就職内定者の声
本間 夏海（機械システム工学科4年）

高山 駿（電子システム工学科4年）

《㈱山之内製作所内定》

《シナノケンシ㈱内定》

小学校高学年の頃から自分が作った航空機が自由に空
を飛ぶ姿を見てみたいと思うようになり、その夢を大学4
年次になったときも持ったまま就職活動を始めました。
航空機関連のメーカーを調べていく中で、たまたま出身地である新潟県に
事業所のある航空機用エンジン部品を作っている山之内製作所を就職幹事
の先生から紹介されました。既に2、3社で面接試験を受けてきた経験から、
業界研究も大事だけれども
「今まで自分が何をやってきたのか」
を伝えるこ
とが面接において大切であることに私は気付いていました。そこで、機械設
計製図や学生実験など特色のある授業で行ったことを振りかえり、面接に臨
みました。そのうえで、私自身の仕事に対する思いを自分の夢見てきたこと、
やってきたことと絡めて伝えることができたように思います。
その会社に入りたいという気持ちがあるのであれば、その気持ちを現実に
するためにどこまで備えることができるのかが採否を決めると思いました。

私は、学科で一番に内定を頂きまし
た。それも第一希望の企業でした。な
ぜ、こんなにも早く内定を頂けたのか？
私は、3年次から仮配属制度を利用し、積極的に研究に
参加していきました。仮配属先の研究室では、先輩方の
研究の手伝いや、ゼミ、ある企業さんと共同研究を行っ
ていたので、その会議などにも参加させて頂きました。
就職活動が始まる時期と卒業研究の始まる時期はほぼ
同時です。そういったことを考えると、仮配属などで3年
終了時には差が生まれているのです。そしてそれらが強
みとなります。私の場合は、仮配属が強みとなりました。
私が、内定を頂けたのは、その強みを利用し企業で働き
たいという熱意を伝えられたからだと思います。

研究室・ゼミ紹介
「ビジネスモデル発見&発表会」で地域振興賞受賞《広瀬ゼミ》
近年、日本ではインフラが脆弱であり公共交通機関も充実し
ていない地方都市において、移動手段を持たず日常生活に不便
を感じている高齢者が増加し、新たな社会問題となっています。
しかし、地方は首都圏に比べ一世帯当たりの車の保有台数は
圧倒的に多いため、地方都市は車社会でありながら移動手段を
持たない人たちが数多く存在していると解釈できます。私はこ
の矛盾を逆手に取り、一般の自家用車とユーザーをアプリケー
ションで効率的にマッチングすることで自家用車の乗り合い
をサポートするようなシステムを作れないかと考えました。
そしてこの研究をビジネスモデルとしてまとめ、ICTビジネ
ス研究会主催の「ビジネスモデル発見&発表会」で発表したと
ころ、地域振興賞を受賞させていただきました。
現在は発表の際にいただいた意見やアドバイスも取り入れ
ながら、このモデルの核となるアプリケーションのプロトタ

イプを作っていま
す。私にとっては
新しい知識や技術
が次々に求められ
るため、なかなか
前に進まないこと
もありますが、指
導担当の先生に助
けていただいた
り、友人達からの
刺激を受けながら
日々完成に向けて
取り組んでいます。

（大学院工学・マネジメント研究科1年

平成29年度前期授業等の主な予定

上記の他、学生会の主催により5月に春のスポーツ大会等を予定
しています。また、大学公開イベントとして、8月にオープンキャ
ンパスを予定しています
❖ 編集後記 ❖

今号では、一年後に予定されている本学の公立化へ向けての準備
状況についての学長からの説明、学生たちの海外での学びの様子
や、地域を舞台とした活躍の様子、就職内定者の声を中心にお届
けしました。ご意見・ご感想お待ちしております。
※掲載されている学生の学年・所属は2016年度時点のものです。

大久保 利亮）

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）

「標高918の風」諏訪東京理科大学レター
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諏訪東京理科大学

