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経営情報学科では、「地域の窓から世界を
望む」というポリシーを掲げ、「学内の学び」
とともに「学外の学び」をカリキュラムに取
り入れています。「学内の学び」では、経営学
と情報システムの専門知識を習得します。1
年生から専門科目を履修でき、3年生からは
自らの興味関心に従って経営分野か情報シス

テム分野のいずれかを専攻し、専門性を高めていきます。
「学外の学び」は、地域課題を教材として実践力を磨く「地域の

学び」と、海外研修でグローバルな視点と実践力を鍛える「世界
の学び」があります。「地域の学び」のひとつ「プロジェクト＆マ

ネジメント科目」では、
1年生から4年生の専
門の異なる学生が地域
課題の解決に向けてプ
ロジェクトチームを結
成し、主体的に活動す
る過程で理論と現実の
ギャップを理解し対応
できる能力を磨きま
す。また「世界の学び」

には、長期と短期の海外ビジネス研修があります。いずれも海外
展開する企業から事前に提供される課題について、授業で学んだ
知識と現地視察を通して解決策を提案・実施します。

このように本学科のポリシーは、激変する社会情勢において、
従来のやり方や考え方が通用しない状況にいかに対応するか、
その基礎（知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・協調性）
を築くことを狙いとしています。

（経営情報学科　平尾 毅 准教授）

経営情報学科紹介

研究室・ゼミ紹介

就職内定者の声

平成28年度前期授業等の主な予定
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❖ 編集後記 ❖
海外研修、地域での学び、地域に開かれた大学祭など、“グローカ
ル”志向が定着してきました。そのような学生さんたちの姿をお
届けします。ご意見、ご感想をお寄せください。

※掲載されている学生の学年・所属は2015年度時点のものです。

私は、学部3年の後期から当研究室に特別配属してもらって
以来、大学院2年までの合計3年半、次世代携帯電話システム
や無線LANシステムなど無線通信に関する技術について勉強
や研究を行ってきました。その中で、院2年生では、無線技術
を計測分野に応用するレーダー技術について、企業と共同研究
しました。この技術と通信技術を結びつけることで、離れた場
所からでも人の呼吸、心拍などを常時モニタすることができる

という夢の技術です。最初
はいろいろ解らない点が多
くありましたが、研究室の
仲間や企業の方との打ち合
わせなどを通して少しずつ
自分のものにし、計算機シ
ミュレーション法により、
新たな技術の有効性を示す

ことが出来たときは大きな達成感がありま
した。これまでに得られた成果は学会で発
表したり、2015年5月に東京ビッグサイト
で開催されたワイヤレスジャパン・WTP

（ワイヤレステクノロジーパーク）2015に
も動態展示するとともに発表しました。こ
れは無線通信に関する国内最大級の展示、発表会であり、大勢
の聴講者から質問や激励をいただき感激しました。また、昨年
10月には諏訪圏工業メッセにて展示し大きな反響がありまし
た。これらの活動を通して得られた知識、技術をさらに発展す
べく、就職活動に積極的に取り組んだ結果、移動体通信システ
ムの開発企業であるドコモ・テクノロジー株式会社への入社
内定を得ることができました。現在は残された学生生活を楽し
んでいます。 
 （大学院工学・マネジメント研究科2年　秋山 拓也）

安心見守りシステムの研究開発に携わって《松江研究室》

この1年間の大きなニュースの一つは、大村智先生がノーベル生理学・医学賞を受賞された
ことでした。先生は東京理科大学の大学院のご卒業で、しかも本学からは車で1時間ほどの近
くの山梨県韮崎市のご出身です。先日私も訪れてみましたが、中央アルプスと八ヶ岳の山麓が
甲府盆地に移行する広々とした景勝の地で、大村先生の何事もこつこつと進められるお人柄
は、この甲信地方で育まれたものだと思いました。先生がご生家の近くに美術館を作られたこ
とはよく知られていますが、その隣には温泉とおそば屋さんも作って地域の方々に提供して
おられます。大村先生の温かいお人柄が偲ばれます。

