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 校友会情報  http://www.tduaa.or.jp/

○平成３０年度山陰支部総会の開催 

 

１月１９日（土）に松江アーバンホテル（松江市）にて開催しました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

スゴイ！大阪なおみ選手が全豪オープンテニスのシングルスで優勝し、アジア勢で初の世界ランク

１位（！）になりました。おかげで「なおみ」関連グッズが大人気だそう。でもＡＦＣアジアカップ決勝で

は、日本代表はカタールに負けてしまいました…ザンネン↓。がんばれニッポン、がんばれデンダイ。 

…ということで、今月の電大人の活動報告です。 

はじめに校歌あり（？）…校歌斉唱 岡本副支部長のご挨拶 

松尾校友会理事長のご挨拶 乾杯！ 

集合写真 
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http://www.tdu-koyu.com/shibu/sanin/activity/event/2018meeting.html
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○平成３０年度職域電機会長会の開催 

 

１月２６日（土）に東京千住キャンパス１号館１階１００周年ホールにて開催しました。 

今回の目玉は「電機会が学園に期待するもの」とし、柏﨑産官学交流センター長が司会となり、事前

のアンケートを元にして電機会会長に自由な意見交換をしていただきました。そこでは、会長から多くの

意見・要望が出され、ときに学長がそれに答えるといった、活発な会となりました。 

 

会場の模様 加藤学園理事長のご挨拶 校友会は今年１１０周年と向芝常務理事 

安達教授が本学の就職状況を説明 柏﨑教授が司会で会長のご意見を拝聴 本学の知名度はどうなのか… 

就職でも他大学の台頭が… 多くの意見が出されました 安田学長からもご意見をいただきました 

集合写真 

松尾理事長による懇親会の乾杯 

〆は拍子木で…春のイベントにご期待！
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○ＫＪ（工学情報就職特集号）の発行

１２月２０日にＫＪ（工学情報就職特集号）を発行し、就職活動を始める学

部３年生と修士１年生へ配布をしました。 

ＫＪは、２月９日（土）のホテルグランドパレス（千代田区）、２月１５日（金）

のベルセゾン（新座市）で開催される「仕事研究セミナー」への参加マニュア

ルとして活用されます。

学園情報 http://web.dendai.ac.jp/

○六倉研究室・篠田研究室が「SEMICON JAPAN」に出展

電子システム工学科六倉信喜教授、篠田宏之准教授の研究室が１２

月１２日（水）～１２月１４日（金）に東京ビッグサイトで開催された

「SEMICON JAPAN（セミコン・ジャパン）」に出展しました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

○安田進名誉教授が「朝日新聞」「読売新聞」「毎日新聞」他各紙に掲載

１２月１７日（月）に安田進名誉教授の研究チームが熊本地震陥没被害の報告会を阿蘇市にて開

催、陥没のメカニズムや住宅再建の対策工法等を災住民へ説明した様子が各紙記事に紹介されまし

た。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

朝日新聞デジタル 熊本日日新聞に掲載！ 西日本新聞にも掲載!! 
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https://www.dendai.ac.jp/news/20181220-04.html
https://www.dendai.ac.jp/news/20181221-03.html
http://web.dendai.ac.jp/
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○卒業生山谷さんが日刊工業新聞「リケジョ neo」に掲載

１月２１日付けの日刊工業新聞「リケジョ neo」に、卒

業生の山谷弘美（Ｈ２３修 理工学研究科デザイン工

学専攻）さんが掲載されました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

○松浦准教授が「週刊玩具通信」に掲載

情報システムデザイン学系・松浦昭洋

准教授の特許技術が採用された知育ブ

ロック「ルミノイド」にまつわるインタビュー

が掲載されました。

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

○本学学生が発案した “朝ＴＲＥ×朝ごはん”が「朝日新聞」に掲載

情報環境学部の学生達が発案した朝ＴＲＥ×朝ごはんの取り組みが１

月２３日（水）の朝日新聞（夕刊）で取り上げられました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

○学園広報誌「ＴＤＵ Ａｇｏｒａ」第１７号の発行

学園広報誌「TDU Agora」第１７号が発行となりました。今回の特集は、

「フォーミュラＳＡＥプロジェクト 2018 Formula SAE Australasia ～世界で

活躍するエンジニアを目指して～」になります。ぜひ下記のボタンよりお進

みください。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

「TDU Agora」最新号 

「TDU Agora」トップページ 

「週刊玩具通信」 動くぜ！光るぜ！「ルミノイド」 
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https://www.dendai.ac.jp/news/20190123-01.html
https://www.dendai.ac.jp/news/20190124-01.html
https://www.dendai.ac.jp/news/201901225-02.html
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/e5vdec00000173ze-att/e5vdec000001mc8q.pdf
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/
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○経営同友会が新年交流会を開催

