
 

 

 

 

 

大学院修士課程学生募集要項 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 

［一般選考］ 
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建学の精神 

「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」 

 

研究科の目的 

 工学・マネジメント研究科修士課程は「工学と経営学の融合教育」を強化し、工学から経営学にわた

る幅広い学問領域に共通する融合教育を施すため、学部、学科の境界を取り払い、先端技術の深耕とす

べての組織活動を効果的かつ高度に行うためのマネジメントをさまざまな社会システムや企業へ一連

の流れを意図して展開させるかを理解、修得させることを目的とする。 

 

専攻の目的 

 工学・マネジメント専攻は、「工学と経営学の融合教育の更なる高度化」により、学部レベルを越え

た「経営がわかる技術者」「技術がわかる経営管理者」の養成を目指す。 

 

アドミッションポリシー（入学者受入方針） 

（１）本学における特徴ある先端分野の研究をさらに深く希望する者 

（２）工学と経営学の融合教育を理解し、積極的に学修する意欲を持っている者 

（３）先端分野の研究と工学と経営学の融合教育で培った能力や知識によって、地域社会及び広く国内  

   外の学術・産業の発展に貢献したいと考えている者 
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■問合せ先 

公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 入試・広報係  

 〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1 

 TEL 0266（73）1244（直通）／0266（73）1201（代表） 

 E-Mail koho@admin.sus.ac.jp 

 〔取扱時間〕平日 8：45～17：15 

 

 

この「学生募集要項」には、入学願書の提出から受験、選考結果発表、入学手続までのすべてのことが記載され

ています。出願をする前に、必ず熟読して記入間違えのないよう十分注意してください。 

また、選考当日の注意や選考会場の配置図等が記載されていますので、選考当日は受験票とともに持参してくだ

さい。 

mailto:koho@admin.sus.ac.jp
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１．募集人員・選考日程 

（１）募集人員 

 工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 

 15名※ 

  ※他方式（学内選考、外国人留学生特別選抜、社会人特別選抜）を含め 15名とする。 

（２）選考日程 

 出 願 期 間 受験票発送日※ 選 考 日 結果通知発送日※ 入学手続期間 

 

  11月 20日（金） 

～11月 27日（金） 

〈必 着〉 

12月 1日（火） 12月 12日（土） 

12月 16日（水） 

※内定通知発送。 

正式な合格発表は

3月 5日(金) 

 3月 8日（月） 

～3月 15日（月） 

  ※受験票及び結果通知の発送日は、郵便局への投函日を示します。郵便事情により配達が異なりますので、

あらかじめご了承ください。 

 

 

２．出願資格 

次の（１）～（６）のいずれかに該当する者 

（１）学士の学位を有する者又は 2021 年 3月取得見込みの者 

（２）外国において学校教育における 16年の課程を修了した者及び 2021年 3月までに修了見込みの者 

（３）専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び

2021年 3 月までに修了見込みの者 

（４）文部科学大臣の指定した者 

（５）大学に 3 年以上在学し、又は外国において学校教育における 15年の課程を修了あるいは修了見込み

の者で、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学研究科において認めた者 

（６）本学研究科が学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

 

 【出願上の注意】 

  出願希望者は、本学に事前連絡の上、本学の教育研究内容の説明を受けるとともに、研究指導を

希望する教員とあらかじめ面談を行い、本学所定の志望理由書に署名・捺印を受けること。 
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３．選考方法・筆記試験科目・面接 

（１）選考方法 

   書類選考、筆記試験及び面接（口述試問・プレゼンテーション含む）により入学者を選考します。 

（２）筆記試験科目 

 専門コース 筆記試験科目 備 考 

 

