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No.

2019.3

大学設立1年目の歩み・設置経緯と理念
4月

5月

公立諏訪東京理科大学 開学
入学式
校名碑除幕式
開学式
国際交流センター 設立

8月

6月

成績優秀者表彰式 および
スポーツ大会
優秀学生奨学金給付通知伝達式
ワイオミング大学（アメリカ合衆国）
・
ホーチミン市工科大学（ベトナム） 地域連携研究開発機構 発足
と協定締結

7月
寄贈品（電子ピアノ）贈呈式
前期定期試験（26日〜8月2日）

英語村2018開幕

9月

10月

夏期休業（3日〜9月25日）

諏訪圏工業メッセ

オープンキャンパス

11月
大学祭（理大祭）
保証人個別面談会

全国高等学校総合文化祭
（2018信州総文祭）
サイエンス夢合宿
諏訪市企業見学ツアー

12月
冬期休業（23日〜1月6日）

1月

2月

大学入試センター試験
後期定期試験（28日〜2月4日）

アイスキャンドル2019in
公立諏訪東京理科大学

3月
放送大学と単位互換協定締結
学位授与式

学内合同企業研究セミナー
山陽小野田市立
山口東京理科大学と
連携協定締結

諏訪広域公立大学事務組合長

茅野市長

公立諏訪東京理科大学が開学し
てから、今年で２回目の春を迎えまし
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柳平 千代一
伺っており、本学に対する地域からの期待も高まってきているものと感じ
ています。

た。
これまでの間、関係の皆様からの

また、通学の時間帯に多くの学生がバス停に並ぶ様子や、満員となっ

ご協力、
また、新しい大学づくりに注力

た大学行きのバスを目にする度に、学生が増えたことを実感しています。

いただいた理事長、学長のおかげによ

昨年、茅野市では、学生の増加に対する夜間の歩道の安全対策として、

り、本学が順調にスタートできたことに

近隣住民の要望も受け、大学周辺の街路灯をＬＥＤ照明へと交換し、改

深く感謝申し上げます。

善を図りました。
さらに、一昨年に引き続き、学生を対象とした
「まちづくり

この１年、ニュースや新聞等に本学

懇談会」
も本学で開催し、学生生活に期待することや、大学とまちづくり

に関する内容が多く取り上げられてき

の課題等について学生と意見交換を行いました。
自治体でも取組が必

ました。様々な教育研究や学生活動等

要な意見も出されましたので、今後、
できることから支援していきます。

が活発に行われた証として、大変誇ら

本学は、教育研究と人材育成を進めるほかに、
「 知の拠点」
として地

しく思っています。加えて、公立化後

域に貢献することを重点事項に位置付けています。地域から愛され、地

は 、本 学との 連 携 や 協 力に 関 する

域とともに発展し、選ばれる大学となるよう、今後も皆様からご支援をい

企業等からの相談数も増えていると

ただければと思います。

【設置経緯】
公立諏訪東京理科大学は、2002年、長野県、茅野市をはじめとする諏訪地域6市町村（岡谷市、諏訪市、茅野市、
下諏訪町、富士見町、原村）、地元産業界及び学校法人東京理科大学の費用負担により公私協力方式で設立さ
れた諏訪東京理科大学を母体とし、長野県中南信地域における唯一の工学系大学として、2018年4月から公立化
して開学しました。本学は140年の伝統を持つ母体校、東京理科大学の建学の精神である
『理学の普及を以て国
運発展の基礎とする』
を引き継ぎ、科学技術を発展させることによって、地域の
『知の拠点』
として文化の進展と産業
の興隆に寄与し、
また地域と我が国の将来の発展に貢献することを目的としています。

【基本理念】
１．
先端的な科学技術に挑戦する教育と研究を推進することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献する。
２．
先端的な知識・技能を身につけ人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成する。
３．
地域における知の拠点として、文化の進展と産業の興隆に寄与する。

【沿革】
2002年 4月
2015年10月
2016年 8月
2016年12月
2017年 4月
2017年 7月
2017年 9月
2017年11月
2018年 4月

諏訪東京理科大学開学
諏訪東京理科大学公立化等検討協議会設立
公立大学化に向けた基本協定を諏訪地域6市町村と締結
公立諏訪東京理科大学設立にかかる関連議案が
諏訪地域6市町村定例議会で可決
諏訪広域大学事務組合設立
文部科学省へ大学設置者変更申請及びこれに伴う学校法人寄附行為変更の認可申請
長野県知事へ公立大学法人公立諏訪東京理科大学の設立認可申請書提出
長野県知事より公立大学法人公立諏訪東京理科大学の設立許可
文部科学大臣より諏訪東京理科大学の設置者変更認可
公立諏訪東京理科大学 開学