１月２８日（月）に東京千住キャンパス１号館１階１００周年ホールにて開催しました。また、新年会に

先立って、行政書士の茂木高次氏による講演「終活としての相続対策と遺言書」も開催されました。 

○「学校法人東京電機大学サポート募金」について

学校法人東京電機大学サポート募金は、寄付者の皆様の意思を尊重し使途（奨学金の充実、施

設・設備の充実、課外活動への支援）を指定できる恒常的な募金として、在学生・在校生への支援を

お願い致しております。 

平成３０年度 課外活動への支援 ： 東京千住キャンパス編 

今年度は、下記の１９団体へ支援しました 

* アマチュア無線部 * ＩＤＣロボコン * 空手道部 * 管弦楽部

* グリークラブ * 剣道部 * 硬式庭球部 * 硬式野球部

* 合同体育祭 * ゴルフ部 * 自治会執行委員会 * 自動車部

* 蹴球部 * 卓球部 * 鉄道研究部 * バドミントン部

* メディア研究会 * モダンジャズ研究会 * 陸上競技部

なお募金内容および実施事業は、下記ホームページから確認することができます。 

インターネット利用の募金 （ボタンをクリック）

寄付のご報告/Web 芳名帳・事業報告 （ボタンをクリック）

先立って開催した茂木氏の講演も人気 渡辺経営同友会会長のご挨拶 安田学長のご挨拶 

向芝校友会常務理事による乾杯 集合写真 
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https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/foundation/guide.html
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/foundation/report.html
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中学・高等学校同窓会 http://www.tdu-chukodoso.com/

○「二十歳（はたち）のお祝い」合同クラス会を１月１２日（土）に東京千住キャンパスにて開催しました！ 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

受付に続々と… 川村中学・高等学校同窓会長の祝辞 

担任だった先生も出席 乾杯！（ノンアルだぞ） 司会の２人 

ビンゴ大会を開催っ 「ビンゴのひとぉ」「はい！」「ハイ！」 

防大生を発見！カッコイイ！ 何があたるかなぁ～ 会の終わりに思い出ビデオ 

旧友と記念撮影 

企画した卒業生達…お疲れ様 集合写真 

6 / 8

http://www.tdu-chukodoso.com/event/2019hatati/index.html
http://www.tdu-chukodoso.com/
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中学・高等学校情報 http://www.dendai.ed.jp/

○生徒の声が新聞に取り上げられました

高校１年「政治経済」の授業として取り組ん

でいる教育プログラム「株の力」（三菱ＵＦＪモル

ガン・スタンレー証券主催）の紹介記事におい

て、本校生徒の声が読売新聞（全国版）に掲

載されました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

電機学校同窓会 http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/

○新年会の開催

１月２２日（水）に東京千住キャンパス学生食堂で、松尾校友会理事長をお招きして電機学校同窓

会総新年会を開催しました。 

クラス会・ＯＢ会開催状況

各同窓会のＨＰにて、クラス会・ＯＢ会の開催報告を確認できます。 

大 学 同 窓 会 ： http://dendai-dosokai.net/activity/activity-reports2018/ 

中 高 同 窓 会 ： http://www.tdu-chukodoso.com/classkaisai.html 

電機学校同窓会 ： http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/classmeeting.html 

電高チームの作品１月１０日読売新聞 
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https://www.dendai.ed.jp/news/2018/2018/20190119093001.html
http://www.dendai.ed.jp/
http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/
http://dendai-dosokai.net/activity/activity-reports2018/
http://www.tdu-chukodoso.com/classkaisai.html
http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/classmeeting.html
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次回発行は平成３１年３月１１日を予定しています 

 

【編集長より】 

つい最近お正月を迎えたかと思うともう２月。歳を取ると時間が早くなると良く言われますが、つくづく

実感する今日このごろ、大学では入試が本番を迎え、緊張した受験生が試験に臨んでいます。そんな

姿を見ると小職のうん十年前の本学を受験した若き日を思い出します。 

皆さん合格して、晴れやかに将来の校友会会員になって欲しいものです。また、大学入試は、今年

高校をご卒業される電機大高校の皆さんにとっても受験生として臨み、将来へのスタートを踏み出す

瞬間でもありますね。電機大高校の皆さんも頑張れと応援しております。 

校友会会員の皆様も、かつての自分を振り返るには良い時期と思いますので、大学・高校・電機学

校に進もうとお考えになった若き日を思い出してはいかがでしょうか。では、次号をお楽しみに！ 
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