就職内定者の声
駒村 百合子（コンピュータメディア工学科4年）

松山 純也（経営情報学科4年）

《八十二システム開発㈱ 内定》

《野村ユニソン㈱ 内定》

中学生の時から将来はシステム開発に携わりたいと
考えており、就職のことを意識し始めた時からこの会
社を第一志望に決めていました。
私は3年次で研究室に仮配属されたこともあり、出前授業や学会発表
等を経験したおかげで就職活動においてアピールできる内容は豊富に
ありました。また、出前授業を通じて、小さな子供からお年寄りまで色ん
な人と関わってきたことからコミュニケーション能力が身につき、強みに
繋がったのだと思います。キャリアセンターから内定を取るのはなかな
か難しい会社だと聞いていたため、ひとつひとつの選考を大切にし、筆
記や面接の内容を書き出して振り返るなど工夫しました。就職活動と研
究活動を同時に行う為、多忙でしたが自身を顧みる時期でもありました。
その中で勝ち取れた第一志望の内定は心の底から嬉しく、ずっと応援
してくれた家族も非常に喜んでくれました。

私は就職活動を通じて様々なことを学
び、得ることができました。その中でも自
分の考えを文章化し、それをどうやって相
手に伝えるか、という点で非常に成長することができたと実
感しています。内定を頂くまでの間、友人や先輩、ゼミの先
生、家族など多くの人に支えてもらいながら就職活動を行っ
てきました。就職活動は個人競技だという話を聞きます。し
かし就職活動の中ではたくさんの人と関わり支えてもらって
いるという事を忘れてはいけないと感じました。就職活動は
今後の人生に大きく関わることであり、また自分をさらに成
長させるチャンスでもあると思います。早い段階から自分の
やりたいことや向いていることを踏まえ一つ軸を定めて、そ
の軸に沿って取り組んでいくことが重要だと思います。

研究室・ゼミ紹介

標高

918の風

私たちが普段目にしている太陽電池は、変換効率向上のた
め、入射光を閉じ込め裏面を封止しています。そのため、発電
される出力は向上するが、裏面側が日陰になってしまいます。
光を透過するタイプの太陽電池を用いると、発電効率はそれだ
け低下するが、裏面に抜ける光をうまく利用できれば裏面空間
を有効に使用することができます。
そこで、光を透過することができる有機薄膜太陽電池を農業
と一緒に利用し、発電を行いながら有機薄膜太陽電池の裏面空
間で植物を育てられないかと考えました。実際に本学屋上で有
機薄膜太陽電池の出力と透過光を測定し、実際の出力とシミュ
レーションによる出力を比較することや、透過光が植物の光合
成に適しているかを評価しました。
先生方や後輩たちの協力もあって、いい研究結果を出すこと
ができ、研究成果をまとめて学会発表を行うことができまし

平成29年度後期授業等の主な予定
  9月 14日㈭ 後期授業開始
10月 27日㈮ 理大祭準備日のため終日休講
10月 28日㈯ ～29日㈰ 理大祭
12月 24日㈰ ～1月9日㈫ 冬期休業期間
  1月 10日㈬・11日㈭ 後期補講期間
  1月 23日㈫ ～30日㈫ 後期定期試験期間
  2月 21日㈬ ～24日㈯ 後期追・再試験期間
  3月 23日㈮ 学位記授与式
以下の4日間は、授業調整日として、祝日であるが授業を行います。
9月18日㈪、23日㈯、11月3日㈮、12月23日㈯

❖ 編集後記 ❖

今号で創刊10号となりました。いよいよ半年後に迫った本学の公
立化と学科再編についての学長からの説明、大学の更なる発展の
ために迎えた新任教員の紹介、新設クラブ紹介をはじめ学生会活
動や就職活動、研究等を頑張っている学生たちの声を中心にお届
けしました。ご意見・ご感想お待ちしております。

学習支援室をご利用ください

学習をサポートするために学習支援室を毎日開いています。
◦高校時代の勉強を復習する
◦大学の授業の理解を深める
◦授業よりも一段上のレベルをめざす（
「発展学習講座」を
行なっている）
以上の3つを柱にして運営しています。

学生相談室をご利用ください～保証人のみなさまへ～

学生相談室では、保証人の方からの相談も受付けています。
お子様のことで心配なことがございましたら、学生相談室の
カウンセラーにお気軽にご相談ください。
相談はカウンセラー在室日にお電話いただくか、手紙を本学
学生相談室宛にお送りください。相談は無料です。
［学生相談室直通ダイヤル］
TEL 0266-73-1307
［カウンセラー不在の時］
TEL 0266-73-1354（2号館事務室直通）
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諏訪東京理科大学

1日の公立化が目前に迫ってきている状況です。さらに、学部学科の再編についても変更
の届出がすでに文部科学省に受理されて、来年4月以降の新しい大学としての姿が具体的
に見えてきました。これにあわせて、今年4月には多くの新任教員を迎えることができ、
教育・研究体制を一層充実させることができました。今号では、これらの新任教員の紹介
記事も掲載しています。
今回の学部学科の再編に伴い、特に最近世の中の関心も高い「人工知能」や、電気自動

