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活動概要  

SCI（Student Community of IEICE）は

学生相互の 理解を深めることを目的として

設立された事業グループ です。「交流促進

事業」「広報事業」「他グループ支援 事業」

３つの事業を主な柱として活動を行ってい

ます。 

・交流促進事業： 

他支部との交流を深めるためのイベン

ト開催・ 親睦会の実施 

・広報事業： 

 学生会 HP・SNS（Twitter, Facebook）

の更新 

・支援事業： 

見学会，講演会，研究発表会グループ

等の広報ページ制作・公開 

 

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、

親睦会の開催を中止としております。新型

コロナウイルスが収束した後には、学生間

の交流を深めていく為にも、再度イベント

や親睦会を開催していく予定です。そして、

他支部との交流も深め、より全国的に学生

会の活動をしていく予定です。 

 

メンバー紹介  

幹事校：日本女子大学 

大井 鞠奈, 高木 優衣 

副幹事校： 

伊藤 樹,  嘉山 永樹,  田中 耀山 

 

活動の様子 

学生会 HP 

http://www.ieice.org/tokyo/gakusei/ 

学生会 Twitter 

学生会 Facebook 
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研究発表会グループ 

活動概要 

本グループは，毎年 2 月末～3 月上旬頃

に，電子情報分野を専攻している学生を中

心に募った研究発表会を企画・運営してい

ます． 我々は，この研究発表会を通して，

参加した学生の皆様が，他校の学生や教授

および企業で活躍されている方々との交流

を通して，学術的な見識を深める場を設け

ることを目的として活動しています． 

今年度の活動について 

 本グループでは一年をかけて研究発表会

の準備を行っています．活動内容としては，

研究発表会における運営やプログラムの編

成委員会があります． 

今年度の研究発表会は昨年と同様，新型

コロナウイルスの影響を考慮し，オンライ

ンでの開催となります． 

 

 

 
今年度の研究発表会の概要 

今年度は，以下の通り第 28 回研究発表 

会を開催する予定です． 

開催日 ： 2023 年 3 月 4 日(土) 

会場 ： オンライン開催 

 

メンバー紹介 

幹事校 ：横浜国立大学 

花澤和明, 有松薫平, 菅隼希 

 

副幹事校 ：神奈川工科大学  

日向昭吾 

 

サポート校：電気通信大学 

有賀高志郎, 菊地啓介 

（文責:横浜国立大学 花澤） 
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学生会報グループ 

概要 

私たち学生会報グループは，新規の学会員を獲得すること，また既存の電子情報通信学会 

学生員の方々がより活動に興味を示していただくことを目的として活動しております． 

 

今年度の活動実績 

2022 年 5 月- 7 月 

学生会だよりの発行 

2022 年 12 月- 2 月 

学生会事業報告書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         作成した学生会だより 

前年までは，学生会報を作成し発行することで会誌を配布しておりました．しかし，事務の

方を含めた話し合いの結果，今年度は会報の発行をせず，電子情報通信学会学生会の HP に

事業報告書の PDF を投稿することになりました． 

メンバー紹介 

幹事校：東京都立産業技術高等専門学校 

ウィルキンス ジャスティン じゅん，阿部 侑久，小南 灯里 

副幹事校：明治大学 

槇 鴻一，高橋 佑弥，香山 実結花，海老原 孝広，池亀 旅人，永二 綺人 
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幹事団グループ 

・活動概要 

私たち幹事団グループは，各事業グループが円滑に情報共有や話し合いを行えることを目

的として活動しています. 

年 4 回の学生会運営委員会を開き，司会や議事録の作成，新しい制度や活動方針の決定な

どを執り行っています. 

また，新しい企画や活動が提案された場合，この委員会を介して参加の可否を決定します． 

・活動内容 

(括弧付きは委員会対面開催時の活動) 

学生会運営委員会に関する活動 

 

委員会概要 

会場:オンライン開催 (例年は機械振興会館にて対面で実施) 

日程:第 1 回(7 月頃)，第 2 回(10 月頃)， 日程:第 3 回(12 月頃)，第 4 回(2 月頃) 

※毎年第 2 回に昼食会を実施 

時間:2 時間程度 

(例年は委員会後懇親会実施) 

 

運営委員会の案内 

運営委員会の出欠管理 

運営委員会の司会進行 

議事録の作成 

学生会名簿の管理 

(交通費の精算) 

(学生会勧誘ポスターの制作) 

(委嘱状の配布) 

(会場の設営) 

 

・今年度の活動について 

今年度の学生会運営委員会は昨今の情勢を踏まえ，オンラインでの開催となりました． 

対面開催と比較してオンライン開催は円滑なコミュニケーションが取りにくいため，幹事
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団グループが積極的にメールでの連絡を取ることで学生会全体が例年通り活動できるよう

