
2019 年（令和元年）１０月 11 日発行（第 3５号） 

校友会情報 http://www.tduaa.or.jp/

○新潟電機会総会の開催

８月２４日(土)にアートホテル新潟駅前（新潟市）にて開催しました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

９月２８日のラグビーＷＣで日本代表が世界ランク２位のアイルランドを１９対１２で下し、強豪南アフ

リカを撃破した４年前のラグビーＷＣを思い出しました。１０月５日の対サモア戦では３８対１９のダブル

スコアでの勝利です。日本って、こんなに強かった？サンウルブズはなかなか勝てないのにね…士別

れて三日なれば、即ち当に刮目して相待つべし…ということかしら？では、電大人の活動報告です。

懇親会では稲毛事務局長のご挨拶 

集合写真 

最後は吉川会長の一本締め 

懇親会の模様 その２ 

稲毛事務局長による乾杯 懇親会の模様 その１ 

総会は吉川会長のご挨拶から… 講演会「大規模停電は防げるか」

1 / 12

http://www.tdu-koyu.com/shibu/nigatadenkikai/activity/event/2019meeting.html
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○福岡県支部総会を９月１４日（土）に八仙閣本店（福岡市）にて開催 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

 学園情報・大学情報  http://web.dendai.ac.jp/

【お知らせ】東京電機大学新学長就任について 

 

東京電機大学では、前学長・安田浩の辞任（令和元年６月３０日）に伴い、令和元年１０月１日付

で、射場本忠彦（いばもと ただひこ）が学長に就任いたしました。 

 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

新学長 射場本忠彦 プロフィール 

氏 名 ： 射場本 忠彦（いばもと ただひこ） 

現 職 ： 東京電機大学 名誉教授 

生年月日 ： 昭和２２年１２月１５日生（７１歳） 

出 身 地 ： 鹿児島県 

専門分野 ： 建築環境工学、建築設備 

任 期 ： 令和元年１０月１日～令和５年３月３１日

宮嶋支部長のご挨拶 

集合写真 

乾杯！ 

射場本忠彦 学長 
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http://www.tdu-koyu.com/shibu/fukuoka/activity/event/2019meeting.html
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○理工学部共通教育群のヨーク・ジェームズ講師が「産経新聞」他、各紙に掲載 

 

本学アクティブ・ラーニングの１つであるヨーク講師のボードゲー

ムを使ったユニークな英語授業が、ボードゲームを教育現場や子

育てに生かすという記事の中で、詳しく紹介されました 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

○本学出版局刊「世界を変えた６０人の偉人たち」が各新聞で紹介 

 

学園創立１１１周年記念のパンフレット「REVOLUTIONARY NEW TECHNOLOGIES, vol.1,2」を書籍化

した「世界を変えた６０人の偉人たち」が新聞等で紹介されました。 

本書は、社会を変えるほどの影響を与えたテクノロジーの歩みとその影響、開発者の思いやメッセー

ジをその背景や本人のことば、エピソードで紹介しています。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

 

ヨーク・ジェームズ 講師 

朝日新聞（８月１７日） 

日刊工業新聞（８月２３日） 世界を変えた６０人の偉人たち 
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https://www.dendai.ac.jp/news/20190906-04.html
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○学園広報誌「ＴＤＵ Ａｇｏｒａ」第２４号の発行 

 

学園広報誌「TDU Agora」第２４号が発行となりました。今回の特集は、

「総合研究所 研究成果発表会～社会のニーズに対応する実践的な研究

活動を公開～」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 

○「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。 

 

  

「東京電機大学神山治貴海外留学派遣奨学金」 

 

神山治貴様(本学卒業生)からのご厚志

を原資とし、「東京電機大学神山治貴海

外留学派遣プログラム」を平成２７年度か

ら開始いたしました。 

本プログラムは、本学の学部在学生で

学長賞の受賞者のうち、学部在学中に英

語圏の大学等に海外留学（単位取得）を

希望する者の中から選考し、優秀でグロー

バルな人材を育成することを目的としてお

ります。 

本年度は、アメリカのカリフォルニア州立大ロングビーチ校（２名）、フェアモント州立大学（１

名）、アーカンソーテック州立大学（１名）、ハワイ州立大学ヒロ校（１名）へ留学しております。 

 