公立大学法人公立諏訪東京理科大学 理事長

唐澤 範行

公立諏訪東京理科大学となり1年を迎えます。本

る可能性があり、進化する知識と技術に歩調を合わ

学は建学の精神『理学の普及を以て国運発展の基

せて成長を継続するためには、一旦社会に出た後

礎とする』のもとで、諏訪広域公立大学事務組合の

も自らが主体的に学びを継続することが求められて

中期目標で掲げられた「自ら将来を開拓できる主体

います。

性をもつ人材の育成し、地域に貢献するとともに世

本学は工学系大学として情報応用工学や機械

界に羽ばたく人材として輩出する」使命を担ってい

電気工学を学修する大学ではありますが、工学と経

ます。

営学の知識技術を身につけるカリキュラムを通して、

社会の変化は従来経験をしたことのないスピード

「主体性をもつ人材の育成」すなわち「学生が自ら

で進んでいます。本学で学ぶ領域のひとつである

学ぶ」、学修者主体の教育環境に変革していくこと

IoT・ビッグデータ・人口知能などを活用する第4次

が重要となっています。公立化1年を迎え、本学に与

産 業 革 命 や 、それによって 描く超スマート社 会

えられた人材育成の使命を再確認するとともに、学

Society5.0は、機械電気領域のものづくり技術と相

生の成長をかなえる魅力ある大学にしていきたいと

まって、既存の構造や人々に生活を数年で一変させ

思います。
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学 長 挨 拶
公立諏訪東京理科大学 次期学長予定者
この度、次期学長として内定をいただ

小越 澄雄
生まれ変わり、危機を脱出しました。

きました小越澄雄です。副学長として公

現在も社会のニーズ、学生の「真のニーズ」
に十分答えられず危

立化後の一年間を立ち会わせていただ

機に陥っていると考えています。学問分野が細分化し、
また進歩が

き大変良い経験となりました。
また、
この

早く、社会が期待する知の拠点としての機能が十分に果たせてい

大学の可能性を実感できた一年間でも

ないのでは？学生にとって大学は、
キャリア形成の大変良い場所な

ありました。関連する皆様に心よりお礼

のに、その役割を十分に果たせていないのでは？などと危惧してい

を申し上げます。

ます。
これらの対策案は、紙面の都合で別の機会にご説明します。

本 学は、産 業の基 盤となる学 問 領
域、情報応用工学と機械電気工学に特

２.大学を再定義する視点・・・大学の潜在的な可能性追求の視点

化した工学系大学として昨年4月に設立されました。1年間が順調に

Appleの故S・ジョブズ氏は携帯電話を再定義すると宣言し、
ス

進み、当初立てた中期計画もほぼ達成できると見通しとなっていま

マートフォン
（iPhone）
を発明しました。単なる電話機に、
その潜在能

すが、
さらに持続的な発展をしていくための方策を検討中です。

力を発揮させるべく中央演算処理装置を加え、携帯電話を情報端

このことについての私見を以下に述べさせていただきます。

末としました。我々も大学に何かをプラスして、大学の持つ潜在的な

次の二つの視点から検討しています。

可能性を開花させたいと考えています。例えば、人工知能や情報通
信技術を加え外部へのオープン化を実現するなどです。

１.近代大学誕生の視点・・・大学の危機脱出の視点

他の可能性を含めた詳細は、
こちらも別の機会にご説明させて

18世紀の大学は、社会のニーズに答えられず存続の危機に見舞
われました。研究重視および研究をとおした教育（ドイツ、米国）、そ
して実用研究の導入（米国）
により、当時の大学は近代大学として

公立諏訪東京理科大学 現学長

この大学を、皆の大学として共に発展させていきたいと思います
ので、今後とも、
よろしくお願いいたします。

河村 洋

公立大学に転換して1年が経過し、
この 蓼科の風 も第2号をお届けする

八ヶ岳山麓でペンションを営む米国人ファミリーと提携してミニホー
ムステイも経験させることが出来ました。

ことが出来ます。
この一年間を振り返る

研究面では、前回もご紹介した地域連携研究開発機構の運営

と、外部有識者の方々を加えた評価委

が軌道に乗り、地元を初めとする民間企業との共同研究や受託研

員会や各種審議会を設置して広くご意

究は昨年に比して件数も増加し、特に受入金額はほぼ倍増しまし

見を伺う等、
より開かれた公立大学とし

た。
これらには、学生諸君も卒業研究や大学院での研究を通じて

ての体制を整備したほか、海外大学と

参加します。

の間、
さらに国内でも放送大学等との

このように、本学の公立化の初年度を順調にスタートさせること

連携協定を結び、国内外での本学の

が出来たと存じますが、
これも学内外の皆さまのご支援とご協力の

活動範囲を拡げました。
学生の皆さんについても、経済的な支援の枠を拡げ、学費の低

おかげと考えております。私はおかげさまでその職務を果たさせて
頂いたと存じますので、
この機会に退任させて頂くこととしました。

廉化と相まって学費納入の困難のために退学せざるを得ない例を

幸い、公立化に際して経営にすぐれた理事長を迎えることが出来

大幅に減らすことが出来たのは、
とてもうれしいことでした。
また、学

ましたし、私の後任にも教育研究に豊かな経験を持つ優秀な後任

生諸君が外部英語試験や各種の資格を取得するための受験料や

者が選ばれております。
この大学が学生諸君や地元地域と共にま

交通費を補助する仕組みを設け、延べ約45名の学生諸君がこれを

すます発展していきますよう、今後とも本学へのご支援をよろしくお

利用し、技術士一次試験などに多くの合格者を出しました。英語に

願い申し上げます。
ありがとうございました。

親しませる教育では、学内で毎週開く英語村に加えて、今年は
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いただきたいと思います。

