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理事長・学長

メッセージ

公立化4年目を迎えるに当たっての今後の大学ブランディングについて
本学の教育理念は、先端的な

隔年での増減はあるものの順調に増加しています。全国795大

知識・技能を身につけ人間性及

学、
そのうち公立大学は94校あります。本学が他校に優り付加

び 創 造 性 豊かで主 体 性をもつ

価値となる
“きらりとひかる魅力”
を発信できなければ、本学を選

人材を育成すること、先端的な

択する学生は今後減少するでしょう。

教育と研究の推進することにより

公立化後、教職員が将来構想検討という枠組みで今日と明

地域社会の発展に貢献して、知

日の教育研究の在り方について議論を行ってきています。
これ

の拠点として文化の進展と産業

は、本学が「公立諏訪東京理科大学」
として個性をもった大学

の興隆に寄与することです。
これ

としてビジョンをもって継続的な成長を図るためのものです。地

が、学生が本学に集い学修し、教職員が本学で教育研究にた

方私立大学から公立大学となりましたが、公立化４年目を迎え

ずさわる意義であり追求すべきものです。

公立大学としてのブランディングが必須なステージとなってきて

企業は顧客を創造するために存在すると言われます。その

います。

ため他者に優る魅力ある付加価値の高い商材やサービスづく

いま本学の向かうべき教育研究活動の方向は、本学ブラン

りが必要となります。顧客に選ばれる付加価値が高ければ高

ド創造につながる
“我が公立諏訪東京理科大学は～”
と言え

いほど自社の顧客が創造され支持されるでしょう。

る特徴ある教育研究の体制づくりです。

同様に、大学はどれだけ魅力ある教育研究で人材育成する

本学のブランドとなる他校に優る教育研究の魅力を創造し、

付加価値をもっているかで顧客である学生に選ばれます。大

そしてステークホルダーである地域市民、企業関係者などに向

学のブランド価値を決めるのは最終的には学生です。本学の

けて本学のもつ知的資源の活発な地域還元活動を行いなが

2018年から今年まで4年間の志願者は9,017名（平均志願者

ら情報を発信し、本学の魅力を学生や保証人に、
より多く、
より

倍率7.5）、入学者は約1,300名となる見込みです。志願者数は

正確に、
よりタイムリーに伝えていくことが求められています。
公立大学法人公立諏訪東京理科大学

理事長

唐澤 範行

「AIコンテスト」は潜在能力を解き放つ
残念ながら今年もウイズコロナ
の年となりそうです。

生の学生、久保田紘生君のグループでした（関連記事4P）。
彼らの作成したAIプログラムは、
コンテスト期間中の最高水位

これからは、新型コロナウイル

を誤差約4％で予測しました。
これは、例えば2メートルの水位

ス感染症流行およびデジタルトラ

を誤差約8cmで予測できることに相当します。十分に実用的

ンスフォーメイション
（DX）への動

なレベルに達していると考えています。受賞後のコメントの一

きにより、
リモートワークとともにAI

部を再掲載（本学HPで掲載済み/https://www.sus.ac.jp/

の導入が進むと考えています。

topics/202011110/）
します。

昨年、10月22日の日本経済新

「水位の予測を行うに当たり、Pythonの深層学習ライブラリ

聞に次のような記事が掲載されていました。
「経済産業省は人

であるKerasを用いてLSTMネットワークを構築しました。周期

工知能（AI）の導入が進んだ場合に2025年までに34兆円の

性のあまりない河川の水位を予測することは非常に難しく、
ノイ

経済効果があるとの試算をまとめた。中小企業だけで11兆円

ズを与えてデータを拡張したり、ハイパーパラメータチューニン

の効果を見込む。
・
・
・中小企業の働き手は25年に390万人近く

グを行うなど工夫を凝らしました。
まだまだ実用するには精度に

不足するとされるが、4割はAIで補える計算になる。」

課題があります。天気APIによる降水予報を特徴量に加えた

こうした状況を踏まえ、本学では、AI関連の授業を昨年4月
から導入しました。授業は全体のレベルアップには役立ちます
が、意欲のある学生の潜在能力を解き放つには不十分である
と考えています。

り、訓練データセットの期間を長くすることで、更に精度の向上
を見込めると考えております。」
これを読み、私は、
「もしかしたら、意欲のある学生の潜在能
力を引き出すことに成功したかもしれない」
とうれしくなりました。

そこで、昨年夏の終わり頃に、
「AIコンテスト2020〜河川の

今後とも、
こうしたAIコンテストを開催し、多くの優秀な人材

水位予測〜」を開催しました。茅野市を流れる上川の2時間

が育つ環境を提供することが、我々大学人の使命であり、社会

後の水位を、AIにより、現在までの雨量および水位から予測す

貢献なのだと改めて考えています。

るというコンテストです。最優秀賞を獲得したのは本学の3年
公立諏訪東京理科大学
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学長

