取扱時間

履修関係・試験関係・成績関係（別冊の学修簿、
履修の手引を参照）
・各種証明書関係 （P10）
居

（P28）

通

学

（P20 ～ 21）
（P27）

学生相談

（P24）

ケガ、事故の報告

（P26）
（P16 ～ 18）

課外活動全般

（P46 ～ 50）

コンピュータ施設

（P35 ～ 38）

欠席・休学・退学

（P9、P74）

学費の納入

（P14 ～ 15）

学内施設の利用（※）


（P34 ～ 43）

進路支援

（P52 ～ 55）

2号館1階（P61）

6号館事務室

6号館1階（P65）

5号館1階（P63）

月～金

8：45 ～ 12：45
13：45 ～ 17：00

月～金

8：45 ～ 12：45
13：45 ～ 17：00

（P34）

図書館

月～金
土

9：00 ～ 20：00
9：00 ～ 18：00

病気・ケガをした時や健康相談

（P22）

保健室

月～金

8：45 ～ 17：00

学園生活の悩み相談

（P24）

学生相談室

基礎科目に関する相談・質問

（P24）

学習支援室

4号館3階（P64）

卒業後の進路

図書館

課外活動

奨学金関係

2号館事務室

学内施設

遺 失 物 

キャンパスライフ

住

利用時間等については掲示で
お知らせします。

校舎案内

※施設の利用については、担当部署が異なるものもありますので、各ページで確認して下さい。

沿革と理窓会

〈注意事項〉
1. 原則として土・日・祝日は窓口業務を行いません。
2. 夏期休業、冬期休業等に窓口の取扱日時を変更する場合があります。掲示板に注意してください。
3. 取扱時間外は業務を行いません。窓口には時間に余裕をもって来るようにしましょう。

諸諸
規規定
定等
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Procedures

大学からの連絡
登校したら必ず掲示板を見る習慣を
大学から皆さんへの連絡は次の 2 つの方法で行います。
掲示期間は原則として 1 週間とし、1 度掲示された事項は伝達したものとして取り扱われます。
掲示を見なかったことによる不利益は、すべて学生個人の責任となります。

① 掲示板

掲示板設置場所

2 号館 1 階廊下

※この他、各学科の研究室付近には、学科からのお知らせ掲示板が、6 号館に
は就職関係の掲示板があります。

② CLASS
CLASSの詳細については、次項の学園生活支援システム（CLASS）を参照してください。
大学は高校と違い、
みなさんが自分自身で掲示板から情報を得る必要があります。必要な手続きを行わなかった時に、
掲示板を「見なかった」
「知らなかった」といった理由は認められません。また、掲示板は人に頼らず自分自身の目で確
認するようにしましょう。
電話及びメールによる問い合わせ（遺失物・休講・学生の住所・時間割・窓口取扱日・奨学金等）には、応じられません。
また、外部からの身上等に関する問い合わせにも、一切応じません。

学園生活支援システム（CLASS）
窓 口 時 間 に 関 係 な く 、皆 さ ん の 都 合 の よ い 時 間 に 情 報 照 会 や 手 続 き が 可 能 で す 。
学園生活支援システム（CLASS）とは
「学園生活支援システム」とは、通称「CLASS（クラス）
」
（Campus Life Assist System TUS）と呼ばれ、履修申告
をはじめ、成績の照会、住所変更届、休講・補講の連絡、その他、学園生活を行っていく上で必要な情報の照会や諸手続を、
インターネットを通じて行うシステムです。
このシステムは、学生がよりよい学園生活を送ることができるように支援することを目的として構築したものです。
学生個々人がパスワードを設定して利用するため、皆さんの都合の良い時間に情報照会や諸手続を行うことが可能です。
詳しい利用方法については、入学時に配布する ｢キャンパスライフアシストシステム利用の手引き｣ を参照してください。

■ CLASS の主な機能
学生ポータル
⃝スケジュール管理
⃝授業情報照会
⃝呼び出し照会
⃝お知らせ照会
⃝休講・補講・教室変更照会
⃝奨学金・課外活動等照会
⃝ロッカー申込
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個人情報
⃝学籍情報照会
⃝学籍情報変更申請
履修関連
⃝履修登録
⃝学生時間割表照会
⃝授業時間割表照会

授業関連
⃝シラバス照会
成績関連
⃝成績照会
アンケート
⃝アンケート

各種手続

Procedures

願・届

学費と奨学金

次の手続きには願・届が必要ですので、早目に各事務室に相談してください。用紙は各事務室にあります。休学・退学に
ついては学則等も参照してください。

2 号館事務室で行う手続
届・願

内

容

備

考

診断書等の証明書類が必要となります。ただし、
インフルエンザ等の伝染病にかかった場合は、す
みやかに2号館事務室に電話連絡してください。

◎休学願

病気、その他やむを得ない事由で修学す
ることが困難な場合

診断書等の証明書類が必要となります。

◎復学願

休学期間後、復学する場合

◎退学願

退学する場合

学科教務幹事と面談の上、2 号館事務室に退学
願を取りに来てください。

本籍・姓名変更届

本籍地、姓名の変更があった場合

届出のほかに住民票が必要となります。

遺失物・拾得物

落し物をした場合、見つけた場合

直ちに届け出てください。

学生傷害保険手続

けが等をした場合

海外渡航届

海外に渡航する場合

罹災届

実家及び居住地が災害被害を受けた場合

掲示物の届

個人、団体で掲示板を利用したい場合

教室使用願

個人、団体で教室を使用したい場合

体育施設・音楽室使用願

団体で体育施設を使用したい場合

学内施設

病気、その他の事由で、連続 7日以上欠席
する（した）とき

キャンパスライフ

欠席届

事故発生後30日以内に届け出てください。
（P26参照）

課外活動

掲示期間は1 週間以内。

卒業後の進路

◎は許可されると、許可通知書が送られます。

6 号館事務室で行う手続
内

容

備

考

校舎案内

届・願

手続期間、猶予許可の基準等につ
いては要項等も参照してください。

授業料等の徴収猶予を申請したい場合

セミナーハウス利用申込

団体でセミナーハウスを利用したい場合

体育施設・音楽室使用願

個人で体育施設、音楽室を使用したい場合

コミュニケーション広場使用申込

団体でコミュニケーション広場を使用した
い場合

残留、宿泊、休日登校願

研究室等で時間外の施設使用をしたい場合

沿革と理窓会

◎授業料等延納願

CLASSシステムで変更を行う手続
内

容

現住所変更届

本人・保証人の住所が変更となった場合

保証人変更届

保証人を変更する場合

備

諸諸
規規定
定等

届・願

考

CLASS システムで変更の上、2 号館事務室に申
し出てください。申し出後にさらに手続していただ
く場合もあります。
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Procedures

証明書・手数料一覧表
証明書の種類等
次の証明書は 2 号館事務室で取り扱っています。余裕を持って申し込みするように心がけてください。
証明書

手数料（1 通につき）
無

在学証明書

100 円

修了見込証明書
卒業見込証明書

証明書自動発行機

学割（ P11参照）

備

考

料

100 円
「修了見込」、
「卒業見込」の資格が与えられた学生のみ発行します。
100 円

成績証明書

100 円

前年度までの成績が反映されます。

健康診断証明書

100 円

健康診断証明書は健康診断にて全項目を受診し、再検査が不要
の者のみ発行します。

1,000 円

その他証明書

200 円

窓口

学生証再交付

退学証明書
各種英文証明書

200 円

事前に2号館事務室に相談してください。

事前に2号館事務室に相談するとともに、
発行には7日程度の余裕を見てください。

1,000 円

〈注意事項〉
（1）交付に日数のかかる証明書もあるので、余裕を持って申し込んでください。
（2）健康診断証明書については、毎年 4 月に行う健康診断を受けなければ交付できません。
（3）電話等での申し込みは一切受け付けません。在学生は直接 2 号館事務室に来てください。

証明書自動発行機（パピルスメイト）について
対応している証明書及び証明書交付願は 2 号館事務室前にある「証明書自動発行機（パ
ピルスメイト）」より発行します。使用方法等について不明な点は、2 号館事務室に問い合
わせてください。
「証明書自動発行機」稼働時間

月曜日～金曜日 8:30 ～17:00
（ 土 曜 、日 曜 、祝 日 は 取 り 扱 い ま せ ん 。）
※ 夏期休業、冬期休業等は稼働日時を変更することがあります。
変更は掲示でお知らせします。
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各種手続

Procedures

通学定期券・通学バスパスポート・学割

学費と奨学金

通学定期券
通学定期券は現住所から本学に通学する区間のみ購入できます。アルバイト等で回り道する場合の区間を購入することは出
来ません。

キャンパスライフ

〈JR の場合〉
JR茅野駅又は居住地の最寄駅にて駅備付の
「通学定期券申込書」
に必要事項を記入して
「学生証」
を持参し、
駅窓口へ申し込む。

（2 号館事務室での手続きは必要ありません。
）

通学バスパスポート
〈茅野駅⇔大学間及び周辺地域の通学バスの利用〉
大学にて発行する通学バスパスポートを提示することで通学バスを１年間無料で利用することができます。随時申請を受け付
けています。

学内施設

（1）発行方法… 通学バスパスポート発行申請書（2 号館事務室で配布）に必要事項を記入し、
パスポート発行手数料を添えて、
2 号館事務室まで申請してください。
（2）
パスポート発行手数料は年間 2,000 円となります。手続きは 2 号館事務室まで申し出てください。
（3）利用可能バス路線（利用可能バス路線の詳細は CLASS でお知らせします）
①岡谷～下諏訪～上諏訪～茅野線
②茅野駅～北八ヶ岳ロープウェイ線

課外活動

③茅野駅～奥蓼科渋の湯線
④上諏訪駅～霧ヶ峰～白樺湖～茅野駅線
⑤茅野駅～理科大線
⑥茅野駅～麦草峠線（茅野駅～福沢入口・長倉間に限り）

卒業後の進路

学割（学校学生生徒旅客運賃割引証）
学割証は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので、以下
の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。
①休暇、所用による帰省

②実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
③学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動

校舎案内

④就職又は進学のための受験等
⑤学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
⑥傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
⑦保護者の旅行への随行
（1）対

象 …… JR 各社の営業キロで 100km を超える区間を乗車する際に、運賃が割引になる制度です。

沿革と理窓会

（2）発行枚数 …… 1 人につき 1 度に 2 枚以内。
（3）
申込方法 ……「証明書自動発行機」により発行します。

諸規定等
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学費と奨学金
Course fee and scholarship

Course fee and scholarship

学費の納入
●新入生
新入学生の後期納入分の振込用紙は、8 月上旬に郵送します。

❶
振込用紙の送付

● 2 年目以降
2 年目以降の振込用紙は、前期・後期分を合わせて 4 月上旬に郵送します。
＊ 振 込用紙は保 証 人 住 所へ送 付します。 保 証 人の住 所を変 更した場 合は必ず
CLASS にて変更した後、2 号館事務室へ申し出てください。
＊ 振込用紙を紛失した場合は、6 号館事務室に相談してください。

（大学→保証人）
▼

❷
銀行振込

●納入期限
前期・後期を合わせて 4 月 30 日までに振り込むことが原則ですが、分割して納入
することもできます。

本学指定の振込用紙を必ず
使用してください。

前期納入分…… 4 月 30 日 後期納入分…… 10 月 1 日

▼

❸
振込完了の確認
注意事項
平成 28 年度
学

部

工学部

［システム工学部］

経営情報学部

注意事項

  納入期限が銀行の休業日に当たる時は翌営業日を納入期限とします。

●保証人の方は、振込金領収書を必ず保管しておいてください。

各期の学費を滞納すると、定期試験の受験ができなくなることがあります。また、そのまま連絡せずにい
ますと除籍になりますので、必ず納期までに、納入することが必要です。

諏訪東京理科大学
学

初年度納付金

科

機械工学科

［機械システム工学科］

電気電子工学科

［電子システム工学科］

コンピュータメディア工学科
経営情報学科

（単位：円）

入学金

授業料

施設設備費

合

計

280,000

870,000

260,000

1,410,000

280,000

740,000

200,000

1,220,000

●２年次以降の授業料および施設設備費は、１年次と同額である。
●上記の他、学生傷害共済補償費、同窓会費（初年度のみ）を徴収する。

平成 28 年度

諏訪東京理科大学大学院

研究科
工学・
マネジメント
研究科

専
工学・
マネジメント
専攻

初年度納付金

攻

修士

博士標準履修・3 年
博士長期履修・4 年

入学金
280,000

博士長期履修・5 年

（単位：円）
授業料

施設設備費

合

計

800,000

150,000

1,230,000

600,000

112,500

   992,500

480,000

  90,000

   850,000

● 2 年次以降の授業料および施設および施設設備費は 1 年次と同額である。
●上記の他、学生傷害共済補償費を徴収する。
●学校法人東京理科大学の設置する大学を卒業または修了し、諏訪東京理科大学大学院に進学する者は、下表の免除制度が適用される。
入学金

施設設備費

修

士

半額免除

半額免除

博

士

全額免除

全額免除

●博士後期課程入学者を対象に、学業等優秀と認められた者の授業料を半額免除とする制度がある。
●長期履修制度適用者で在学期間を短縮した場合は、
修了年数に応じた標準履修者授業料総額と既納入額との差額を徴収する。
また、
認められた履修期間を超えて在籍する場合の授業料は、
標準履修者授業料と同額とする。

授業料等の徴収猶予について
経済的理由により本学が指定する期日までに授業料等の納付が困難であり、
かつ学業優秀であると認められる場合や、
その他や
むを得ない事情があると認められる場合に授業料等の徴収を猶予することができます。
徴収猶予の許可を受けようとする者は、
前期
分については4月30日、
後期分については10月1日までに授業料等延納願に必要書類を添えて申請してください。
詳しくは、
諏訪東京理科大学授業料等の徴収猶予に関する取扱要項を大学ホームページでご確認頂くか、
6号館事務室にお問
い合わせください。
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各種手続

Course fee and scholarship

学費納入「SOS」

学費と奨学金

何らかの事情で、授業料が払えない！ 学業を続けたい！！
このような方は、2号館事務室に相談してください。
国の教育ローンである教育一般貸付、または生活福祉資金貸付や本学との提携銀行の「学費ローン」をお勧めします。申し込
み方法等は下記のとおりです。また、本学および日本学生支援機構には家計急変を対象とした応急採用や災害採用の奨学金制
度がありますが、
奨学金は交付までに時間がかかるので、授業料などの一部に充てたいときは早めに相談するようにしてください。

キャンパスライフ

貸付機関の概要
1．国の教育ローン

①三菱東京 UFJ 銀行東京理科大学学費ローン
提携銀行（三菱東京 UFJ 銀行）による本学学生のみを対
象とした特別レートの学費ローン
使 い み ち： 東京理科大学に納付する学納金
融 資 額： 10 万円以上〜 500 万円以内
返 済 期 間： 1 〜 10 年
返 済 方 法： 元利均等分割返済
借 入 利 率： 三菱東京 UFJ 銀行の一般教育ローン金利
		 から優遇
		 変動金利 3.975％ 固定金利 4.975％
担保・保証人：保証会社が保証するので必要ありません。
取 扱 窓 口：2 号館事務室
②株式会社セディナ東京理科大教育ローン
③株式会社ジャックス東京理科大学教育ローン
④株式会社オリコ東京理科大学教育ローン
⑤楽天銀行株式会社東京理科大学学費ローン
信 販会社との提携による本学学生のみを対象とした特別
レートの教育ローン
資 金 使 途：東京理科大学に納付する学納金
（ただし、前年以前に納付済の金額は除きます。
）
借 入 金 額：	借入期間、
金利等は会社によって異なります。
詳細は、本学ホームページ（http://www.
suwa.tus.ac.jp/campuslife/sos.html）
		 または 2 号館事務室にチラシがあります。

卒業後の進路
校舎案内
沿革と理窓会

全国の市区町村にある社会福祉協議会では生活福祉の一
環として修学資金の貸付を行っています。それぞれ貸付条件
や貸付限度額など同じでない場合がありますが、概ね次のと
おりです。詳細は取扱窓口に問い合わせてください。
（1） 修学費貸付：授業料などに必要な費用（無利子）
貸付金額（月額）
：大学 65,000 円以内
（2） 就学支度費貸付：入学金として必要な経費
：50 万円以内
貸付額（月額）
・
（2）卒業後 6 ケ月以内
据置期間：
（1）

