


新入生の皆さん入学おめでと

うございます。これから皆さんは

この豊平のキャンパスで多くの

ことを学び或いは友人を得て新

たな学生生活を送ることになり

ます。

本学は工学系エンジニアを育

てる大学です。教育の機能には

「資格化」「社会化」「主体化」の３つがあります。工学系の知

識、スキルなどを提供する資格化は、皆さんの将来の職業に必

要な能力や技術を獲得する本学の大きな機能です。しかし、

今人生100年時代と言われ、皆さんが迎える40年後には「定

年」という言葉はなくなっているかもしれません。本学で学ぶ工

学の知識だけでは皆さんの長い将来のキャリアを支えることは

出来ないかもしれません。一方で、主体化という教育の機能が

あります。これは教育を通して「人間の自由に関心をもつ」こと、

自己の将来の可能性をつくりだし、将来どうすべきではなく「自

己の出発点だけを誘う」機能です。本学では皆さんにとって教

わる教育から自らが学ぶ教育への転換を図っていきます。これ

からの予測困難な時代を生き抜くために、皆さんが自律的な学

修者として、エンジニアのマインドを持ち、未知を楽しみ課題を

解決し、情報を選び取り判断する能力を養って下さい。そして、

責任をもって自由を謳歌する能力を磨いていく、それは自分で

人生デザインすることにつながります。

諏訪圏は素晴らしい自然がありますが、産業のベースはもの

づくりです。小さいながらも先端的技術で世界に伍す数多くの

素晴らしい企業があります。皆さんには在学の間に是非見学

の機会をもって地域に接して頂きたいと思います。自分自身で

幅広い選択肢を持ち人生をデザインする人材となることを期待

します。

2019年度は台風19号による

100年に一度といわれる大水

害、新型コロナウイルスの流行

等予期せぬ出来事が起こりまし

た。また、社会の変化も激しく、

皆さんが生まれたころには存

在しなかったFacebook（設立

2004年）が、今やGAFAの一つ

として世界に君臨しています。こうした時代に皆さんが活躍す

るには、自らの夢を実現するにはどうしたらよいか。そして、その

後押しをするためには我々は何ができるのか？2019年度はそ

れらを考えた学長就任1年目でした。もちろん、諏訪地域での

生活を存分に楽しみながらですが。

さて、これからの時代は、AIをエクセルのように使う、データ

解析の道具として使う、あるいは自動運転の基盤装置として使

う時代がくると考えています。そうした時代に活躍するには、大

学時代にAIを使い慣れておくことが必要と思います。そのた

め、2020年度から、全学生に学生実験としてAIを使う機会を

設ける準備をしました。

また、中学時代から長時間の英語授業を受けたのに英語を

使えない人が見受けられます。これでは、社会で活躍するうえ

で、足かせになりかねません。そこで、大学院の授業ですが、一

部の授業を英語化することを決めました。英語が使えない主な

理由は英語を使っていないからだと考えたためです。改革は始

まったばかりですが、皆さんが社会で活躍できるように徐々に

教育内容、教育環境を改善していきたいと思っています。

2020年度に本校に入学してくる皆様は、大きな希望・大きな

夢をもって入ってこられると思います。今は変革の時代でありま

すが、見方を変えればチャンスの時代でもあります。

ただの学生であったマーク・ザッカーバーグが世界的企業

FacebookのCEOになれる時代です。社会には解決すべき課

題が山積しています。例えば、100年に一度の大水害は、温暖

化を考えれば常態化しそうです。これから何が起きるかを想像

してみてください。その時、皆さんに何ができるかを想像し行動

しませんか。ザッカーバーグのようにこれからの社会を想像し、

そこで必要とされるもの・ことを創造しませんか。

ぜひ、大学生時代に新しいことにチャレンジし大きなチャンス

をつかむ足場を築いてください。

人生を自らデザインする力を磨こう！

変革の時代 ＝ チャンスの時代

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　学長  小越 澄雄

理事長・学長　挨拶
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Fe a t u r e  A r t i c l e s 特  集