工学コース 

電気回路、電気磁気学、電子回路、通信工学、ヒューマンイ

ンターフェース技術、環境エネルギー工学、電子ディバイス

工学、信号処理論、医用生体工学、電気機器工学、材料・材

料力学、熱・流体力学、機械力学、無線工学、知覚情報処理、

情報セキュリティ 

配点 1科目 100点 

 システムソフトウェア工学（論）、通信工学(論)、情報ネット

ワーク(論)、経営情報システム(論)、メディア情報システム

(論)、応用健康科学・神経科学(論)、環境エネルギー工学（論） 

論文記述式 

配点 1科目 100点 

 マネジメント  

コース 

経営戦略、マーケティング、国際経営、生産管理論、統計学、

経営科学 

論文記述式 

配点 1科目 100点 

・専門コースより 2科目（200点満点）選択すること。  

・受験科目については希望研究指導教員との面談により決定し、出願時に受験科目を申請してください。 

   ※同一名称の 2 科目を選択することはできない。 

（３）面接（口述試問・プレゼンテーション含む） 

  ・口述試問は、専門分野の基礎的な知識を問います。 

  ・卒業研究テーマについて、パワーポイントを用いた 5分程度のプレゼンテーションを課します。 

※卒業研究を行っていない場合には、学部在籍時に学んだ内容とそれに基づき大学院で研究したい内

容についてプレゼンテーションを行うこととします。 

 

４．選考会場・集合時間・実施時間等 

（１）選考会場 

   公立諏訪東京理科大学 

   ※会場へのアクセス等については、「１１.選考会場案内」（7ページ）を確認してください。 

（２）集合時間・実施時間 

 選考日：12月 12日（土） 

 

  9時 00分 受付開始 

  9時 30分 集合（着席）完了 

 10時 00分 筆記試験開始（試験時間 120分） 

 12時 00分 筆記試験終了 

 13時 50分 集合（着席）完了 

 14時 00分 面接試験 

      ※面接終了後解散 
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（３）受験にあたっての注意事項 

   ①選考当日は受験票のない者は入場できません。必ず受験票を持参してください。 

   ②鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、時計（辞書、電卓等の機能を持つもの及びウェアラブル端末

 [スマートウォッチ等]を除く）、ノートパソコンは各自でご用意ください。 

   ③上履きは不要です。 

④選考日までに受験票が届かない場合や受験票を紛失又は忘れた場合は、選考当日受付に申し出て再 

 交付を受けてから入場してください。 

   ⑤選考当日、万が一、受験票の紛失や電車の事故による遅刻等、不測の事態が発生しても、あきらめ

ずに来校してください。また、交通機関の混乱に備え、複数の交通経路を把握する等、余裕を持っ

て来校してください。 

   ⑥不明な点については、本学の係員に遠慮なく尋ねてください。 

   ⑦筆記試験開始後、30 分以内に入室できない場合は、当該試験は受験できません。 

   ⑧試験室入室後、受験票に記載された受験番号の座席に着席し、試験中は受験票を机上に置いてくだ

さい。 

   ⑨試験室では、監督者の指示に従ってください。 

   ⑩試験中に具合が悪くなった時には、監督者に申し出てください。 

   ⑪次のことは禁止しますので、注意してください。 

    ア．消しゴム以外のインク消し、修正液の使用 

    イ．下敷き、計算機の持ち込み 

    ウ．辞書・電卓等の機能をもつ時計及びウェアラブル端末(スマートウォッチ等)の持ち込み 

    エ．試験室内及び指定場所以外での喫煙 

    オ．携帯電話、スマートフォン等の使用（試験中は時計としての利用も認めません。試験時には電

源を切り、荷物の中にしまってください。また、試験時間中に荷物の中で鳴動した場合、監督

者が本人の了解を得ずに荷物を試験室外へ持ち出し試験本部で当該試験時間終了まで保管する

ことがあります。） 

    カ．ペットボトル等飲食物を机上に置くこと 

      ※その他、監督者の判断により所持品の使用や持ち込みを制限する場合があります。 

    キ．英文字や地図等がプリントされている上着等の着用（着用している場合には、脱いでもらうこ

ともあります。） 

   ⑫試験終了まで退出できません。 

   ⑬試験終了の合図で答案を机に置き、監督者が答案を回収した後、監督者の指示に従ってください。 
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５．出願手続 