地元自治体からの声
「地域を学びのフィールドに、そして多くの出会いを」
諏訪広域公立大学事務組合副組合長
人口減少が急速に進む現在、特に地方では若者
の首都圏への流出などの問題に直面しており、各自
治体は独自の施策あるいは近隣市町村と連携体制
を図りながら、多岐に渡る事業展開により課題解決に
向けて取り組んでいるところであります。
私は、
まちづくりの中心は「人」であり、いつの時代
も、
また、
どのような状況下にあっても変わることのない
普遍的なものと考えております。
まちづくりの中心となる
「人」
である学生の皆様が、
この諏訪の地で学び、生活し、
そこに出会いと交流が
生まれることは、
まさに 蓼科の風 とともに若き力が地
域に集うことであり、皆様は地方の創生に必要な、そ
して、大切なとても大きな存在であります。

岡谷市長

今井竜五

信州諏訪の地には、高度な技術集積を生かした産
業と豊かな自然、
それと共存する様々な歴史や伝統・
文化などの風土がありますが、それは、皆様に多くの
影響をもたらすものであります。
工学と経営学の融合教育のもと、皆様が地域全体
を学びのフィールドとして思う存分に活動し、専門知
識・技能を深めるとともに、マネジメントとグローバルの
感覚を持って実践力を培い、地域と有機的に結びつ
きながら、世界へ大きく羽ばたくことを期待いたします。
多くの出会いとかけがえのない仲間達との時間も
大切に、学生生活を大いに満喫してほしいと心から
願っております。
市内製造業でのものづくり体験

「魅力ある知の拠点として、発展を願って」
諏訪広域公立大学事務組合副組合長

毎年多くの参加者でにぎわう
下諏訪レガッタ

2018年４月に公立大学へと生まれ変わり、
２年目を
迎える公立諏訪東京理科大学が知的資源の集積拠
点として、地域産業の活性化や地方創生に大きな役
割を果たされていることに心から敬意を表します。
諏訪地域は、
ものづくり産業を中心に発展してまい
りましたが、情報通信技術等の急速な発展により、
もの
づくりを取り巻く環境は日々変化し、社会のニーズは複
雑、多様化しています。
このような状況の中、公立諏訪東京理科大学には、
先端的な科学技術に挑戦する教育と研究の推進によ
り、地域と国の発展に貢献するという基本理念のもと、
時代の潮流を捉えて多くの優秀な技術者を育むととも
に、様々な研究の成果をこの諏訪地域に還元してくだ

下諏訪町長

青木 悟

さることを期待しております。
また、当町といたしまして
も、諏訪広域６市町村における産学官金連携ネット
ワークの一員として、大学と共に地域社会の更なる発
展に向けて未来への歩みを進めてまいる所存であり
ます。
学生の皆さんには、高原と湖に囲まれた自然豊かな
この地で、
ものづくりの伝統と歴史文化を感じながら、
できうるならばボート等で諏訪湖に親しみつつ、心身と
もに研鑽を積み、大きく羽ばたかれることを願っていま
す。
今後も、公立諏訪東京理科大学が諏訪地域の立
地を活かした魅力ある知の拠点として、
ますます発展
されることを祈念いたします。

「地方創生の担い手として本学に期待すること」
諏訪広域公立大学事務組合副組合長
2018年4月公立諏訪東京理科大学が6市町村で
組織する諏訪広域公立大学事務組合と多くの関係
者の皆様のご尽力により、公立大学としてスタートを切
られたことに対して、心よりお喜びを申し上げます。
少子高齢化の進展と人口減少に歯止めをかけるた
めには、地方創生の推進が大きな課題となっていま
す。
そのため、
ものづくりの先端技術が集積する諏訪地
域に若者が集い、学び、やがて社会で活躍する優秀
な人材を育むことのできる公立諏訪東京理科大学の
開学は、地域が強く望んでいたことであり大変大きな
意味があります。
また、本大学には地域産業会のニーズに応えるた
めに、先進的なイノベーション研究を推進するための
地域連携研究開発機構も発足しており、各学部が相
互に連携し枠を超えて協力することで、想像を超えた
研究開発に取り組むことが可能となり、結果として諏
訪地域の産業振興と大学の発展に寄与するものと

富士見町長

名取重治

大きな期待をしています。
2018年4月には、国際交流センターが設置され、社
会や経済のグローバル化が進む中で、地元企業が期
待する
「海外ですぐ働ける人材の育成」
にも力を入れ
ています。
自らが主体性をもって課題を見つけ、実際
に課題を解決することのできる思考力や判断力を養う
ための海外インターンシップ制度が着々と成果を上げ
ていることも、大学の大きな魅力と言えます。
一方、本大学は学生の学びの場としてだけでなく、
地域住民の学びの場としての役割を担っており、今後
ますます地域の活性化を支援し、地域に愛される大
学として飛躍するでしょう。
最後になりますが、地方創生、地域貢献、更には世
界に羽ばたく人材を育成するため、公立諏訪東京理
科大学の益々の発展と未来を担う学生諸君が、夢を
抱き自然豊かな八ケ岳の麓で勉学に励み、学生生活
を謳歌されることを心より願います。