車に象徴される機械と電気の融合技術などの教育研究に力を入れ、さらに本学の伝統であ
る工学と経営学の融合教育も発展させてゆきます。在学生のみなさんは、今までにもお伝
えしている通り、所属している学部学科は公立化後もそのままですが、新しい教育内容も適用して責任を持って卒業
していただきます。また、学費も公立大学の学費が適用されます。今号では、公立化に伴い変更となる学費や奨学金
制度などについてもご紹介をしています。
今年は新入生の皆さんも活発で、新しい課外活動サークルもいくつか誕生しましたので自己紹介をしてもらいま
した。
“クライミング”は東京オリンピックで採用されて最近人気上昇中ですし、
“理大アンサンブル”にはぜひ大学
のイベントでも演奏出来るようになってほしいと思います。アメフトをフリスビーでやるような“アルティメット”
は私も知りませんでしたが、YouTubeで見てみると高原の本学グランドでやってもらうのに適したとても気持ちよ
さそうな競技です。本学ではサークル活動に多少の援助もしています。既存のサークルを含め、ぜひ皆さんが活発に
活動してほしいと思います。

学長
た。学会発表では、
これからの研究で
の課題点を見つけ
ることができ、今後
研究を進めていく
にあたってのいい
刺激となりました。

現在は、発表の時
に行っていた研究
日本太陽エネルギー学会 学生奨励賞受賞
を引き続き行って
おり、データ数を増やして信用性のある研究結果にするととも
に、実際にビニールハウス等で使用した場合を想定して曲面で
の出力と透過光評価を行っています。


（大学院工学・マネジメント研究科2年 飯野 太智）
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本学の公立化については、この標高918の風でもお知らせしてきましたが、公立大学へ
移行するための関係各省庁への手続や、体制の整備等は順調に進んでおり、平成30年4月

諏訪東京理科大学

平田陽一研究室（電気電子工学科）
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公立大学化後の学費等について
2018年4月に公立大学へ移行した場合に、在学生の学費も以下の通り変更となる予定です（1年間の納付額）。

現

行

公立大学移行後

工

学

部

学

部

経営情報学部

全 学 部 共 通

授業料

870,000円

740,000円

535,800円

施設設備費

合

260,000円

計

1,130,000円

200,000円

940,000円

－

535,800円

また、公立大学移行後は奨学金についても、新設・変更・廃止となる制度がありますので、十分にご注意ください。大学独自の
制度として予定されているものは以下の通りですが、学費を含め2017年9月現在の予定ですので、変更となる場合があります。
制度名
優 秀 学 生 奨 学 金
海外研修等支援奨学金

授 業 料 減 免（ 経 済 的 理 由 ）
授 業 料 減 免（ 緊 急 理 由 ）

支給額

【第1種】240,000円
【第2種】120,000円
最大100,000円

年間授業料の半額

年間授業料の全額又は半額

人

数

各学年4名を上限とする
各学年8名を上限とする
プログラムごとに設定
70人を上限とする
基準該当者

この他に、経済的理由による授業料徴収猶予制度、自然災害被災学生に対する授業料減免制度を設ける予定です。また、これ
まで同様に日本学生支援機構等外部機関の奨学金制度を利用することができますが、私立大学から公立大学への移行により貸
与額等が変更となるものもありますのでご注意ください。
なお、各種奨学金のお知らせは今まで通り、学生に対してCLASSシステムの「奨学金・課外活動等」にて実施していますので、
見落としがないようにご子女にご指導ください。

諏訪東京理科大学のシンボルタワーの標高が918m。
「918の風」はそれにちなんでいます。

TOPICS

918の風

新任教員紹介

新設クラブ紹介

今年度、諏訪東京理科大学の教育・研究の更なる発展のために迎えた新任教員をご紹介します。

今年度は365名の学部新入生を迎えました。そして新入生が中心となり、課外活動の活性化が進み、7つの新団体が

（①氏名・職位

②前職とその簡単な紹介

③新任教員としての意気込み）

①國行 浩史
工学部 機械工学科 准教授
②日産自動車株式会社に28年間勤務し、自動車の振動騒音、
衝突安全および交通事故防止の研究・開発を担当してきま
した。
③クルマにおいても学内においても、新たな進化に向けた「風」を感じてい
ます。安心で安全なクルマ社会を実現するために、地域社会とも連携して、
未来へのクルマ社会づくりに取り組んでいきたいと思います。

①橋元 伸晃
工学部 電気電子工学科 教授
②セ イコーエプソン㈱にて、数々の世界初・革
新的な技術・製品創出の研究や生産技術のプ
ロジェクトリーダー、管理職業務に従事。
③研究の楽しさや企業での経験を余すところなく学生の皆さんに伝え、⑴社会人と
しての基本的な立ち居振る舞いができ、⑵手を動かしながら考えられ、⑶チームで
動ける企業・社会で必要不可欠なエンジニアを育成したい思いが強くなりました。
図：革新技術創出事例（エレクトロニクス実装学会2009技術賞受賞技術） 世界初、液晶パネルへの2000接点超・樹脂コアバンプ付きICの同時一括実装技術