小越 澄雄

Feature Ar ticles
『公立諏訪理大生応援プロジェクト』がスタートしました。

がんばれ理大生

特 集

検索

公立諏訪東京理科大学学生の「諏訪地域での消費活動」を
地域事業所のご協力のもと活性化させることを目的に『公立諏
訪理大生』応援プロジェクトがスタートしました。
学生の皆さんは学生証を提示することで、各応援店舗におい
て、理大生限定のお得なサービスを受けることができます。詳細は特設サイトから
ご確認ください。
（https://www.sus.ac.jp/supportpj/）

学生の皆さんへ

これらの情報をぜひ活用して、諏訪地域のことを多く知ってもらい、諏訪地域に積極的に足を運んでください。なお、新型コロナ
ウイルス感染症対策を十分に意識した行動をこころがけてください。

参加事業所一覧
事業所名

業種

主な取扱商品

特典内容

ラーメン、
餃子、
定食

半ライス＆半熟卵またはミニソフトまたは麵大盛

理容、
美容

ヘアカット、
ヘアカラー、
パーマ 他

初回全メニュー30％オフ、以降毎回10％オフ

ヤジマスポーツ

小売

スポーツ品

店頭価格からさらに10%OFF、赤札も5%OFF

小斎の湯

公衆浴場

内湯、
露天風呂入浴

入浴料700円→600円

Ponte Kicchin

飲食

カレー、
パンケーキ

お会計金額から20%オフ

ウッドペッカー

飲食

スパゲティ 他

10%割引

長寿更科

飲食

おそば、
うどん、
天ぷら、
定食

そばいなりまたは そばプリンサービス

八幡商事

自動車整備・販売

自動車の車検・整備、新車・中古車販売等

車検・点検・整備の工賃10％OFF

明治温泉

観光

温泉入浴、
飲食

温泉入浴1,000円→500円

フォトスタジオCarino（藤森カメラ店） フォトスタジオ、写真

スタジオ撮影、
学校写真関係 他

スタンダード証明写真学割あり等

上条写真館

サービス

証明写真

10％割引

木工房うしやま

その他

木製建具、
木工旋盤、
漆塗り 他

木工技術の伝承

テンホウ 米沢店

飲食

としの店 HAIR STUDIO

第一精密工業協同組合

飲食

日替定食、
カレー、
うどん 他

ごはんおかわり1回無料

旬味 柚子の香

飲食

和食、
寿司

10%off、
デザートサービス

八ヶ岳自然農園“野の苺”