2019年度学内合同企業研究セミナーに参加しました。意欲的に活動されている学生の皆さんを
頼もしく思います。

私は2007年に経営情報学部を卒業し、セイコーエプソン株式会社へ入社しました。現在は人事
部に所属し、社員の人事評価や処遇に関する業務を担当しています。

就職活動では多くの職種・企業にチャレンジしました。苦しい場面もありましたが、自分の将来を決
める大切な岐路であると自身を鼓舞し、納得いくまで活動したことが今の会社でのやりがいに繋がっ
ていると思います。就職が決まった際には、指導教授をはじめ多くの方に喜んでいただいたことが印
象的で、会社員になった今も、周りへの感謝とチャレンジする気持ちを大切にしています。後輩の皆
さんにも自分が納得できる就職活動をして欲しいと思います。

学生時代の田畑さん

先輩から理科大生へのメッセージ

学内合同企業研究セミナーを開催しました
2020年2月5日(水)、6日（木）の2日間の日程で「2019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2021年3月に卒業を予定している学生（学部3年、修士1年）を中心
に2日間で延べ約350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。

「就活」がいよいよ始まる
学生にとって、企業、仕事を知る機会は進路を考え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、仕事の理解を深めることを目的に学内合同企業研究セミナーを開催
しています。

アイ・エス・ビー/ＩＨＩ回転機械エンジニアリング/アスリートＦＡ/アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン/アピックヤマダ/伊藤忠テクノソ
リューションズ/ＮＴＴテクノクロス/エプソンアヴァシス/エムケー精工/沖電線/キッセイコムテック/キッツ/キトー/協和エクシオ/共和電業/
グローブライド/ＫＹＢ/小松精機工作所/コヤマ/サンコー/サンデンホールディングス/ＪＲ東日本メカトロニクス/シナノケンシ/城南製作所/
セイコーエプソン/大気社/中国電力/東京地下鉄/東京パワーテクノロジー/トミーテック/中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京/長野都
市ガス/長野日本無線/南信精機製作所/日亜化学工業/日信工業/日本鉄道電気設計/日本郵便/日本電産サンキョー/ネクスコ東日本
エンジニアリング/野村ユニソン/パーク２４グループ/ファナックパートロニクス/富士通システムズアプリケーション＆サポート/富士通ビー・
エス・シー/富士電機/ベリサーブ/本多通信工業/マルヤス機械/三井E&Sマシナリー/三井住友トラスト・パナソニックファイナンス/ユウワ
/ユタカ技研/ライト光機製作所/ラック など

公立諏訪東京理科大学大学院、東京理科大学大学院、北陸先端科学技術大学院大学 など

2019年度卒 主な就職先

2019年度卒 主な進学先

セイコーエプソン株式会社
田畑恵理さん

（2007年経営情報学部卒）
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11月3日（日）に新
風祭（大学祭）を開
催しました。この開催
には諏訪地域を中心
とする多くの企業に
ご協賛をいただき、
各団体の代表と実

行委員会の学生を中心として年度当初より計画をは
じめ、無事開催することができました。

当日は多くの方がご来場され、実行委員会の企画

第1回新風祭

学生会 活動報告

第1回新風祭を開催しました

機械電気工学科2年　砂田 亮さん

―「自転車で走った経験を書籍にまとめる」…ス
ポーツサイクル部は、それを目的に活動していま
す。発起人の砂田亮さんにお話を伺いました。

この度は広報誌『蓼科の風』に掲載させてい
ただき、大変光栄です。

早速ですが、初めに私が執筆した『私はシュ
ペールランドヌールになります2019』を書いたきっ
かけと感想についてお話しします。

私は日頃ノートに自転車で走った距離と場所
をメモしていたのですが、その時はその他に当
時の状況の事も書き込んでいると、まるでまた旅
をしている感覚になり手が止まらなくなりました。

執 筆は一か月
程で終わりました。
第一の感想として
は、本を書く大変
さがよく分かりまし
た。私は昔から本

を読まない生活をしていましたが、せめて今持っ
ている本くらいは大切に読もうと思いました。

続いてスポーツサイクル部の今後の活動につ
いてです。部員達には自分が自転車で走って感
じた事などを文字で記録に残してもらい、その
内容を集めて本にする活動を計画しています。
本は新風祭で販売するつもりです。

みんなで集まって走るといった活動はあまりし
ません。以前それで予定が合わずに部活が潰
れかけたので(汗)。予定が合う人同士で走って
も良いし、一人で走ってもOKです。