①山口 武彦
工学部 コンピュータメディア工学科 講師
②東京理科大学基礎工学部電子応用工学科 助教。
研究内容：VRの要素技術開発、およびVRを用いたデータ
サイエンス技術の開発。
③平成29年4月1日付で、工学部コンピュータメディア工学科 講師を拝命
しました。これまで進めてきた学際的かつ国際的な研究活動を基盤とし、
本学の発展につながるよう努力したいと思います。今後とも宜しくお願い
致します。
①布 房夫
経営情報学部 経営情報学科 教授
②N TTアクセスサービスシステム研究所で最先端のコア技
術を用い高速大容量を実現する無線通信システムの研究開
発に従事しておりました。
③前職でも人に教える機会はありましたが、前期の授業を終えて、人に理解
してもらう難しさをあらためて認識しています。興味を持ちやすく、かつ、
理解しやすい授業ができるよう色々と工夫し、がんばっていきたいと思っ
ております。
①宮部 真衣
経営情報学部 経営情報学科 講師
②和歌山大学システム工学部の講師として、ヒューマン
インタフェースの講義を担当したり、ソーシャルメディ
ア上の情報分析などの研究をしたりしていました。
③前期を終えてみて、諏訪東京理科大学には、予習や復習など、授業外の学習にも熱
心に取り組む学生さんが多いと感じています。私の専門は情報技術の応用システ
ムの開発・分析等ですが、熱意を持った学生の皆さんに、情報技術の面白さ、応用
方法など伝えられるように努力していきたいと思っています。

結成されました。この中から、3つの団体について、結成の中心となった3人の学生の声を紹介します。

クライミング部
私は大学入学後クライミング部を創部しまし
た。理由は私自身高校時代山岳部に所属してお
り、その部活の一環でクライミング競技の活動
を通して様々な人々と出会い、そのなかで多く
のことを学んだという経験から大学でも続けて
いきたいと思ったからです。
しかし、一から新しいものを作り出すということで部員を集め
るということや練習場所をどうするかなど様々な困難に直面しま
したが、友人の協力や地元のクライミング関係の方々の協力に
より無事にクライミング部を創部させることができました。
現在クライミング部は私を含め一年生 9 人で活動をおこ

アルティメット部
今年アルティメット部を創部しました。アル
ティメットとはバスケットボールとアメリカン
フットボールを合わせフリスビーを用いて行う
競技です。部活を選ぶときに自分が入りたいと
思う部活がなく「ないなら作ってしまえばいい
んじゃない？」という助言を友達からもらい作ることとなりま

理大アンサンブル部
理大アンサンブルは、室内楽を演奏する部活
として今年発足しました。発足当初は5人だけ
の部員でしたが、理大祭での演奏に向けて各
パート（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ）の部
員も増えていく予定です。
初心者や楽器を持っていなかった部員には、部活の楽器を貸
出して、経験者が教えながら楽しく練習をしています。

なっています。練
習は茅野クライミ
ングクラブと合同
で茅野消防署内の
人口壁を利用した
り、諏訪市内にあ
るボルダリングジ
ムで行っています。今後クライミング部の活動の幅を拡げるた
め大会などに参加したり、自然の岩場で活動したいと考えてい
ます。またクライミング部は大会で成績を残すだけでなく、岩
場やジムでこのグレードのルートを登るといった自分自身の
限界を超えていくということを目標にしています。
（機械工学科1年 クライミング部 部長 大江 峻生）
した。声をかけると仲間が集まり
大学の先生も部を作ることに助言
をしていただいてとても嬉しかっ
たです。新しいことを始めやすく
とても良い大学だと感じました。
これから大会などにも出れるよう
に練習していきたいです。
（機械工学科1年 アルティメット部 部長

いずれは大学
内や地域の方々
に向けたコン
サートを定期的
に開催できるよ
うな部活になれ
るよう頑張って
いきます。
（機械工学科1年

理大アンサンブル部 部長

古野 渓太郎）

河野 太祐）

学生会活動報告
私たち学生会は全校生徒の学生生活を充実さ
せるために学生参加のイベントの企画、運営を
行っています。今年度の前期には、毎年の恒例
行事である春の坊っちゃん杯スポーツ大会とト
レッキング、バーベキューを行う夏山自然交流
会（写真）を開催しました。イベントの目的は坊ちゃん杯では
大学の新しい友達、部活内
の親睦を深めること、夏山
自然交流会では学年、学科
を超えた交友関係を築いて
もらうことです。これらの
イベントで学生生活の思い
出を作るだけでなく、自然

豊かな茅野の地で体を動かしてもらうことで茅野市の魅力的
な環境を伝えることができたと思います。学生会はこれからも
様々なイベントを企画し、諏訪理科を盛り上げていきます。


（経営情報学科3年 学生会長 下条 千史）