本学の公立化について地元自治体との協議がスタートして約1年が経過しましたが、幸い
協議は順調に進行し、本学を平成30年4月1日に公立大学に移行させるという基本協定が締
結され、現在そのための準備を進めております。大学の名称は、
「公立諏訪東京理科大学」と
する方針も決定されました。これは公立化後も、東京理科大学の伝統を受け継ぐばかりでな
く、今後も協力関係を継続してゆきたいという地元自治体の要望の表れです。今後とも東京
理科大学からのご支援を頂きたいと存じますし、我々も教職員と学生諸君が共に力を合わせ
て、新しい大学への移行に向けて着実に前進していきたいと考えています。
公立大学になるにあたっては、設置者の変更だけではなく、大学自身が変わることが求め
諏訪東京理科大学
られています。そのため、ものづくりと情報通信技術の工学系教育を中心に置きながら、本学
の伝統である工学と経営学の融合教育を継承して工学系の学生にマネジメント教育を施す構
学長 河村
洋
成とする予定です。最近、人工知能やIoTという言葉が広く一般にも広まったため、この構想
も世間にも理解されやすくなりました。いま在学する学生諸君には、現在の学部学科に所属しつつ新しい構想も取り入
れた教育をしてゆきます。これら情報通信技術の進展に対応すべく3年前に立ちあげたコンピュータメディア工学科は、
今年度に4年目の完成年度を迎えます。そこで本号ではこの学科の紹介を掲載しています。
また現在、世の中の大きな課題として、グローバル化対応がありますが、これについても本学ではいち早く海外研修を
開始しました。その参加学生の体験報告も掲載しています。その他本号では秋に開催した理大祭や、スキー部員の活躍な
ど、学生諸君の研究活動や課外活動も活発でしたので、そのいくつかを紹介しています。
先端科学技術を取り入れつつ地域とともに成長する諏訪東京理科大学を、今後ともご支援下さい。

コンピュータメディア工学科紹介

学習支援室をご利用ください

4月 6日㈭ 入学式
4月10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25日㈫ 、29日㈯
前期補講期間
7月31日㈪ ～8月7日㈪ 前期試験期間
8月 8日㈫ ～9月13日㈬ 夏期休業期間
9月 6日㈬ ～9日㈯
追・再試験期間

標高
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工学部コンピュータメディア工学科は、電
子システム工学科と機械システム工学科の両
方から教員が集い、
『画像・音響・情報分野』、
『通信・ネットワーク分野』、
『計測・制御・知
能分野』、それらの分野の技術を統合して発
展させる『ディジタルメディア創成分野』か
らなる10研究室11名の先生のもと2014年4
月に情報工学を学ぶ学科としてスタートしました。
本学科がスタートした背景は、ヒトとモノがインターネットで
つながるテレビや携帯電話,そして自動車や電車さらには飛行機
などの自動運転を代表する知能を持ったIoT社会の幕開けにお
いて、すべてのモノはソフトウェアだけハードウェアだけで動く
のではなく、たゆまぬ進化を続けるハードウェアのなかで知のソ
フトウェアが動いて成
り立つ社会が生成され
つつありました。多く
の情報工学を学ぶ学科
のようにソフトウェア
に主眼を置くなか、本
学科はハードウェアで
ある電気電子とソフト
ウェアであるプログラ
第1期生の集合写真
ミングの両方を学び、

プログラミングの講義

自分のアイディアでハードとソフトを融合した新しいカタチを
創れる人材を育むことを、本学科の大きな特徴としています。
2017年度は、本学科に入学した一期生がハードとソフトの知
識やスキルを身につけ4年生になり、自分のアイディアをカタチ
にした卒業研究を経て就職する年となります。本学科の卒業生が
地域の問題や社会の問題を解決する提案ができ、人々を豊かにす
る新しいものづくりを実践して活躍することを楽しみにしてい
ます。
（コンピュータメディア工学科 田邉 造 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。

TOPICS

918の風

グローバルの現場に触れることができる各学部海外研修制度
グローバル社会が益々進展する中で、本学経営情報学部では一昨年より「海外ビジネス研修」を、工学部では今年度より「海外インター

ンシップ」を実施しています。今年度は海外ビジネス研修の短期に12名、長期に1名が、海外インターンシップには10名が参加しました。
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一定額を限度に、参加費用の50%を大学
から奨学金として給付する制度を設けています。