富士見を象徴する富士山と桜
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地域連携研究開発機構 活動報告
IoT・AI人材育成講座（導入編）
を開講
本学では諏訪圏ものづくり推進機構と共催で
「IoT・AI人材育成講座（導入
編）」
を3月より開講しています。諏訪圏の中小企業に対してIoT・AIの普及を図
ることを目的として諏訪圏ものづくり推進機構が企画し、本学が協力する形で実
施するものです。
今回は
「導入編」
として、2019年3月〜2020年1月まで月1回のペースで実施
し、本学教員が講師を務め、実習やビッグデータ・インターネット、
ＡＩプログラミン
グの基礎を学び、IoT・AIの入門レベルの知識、及びスキルを習得した人材を
企業内に育成します。
また、本学では2020年よりこれらを発展させた
「基礎編」
「応用編」
を実施する予定であり、
さらなるレベルアップをサポートしていきます。

地域連携研究開発機構長

河村 洋

講座開講記者会見の様子

産学公連携「スワリカブランド」創造事業がはじまりました
茅野市からの委託を受け、長距離・低消費電力無線通信技術（LPWA：Low
Power Wide Area）
を活用した新規事業の創出に関する活動、産学公連携「スワリカ
ブランド」創造事業を開始しました。
この事業では、公立諏訪東京理科大学を中心にし
て、行政および地元企業の三位一体で地域の課題解決に取り組んでいきます。大学が
得意とする研究開発に留まらず、行政や地元企業と連携することで新たな事業として
展開し、地域の魅力を最大化する事を目的としています。
本プロジェクトでは地域連携研究開発機構 地域先進技術研究部門に特任教授と
して小林 誠司氏を迎え、様々な取り組みを行っています。

八ヶ岳登山の様子

現在取り組んでいるテーマの一つに、
「山岳登山の見守りシステム」があります。LPWAを使い登山者の現在位置を把握することで、
遭難事故の発生時に救助体制が取りやすくなります。
これまでもベンチャー企業により、類似の登山者位置把握システムが提案されてき
ましたが、
いずれも実用化に至っていません。世界的に有名な
「八ヶ岳」
の麓に位置する本学において、最新の無線通信技術と地元企
業の
「モノづくり」
の力を組み合わせ、地元中学校などの実証実験協力を得ることで、役に立つ山岳登山見守りシステムを立ち上げるべ
く開発を進めています。

地域連携総合センター 活動報告
地域連携総合センター長

市川 純章

本学には地域との関わりを目的とした センター とよばれる組織がいくつかあ
ります。
「 地域連携総合センター」
は、地域から大学への相談の総合的な窓口
であるとともに、学生が地域と関わるための組織です。
大学は講義を中心とした専門の授業が主です。
しかし、社会で活躍できる人
アイスキャンドル

物に成長するには、学ぶ目的である 専門を習得し社会の発展に寄与するこ
と を意識すること、
そのために社会を知ること、社会の人々と関わること、社会
で実践してみることが大切と考えています。地域連携総合センターは、その学
びの機会を創出します。
本センターは、市町村を含む地域の様々な方から相談を受けます。
その中で、学生にとって良い
学びになると考えられる案件を選定し、学生への告知、活動チームの組織、活動内容によっては

上川アダプト

費用の支援なども行っています。
これまで、地域の環境美化活動などボランティア参加の機会、駅
前開発への意見交換会への参加など行政に関わる機会、地域の祭り等のイベント運営や子ども
たちへの科学教育のプロジェクトへ参加し、市民と協働する機会、地域のコーディネータと一緒に
地域産業を紹介する工業ガイドの編集へ参画する機会など、地域と連携した学びの機会を提供
してきました。
今後は、新入生を中心に、大学で学ぶ目標づくりのためのキャリア教育にも力を入れ、地域縁の
方の講演会の実施や地域連携を通した学びで身に付ける人間力の大切さを伝える計画であり、4

茅野市こどもまつり
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年間の学びをより充実させていただきたいと考えています。

News

ニュース

山陽小野田市立山口東京理科大学と連携協定締結
本学は、互いの大学の使命・目的を達成し、
さらなる地域の発
展に貢献するため、学術だけではなく幅広い連携を行い、学生
間の交流を中心に協力を深めていくために他大学との協定を締
結しています。
2018年4月に、
これまで姉妹校であった東京理科大学（東京
都新宿区）
と協定を締結し、以前より実施していた共同研究の推
進、海外プログラムへの学生参加、編入学及び大学院特別推薦
などを継続して実施しています。
また、2019年2月には、同じく姉妹校であった山陽小野田市立
山口東京理科大学（山口県山陽小野田市）
と、教育研究活動の
充実、学生教育の資質の向上、活力ある地域社会の形成、大学

間交流などに寄与することなどを目指し、
より一層の協力体制を
築いていくことを目的とした連携協定を締結しました。山口東京
理科大学は、2016年4月、山陽小野田市立となる公立大学として
設立され、2018年４月には、西日本の公立大学では初となる薬学
部を設立し、地方都市おける恵まれた教育環境のもと、理工系の
基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根
差し、地域社会の発展に寄与する
「地域のキーパーソン」
の育成
に貢献することを大学の目的としています。
今回の山陽小野田市立山口東京理科大学との協定締結によ
り、同じ建学の精神『理学の普及を以て国運発展の基礎とする』
を掲げる3大学が互いに協定を締結したこととなります。

