
標高
諏訪東京理科大学

vol.1

2013.5.1918の風
発刊に寄せて
諏訪東京理科大学は、日本で2番目に標高の高いところにある大学です。学内
の至る所から、八ヶ岳連峰が美しく見えます。918mは、シンボルタワーの先端
の標高です。そこで、標高918mから吹く高原の風のように，本学の最近の様子
を、学生諸君やそのご家庭、また地域の方々や学校法人東京理科大学内にもお
届けするニュースレターを、発刊することに致しました。
本学は、短期大学以来22年、四年制大学になってから10年を迎え、昨年10月
には、多くの卒業生や地元の関係各位をお迎えして、にぎやかにホームカミング
デーを開催しました。最近本学では、学生諸君の課外の活動や本学教員の研究・
地域との交流も活発になって来ていることを感じています。これらのニュース
を、918mからの風に乗せて，お伝えしていきたいと思います。918は9=1+8と
覚えて頂いて、諏訪から吹く「918の風」をぜひ応援して頂くよう、よろしくお
願い致します。

本学では今年度から、最先端の研究開発を推進するために、
EV（電気自動車）ラボ、エネルギーラボ、メディアラボ、ビジネ
スラボの4つの「ラボ」を開設しています。そのうちの一つ、「EV
（電気自動車）ラボ」では、機械システム工学科の教員・学生が
中心となって、マイクロEVを組み立てました。このEVは、日本
EVクラブが開発したもので、マイコン、モーターなど各部品は、
自作したり、改良したりすることも可能です（公道も走れるので、
ナンバープレートが取得できる範囲内で）。
組み立ては、ほとんど“枠”だけの状態から始まり、2日間で完成

するか不安でしたが、スタッフの方々の丁寧なご指導のもと何とか
完成させることができました！	完成したEVは、本学へ搬入され、学
内で試乗会も開催しました。25～30km/h程度の速度が出せます。
今後、さらに高度なEVへと進化させるため、授業の教材や研
究対象として使用する予定です。オープンキャンパス等でも随時
公開し、試乗体験も行いますので、お楽しみに！

平成25年度の入学式が4月6日㈯、本学体育館で行われまし
た。本年度は学部生、大学院生合わせて249名が入学。
河村学長の式辞に続いて、学校法人東京理科大学中根滋理事長
が祝辞で「理科大の建学の精神は“理学の普及を以て国運発展の
基礎とする”ですが、さらに世界の発展へとステップアップさせ
てください」「皆さんにとって、今日は社会に出て行く自分をつ
くり始める最初の日です。長野から世界へと夢を描きながら、自
分の人生を企画してください。理科大は、成長しようと努力する
学生を精一杯応援します。また、クラブ活動にも熱中し、親友と
青春を謳歌して欲しいと思います」と新入生にメッセージを送
りました。

諏訪東京理科大学
学長　河村　洋

入学式が行われました

4つのラボ　start !!　～EV（電気自動車）ラボの紹介～

ついにEV完成！



TOPICS
軟式野球部が東日本大学野球選手権大会でベスト8進出

2年続けて岩手県へ被災地応援団!!

軟式野球部は昨年の長野県大学軟式野球秋季リーグで2位と
なり、11月12日に東京で開幕した第33回東日本大学軟式野球大
会に出場しました。
大田スタジアム（東京都大田区）で13日に行われた初戦の対戦
相手は新潟経営大学（新潟地区大学軟式野球連盟第1代表）。1点
を先制されるも4回表に5番宮澤諒士君（機械システム工学科・2
年）のタイムリーで逆転し、その後も追加点を上げ4−1で勝利。
ベスト8進出を決めました。
続く準々決勝は15日昭島市民球場（東京都昭島市）で東京学芸
大学（首都大学軟式野球連盟第1代表）と対戦。初回に5点を失っ
たもののその後は追加点を許さず、何度も反撃を試みるも最後
まで得点を奪えず0−5で敗戦。残念ながらベスト４進出はなり
ませんでしたが、今年夏に行われる全日本大会への第一歩となっ
たことは間違いありません。今後の活躍が期待されます。