小売

白米

10%割引

焼肉 但馬家幸之助 ちの店

飲食

焼肉、
韓国料理、
アレンジ料理

ディナータイムでもランチセット提供

美食倶楽部たつみ

飲食

中華、
和食

丼又は麺類大盛サービス、
デザート付

珈琲&BEANS カリオモン

飲食

スペシャルティーコーヒー、
コーヒー豆

ドリンク類及び豆10%OFF（繫忙期は除く）

小池ドライクリーニング

サービス

ホームクリーニング、
特殊しみぬき

クリーニング料金を20%OFF

古時計

飲食

オムライス、
豚丼、
カレー等

ドリンク一杯サービス

蓼科・八ヶ岳国際自然学校

サービス

自然体験プログラム、
キャンプ 他

スノーシューレンタル半額

Support Hair OASIS

理美容業

カット、
カラー、
パーマ 他

初回のみシャンプー無料、
カラー会員10%OFF

美容室イッピー

美容業

カット、
カラー、
パーマ、
着付、
スパ

一般料金の20%OFF

minamoto café 諏訪店

飲食

クレープ、
パスタ、
コーヒー

パスタ大盛無料orバニラアイス

カノラホール

その他

コンサート等チケット

カノラホール主催公演のチケット割引

DG－5

その他

自動車競技用サスペンション

定価より、20%OFF

ゲストハウス ゆみち

宿とカフェ

コーヒー、
干物など和定朝食、
生ジュースパニーニセット

定食･ごはん･スープおかわり自由

バラクライングリッシュガーデン

観光

英国風焼き菓子、
ガーデン併設 他

入園料金無料（2021年4月以降）

紅の豚

飲食業

ビーフステーキ、
フルーツビネガー

フルーツビネガージュース1杯無料

ヌーベル梅林堂

小売

くるみやまびこ、
ケーキ、
ソフトクリーム

1,000円以上購入でお菓子プレゼント

沖縄料理ちゃネとら

飲食

沖縄そば、
ソーキそば、
タコライス

ワンドリンクサービス（生ビール除く）

トレーニングスタジオ
フィジーズ茅野店

サービス

サプリメント、
プロテイン

月会費6,300円が4,800円

食菜 喜多山

レストラン

ステーキ 他

ご飯大盛・おかわり無料、
デザートサービス

アルル

小売

花束、
アレンジメント 他

お花1本サービス

ピザーラ茅野店

飲食

ピザ、
パスタ、
パエリア

ローステッドポテト9本入プレゼント

※ご協力いただいた事業所様、誠にありがとうございます。
「参加事業所一覧」に記載されている情報は2月12日(金)のものです。最新情報等の詳細は特設サイトをご確認
ください。
また、
ご賛同いただける事業所様も随時募集しております。詳細は本学HP（https://www.sus.ac.jp/topics/20210308/）
よりご確認ください。
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AIコンテスト開催/最優秀賞 受賞者コメント
本学ではAI技術の発展向上を目的として、
「AIコンテスト2020 ～河川の水位予測～」を実施しました。本コンテストでは、茅野市内を
流れる「上川」の2時間後の水位を予測するプログラムを作成し、
その正確さを競いました。最優秀賞に輝いた「TEAM-K」の代表・情報
応用工学科4年の久保田紘生さんに改めて受賞の喜びを伺いました。

最優秀賞 受賞者コメント
「AIコンテスト2020〜河川の水位予測〜」においてTEAM-Kと

ログラムを作成していきました。

して最優秀賞を頂いたこと、大変嬉しく思います。
約 1ヶ月半 の 期 間にわたり、

コンテストを通じてAIを社会課題
に適応するという貴重な経験ができ、

TEAM-Kのメンバー久保田善

課題解決のソリューションとしてAIを

行くんと取り組んでまいりました。

活用する魅力や楽しさを感じました。

2人ともほとんど時系列予測に関
する知識がない状態から始まり、

今後とも課題に対してどうAIを活用していくか模索していくととも
に、AI関連のプロジェクトに積極的にチャレンジする所存です。

参考書等で勉強し、試行錯誤を
久保田紘生さん

久保田善行さん

▲Zoomでのミーティングの様子

今後第2回AIコンテストが開催された際は、
また参加します！
代表：情報応用工学科4年 久保田 紘生

重ねながら少しずつ水位予測プ

【学生企画】
「お金」がテーマの勉強会を開催
経営情報学科 学生2名がお金をテーマに勉強会を開催しました
3月13日
（土）に高校3年生をはじめとした新社会人を対象に、

▲主催者の吉澤さん（左）と堀川さん（中央）

▲当日の様子

課外活動を通じて学んだことを生か

「 新 社 会 人のためのはじめ

して「お金の使い道」
「どう貯めるか」などを話したり、参加者と意

てのお金のはなし」をテーマ

見を交わしたりしました。
また、生涯で約3億円が必要と言われてい

とした勉強会を、茅野市のコ

ることから、
お金を増やす「作戦」の一例として株式投資の仕組み

ワーキングスペース「ワークラ

等を解説しました。高校生が学校でお金について学ぶ機会は少な

ボ八ケ岳」で開催しました。参

いので、企業で働く意義や金融リテラシーについても考えてもらえ

加した諏訪地域の新社会人

るきっかけとなれば嬉しいです。
経営情報学科2021年3月卒業 吉澤 朋希

7 人に、私たち2 人が大 学や

堀川 純

新教育研究棟（9号館）完成報告
新教育研究棟（9号館）の竣工式を行いました
▲9号館全景

3月16日
（火）、新教育研究棟（9号館）完成に伴う竣工式を行い

▲竣工式の様子

ました。新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、規模を縮小して

「大学の新しい象徴として地域連携の拠点となることを期待して

の実施とはなりましたが、神事・式典には大学関係者他、建設関係

います。」
との祝辞がありました。式典終了後には、関係者を中心に

業者4社の代表者が参列し、新教育研究棟の完成を祝いました。

内覧会を実施しました。新教育研究棟（9号館）
は、工学部卒業研

竣工式の挨拶では、本法人 唐澤範行理事長から関係者の皆

究や大学院研究に対応するための教育研究室の増床、大学院

様に感謝を申し上げるとともに「学部生の卒業研究や大学院研究

生増加に対応する研究スペースの確保、地域企業との共同研究

の場として活用し、成果を出してもらいたい。」
と挨拶がありました。

やシーズ型先端研究開発等の推進強化、地域起業支援等を目的

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

に建設され、2021年4月より運用されます。

2021年度前期授業等の主な予定
4月6日（火）
入学式
4月1日（木）
〜8日（木）
前期修学指導期間
4月9日（金）
前期授業開始
7月26日（月）
前期授業調整日（月曜日であるが木曜日授業を行う）
7月16日（金）
・27日（火）
前期補講期間
7月28日（水）
〜8月4日（水） 前期定期試験期間
8月5日（木）
〜9月30日（木） 夏期休業
※掲載の情報は2021年3月1日現在の情報です。これらの日程に関する変更がある場合は大学HPや学内者用掲
示システムを通じてお知らせします。

「蓼科の風」
公立諏訪東京理科大学
No.6（2021年4月）

広報誌

〒391-0292
長野県茅野市豊平5000-1
tel.0266-73-1201
https://www.sus.ac.jp/
※掲載学生の学年は2021年4月現在のものです。