3．東京理科大学教育ローン

課外活動

2．生活福祉資金貸付

返 済 期 間：（1）・（2）据置期間経過後 20 年以内
取 扱 窓 口： お住まいの地域の区市町村の
		
「社会福祉協議会」

学内施設

●教育一般貸付
融 資 額： 学生一人につき 350 万円以内
使 い み ち：	学校納付金（入学金、授業料、施設設備費な
ど）
、受験にかかった費用（受験料、受験時の
交通費・宿泊費など）
、在学のため必要となる
住居費用（アパート、マンションの敷金・家賃
など）
、教科書代・教材費・パソコン購入費、
通学費用、学生の国民年金保険料など
返 済 期 間： 15 年以内
据 置 期 間： 在学期間内（利息のみ返済）
利
率： 	年 2.05％（平成 28 年 1 月 14 日現在）
保
証：	㈶ 教育資金融資保証基金の保証（保証料が必
要）または連帯保証人（1 名以上）
返 済 方 法： 毎月元利均等、ボーナス月増額
取 扱 窓 口： 日本政策金融公庫 国民生活事業の各支店
（全国 152 店舗）及び最寄りの金融機関
問い合せ先： 教育ローンコールセンター
0570-008656

自然災害被災学生に対する学費等の支援
地震や台風などの自然災害により災害救助法が適用された地域に居住する在学生及びその家計支持者に対し、経済的支援
を行なうことがあります。
詳しくは、2 号館事務室にお問い合わせください。

諸規定等

東日本大震災罹災に伴う経済的措置について
上記の災害による災害救助法適用地域に居住する在学生及びその家計支持者を対象に、家屋の被災状況が甚大または収入
状況の変化が著しいと判明した場合、学費の減免等経済的支援措置を講じることとしておりますので、申請を希望する学生は
2 号館事務室にお問い合わせください。
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Course fee and scholarship

奨学金制度
奨学金制度は、人物・学力ともに優れた学生の修学を援助するために、学費を給付または貸与する制度です。奨学金を
申し込む際には、経済（家計）状況や返済計画なども十分考慮して、各種の奨学金のうちから、自分に最も適したものを
選択し、奨学金制度を有効に活用してください。また、各種奨学金に関するお知らせは、CLASS の ｢奨学金・課外活動
等｣ にて、随時行っていますので、見落とさないようにしてください。質問等は 2 号館事務室にお問い合わせください。

日本学生支援機構奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金制度で、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの
意志と責任において大学等で学ぶことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。また、卒業後返還された
奨学金は、後輩の奨学金として再び活用されます。以下にあてはまる者は必要な手続きをしてください。
・ 高等学校在学中に、日本学生支援機構「予約採用候補者」となった者は、「進学届」を提出してください。
・	入学前、日本学生支援機構奨学生であった者は「在学猶予願」を必ず提出してください。提出により、在学中は返還が猶
予され、在学期間中は無利子となります。
○日本学生支援機構ホームページ http://www.jasso.go.jp/

1．家計基準
学部
大学院

家計基準額は世帯構成によって異なります。本人の父と母の収入、又はこれに代わって家計を支えている者の収
入額が選考の対象になります。
本人及び配偶者の年収が基準額以内であることが必要です。詳しい基準額は 2 号館事務室にお問い合わせください。

2．学力基準
学部
大学院

1 年生
2 年生以上

高等学校時の全体の評定値の平均が 第一種（無利子）
：3.5以上 第二種（有利子）
：平均水準以上
大学の成績が 第一種（無利子）：全体の上位 1/3 以内 第二種（有利子）：平均水準以上

修士課程

特に優秀な者

博士課程

特に優秀な者

対象

募集期間

種類

学部・
専攻科

入学後の
4 月上旬

第一種（無利子） 自宅通学者3万円、5万4千円から選択、
自宅外通学者3万円、6万4千円から選択

大学院

入学後の
4 月上旬

第一種（無利子） 修士5万円、8万8千円から選択、博士8万円、12万2千円から選択

3．内容
貸与月額

第二種（有利子） 3万、
5万、8万、10万、12万円から選択

第二種（有利子） 5万、
8万、10万、13万、15万円から選択

4．申込方法
① 4 月に行う募集説明会に参加し、奨学金申込書を受け取ってください。
②大学へ必要書類を提出した後、インターネットを通じて申し込みをします。

5．緊急・応急採用について
過去 1 年以内に、失職・破産・事故・病気・死亡もしくは火災・風水害等で著しい減収となった場合、随時奨学金の申し
込みを受け付けています。くわしくは、2 号館事務室にご相談ください。

諏訪東京理科大学学部奨学金
出願資格

人物・学業ともに優れ、かつ健康な者で経済的理由により修学困難な学生。

募集期間

4 月 募集説明会を実施します。

貸与額

16

年額 60 万円（無利子貸与）

貸与期間

標準修業年限（4 年間）

返還方法

10 年間の元金均等年賦返済
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諏訪東京理科大学大学院奨学金
人物・学業ともに優れ、かつ健康な者で経済的理由により修学困難な学生。

募集期間

4 月 募集説明会を実施します。

貸与額

修士課程：年額 48 万円（無利子貸与）

博士課程：年額 60 万円（無利子貸与）

貸与期間

標準修業年限 （修士 2 年間）

標準修業年限 （博士 3 年間）

返還方法

10 年間の元金均等年賦返済

学費と奨学金

出願資格

※博士課程の奨学金についての詳細は 2 号館事務室へお問い合わせください。

キャンパスライフ

諏訪東京理科大学緊急貸与奨学金（対象：学部生、大学院生）

募集期間

随時

貸与額
返還方法

学内施設

出願資格

年度途中で次の理由により家計状況が急変し、修学が困難となった学生
1. 家計支持者の失業（定年退職、転職のための失業は含まない）
2. 家計支持者が自営する会社の倒産
3. 家計支持者の病気又は事故等による著しい支出増加又は著しい収入減少
4. 火災、風水害等の災害により、家計支持者の家計が著しく切迫
学部生：年額 60 万円 ／ 大学院修士課程：年額 48 万円 ／ 大学院博士課程：年額 60 万円  （無利子貸与）
10 年間の元金均等割賦返済

課外活動

地方・民間団体奨学金
地方公共団体や民間団体でも様々な奨学金制度を設けています。奨学金に関する情報は 2 号館事務室でも収集しています
ので、問い合わせてください。
大学に募集が来たものは「奨学金関係掲示板」に掲示します。それ以外のものについては、各自で各団体等に問い合わせて
ください。

卒業後の進路

奨学金に関する諸注意
①掲示を常に確認しよう！

奨学金に関する連絡は説明会から採用、その後の手続きについても、すべて掲示及び「CLASS」で行います。奨学金貸与
を希望する学生は一般の学生よりもいっそう掲示板への注意が必要です。掲示及び「CLASS」を見ずに手続きを行わなかっ
た場合、「奨学金廃止」の手続きが取られることがあります。

校舎案内

②採用後の手続きも忘れずに！

奨学生採用後も各種手続きが発生します。先に記載しましたが掲示及び「CLASS」の確認が必要です。

③返還のことも考えよう！

沿革と理窓会

奨学金の中には給付の奨学金もありますが、ほとんどの奨学金は貸与となっています。貸与である以上、卒業後は返還しな
ければなりません。特に有利子の場合は、貸与額よりも多くの奨学金を返還することになります。応募の際は卒業後の返還のこ
とも考えることが必要です。
（例）日本学生支援機構第二種奨学金（有利子）を月 5 万円で 4 年間貸与を受けた場合
貸与月額（円） 貸与月数（月） 貸与総額（円） 返還総額（円） 返還月賦額（円） 返還回数（回） 返還年数（年）
50,000

48

2,400,000

3,018,568

16,769

180

15

※貸与利率は 3.0％と仮定し、元利均等方式で計算。利率は 3.0％を上限として変動します。

諸規定等

卒業後には貸与額に利息を加えた約 300 万円を、月々 16,769 円ずつ 15 年間かけて返還することになります。
奨学金とは、学業が優秀であるにも関わらず、経済的理由で修業が難しい学生に対して貸与されるものです。また、本学で
採用する主な奨学金は、貸与している団体に単位修得状況を毎年報告することが義務付けられています。成績不振の学生に
は家計の状況に関わらず奨学金貸与の停止や廃止等の措置が取られます。たとえば 3 年次末に卒業見込み資格を得られな
い学生は貸与期間に満たない場合でも取り消しとなることがありますので、1 年次より計画的に学修を進めるようにしてください。
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その他の本学独自の奨学金
免除
金

特別奨学生制度
額

採用人数

授業料後期分（2016 年度

工学部

435,000 円 、経営情報学部

370,000 円）

入学定員の 10％（工学部 20 名、経営情報学部 10 名）を上限
■一般入学試験受験者からの選抜
採用予定人数

学部ごとに全採用予定者数の 70％程度

選抜対象者

A 方式前期試験と B 方式前期試験を同時に出願した者で、A 方式前期試験で原
則として 60％以上得点し、両方の試験に合格した者

選抜方法

選抜対象者の中から、それぞれの学部において両試験の得点と調査書により総合
的に判断して採用内定者を選抜します。

■推薦入試、専門高校・総合学科特別選抜及び AO 入試合格者からの選抜
採用予定人数
対象・条件
など

学部ごとに全採用予定者数の 30％程度

選抜対象者

推薦入試（指定校推薦、公募制推薦）、専門高校・総合学科特別選抜及び AO
入試合格者で所定の期日までに「特別奨学生採用申請書」を提出した者を対象と
します。

選抜方法

【工学部】
合格となっている入学試験の結果、調査書（課外の活動の成果を重視）及び基
礎学力試験（数学㈵、数学 A）の成績により選抜します。
【経営情報学部】
合格となっている入学試験の結果、調査書（課外の活動の成果を重視）及び基
礎学力試験（B 方式前期試験問題使用）により選抜します。

基礎学力試験
の実施

一般入学試験 B 方式前期試験当日、諏訪東京理科大学において実施します。
受験料は不要です。

※教育課程の学修および課外活動で優れた成果をあげることで最長 4 年間継続が可能です。

給付
金

諏訪東京理科大学同窓子女奨学金
額

対象・条件
など

給付
金

入学金相当額（2016 年度

28 万円）

学校法人東京理科大学の大学（東京理科大学・諏訪・山口・短大含む）の卒業生を父母とする学生。

諏訪東京理科大学兄弟姉妹奨学金（対象：学部生のみ）
額

対象・条件
など

入学金相当額（2016 年度

28 万円）

本学の学部に入学する学生で、次のいずれかに該当する者。
1．本学の学部に兄弟姉妹が在籍している者。
2．本学の学部又は、東京理科大学諏訪短期大学を卒業した兄弟姉妹がいる者。
3．本学の学部に、兄弟姉妹が同時に複数名入学。

本学の給付型奨学金（同窓子女奨学金、兄弟姉妹奨学金）は学生 1 名につき、いずれか 1 種類のみ給付となります。
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Campus life

通

学

本学への通学手段は主に「徒歩」
「自転車」
「JR」
「バス」
「バイク」
「自動車」が挙げられます。それぞれの通学方法につい
ての注意事項を以下にまとめてみます。
通学方法
徒

歩

許

可

不要

注意事項
街灯のない道路、歩道のない道路では十分に注意しましょう。
⃝ 自転車は駐輪場に整然と停めてください。

自転車

不要

⃝ 無灯火運転はしないこと。早めのライト点灯が安全運転のポイントです。
⃝ 盗難に遭わないよう、鍵を二重にする等自己防衛しましょう。
⃝ 積雪、凍結路での運転に注意しましょう。

JR

不要

バ ス

不要（受付随時）

茅野駅⇔理科大間を授業時間帯に合わせてアルピコ交通にて運行しています。
茅野駅⇔理科大間のバスは 2 号館事務室でパスポート（発行手数料年間 2,000 円）
の発行を受けることにより無料となります。申請方法は 11 ページを参照してください。
⃝ 許可シールを貼ること。

バイク

要（受付随時）

⃝ バイクは駐輪場に整然と止めてください。

⃝ 無灯火運転はしないこと。早めのライト点灯が安全運転のポイントです。
⃝ 盗難に遭わないよう、鍵を二重にする等自己防衛しましょう。
⃝ 積雪、凍結路での運転に注意しましょう。

自動車

要（年 6 回受付） 詳細は次ページを参照してください。

その他一般的な注意事項
（1）
交通安全講習会
交通安全講習会は年 2 回実施する予定です。自動車及びバイク通学をする学生の出席が義務付けられています（欠席者は
許可取消しとなります）
。他の手段で通学している学生にも参考になる講習会ですので、積極的に参加してください。
（2）
学生事故報告書の提出について
本学では交通事故に遭った場合、自損、他損、加害者、被害者、運転者、歩行者の別にかかわらず「学生事故報告書」
の提出を義務づけています。どんな小さな事故でも必ず 2 号館事務室へ報告してください。

20
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自動車通学許可申請受付について

学費と奨学金

原則として自動車での通学は禁止です。しかし、自動車以外での通学が困
難で許可条件をそろえた学生に対してのみ許可します。なお、自動車による通
学は、公共交通機関とは違います。授業や試験その他学校行事等に遅れない
ように自己責任において通学してください。
（1）許可条件
①自動車で通学しなければならない、やむを得ない理由があること。
②自動車保険（任意保険）に加入していること。

キャンパスライフ

③申請者の保証人が、自動車通学を認めていること。
④本学主催の交通安全講習会に必ず出席すること。
⑤本学が定める誓約事項を遵守すること。
（2）
申請方法
申請に必要な書類をそろえて2 号館事務室に提出してください。
「申請方法」
「許可者（車両）発表」については掲示にて連絡します。申請受付期間は
別途掲示にて指示します。

学内施設

（3）許可の取り消し
許可条件及び誓約事項を守らない学生に対しては、通学条件にかかわら
ず即時許可を取り消します。また、
一度許可された場合でも通学条件によっ
ては、次年度の更新手続の際に許可されない場合があります。

課外活動

駐車場について
許可者
第 1 駐車場

大学院生、女子学部生

第 2・5 駐車場

男子学部生

卒業後の進路

※駐車場の場所は P59 を参照

重 要 自動車通学をするに当たっての誓約事項

（1）交通法規を守り、事故のない運転を心掛けます。

（3）車両の貸与、違法改造は一切行いません。また、以
下に定められている駐車場利用マナーを遵守します。

【駐車場利用マナー】

①自動車の駐車場以外への乗り入れは、全面的に
禁止する。

⑥急ブレーキ、急発進、蛇行運転等、騒音を出す
行為や危険な行為は、禁止する。
⑦その他、利用に当たっては本学職員及び警備員
の指示に従う。

沿革と理窓会

（2）指定された駐車場所以外には駐車いたしません。

⑤駐車場内においては、カーステレオなどの使用
は原則として禁止する。

校舎案内

自動車通学を許可するにあたり、みなさんには次のこと
を誓約していただきます。自動車通学を考えているみなさ
んはよく読んで確認してください。

（4）利用車両・通学経路等、申請事項に変更があった場
合には、速やかに届け出ます。また、年度始めには
更新手続きを必ず行います。
（5）保証人と連帯し、自動車通学に関する一切の責任を
負います。

（6）
自動車による通学は、公共交通機関によるものとは
異なることを認識し、自己責任において、授業や試
験その他学校行事等に遅れないように通学します。
③危険時以外のクラクションの使用は、禁止する。

諸規定等

②駐車場内を走行する場合は、時速 20 キロ以下
で走行すること。

④本学構内の走行は指定駐車場への乗り入れ以外
禁止する。
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健康管理
健康管理について
有意義な学生生活を送る上で特に大切なことは、心身ともに健康であることです。規則正しい生活をし、十分な健康管理を
心掛けましょう。

保健室の利用について
保健室は、急な体調不良やケガの応急手当や健康診断及び健康相談をし、より良い学生生活を送れるよう援助します。自己
管理の必要性や方法を一緒に考えたり、相談やアドバイスを行います。
（1）
このようなときに利用できます。
①ケガをしたときや気分の悪いとき…… 応急処置や休養、病院の紹介など
を行います。
②体のことなどで心配なことがあるとき……相談に応じます。
③健康管理のための測定ができます。（身長、体重、血圧、視力、体脂肪）
（2）場所

4 号館 3 階

（3）利用時間
月曜日〜金曜日

8：45～17：00

（4）校医による診察・相談
校医の先生が下記のとおり来校しますので、診察・相談を受けることができます。
毎週 月曜日・水曜日

13：30～14：30

救急箱を用意しておきましょう
保健室では、登校中や学内での「医療機関に行くまで」または「行く必要のない範囲」の傷病に対する応急手当を行います。
夜間・休日等のケガや体調不良に備え、各自で救急箱を準備しておきましょう。
＜救急箱に準備しておきたいもの＞
体温計・耳かき・ハサミ・爪きり・毛抜き・絆創膏・綿棒・ガーゼ・包帯・内服薬（家庭に常備しているもの）など

遠隔地被保険者証について
（1）
ケガや、病気によっては医療機関紹介、受診となることがありますので、
自宅外通学者は
『遠隔地被保険者証』
を取り寄せてお
いてください。在学証明書（証明自動発行機で交付）又は住民票を父母の加入している健康保険組合に提出すれば取得でき
ます。
（2）
自宅から通学している人も、保険証の記号・発行機関等の控えを用意して携帯するよう心掛けてください。