ボランティアサークル「ボランティ」の学生16名と顧問教員1
名の総勢17名で「東日本大震災被災地応援団」を結成し、8月29
日～9月1日まで岩手県（大槌町、吉里吉里）で災害ボランティア
活動を行いました。

私は高校生の時からボランティアへの意識
が高かったのですが、卒業式の直後に起きた
東日本大震災は決定的でした。それで大学進
学をしてすぐにボランティアサークルにとび
込み、実際仲間と企画して岩手県大槌町の被

災地支援をしてきました。大学の「チャレンジプラン」とい
う制度の支援を受けて、一昨年、昨年の夏2回行きました。 

一昨年は河川敷の清掃（菜の花プロジェクト）に参加し、
昨年は吉

き り き り

里吉里海岸の清掃で土や砂と挌闘しました。全国か
ら集まったボランティアの方々と一緒です。また、2年にわ
たり保育園を訪れて子どもたちと遊ぶ活動もしました。落ち
込んだりふさぎこんだりしているのではないかと心配して
いたのですが、子どもたちの弾けるエネルギーにびっくりし
ました。支援に行ったのにもかかわらず、私たちの方が元気
をもらった気がします。微力ですが今年の夏も支援に行くつ
もりでいます。 

（ボランティアサークル「ボランティ」部長 経営情報学科3年 好村 悠希）

軟式野球部は10年前にサークルとしてス
タートし、一昨年よりさらなる高みを目指す
べく新たな活動を始め、昨年、長野県大学軟
式野球連盟への加盟を果たしました。 

長野県大学軟式野球連盟は信州大学や長野
大学、松本大学などの6チームで構成され、春と秋にリーグ
戦が行われます。春のリーグ戦は加盟初年度ながら準優勝と
いう見事な成績を収めましたが、優勝チームに与えられる全
国大会への出場権は逃しました。秋のリーグ戦もやはり準優
勝でしたが、東日本大学軟式野球大会への出場権を獲得し、
11月の大会に臨みました。 

大会は初戦を逆転で勝利したものの、次戦は強豪の東京学
芸大学を相手に序盤から守備の乱れもあり失点。その後は
互角の勝負を繰り広げましたが敗退してしまいました。

しかしながら、加盟初年度ながら東日本大会のベスト8
まで進めたのは、当チームの良さである強い結束力のもと、
チャレンジャーとして一生懸命に戦い抜けた結果であり、悔
しさもありますが自信を得ることができました。また、日頃
ご協力いただいた学校関係者の方々、矢島スポーツ様、応援
してくださった皆様のおかげでもあり、本当にありがとうご
ざいました。 

自分にとっても連盟への加入準備を始めた一昨年、キャ
プテンを任されゼロからのスタートでしたが、目標を定めて
チームをまとめ、また多くの方々に助けてもらいながら、目
標を達成できたことは、非常に大きな経験となりました。

今後は全国で勝てるチームづくりを目標に練習と経験を
重ね、新たな伝統を後輩に引き継いでいきたいと思います。 
 （軟式野球部キャプテン　経営情報学科4年　冨田 良太）大田スタジアムで

吉里吉里海岸の清掃
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西村誠君、技能五輪全国大会で努力賞を受賞

スキー・スノーボード教室を開催

「総合演習」優秀チーム、社会人基礎グランプリ関東地区予選に出場し、奨励賞を受賞

昨年10月末に松本市総合体育館で開催された第50回技能五輪
全国大会「電子機器組み立て職種」に本学の西村誠君（電子シス
テム工学科・4年）が出場。学生選手中1位であったことを評価さ
れて、「努力賞」を受賞しました。また、長野県職業能力開発協会
から、県代表として出場したことに対して、「長野県職業能力開
発協会長賞」を受けました。

2月18日にピラタス蓼科スノーリゾートにおいて、学園生活応
援団によるスキー・スノーボード教室が開催されました。当日は
あいにく大雪となりましたが、参加者は時間いっぱいまで滑り、
「リフト券もお得になるし、ぜひ来年も参加したい！」との声が
あがりました。