2019年2月
連携協定締結
公立大学法人
山陽小野田市立
山口東京理科大学

公立大学法人
公立諏訪東京理科大学

2018年4月
連携協定締結

2016年4月
連携協定締結

山陽小野田市立山口東京理科大学との調印式の様子
（2019年2月13日 本学アセンブリ―ホール）
左から 山陽小野田市立山口東京理科大学 森田廣
学長／公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科
大学 池北雅彦理事長／諏訪広域公立大学事務組合
組合長 柳平千代一茅野市長／唐澤理事長／
河村学長

学校法人東京理科大学

放送大学と単位互換協定締結

放送大学との調印式の様子
（2019年3月6日 本学アセンブリ―ホール）

協定書の取り交わしを行う
放送大学 來生学長と河村学長

2019年3月6日、本学は放送大学（千葉県千葉市）
と単位互換協定を締結しました。
この協定は一般教養『新しい時代の技術者倫理』
や第二外国語『フランス語Ⅰ』
『ド
イツ語Ⅰ』
といった在学生に学んでほしいが学内では開講できていない科目に関して放
送大学の授業を活用させていただき、本学としての単位と認定することを目的としてお
ります。
またこの単位互換制度がより活発に活用されるよう、本学が指定する科目を修得し
た場合の授業料は全額大学負担としています。
放送大学は、放送・通信を用いた大学教育を全国で実施することを目的に設置さ
れた通信制の大学で、教養学部では、約300もの幅広い科目を開講しています。全国
に57か所に学習センター・サテライトスペースをもち、長野県内には長野学習センター
が諏訪市文化センター敷地内にあります。
本学で行われた調印式には、放送大学 來生学長、放送大学長野学習センター
村上所長、放送大学学園学務部連携教育課 望月課長補佐、本学より河村学長、小
越副学長、松江工学部長、五味共通・マネジメント教育センター長が出席し、両大学
長が協定書・覚書に署名しました。
放送大学のネットワークと幅広いネットワークを活用させていただき、技術力のみなら
ず、幅広い素養を身に付けた技術者育成により寄与していきたいと考えています。
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技術士資格取得支援の取組み
共通・マネジメント教育センター長

五味 嗣夫

１．技術士資格挑戦の意義
文科省は技術士の資格を
「科学技術の応
用面に携わる技術者にとって最も権威のある
資 格 」と定 め て いま す 。英 語 で は 、P E
(Professional Engineer)と称されます。従っ
て、工学部で学び、将来、実務畑で活躍するこ
とを夢見る学生にとって、最も価値ある資格と
しての技術士取得を目指したいものです。
この技術士資格を取得するためには、大学卒業後一定の実
務経験を経た後に二次試験に合格すればいいのですが、その
前提として全員に一次試験が課されるように試験制度が改正さ
れたのです。
この一次試験は大学で学ぶ範囲での工学の専門
知識を問うものですから、一般的には卒業後時間が経つほど受
験勉強は大変になります。そこで、学生時代に一次試験に合格
してしまうというのが極めて得策と言えます。
このような背景から本学では、在学中に技術士一次試験に
チャレンジし、一次試験合格を勝ち得ておくことが将来のキャリア
パス形成に向けて極めて有益であろうと考え、2018年度から大
学をあげて技術士への挑戦を支援することに致しました。
２．本学における技術士資格挑戦への取組みと初年度の成果
2018年4月、新入生も含め全学生に向けて
「技術士資格取得
チャレンジの勧め」
をアナウンスし、意識づけを行いました。
更に、東京理科大学の理窓技術士会と協定を結び、受験対
策セミナーを開講する仕組みを構築しました。
その第1弾として、6
月には技術士制度や資格取得の意義、一次試験の位置づけや
試験内容などの説明会を開催しました。全学生の1割にあたる
122名が参加し、学生の関心の高さを感じました。
このうち受験を
申し込んだ23名に対し、一次試験直前対策セミナーを9月26日、

合 格 学 生の声
私は技術士の電気電子部門で一次
試験を受験し、合格しました。私が受験
しようと思ったきっかけは、大学で実施
している資格取得の助成金制度でし
た。私は技術士試験に以前から興味
があり、受験しようか悩んでいました。
悩んでいる時期にこの助成金制度を
知り、良い機会だと思い受験することに
しました。
この制度は受験費だけでなく、交通費も助成されるた
め、学生の私としてはとてもありがたい制度でした。
勉強は、受験日である10月７日から逆算し、
３カ月前の７月から
始めました。過去問題集を使って、出題傾向を確認しながら勉
強しました。
さらに９月には技術士の資格を持つ、東京理科大学
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技術士試験説明会
2018年6月23日

