
上智大学理工学部同窓会講演会・会員大会・ 

懇親会 式次第 
2015 年 10月 10日 

於 上智大学 2 号館 5F 508 室（講演会・会員大会） 
紀尾井坂ビル第４会議室（懇親会） 

 

１．講演会    14:00-15:40 2 号館 5F 508 室 

開会の辞  
＜メインテーマ＞ ビッグデータの活用とデータサイエンス 

 ・講演１ ウェブ検索における実例 14:00～14:50 

      講師 ユニバーサルナレッジ(株)代表取締役 井上 俊一 氏 

       （’93電気電子工学科卒） 

   

   ・講演２ 多様性育成ツール SoCHASにおける実例    14:50～15:40 
         講師 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授    高岡 詠子 氏  

２．会員大会 15:40-16:20  2 号館 5F 508 室 

開会の辞  

2014年度事業報告および 2015年度事業計画  

2015年度決算報告および 2015年度予算案  

閉会の辞 

３．懇親会  16：30－18:00 紀尾井坂ビル第４会議室 
開会の辞  

会長挨拶、 

来賓挨拶  

乾杯 

ご歓談、理工学部同窓会奨学金給付者紹介および挨拶  

閉会の辞 

 

上智大学理工学部同窓会役員リスト（2015年 10月 1日現在） 
会長   池尾 茂(66機) 

副会長  吉田 泰昌(66電) 久保田 俊雄(69数) 田宮 徹(72化) 小澤 瓔子(67物) 

専務理事 佐藤 正由起(71機) 

理事 事業企画委員 ◎吉田 泰昌※ ○田野倉 敦(69物) ○福本高一郎(69物) 市原 伸郎（67電） 

           阿見 利治(73数) 西島 隆(76電)半田 公人(99数) 北 真圭(09物)  

           井上 俊一(93電) 氏家 和朗※ 久保田 俊雄※ 佐藤 正由起※ 岸本 泰志※ 

   学生支援事業委員 ◎田宮 徹※ 

   広報委員   ◎岸本 泰志(71化) 竹原 昭一郎(99機) 遠藤 朱砂(78化) 

           濱田 大輔(04機) 氏家 和朗※ 

   名簿管理委員 ◎川端 亮(96機) ○蓑田 逸朗(75電) 五味 靖(90数) 

   組織委員   ◎平井 裕(71電) ○安達 泰之(76電) 

   財務委員   ◎内田 寛(95化) 渕野 寿子 (82化) 奥畑 理久(08化) 阿見 利治※ 

   総務委員   ◎星野 正光(99 物) 

          (◎：委員長、○：副委員長、※：兼務) 

監事   氏家 和朗(67電) 畔柳 文雄(68物) 

顧問   築地 徹浩(理工学部長)                       （敬称略） 

 



上智大学理工学部同窓会　事業報告・計画 2015年／９月度理事会決定版

　　　

会則第4条関連大項目 事業名 概要
2013/10ｰ2014/9計画

(済)
2014/10ｰ2015/9計画(結果) 2015/10-2016/9計画

7～9月:メンバー募集

9～11月:活動計画策定

11～1月:事例研究会

1～5月:会員相互の交流

11月:施設利用申し込み
2～4月:障碍者認定
7月:ものづくり開始
9月:事例発表

10月:企画立案
11月:案内、参加者募集
４月:第1回開催

11月:試行／大会 10月F:第5回/大会

2月:第1回 12月～４月:隔月開催

4月:第2回 5月E:第10回/理系ソフィアンの集い

5月:第3回/理系ソフィアンの集い7～9月:休講

8月:第4回

10～1月:つくるⅠ全10講座 10～1月:つくるⅠ全10講座

10月:つくるⅡ企画立案/大学

11月～:講師人選/同窓会11月～:講師人選/同窓会 11月～:講師人選/同窓会

3.1.1学院生グローバル育成奨励

3.1.2学部生英語研修支援

3.3 ハッカソン 千代田区とのコラボで、プログラム短期集中開発コンテスト8月:賞金支援 8月:賞金支援

6.1 成果物記録用ファイル・サーバ構築クラウドサーバーレンタル 10月～:立ち上げ、稼働→
6.2 FaceBook構築 4月：立ち上げ

エントリーシートの添削
9～10月、3月：注力

２．講演会、シンポジウ
ム、産学連携の公開講座
などの開催

3.1 学生支援事業

ハードウエアやソフトウエア、それらを融合した
システムなどの「ものづくり」から、マーケティ
ングやサービスの視点を加えた「ことづくり」ま
での幅広い「つくる」をテーマにネットワークを
構築する