「総合演習」は本学の特徴である工学と経営学の融合教育のハ
イライトとして、3学科混成のチームが課題に取り組む3年次の
授業です。この授業の最後には、審査会を経た上位チームが発表
を行い、最終的に優秀チームを4チーム選出します。昨年度、こ
の4チームのうちの2チームが社会人基礎グランプリ関東地区予
選大会に出場しました。「理科離れを阻止　小学生の算数・理科
の“わからない”を克服する教育を企画せよ」「萌え観光で諏訪地
域を活性化。諏訪独自のナイスな土産をプロデュース～SLを復
活させようプロジェクト」のテーマで発表を行ったところ、2チー
ムとも奨励賞を受賞しました。

10月26日から長野県で開催された「第50回技能五輪全
国大会」の「電子機器組立て職種」に長野県代表として出場
しました。この大会に参加するにあたり、本学の「チャレン
ジプラン」を使わせていただき、資金面で多大な支援をして
頂きました。また、技能五輪に参加している地元の企業から
も場所の提供やご指導も頂くなど、本当に多くの方々にサ
ポートして頂きました。それだけ期待がかかっていることで
あると認識し、その期待に十分に応えられるよう、最善を尽
くして頑張りました。 
 （平成25年3月電子システム工学科卒業　西村 誠）

学園生活応援団は学生が組織する団体として
平成21年に発足し、学生部とともに学生・教職
員の交流行事や、新入生のスムーズな学園生活
への導入のサポートを行っています。主な行事
は、坊っちゃん杯スポーツ大会、ボーリング大

会、このスキー・スノーボード教室などがあります。 
スキー・スノーボード教室は本学の周囲にいくつものスキー

場がある環境を活かさない手はないと考え毎年開催していま
す。今年は、午前中に経験者が初心者に教えながら徐々にス
キー・スノーボードに慣れ、午後は大雪のため中止も考えたの
ですが、お昼休みの際に「大雪だけど午後もやりたいか？」の
問いに全員から「やりたい！」の声が上がり、時間いっぱい自
由滑走を楽しみました。 

参加者からは、「諏訪理科らしいイベント」「久しぶりにス

キ ー を や っ て
楽 し か っ た 」

「色々な人と交
流ができた」などの声をいただきました。今後も参加人数を増
やすなどして恒例行事として続いていけばと思います。 

学園生活応援団の活動の主な目的は、学生生活のサポート、
アドバイスはもちろん、学生や教員、職員の交流を図ることが
あります。普段交わることのない他学科の学生がイベントなど
で交流し、横のつながりができ、それが本学の掲げる「工学と
経営学の融合教育」の一助になればと考えています。また、教
員や職員の皆さんとも積極的に交流を図ることで、より豊かで
充実した学生生活が過ごせるのではないかと思います。 
 （学園生活応援団副団長　電子システム工学科4年　片貝悠）

学長、システム工学部長と

発表風景

ピラタス蓼科スノー
リゾートにて



6月	14日㈮	　授業調整日（東京物理学園記念日であるが、授業を行う）
6月	30日㈰	　オープンキャンパス・スペシャル
7月	15日㈪	　授業調整日（祝日であるが、授業を行う）
7月21日㈰	　オープンキャンパス・スペシャル
7月	23日㈫	～25日㈭	 前期補講期間
7月	29日㈪	～8月6日㈫	 前期定期試験期間
8月	 4日㈰	　オープンキャンパス・スペシャル
8月	 7日㈬	～9月15日㈰	夏期休業
9月	 8日㈰	　秋のオープンキャンパス
9月	10日㈫	～13日㈮	 前期追・再試験期間
9月	16日㈪	～19日㈭	 前期集中講義期間
9月	20日㈮	　後期授業開始