 

 

なお、募金の活用内容および実施事業は、学園ホームページから確認ができます。 

（ボタンをクリック） 

 

インターネット利用の募金 

寄付のご報告/Web 芳名帳・事業報告 
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https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/e5vdec00000173ze-att/e5vdec000001qcjs.pdf
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https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/foundation/guide.html
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○理工学部共通教育群の山本宏樹准教授が９月１日の朝日新聞社説「余滴」に掲載

同記事は、子供の貧困対策である学習支援事業が、教育産業の進出で市場化している問題を取り

上げ、山本准教授と研究者たちによる事業者を多面的に評価する指標作りの研究が紹介されました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

○人間科学系列の寿楽浩太准教授が９月４日の「北海道新聞」でコメント

幌延深地層研究センターが研究期間を延長する計画案の問題を扱った記事で、高レベル放射性廃

棄物に関する政府の作業部会委員を務める識者として、寿楽浩太准教授がコメントしました。 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

北海道新聞（９月４日） 寿楽浩太 准教授 

朝日新聞（９月１日） 山本宏樹 准教授 
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https://www.dendai.ac.jp/news/20190903-02.html
https://www.dendai.ac.jp/news/20190910-02.html
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○TDU Space Project が模擬惑星探査機の国際大会(ARLISS)で３位獲得・ベストプレゼン賞受賞 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

会場への道…CLOSE ENCOUNTERS 前日の作戦会議「どうする、どうする？」

開会式の模様 

発射準備完了！ ロケットを担いで… 最後のマシンメンテナンスをしたら… 

名前も書いたぞ、天に届け！

ローバー発見っ ぷしゅるるる ローバー確保ぉぉ 

技術発表会でのプレゼンテーション ロケットマン(!?)たち

会場は、あい変わらずの乾いた世界 

降着したローバー 
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○第２８回武蔵野祭を９月１４日（土）・１５日（日）に小金井キャンパスにて開催 

３７７名の卒業生が来校しました！ 

 

玄関は長蛇の列… …なのは、このバザーのせい？ 少林寺拳法・柔法演武 

先生のお手本 イテテェ ハンダで何か作っていると思ったら… 電大・電子技術研究部ブースでした 

鉄板！鉄研プラレール Ｎゲージ新幹線オール・ラインナップ 「シミュレーター代わって」「えーっ」 

この辺でちょっと一服 佳麗な女子による華麗なダンス 演奏会も大盛況 

全国大会出場の放送部が番組を進行中 これは竹トンボか？ いいえ不思議な空飛ぶオモチャです 

学校説明で大久保先生も大変 森の廃病院…怪しい 来年も必ず来てね！ 
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【ご案内】第８回旭祭の開催 

 

東京千住キャンパスにおいて第８回旭祭を開催します。卒業生の皆様もぜひご来場下さい。心よりお

待ちしております。 

 

日時 ： １１月３日（日）・４日（月・祝） １０：００～１７：００ 

場所 ： 東京千住キャンパス ＪＲ常磐線「北千住駅」東口下車徒歩５分 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

【ご案内】第４３回鳩山祭の開催 

 

埼玉鳩山キャンパスにおいて毎年第４３回鳩山祭を開催しています。また、１１月４日に４号館「ＨＡＴ

Ｏ ＣＡＦＥ」にてＯＢ・ＯＧ交歓会も開催します。卒業生の皆様もぜひご来場ください。心よりお待ちしてお

ります。 

 

日時 ： １１月３日（日）・４日（月・祝） １０：００～１７：００ 

場所 ： 埼玉鳩山キャンパス 東武東上線「高坂駅」下車 送迎バスあり 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

昨年の模様 その１ 昨年の模様 その２ 

昨年の模様 その１ 昨年の模様 その２ 
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【ご案内】「ホームカミングデー」の開催 

 

東京電機大学では大学院、大学、短期大学、工業専門学校、電機学校の卒業生をご招待する「ホ

ームカミングデー」を旭祭期間に開催します。懇親会へお誘いする今年の特別招待者は、下記の通り。 

 