27日の両日実施しました。
その結果、受験勉強期間が極めて限られていた中ではありま
したが、機械部門1名、電気・電子部門3名の合計4名がみごとに
合格し、初年度から成果をあげることができました。 併行して、
本資格を本学独自に進めている
「資格取得支援助成金制度」
の
対象資格と認定し、合格者は受験料及び受験に関する交通費
を全額、合格しなかった場合にもこれらの半額の助成を行うこと
に致しました。
３．今後の展望
初年度の取組みから合格者が出るという大変うれしい結果と
なりましたが、
これは本学の定めたカリキュラムに沿ってしっかり
勉学に励めば合格できるということが裏付けされたとも言えましょ
う。
セミナーの開催は、試験日程も踏まえた最適なタイミングでの実
施を継続していきます。
また、試験科目分野の中で技術者倫理な
どを問う
「適性科目」
については、大学カリキュラムを補完する授
業として2019年度後期より放送大学の講座を受講できる体制づ
くりを進めております。
このようにして、今後、本学では在学中に技術士一次試験に
チャレンジし、合格する学生が多数現れるようになると期待されま
す。それは、本学の特徴・強みの一つとなるでしょうが、何より学
生にとって将来の大きなキャリアパスの足掛かりを形成する土台
の1つとなってくれるでしょう。

工学部 電気電子工学科 3年

白勢 健登

の卒業生によってつくられる
「理窓技術士会」から講師の方々を
お招きして、講座を開いていただきました。講座では問題の解き
方のコツを教えていただき、講座後は気になっていた問題の質
問をさせていただきました。受験に向けて知識が身に付き、
とても
有意義な時間となりました。
受験当日、受験者に学生以外の方が多いことに驚きました。試
験の内容は大学の講義で学んだ知識を使う問題もあり、余裕を
持って問題を解くことができました。
私の将来の目標は、二次試験も合格し電気電子部門の技術
士なることです。二次試験の合格には筆記・口頭試験の他に、
企業での各分門専門の業務経験が必要になります。私はこれか
ら、電気電子部門の業務経験を積める企業に入社できるように、
就職活動をがんばりたいです。

News

ニュース

海外インターンシップの取組み
国際交流センター長

大島 政英

国境を越えた産業やビジネスが盛んになる
中、本学工学部では、
グローバル社会に対応で
きる思考力、判断力、表現力を身に付けるた
め、2016年度から
「海外インターンシップ」
を実
施しています。参加者は海外の企業で製造や
生産、組立、製品検査などを実際に体験しま
す。
この間、
その国独自の企業や労働のスタイ
ル、生産工程、
日本企業との違い、
日系企業が海外生産する優位
性だけでなく、
その国の経済事情や今後の見通し、生活、文化、習
慣も合わせて習得します。
2018年度は9月3日〜11日の間、
ベトナム、
ホーチミン市郊外で医
療 機 器の製 造 や 組 立 、研 究 開 発を行っているM E T R A N
VITEC社を訪れました。酸素吸入器や睡眠時無呼吸を防止する
医療装置の組立や検査を体験しました。学生はどの工程も真剣に
取り組んで無事終えることができ、大変貴重な経験になりました。
滞在期間中にはバーベキューパーティーを開いて頂き、従業員

製造作業の様子

ホーチミン市工科大学
での集合写真

参 加 学 生の声
私が今回の海外インターンシップを申
し込んだ理由は将来海外と日本を繋ぐ
人になり、社会貢献をしたいと考えてお
り、今回のインターンシップで海外の職場
の雰囲気を感じたいと考えたからです。
結果的に、実際に作ってみないと気づき
にくいところや海外インターンシップでし
か分からないことなどを学ぶことができ、
非常に濃い4日間でした。
私たちがお世話になったMETRAN VITEC社は主に医療
器具を生産している会社です。私達に課された主な業務は
Humming Vueという新生児、小児呼吸器の製造でした。作業
をする前に、
自分たちが作った医療器具が実際に使われる旨が

英語でのプレゼン

バーベキュー
パーティーの様子

の方々との距離も縮まって楽しい時間を過ごすことができました。
ホーチミン滞在中に毎年、
ホーチミン市工科大学を訪れていま
す。両大学の交流セミナーを開いて頂き、互いに研究や授業の
内容だけでなく、大学やその周辺地域の紹介などを行っていま
す。
また、研究室や教室、図書館、学生食堂など施設を見学した
り、学生同士が対話し交流する時間も設けています。現地大学
生の勉学に対するモチベーションは非常に高く、彼らと接すること
により、本学学生ももう一度、大学に進学した意義や将来の目標
を見つめ直す良い機会となり、実際に成果が出ています。
なお、
ホーチミン市工科大学と本学は、2018年に協定を結び、今後も
益々、交流を図っていく予定です。
以上のように、海外インターンシップは大きな成果を上げており、
次年度以降は訪問先をホーチミン市内に数社の他、
タイ、
マレー
シア、台湾にも拡大し、今後は国際交流センターを中心にさらに、
参加学生を増やし活発な交流を推進していく次第です。

工学部 機械電気工学科 1年

金武 公平

言われ、
自分たちの作ったものが人の命に関わるという責任感を
持ちながら行動したので、
ここで働く人の大変さや責任感を身を
以て感じました。
また、
自分たちのグループはミスを何回かしてし
まいましたが、従業員の方が何回も優しく丁寧に指導してもらっ
たおかげで、
なんとか完成させることができました。最終日には、
夕食をメトランの従業員の方と一緒に食べることができ、簡単な
英語やジェスチャーで国際交流を深めることができたことは私に
とって素晴らしい思い出です。
海外インターンシップは、
自分にとって貴重な経験となりました。
なので、海外インターンシップに興味がある人はぜひ参加してみ
てください。今想像している何倍もの楽しいことが待っています。
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海外留学支援助成金制度について
本学では、海外において積極的に英語力や国際的活動力の向上を図ろうとする意欲ある学生を支援するため、公立諏訪東京理科
大学海外研修支援奨学金制度を設けています。本学が主催する海外研修プログラム等に参加する学生について、所定の英語資格を
取得している等の奨学金申請資格を満たしている場合に、原則として1人当たり100,000円を上限（研修費用が400,000円を超える場合
は200,000円を上限）
に奨学金を給付します。2018年度も26名の学生に奨学金を給付しました。 問い合わせ先：教務・学生支援課