健康診断について
毎年 4 月には健康診断を行います。健康診断によって「異常の早期発見、早期治療」
「自分の健康状態の客観的把握」
ができます。また、進学、就職等で必要になる「健康診断証明書」は健康診断を受けていないと発行できません。健康
診断は必ず受けましょう。
保健室は利用時間内はいつでも開かれており、
応急措置や健康上の相談に応じています。学内で負傷したり気分が悪くなっ
たときはもちろん、健康上の問題や日常の悩みなどについて相談したいときは気軽に保健室を訪ねてください。プライバシー
は遵守されます。
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飲酒事故の防止

キャンパスライフ

喫

特に、学生団体やグループの責任者はこうした事故
が起こらないように目を配る必要があります。
また、飲酒をしたら車・バイク・自転車の運転はしない、
運転する人は飲酒しないことはいうまでもありません。

学費と奨学金

大学には飲酒の禁じられている未成年も多数在学し
ています。飲酒により社会に迷惑がかかることがないよ
う各自が自覚し危険なイッキ飲みの強要や無理な飲酒
はやめましょう。

煙

本学では下記のとおり喫煙対策方針を定め、指定場所以外での喫煙、歩きタバコを禁止しています。
また、健康増進法の施行に伴い受動喫煙を防止するとともに、現在喫煙中の学生の禁煙に協力します。

学内施設

諏訪東京理科大学喫煙対策基本方針
【喫煙対策基本方針制定の趣旨】

喫煙は、健康に対して重大な悪影響を与え、多くの疾

る。また、これらの被害は喫煙者のみに限定されるわけ
ではなく、非喫煙者の受動喫煙問題など、未成年者を含

む学生、教職員及び学内外関係者等、学内において活
動する全ての人に及ぶものである。

諏訪東京理科大学は、喫煙による非喫煙者の受動喫

る火災から大学を守る必要がある。

そのため大学は、喫煙対策基本方針を定め、安全で

快適な職場環境及び研究・修学環境の形成を目指して
継続的に活動を行うものである。

（1）諏訪東京理科大学のキャンパス内は指定された喫煙
場所以外を禁煙とする。
（喫煙場所）
（2）喫煙場所は、非喫煙者が受動喫煙による健康への
影響を受けると思われる場所を避けて設定すると共
に、防火措置を講ずることとし、管理状況を監視し、
利用状況を考慮して喫煙場所を漸次削減することと
する。

卒業後の進路

煙による健康被害を防止するとともに、タバコを原因とす

（キャンパス内の禁煙）

課外活動

病の原因となるばかりでなく、火災の原因の一つでもあ

【諏訪東京理科大学喫煙対策基本方針】

（喫煙者対策）
（3）喫煙者に対して禁煙指導等の支援を行う。

校舎案内

大麻・危険ドラッグ等の薬物乱用防止について

沿革と理窓会

犯したり、依存症や中毒性精神病になってしまうこともあり
ます。
さらに、最近では｢危険ドラッグ｣の乱用者が犯罪を犯し
たり、重大な交通事故を引き起こしたりする事案が後を絶
たず、深刻な社会問題となっています。禁止薬物の使用は、
心身を害するだけでなく社会的信用も失うことになります。
大麻・危険ドラッグ等の薬物乱用の恐ろしさを認識し、
禁止薬物に関わりをもつことがないようくれぐれも注意して
ください。
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諸規定等

近年、日本国内でも学生の大麻栽培・所持及び売買によ
る逮捕事件が発生しています。大麻などの薬物使用は重大
な犯罪で、
『大麻取締法』によりその所持、栽培、譲渡が厳
しく禁止されており、これらに違反した者は、7年以下の懲
役に処せられます。営利の目的で違反した場合は、10年以
下の懲役と罰金も科されます。
また、大麻には害がないという誤った情報が広がってい
ることから、青少年の乱用者が増加しています。大麻を使
用すると、感覚が異常になり幻覚や妄想等を誘発し殺人を
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学習支援室
諏訪東京理科大学「学習支援室」では、
「高校時代
に数学、物理などを十分にマスターしていない」
「もう
一度高校時代の復習をしたい」
「大学の授業でわからな
いところがある」等本学での基礎科目の学習に不安を抱
えている皆さんをサポートします。
学習支援室では本学の教員が相談員となり気軽に相
談に応じています。
数学、物理、コンピュータ全般等、授業でわからな
いことや不安なことは、そのままにせず積極的に学習支
援室に相談してください。また、専門科目の相談も受付
けています。
また、東京理科大学への編入学や大学院への進学を
目指す人、実力アップと授業内容よりさらに一段上のレ
ベルを目指す皆さんもサポートしています。
※ 開室時間など詳細は、掲示・パンフレット・ホーム
ページでお知らせします。

学生相談室
諏訪東京理科大学「学生相談室」はみなさんのあら
ゆる相談ごとに応じています。
本学では専門カウンセラーに来校していただいてお
り、本学教員も相談員となっていますので、いつでも気
軽に相談することができます。
1 人で悩まず、気軽に立ち寄ってみてください。第三
者と話し合うことによって解決の糸口がみつかることも
あるでしょう。
※相談時間など詳細は、掲示・パンフレット・ホームペー
ジでお知らせします。

あなたの相談については、
かたく秘密を守ります。
学内での相談窓口だけでなく、大学外にも下記のような相談窓口がありますので、各自の悩みにあわせて有効に活用して下さい。

■大学外の相談窓口
相談内容

相談日

相談時間

健康相談（エイズ・精神保健・薬物・禁煙など）
具体的な相談内容・日時については、諏訪保健福祉事務所か大学保健室に
問い合わせをしてください。

24

問い合わせ先
諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
0266-57-2927

こころの健康相談

月〜金（土・日・祝休）

8：30 〜 17：15

長野県精神保健福祉センター
026-227-1810

いのちの電話

年中無休

11：00 〜 22：00

長野いのちの電話
026-223-4343（長野）
0263-29-1414（松本）

心配ごと相談

毎週金曜（祝休）

9：00 〜 12：00

茅野市社会福祉協議会
茅野市総合福祉センター内
0266-73-4431
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各種手続

Campus life

危険な誘いから自分を守るために

学費と奨学金

自分の住所や電話番号は素性のわからない人には安易に教えてはいけません。また親切心でも友人の住所なども決して教え
てはいけません。相手に関する情報を知らないで、自分の情報だけを知らせることは危険です。相手や団体について自分で十分
に確認することが必要です。

勧 誘 のため、いろいろな 形 で 声をかけてくる団 体 が あります。

キャンパスライフ

加入強制の「団体」等について
宗教団体であることを隠し、巧みに勧誘を行なう団体があり、これに加入した結果、学業・家庭を放棄してしまうといったト
ラブルが見受けられます。客観的に正しい判断で対処してください。
学内（学食・談話室・教室など）や学外（大学周辺の路上など）で、最初はアンケート調査やサークルへの勧誘、勉強や
趣味の話など色々な話題で話しかけてきます。

学内施設

消費者トラブルに注意を
学生生活を送る中で、消費生活に関する様々なトラブルが思わぬところに潜んであなたを狙っているかもしれません。
「楽して稼ぐ」方法はありません。甘い勧誘やうますぎる話に注意し、被害にあわないことはもちろん、自らが加害者とならな
いことにも注意を払いましょう。

主な問題商法の手口・特徴は次のとおりです。
課外活動

多重債務：クレジットの無計画な利用や安易な借入で多
額な債務を抱えることのないように注意しましょう。
ネット通販・ネットオークション：代金を振り込んだが商

品が届かなかったり、偽物が送られてくるトラブルがあり
ます。
アポイントメントセールス、キャッチセールス：電話で「特

別に選ばれました。」と誘ったり、路上等で呼び止めて営
業所等に連れて行き、商品やサービス等の購入契約を迫
ります。毅然と断りましょう。
悪質な訪問販売：簡単にドアを開けたりせず、服装やセー
ルストークに惑わされることなく、用件を慎重に確認しま
しょう。

卒業後の進路

迷惑メールがきっかけの不当請求：パソコンや携帯電話に
届いた迷惑メールを開いたことで料金を請求されることが
あります。
マルチ商法：組織を連鎖的に拡大する商法です。多額の

借金と商品の在庫を抱えることになります。
ネズミ講：インターネットやメールを利用して勧誘する「マ

ネーゲーム」と称するケースが増えています。
アフィリエイト：自分のブログ等に掲載した商品広告を見

て購入した人とのトラブルや個人情報を持ち去られたりす
るケースがあります。
資格商法：執拗な勧誘をし、講座や教材の契約をさせます。
曖昧な返事はトラブルのもとになります。

校舎案内

クーリング・オフ制度

○茅野市消費生活センター
所在地：茅野市塚原 2-6-1

電話：0266-72-2101

○松本消費生活センター
所在地：松本市島立 1020

沿革と理窓会

特定商取引に関する法律では、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。クーリング・オフの
期間は、契約書面を受け取った日から、その日を含めて
8 日間→電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問販売（アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む）
20 日間→連鎖販売取引（マルチ商法）
、業務提供誘引販売取引（内職商法）
以上の期間内に書面（ハガキ等）で販売会社に通知します。通知は簡易書留扱いで出します。原則として、支払った代金は全
額返金されますが、クーリング・オフできない場合もあります。詳しくは消費者センター等へご相談ください。

電話：0263-40-3660

諸規定等

勧誘は巧妙です。自分の力だけでは対抗できないケースが数多くあります。「なにか変だ」と感じたり、しつこい誘いに
悩まされたりしたら相談してください。
また、大学の構内で不審なアンケート調査や、強引な勧誘をしている人を見かけたら 2 号館事務室または学生相談室へ
連絡してください。
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傷害補償制度
東京理科大学学生傷害共済補償制度
本学では入学者全員が標記補償制度に加入しています。大学内等でケガをした場合は、2 号館事務室まで相談してください。

（1）制度内容について
対象学生

学部生、大学院生

補償期間

本学に在籍している間

対象となる傷害
補償範囲

加入者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合

教育活動中

①正課教育中 ②学校行事に参加している間 ③左記①②以外で学校施設内にいる間
④課外活動中 ⑤通学中 ⑥学校施設等相互間の移動中

教育活動外

教育活動中以外に発生した傷害による死亡事故

補償制度の
対象とならない場合

加入者の故意や、急性アルコール中毒等、補償制度の対象とならない場合があります
ので、2 号館事務室まで相談してください。

（2）補償金額について
死亡見舞金

教育活動中

教育活動外

正課教育中及び学校行事に参加している間 … 2,000 万円
上記以外の場合………………………………… 1,240 万円

後遺障害見舞金

その程度に応じて 45 万円～ 3,000 万円

入院見舞金

4,000 円（1 日あたり）

通院見舞金

1,000 円（1 日あたり）

医療見舞金

別途定めるとおり（内容については、しおりを参照してください。）

死亡見舞金

60 万円

後遺障害見舞金

死亡見舞金の 3％～ 100％

葬祭費用見舞金

5 万円

（3）その他の保証について
上記の補償制度以外に下記の補償にも加入しております。
① 個人賠償責任補償制度（こども総合保険）
学生があやまって他人にケガを負わせたり、他人のものを壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
学生が急激・偶然・外来の事故によって死亡または後遺障害となった場合に補償します。
② 生産物賠償責任保険
外部卒業研究・校外研修・学外実務実習等において、自分が作ったものが原因で事故が起こり、第三者の身体や財物に損
害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

（4）見舞金受取までの流れ
事故
発生

▶

2 号館事務室へ
事故報告書を提出

30 日以内

▶

医師による
治療の受診

▶

2 号館事務室へ
保険金請求書を提出

治療終了後

▶

保険会社より
学生指定口座へ入金

1 〜 2 週間

賠償責任保険について
このほかに大学では「施設賠償責任保険」に加入しています。大学が所有、使用または管理している施設、設備等の不備ま
たは教育活動中の不注意が原因となって、第三者もしくは本学学生に身体障害や財物損壊を与え、法律上の損害賠償責任を
負った場合は、ただちに 2 号館事務室に申し出てください。
なお、外部卒業研究・校外研修・学外実務実習・インターンシップ等において、学生が自分の管理下の装置・器具などを
損壊してしまった場合には「施設賠償責任保険」だけでは補償が困難につき、あらかじめ別に特約の保険に加入する必要があ
ります。詳細は 2 号館事務室にご相談ください。
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遺失物・拾得物・盗難

学費と奨学金

本学構内における遺失物は全て 2 号館事務室にて取り扱います。遺失し
た場合、
または遺失物を拾得した場合は、
2 号館事務室まで申し出てください。
（1）
遺失した場合
2 号館事務室に届けられた遺失物は、事務室前に設置しているガラスケー
スにて 1 ヶ月間公開します。なお、遺失物の受け渡しの際は本人の確認を行
いますので、学生証を忘れずに持参してください。

キャンパスライフ

（2）
遺失物を拾得した場合
遺失物を拾得した場合は、速やかに 2 号館事務室まで届け出てください。
（3）
盗難
学内で盗難にあった場合には、直ちに 2 号館事務室へ届け出てください。また、キャッシュカード等は悪用される可能性があ
るので、早急に警察、銀行に届出が必要です。
〈盗難防止のポイント〉
①学内で不審な者を見かけたら、すぐに 2 号館事務室もしくは警備員室に連絡。

学内施設

②図書館、コンピュータ教室などで短時間、席を離れる場合でもカバンなどを置きっぱなしにしない。
③個人ロッカーには必ず鍵をかけるとともに、貴重品やノートパソコンなどを置かない。
④授業や課外活動中も貴重品は身につけておく。
記名のある遺失物はほとんどの場合、遺失者に返還されています。教科書、ノート、筆記用具など学校生活で利用する物
品には、記名する習慣をつけてください。

課外活動

ロッカーの貸与

卒業後の進路

本学では希望者に個人ロッカーを貸与します。
利用方法は、下記のとおりです。

校舎案内

、4 号館（2 階）
ロッカー設置場所： 1 号館（1 階・2 階）
貸
与
数： 1 人 1 カ所（年度途中で、場所の変更はできません）
受
付： ｢CLASS」にて申請
使 用 申 込： 随時
利 用 期 間：	4 月～翌年 1 月末まで（1 年限り。次年度利用を希望
する場合は再度申込んでください。）
使 用 上 の 注 意： ①整理整頓を心掛け、常に清潔を保つこと。
		②盗難防止のためノートパソコン、財布などの貴重品を
置かないこと。
		 ③必ず鍵を掛けること。
		④空いているロッカーは無断で使用しないこと。
		 無断使用のロッカーの中身は大学が処分します。
		⑤ 2 ～ 3 月中はロッカー掃除を行い、次年度に備える
ため使用できません。
		 年 度更新の際に残っているロッカーの中身は大学が
処分します。

沿革と理窓会
諸規定等
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アルバイト
本学学生に対しての求人については「アルバイト求人票」を掲示して公開しています。
詳しい内容は求人先に問い合わせしてください。

アルバイトを行うにあたり、下記の点に注意しましょう。
（1）大学では申込み、契約の仲介は行いません。アルバイト
先とのトラブルがないように、仕事の内容、賃金等を良
く確認し、保証人とも相談の上、自分の責任で申し込み、
契約をしてください。

（2）勤務内容や勤務時間を慎重に検討し、学業や健康に支
障を来さないようにしましょう。学生の本分は学業であ
ることはいうまでもありません。

学内ワークスタディ制度について
授業の空き時間を利用して、本学の教育・学生支援活動業務に従事することにより、社会性向上を図り、修学に係る
経済的負担軽減に資することを目的とした制度です。この制度により業務に従事する ｢学生ワークスタッフ｣ の募集につい
ては CLASS でお知らせします。質問等は 2 号館事務室にお問い合わせください。
■対象とする業務例
・PC 教室業務補助 ・図書館業務補助 ・入試業務補助
・求人情報整理業務 ・キャンパス内除雪作業 等

住

・学内イベント業務補助

居

大学周辺には学生向けの民間アパートが数多くあります。大学で不動産業者や大家の連絡先等アパート情報を収集し提供し
ていますので、情報の提供を受けたい学生は 2 号館事務室に申し出てください。

〈契約時の注意〉
（1）大学では契約の仲介をしません。
「物件は自分自身で確
認する。」「契約書の記載内容を十分に確認する。」「契
約時は保証人に同伴してもらう。
」などにより、後々トラ
ブルにならないように注意してください。

（2）
トラブルが起きた場合には、事務室でも相談に応じます
が、あくまでも当事者同士の話し合いとなります。

〈入居後の注意事項〉
（1）
周辺住民との融和
例年、学生のアパートでの生活に対して周辺住民の方か
ら多くの苦情が大学に寄せられています。本学学生一人ひと
りの行動が本学全体の行動として、見られることになります。
各人の心がけが大切です。
例えば…。「夜遅くまで騒いでいる。
」
「自動車・バイクの
騒音がひどい。」「テレビ、ステレオの音が大きすぎる。」「ゴ
ミの分別がされていない。
」など。

