就職内定者の声
板垣 友明（経営情報学科4年）
《㈱角藤 内定》

矢澤 美貴（機械システム工学科4年）
《天竜精機㈱ 内定》

設計から製造までを一貫して行っている
会社を狙って、就職活動を始めました。
最初は大都市ばかりに目を向けていまし
たが、ある日母から「長野県にもおもしろい会社があるのだか
ら探してごらん」と言われ、県内でも探し始めました。その中
で天竜精機㈱に決めたのは、説明会で社員の皆さんが生き生
きとして仕事や生活の様子を、誇りを持って紹介してくれま
した。ここなら自分のやりたい仕事ができる、と直感しました。
就職活動を始める前にやるべきことは、ずばり「ネタを蓄
える」ことです。テストや小論文もありますが、最終的には
面接で決まります。目の前にいる人達に自分が学生時代に
やってきたことを如何に熱く語れるかが結果を生むのだと
思います。みなさん、精一杯学生生活を楽しんでください。

就職活動を通して私が感じたことは、日々
の積み重ねの重要性です。3年生の時、私は
自分がどういった企業に就職していくのか、
全く想像がつきませんでした。しかし、学内の就職対策講座等
で自己分析を行っていく中で、自分の強みや、志望業界も見
えてきました。そこにたどり着く上で、日々の積み重ねがなけ
ればその仕事への興味というものも湧きませんし、自分がど
のようなことをアピールできるのか、というのも見えてきませ
ん。従ってエントリーシート、面接等でも志望動機というものに
困ってしまうことになります。それを防ぐためには日々転がって
いる、いろいろなことに挑戦していくことを、日々積み重ねてい
くしかありません。その後の人生の為にも大事な時期と捉え、
是非積極的に物事に挑戦していってください。

研究室・ゼミ紹介
金属板曲げ加工のシミュレータ開発に携わって《竹増研究室》
コンピュータと部品加工技術が発達した今日では「もの」を
つくるにあたりシミュレーションが欠かせません。私が所属す
る竹増研究室では、ねじや歯車をはじめとする機械部品の成形
過程と経年損傷の数値シミュレーションを行っています。
その中で私は極薄板のV字曲げ加工のシミュレーションに
ついて研究しています。極薄板というのは厚さ0.1～0.3mm
の金属板のことで、スマートフォンや自動車の中の電気回路基
板をつなぐコネクター（接続部分）等に使用されています。こ
の極薄板は製造過程において大きな力で薄く延ばされている
ため、このように延ばされていない金属板とは異なる特性を示
します。この特性の違いを精密に再現できるシミュレータの開
発を目的に、実験とシミュレーションを行っています。
一つ問題を解決するたびに別のところで新たな問題点が出

てきたり、より深
く学ぶ必要のある
ことが次々と増え
て毎日が忙しいの
ですが、その忙し
さの中にやりがい
を感じています。
来年度から私は
実家（茨城県つくば市）に近い東京理科大学大学院に進学する
ことになっており、世の中にある問題点とその解決法について
数値シミュレーションの観点からより深く学んでいこうと考
えています。

（機械システム工学科4年 長島 拓人）

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。

9月 14日㈬ 後期授業開始
10月 28日㈮ 理大祭準備日のため終日休講
10月 29日㈯ ～30日㈰ 理大祭
12月 25日㈰ ～1月10日㈫ 冬期休業期間
1月 11日㈬・12日㈭ 後期補講期間
1月 24日㈫ ～31日㈫ 後期定期試験期間
2月 22日㈬ ～25日㈯ 後期予備期間（追・再試験期間）
3月 23日㈭ 学位記授与式（卒業式）

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。

以下の3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19日㈪、11月3日㈭、12月23日㈮
上記の他、学生会の主催により10月に秋のスポーツ大会、1月に新年
餅つき会、2月にスキー・スノーボード教室を予定しています。

今号では、諏訪の平で七年に一度執り行われる御柱祭への参加と
グローバル化を視野に入れた英語教育への取り組みについて、地
域特集・グローバル特集として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。