に意識してきました． 

今年度の活動を終えて，すべての事業グループが特に滞りなく活動できていたように感じ

ています． 

来年度以降の委員会がどのような形態での開催となるかは未定ですが，どのような形態で

あってもすべての事業グループが円滑に事業を進められるように努めて参ります． 

 

・メンバー紹介 

幹事校: 千葉工業大学 

佐藤，仁科，徳増，喜多，深澤，永井 

 

副幹事校: 千葉大学 

小宮山，⾧澤 
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講演会グループ 

活動概要  

我々講演会グループは、学生会の趣旨である、電子情報通信学会学生員の活動を盛んにし、かつ

学生員相互の親睦をはかることを目的に、講演会の開催を通して、これを達成するための活動を

行っています。 

 

今年度の実施内容  

題目：自動運転と自律走行ロボット  

講演者：太田 直哉氏 (次世代モビリティ社会実装研究センター センター長) 

日時: 2022 年 11 月 26 日(土) 14:00～15:30  

会議アプリケーション: Zoom 

 

メンバー紹介 

 幹事校：群馬大学 郊 玉戊、 米川 俊彰 

 

 

 

感想  

今年度は、群馬大学の教授であり、次世代モビリティ社会実装研究センターのセンター長をお務

めになる太田様を講演者としてお招きし、講演会を開催いたしました。今年度はオミクロン株の

感染力を考慮し、感染症拡大防止のためにオ ンラインでの開催となりました。応募数は 54名で、

参加者は 33 名でした。講演会は、「自動運転と自律走行ロボット 」という題目で、 次世代モビ

リティ社会実装研究センターの全体活動（自動運転、低速電動バスの運行実験など）から始まり、

自動運転自動車の歴史や太田様の研究室が参加しているつくばチャレンジの内容を講演して頂

きました。自動運転については動画を多用し、簡単な言葉で説明してくださりまして、専門知識

が無くても理解しやすい内容でした。また自動運転は近年出てきた研究ではなく、1980 年代には

もう高速道路で手放し運転が可能になった話やカメラによる世界初の自動運転は日本で行われ

た話は特に興味深い内容でした。最後となりましたが、ご多忙の中講演していただいた太田様に

は深く御礼申し上げます。本講演の開催にあたり、ご協力を頂いた事務局の皆様、当学生会幹事

団の皆様、講演会グループの皆様、SCI グループの皆様、そして本講演に参加していただいた皆

様に、深く感謝いたします。 
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⾒学会グループ 

活動概要 
私たち，⾒学会グループは，情報通信社会

における最先端技術に関して研究開発の場
において直接学ぶことを通じて，学⽣間の
親睦を深める事を⽬的に活動しています．
研究所や企業の⽅々のご厚意のもと，IEICE
会員，学⽣員及び⼀般学⽣向けに⾒学会を
開催しております． 

今年度の活動について 
 2022 年 11 ⽉ 4 ⽇（⾦）16 時〜オンライ
ンで⾒学会を開催しました．ご協⼒いただ
いた企業様は I-PEX 株式会社です．⾒学内
容はものづくりの説明と開発秘話，バーチ
ャル⼯場⾒学，⼯場との中継による量産⼯
程の⾒学を⾏いました．参加者から積極的
に質問が出ており，とても充実した⾒学会
になったと感じています． 

最後にご多忙の中，快くお引き受け頂き
ました，I-PEX 株式会社の皆様に⼼より感
謝いたします． 
 
 
 
今年度の研究発表会の概要 

今年度はコロナウィルスの影響を踏ま
え，以下の通りに⾒学会を開催しました． 

 
⾒学先企業：I-PEX 株式会社 
⾒学内容：オンラインによる⼯場⾒学 
開催⽇：11 ⽉ 4 ⽇(⾦) 
実施時間：1 時間 30 分 
使⽤ツール：ZOOM 
内容(３部構成) 
ものづくり説明と開発秘話のお話 
バーチャル⼯場⾒学動画視聴 
⼯場の中継 

メンバー紹介 
幹事校  ：拓殖⼤学 
相澤 廣樹，⾼⽥ 祐輝，正能 健⼀，楊 海涛，
姜 ⼤程，中川 友太，栗原 啓弥，⼤野 湧⽮ 
 
副幹事校 ：⽇本⼤学 
⾼栁 拓⽣，有⾺ 明⽇⾹，榎澤 瑠奈，古屋 菫，
⽯⽥ 暁久，伊勢村 和靖，⼤隈 井輔， 
⽊屋 ⼤地，熊倉 佑樹，⽥邊 魁晟，⽯川 直也，
三枝 美波，伊藤 勇太，荻野 稜也，⼩林 開⼈，
都⽊ 慶吾，椿 英駿，斎藤 功太，末吉 勇⽃，
宮本 浩志郎 
 

（⽂責:拓殖⼤学 相澤） 
 

⼯場⾒学の様⼦ 

バーチャル⼯場⾒学の動画 
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