28

2015 Campus Guide - Tokyo University Of Science, Suwa

（2）安全、防犯対策
多くの学生が初めての一人暮らしとなることと思います。一
人暮らしでは、防犯、防災に対する意識を高めることが必要
です。
例えば…。「新聞勧誘、訪問販売など安易に契約しない。」
「電気、ガスの取扱には十分注意し火災等の事故防止に努め
る。」「施錠などによる盗難防止を行う。」「不審な訪問者に
対して安易にドアを開けない。」など。

各種手続

Campus life

ハラスメント防止・対策について

学費と奨学金

ハラスメントは、修学、教育又は研究のための環境を著しく損なう行為として、本学ではその防止・対策に努めています。ハ
ラスメントのない健全で快適なキャンパス環境の実現のため、私たち一人ひとりがこれらの問題について理解を深め、真摯な態
度で取り組みましょう。

ハラスメントとは

■セクシャルハラスメント

⃝論文の第一著者を勝手に決める。
⃝理由もなく研究スペースを取り上げる。
⃝申請書類（含 研究結果、論文等）を長期間放置し、
研究に支障を与える。
⃝研究テーマの変更を強要する。
⃝学生に、自分の研究や業務の手伝い等を強要し、本人
の研究時間を確保できないような状態にする。
⃝ゼミの研究の手伝いとして、長時間拘束され体調を崩し
てしまった。
⃝「放任主義」との名目で、研究指導を全くしない。
⃝教育の一環と言う名目で、卒研生の指導を院生に丸投
など
げする。

卒業後の進路

もしハラスメントを受けたら

■アカデミックハラスメント

課外活動

■アルコールハラスメント

⃝飲酒を強要する。
⃝やたらに飲み会をセッティングし、参加を強要する。
⃝アルコール以外の飲み物を用意していない。
⃝場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争など
をさせる。

⃝本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる。
⃝酔ってからんだり、悪ふざけ、暴言・暴力、その他のひ
など
んしゅく行為。

学内施設

言葉によるセクシャルハラスメント
⃝性的な質問・からかいをすること。
⃝性的な誹謗中傷をすること。
⃝身体的な特徴を話題にすること。
行動によるセクシャルハラスメント
⃝しつこく誘ったり、つきまとうこと。
⃝不必要に身体や服にさわること。
⃝性的な内容の電話をかける、手紙やメールを送る。
視覚によるセクシャルハラスメント
⃝わいせつなポスターを掲示したり、パソコンに卑猥な画
像を表示したりする。
など

キャンパスライフ

相手の意に反して行われる発言や行動により、相手に不利益や不快感を与えることを言います。その言動が相手の意に反し
たものであるかどうかが判断基準となり、学内外や男女であることを問いません。ハラスメントは相手の尊厳や人格を傷つける
ものであり、その人権を侵害する行為です。

一人で悩むことはありません

はっきりと「NO」と意思表示をする。不当な扱いに抗議する勇気を持つことは大切です。しかし、人間関係によっては相手
に意思表示ができない、また、意思表示をしてもハラスメントが止まないことがあります。
このような場合は信頼できる人に相談するか、大学の相談窓口に相談してください。

校舎案内

もしハラスメントを受けている人がいたら
相手に注意する、助けを求める、相談に行くように勧めるなど、見過ごさないようにしてください。

相談窓口
沿革と理窓会

ハラスメントの被害者及び発見者の相談・苦情の受付窓口を、以下のように設けています。ハラスメントが発生した場合だけで
なく、発生のおそれがある場合や、該当するのかどうか微妙な事案についても、遠慮なくご相談ください。

■学生相談窓口
学生の相談窓口は、下表のとおり、学生支援センターまたは「学生相談室」です。「学生相談室」では、ハラスメントの相
談のほか、学生生活を送っていく上での、いろいろな問題について、カウンセラーと共に話し合うことにより、解決の糸口を見
出していくことができます。
場

所

学生支援センター

2 号館

1階

学生相談室

4 号館

3階

連絡先

諸規定等

窓 口

0266-73-1201（代表）

●相談内容の秘密はかたく守ります。 ●手紙・電話でも相談できます。 ●友人（家族）と一緒の相談もできます。
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Campus life

学生生活留意事項
学生の懲戒について
本学の規律ないし秩序を維持し、その教育目標を達成するため、本学の規則に違反し、または学生の本分に反する行為があっ
た学生に対して懲戒処分を行います（学則第 58 条（懲戒）を参照）。
学生が学外で起こした悪質な交通事故、刑事事件等についても、社会的な法的処分とは別に教育的指導の観点から大学の
懲戒処分を行います。処分を受けると、授業、試験を受けられなくなるばかりか、留年することもあります。くれぐれも事件・
事故等を起こさないように十分注意してください。
（懲戒処分の種類と内容）
譴責 文書により懲戒対象行為を戒め、厳しく叱責する。
謹慎 反省する機会を与え、この期間の登校を禁止する。停学に準ずる処分。
停学 有期又は無期とし、この期間の登校を禁止する。
退学 学生としての身分を剥奪する。

カンニングについて
試験中のカンニング等の不正行為に対し、本学では学則第 58 条（懲戒）に則り大変厳しい処分をしています。カンニング
等の不正行為は決して行わないようにしてください。

盗難に注意
教室、図書館、学生食堂、体育施設、個人ロッカー及び部室等では、残念なことですが盗難事件が発生しています。ほん
の少し席を外しただけで貴重品がなくなることもありました。学内といえども現金や貴重品は絶対に身の回りから離さないように
しましょう。被害にあった時は、速やかに 2 号館事務室に必ず報告してください。

ゴミの分別について
本学のゴミは一般家庭ゴミの分別方法と異なります。学内のゴミはカン、ペットボトル、ビン、紙コップ、燃えるゴミ等に分
別してゴミ箱へ捨ててください。また、家庭で出たゴミは居住する地域の分別方法、回収日等のルールを守って処理し、学内
に持ち込まないようにしてください。
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各種手続

Campus life

個人情報の取扱い

学費と奨学金

本学は個人情報の保護の重要性を認識し、学内の教育・研修に努めるとともに、個人情報の取扱いに関して、「学校法
人東京理科大学における個人情報の保護に関する規程」及び「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、以下の基本方
針で臨みます。
個人情報の収集は、本学の教育・研究及び業務に必要な範囲内で、目的を明確に定めて行います。また、個人情報は
その目的外の利用はいたしません。個人情報の管理は、責任者を定め、責任ある体制により管理します。個人情報は当
該権利の主体者の了解なく開示しません。また、権利の主体者からの開示請求に原則的に応じます。

キャンパスライフ

入学に伴い大学が管理する学生及びそのご家族等の個人情報は、本学の教育、学生指導、事務連絡、大学から発信す
る各種の案内などに用います。学生の学籍及び連絡先に関する情報は、本学から、同窓会（理窓会）に提供し、当該団
体の事業について利用を認めます。また、公的機関からの要請に応じて、本学が必要性あり、と判断した場合は、その
機関に個人情報を提供することがあります。これ以外に個人情報を第三者に提供する場合は、事前に当人の同意を得る
こととします。

学内施設

学生個人の成績情報は、本人以外に保証人またはその代理人のみ通知します。社会人学生及び大学院生については、
大学から保証人に本人の成績を通知しませんが、保証人またはその代理人から通知の請求があった場合には、応じるこ
とといたします。入学者選抜・奨学生選考、進学・就職に際しての推薦に関する個人情報については、本人からの開示
請求があった場合でも、本学が公平性、中立性を損なうと判断したときには開示しません。
在学証明書、卒業証明書、成績証明書、及び健康診断証明書など個人の身上情報に関する証明書の請求に対しては、
本人からの申請（本人の委任による代理申請は可）があった場合のみ発行します。

課外活動

推薦入学者については、合否を推薦者にも通知します。また、推薦指定校の推薦者選考、学生本人の指導のため、本
人の成績を出身高校の指導担当者に提供することがあります。
以上の取扱いについて、同意しにくい事情などある場合は、担当事務室へご相談ください。

卒業後の進路
校舎案内
沿革と理窓会
諸規定等
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Campus life

環境方針について
本学教育の特色の１つである「環境教育」の充実及び地域への貢献の両立を目指し、環境方針を定め、環境マネジメントシ
ステムをスタートさせる「環境宣言」を行っております。環境に配慮した節度ある行動を期待します。

諏訪東京理科大学

環境方針

基本理念
本学は、自然豊かな地域に存在し、環境に恵まれているとともに、地域からは自然環境を含めた環境保全の推進の鍵とな
ることが望まれている。このような現状に鑑み、本学の教育の特長である〝環境〟と〝情報〟の 2 つの柱を実現することを目
的に、環境マネジメントシステムを確立し、環境教育の充実及び地域への貢献を両立することが不可欠であると考える。

環境方針
環境側面に関連して適用可能な法的要求事項及び本学が同意するその他の要求事項を順守します。
環境汚染の予防、省資源、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、及び周辺環境への配慮等を実施します。そして、本学
の環境教育を推進します。
全員参加を基本とし、環境マネジメントシステム及び環境パフォーマンスの継続的改善に努めます。
この環境方針は、一般の人々が入手できるものとします。


国立科学博物館大学パートナーシップ制度
本学は国立科学博物館が実施する国立科学博物館大学パートナーシップ制度に参画しています。この制度は国立科学博物
館の人的・物的資源を活用して学生の科学リテラシー向上やサイエンスコミュニケーション能力を向上するため、大学と国立科
学博物館の連携を推進するものです。
本学の学生（学部生、大学院生）は、学生証を各施設の受付窓口に提示することにより無料で入館できます。（常設展、企
画展に限る、特別展は 620 円引）
。
※パートナーシップ制度についての詳しい情報は国立科学博物館のホームページを御覧ください。
URL  :  http://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/01.html

国立美術館キャンパスメンバーズ制度
本学は国立美術館が実施する国立美術館キャンパスメンバーズ制度に参画しています。国立美術館キャンパスメンバーズは、
学校教育において美術館を有効に活用することと、学生の美術に親しむ機会をより豊かにすることを目的とした制度です。
本学の学生（学部生、大学院生）は、窓口で学生証を提示するだけで所蔵作品展及びフィルムセンター所蔵作品上映は無料、
企画展は割引料金（団体観覧料金）
、フィルムセンターの特別上映及び共催上映は割引料金で何度でも観覧できます。

利用できる美術館（5 館）
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東京国立近代美術館［美術館・工芸館・フィルムセンター］（東京都千代田区、中央区）
京都国立近代美術館（京都府京都市左京区）
国立西洋美術館（東京都台東区）
国立国際美術館（大阪府大阪市北区）
国立新美術館（東京都港区）
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学内施設
Facilities

Facilities

図書館の利用
図書館
図書館は、学生のみなさんにとって、
「学習の場」
「研究の場」です。図書・雑誌・視聴覚資料などを積極的に利用して、
有意義な学生生活を送ってください。
なお、図書館への入館及び資料の貸出手続きをするためには学生証が必要です。忘れずに携帯するようにしてください。

（1）開館時間
場所

開館時間

5 号館 1 階

月～金

9：00～20：00

土

9：00～18：00

〈休館日〉
日曜日、祝日、長期休暇などにより臨時休館する場合があります。

（2）貸出条件
1 ～ 3 年生・4 年生（原級生）

卒研生・大学院生

図

書

10 冊
14 日間

10 冊
1 ヶ月

雑

誌

2冊
7 日間

4冊
14 日間

視聴覚資料

（3）館内でのマナー

館内設置の視聴覚機器で閲覧

私語や大声での会話、ソファーに寝ころがる等の迷惑行為はつつ
しんでください。
館内は飲食禁止です。所持している食べ物、飲み物はカバンの中
にしまってください。
全館禁煙です。
（喫煙スペースはありません）
携帯電話は マナーモードで！ 館内での通話はご遠慮ください。
資料を汚したり、紛失した場合は弁償していただきます。
書き込みやページの切り取りなど、資料を傷める行為は厳禁です。
破損した資料を見つけた場合は、カウンターまでご連絡ください。
貴重品の管理には館内ロッカー（無料）をご利用ください。
マナーを守らない利用者は退館していただくことがあります。

※ 詳しくは図書館ホームページをご覧ください。
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各種手続

Facilities

コンピュータ設備とサービス

学費と奨学金

大学のコンピュータ設備とサービスについて
主に教育目的で利用するコンピュータ設備とサービスを総称して教育環境と呼び、在学期間中、これを利用することができます。
教育活動や学生生活に活用してください。

教育環境に関する詳細は、
「教育環境のコンピュータ利用案内」
（http://www.ed.tus.ac.jp/）を参照してください。

キャンパスライフ

教育環境のコンピュータ利用案内について

インターネット
VPN接続

プロバイダ

自宅

大学

コンピュータ教室

情報コンセント

無線LAN設備

学内施設

利用可能な設備について
教育環境では次の設備を利用することができます。
設

備

用 途

ノートパソコンを LAN ケーブルで教育環境のネットワークに接続することができます。初
めて利用する際には機器登録が必要です。
※東京理科大学の情報コンセントも利用可能です。
無線 LAN に対応したノートパソコンやスマートフォンなどを教育環境のネットワークに接続
することができます。学内のほぼ全域において利用できます。
※東京理科大学の無線 LAN も利用可能です。

VPN 接続

インターネットを経由して自宅などのパソコンを教育環境のネットワークに接続することがで
きます。
※ソフトウェアのインストールが必要です。

校舎案内

無線 LAN

卒業後の進路

情報コンセント
（有線 LAN）

課外活動

コンピュータ

コンピュータ教室やコンピュータ自習室などに教育目的（授業など）で利用するパソコンや
プリンタを設置しています。これらのパソコンでは、Windows と Linux のさまざまなアプリ
ケーションを利用することができます。Windows の主なアプリケーションは、Web ブラウ
ザ（Internet Explorer、Firefox)、Microsoft Office(Word、Excel、他 )、文書作成
（TeX）
、プログラミング言語（Visual Studio）
、数学計算（Mathematica）などです。
Linux の主なアプリケーションは、文書作成（TeX）、プログラミング言語（C、C ＋＋、
Fortran、Java、他）、統合開発環境（Eclipse）などです。
※印刷可能な枚数には制限がありますので、注意してください。
※東京理科大学のコンピュータも利用可能です。

沿革と理窓会
諸規定等
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利用可能なサービスについて
教育環境では次のサービスを利用することができます。
サービス

用 途

電子メール（Office365）

Web ブラウザから電子メールの送受信が可能です。
授業資料の閲覧、レポートの提出、アンケートの回答、小テストの受験など、本学の
e-Learning を支援するシステムです。授業の予習や復習、自学自習などに活用することが
可能です。
※利用にあたっては担当教員の指示に従ってください。
また、詳しい操作方法や利用方法等
については、
LETUSサイト上で公開されている
「利用マニュアル」
を参照してください。

教育支援システム
（LETUS）

ALC NetAcademy

コンピュータ教室や自宅などのパソコン（VPN 接続が必要）から英語学習ができます。

オンラインストレージ
（TUSstorage）

インターネットを通じてファイルのやり取りを行えます。

設備やサービスを利用するために必要な情報について（ユーザー名、電子メールアドレス）
教育環境では設備やサービスを利用するために、
学籍番号や電子メールアドレスとパスワードが必要になります。
電子メールアドレスについては次のとおりです。
電子メールアドレス

学籍番号 @ed.tus.ac.jp
※学籍番号のあとに、@ed.tus.ac.jp が付きます。

設備やサービスを利用するために必要なユーザ名は次のとおりです。パスワードはすべての設備やサービスで共通です。
設備やサービス

ユーザ名

補

足

コンピュータ（Windows, Linux）
オンラインストレージ（TUSstorage）

学籍番号

教育支援システム（LETUS）
電子メール（Office365）

学籍番号のアルファベット部分は
「小文字」です。

VPN 接続
無線 LAN

電子メールアドレス

情報コンセント（有線 LAN）
※機器登録時のみ
CLASS
（履修登録など）
※教育環境以外のサービス

学籍番号

学籍番号のアルファベット部分は
「大文字」です。



パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れた場合、新しいパスワードを再発行します。学生証を持参して、2 号館事務室の窓口で申請してください。
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コンピュータの設置場所と利用時間
場

所

設置台数
73

1 号館 2 階 コンピュータ教室 2
4 号館 2 階 コンピュータ自習室

73

月～金
土・日・祝日

9：00～19：45
9：00～16：45

15

月～金

9：00～17：00

図書館

5

6 号館 1 階

進路資料室

3

注

設置場所の開放時間に準じます。

キャンパスライフ

5 号館 1 階

学費と奨学金

1 号館 2 階 コンピュータ教室１

利用できる曜日 ･ 時間

利用時間は変更される場合がありますので、掲示などに注意してください。

コンピュータ室利用上の注意

席を離れる時は必ずログオフすること
（不正に利用される原因になります）
混雑時には必要最小限の利用にとどめ、他の利用者に
席を譲ること
パスワードやデータなどの管理を怠らないこと