最後に新入生たちへ。この度は公立諏訪東
京理科大学への入学おめでとうございます。こ
の地域はとても自然に恵まれており、市街から少
し出れば都会ではとても見られないような風景
の宝庫です。ここまで簡単に絶景に出会える地
域は日本でも珍しく、そんな聖地へは自転車で
行けばタダで行けてしまいます。そして辿り着い
た時には車やバイクで行った時よりも数倍の絶
景、感動が貴方を待っているでしょう。是非一度
は訪れてみてください。

理科大で頑張っている学生を紹介します！注目の学生

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2020年2月13日に車山高原SKYPARKスキー場で開催さ
れました。

長野県外出身者にとって人生
初のスキー・スノーボードに不安を
抱く学生が見られましたが、去年
から続いて参加していた学生や
一緒に参加した友人に教えても
らいながら、一日の終わりには一

人で滑れるまで上達していました。
今年は例年以上に雪が降らず午

前中も大雨だったため雪質が心配
されましたが、お昼頃から天気が回復し、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。

学生会は学年学科が違う学生同士の交流を深めることを目的
に活動しており、多くの学生が有意義な大学生活を送ることを応援
しています。

2019年度学生会長 工学部電気電子工学科4年　大塩　祐雅

毎回大好評の移動動物園！

まゆ玉作りも大変好評でした！

記念すべき1冊目。現在2冊目を制作
中です！ 自転車があればどこへでも行けます！

スキー・スノーボード教室を開催しました

では岡谷蚕糸博物館にご協力をいただいたまゆ
細工や動物と触れ合うことができる移動動物園が
親子連れを中心に好評でした。

また、研究室やサークルからは屋台の出店や研
究・作品の発表が行われました。研究発表では磁
気浮上技術を用いたリニアモータのデモや体のバ
ランスを使ってクイズを解いていくトロッコクイズな
どが行われました。

2019年度新風祭実行委員長
工学部機械電気工学科3年　向井　拓也

新年度の実行委員募集中です！
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N e w s ニュース

産学公連携「スワリカブランド」創造事業 参画企業研究成果発表会を開催しました

新教育研究棟（9号館）の
安全祈願祭・起工式が行われました

IoT・AI人材育成講座・導入編 終了報告

本学では茅野市から「産学
公連携「スワリカブランド」創
造事業」について業務委託を
受け、最新のIoT向け無線通
信技術を活用して、様々な地
域課題を解決すべく地元企
業との研究開発に取り組んで
います。

同事業では2月12日（水）、
「参画企業研究成果発表会」を開催しました。この発表
会では、主に農業用ハウスの温湿度の遠隔監視システ
ム、山岳登山見守りシステム、河川の水位計測システムな
ど、参画企業12社と本学が取り組んだ今年度の研究成

果について発表しました。
また、特別講演として、森ビル株式会社の森浩生取締役副社長執行役員より「防災とまちづくり」と題して、森ビル株式会社でのIoT用無

線を活用した防災訓練の様子や、同社の取組み、今後の防災観点でのまちづくりについてお話頂きました。

社会人向けの「IoT・AI人材育成講座・導入編」が2019年3月から2020年
1月まで11回に渡って実施されました。この講座は、社会人のリカレント教育の
一環として諏訪圏ものづくり推進機構との共催で行われ、諏訪地域を中心に
19社から26名の参加がありました。

1 1 回に 渡る講 座 で
は、「センシング」「ビッ
グデータ・インターネット」
「AIプログラミング」「AI
画像処理」等について、
本学教員による講義が行われ、コンピュータを使用した実践的な内容となりました。

2020年度以降は、「基礎編」「応用編」が本学主催で実施されます。ますます需要
が高まっていく本分野において社会人として役立つ講座を実施していきたいと考えて
います。

2019年11月13日（水）秋晴れのもと、新教育研究棟（9号館）建
設予定地において安全祈願祭及び起工式が執り行われました。

神事・式典には大学関係者他、建設関係業者4社の代表者が
参列し、無事故無災害で完工されることを祈願しました。

起工式の挨拶では、本法人 唐澤範行理事長から「新教育研
究棟は、公立化後の1期生
が4年生になる年に完成し、
大学院生の研究や地域連
携の研究の場となります。工
事関係者の皆様のご尽力を
何卒よろしくお願いします」と
の挨拶がありました。

また、来賓の諏訪広域公

立大学事務組合 今井敦組合長からは「地域から寄せられる期
待は大きく、新教育研究棟は新しい大学の象徴となります。大学が
地域の様々な課題解決をする拠点となり、諏訪圏や長野県にとっ
てなくてはならない存在として、地域とともに発展することをお祈りし
ます」との祝辞がありました。