海外インターンシップ参加報告
昨年8月21日から29日の間、ベトナム ホーチミンにて、工
学部電気電子工学科とコンピュータメディア工学科の2、3年
生10名が、平成28年度より開講した「海外インターンシッ
プ」に参加しました。医療機器の研究開発、製造を行っている
Metran Vitecで酸素濃縮器や同調器、睡眠時無呼吸症候群治
療用機器の組み立てや検査を体験しました。ここまで体験させ
て頂いてよいかと思われる工程まで実際に機器や部品に触れ
作業させて頂き、学生らは感激していました。大変貴重な経験
であったと思います。また、特に医療機器であることから、少
しのミスも許されない厳しさも学びました。
この他、車載用電線の製作、配線を手掛けている、VIET
NHAT やホーチ
ミン工科大学コ
ンピュータサイ
エンス工学部も
訪ねました。VIET
NHAT では工場
見学や新人の採
用、研修システム
の説明を受け、本
人の適性を重視し
ホーチミン工科大学で開催したセミナーの様子

厳正に部署に配属されることな
ど学びました。また、ホーチミ
ン工科大学ではセミナーを開催
して頂き、互いの大学や研究を
紹介し、本学の学生も何人かプ
レゼンを行いました。日本に興
味を持っている学生が多く、会 地元レストランでの歓迎会の様子
場は1-3年生も含め30-40人ほど集まり大盛況でした。休憩や
昼食の時間には学生間で交流も盛んに行い互いに親睦を深め
ました。参加した学生のうち、コンピュータメディア工学科3
年生の大沼正樹君は「プレゼンではお互いに英語での発表、交
流会では将来についての話から趣味や勉強など様々な話をし
ました。また、大学見学では日本の大学と異なるところが数多
くありとても新鮮でした」と、また、同学科3年生の轟隆晴君
は「今回、英語でのプレゼンや交流など、日本では中々できな
い貴重な体験をすることで社会人に向けて一歩成長できたと
実感しました」とそれぞれ述べています。
今回の「海外インターンシップ」
では、3箇所で様々な体験をするこ
とができ、学生らにとって得るも
のが多く、かなり刺激を受けた様
子で、今後の学園生活や就職活動
に大いに役立つことと思います。
大沼正樹君
轟隆晴君

海外ビジネス研修参加報告
8月24日から11月5日までの74日間、長期
海外インターンシップとしてタイへ行ってきま
した。最初の数日間は長野県に本社を置く企業
の現地工場を見学し、後の2か月間は国際人材
育成機構「アイム・ジャパン」での日本語教育
の授業アシスタントとして研修を行ってきました。
現地の授業では、日本語の発音、会話、字の書き方など全般
的なモデルとして、研修を進めてきました。クラスは4クラス
あり、各クラスで習熟度が異なるため、そのクラスに合った文
法や言葉を使わなくてはならない点に苦労しました。最初の
頃は、授業の準備を必死に行いました。そのような私に日本人
の先生は、これからは準備をせずに授業に参加してほしい、と
言いました。最初は難しい言葉を使ってしまい、研修生と私が
互いに困惑しましたが、徐々に慣れていき、仮に難しい言葉を
使ったとしても対処できる
ようになりました。この取
り組みで、様々な状況を冷
静に判断し行動に移せると
いう意味で柔軟な思考力が
身についたと思います。
タイで過ごした期間中
は、研修だけでなく様々な
日本語の授業をしている竹内君

日本語教育を実施したクラスでの記念撮影

貴重な経験をしてきました。現地生活に慣れてきた頃には、
「言
葉の壁」に直面しました。市場や屋台にいるタイ人は、私と言
葉が通じないと分かっても、ジェスチャーと笑顔で私に何かを
伝えようとしています。その時私は、こんな素敵な人たちと会
話ができないことは辛いと感じ、タイ語の勉強を始めました。
覚えた会話や言葉は現地ですぐに使い、通じるかどうかを自
分で確認しました。もちろん何度か聞き返されること、相手に
されないこともありました。しかし、そこで諦めるのではなく、
通じた言葉や会話を自信に変えて何度も挑戦しました。
帰国した今、自分の人生観を変えた非常に価値のある研修
であったと感じています。
このような場を設けてくださった全ての方に感謝します。
―
本当にありがとうございました。―

（経営情報学科3年 竹内 智顕）

理大祭開催報告

問題が浮き彫りになりました。また委

2016年度理大祭実行委員長として動いてみ
ると戸惑うことばかりでした。1年生が9人、2
年生が4人、4年生が5人と過半数以上が経験の
ない委員会構成となってしまいました。私も去
年1年間しか委員会を経験していないため、い
つ何をしていけばいいのか分かりませんでした。他にも目上
の方に対するメールの書き方、ゲスト出演のための依頼書、委
員会を運営するに当たっての各種書類の作成など知らないこ
とが山積みでした。それと並行して私は2年生で受講数も多く、
授業の課題や実験、テ
ストなどとても大変で
した。それでも少ない
授業の空き時間をうま
く使って活動してきま
した。
夏休みになり渉外活
動をしていると色々な