本学関係者以外（学外者）を入室させないこと

課外活動

機器や資源（印刷用紙など）を大切に扱うこと
利用時間を守ること
飲食・喫煙をしないこと
利用中は静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと
コンピュータの電源は切らないこと

（故障の原因になります）

学内施設

コンピュータ室は授業での利用が優先されます。授業時間中は履修者以外の入室や自習などでの利用はできません。また、
次の点に注意して利用してください。

情報コンセントの主な設置場所
接続口数

情報コンセントの設置場所

接続口数

１号館 1 階

111 教室

169

４号館 4 階

447 教室

65

１号館 1 階

112 教室

132

４号館 5 階

457 教室

65

３号館 1 階

学生ラウンジ

４号館 3 階

431 教室

5 号館 2 階 グループ学習室（1）

8

18

5 号館 2 階 グループ学習室（2）

8

校舎案内

４号館 2 階 コンピュータ自習室

30

卒業後の進路

情報コンセントの設置場所

131

沿革と理窓会
諸規定等
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インターネットやネットワークの利用にあたって
本学のコンピュータ設備はインターネットに接続されており、教育・研究のほか、就職活動などにも活用されています。インター
ネットの利用にあたっては守るべきルールがあります。
「ルール違反、不正利用」などにより、利用者本人が罪に問われるばかりで
はなく、他人に不利益を与えてしまったり、傷つけてしまったりすることがあります。これらにかかわる行為は絶対にしないように心
がけてください。
本学では、学生の皆さんに、ネットワークの適正な利用について理解を深めてもらうため、
「インターネット事件事例集」を提供
しています。内容を熟読し、インターネットの利用にあたって、本学学生として恥じることのないよう、また、皆さんがお互いに気
持ちよく利用できるよう、
情報化社会の一員としてのマナーやモラルを身につけてください。巻末の
「学校法人東京理科大学情報ネッ
トワーク利用規程」も参照してください。

インターネットやネットワーク利用上の注意
次のような行為があった場合には、利用停止の措置を受けることがあります。
他人の著作権・特許権などの知的所有権を侵害する行為
他人のプライバシーや肖像権を侵害し、または他人を誹
謗中傷する行為
インターネッ

トなどによる通信を妨害する行為
他人のユーザ名を使用する。または他人にユーザ名を使
用させる行為

特定の宗教団体または政治団体に本学が係わっている
印象を与える行為
営利を目的とする行為
本学または社会の秩序を乱し、本学の社会的信頼を著
しく損なう行為
その他法令に反し、または公序良俗に反する行為


サイトライセンスソフトウェア
本学ではいくつかのソフトウェアについてサイトライセンス契約を結んでおり、以下のソフトウェアを自宅等のパソコンで利用する
ことができます。詳しくは｢教育環境のコンピュータ利用案内｣の｢マニュアル｣を参照してください。
製品名

メーカー名

利用期間

価

格

Microsoft Office

Microsoft

在学期間中

無

償

MATLAB

MathWorks

在学期間中

無

償

Mathematica

Wolfram Research

在学期間中

無

償

Chem Office

Perkin Elmer

在学期間中

無

償

質問・相談窓口
コンピュータの利用に関する質問や相談は、
2号館事務室にて受け付けています。
受付時間は2号館事務室取扱時間内となります。
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体育施設・教室の利用
体育施設、教室は授業の入っていない時には、個人やクラブ活動で、各施設を使用することができます。

学費と奨学金

使用できる施設
施設

使用時間

申込場所

グラウンド

体育施設

体育館
（小アリーナ）

7：00～22：00（注）

キャンパスライフ

体育館
（大アリーナ）
学生団体：2号館事務室
個人：6号館事務室

テニスコート
トレーニングルーム
各教室
室

音楽室

7：00～22：00（注）

5号館1階ゼミ室

学生団体：2号館事務室
個人：6号館事務室

学内施設

教

2号館事務室

6号館事務室

（注意）①体育施設については、
19：00以降一般市民への貸出を行う曜日があるので注意すること。

② 土 曜 、日 曜 、祝 日の 利 用 については 、事 前 に 窓 口 取 扱 事 間 内 に 事 務 室 にて申 込 み をして 使 用 すること。

課外活動

申込方法
学生団体については、毎月 20 日（曜日により前後する）までに翌月分の申し込みを優先的に受け付けます。毎月 21 日（曜
日により前後する）以降は先着順に一般学生の受付を行います。

卒業後の進路

事務室へ施設使用願を提出
↓
使用状況を確認後、施設使用許可証を交付
↓
使用許可証を警備員室に提出
↓

校舎案内

使用終了後は片付け、清掃を行い、時間までに警備員室に報告

各種備品の貸出について

沿革と理窓会

①運動用具
2号館事務室でグローブ等の運動用具を貸し出ししています。希望者は学生証を持参してください。
なお、貸し出し及び返却は事務室取扱時間内とします。
②教室備品
課外活動で教室の備品を使用する場合には、使用する1週間前までに事務室に物品借用願を提出してください。
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本学の体育施設は、学生だけでなく一般市民の方も利用しています。
申込及び使用方法を正しく理解し、マナーを守らないとトラブルの原因となりますので、注意してください。
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食堂・売店・学生ホール
学生食堂
日あたりの良い明るい食堂では、定食、カレー、ラーメンなどを用意しています。
場

所

営業時間
朝

3号館1階

食

昼

食

月～金

8：30～10：00

11：00～13：30

土

営業しません

11：00～13：00

※営業時間は変更することがあります。
※学生食堂は、学習、談話、会合等に使用できます。ただし昼食時間帯は食事を優先します。
※学食でのカードゲーム等は、他の利用者の迷惑となりますので禁止します。

学生食堂内プレゼン施設について
学食内に以下のプレゼンテーション施設があり、クラブ活動の発表等で利用できます。
申し込み等については 2 号館事務室まで問い合わせてください。
・プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカー

売

店

教科書、文具、日用品、雑誌、専門書など日常生活に必要な各種商品を販売し
ています。昼食時には、その場で焼いた焼きたてのパンを販売しています。
場

所

営業時間

3号館1階

月～金

8：00～18：15

土

9：00～14：00

学生ホール等
ホールには各種設備が整えられており、授業前後の憩いの場、情報収集の場として学生に親しまれています。
名

称

場

所

備

第1学生ホール

3号館1階

学生ラウンジ

3号館1階

情報コンセント

学生談話コーナー

3号館1階

自動販売機（飲物）

第2学生ホール

4号館2階

自動販売機（飲物・パン）

※学生ホール等でのカードゲーム等は他の利用者の迷惑となりますので禁止します。
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ラボ・地域連携プラザ・ラーニングコモンズ

学費と奨学金

エネルギー・ラボ

7号館2階

設置機器

太陽光パネル、
ピンクシート、
エネルギー循環システム模型等

学内施設

設置場所

キャンパスライフ

エネルギー・ラボは、
「人と自然をつなぐ Green Life Technology を学ぶ」を基本理念に掲げ、昨今のエネルギー問題や
環境問題の解決が急務となっている時代背景に迅速に対応し、未来を見据えた日常生活には欠かせない電力とその源となるエ
ネルギー、半導体デバイスに関連する電気電子技術の習得を目指して、教育、研究を行うための施設です。エネルギー・ラボ
の研究テーマは「スマートハウスの基本技術」とし、具体的には以下の 5 つの研究に取り組んでいます。
① 太陽光発電：Ge 量子ドット＆シースルーの研究開発
② 風力発電：室内風力発電装置の研究開発
③ 水力発電：マイクロ水力発電機の開発と設置場所調査
④ 蓄電技術：燃料電池の特性評価
⑤ スマートメーター：ハウス内電力最適制御組み込みシステムの開発
主に授業や研究室単位で使用します。

EV ラボ

設置場所

8号館1階

設置機器

EV（電気自動車）、
自転車発電機等

課外活動

EV ラボは、実物の電気自動車（EV）を使って、EV 車の構造や技術を学ぶだけでなく、設計者本人より設計概念、開発の
背景などの講義を受けながら、教育、研究、地域貢献の面様々な展開を考えることを目的とした施設です。教育面では、実物
の EV を活かした実践的教育を行います。また研究面では、大手メーカーにはできない新しいビジネスモデルのプラットフォー
ムとしての EV 技術開発をねらいとしています。主に授業や研究室単位で使用します。

卒業後の進路

メディアラボ

設置場所

5号館1階

設置機器

3Dプリンター、3Dテレビ、3Dビデオカメラ、画像・映像編集システム、通信・ネットワーク、撮影キット等

校舎案内

メディアラボは、昨今の「商品開発は個人の単独作業ではなく、企画発案者、設計者、製作者、情報発信者を含むグルー
プ作業である」との考えから、工学系と経営系の学生が協働して、さらに企業現場の社会人と共に意見交換及び教育研究など
を行うことを目的として設置されています。最新のメディア機器各種を設置しており、商品などの企画、デザイン、実空間にお
ける成形、通信・ネットワーク、情報発信等を実際に体験でき、今後役立つスキルやコミュニケーション能力の向上を図ります。
学生教職員問わず、使用には申し込みが必要となります。

沿革と理窓会

ビジネス・ラボ

設置場所

2号館2階

設置機器

経営学資料、放送用テレビ、植物工場等
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諸規定等

ビジネス・ラボは、学生が地域の現実の課題解決に参加できる体制を築くことで、学生の実践力（問題発見・解決能力）を
育成し、地域の再生・活性化に貢献することを目的とした施設です。地元地域で実施される各種事業や、時が一活性化を目的
とする茅野市 TMO が運営する事業と組織的に連携し、経営情報学科の教育研究を活かした地域活性化プロジェクトの推進を
目指します。また、ビジネス・ラボ内には植物工場も設置されており、経営情報学部で学んだ知識を活かして、「作った商品を
どのようにプロモーションするか・ビジネスとして利益につなげるか」、「コンピュータを使って生育をどのようにコントロールし、
品質管理をしていくか」の 2 つのテーマで教育・研究を進めます。
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地域連携プラザ
地域連携プラザは、
地域からの要望や課題を地域の方々と教職員・学生が協働して取り組むことを目的とした施設です。スペー
スとしての使用はもちろんのこと、地域連携センターを通して、地域と大学を繋ぐ窓口となり、地域活動等に積極的に参加した
い学生を応援します。
月〜金曜日

8：30〜17：00

土・日・祝日

利用できません。

設置場所

4号館2階

設置機器

インタラクティブプロジェクター、打合せスペース、作業スペース等

ラーニングコモンズ
ラーニングコモンズとは、学生の自主学習のためのスペースで、学生のグループ学習等をサポートすることを目的としています。
図書館のグループ学習室や図書館前スペースをはじめ学内に 10 ヶ所整備しています。工学と経営学の融合科目である「フレッ
シュマンゼミ」や「総合演習」
、研究室のゼミ活動やグループ学習で、プレゼンテーションの練習をしたり、仲間と打合せやディ
スカッションを行ったりできる場です。ラーニングコモンズには、学習ツールとして PC のデータをプロジェクターで投写し、書
き込みが可能なホワイトボード機能を持つインタラクティブプロジェクターが設置されており、使用することができます。授業の
合間や、授業後などに積極的に活用して学習を深めてください。
月〜金曜日
ラーニングコモンズの場所
（インタラクティブプロジェ
クター設置場所）

42

8：30〜20：00

土・日・祝日

利用できません。

① 図書館 2 階グループ学習室 ② 図書館前 ③ 機械工学科会議室前
④ 電気電子工学科会議室前 ⑤コンピュータメディア工学科掲示板前 ⑥ 地域連携プラザ
⑦ 第 2 学生ホール ⑧ 食堂前 ⑨ 第 1 学生ホール ⑩ビジネスラボ前
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セミナーハウス

収容人数

100人
（1部屋4名×25室）

施設等

1階 …… 12室、広間

学費と奨学金

本学のセミナーハウスはゼミや研修、クラブ合宿等で利用できます。申込
等については 6 号館事務室まで問い合わせてください。

2階 …… 13室、浴室

キャンパスライフ

東京理科大学の施設利用
本学のセミナーハウスはゼミや研修、クラブ合宿等で利用できます。申込等については 6 号館事務室まで問い合わせてください。
場

所

部屋数・施設等

学内施設

施設名
学生研修センター

千葉県野田市

1階：ミーティングルーム、
ラウンジ、大浴室、女子宿泊室4室
2階： 大部屋36畳、
男子宿泊室15室、教員用宿泊室2室

セミナーハウス

千葉県野田市

大講堂、大小各種セミナー室（7室）、談話室、宿泊室、食堂、浴室

大子研修センター

茨城県久慈郡大子町

宿泊室39室、研修室、実験室（物理・生物・化学）、
テニスコート、大小体
育館、
弓道場、
グランド

等

課外活動

※申込等については 6 号館事務室まで問い合わせください。

卒業後の進路

複合宿泊施設「生命の森リゾート」の利用について
本学では学外宿泊・研修施設として株式会社リゾートソリューションズと契約しており、その管理施設である「生命の森リゾー
ト」が特別料金にて利用できます。
生命の森リゾート（千葉県長生郡長柄町上野 521-4）は、総面積 100 万坪もの広大な敷地に建てられた多彩な施設で、ゼ
ミやサークルの合宿から会議・研修などで幅広く利用できます。

校舎案内

■東京理科大学限定合宿パック

生命の森リゾート HP

沿革と理窓会

利用対象者： 本学の学生
※同伴する学外の学生や父母等は当該合宿パックの利用が出来ません。
別の料金体系での利用となります。
申込み方法：	CLASS にログインして、お知らせ項目内「『生命の森リゾート』利用における合宿パックについて」から申込み
を行ってください。
料
金： 一泊（朝食・夕食付）一人当たり 3,000 円〜
	一人当たりの年間宿泊上限は 10 日です。上限を超えて宿泊したい場合はその旨を学生課・学生支援課までご相
談ください。
http://www.seimei-no-mori.com/

諸規定等
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大学の自治と学生の地位
大学は国民の付託に基づき、文化の継承、発展と創造
に努めるとともに、次代の青年の育成を通じて平和で民
主的な社会の進歩に貢献することを使命としています。
大学が学問の継承・発展と次代を担う創造的知性を具
えた青年の育成という使命を達成するためには、大学に
おいて教育と研究の完全な自由が保証されなければな
りません。すなわち、大学の自治です。
大学における教育・研究の自由を保証するためには、
第一に学外のあらゆる権力と勢力による圧迫干渉を排
除することが必要です。
第二には、学内における平和と秩序の確立が、教育・
研究の自由を維持するための不可欠の要件です。学内
においてはあらゆる種類の暴力行為や教育と研究の自
由を妨害する一切の行為は許されません。
第三には、大学の自治を守るための教職員と学生の自
覚と協力を欠くことができません。学生は教職員とと

もに教育・研究の自由を守り、教育研究活動の充実した
展開に自主的に努力すべき責任を負っています。した
がって教育・研究活動の遂行のため欠くことのできない
要件である学内の秩序の維持にも積極的に努力しなけ
ればなりません。そのため大学においては最小限のルー
ルが定められています。学生は教職員とともにこのルー
ルを守る義務があります。
学生も大学の一員として、いろいろな権利を認められ
ています。正課としての教育を受け、研究を進める権利
はいうまでもなく、課外活動を自主的に展開し、文化・
体育活動を自立的に行う権利、また学生生活の厚生の便
益を受ける権利などをもっています。これらの学生の
権利は尊重されなければなりません。
学生の権利と義務が正当に行使されて、大学の自治を
守り、教育・研究の府としての本学の発展に寄与するこ
とは最も期待するところであります。

学生の政治活動・宗教活動
学生が良識ある公民となるに必要な政治的教養を身
につけることは重要であり（教育基本法第 8 条第 1 項）
、
学生が学内において、政治問題についての研究を行うこ
と、そのためにたとえば研究会・講演会・世論調査など
を行う自由は認められます。しかし、学生の諸団体が特
定の党派のために、過度な政治的宣伝を学内において行
うことは、大学自治の本質にもとり、諸党派間の対立を
激化させ、学園の静かな環境を破壊することになるので
許されないことです。
自己の政治的信条を貫くため、また党派的抗争のため
の一切の暴力的行為は、一般の社会においてももちろん
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認められないことでありますが、学問と理性の府であ
り、また平和と民主的な社会への貫献を究極的な使命と
する大学ではなおさら絶対に容認することはできませ
ん。
また、学生による学内団体が特定の政党の宣伝活動を
行ったり、特定の宗教団体の宣教活動を行うことが認め
られないことも当然です。なお、学外においては学生は
市民として政治活動、宗教活動を行う十分な自由をもっ
ていますが、暴力行為、強要、その他、違法な行為を行
うことは許されません。

