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建学の精神 

「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」 

 

研究科の目的 

修士課程は「工学と経営学の融合教育」を強化し、工学から経営学にわたる幅広い学問領域に

共通する融合教育を施すため、学部、学科の境界を取り払い、先端技術の深耕とすべての組織活

動を効果的かつ高度に行うためのマネジメントをさまざまな社会システムや企業へ一連の流れ

を意図して展開させるかを理解、修得させることを目的とする。 

 

専攻の目的 

工学・マネジメント専攻は、「工学と経営学の融合教育の更なる高度化」により、学部レベル

を越えた「経営がわかる技術者」「技術がわかる経営管理者」の養成を目指す。 

 

求める学生像 

（１） 本学における特徴ある先端分野の研究をさらに深く希望する者。 

（２） 工学と経営学の融合教育を理解し、積極的に学習する意欲を持っている者。 

（３） 先端分野の研究と工学と経営学の融合教育で培った能力や知識によって、地域社会及び

広く国内外の学術・産業の発展に貢献したいと考えている者。 
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１．出願資格 

平成 30 年 3 月に本学下記学部学科を卒業見込みの者で、本学大学院工学・マネジメント研究科修

士課程への進学を第一志望とする者。 

なお、学内選考制度は、募集する研究科への入学を条件としていますので、他大学大学院や就職と

の併願はできません。 

システム工学部 
電子システム工学科 

機械システム工学科 

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 

経営情報学部 経営情報学科 

※ 出願希望者は、研究指導を希望する教員とあらかじめ面談を行い、本学所定の志望理由書に署名、

捺印を受けるとともに入学願書に学科主任の許可印を受けてください。 

 

２．出願期間 

受付日時：平成 29年 6月 26日（月）～6月 30日（金） 

8時 45 分～17時（12 時 45分～13時 45分を除く） 

出願書類受付場所：諏訪東京理科大学 入試センター（2号館事務室） 

 

３．選考日時・選考方法 

日  時：平成 29年 7月 8日（土） 

       受付開始   9時 30分 

       着席完了   9時 50分 

       面接開始  10時～ 

  場  所：諏訪東京理科大学 

  受付場所：2号館 1階 エントランスホール 

  選考方法：書類選考及び面接 

 

４．出願手続及び提出書類 

（１）入学検定料 35,000円 

①入学検定料は本学 6号館事務室に納入してください。 

②入学検定料領収書及び納付票は入学願書と一連綴りになっていますので、必要事項を記入し、

そのまま切り離さず窓口に提出してください。 

③納入した後、Ａ・Ｂ票に収納印があることを確認してください。 

④Ｂ票は本人保管用になりますので、切り離して各自が大切に保管してください。 

⑤入学検定料の納入期間は出願期間と同じです。期間外は受け付けません。 

（２）出願書類 

①入学願書（本学所定用紙。学科主任の許可印があるもの。） 

②志望理由書（本学所定用紙。希望研究指導教員が内容を確認して署名・捺印したもの。） 

③成績証明書 

④卒業見込証明書 

（３）出願方法 

入学検定料を納入後、上記出願書類を本学入試センター（2号館事務室）に提出してください。 

 

５．入学願書記入について 

（１）記入上の注意 

入学願書は受験番号欄を除き漏れなく記入し、必要な箇所は○で囲んでください。また、学科主

任印欄には所属学科の学科主任の許可印を受けてください。 

記入にあたっては次の点に注意してください。 
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①志望専攻コードは、「ＧＨ」を記入してください。 

②連絡先は、本学が合格通知等の重要な書類を郵送する場所です。最も確実に連絡が出来る場所

（帰省先、保証人住所等も可）を記入してください。出願後連絡先を変更する場合は、速やかに 

 本学入試センター（2号館事務室）に届け出てください。 

③マンション・アパート等の場合、マンション名・号棟・号室等も忘れずに記入してください。 

④希望専門コース及び担当教員・研究分野コードは「研究指導教員及びその研究分野一覧表」（3

ページ）を参照し記入してください。コードのない教員は学生を募集しませんので注意してく

ださい。 

⑤Ｂ・Ｃ票についても、忘れずにそれぞれ必要事項を記入してください。 

（２）写真貼付上の注意 

①所定の大きさ（4cm×3cm）の写真を全面貼付してください。 

②上半身正面、無帽・無背景、最近 3ヶ月以内に撮影したものを使用してください。 

③はがれる恐れがあるため、写真の裏面に氏名を記入しておいてください。 

④眼鏡使用者は眼鏡をかけたまま撮影してください。 

※個人情報の取扱い 

入学願書に記載された個人情報は、①入学試験実施（出願処理・試験実施）、②合格発表、

③入学手続と、これらに付随する事項を行うために利用するものであり、それ以外の目的

に使用することはありません。 

 

６．合格者発表 

合格内定者には、平成 29年 7月 12日（水）に合格内定通知書を送付します。正式な合格通知書（兼

初年度納付金振込依頼書）は、平成 30年 3月 7日（水）に速達で送付します。 

※合格内定後に住所等を変更した場合は、速やかに本学に届け出てください。 

 ※合格内定通知書及び合格通知書の発送日は郵便局への投函日を示します。郵便事情により配達日が

異なりますので、あらかじめご了承ください。 

 