日時 ： １１月３日（日） １０：００～１７：００ （懇親会は１５：００～１６：１０を予定） 

会場 ： 東京電機大学 東京千住キャンパス 

招待 ： 昭和１９、２４、２９、３４、３９、４４、４９、５４、５９年、平成１、６、１１、２１、２６年の卒業生 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

 大学同窓会情報  http://dendai-dosokai.net/

【ご案内】丹羽賞・同窓会奨励賞表彰式の開催 

 

下記の通り丹羽賞・同窓会奨励賞表彰式を開催し、優秀な成果を修めた団体・学生を表彰します。 

 

【東京千住キャンパス】 【埼玉鳩山キャンパス】 

日時 ： １１月３日(日) １３：００～ 日時 ： １１月４日(月・祝) １５：００～ 

会場 ： 東京千住キャンパス 旭祭ステージ 会場 ： 埼玉鳩山キャンパス中庭 野外ステージ

 

昨年の模様 

昨年度受賞団体（千住キャンパス） 昨年度受賞団体（鳩山キャンパス） 
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【ご案内】埼玉鳩山キャンパスＯＢ・ＯＧ交歓会の開催（後援：大学同窓会） 

 

埼玉鳩山キャンパスではＯＢ・ＯＧ交歓会を開催します。軽食などをご用意して、卒業生の皆様をお

待ちしております。 

 

日時 ： １１月４日(月・祝) １１：００～１４：００ 

会場 ： 埼玉鳩山キャンパス ４号館１階「ＨＡＴＯ ＣＡＦＥ」 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

 中学・高等学校同窓会  http://www.tdu-chukodoso.com/

○９月１４日（土）・１５日（日）の武蔵野祭で卒業生「だんわ室」を開設 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

昨年の模様 

入口では会長みずからお出迎え 「だんわ室」の様子 

壁では写真展を開催 「二十歳のお祝い」写真を楽しむ 「だんわ室」でリラックス

受付で卒業生をお迎え 
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○９月１４日（土）に小金井キャンパスで同窓会幹事会を開催 

 

「だんわ室」の開設にあわせて同窓会幹事会を開催し、来年の「二十歳のお祝い」合同クラス会開催

に向けて打ち合わせを行いました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 

 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 

 

同窓会幹事会の様子 実行委員の卒業生も集まってくれました 
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次回発行は令和元年１1 月１１日を予定しています 

 

【編集長より】 

このメールマガジン発行の寸前に、日本人としてとても嬉しいニュースが飛び込んできました。それ

は、旭化成の吉野彰氏がノーベル化学賞を受賞したというニュースです。しかも企業所属の方が受賞

したことは、企業人の会員を多く持つ校友会にとっても嬉しいことです。さらには企業の方が受賞したこ

とで、現在、大学や中学・高等学校に所属する学生さんや生徒さんにとっても将来に向けて励みにな

ることと思います。 

この報道を見て、マスコミがこの話題で、吉野氏のみを取り上げるのではなく、同じ企業に所属する

方々や、同じ分野で研究や開発を行っている方々、そして吉野氏の家族の方を取り上げて下さったこ

とがとても印象に残りました。 

ノーベル賞を受賞できるような方のまわりには、色々な面で、陰ながら支えてくれた方々が大勢いる

ということを、マスコミの方々も理解して報道したのみならず、その方々が、まるで自分が受賞したように

喜んでいる様子まで報道して頂けたことは、企業や大学や研究機関で研究・開発を行っている多くの

方々やその家族の方々という、表舞台には出ない方々の陰ながらの力があればこそ、このような素晴

らしい賞の受賞に繋がるのだということを、一般の方々にも伝えることができたのではないかと思いま

す。 

東京電機大学校友会も、１１０周年を迎え、今月にはその記念式典を開催致します。校友会が１１

０年もの間、維持・継続できたのも、運営にご尽力頂いている理事長を始めとする理事の方々や、本

部で裏方として事務作業をして頂いている事務局の方々によるところは大きいとは思いますが、それに

も増して、企業や社会でご活躍頂いている全ての会員の皆様が居ればこそ実現できたのだと思いま

す。このメールマガジンも、そんな皆様の様子をお伝えできればと考えております。 

では、次号をお楽しみに。 
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