昨年1年間、本学も着実に前進することが出来ました。一昨年からはじめた海外ビジネス研
修は、派遣先と参加者を増やして昨年も実施しました。本号にも参加者の体験報告を掲載して
いますが、参加した学生諸君が、グローバル化の重要性を確実に実感していることがわかりま
す。これを支える「地域の窓から世界を望む」と

いう経営情報学科のカリキュラムについても、紹介しています。
本学は、地域に一層貢献する大学になることを目指していますが、そのため

にはまず「地域に学ぶ」という科目を創設して地元講師の方々から多くを教
わっています。秋に開催した理科大祭では、移動動物園が好評でたくさんの子
ども連れの参加者を迎えることが出来ました。その他、学生諸君の研究活動や
課外活動も活発でしたので、そのいくつかを本号でも紹介しています。

また、本学を公立大学とすることについて、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ご報告してお
りますので、ご覧頂きご意見やご支援を頂ければ幸いと存じます。

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）

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。

4月 6日㈬ 入学式
4月 8日㈮ 前期授業開始
4月 29日㈮ 授業調整日（祝日であるが授業を行ないます）
7月 15日㈮ 、16日㈯ 前期補講期間
7月 29日㈮ ～8月6日㈯ 前期試験期間
8月 7日㈰ ～9月13日㈫ 夏期休業期間
9月 7日㈬ ～10日㈯ 前期予備期間（追・再試験期間）
上記の他、学生会の主催により5月に春のスポーツ大会、6月に夏山
自然交流会、7月に七夕イベントを予定しています。また、大学公開イ
ベントとして、6、7、8、9月にオープンキャンパスを予定しています。

就活をするにあたって、一番重要だと感
じたのは自己分析です。履歴書を書くとき
はもちろん、面接で自分をアピールする際

に事前に自分のことをしっかり振り返っておかなかったせ
いで予想外の質問が来た時に素早く返答ができないという
ことがあり、後悔することになりました。そうならないため
にも、就活が始まる前に自分はどんな人間かというのを言葉
で説明できるようにしておくことが大切だと思います。

また、就活が長引くほど余裕もなくなってきますが、そこ
で疲れたからと就活を途切らせたりはしないほうがいいと
思います。止めている間も不安は付きまといますし、遅いほ
ど就活は不利になります。辛くても頑張って就活を続けてみ
てください。

大学のキャリアセンターが10、11月に開
催してくれたいろいろな講座やガイダンスで
具体的なことを指導された頃から就職活動

を意識し始めました。年末に帰省した際、義兄よりミマキエンジ
ニアリングという会社がいい会社だよという話を聞き、この会
社に興味を持ちました。自社ブランドで独自技術を盛り込んだ
製品を作り、将来を見据えた製品開発も積極的に行っている会
社であることを知り、応募することにしました。エントリーシート
を送り、パソコン上でSPI試験を受けてから面接が2回ありまし
た。最後の役員面接で最近の技術的なトピックについて聞かれ
たときは、たまたま見ていたニュースの話で何とか切り抜ける
ことができました。内定をいただいたときには、一番強く希望し
ていた会社で働けることになった喜びで一杯になりました。

加藤 瞳（経営情報学科4年）
《野村ユニソングループ内定》

六川 京也（機械システム工学科4年）
《ミマキエンジニアリング内定》

諏訪東京理科大学
学長　河村　洋

プロジェクト&マネジメント最終報告会で発表を聞く

地域のお祭り「茅野どんばん」での打ち合わせ

本学からも近い韮崎大村美術館

WTP2015におけるポスター説明



TOPICS 918の風

地域に開かれた理大祭
理大祭実行委員会に入って最初の顔合わせの

時に思ったことは「2年生が1人もいない。来年
は自分たちが先導を切ってやっていかなくては
いけないのか」ということです。その時点で気
が重くなりました。3年生の委員もそんなに多

くないのですぐに多くの仕事が自分たち1年生に回ってきま
した。企画局の2人には理大祭説明会の司会、各企画の担当、
広報・総務局の2人には渉外活動、ポスター、パンフレット制
作、会計…とかなりの仕事が新入生の自分たちに回ってきま
した。