（１）出願書類 

1 入 学 願 書 

 本学所定用紙を使用し、受験番号欄を除きもれなく記入し、必要な箇所は○で囲ん

でください。また、記入にあたっては次の点に注意してください。 

①連絡先は、本学が合格通知等の重要な書類を郵送する場所です。最も確実に連絡が

できる場所（帰省先、保証人住所等も可）を記入してください。出願後連絡先を変

更する場合は、速やかに入試・広報係に届け出てください。 

②マンション・アパート等の場合、マンション名・号棟・号室等も忘れずに記入して

ください。 

③希望研究指導教員名と研究分野コードは「研究指導教員及びその研究分野一覧」（8

ページ）を参照し記入してください。コードのない教員は学生を募集しませんので

注意してください。 

 希望専門コースは、担当教員の該当コースを〇で囲んで選択してください。 

④受験科目は希望研究指導教員の専門コース科目より、2科目を選択し記入してくだ

さい。 

⑤写真貼付上の注意 

 ・所定の大きさ（縦 4cm×横 3cm）のカラー写真を全面貼付してください。 

 ・上半身正面、無帽・無背景、最近 3カ月に撮影したものを使用してください。 

 ・眼鏡使用者は眼鏡をかけたまま撮影してください。 

 ・はがれる恐れがあるため、写真の裏面に氏名を記入してください。 

⑥学部時の卒業研究テーマを記入してください。 

⑦入学検定料をＡＴＭで振り込んだ場合のみ、振込控（利用明細書等）の余白に志願

者氏名を明記の上、提出してください。（コピーでも可） 

2 成 績 証 明 書 出願前 3カ月以内に発行されたものを提出してください。 

3 
卒業証明書又は 

卒業見込証明書 

出願前 3カ月以内に発行されたものを提出してください。 

※2021年 3月に本学学部を卒業見込みの者は、提出の必要はありません。 

4 履 歴 書 本学所定用紙を使用し、志願者本人が記入してください。 

5 志 望 理 由 書 
本学所定用紙を使用し、志願者本人が記入してください。また、希望研究指導教員が内

容を確認して署名・捺印されたものを提出してください。 

 

（２）出願方法〈出願は原則として郵送によること〉 

   ①入学検定料の振込み 

・入学検定料は 30,000 円です。 

・振込用紙は、入学願書と一連綴りになっていますので、必要事項を記入し、切り離さずそのまま銀 

行窓口にお渡しください。 

・入学検定料は必ず志願者本人名義で振り込んでください。（振込手数料はご負担ください。） 

・入学検定料の納入期間は出願期間と同じです。期間外は受け付けません。 

・入学検定料は振込みのみとし、現金・為替・小切手等は一切受け付けません。 
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・全国どこの銀行からも振込みができます。携帯電話、スマートフォン、パソコン等からの振込みは、  

 本人確認が困難となるためできません。 

   ・振込み後、Ａ・Ｂ票に取扱銀行の領収印が押印されているか確認してください。なお、Ｃ票は銀行 

    保管用です。 

   ・Ｂ票は領収書となるので、Ａ票より切り離し、各自で大切に保管してください。 

・ＡＴＭで振込みをした場合は、振込控（利用明細書等）を、余白に志願者氏名を明記の上、その他 

 出願書類と合わせて提出してください。（コピーでも可） 

 なお、振込控には振込み後の残高金額等が表示される場合があります。不都合であれば黒く塗りつ 

 ぶしてください。 

②出願書類の提出 

   ・出願書類はまとめてクリップで留め、市販の角 2封筒を使い「宛名票」を貼付の上、「公立諏訪東京

理科大学 入試・広報係」まで、郵送してください。万が一、郵送中にラベルが破損したときのた

めに、封筒裏面に「〒391-0292公立諏訪東京理科大学 入試・広報係行」と志願者本人の住所・氏

名を記入してください。 

   ・出願期間（1ページ）内に必着するよう、速達簡易書留で郵送してください。 

   ・出願期間最終日のみ、公立諏訪東京理科大学においても出願を受け付けます。 

 受付場所：公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 入試・広報係（2号館 1 階）8：45～17：15 

 

６．受験票 

（１）入学願書を受け付けたものには、本学より受験者に対し「受験票」を入学願書記載の連絡先に速達で 

      郵送します。 

（２）受験票は受験票発送日（1 ページ）に投函します。郵便事情により到着日が異なります。 

（３）受験票が送付されたら、志望研究科・専攻、受験番号、カナ氏名、試験日、試験場、集合時間を確認 

      してください。 

（４）集合時間は「４．選考会場・集合場所・実施時間等」（2 ページ）を確認し、時間に余裕をもって集 

      合してください。 

（５）受験票は選考当日必ず持参してください。 

（６）受験票が未着の場合又は忘れたり紛失した場合は、選考当日、受付で係員に申し出て再交付を受けて 

   ください。 

 