918の風
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諏訪東京理科大学

本学の公立大学化については、この918の風でもお知らせしてきましたが、去る8月24日、学校法人東京理科
大学と諏訪地域6市町村は、長野県知事及び諏訪広域連合長の立ち会いのもと、平成30年4月を目標に本学を公
立大学化することについて基本協定を結びました。公立化後は中南信地方における唯一の工学系大学の特長を生
かして工学部に一本化しますが、その時点での在学生のみなさんは、学部学科はそのままで新公立大学の学生と
なり、責任を持って卒業して頂きます。より詳しくは大学のホームページでもご説明していますが、大学事務局
にもお問い合わせ下さい。
今年この地域では、数えで7年に一度開
催される“御柱祭”が執り行われています。
諏訪東京理科大学
学長 河村
洋 私を含め、多くの学生や教職員が地域の方
のご協力でこの祭りに参加しました。本号
では、これに参加した学生諸君の体験談をはじめ、グローバル化
を支援する制度を利用して楽しみながら学ぶ学生の声や、地元長
野県や東京理科大学とも協力して研究を進める「先進農業エネル 基本協定調印式（左から青木長野県県民文化部長（阿部長野県知事代理）、青木下
諏訪町長、今井岡谷市長、金子諏訪市長（兼諏訪広域連合長）、本山学校法人東京
ギー理工学研究部門」などを紹介しています。
理科大学理事長、柳平茅野市長、小林富士見町長、五味原村長）

新編集長メッセージ
「標高918の風」というタイトルの発案者とし
て、本誌の二代目編集長を引き受けるにあたり、
卒研生や職員の方々と力を合わせて、8月の夏空
の下、諏訪東京理科大学のシンボルタワーの先
端、標高918mの地点に並び立ってみました。そ
こに吹く風は、想像していた高原の爽やかな風に加えて、熱気溢
れる力強い風が吹いていました。
本学の学生は、勉学は勿論のこと、その学びの先にある研究、

部活動や地域での活動などの様々な課外活動にも、日々、熱い情
熱をつぎ込んでいます。
学生たちの日々の頑張りを中心に、教員の研究活動や地域との
交流など、学外からはなかなか目に触れることが出来ないこと
も、出来るだけフレッシュな状態で標高918mからの風に乗せて
お届けしたいと思います。
（電気電子工学科 王谷 洋平 准教授）

「先進農業エネルギー理工学研究部門」設立に込めた思い

平成28年度後期授業等の主な予定

❖ 編集後記 ❖
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TEL 0266-73-1307
［カウンセラー不在の時］
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西暦2100年には地球の総人口が100億人を
突破し、人口に比べ穀物生産が追い付けなくな
ると予想されており、自然環境を破壊せずにエ
ネルギーと食料を確保していくことが急務と
なっています。そのような中で、長野県の地域
特性を活かし、かつ世界に発信できる研究は何だろう？と思考
実験を重ねました。そこで浮かび上がってきたアイデアが、右図
に示す「農業生産と両立できる太陽光発電装置（通称：ソーラー
マッチング）」であり、今年度から長野県と共同で研究開発を行っ
ています。この研究のコンセプトを実証した例は世界でも先例が
なく、人間に必要な電気と農作物に必要な光を太陽光エネルギー
から同時に同じ場所で得る方法を理工学の観点から探求し、技術
を開発することを特徴としています。

さらに、東京理科大学の研究戦略中期計画の重点課題の一つと
して掲げられている農水・食品分野の研究力を強化する一環も兼
ねて、東京理科大学の研究機関として「先進農業エネルギー理工
学研究部門」を諏訪に設立して頂きました。本部門では、東京理科
大学が持つ理工薬学の技術と諏訪東京理科大学が持つ農業関連の
工学技術を融合させ、農業と発電の両立や、IoTの活用による農業

の生産性の向上、省力化な
ど「革新的な農業工学」を
社会に提供し、日本の農業
と産業の進展を図ること
を目的とし、長野県内の企
業や八ヶ岳中央農業実践
大学校と産学連携体制で
研究を進めています。
将来構想としては、長野
県の長寿ブランドを活か
した「食と健康を繋ぐス
マート農業IoT技術」を開
発したいと考えています。
近未来に焦点を合わせる
研究と、深く考え大局的か
農業生産と両立できる太陽光発電装置（通
つ長期的に原理を追及す 称：ソーラーマッチング）の概念図（上）と
る研究の両面性を持った 実証実験の様子（下）
研究環境を構築していきたいと思っています。
（電気電子工学科 渡邊 康之 准教授）