しかしこのような仕事をする中で数多くのことを学びまし
た。渉外活動での電話の掛け方、企業に出向いた際の対応方法
など大変ではあったけれど、社会に出て必ず役に立つような貴
重な体験でした。

理大祭当日は自分たちが企画してきたことが成功するかど

うかという不安が最
初はあったけれども、
そんなことを考える
余裕もないくらい忙
しかったです。2日目
は「移動動物園を見
に来たんだけどどこ
に行けばいいの？」とたずねる親子連れの方が多かったです。
実際に大繁盛でエサも昼頃にはなくなってしまいました。こう
いう言葉を聞くと理大祭に注目して来てくださる方がいるの
だなと実感できたし、お帰りになる際に「楽しかったよ」と言っ
てもらえた時はやってよかったなと思える瞬間でした。

今年は手探りで動いていた昨年度とは違い、自分たちが理大
祭を作っていく立場になります。学生の方にも地域の方にも楽
しんでいただけるような理大祭にできるよう精一杯頑張りた
いです。

（コンピュータメディア工学科1年　長澤 勇貴）

第53回甲信越ブロックスキー技術選手権
大会参加。全国大会出場決定！

2016年1月25日から4日間にわたり、新潟
県の苗場スキー場で開催された第53回甲信越
ブロックスキー技術選手権兼全日本スキー技術
選手権大会予選会に参加してきました。
「スキー技術選手権大会」とは、タイムを競う

レースとは違い、決められた斜面で決められた種目をどれだけ
綺麗に滑ることができるかを5人の審査委員がジャッジし、そ
の審査委員が付けた得点を集計して順位を決める大会です。つ
まり、「スキーがうまい人の選手権」というのが一番わかりや
すい表現かもしれません。全日本スキー連盟認定のデモンスト
レーターやインストラクター、学生、社会人といった様々な人
達が参加しています。甲信越地区は北海道地区と並んで強豪区

と言われています。
スキー技術選手権大会に参加

するのは初めてでしたが、予選を
通過することができ、3月に長野
県の白馬八方尾根で開催される
第53回全日本スキー技術選手権
大会への出場権を得ることができました。

大会予選会前には長野県教育部のスキー強化合宿やメー
カー合宿などがあり、素晴らしい環境でトレーニングを行うこ
とができ、万全の状態で本番に臨むことができました。全日本
への出場が決まったときは本当にうれしかったのと、全日本に
出場するからにはもっとうまくならなくてはいけないという
決意を強くしました。そして3月の全日本では、緊張せずに自
分が納得できる滑りをして結果を残したいと思っています。

（機械工学科2年　半田 翼）

私は、9月7日〜12月5日の3か月間、海外ビ
ジネス研修（長期）に参加しました。 

今年度で2回目となるこの授業で、私はベト
ナムのTakashima Vietnam Ltdにて研修を行
いました。今回の研修で得たことは大きく分け

て3つほどあります。 
1つ目は製造業という業種の理解ができたということです。

3か月という期間の中で会社の製品を作り、出荷するまでのほ
とんどの業務に携わらせていただきました。今まで工業系の勉
強をしたことのない私にとっては基礎となる計測機器の扱い
方さえも知りませんでした。私のゼミは企業戦略が専攻なので
すが、こうした経験は今後卒業論文の制作や社会に出ても役立
つと思います。 

2つ目は、ベトナムに渦巻く社会問題です。ベトナムは昨今
の状況からも伺えますが、中国との関係が悪く、直接貿易取引
を行う上では規制が敷かれています。会社で実際に貿易実務を
体験させて頂いた際、中国から直接中古機器を輸入すると別
途手数料を取られるほか、税関で何か月も止められてしまうこ
ともあると聞きました。国際関係がこうしてビジネスに直結し
て来るというのは、メディアなどを通して知ってはいました
が、こうも業務に関係してくるというのは複雑な気持ちにさせ
られます。 

3つ目は自分から積極的でないとダメだということです。レ
ストランや仕事場でもただ座っている、待っているだけじゃ誰
も振り向いてくれません。自分から興味関心を持って、相手に
接する姿勢は今後の社会人生活の中で必要不可欠なスキルだ
と思います。 