７．入学手続 

平成 30年 3月 12日（木）～3月 23 日（金）までの間に初年度納付金を納入（銀行振込）して行い

ます。手続きについての詳細は合格通知書を参照してください。なお、定められた入学手続期間内に

手続をしない場合には、入学を許可しないので注意してください。 

 

８．初年度納付金 

 平成 30年 4月に公立大学に移行する予定でありますが、平成 30年度入学者については入学金、

授業料等は 私立大学として一旦納付 していただきます。なお、公立大学移行後に納付額が変更

となる予定です。入学手続きの際に納入した金額（入学時納付金）と公立法人で定められた初

年度納付金の額との差額を後期納付金 として納付していただく予定です。 

 

  入学金 授業料 施設設備費 合計 

 私立大学としての学費 

（平成 29年度実績） 
280,000 円 800,000 円 150,000 円 1,230,000円 

 
うち、入学時納付金 280,000 円 400,000 円 75,000 円 755,000 円 

 公立大学移行後の学費 

（予 定） 
282,000 円 535,800 円 － 817,800 円 

 ※上記の他、学生教育研究災害傷害保険費等が別途必要です。 

 

９．その他 

学内選考制度は、募集する研究科への入学を出願条件としていますので、いったん受理した入学検

定料及び初年度納付金は、原則として返還しません。 



 
 

研究指導教員及びその研究分野一覧表（平成 30年度）  

 

専
攻
名 

研究指導教員 役職 専門コース 研究分野 
研究分野 

コード 

工 

学 
･
 

マ 

ネ 

ジ 

メ 

ン 

ト 

専 

攻 

河村 洋 教授 工学コース 宇宙環境熱・流体力学、伝熱工学  

板橋 正章 教授 工学コース 衝撃工学、環境配慮型構造設計 SW01 

須川 修身 教授 工学コース 環境安全･火災災害周辺研究  

竹増 光家 教授 工学コース 塑性加工、粉体加工、マイクロ加工、超音波応用加工 SW02 

星野 祐 教授 工学コース 制御工学、ロボット工学、振動学 SW03 

雷  忠 教授 工学コース 航空力学、流体工学 SW04 

今村 友彦 准教授 工学コース 燃焼工学、安全工学 SW05 

内海 重宜 准教授 工学コース 界面科学、ナノカーボン、磁性材料、物理化学 SW06 

石井 隆生 教授 工学コース 機能性酸化物材料 SW07 

大島 政英 教授 工学コース モータドライブ、磁気浮上・磁気軸受 SW08 

北村 正司 教授 工学コース 電気機器、超電導応用、数値計算 SW09 

平田 陽一 教授 工学コース 太陽光エネルギー、複合利用システム SW10 

福田 幸夫 教授 工学コース 電子材料･オプトエレクトロニクス  

渡邊 康之 教授 工学コース 太陽光エネルギー変換工学・光合成工学、有機分子エレクトロニクス SW11 

王谷 洋平 准教授 工学コース 機能性薄膜材料 SW12 

市川 純章 教授 工学コース 知能ロボティクス、メカトロニクス SW13 

清水 俊治 教授 工学コース 医用工学、福祉工学、ジェロンテクノロジー、生体工学、ヒューマンサイエンス  SW14 

平田 幸広 教授 工学コース バーチャルリアリティ SW15 

松江 英明 教授 工学コース 無線通信･ワイヤレスネットワーク SW16 

水野 秀之 教授 工学コース マルチメディア情報処理 SW17 

杉田 誠 准教授 工学コース ネットワーク・セキュリティ技術 SW18 

田邉 造 准教授 工学コース 画像・音響・通信の信号処理、組み込み制御 SW19 

飯田 洋市 教授 マネジメントコース オペレーションズ・リサーチ、多目的意思決定論、集団意思決定論 SW20 

奥原 正夫 教授 マネジメントコース、工学コース  統計的品質管理、実験計画法、多変量解析法 SW21 

五味 嗣夫 教授 マネジメントコース 事業戦略論、生産システム論 SW22 

広瀬 啓雄 教授 マネジメントコース、工学コース  経営情報システム論、e-ラーニングシステム SW23 

松岡 隆志 教授 マネジメントコース 情報理論とその自然・社会科学への応用 SW24 

三代沢 正 教授 マネジメントコース、工学コース  マルチメディア情報処理、技術経営 SW25 

山田 哲靖 教授 マネジメントコース、工学コース  通信ソフト工学、ソフトアーキテクチャ SW26 

土屋 健 准教授 マネジメントコース、工学コース  分散協調システム、情報通信ネットワーク  

鳥居 陽介 講師 マネジメントコース 財務管理論  

山縣 宏寿 講師 マネジメントコース 人的資源管理、社会政策  

① 研究指導教員及び研究分野については若干の変更がありえます。 

② コード番号のない教員は、研究指導を受ける学生の募集は行いません。 
③ 専門コースが複数ある教員については、どちらか一方を選択してください。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 問合せ先 ● 

諏訪東京理科大学 入試センター 

〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1 

TEL 0266－73－1244（直通） 

  0266－73－1201（代） 
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