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。

地域特集…御柱祭に参加して

918の風

平成28年は信州諏訪の地で行われる7年に1度の大祭、御柱祭の年です。諏訪東京理科

グローバル（楽しく英語を学ぶ！）特集

918の風

諏訪東京理科大学ではグローバル化を視野に入れ、英語に親しみ、好きになってもらう機会を充実させています。2年前からスタート

大学は、地元下古田区のご厚意で、下古田区を含む豊平地区の氏子として参加しました。

した英語村は今年度から毎週木曜日開催とし、更に外部からネイティブ3名を招き実施することで、学生が英語に接する機会を大幅に

言われる御柱を、地元の方々と力をあわせて10km以上合計5日をかけて曳きました。参
加した学生たちの声を紹介します。

会を活用し、英語を楽しみながら学ぶ学生の声を紹介します。

河村学長をはじめ、学生・教職員あわせて50名以上が参加し、長さ約15m・重さ10tとも

斜度27度の急斜面を下る「木落とし」

迫力と魅力のある祭り
今回御柱祭に参加したことで、私は祭りの迫
力と魅力を直で感じてきました。
もともと参加した理由は教授からのお誘いが
あったことと、
「日本でもこんな祭りは他にな
い」と祭りの1年前に聞いていたことがあった
からでした。実際に参加したことでこの祭りは一味違うと思う
と同時に、こんなにも参加する人に力のある祭りは他にないと
感じました。

私は山出しの初日から参加して木落とし、川越し、そして里
引き初日から建御柱まで一連の行事すべてに参加しました。木
落としの目前に迫る御柱や川越しのとき対岸に乗り土手を登
る御柱の迫力と興奮は今でも忘れられません。
また祭りに参加す
ることでたくさんの
地域の人との交流な
ども出来ました。祭
りに参加していた
のは老若男女関係な
く、たくさんの人と
掛け声をあげながら
綱を引き楽しむこと

地域の方々のあたたかさ
私達は御柱に参加し、豊平のみな
さんと一緒に前宮三之御柱を曳行
してきました！一人は地元民で御
柱経験者、一人は今回が御柱初参
加でした。氏子は御柱につけられた
曳綱を持って引っ張るのですが、綱はとても重く、数人でばら
ばらと引っ張ったところでびくともしません。木遣り師が唄
い、氏子が声をあげ、ラッパとともに御柱を力の限り引っ張る。
そうして全員が力を合わせてはじめて御柱は動きはじめます。
皆が一丸となるこの光景は何回見ても変わらず圧倒されます。

で自然と話しが出来、祭りの話しで盛り上がりました。
その交流の中でも何よりも忘れられないのはとある氏子の
方が言っていた「御柱は氏子のためのお祭り」という言葉です。
御柱祭はただの観光のためのお祭りではなく、地域に住む人た
ちのために行っている祭りであると氏子の方はおっしゃって
いました。この祭りに力があるのは、この諏訪圏という地域に
住む人たち、つまり氏子に対し諏訪大社が開く祭りであり、氏
子は諏訪大社に対し祭りを全力で支えるからこそ出せる迫力
と魅力のある祭りになるのではないかと思いました。
御柱への参加は私にとって生涯忘れられない経験になりま
した。

（大学院 工学・マネジメント研究科1年 橋本 尚希）

そして、ただ黙々と
引っ張っていくだけ
ではありません。道
中、様々な方に、
「理
科大の学生さん？勉
強頑張ってね！」
「こ
れからも地域を盛り
上 げ て い っ て ね！ 」
など、とても暖かい
言葉をかけてもらったり、お酒をふるまっていただきました。
周りを見れば、私達だけでなく、あちらこちらで同じような光
景が繰り広げられています。会ったこともない人同士がすぐ
意気投合し盛り上がれるこの雰囲気は御柱祭ならではの醍醐
味だと感じました。今回の御柱では、砂埃と戦いながら、とに
かくたくさん歩いて、たくさん引っ張って、とても疲れました。
しかしそれ以上にたくさん地元の方とお話することができ、充
実した時間を過ごすことができました！気さくな方が多く、地
域の方々のあたたかさを感じました。本来は地区の住民でなけ
れば参加できない伝統的な祭りですが、こうして理科大の一員
として地元の皆さんと共に参加できたことはとてもいい経験
になりました。