授業料減免制度案内について
経済的理由による授業料免除

制度概要

免除額
免除予定者数

対象者

学費負担者の状況急変等緊急理由による授業料免除（緊急免除）

経済的理由により授業料の納付が困難な場

主たる学費負担者である保証人の失職や死亡等により家計

合に、学生本人の申請に基づき審査の上、
当

が急変し学費の納付が困難な場合に、学生本人の申請に基

該年度の後期分授業料が免除される制度。

づき審査の上、授業料の全額もしくは半額が免除される制度。

267,900円

535,800円
（全額）もしくは 267,900円
（半額）
。

70名（2018年度参考）
経済的理由により授業料の納付が困難であ

主たる学費負担者である保証人の失職や死亡等により家計

り、かつ、学業成績が良好である者。
申請時

が急変し学費の納付が困難となった者。家計急変の事由が

において当該年度の後期分授業料が未納

生じた時から1年以内の者で、
申請時において当該年度の授

の者。

業料が未納の者。※申請時においてすでに納入した授業料
については免除の対象となりません。

5月に申請手続き等の説明会実施についての

申請期間

随時。
個別に対応しますので、財務課へご相談ください。

詳細を、学内掲示板やS-CLASS（学園生活
支援システム）
でお知らせします。

よくあるQ＆A
Q．
申請は学生本人が行うのですか？

A．
申請は学生本人が直接財務課窓口で書類を提出して行います。
ご事情がある場合はご相談ください。

Q．審査基準に当てはまれば、必ず
授業料免除対象者となりますか？

Q．
どのくらいの収入であれば
授業料が免除されますか？

A．限られた予算の範囲内で実施しますので、年度により免除予定数
が変動する場合があり、基準内でも免除とならないこともあります。

A．家庭の状況によって収入の種類や控除額が異なります。
説明会にて配布する資料に家計の収入に関する審査基準が
記載してありますので各自ご確認ください。

問い合わせ 公立諏訪東京理科大学
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財務課

TEL：0266-73-1325

8：45〜17:15（土日祝除く）

Event

イベント

学内合同企業研究セミナーを開催しました
2月7日(水)、8日
（木）
の2日間の日程で
「2018年度学内合同企業研究セミナー」
を開
催しました。長野県内外から両日90社（計180社）
の人事担当者が来校し、学生と仕
事や企業に関する様々な情報交換を活発に行いました。
主に2020年3月に卒業を予定している学生を中心に2日間合計約250名が参加。
学生は積極的にブースを訪問し、仕事内容や企業の動向などの話を熱心に聞いた
後、質疑を積極的に行い、見聞を広めました。
採用選考に係る広報活動開始時期まで1カ月を切り、
「 就活」がいよいよ始まる学
生にとって、企業を知る機会は自分の進路を決める上で非常に大切です。本学では
多くの企業と接点を持つこと、企業をもっと知ってもらうことを目的に毎年この時期に
学内合同企業研究セミナーを開催しています。

大学祭（理大祭）
公立諏訪東京理科大学としては初となる大学祭（理大祭）が2018年
11月4日に盛大に開催されました。
この開催には、多くの地元企業からの
支援をいただきながら、2年生を中心に50人余りの実行委員会の学生が
年度当初から計画をはじめ、無事に終了することができました。
当日は1500人を超える方々が諏訪圏内や全国から来場され、実行委
員会では公立化を意識し、地域の歴史や産業に目を向けてほしいとの
思いから、繭を使った人形作り体験の企画では、親子連れを中心に好
評でした。
また、研究室や部活からの屋台出店や研究・作品等の発表が行わ
れ、研究発表では自作の電気自動車の試乗会などの体験に多くの来場
者が足を運んでいました。

スキー・スノーボード教室
毎年恒例となっている
「スキー・スノーボード教室（学生
会主催）」が2019年2月13日にピラタス蓼科スノーリゾート
で開催されました。
学生会が主体となり、1年生から大学院生までの34名の
学生が参加し、多くの長野県外からの学生にとっては初め
てのスキー・スノーボードとの事で、友人などから教えても
らいながら、一日の終わりには、全員が一人で滑走ができ
るほどまで上達していました。
今年は積雪も少なく暖かい冬だったため、雪質が心配
されましたが、
しっかりと整備されたコースを晴天の中、気
持ちよく滑ることができました。