長引く不況や経済の先行き不透明感が漂う中、就職環境は依
然として厳しい状況ではありますが、平成24年度の就職内定率
は平成25年3月23日現在、92％で、前年度91%と比べ、ほぼ同
等の内定率となりました。
平成24年度の就職状況は、例年と同様に5月より内定の報告
が徐々に届き始め、10月頃で50％に至り、その後も同様のペー
スで内定報告が続き、最終的な状況に至りました。粘り強く就職
活動を続けることが内定につながったといえます。学内におい
て、内定に至らない学生への面談を定期的に実施しながら、近年、
政府が重点的に強化しているハローワークを通した学生就職支
援とも密に連携し就職活動を支援しました。来年度も同様に就職
の支援活動を実施いたします。

機械システム工学科准教授
市川純章 就職幹事長

平成24年度卒業生の主な就職先
【電子システム工学科】
アヴァシス㈱、㈱イースタン、㈱OKIハイテック、グリー㈱、シ
チズン時計ミヨタ㈱、長野日本無線㈱、ネクストエナジー・アン
ド・リソース㈱

【機械システム工学科】
アート金属工業㈱、㈱SUWAオプトロニクス、積水ハウス㈱、東
洋精機工業㈱、長野興農㈱、野村ユニソングループ

【経営情報学科】
サンリン㈱、㈱JTB情報システム、信州航空電子㈱、税理士法人
柳澤会計、㈱都筑製作所、㈱ツルヤ、長野精工㈱、富士ゼロック
ス長野㈱

平成24年度　就職状況報告

卒業生の声

平成25年度　前期授業予定
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私は近年注目を集めている電気自動車に使われるバッテ
リー関連の部品開発を担当しています。学生時代は現在の仕
事内容にかなり近いことを学び、とりわけ回路図の作成やハ
ンダ付けといった実践的なテクニックはもちろん、発生した
問題を解決するための理工学的アプローチ方法などが非常
に役に立っています。また、難解なリポートも多く、それを
やり遂げることで困難に立ち向かう粘り強さも身に付いた
と思います。将来の目標は一流の技術者です。特定の何かを
作りたいというよりも、何でも作れる、常に人の一歩先を行
く技術者を目指しています。

プロジェクターの製品マニュアルの制作を担当していま
す。構成を考え、文章を書き、イラストの手配、編集など基
本的に一人ですべて担当しています。自分のやりたいこと
は何か、入社することでどう会社が変えられるのかを考える
ようにと大学側に親身に相談に乗っていただいたことで今
があります。経営についても学んできたおかげで、現在の実
務だけでなく会社の経営状況についても理解でき、働く方向
性も見え、毎日充実しています。これから早く一人前になり、
新たな分野を切り開き、自分にしかできないことを見つけ、
会社にも社会にも貢献していきたいと思います。

一歩先を行く技術者になりたい 自分のできることで会社にも
社会にも貢献したい

齊藤 貴弘
平成22年3月 電子システム工学科卒業
オムロン飯田株式会社

赤羽 真由子
平成24年3月 経営情報学科卒業
アヴァシス株式会社

❖ 編集後記 ❖
賞味期限の切れないニュースを「風」に乗せてお届けしたい、と
の思いで編集しました。とはいえ、前期1回、後期1回の発行なの
でなかなかむずかしい。これからもみなさんに読んでいただける
よう工夫していきたいと思います。この創刊号をお読みになって
のご感想などぜひお寄せください。

出前授業をご利用ください～地域のみなさまへ～
大学の教員がみなさまのところに出向いて講義や講演をし
ます。対象は、小学生から社会人まで。詳しくは、ホームペー
ジまたは下記にお問い合わせください。
ホームページ：http：//www.suwa.tus.ac.jp/
電話：0266-73-1244	（生涯学習センター）
E-mail：shougai-suwa@admin.tus.ac.jp

学習支援室を充実させました
平成24年度から学習支援室を毎日開くようにしました。
①高校時代の勉強を復習する
②大学の授業の理解を深める
③授業よりも一段上のレベルをめざす
以上の3つを柱にして運営しています。また、留
学生の学習支援・生活相談もしています。

理科大イメージキャラクター「坊っちゃん」
夏目漱石の『坊っちゃん』の主人公の出身は東京物理学校です。

東京理科大学の前身なので、理科大のキャラは「坊っちゃん」なのです。