７．合格通知 

  合格内定者には 2020年 12 月 16日（水）に合格内定通知書を発送します。正式な合格通知書は、2021年

3 月 5 日（金）に速達で発送します。 

 ※郵便事情により到着が若干遅れる場合があります。 

 ※合格内定後に住所等を変更した場合は速やかに本学に届け出てください。 
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８．入学手続 

     入学手続は、所定の期間内（1 ページ）に入学金（９．初年度納付金（6 ページ参照））を納入（銀行振

込）するとともに、郵送により必要書類を提出してください。詳細は合格通知書を参照してください。     

いったん納付した入学金は、事由のいかんにかかわらず、これを返還しません。なお、定められた入学

期間内に手続きをしない場合には、入学を許可しないので注意してください。 

    入学手続完了者には、「入学許可証」及び入学関係書類を送付します。 

 

９．初年度納付金（参考） 

 入学金 授業料 合計 

 
282,000円 535,800 円 817,800円 

  ※上記の他、学生傷害共済補償費（参考：2020年度 2,910 円）等が別途必要です。 

  ※公立諏訪東京理科大学を卒業し大学院に進学する入学者（内部進学者）を対象に入学金の全額（282,000 

   円）を免除する制度があります。詳しくは本学ホームページをご確認ください。 

   https://www.sus.ac.jp/campuslife/syougakukin/ 

 

１０．その他注意事項 

（１）出願書類の不備なものは受け付けできません。 

（２）いったん受理した出願書類・入学検定料は事由のいかんにかかわらず、これを返還しません。 

（３）電話、郵便等によるものを含め、合格・不合格の照会及びその理由の説明は一切応じません。 

 

 個人情報の取扱いについて 

出願書類に記載された個人情報の取扱いについては以下のとおりとします。 

（１）①入学者選抜実施（出願処理、試験実施）②結果通知 ③入学手続とこれらに付随する事項を行うた 

      めに使用する場合があります。 

（２）本学の広報活動(募集要項やパンフレット等の送付及び入試情報の送信)に使用する場合があります。 

（３）個人が特定されないように統計処理した個人情報を、大学における入学者選抜のための調査・研究の 

     資料として利用する場合があります。 

  上記以外の目的に使用することはありません。 

https://www.sus.ac.jp/campuslife/syougakukin/
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１１．選考会場案内 
 
公立諏訪東京理科大学 長野県茅野市豊平 5000-1 
 
〈交通〉 
●公共交通機関を利用 
 JR 中央本線「茅野駅」下車 
 茅野駅より路線バス（アルピコ交通）利用 
 茅野駅西口乗車発  

理科大線 約 15 分「理科大」下車すぐ 
  白樺湖線 約 15 分「福沢入口」下車 徒歩約 10 分 
  ※乗車の際は経由地をご確認ください。 
 
  バスの運行時刻等はアルピコ交通株式会社の 

ホームページでご確認ください。 
https://www.alpico.co.jp/traffic/local/suwa/ 

 
 
 ●自家用車を利用 
  中央自動車道 諏訪 IC より車で約 20 分 
 

https://www.alpico.co.jp/traffic/local/suwa/


 

 

 

 

 