新教育研究棟の工事は、2021年2月に完成の予定です。鍬入れの儀を行う今井組合長（右）と唐澤理事
長（左）

閉講式の様子

関東経済産業局 近藤かおる氏による基調講演の様子
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諏訪圏工業メッセに参加しました

アイスキャンドル2020 in公立諏訪東京理科大学を開催しました

外国人留学生入試
帰国子女入試
社会人特別選抜

小計

外国人留学生入試
帰国子女入試
社会人特別選抜

小計

諏訪圏工業メッセは、2002年から開催されている工業専門展
示会です。現在では諏訪地域を中心に金属・電気・光学等の機械

装置や加工部品に関わる400社以上の
企業・団体が参加しています。

本年度は2019年10月17日（木）～19日
（土）の3日間にわたり開催され、本学の
ブースからは公立化後、新たに設立され

2月1日（土）にアイスキャンドルイベントを開催しました。この日は
諏訪圏の各地でアイスキャンドルが設置され、本学も会場の一つと
してキャンドルにあかりを灯しました。

当日は準備から来場者と一緒に作業を行い、点灯後はキャンド
ルで咲かせた一凛の花に
感嘆の声があがりました。
構内ではJazz研究会によ
る生演奏も披露され、来
場者は音楽と共に、思い
思いにキャンドルのあかり
を眺めていました。

また、「おもてなし隊」の

た地域連携研究開発機構より「地
域 先 進 技 術 研 究 部 門（ 機 械・電
気）」、「医療介護・健康工学研究部
門部門」の2部門の出展に加え、「ス
ワリカブランド事業担当」が出展し、各々の研究紹介を行いました。

本学のブースは3日間で累計約2,000名の来場者にお越しいた
だき、本学の多彩な研究成果を展示することができました。

皆さんによる豚汁の振舞いや元「し
あわせ信州応援アイドル」の久保田
光さんのミニライブに加え、昨年本学
が撮影地のひとつとして協力した日
向坂46のミュージックビデオ撮影場所を巡るツアーなど、様々な企
画で盛り上がりました。

きれいに花が浮かび上がりました！

本学ブース。多くの来場者で
賑わいました。

豚汁で心も身体も温まりました

（2020年3月20日現在）

Jazz研究会によるパフォーマンス

産学連携センター 活動報告

地域連携総合センター 活動報告

2020年度大学入試状況（2020年3月20日現在）

学科 試験区分 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格倍率

大学計

情報応用
工学科

機械電気
工学科

一般入試

一般入試

推薦入試

推薦入試

前期A方式
前期B方式
中期
地域枠①
地域枠②
全国枠
専門高校・総合学科枠

前期A方式
前期B方式
中期
地域枠①
地域枠②
全国枠
専門高校・総合学科枠

66
14
24
6
20
15
5

若干名
若干名
若干名

150
66
14
24
6
20
15
5

若干名
若干名
若干名

150
300

366
51
668
15
35
90
11
4
0
0

1240
606
112
1067

3
23
58
7
0
0
1

1877
3117

325
43
327
15
35
90
11
4
0
0

850
549
90
489
3
23
58
7
0
0
1

1220
2070

78
16
90
5
12
36
4
0
0
0

241
92
26
36
2
15
35
3
0
0
0

209
450

4.2
18.1
3.6
3.0
2.9
2.5
2.8
-
-
-
3.5
6.0

21.0
13.6
1.5
1.5
1.7
2.3
-
-
-
5.8
4.6

開会式の様子

（※1）

（※2）

（※1）

（※2）
（※2）

◆ 合格倍率は、受験者数/合格者数により算出
　 ※1　一般入試前期B方式の合格判定はA方式不合格者も判定対象となるため、実際の受験者数から算出する合格倍率とは異なる
　　　　＜参考＞　一般入試前期B方式合格倍率 ： （B方式受験者数+A方式受験者のうち不合格者数）/合格者数
　 ※2　合格倍率の学科小計および大学計は、実志願者数で算出
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給付型奨学金および大学院進学支援制度について