学

生

各種手続

Activities

部

学費と奨学金

本学では、学生の厚生補導を行うために学生部をおいています。
学生部には次のような役割があります。

キャンパスライフ

（1）各種相談
学生部では、みなさんやみなさんの保証人からの様々な相談に応じています。各相談窓口では、みなさんの学園生
活が、より良いものになるように問題の解決を図っています。相談や問題の種類により窓口をまとめると下図のよう
になりますが教職員、だれもが相談に応じています。
だれに相談してよいかわからないときには、ガイダンスグループ指導教員または2号館事務室まで相談してくださ
い。担当の窓口や担当教員を紹介します。
事務室

教務幹事

・学修について
・編入について

・相談、悩みごと全般

など

科

部

保健室

学生相談室（相談員およびカウンセラー）

・対人関係 ・人生のこと ・性格上のこと
・経済問題 ・精神的なこと ・将来のこと
・プライベートな問題

・相談・悩みごと全般
など

課外活動

ガイダンスグループ
指導教員

など

（各教職員）

・健康相談について
・健康診断について

学内施設

・就職について

学

生

就職幹事

各学科学生部委員

など

各

学

・履修申告手続
・休学、欠席、退学手続
・住所変更などの各手続
・各種証明書の発行
・アルバイトについて
・車、バイク通学について
・物品の貸出について
・団体（クラブ）の結成について

卒業後の進路

（2）課外活動の助成
学生部は、学生の健全な課外活動を助成します。

校舎案内

（3）学生の意見や要望に関する対応
学生部は、学生のみなさんの希望や意見をくみあげ、それぞれの機関に伝達し反映させるための窓口となっていま
す。このため学生部は、学生諸君との話し合いの機会を多く持とうとしていますし、また学生諸君が率直な希望や意
見を寄せることを歓迎しています。
（4）開催行事等の承認
みなさんがいろいろな行事を開催したり、学内施設を使用するとき、また、掲示物を掲示したり、印刷物を学内外に
配布するときには、まず学生部で承認が必要です。

沿革と理窓会

（5）学費援助の審査
学生部は、日本学生支援機構やその他の奨学金を貸与する学生の選考や推薦も行っています。
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諸規定等

（6）不正行為、暴力行為の防止
試験の際の不正行為、その他学校内外における暴力行為などは、もとより許されません。暴力行為は、場合によって
は刑事問題となることがあります。
学生部はこのような事態が起こらないように指導を行います。
（しかし、不幸にして学生の不正行為、暴力行為等学
生の本分に反する行為が起こった時は教授総会の問題となり、教授総会は学生本人の事情を酌量しながら慎重に審議
して処理します）
。
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課外活動
大学における学生生活は、主として学問にあることは当然ですが、クラブ活
動などの課外活動も重要なポイン卜を占めています。課外活動は学生の自主的
活動の中で行われるものであり、集団生活を通じて自主性、社会性、協調性な
どを養うことができます。
ただし、自主活動だからといっても、課外活動はあくまでも大学教育という
枠の中で行わなければなりません。クラブ・サークルの名を借りて政治的、宗
教的活動の拠点としたり、他の学生にそれらを強要するようなことがあっては
なりません。
また、大学の自治や学問の自由を妨げたり、ましてや学生の本分はもとより、
本学の名誉を損なうようなことが許されないのはいうまでもありません。
みなさんが 4 年間様々な活動を通じ、実践力、コミュ二ケーション能力を身
につけ、本学卒業後社会的に自立して生活できるように期待します。

活動中の事故防止のために
校外での活動においては、まず、事故等が起きないように、計画を立て行動することが大切です。学生団体責任者は、
必ず事故対策について考え、事故対策マニュアルを整備しておくことが大切です。しかし、万が一事故が起きてしまっ
た場合には、顧問の先生及び大学へ連絡し今後の指示を仰いでください。

学生団体の結成
学生団体・サークルを結成する際には 2 号館事務室へ相談してください。必要な手続き、書類について説明します。
必要な書類を提出し、学生部委員会の承認を得て、大学の団体として活動することができます。

平成 28 年度に本学に登録されている学生団体
団体名

〈体育系〉

硬式テニス部
バスケットボール部
サッカー部
軟式野球部
バドミントン部
卓球部
フットサル部
弓道部
少林寺挙法部
剣道部
ソフトバレーボール部
陸上競技部
スポーツサイクル部
ボード部
スキー部
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設立年月日

平成 2 年 9 月
平成 2 年 9 月
平成 2 年 9 月
平成 2 年 11 月
平成 6 年 4 月
平成 11 年 4 月
平成 14 年 4 月
平成 15 年 4 月
平成 15 年 4 月
平成 16 年 5 月
平成 18 年 7 月
平成 20 年 12 月
平成 25 年 4 月
平成 26 年 4 月
平成 26 年 12 月
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団体名

〈文科系〉

軽音部
ロボット研究部
JAZZ 研究会
コミック研究部
美術部
劇団でごば
ボランティ
English 部
文芸部
ラジコン部
囲碁・将棋部
写真部
ソーシャルビジネス部
SRLUG
電子工作部
TUS,Suwa Dance Club
マイコン部
ホビー部
創作ドルチェ部
サバイバルゲーム部
Right stuff
格闘ゲーム部
放送部
パソコン部
TRPG

設立年月日

平成8年4月
平成14年4月
平成14年4月
平成14年4月
平成14年11月
平成15年4月
平成16年3月
平成 16年5月
平成18年10月
平成20年7月
平成23年10月
平成24年3月
平成24年3月
平成24年4月
平成24年9月
平成24年9月
平成25年4月
平成25年4月
平成25年4月
平成26年4月
平成 26年7月
平成27年5月
平成27年6月
平成27年9月
平成28年3月

各種手続

Activities

課外活動の諸手続き
課外活動を行う上で必要な主な手続きは主に次のとおりです。何か活動を行う際には、2 号館事務室に相談してください。
容

提出書類

提出期限

備

考

物品・施設借用願

使用日の1週間前まで

学内で行事・イベント・試合（練習
試合含む）を行うとき

開催願

実施日の1週間前まで

学外での試合や行事に参加した
り、合宿を行うとき

試合・合宿届

出発日の1週間前まで

上記の行事が終了したとき

報告書

終了後1週間以内に

試合に参加するために授業を欠
席しなければならなくなったとき

試合・合宿届
公式試合出場証明書

出発日の1ケ月前まで

本学では「公欠」という制度はあ
りません。欠席するにあたって
は自分の責任で行うようにする
こと。

クラブの掲示物を掲示したいとき

2 号 館 事 務 室に届出て
許可の認印を受ける。

事前に

掲示期間は1 週間。
期 間 終了後はクラブで責 任を
持って処分すること。

実施の1週間前まで

許可願に販売しようとするもの
を添付。販売終了後7 日以内に
売上額を文書で報告。
共催、後援、その他の場合も同
様です。

義援金などの募金活動を行うとき

許可願・趣意書と目標金
額を記した文書（様式自
由）
（2 号館事務室に相
談してください。）

事前に活動の趣意書を
提出し、活動終了後に
報告書を提出する。

卒業後の進路

7日前までに

課外活動

許可願・企画書
収支見積書

手続きを怠ると試合中や移動中
にケガをしても「学生傷害共済
補償制度」の対象とならない。

学内施設

有料の催物を行うとき

キャンパスライフ

学校の備品や施設を借用するとき

許可願（様式自由）
印刷物の配布や物品の販売等を
（2 号館事務室に相談し
行うとき
てください。）

学費と奨学金

内

校舎案内

〈手続きを行う上での注意〉

①ほとんどの手続書類は顧問の先生の印が必要になります。早めに手続きを行うようにしましょう。
②この他にも活動を行うにあたって必要な書類があります。早めに 2 号館事務室に相談することが大切です。

沿革と理窓会
諸規定等

2015 Campus Guide - Tokyo University Of Science, Suwa

49

Activities

学生チャレンジプラン
本学の基本理念である「主体性の確立した人材の育成」の具現化を目的に、学生
の主体性・創造性・実践力を育成するため、課外で行う自主的、継続的なチャレンジ
活動を支援する制度として学生チャレンジプランという制度を設けています。
対象は、学生及び教職員が企画立案した事業で、学生の課外活動と同じ種類のも
のか、所属する部門、部類で行う学生の主体性や実践力の向上等が図れる内容のも
の全般です。
（具体例）
もの作り活動／芸術分野での創作活動／調査・研究活動／ボランティア活動／ス
ポーツ関連活動／学生団体（クラブ、同好会）のチャレンジ活動／フレッシュマン
ゼミ、総合演習の授業期間終了後の継続的な調査・研究等の活動／その他学生の自
主的かつ継続的な活動

■ チャレンジプランの実施例

マイコンカーラリー大会マネージメント

※詳細は 2 号館事務室にお問い合わせください。

アイスキャンドルの花を咲かせよう!

アクションプラン助成金制度
アクションプラン助成金制度は、教職員・学生の協働による実践的な活動を大学として支援することによって一層
の活発化を図るとともに、新たな実践活動立ち上げについても積極的に支援することを通じて、多くの学生に実践力
を育む機会を提供し、地域に本学の実践力育成の取り組みをアピールすることを目的とする制度です。
当該年度内の実践活動の経費として、1 活動当り 100,000 円を限度に助成します。

理大祭
毎年11月初旬前後に行われる学園祭『理大祭』
は、地域の方々も参加して賑やかに行われる一大イ
ベントです。学年や学部・学科の枠を越えて集まっ
た実行委員会の学生を中心に企画・運営します。
日頃の研究やクラブ活動の成果が発表されたり、
模擬店は経営実践の場としても活かされています。

学生会
学生会は、学生と教員の交流行事や新入生のス
ムーズな学園生活への導入を目的として、学生部
の教員と学生の有志が組織しています。学生会の
主催する行事は、ボウリング大会やスキー・スノー
ボード教室等、皆さんが気軽に参加できるイベン
トですので、積極的に参加してください。
また、学生会の活動に興味のある学生は、スタッ
フとしての参加もお待ちしています。興味のある
方は 2 号館事務室までお問い合わせください。
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■ 過去に行なった行事

スキー・スノーボード教室

夏山自然交流会

卒業後の進路
Course

Course

進

路

卒業後の進路をどのように選ぶかは、今後の人生において大きな課題です。
みなさんは、自分の進路を見出すために、どのようにこの 4 年間を過ごしたら良いのかまだ漠然としていることと
思います。
大学生活をいかに目的意識をもって有意義に過ごすかということが大変重要であり、卒業後の進路を見据えた学生
生活を計画することが大切です。
卒業後の進路選択としては、就職または大学院への進学が主流になると思われますが、いずれにせよ早いうちに自
分の進路について家族、教員、友人等と真剣に話し合うことが必要です。

就

職

就職については、みなさんにとって満足のいく就職をするために、早めの準備としっかりとした職業意識の形成や
業界、企業等の幅広い研究が必要になります。しかし、それ以上に日頃からの勉学に対する真摯な取組みやクラブ活
動への積極的な参加によって、自分自身を成長させることが何にましても大切になってきます。
本学では、就職に対する意識を高め自分自身を知るとともに自己の適性を把握することを目的に低学年からの就職
支援を行います。
〈54 ページからの就職支援プログラム参照〉

進学・編入学
進学については、近年の技術革新に伴い社会が高度化、多様化するにしたがって、企業ばかりでなく社会全般に高
度の専門知識や能力をもつ人材の必要性が高まっています。こうした状況に対応するために、卒業後さらに専門的な
研究を続けたい学生のために大学院への門戸が開かれています。本学では、学部での学習をさらに高度化し、高度な
知識を持った自ら研究できる人材を教育、育成する大学院を設置しており、進学への道が開かれています。また、東
京理科大学大学院、他の国公私立大学院などへの進学の道も開かれています。大学院進学後の就職活動に関しても、
学部と同様にサポートする体制があります。また、2 年間の学生生活を終えた時点で、東京理科大学への編入学がで
きる制度もあります。

進 路 支 援
6 号館事務室（キャリアセンター）は、就職を間近に控えた学生の為のみの窓口ではありません。早期の段階から卒
業後の進路を選択する為の資料を各種取り揃えて、情報提供や相談に応じています。卒業後の進路について疑問や不
安に思うことがあったら、学年に関係なく足を運び、企業研究や進学のために進路資料室を積極的に利用してくださ
い。
〈利用時間〉 ※月～金曜日（土・日曜・祝日は休み）
6号館事務室（キャリアセンター）
進路資料室
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6 号館 1階

8：45 ～ 12：45 ／ 13：45 ～ 17：00
9：00 ～ 17：00

卒業生の進路状況（就職）

（就職決定率

業種別

7.1％

情報通信業

9.5％

卸売業・小売業
建設業

地域別
［長野県内］
諏訪地域

製造業
42.9％

9.5％

［長野県外］
東京都 19.0％

11.9％

サービス業

100.0％）

山梨県

長野県
61.9％

7.1％

7.1％

北信地域 19.0％
中信地域

7.1％

東信地域 14.3％

その他 11.9％

19.0％

キャンパスライフ

その他産業

（2015 年 3 月卒業生）

学費と奨学金

システム工学部／電子システム工学科

各種手続

Course

南信地域 14.3％

その他産業
建設業

（就職決定率

5.3％

諏訪地域 18.4％

10.5％

製造業
73.7％

東京都

7.9％

大阪府

5.3％

山梨県

5.3％

長野県
76.3％

北信地域 21.2％

中信地域

5.3％

宿泊業、
飲食サービス業

［長野県内］

12.3％

諏訪地域 27.5％

製造業
27.4％

5.5％

卸売業・小売業
26.0％

9.6％

サービス業 15.1％
（複合サービス業含む）

94.8％）

［長野県外］

長野県
76.8％

東京都 13.0％
山梨県
その他

校舎案内

情報通信業

（就職決定率

7.9％

卒業後の進路

経営情報学部／経営情報学科

4.1％

7.9％

東信地域 21.1％
南信地域

その他産業

課外活動

［長野県外］

その他

公務

97.4％）

［長野県内］

10.5％

卸売業・小売業

学内施設

システム工学部／機械システム工学科

北信地域 14.5％
中信地域 15.9％

2.9％

東信地域 13.0％

7.2％

南信地域

（就職決定率

沿革と理窓会

大学院

5.8％

84.6％）

［長野県内］
諏訪地域 23.1％
その他産業

30.8％

［長野県外］
東京都 46.2％

長野県
38.5％

北信地域

7.7％

東信地域

7.7％

諸規定等

建設業
15.4％

製造業
53.8％

その他 15.4％
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Course

就職支援プログラム
就職支援行事
各学科の就職幹事とともに、キャリアセンターで就職や大学院などの進路に関する相談に応じています。
1 年生から将来のキャリアについて意識し、段階的に理解を深めるためのガイダンスや各種講座を開催しています。

入学

１年生

2 年生

〈 将来のキャリアを見据えた学生生活を送るための支援 〉
社会の様子を知り、職業観を身につけます。
● 就職講演会
•情報の集め方
•社会で求められる人材像
•産業界の仕組み
将来について考えます。
● 進路ガイダンス

•働くこととは
•業種・職種研究

等

どんな職業に興昧があるのか自分の長所・可能性を発見し、
自己分析をすすめます。
● 適性検査
● 自己分析の方法を学ぶ

学年を問わず、企業・工場を自分の目で見て肌で感じ、企業とはどういうものなのかを理解するた
めの機会です。
●地 元 企 業 見 学 会 : 	実際に企業に出向き、見学すると共にお話しを伺います。
●諏訪圏工業メッセ :	長野県諏訪地域 6 市町村の製造業者が一堂に会すこのメッセに参加し、地
域の産業について幅広い知識を持つことができます。
●学内合同企業研究セミナー :企業の方に来校いただき採用を伴わない企業説明等をしていただき
ます。全学年向けの業種・職種研究の機会となります。

授業科目による支援
低学年からのキャリアへの意識付け及び授業科目に組み入れ、段階的・計画的にキャリアアップを図ることを目的として、
次の授業を開講します。

入学

１年生

〈 キャリア開発 1 〉
自己と仕事の関わりを考える

● 仕事の意昧
● 意思決定プロセス
● キャリアとは
● 職業・仕事研究
● 産業の実情、企業の考え方
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2 年生

〈 キャリア開発 2 〉
基礎能力を養成する

● 社会人基礎力を学び自己理解を深める
● 職業体験
● インターンシップ事前研修

各種手続

Course

学費と奨学金

4 年生

卒業

キャンパスライフ

3 年生

〈 就職活動の準備支援 〉
就職活動は、エントリーシートの送信から始まり履歴書の提出、筆記試験、面接等、様々
な場面を通過し内定・採用と進んでいきます。そのための準備支援講座を開講します。

● 就職活動の進め方
•業種・業界研究
•各種情報ツールの活用法
•進路先希望調査 •先輩の体験を聞く

● 公務員とは
•公務員になるには •公務員試験対策
● エントリーシートの書き方
•エントリーシート対策講座

● 面接試験対策
•公開模擬面接
•模擬面接及びカウンセリング

● 合同企業説明会 /
学内合同企業研究セミナー
•学内に企業の方をお迎えします。
		 就職活動の第一歩。
•単独会社説明会
•人事担当者との交流会
•学外合同企業説明会参加、バスツアーなど