専攻名 研究指導教員 役職 専門コース 研究分野 
研究分野 
コード 

工
学
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
専
攻 

小越 澄雄 教授 工学コース プラズマ工学、光触媒  

板橋 正章 教授 工学コース 衝撃工学、環境配慮型構造設計 SW01 

市川 純章 教授 工学コース 知能ロボティクス、メカトロニクス SW02 

内海 重宜 教授 工学コース 界面科学、ナノカーボン、磁性材料、物理化学 SW03 

大島 政英 教授 工学コース モータドライブ、磁気浮上・磁気軸受 SW04 

北村 正司 教授 工学コース 電気機器、超電導応用、数値計算 SW05 

國行 浩史 教授 工学コース 自動車衝突安全・予防安全、交通事故分析 SW06 

清水 俊治 教授 工学コース 
医用工学、福祉工学、ジェロンテクノロジー、生体工学、

ヒューマンサイエンス 
SW07 

橋元 伸晃 教授 工学コース センサ工学、エレクトロニクス実装工学 SW08 

平田 幸広 教授 工学コース バーチャルリアリティ SW09 

平田 陽一 教授 工学コース 
太陽光エネルギー、太陽光発電システム、再⽣可能エネル
ギー、マイクログリッド 

SW10 

平谷 雄二 教授 工学コース 工学教育、教材開発  

星野 祐 教授 工学コース 制御工学、ロボット工学、振動学 SW11 

松江 英明 教授 工学コース 無線通信･ワイヤレスネットワーク SW12 

水野 秀之 教授 工学コース マルチメディア情報処理 SW13 

雷 忠 教授 工学コース 航空力学、流体工学、航空機産業研究 SW14 

渡邊 康之 教授 工学コース 
太陽光エネルギー変換工学・光合成工学、有機分子エレク
トロニクス 

SW15 

今村 友彦 准教授 工学コース 燃焼工学、安全工学 SW16 

王谷 洋平 准教授 工学コース 機能性薄膜材料 SW17 

志村 穣 准教授 工学コース 接着工学、材料力学、設計工学 SW18 

来須 孝光 准教授 工学コース 細胞工学、農業工学、植物生理学 SW19 

杉田 誠 准教授 工学コース ネットワーク・セキュリティ技術 SW20 

田邉 造 准教授 工学コース 画像・音響・通信の信号処理、組み込み制御 SW21 

山口 武彦 准教授 工学コース 複合現実感、人間拡張工学、データサイエンス SW22 

上矢 恭子 講師 工学コース ニオイの科学、火災科学  

山口 一弘 講師 工学コース 光情報処理、高性能計算、情報ネットワーク SW23 

奥原 正夫 教授 
工学コース、   
マネジメントコース 

統計的品質管理、実験計画法、多変量解析法 SW24 

篠原 菊紀 教授 
工学コース、   
マネジメントコース 

応用健康科学、神経科学、エンターテインメント論 SW25 

布 房夫 教授 
工学コース、   
マネジメントコース 

無線 QoS制御、無線通信リソース制御 SW26 

広瀬 啓雄 教授 
工学コース、   
マネジメントコース 

経営情報システム論、e-ラーニングシステム SW27 

三代沢 正 教授 
工学コース、   

マネジメントコース 
マルチメディア情報処理、技術経営 SW28 

山田 哲靖 教授 
工学コース、   

マネジメントコース 
通信ソフト工学、ソフトアーキテクチャ SW29 

研究指導教員及びその研究分野一覧表（2021年度） 
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[次のページに続く] 
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①研究指導教員及び研究分野については若干の変更があり得ます。 

②コード番号のない教員は、研究指導を受ける学生の募集は行いません。 

③専門コースが複数ある教員については、どちらか一方を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋 健 准教授 
工学コース、   

マネジメントコース 
分散協調システム、情報通信ネットワーク SW30 

尾崎 剛 講師 
工学コース、   

マネジメントコース 
情報教育、教育工学、学習分析 SW31 

橋本 幸二郎 講師 
工学コース、   
マネジメントコース 

統計モデリング、機械学習、画像処理工学 SW32 

石井 一夫 － 
工学コース、   
マネジメントコース 

医療ビッグデータ解析、ゲノム情報解析  

飯田 洋市 教授 マネジメントコース 
オペレーションズ・リサーチ、多目的意思決定論、集団意
思決定論 

SW33 

韓 暁宏 教授 マネジメントコース 国際経営、グローバル経営戦略 SW34 

五味 嗣夫 教授 マネジメントコース 事業戦略、企業経営、産業活性化 SW35 

松岡 隆志 教授 マネジメントコース 情報理論とその自然・社会科学への応用 SW36 

久保 吉人 講師 マネジメントコース 
製品開発論、イノベーション・マネジメント、デザインマ
ネジメント 
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公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 入試・広報係 

〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1 

ＴＥＬ 0266（73）1244（直通） 

     0266（73）1201（代表）

      

 