授業料減免制度について

◦本学独自に設ける返還不要の奨学金制度についてご紹介します。

◦本学大学院進学者のために新設された進学支援制度をご紹介します。

制度名

制度名

問い合わせ 教務・学生支援課

問い合わせ 財務課

優秀学生奨学金制度

内部進学者に対する
入学金免除制度

海外研修支援奨学金

内部進学者のうち
優秀な者に対する
授業料減免制度

支給額

免除額

第1種 ： 240,000円

第2種 ： 120,000円

入学金全額
（282,000円）

最大200,000円
海外研修プログラム

ごとに設定

年間授業料の以下の
額を原則として2年間
第1種 ： 全額（535,800円）

第2種 ： 半額（267,900円）

人数/対象者/条件等

人数/対象者/条件等

【人数】第1種：各学年4名、第2種：各学年8名を上限とする
【対象者】学部2～4年
【条件】第1種：各学科上位1％である者、第2種：各学科上位3％程度である者
　　　前年度のGPAおよびGPSを判断基準とする

【対象者】内部進学者全員（2020年度進学者より対象とします）

対象とする海外研修に参加した者で、本学が定める成績や
取得資格の条件を満たす者。人数は毎年度プログラムごとに設定

【対象とする海外研修】
1. 本学が主催する海外研修プログラム
2. 東京理科大学が主催する海外研修プログラム
3. 本学海外協定校における研修プログラム

【対象者】以下の成績にあてはまり、選考過程において学ぶ意欲や
　　　　人物が優秀であると認められる者（2021年度進学者より対象とします）

【条件及び人数】
第1種：学部の成績（3年まで）が上位5％以内（※）で“学内選考”を受験した

者の中から成績上位6名まで
第2種：学部の成績（3年まで）が上位10％以内（※）で“学内選考”を受験した

者の中から第1種対象となる者を除く成績上位6名まで
※所属するコース内での成績（2021年度入試は学科内での成績）

◦国が実施する大学等修学支援法に基づく授業料減免
2020年4月施行の「大学等における修学の支援に関する法律」において、本学は支援措置の対象機関となる（機関要件を満たす）大学

であると確認されました。この法律における「高等教育の修学支援新制度」（以下、新制度という）の対象となるのは、住民税非課税世帯
およびそれに準じる世帯の学生となります。免除額は家計の収入基準によって第Ⅰ区分（全額）から第Ⅲ区分（1/3）に分けられます。免除を
希望する学生は、日本学生支援機構が実施する給付奨学金の申込み行い、採用される必要があります（授業料減免と給付奨学金の支
援を併せて受けることを想定した制度のため、授業料減免のみの申込みは原則できません）。成績の基準等、その他の詳細については文
科省のHPをご覧ください。（https://www.mext.go.jp/kyufu/）

◦本学独自の上乗せ支援
本学では上記の新制度の第Ⅱ・第Ⅲ区分の採用者となった学生に、本学独自の制度でより手厚い支援を行います。免除されない残りの

授業料を本学が補填することにより、採用された学生は第Ⅱ・第Ⅲ区分であっても自動的に全額免除となります（新入生の入学金は全額免
除とはなりません）。

◦経済的理由による授業料減免（本学独自の減免制度）
上記の新制度の採用者とならない場合でも、本学独自の経済的理由による授業料減免制度の申込みを行い、採用されると後期分の授

業料（年間授業料の半額）が免除されます。家計以外の採用基
準は新制度の基準に準じます。ただし、限られた予算の範囲内で
実施しますので、年度により採用基準内でも免除とならないことが
あります。

なお、一度お支払いいただいた授業料については免除の対象
となりません（返金いたしません）のでご注意ください。
※採用基準や申込み方法等の詳細については、春に行う説明会にてお伝えします。免除
を希望する学生は、説明会に参加してください。日程はS-CLASSで順次お知らせします。
※家計の急変等の緊急理由による授業料減免を希望される学生は、個別に相談を受け付
けています。学生本人が直接財務課窓口でご相談ください。

本学の経済的理由による授業料減免と
新制度による授業料減免の関係イメージ

年間授業料の
半額

年間授業料の
全額

本学独自の授業料減免 新制度による授業料減免

対象外新制度に
おける区分

第Ⅲ区分
（1/3減免）

第Ⅱ区分
（2/3減免）

第Ⅰ区分
（全額免除）

1/21/3

2/31/3

2/3
全額

（　　　　　　 ）
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P i c k u p  L a b ピックアップ  ラボ