卒業後の進路

● 履歴書の書き方
•履歴書対策講座

● 礼儀・マナーを身につける
•マナー講座 •身だしなみ講座

課外活動

● 職業体験
•インターンシップ事前研修
•インターンシップ

● 筆記試験対策
•一般常識や SPI の解き方
•論作文の書き方
•GAB・CAB 検査のポイント

学内施設

● 就職することとは
•社会の状況と就職のための心構え

〈 就職活動支援 〉
就職活動の再確認をしながら内定を目指します。

校舎案内

● 就職ガイダンス
● 模擬面接及びカウンセリング
● 就職未内定者フォローガイダンス
就職活動中の悩みや相談事には随時対応します。

4 年生

卒業

沿革と理窓会

3 年生

〈 キャリア開発 3 〉

諸規定等

実践能力を高める

工ンプロイアビリティスキル( 就職試験に合格する能力)を高める
● 適性検査 ● 業種・業界研究
● 工ントリーシート、履歴書の書き方
● 面接対策 ● 国語知識・文章理解力／数的処理能力
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校舎案内
Guide

Guide

大学へのアクセス
① 1 号館（教室・工学実験室・コンピュータ教室）

② 2号館（経営情報学部研究室・工学実験室・事務室）

③ 3号館（学生食堂・売店・学生ホール）

⑪

④ 4号館（教室・共通教育センター研究室）
⑤ 5号館（図書館・生涯学習センター）

⑩

⑥ 6号館（特大教室・事務室）

⑦ 7号館（工学部研究室・共同研究室）

②

⑧ 8号館（工学部研究室・工学実験室）
⑨ リスク評価実験棟

③

⑩ 体育館

⑪ クラブ部室棟（1）

⑫ クラブ部室棟（2）

①

⑬ 客員宿舎

⑭ セミナーハウス

⑭

大学へのアクセス
新潟
直江津

バス停（理科大）

諏訪東京理科大学

バス停（理科大入口）

至白樺・蓼科
妙高高原IC
長野

富山

安曇野IC

更埴JCT

バス停（福沢入口）
高崎

佐久平

松本

佐久IC

鬼場橋

藤岡JCT

諏訪東京理科大学
塩尻

八ヶ岳
総合博物館

茅野

粟沢橋

岡谷JCT
諏訪IC
小淵沢

小淵沢IC

東京理科大学

甲府

大阪

甲府昭和IC

小牧JCT

京都
名古屋

静岡
豊橋

58

2015 Campus Guide - Tokyo University Of Science, Suwa

至松本

JR中央本線

茅野駅

至東京

東京

至東京
車
電車

至名古屋
至松本

中央自動車道
諏訪I.C

⑫

各種手続

Guide

⑧
学費と奨学金

⑨

④

理科大
第5駐車場
リスク評価
実験棟

⑦

⑧ 8号
館

正
門

⑦
7
号
館

4 館
号
館
⑤

⑬
⑤

5
号
館

⑬

第理
１科
駐大
輪
場

課外活動

ク
⑫ラ
ブ
部
⑪ 室
棟

学内施設

第理
1 科
駐大
車
場

6⑥
④ 号

⑥

キャンパスライフ

⑨

客
員
宿
舎

体

⑩育
館

③ 3号館

理
科
大

①
1
号
館

アパート

⑭
学

通

第理
2 科
駐大
輪
場

理科大入口

諸規定等

日
影
田
川

路

沿革と理窓会

︵
株
︶
プ
リ
マ

第理
2 科
駐大
車
場

校舎案内

至蓼科

卒業後の進路

② 2号館

茅野市八ヶ岳
総合博物館
福沢入口
至茅野駅
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Guide

校舎平面図
舎
案
内

1 号館棟 2 階

工学実験室

工学実験室

工学実験室

1 号館棟 1 階

掲示板
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各種手続

Guide

学費と奨学金

2 号館棟 2 階
大会議室

キャンパスライフ

男子
便所

小会議室

サーバー室

卒業研究室
書庫

書類保管室

学内施設

卒業研究室

卒業研究室

課外活動

経営情報学科
情報室

ビジネスラボ

女子
便所

卒業後の進路

2 号館棟 1 階

校舎案内
沿革と理窓会

コミュニケーション広場

諸規定等

3 号館棟 1 階
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Guide

クリーン
ルーム

工学実験室

卒業研究室

卒業研究室

2 号館棟 3 階

卒業研究室

卒業研究室

3 号館棟 2 階
3 号館棟 3 階
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各種手続

Guide

学費と奨学金

4 号館 1 階

キャンパスライフ

5 号館 1 階

学内施設

4 号館 2 階
工作室

課外活動

メディア
ラボ

卒業後の進路

5 号館 2 階

校舎案内
沿革と理窓会

地域連携プラザ

諸規定等
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Guide

4 号館 5 階

4 号館 4 階

6
・
7
・
8
号
館
3
階

6
・
7
・
8
号
館
2
階

4
号
館
3
階

4 号館 3 階

４３４
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各種手続

Guide

6 号館 1 階

学費と奨学金
キャンパスライフ
学内施設
課外活動

7 号館 1 階

倉庫

卒業後の進路
校舎案内

大学院
自習室

EV
（電気自動車）
ラボ

沿革と理窓会

空調機械室

空調機械室

諸規定等

工学実験室

工学実験室

8 号館 1 階
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Guide

8 号館 2 階

コンピュータメディア工学科会議室

7 号館 2 階
電気電子工学科会議室

エネルギー
ラボ

6 号館 2 階

8 号館 3 階

7 号館 3 階

冷媒ガス燃焼性評価試験室

6 号館 3 階

リスク評価実験棟
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リスク評価実験棟キャットウォーク

各種手続

Guide

学費と奨学金
キャンパスライフ

研究室

学内施設
課外活動

体育館 2 階

卒業後の進路
校舎案内
沿革と理窓会

体育
器具庫

諸規定等

体育館 1 階
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Guide

セミナーハウス

クラブ部室棟
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沿革と理窓会
History

History

東京理科大学の沿革
本学は、1881年に東京大学を卒業したばかりの若い
21名の理学士らにより「東京物理学講習所」として創立
され、2年後に「東京物理学校」と改称された。当時は自
由民権運動が盛んな時期で、政経・法科の教育・研究が活
発になる一方、理学が軽んじられる傾向があった。そこ
で、創立者たちは「理学の普及を以て国運発展の基礎と
する」との建学の精神を掲げ、理学の普及運動を推進し
た。事実、東京物理学校で教育を受けた多くの卒業生が、
明治・大正期のエリート養成学校である中等学校や師範
学校の教員になり、理学の普及に大きな役割を果たした。
教育方針としては、創立以来、真に実力を身に付けた学
生のみを卒業させるという「実力主義」を旨とし、今日ま
でその伝統が引き継がれている。
昭和に入り応用理化学部が設置され、1949 年に新制
大学の発足とともに ｢東京理科大学｣ に改組されて、理
学部に続いて薬学部、工学部、理工学部、基礎工学部、
経営学部が次々に設置され、今日では 7 学部 31 学科、
11 研究科 31 専攻を擁するわが国随一の私学理工系総
合大学に発展した。
本学がこの目覚ましい発展をとげた 1 世紀余の間に
社会情勢、世界情勢は大きく変化した。20 世紀には極
めて急速に自然科学、生命化学に関する理解が進むとと
もに、科学技術の急速な進歩により先進国では高度技術
社会が実現し、さまざまな面で人々の生活は大きく改善
され便利になった。しかし、一方で 20 世紀は「戦争の世
紀」とも呼ばれるように、核兵器に代表される高性能兵
器が開発され、悲惨な結果がもたらされた。また、資源
の大量消費がもたらす環境破壊、エネルギー資源枯渇な
どの問題に加え、ヒトゲノム解読によって生じた生命論
理に対する取り組み、経済効率優先の社会のもとでの技
術者論理の問題など、科学技術の発展とともに新たに解
決すべき問題が浮上してきた。
このような時代背景のもと、わが国は「科学技術創造
立国」による国の発展と国際貢献を目指している。理学
すなわち今日でいう「基礎科学」が、工学を筆頭とする
応用諸科学および技術の発展とそれに基づく 21 世紀の
知識基盤社会の淵源であることを思えば、
「理学の普及」
という本学の建学の精神は、21 世紀において一層重要
性をましているといえる。
以上のことに鑑み、教育研究理念として「自然・人間・
社会とこれらの調和的発展のための科学と技術の創造」
を掲げる。すなわち、理学と工学の両分野をもつ理工系
総合大学として、本学は、自然および生命現象の本質と
原理を解明し人類の叡知を目指す「理学の知」と、さま
ざまな物・技術・システムを構築して人類の活動の充実
と高度化に貢献する「工学の知」を協働させ、
「自然と人
間の調和的かつ永続的な繁栄への貢献」を目指す教育と
研究を行う。この理念に基づき、学部にあっては、実力
主義の伝統を堅持しつつ、幅広い視野を涵養する教養教
育と、理工系総合大学として理学・薬学・工学分野の基
礎教育および最先端の専門教育を行う。このことによ
り、正しい倫理観と豊かな人間性を備え、国際的視野を
持った科学者・技術者および本学が伝統としてその実績
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を誇る理数教育者を養成する。
大学院においては、学問の自由を基礎に、理学・薬学・
工学の高度な理論および応用を教授・研究し、それぞれ
の分野で卓抜した研究拠点を形成する。同時に、確かな
基礎知識に裏付けられた広い視野と柔軟な思考力に加
えて、正しい倫理観と豊かな人間性および国際的視野を
備え、独創性に富み開拓者精神旺盛な人材を育成する。

1881

東大出身の若き理学士ら21 名が標す夢の第一歩、
「東京物理学
講習所」を創立。
「理学の普及が国運発展の基」という理想を掲
げ、無給で生徒を指導。

1883

「東京物理学校」と改称し、創立者の一人、寺尾寿が初代校長に
就任。
「維持同盟」により一人 30 円の寄付で学校を守る。

1888

物理学用語の統一。英語、フランス語、ドイツ語、三系統の訳語
をまとめる。

1889

理数科教員養成の評価を高め、理学を志す若者が全国から小川
町校舎に集う。同窓会誌を創刊。後に理学研究の発展に貢献。

1906

神楽坂に新校舎が完成。理学研究の先駆的存在として受講生
が全国より集結。
「落第で有名な学校」として世に知られるよう
になる。

1916

卒業生小倉金之助氏学位を取得。私学初の理学博士誕生。最
先端の設備を持つ化学と物理、二つの実験室が完成。

1930

実力主義を唱え続けて迎えた創立 50 周年。理学教育機関とし
て揺るぎない地位を確立。

1941

太平洋戦争勃発後にも全国から志願者が殺到。幾多の苦難・戦
災に直面するが、万難を排して授業を続行。

1949

学制改革により「東京理科大学」の名のもとに新時代が開幕。理
学部のみの単科大学として新たなスタートを切る。

1960

薬学部を新設。さらに1962 年（昭和 37 年）に工学部、1967 年
（昭和 42 年）には理工学部を新設し、理工系の総合大学へと
大きな飛躍を果たす。

1981

創立 100 周年を機に続々と時代を先駆ける試み。神楽坂に新１
号館を建設。
『東京理科大学百年史』を編纂。創立 100 周年記
念式典を挙行。1987 年（昭和 62 年）に基礎工学部を新設。1
年次を北海道の長万部で過ごすユニークな試みが始まる。同年、
東京理科大学山口短期大学［1995 年（平成７年）より山口東京
理科大学と改編］を、1990 年（平成２年）には東京理科大学諏
訪短期大学［2002 年（平成 14 年）より諏訪東京理科大学と改
編］を開学。1993 年（平成５年）には経営学部を増設。

1996

私大初の「連携大学院」。国と民間、合わせて18の研究所と連
携。客員教授の招聘、学生の研究所派遣などを通して技術交流
を図る。

2004

知の世紀をリードする人材育成、専門職大学院「総合科学技術
経営研究科（現イノベーション研究科）」設置。総合科学技術と
経営の実践的な融合を目標とする技術経営教育を行う。

2006

創 立 125 周 年 記 念 式 典 を 挙 行。東 京 理 科 大 学 は、新 たに
「Conscience」をコンセプトに。
「人間と自然のための科学技
術の創成」
を目指す。ー 21 世紀の
「科学」
は
「良心」へ向かうー。

2011

創立 130 周年。

2013

葛飾キャンパス開設。

2016

山口東京理科大学が公立法人化し、公立大学法人山陽小野田
市立山口東京理科大学となる。

各種手続

History

諏訪東京理科大学の沿革
1. 短大時代

2006 年（平成 18 年）4 月、本学は諏訪東京理科大学
大学院工学・マネジメント研究科修士課程を、2012 年
（平成 24 年）4 月には工学・マネジメント研究科博士後
期課程を開設しました。当大学院は、先端技術の深耕に
加え、学部における工学と経営学の融合教育を強化する
ことを教育の特色とし、21 世紀の社会でリーダーシッ
プを発揮できる人材の育成、地域企業の技術力並びに経
営力の向上に寄与することによって地域産業の発展に
貢献することを設置の基本理念としています。

学内施設
課外活動
卒業後の進路

しかし、諏訪短大で取り上げている電子工業・精密機
械工業及び情報処理の分野は、最も技術進歩の速い分野
であり、これらの分野の最先端教育を 2 年間で行うこと
は、もはや困難となってきました。
一方、短大開学当初より、地元から 4 年制大学へ移行
して欲しいとの強い要望もあり、1996 年（平成 8 年）に
は諏訪地域関係機関による「東京理科大学諏訪短期大学
四年制大学改組期成同盟」も設置され、公私協力方式に
より短期大学を 4 年制大学へ改組転換に協力するとの
申し出もありました。このような地元の要請や、18 歳
人口の著しい減少や、高等教育を取り巻く環境の変化に
対応するため、5 年間に及ぶ学内での検討をへて、2002
年（平成 14 年）4 月に諏訪東京理科大学として 4 年制大
学に改組転換することになり、2001 年（平成 13 年）4
月に文部科学省に認可申請し、2001 年（平成 13 年）12
月に設置認可されました。

4. 大学院の設置

キャンパスライフ

2. 短大から大学へ

名でした。2014 年（平成 26 年）4 月より、地域や社会の
ニーズに、より一層応えることができるよう、学部学科
を再編し、工学部（機械工学科、電気電子工学科、コン
ピュータメディア工学科）と経営情報学部（経営情報学
科）の 2 学部 4 学科体制としました。

学費と奨学金

「東京理科大学諏訪短期大学」は、長野県をはじめと
する諏訪地域 6 市町村（岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪
町、富士見町、原村）と地元産業界の要請を受け、地域の
学術振興と地域産業の振興に役立つ中堅技術者の育成
を目的に、公私協力方式により 1990 年（平成 2 年）4 月
に開学しました。この目的は順調に達成され、12 年間
の入学者総数は 4,112 名となっています。卒業生の進
路としては、66％の 2,200 名が就職、20％の 667 名が
4 年制大学に編入学し、東京理科大学には 346 名が進学
しています。
就職者の9割強が県内企業に就職して活躍しています。

3. 大学の開学

校舎案内

諏訪東京理科大学は東京理科大学諏訪短期大学から
の改組転換により設置された大学であり、諏訪短期大学
の基本理念を継承しつつ、新世紀の社会に対応できるだ
けでなくリーダーシップを発揮できる人材を育成する
ことを目的としています。諏訪東京理科大学の設置の
基本理念は「主体性の確立した人材の育成」と「地域の
生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向上に貢献」と
しています。
大学の基本理念を実現するための教育理念としては、
① 21 世紀に活躍できる専門職業人の育成
②新しい社会の倫理に基づく人材の育成
③実力重視の教育の実施
の３点を挙げています。
具体的には、社会の変化に自ら対応できる基礎専門の
教育を徹底したうえ、新しい時代に求められている「工
学と経営学の融合教育」を教育の１つの柱にしていま
す。さらに、情報リテラシーと環境マインドの育成、意
欲や社会的能力の要請にも努めていきます。開学当初
設置した学部学科はシステム工学部（電子システム工学
科、機械システムデザイン工学科）と経営情報学部（経
営情報学科）の 2 学部 3 学科で、入学定員は各学科 100

沿革と理窓会
諸規定等
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History

東京理科大学校友会（同窓会）
東京理科大学・山口東京理科大学・諏訪東京理科大学・東京物理学校・東京理科大学山口短期大学・東京理科大学諏
訪短期大学の校友会で、その名称が理窓会です。
理窓会とは、会員相互の親睦を厚くし、併せて学校法人東京理科大学の発展に協力するとともに社会に貢献するこ
とを目的にしております。また、その活動資金は、会員の会費に支えられています。