（経営情報学科4年 逢澤 有紀）

（経営情報学科4年 樋口 舞）

増やしました。この他にも、英検・TOEIC IPテストを無料で受験できる制度や様々な海外研修制度などを用意しています。これらの機

楽しい英語村
私たちは、毎週木曜日に行われて
いる英語村に参加しました。3人の
外国の方々と一緒に英語のゲーム
をしたり、会話を楽しんだりしまし
た。最初は、慣れない外国の方との
会話に戸惑うこともありましたが、徐々に会話にも慣れ、楽し
い時間を過ごすことができました。英語村では、英語を使った
ゲームをすることで自然と英語力が身につき、英語で話すこと
に楽しさを感じるようになりました。また、普段とは違った文
化を持った人たちと話すことで日本では気づけない多くのこ
とに気づくことができました。日本にはない魅力に気づかせて
くれる、良い機会となりました。
英語村での活動を通して、英語力の向上だけでなく、コミュ
ニケーション能力の向上にも繋げることができました。また、
英会話に興味を持つきっかけにもなりました。英語村での活動

縄文文化をあえて英語で学ぶ
茅野市は数多くの縄文遺跡が発
見されたとして有名です。
「実践英
語B1」では、約五千年前の縄文時代
が一番繁栄していた頃について学
びました。土曜日に集中講義という
形で、学校から車で十分程のところにある尖石縄文考古館にて
課外学習を行いました。午前は主に館長さんの話を聞き、博物
館内を見学します。午後は担当教員のメアリー先生と、館長さ
んの話に基づき、縄文時代や文化について英語で話し合います。

ところで、なぜ縄文について英語で学ぶのでしょうか。近年、外国
人観光客の増加やグローバル化に伴い、私たちにはコミュニケー
ションとしての英語力が要求されるようになりました。そこで、博物
館で学んだ縄文文化を英語で発信しようということです。その一環
として、私たちは、英語版のパンフレットを作りました。また、地域と
大学の講義との連携により、茅野市をアピールし、地域の活性化に

TOEICと英検の受験制度
諏訪東京理科大学ではTOEIC IPテストと英
検を無料で受験することができます。この制度
は、グローバル化する現代において英語ではば
たける学生を育てる目的で、2014年から実施
されています。
TOEIC IPテストは、TOEICとは違い公式認定書はもらえま
せんが、TOEIC同様に公式に認められるため、就職活動でも役
立ちます。私は今年の2月にこの制度を利用してTOEIC IPテ
ストを受験しました。TOEICを受験するのは初めてでしたが、
普段から講義で利用している教室で同じ大学の学生とともに
受験できたので、それほど緊張することがなく、テストに集中

は、英語でコミュ
ニケーションをと
ることの楽しさ
や、他国の文化を
知り魅力を知るこ
とができます。私
たちにとって英語
村での活動は、有
意義な時間となりました。今後も、このような機会を積極的に
活用したいと思っています。

English village is very fun! Even if you feel English is
difficult, it is no problem because it is not important
whether we speak correct English or not. To enjoy English
conversation is more important. So, why don’
t you join us?
Let’
s enjoy English village! A fun time is waiting for you.
（経営情報学科1年
（経営情報学科1年

宮下 佑佳里）
長久保 美咲）

つ な げようという
狙いもあります。
講義内容に関し
ては普通の講義
とは少し違いま
す。受身的な講義
ではなく基本的に
は私たち学生が主
体です。企画なども全て私たちが行いました。先生との会話で
は、
“What are you doing this weekend ?”
“I’
m going to
the beach. What about you ?”といった何気ない会話が交
わされます。英語でのコミュニケーションをとる機会が少ない
私たちには、非常に有意義な時間となりました。英語を学ぶこ
とだけが目的ではなく、縄文文化を学ぶことと同時に、コミュ
ニケーションも楽しめるとても楽しい講義でした。
（電気電子工学科2年 丸 詩門）
（電気電子工学科2年 山本 裕介）

できます。問題量が多く、文法力・読解力に加え、スピードが
問われました。また、実践英語C1・C2ではネイティブの先生
がTOEICのリスニングを中心に対策をしてくれるので、テス
トのスコアアップにつながります。
英検の受験対策としては、直前に過去問が配布されたり、模
擬面接をしてくれたりと先生方も協力してくれます。昨年実
施された英検では 1 次試験も、2 次試験も大学が試験会場と
なっており、TOEICと同様に気持ちに余裕が持てました。
国際化が進み、私たちにっとって英語がますます重要なもの
となってきました。大学がこのような制度を設けてくれること
で、社会に出た後も使える英語力が身に付き、日々の学習の励
みになります。
（電気電子工学科2年 森山 純）