来須研究室（機械電気工学科）

2020年度学事日程の変更等について

来須研究室は、2018年4月1日に発足した
新しい研究室です。当研究室では「工学、
情報科学と農学の融合」を基軸に、基礎か
ら応用まで幅広いテーマで研究を推進し、
持続可能な農業の向上に貢献できる研究
成果を発信することを目標としています。

現代は、地球規模の異常気象により、作
物の安定的な生産が困難になりつつありま

す。その要因は様々ですが、原因の1つは、環境ストレスにおける
有害物質の過剰蓄積による作物へのダメージです。私たちはこれ
を解決する手段として、「活性酸素」と「オートファジー」の2つに着
目しています。活性酸素は生物にとって猛毒であり、植物において
も、光合成で作り出す酸素と余剰電子エネルギーとが反応し、容
易に産生されます。一方、オートファジーは生体物質のリサイクルシ
ステムであり、有害物質の除去にも働いています。最近、私たちは
他大学と共同で、お米の品質維持にオートファジーによるリサイクル
システムが必要なことを発見し、農業における重要性を明らかにし
ました。

現在私たちは、化学と工学そしてAIやデータサイエンスを利用
し、これら2つのターゲットを人為的に制御する技術の開発を進め、
殺菌剤や殺虫剤などの農薬を使わず、作物の免疫力を高めて病
気に強くする「植物サプリ」や、稲苗1枚でストレス耐性の迅速診断
が可能な評価システムを作りたいと思っています。こうした研究は、
育種への活用や、作物を病気や環境ストレスに強くするなど、新世
代のバイオテクノロジーの展開をめざしたものです。本学の異分野
連携がやりやすい学際的な研究環境は、革新技術の創出に重要
であると信じています。

研究室には現在、卒研生7名、修士学生2名の計9名が所属し
ており、国内外の多くの研究機関、そして企業と積極的に共同研
究や交流を行っています。研究では成果も大切ですが、学生自身
で課題を設定し、答えのない問題を
解決する方法を学ぶと共に、さまざま
な分野の人と付き合う中で視野を広
げ、サイエンスコミュニケーション力な
どのエンジニアに必要なスキルを身
につけて欲しいと思っています。

K U RU S U  L A B

来須孝光 准教授

「蓼科の風」
公立諏訪東京理科大学　広報誌
No.4（2020年4月）

〒391-0292
長野県茅野市豊平5000-1
tel.0266-73-1201
https://www.sus.ac.jp/

　新型コロナウイルス感染症については、未だ終息の兆しが見えず、日本国内の

みならず全世界規模で感染の広がりを見せているところです。関係する皆様の健

康面、安全面を考慮し、感染リスクを回避するため、4月以降の学事日程につきま

して、今後変更する可能性があります。これらの日程に関する詳細は大学HPや

学内者用掲示システムを通じてお知らせいたします。

［ボランティアサークル］
ボランティ

私たちのサークルの目標は、地域の一員とし
て支え合い住民の方々へ恩返しをすること。そ
してボランティアを通して社会貢献することで
す。現在部員は23人で、特に現2年生が多く、フ
レッシュで活発な雰囲気が特徴です。また15年
の活動歴があり、地域の施設や行政からの要
請が年々増え、2019年度の活動は約20種類と
多彩な活動を繰り広げています。具体的な活動
としては、玉川コミュニティ祭り、尖石縄文まつり
などの地域のお祭りや子供食堂のサポートがあ
ります。さらに長野県警察ボランティアやあしな
が学生募金、台風19号の被災地である長野市
赤沼地区のボランティアにも参加しました。こうし
た活動が評価され、「ボランティ」は一般財団法

人学生サポートセンターより学生ボランティア団
体助成表彰を受賞。また学内では奨励賞を受
賞しています。

ボランティアのイメージについて「大変そう」と
感じている方が多いと思います。しかし、何か特
別なことをする必要はなく、自分の特技や興味
のあることなど自分にあった活動から始められま
す。また活動を通して、お金では得られない大切
な知識や経験が得られ、成長につながります。

私たち「ボランティ」はこれからも地域貢献、
地域福祉の向上に向けて、活動を続けていきま
す。最後に、私たちは一緒に活動してくれる仲間
を募集しています！興味のある方は学内掲示板
をご確認ください。

2019年度ボランティ部長
経営情報学部 経営情報学科4年　吉澤　朋希

Pickup Club

研究テーマ：植物細胞工学