海外研修で自分は一皮むけたように思います。この経験を忘
れずに今後の就職活動にも生かそうと思います。 
 （経営情報学科3年　山岡 勇輝）

私は、8月25日〜9月2日の9日間、海外ビジ
ネス研修（短期）に参加し、タイと台湾へ行きま
した。製造や流通、金融など幅広い業種で海外
に進出している7社で研修を受けてきました。
それぞれ会社で研修テーマがあり、私なりの答

えを持って研修に臨みました。 
私が海外ビジネス研修に参加したきっかけは、なぜグローバ

ル化が必要なのかを知りたいと思ったことです。今回の研修に
参加するまでは、私にとって海外は遠い存在で、日本にいる限
りあまり関係ないと思っていました。しかし、事前研修や現地
での研修を通して、関係がないどころか、あらゆる面で密接に
関係していることが分かりました。 

日本企業が何故海外に進出するのか、海外でどのような活動
をしているのか、海外で受け入れてもらうためにどのような工
夫・努力をしているのかなどの疑問を解決することができま
した。今までは本やネットの情報だけを見てわかったつもりに
なっていたのですが、実際に自分の目で見て、聞いて、感じる
ことにより得ることができる情報の大切さを知りました。 

今回の研修を通して、一番大切なことは、継続することであ
ると思いました。やはり、何事にも近道はないのだということ
が分かりました。コツコツと、継続的に取り組むからこそ、成

功があるのだということを知りました。また、失敗したとして
も、その経験を次に活かすこと、まずは挑戦してみることが大
切であると感じました。帰国後の勉強やゼミなどで実際にこの
経験が役に立っています。 
 （経営情報学科3年　赤石 菜央美）

茅野市の縄文遺跡、小泉山の里山再生活動、
諏訪圏工業メッセを視察しました。どれも大変
興味深く勉強になりましたが、特に一番印象に
残ったのは小泉山の活動でした。 

私はすでにボランティアとして小泉山の山開
きに参加したことがあったのですが、この授業で地元の方々に
よる講義、さらに現地を案内していただくことによって一層
深くこの里山を知り、子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層
に守られ愛されている山だということがよくわかりました。地
域の方々の「小泉山を子どもたちの遊びの山にしたい」という
熱意が、講義でも視察でも感じられました。特に、地域と学校
が一体となって、子どもたちと一緒に活動している姿に非常に
感銘を受けました。 
「地域に学ぶ」に参加して、自分が選んだ専攻の勉強のみで

なく、地域の歴史や文化、自然や社会に目を向けることが大切

だと思います。実際に現地を訪れてみなければ、どういう風景
が広がっているか、どういう空気が流れているかはわかりませ
ん。将来自分の生まれ育った土地を大事にしなければならない
と思いました。 
 （機械工学科1年　小林 正門）

海外ビジネス研修に参加して “地域に学ぶ”を受講して
平成27年度に科目「地域に学ぶ」が新設されました。講義と現地視察によって諏訪地域の「歴史・文化」「自然」「産業」などを学ぶ地域

志向型の授業で、地域を知るだけでなく地域から学ぶことの大切さを身につけてもらうことをめざしています。
グローバル社会が益々進展する中で、グローバル感覚を持った学生の要請が企業並びに文科省から要請されています。本学経営情報

学部においてもグローバル人材育成は教育の重要な視点との認識に立ち、海外ビジネス研修を正規科目として昨年度より導入しました。
海外ビジネス研修は、10日前後で複数の国の複数の企業で研修する短期コースと、3か月間特定の企業でインターンシップを行う長期
コースがあります。本年度、短期コースは8月25日～9月2日にタイと台湾の企業で5名の女子学生が研修しました。長期コースは3名の
男子学生が、国際人材育成機構（タイ）、高島産業（ベトナム）、創和（ベトナム）の3つの企業の協力を得て研修しました。

また、海外ビジネス研修を実施するにあたり、大学の成績や英語検定などの条件を満たせば20万円を限度に、参加費用の50%を大学
から奨学金として給付される制度がスタートしました。今年度は、参加者全員に奨学金が給付されました。

研修で機械の説明を受ける（右手前：赤石）

ベトナム現地スタッフと記念撮影（左端：山岡）