8月:米国での短期語学
研修への参加費用の一
部補助

５．ホームページの運
用・管理～メールニュー

4.1 講演会などのSLOとの共同開催

１．会員相互の交流会・
研究会の開催

３．上智大学理工学部に
対する支援(奨学金・研
究支援)

1.1　医療情報システム研究会

1.2　障碍者との共生プロジェク
ト、及び独創倶楽部

４．上智智大学理工学振
興会（SLO）との連携

2.1 つくるネットワーク

発足以来２年を経過し、医学博士、看護師、弁理
士、情報理工・総合人間科学教授・准教授など２
１名で活動中。NEXT100プロジェクトでワーク
ショップ・オールソフィアンズフェスティバルで
シンポジューム開催など積極的に事業展開中。

障碍者との共生を視野に、テクノセンターの協力
を得て、ものづくりを学生とOBOG協調で推進し、
独創性の向上と社会貢献を計る

秋のソフィアンズカップの理工学部版「ソフィア
理工カップ」を、春に企画

1.3　ビッグデータの活用とデータ
サイエンス研究会

3.2 企業・研究機関見学会

近年ビックデータの活用が様々な分野で活発に行
われている。業界は異なっても「ビックデータ」
「データサイエンス」という共通の軸でいろいろ
な事例を共有することによりお互いに知見を広め
ることを目的とする。

キャリア形成教育のサポートのため、大学と同窓
生の連携により、1,2年生対象の講義科目「つく
るI」と、3,4年生対象の問題解決型学習科目「つ
くるII」へのOBOG講師選任

1.4　ゴルフ会

2.2 キャリア形成教育講座

上智大学教職協働・職員協働イ
ノベーション研究バックアッ
プ、ASFで理系ソフィアンの集い
（これからの時代への展望）で
2020パラリンピックでソフィア
ができる事のセッションを主
催、ハッカソン 審査員派遣、事
例研究会開催など

10月:多様性育成ツールSoCHASにお
ける実例講演/大会
SoCHASの研究をバックアップし、医
療・看護・福祉・介護分野における
多言語対応情報提供システム構築を
サポートする。

６．その他
6.3 在学生への広報活動 就職活動への支援 5月:卒業生と現役学生の交流会

検討中

10月:つくるⅠ企画立
案/大学

5.1 情報発信型コンテンツの作
成・送信

検討中

海外渡航費用の一部補助

9月:NHK技研 3月:旭化成
7月:JAXA

10月:大日本印刷・研究開発C(柏)
以降、１回/をめどに開催

3月､8月:米国での短期語学研修
への参加費用の一部補助

現役学生のｷｬﾘｱ形成支援を目的に、実際の「つく
る」現場及びそこで働く先輩社員に接して実業を
学ぶ機会とする。

企画再検討

8月:プレ講演/つくるNET会合 10月:コンセプト講演/大会

4月:第2回開催 4月：第3回開催

年度内、鋭意企画立案

http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2014/04/
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%90%8C%E7%AA%93%E4%BC%9A%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/%E7%90%86%E7%B3%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%A9%E3%81%84%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/campusinfo/2014/7/campusinfo_449/20140703ci?kind=0
http://www.sophia.ac.jp/jpn/research/c_news/20150804-1/20150804-1?kind=0
https://www.facebook.com/groups/685772104867920/members/
http://www.sophiakai.gr.jp/news/faculty/2013/2013080802.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2013/12/post-1.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2014/09/10.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2014/10/nhk.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2015/03/post-9.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2015/03/post-9.html
http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/2015/05/post-12.html