クラブ紹介【ソフトボール部】
ソ
ソフトボール部は、1年生が中心となり、今年度発足しました。発
足後は上級学年の部員も確保しながら毎日の練習に汗を流して
足後
いました。
その結果、創部一年目でありながら積極的に公式戦に
参加し、創部から4ヶ月にして
「第25回北信越地区大学男子ソフト
参加
ボール選手権大会」
において、準優勝の好成績を修めました。
ボー
今年度は部員の確保に始ま
り、練習場所や試合相手など手探
今
りの状態からの出発ではあ
りましたが、来年度以降はさらに飛躍
りの状
し、
インカレ出場を目指しています。
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星野研究室（機械電気工学科） 研究テーマ：制御工学・ロボット工学 H O S H I N O L A B
星野研究室は
「制御工学」や「ロボット工学」が専門

「オムニライド」
は専門的には
「劣駆動システム」の一種で

で、様々な機械装置の制御手法を検討・提案し、実際

す。
「 劣」は少ないという意味で、文字通り少数のモーター

に機械装置を開発しています。少子高齢化に伴い、医

（駆動）で駆動される機械を指します。装置などに生じる揺

療・介護分野をはじめとして新たな省力化・支援機器

れの低減も
「劣駆動システム」の制御として捉えることがで

が必要であり、
また、制御の良し悪しが装置の性能を

き、研究室では生産設備を開発している企業との共同研究

左右しますので、機械・電気工学の重要な一翼を担っ

なども行っています。
星野祐教授

機械装置の開発や制御には、数学や物理学（力学）、材

ています。
2011年から精力的に取り組んでいるのが、球乗り型

料、機械設計、電気・電子回路、
プログラミングなどの知識と技能が必要であり、

の次世代モビリティ
「オムニライド」
の開発です。二輪立

本学での学びが直に役立ちます。学生諸君には、
３年次までにこれらをしっかりと

ち乗り型の「セグウェイ」
と同種の乗り物で、
「 小さい交

身に付けてもらい、本気で思い切り卒業研究に取り組んでほしいと思っています。

通」、
「スローモビリティ」の一例です。最大の特徴は球

なお、直近でもオムニライドの展

体一つで路面に接地して自動的にバランスをとるところ

示が予定されており、文部科学省

で、
これぞ自動制御の真骨頂です。人が乗っても倒れ

（4月〜5月）、
よこすかYYのりもの

ることなく、真横を含め、
どの方向にも自由に進みます。
構想、設計、製図、組立、配線、
プログラミングまで、

フェスタ（ 6月初 旬 、横 須 賀 市 ）、
Interop 2019 (6月中旬、幕張メッ

学生と一緒にすべて研究室で開発しました。部品は地

セ)、
オープンキャンパス
（8月初旬、

元企業に加工して頂きましたので、地域色を生かした、

本学）
などがあります。
よろしければ

本学ならではの研究であると言えます。

お出かけ下さい。

JJAZZ研究会

JAZZ COLLEGIUM

JAZZ研究会は毎年茅野市こどもまつり、理大

一年生だけでバンドを組み参加しています。昨年は

祭、
祭 クリスマスライブの3回のイベントをメインに活動

新入生がたくさん入部したため、例年よりも大人数

しています。
それに加えて昨年度は、おかやフェス
し

での参加となりました。
日ごろの練習の成果を発揮

タやアイスキャ
ンドル2019にも参加させていただきま
タ

し、
クリスマスライブを盛り上げることができたのでは

した。
学部や学年の枠を越え仲が良く、
イベント前
し

ないかと思います。おかやフェスタやアイスキャンド

はもちろん、
それ以外の期間も各々が自主的に部
は

ル2019でも演奏させていただきました。人前で演奏

室に集ま
り練習に励んでいます。
こどもまつりでは、
室

する機会が少ない部員にとってはとても良い経験

ジャズ演奏と楽器体験を行いま
した。
ジャズ未経験
ジ

になりました。

で入部した一年生にと
っては人前で演奏する初め
で

私たちJAZZ研究会は、
これからも地域との関わり

ての機会とな
ります。理大祭では昨年もジャズ喫茶
て

を大切にし、積極的にイベントに参加していきたいと

をやり
コーヒーなどのドリンクの販売と、
ジャ
を ました。

考えています。そしてジャズの魅力を多くの人々に

ズの演奏を行いま
した。特に練習には力を入れ、普
ズ

伝えるとともに、地域の活性化につながるような活

段やらないような難易度の高い曲にもチャレンジす
段

動をし、地域に必要とされるようなサークルを目指し

るなど部員一丸となって準備を進めました。その甲
る

ていきたいです。

斐あって当日は多くの方々にご来店いただき
まし
斐

JAZZ研究会部長 工学部 電気電子工学科 3年

た。
た 今年度はさらにパワーアップした演奏をお届け

森角 真友奈

でき
クリスマスライブでは、毎年
で るように頑張ります。

2019年度前期授業等の主な予定
4月9日㈫
4月9日㈫〜14日㈰
5月6日㈪
7月23日㈫・24日㈬
7月26日㈮〜8月2日㈮
8月3日㈯〜9月30日㈪
9月11日㈬〜14日㈯

前期授業開始
前期履修申告期間
授業調整日（祝日であるが授業を行う）
前期補講期間
前期定期試験
夏期休業
前期追・再試験期間

「蓼科の風」
公立諏訪東京理科大学
No.2（2019年3月）
〒391-0292
長野県茅野市豊平5000-1
tel.0266-73-1201
https://www.sus.ac.jp/

広報誌