刻一刻と理大祭に近づくにつれ、焦り
と不安とプレッシャーで押し潰され
そうでした。ですが委員や先輩、事務
の方など色々な方々の力をお借りし
て何とか理大祭当日を迎えることと
なりました。
今年の理大祭は移動動物園を始め向井千秋さん（上）や声優
橋本ちなみさんの講演会、ミニ御柱の曳行体験（左）など目玉
イベントが盛り沢山の理大祭で、学長先生や事務の皆さんや卒
業された先輩の方々など多くの方の力をお借りして何とか成
功することとなりました。今年は課外活動において学長表彰を
頂き色んな方からお褒めの言葉を貰いました。
他にもここには書き切れない程の大変な出来事や嬉しい事
や感じたことが沢山ありました。委員長としてやってきたいく
つもの経験がいつか自分自身の役に立てばいいなと思ってい
ます。
（コンピュータメディア工学科2年 長澤 勇貴）

写真部の充実した活動
写真部では多くの写真を撮っています。部
のカメラは現在3台あり、個人の携帯電話やス
マートフォンでも撮影を行い、月2、3回ほど集
まり活動しています。普段は個人で個性豊かな
撮影を行っていますが、イベントがある際には
写真部全体で撮影を行っています。
構成人数は23名で、比較的他のサークルよりも多い人数と
なっています。
今年度は諏訪東京理科大学でイベントがある際に積極的に
活動をし、入学式や坊ちゃん杯、理大祭などで撮影を行いまし
た。春の坊ちゃん杯では他の多くのサークルも参加しており、
個性的な写真を沢山撮影することができました。また、撮影を
させて頂いた方々に見て頂いたところ、喜んでくださったのが
私たちにとっても嬉しい成果になりました。地域のイベントに
も参加しました。春に行われた御柱祭に参加し、豊平区の山だ

ながの銀嶺国体に出場することができました
静岡市で過ごしていた小学校4年の頃、姫木
平のペンションのオーナーから誘われて小さな
レースに参加しました。レースに何度か出場し
ているうちに、コースアウトして崖から落ちた
ときに助けてくれた旗門員の方からアルペン競
技に挑戦してみないかと誘われました。ここから、僕の競技人
生がスタートしました。最近は、主にFIS(国際スキー連盟)レー
ス国内大会の「回転」と「大回転」に出場しています。
高校2年のときのレースで、膝の前十字靭帯断裂、半月板損
傷という怪我を負ってしまいましたが、誤診でこのことに気づ
かないまま3月から5月まで放置することになってしまいまし
た。高校3年のセンター試験前に精密検査したところ、卒業式
直後に入院・手術することになってしまいました。大学の入学

員会の中で意見の衝突もありました。

しを手伝わせて頂
きながら写真の撮
影をさせて頂きま
した。貴重な体験を
し、大変楽しい経験
となりました。
ま た 、諏 訪 東 京
理科大学のホーム
ページにある定期配信の『季節のたより』を昨年度の11月か
ら写真部が更新しています。大学や茅野市周辺の写真を撮影
し、季節の風景をお届けしています。さらに他のサークルや団
体から依頼を受け、撮影を行うこともあります。今年度では事
務や学生会、理大祭実行委員会、テニス部の方々から依頼があ
り、撮影をさせていただきました。写真を後日お渡しし、大変
喜んで頂きました。写真部は先輩後輩の仲が良く、楽しく個性
を出し合う活動ができ、とても充実した1年になりました。
（経営情報学科2年 南波 彩芽）

式にはギブスと松葉づ
え姿での参加となって
しまいました。いまだに
後遺症には悩まされて
いるものの、あきらめず
にレースに参加してい
ます。復帰直後は完走率
が下がってしまいましたが、徐々に元の調子に回復しつつあり
ます。ながの銀嶺国体もしっかり完走できました。
スキーは個人競技なのでメンタルの強さが意外に重要です。
場内アナウンスで他の選手のタイムが発表されたりすると動揺
してしまうことがあります。昨年までは僕も悩まされてきたもの
の、これも改善しつつあります。写真は、岐阜県で2017年1月8
日に開催された静岡県の国体予選に出場したときのものです。
（機械工学科2年 成澤 弘明）