主な活動
在学生への支援（大学と相談・協議の上、実施）
⑴ 就職活動支援
		 同窓が活躍している企業に呼びかけ、就職説明の開催
		 社会で活躍している同窓卒業生との交流会の開催
⑵ キャリア教育への講師派遣
⑶ 課外活動支援
		 各キャンパスにおける理大祭への支援
		 理大祭実行委員会・体育局・体育会との交流懇親会の開催

理窓会本部活動
⑴ ホームカミングデーの開催
⑵ 新年茶話会の開催（会員の叙勲、受賞者、坊ちゃん賞授与等の顕彰）
⑶ 坊ちゃん科学賞研究論文コンテストの開催
⑷ 会員への情報発信
		 会誌 ｢理窓｣ の発行、ホームページとFacebook による発信
⑸ 理窓会倶楽部の運営と会議室の貸出し

理窓会支部・関連団体の活動
全国 47 支部では、総会・懇親会・講演会・旅行会などを開催
理窓会に登録している50 団体は、独自に特色を出しながら活動

※ 同窓会（理窓会）費を納入されると科学教養誌「理大

案内図

科学フォーラム」が割引料金で購読できます。

ロイヤルホスト
PORTA 神楽坂6･7階

理大

お堀
至 新宿

72

神
楽
坂

理窓会

セントラルプラザ
JR飯田橋駅

至 水道橋
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問い合わせ先
理窓会事務局
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-6-1 PORTA神楽坂7Ｆ
TEL.03-3260-0725 FAX.03-3260-4257
E-mail  risokai@admin.tus.ac.jp
URL  http://tus-alumni.risoukai.tus.ac.jp/

諸規程等
Rules and others

Rules and others

学園生活及び学籍関係事項に関する要項
（趣旨）
第１条	この要項は、諏訪東京理科大学学則（平成 14 年
学則第 14 号。以下「学則」という。）、諏訪東京
理科大学大学院学則（平成 18 年学則第 47 号。
以下「大学院学則」という。）及び関係諸規程に
定めるもののほか、諏訪東京理科大学（以下「本
学」という。）の学生が学園生活を送る上で守る
べき事項について定めるものとする。
（誓約書）
第 2 条	入学者の選考の結果に基づき合格の通知を受
け、本学へ入学しようとする者は、本学所定の誓
約書を提出しなければならない。
（保証人）
第 3 条	本学へ入学しようとする者は、保証人の氏名・住
所・電話番号等を本学所定の用紙に記載し提出
しなければならない。
	2 本学へ入学しようとする者の保証人は、原則
として父母、その他近親者を持って当て、学生が
学則・大学院学則及び諸規程を守り、学生の本
分をつくすよう監督するとともに、学生の身上に
ついて、連帯してその責に任ずる。
	3 前項の規定にかかわらず、入学しようとする
者が外国籍の者で、かつ、その父母等が日本国
内に居住していない場合は、日本国内に居住す
る者で、本人の学生生活を監督する能力を有す
る者を持って保証人に当てる。
	4 保証人は本学所定の誓約書を提出しなけれ
ばならない。
（学生登録書）
第 4 条	本学へ入学しようとする者は、学生登録書に必
要事項を記入して、入学後の所定の期日までに
提出しなければならない。
（学生証）
第 5 条	学生は本学の学生であることを証明する学生証
（様式第１号）の交付を受けなければならない。
	2 学生は、本学の構内に入るときは必ず学生証
を携帯しなければならない。
	3 学生は、本学の教職員（業務委託等による職
員を含む。）から学生証の提示を求められたとき
は、直ちにこれを提示しなければならない。
	4 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡し
てはならない。
	5 学生は、学生証を紛失又は汚損したときは、
所定の学生証再発行願を諏訪東京理科大学事
務部（以下「事務部」という。）に提出し、再交付
を受けなければならない。
	6 学生は、卒業、退学、除籍により学籍を離れ
たときは、直ちに学生証を事務部に返還しなけれ
ばならない。
	7 この要項に規定するもののほか、学生証に関
し必要な事項は別に定める。
（服装）
第 6 条	学生の服装は、学生としての良識により、その品位
を保つにふさわしいものでなければならない。
（健康診断）
第 7 条	学生は、毎年定期又は臨時に行う健康診断を受
けなければならない。
	2 学生は、前項の健康診断の結果を基に、本学
が行う健康上の指示に従うものとする。
（休学）
第 8 条	学生が本学学則第 35 条又は大学院学則第 26
条の規定により休学しようとするときは、所定の
休学願に休学事由に応じた書類を添えて事務部
に提出しなければならない。
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	2 休学願の提出期限は、当該学年の前期又は1
年の休学を希望する者については当該学年の6月
末日まで、当該学年の後期の休学を希望する者に
ついては当該学年の11月末日までとする。
（休学期間中の授業料等及び休学在籍料）
第 9 条	休学期間中の授業料等は、休学が許可された期
間の授業料及び施設設備費を免除する。
	2 1 年の休学を許可されたものは10 万円、前
期又は後期の休学を許可された者は5 万円の休
学在籍料を、指定された期日までに納入しなけれ
ばならない。
（復学）
第 10 条	休学した者が学則第 36 条又は大学院学則第
26 条の規定により復学しようとするときは、所
定の復学願を事務部に提出しなければならな
い。ただし、休学の事由が病気の場合は、通学
に支障がない旨の医師の診断書を提出しなけれ
ばならない。
	2 復学願の提出期限は、前期末に休学期間が
終了する者については当該学年の9月末日まで、
後期後に休学期間が終了する者については当該
学年の当該学年の3月末日までとする。
（留学）
第 11 条	学生が学則第37条又は大学院学則第26条の規
定により留学を志願するときは、所定の留学願及び
留学計画書を事務部に提出しなければならない。
（退学）
第 12 条	学生が学則第 38 条又は大学院学則第 26 条の
規定により退学しようとするときは、所定の退学
願を事務部に提出しなければならない。
	2 退学願の提出期限は、当該学年の前期末に
退学を希望する者については当該学年の9月末
日まで、当該学年の後期末に退学を希望する者
については当該学年の3月末日までとする。
（欠席）
第 13 条	疾病その他やむを得ない理由により引き続き7日
以上欠席しようとする学生は、あらかじめ（やむ
を得ない理由により、あらかじめ提出できなかっ
たときは、事後速やかに）所定の欠席届を事務部
に提出しなければならない。
	2 欠席届を提出するときは、病気の場合は医師
の診断書、その他の場合は証明書を添付しなけ
ればならない。
（住所変更届）
第 14 条	学生又は保証人の住所が変更となった場合、学
生はＣＬＡＳＳシステムで登録データを変更の
上、事務部に届け出なければならない。
（改姓名届）
第 15 条	学生が姓名を変更した場合は、所定の改姓名届
に住民票を添えて事務部に提出しなければなら
ない。
（保証人変更届）
第 16 条	学生が保証人を変更しようとする場合は、所定の保
証人変更届を事務部に提出しなければならない。
（団体の結成）
第 17 条	学生が課外活動に係る学内団体（以下「学生団
体」という。）を結成しようとするときは、代表責
任者 2 人を定め、代表責任者が署名捺印した所
定の団体結成願の他、所定のクラブ部員名簿、
団体規約案、顧問承諾書、誓約書及び当該団体
設立年度の活動予定書を事務部に提出し、本学
の学生部長（以下「学生部長」という。）の許可を
受けなければならない。
（学生団体の継続）

項を守らなければならない。
⑴許可を受けた使用目的以外には使用しないこと。
⑵許可を受けた期間時間帯を厳守すること。
⑶周辺の秩序を乱さないこと。
⑷施設等を毀損しないこと。
⑸その他、学内諸規程を遵守すること。
（使用許可の取消し）
第 30 条	管理者は、施設等を使用する学生又は学生団体
が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の
許可を取り消すことができる。
⑴使用願に偽りがあったとき。
	⑵許可に際して付された条件及び管理者の指示
に違反したとき。
	⑶その他、管理者が定める施設等の管理及び使
用に関する定めに違反したとき。
（毀損等の取扱い）
第 31 条	学生又は学生団体は、施設等を毀損し、又は滅
失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出な
ければならない。
	2 管理者は、前項の規定による毀損又は滅失
が学生又は学生団体の故意または過失によるも
のであるときは、当該学生又は学生団体をしてこ
れを原状に回復させ、又はその修理もしくは補充
に要する経費を負担させるものとする。
（原状の回復）
第 32 条	学生又は学生団体は、使用を終わったとき、又は
第 27 条の規定により使用の許可を取り消された
ときは、速やかに施設等を原状に回復するととも
に、学生又は学生団体が搬入した物件を撤去し
なければならない。
（学内掲示）
第 33 条	学内において、ポスター、立看板等（以下「掲示
物」という。）を掲示しようとするときは、あらかじ
め当該掲示物を事務部に提出し、許可を受けな
ければならない。
	2 掲示物を掲示するに当たっては、次に掲げる
事項を遵守することとする。ただし、第 2 号、第 3
号及び第 4 号については、学生部長又は事務部
が必要と認めた場合には、これを変更することが
できる。
	⑴掲示物は学生部長が指定した場所へ掲示すること。
	⑵掲示期間は１週間以内とすること。
⑶掲示物の大きさは模造紙1/4までとすること。
⑷掲示枚数は2 枚以下とすること。
	⑸掲示の際は撤去後に跡が残らないものを使用
すること。
（掲示を禁止する掲示物）
第 34 条	学生又は学生団体は、次の各号のいずれかに該
当する掲示物を掲示してはならない。
	⑴特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉
を傷つけるもの
⑵虚偽の事項を記載したもの
	⑶その他、内容、形状、大きさ等が品位を欠くもの
（掲示物の撤去）
第 35 条	学生又は学生団体は、掲示期間を経過した掲示
物を直ちに撤去しなければならない。
	2 学生部長は、掲示物が次の各号のいずれか
に該当するときは、当該掲示物の撤去を命じ、又
はこれを撤去することができる。
⑴掲示の許可を受けていないもの
	
⑵許可を受けた内容と相違するもの
⑶掲示期間を経過したもの
⑷学生部長が指定した場所以外に掲示したもの
⑸その他学生部長が不適当と認めたもの

キャンパスライフ
学内施設
課外活動
卒業後の進路
校舎案内
沿革と理窓会
諸規定等
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第 18 条	学生団体の代表責任者は、当該学生団体を継続
する場合には、毎年度所定の期日までに所定の
団体更新願、クラブ部員名簿、団体規約、顧問
承諾書、誓約書、今年度活動予定書及び前年度
活動報告書を事務部に提出し、学生部長の許可
を受けなければならない。
（学生団体の解散）
第 19 条	学生団体の代表責任者は、当該学生団体を解散
した場合には、解散理由等を記載した所定の解
散届を速やかに事務部に提出するものとする。
	2 学生団体が次の各号のいずれかに該当する
ときは、学生部長は当該団体の解散を命ずること
ができる。
⑴本学の教育研究を妨げたとき。
	⑵学則、大学院学則又は関係諸規程に違反したとき。
	⑶団体活動中の事故発生等団体の運営が円滑
に行われなかったとき。
	⑷団体活動が長期にわたって行われなかったとき。
	⑸その他、当該団体の活動がその趣旨から逸脱、ある
いは学生団体として不適格であると認められるとき。
（学外団体への加入）
第 20 条	学外団体に加入しようとする学生団体は、所定
の学外団体加入願に学外団体に関する説明書を
添えて事務部に提出し、学生部長の許可を受け
なければならない。
（指導員の招聘）
第 21 条	学生団体が学外から当該学生団体の活動に係る
指導者を招聘するときは、事前に顧問の同意を
得て所定の講師・指導員招聘願を事務部に提出
し、学生部長の許可を受けなければならない。
（学外での活動）
第 22 条	学生団体が学外において、本学名を冠して活動
しようとするときは、所定の学外活動願を事務部
に提出しなければならない。
（集会等）
第 23 条	本学の内外において集会、催物等を行おうとする
学生又は学生団体は、開催の7日前までに所定
の開催願を事務部に提出し、学生部長の許可を
受けなければならない。
第 24 条	学生又は学生団体が集会、催物等で学外から指
導者、講演者等を招聘しようとするときは、その
期日の7日前までに開催願にその旨を記載して
事務部に提出し、学生部長の許可を受けなけれ
ばならない。
第 25 条	学生又は学生団体が学内において集会、催物等を
開催するときは、教育研究及び業務に支障をきた
さないよう、日時、場所を選定しなければならない。
第 26 条	本学の内外において有料の催物を行おうとする
学生又は学生団体は、開催の7日前までに開催
願に企画書及び収支見積書を添えて事務部に提
出し、学生部長の許可を受けなければならない。
	2 前項の規定は、学生又は学生団体が共催ま
たは後援する場合にも適用する。
第 27 条	学生部長は、集会等が本学の目的又は本学の諸
規程に著しく反すると認められるときは、当該集
会等の解散を命じることができる。
（施設等の使用）
第 28 条	授業以外の目的で本学の施設又は設備（以下「施
設等」という。）を使用しようとする学生又は学生
団体は、別に定めるところにより、予め使用願を
提出し、学生部長及び施設等の管理者（以下「管
理者」という。）の許可を受けなければならない。
（施設等の使用上の遵守事項）
第 29 条	施設等を使用する学生又は学生団体は、次の事

各種手続
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（印刷物の発行・配布）
第 36 条	学内において新聞、パンフレット、
ビラ等（以下「印
刷物」
という。
）を発行し、配布しようとする学生又
は学生団体は、あらかじめ当該印刷物１部を事務
部に提出し許可を受けなければならない。
（寄附募集等）
第 37 条	寄附募集、署名運動、世論調査その他これらに類
する行為をしようとする学生及び学生団体は、寄
附募集等願（寄附募集の場合は、趣意書及び目
標金額を記した文書を添付）を事務部に提出し、
学生部長の許可を受けなければならない。
	2 寄付募集をした場合は、活動終了後直ちに寄
附金総額を文書をもって学生部長に報告しなけ
ればならない。
（学内放送）
第 38 条	学生又は学生団体が学内において、拡声器又は

本学の放送設備を用いて放送を行う場合は、教
育、研究、業務等の妨げにならぬよう十分に注意
しなければならない。
	2 前項に規定する学内放送を本学の放送設備
を用いて行う場合は、事務部及び放送設備の管
理者に許可を受けなければならない。
（物品販売）
第 39 条	本学の内外においてチケット、パンフレット、刊
行物等を販売しようとする学生又は学生団体は、
開始の7日前までに物品販売願に販売しようとす
る物を添えて事務部に提出し、学生部長の許可
を受けなければならない。
	2 物品販売を行った学生又は学生団体は、販
売終了後 7日以内に、総売上額を文書をもって
学生部長に報告しなければならない。

学校法人 東京理科大学情報ネットワーク利用規程（抜粋）
第 1 章 総則
（趣旨）
第 1 条	この規程は、学校法人東京理科大学（以下「法人」
という。）及び法人の設置する大学（以下「大学」
という。）における情報ネットワークに係る適正な
利用の推進を図るための必要な事項について定め
るものとする。
第 2 章 利用規範等
（利用者の行為指針）
第4条
利用者の行為指針は、次に掲げるとおりとする。
	⑴利用者は、関係する法令、利用心得、その他学内
諸規程を遵守するとともに、情報ネットワークの使
用目的に基づき、適正に利用しなければならない。
	⑵情報ネットワークの利用に当たっては、利用者
の自己責任を原則とする。
（利用者の遵守義務）
第 5 条	利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
	⑴他人の著作権、特許権等の知的所有権を侵し

てはならない。
	⑵他人のプライバシー若しくは肖像権を侵害し、
又は他人を誹謗中傷する行為をしてはならない。
	⑶ インターネット等による通信を妨害してはならない。
	⑷他人のアカウントを不正に使用し、又は他人に
アカウントを不正に使用させてはならない。
	⑸特定の宗教団体又は政治団体に法人又は大学
が係っている印象を与える行為をしてはならない。
⑹営利を目的とする行為をしてはならない。
	⑺法人若しくは大学又は社会の秩序を乱し、法人
又は大学の社会的信頼を著しく損なう行為をして
はならない。
	⑻その他法令に反し、又は公序良俗に反する行為
をしてはならない。
（利用者に対する措置）
第 6 条	利用者は、前条各号の規定に反し情報ネットワー
クを利用した場合においては、警告又は利用停止
の措置を受けることがある。

※ここに記載した要項・規程以外にも様々な諸規程があります。学園生活に関わる重要な諸規程（学則、学籍に関す
る取扱規程、授業料等の徴収猶予に関する取扱要項など）については、大学ホームページで確認してください。

（その他）転学部・転学科について
■転学部
■転学科

転学部とは、現在在籍する学部から他の学部に転籍する場合をいいます。
転学科とは、同一学部内において現在在籍する学科から、他の学科に転籍する場合をいいます。

募集方法
試 験 日：2 月〜 3 月上旬（転学部・転学科要項は、12月上旬からホームページに掲載します。）
担当窓口：各キャンパスの学部事務課窓口

●詳細については、転学部・転学科要項を参照してください。
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