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新１号館竣工 !!

　東京工芸大学は、創立 90 周年記念事業の一環として、 2009 年４月からの
約６カ年計画により中野キャンパスの大部分の校舎群を建て直す、全面的整備
を行っております。
　このたび II 期工事が完了し、7 月 31日に竣工式が行われました。
　今回完成したのは 2010 年 7 月末に完成した新 1 号館の南側部分 ( 写真学
科、映像学科の専用施設および共用教室）と接続する東側部分で、１・2 階はエ
ントランスと事務部など、また地下には学部共用のスチールスタジオ、ビデオ
用スタジオ、デジタル用スタジオと 300 席の大講義室が設けられ、３階以上は
インタラクティブメディア学科とゲーム学科の専用施設となります。2 階ま
では後期から使用を開始し、3 階以上は次年度より使用することになります。
　なお長きにわたり本館入口前に置かれていた六代目杉浦六衛門の胸像は、
エントランスに移設されました。
　秋には、本館および旧 1 号館を取り壊し、最後の第 III 期工事（新 2 号館）が
始まります。竣工は 2014 年の予定です。

記と写真：福村　敏（45 期）/ 写真：糸賀成永（56 期）

広く近代的なエントランス。ガラスを多用した開放的なイメージ

図書館側から見た新1号館（左奥は、芸術情報館）

4階まで吹き抜けているエントランスに
設置された壁面作品

室内に設置された六代目杉浦六衛門の胸像



東京工芸大学同窓会
執行役員・理事・評議員・支部長

任期　平成24年5月〜平成25年4月まで
執行役員の逝去に伴い一部の執行役員・理事の変更と、新しい評議員を追加しました
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名誉会長 若尾　真一郎（学長）
名誉顧問 奥沢　和夫（22期）
顧　問 仁科　義男（27期） 堀内　陽二（32期）

会　長 田沼　武能（24期）
副会長 奥田　　昇（28期） 細江　英公（29期） 大沢　　登（30期）
理事長 川名　晴美（34期）
専務理事 田村　　寛（42期） 立川　宏司（42期） 畑　　鐵彦（41期） 福村　　敏（45期）
常務理事 安達洋次郎（39期） 糸賀　成永（56期） 上田耕一郎（芸3・75期）

理　事

清宮　　輝（33期） 小池　恒裕（33期） 加藤　春生（34期） 八方　一治（34期）
佐土原一浩（36期） 角原　征也（37期） 木村　政夫（38期） 内田　　勲（39期）
池田　陽子（39期） 岡村　征夫（41期） 内藤　　明（47期） 板垣　雅春（49期）

淺野　耕平（芸1・73期） 池谷　彩子（芸2-74 期） 吉野　弘章（芸6-78 期） 磯田　正和（芸7・79期）
小川　　誠（芸7・79期）	 工藤　洋司（芸1・73期）　 岸　　剛史（芸13-85 期） 菅原		孝一（法人事務部長）
樺沢		忠雄（中野事務部長） 松尾　未来（学務課長） 駕田　毅（42期）支部長兼 小林		俊郎（44期）支部長兼

会計監事 土屋　哲郎（32期） 佐藤　雅英（34期）

評議員

今井　克郎（21期） 佐藤　一雄（21期） 野々垣　文雄（24期） 中野　慶一（27期）
村上　　力（28期） 増田　鉄也	（36期） 久保　雅義	（36期） 山田　　仁（38期）
新藤　健一	（39期） 杉木　			彬	（40 期） 鈴木　克明（40期） 岩島　武彦（41期）
川端　秀樹（41期） 山本　　晃（41期） 上條　正名（43期） 佐藤　　等（45期）
大西　		繁（47期） 小関　雅章（51期） 木下　恵修（70期） 石井　清士（芸1・73期）

仙田　麻子	（芸5･77 期） 西村　裕輔	（芸6･78 期） 斉藤　明	（芸7･79 期） 古屋　周一（芸8・80期）
国井　光司	（芸9･81 期） 福田　康平（芸9・81期） 廣瀬　元一	（芸9･81 期） 野村　昌孝（芸10・82期）

鎌田	佳恵（芸10・82期/84 修） 吉富　亮介（芸10・82期） 坂本　佳子（芸9･81 期/83 修） 平山　　優	（芸10･82 期）
森井　		明（芸11･83 期） 本橋	佳奈（芸11･83 期） 今井　亜希（芸11･83 期） 川上　明代（芸11･83 期）
別府　笑（芸11･83 期/85 修） 高山はるか（芸11･83 期/85 修） 山崎　宏之（芸12・84期） 松井　大貴（芸12・84期）
土田浩二朗（芸12・84期） 大澤　暁空（芸12･84 期） 小浪　次郎（芸12・84期） 柴田	さやか（芸12･84 期）
菱田　　悠（芸12･84 期） 水口　彩（芸12･84 期） 満留　幸治（芸13･85 期） 佐野	いお莉（芸13･85 期）
関田真梨菜（芸13･85 期） KIM	KAB	MIN（芸13･85 期） 竹井美砂子（芸13･85 期） 大久保勝弘（芸14･86 期）
角﨑　裕樹（芸14･86 期） 重川　沙耶（芸14･86 期） 川島　嵩志（芸14･86 期） ｵｾﾞﾘ･ ﾌｧｰﾃｨ（芸14･86 期）
高島　圭史（芸14･86 期） 森田　志穂（芸14･86 期） 古村　静香（芸14･86 期） 箕川　里菜（芸14･86 期）
金刺　　	歩（芸14･86 期） 岩松　翔太（芸10･82 期） 遠藤ゆりこ（芸14･86 期） 村松　佑樹（芸13･85 期）
矢部ひな美（芸14･86 期） 宇塚　　雅（芸14･86 期） 堀内　美緒（芸14･86 期） 小坂橋博道（芸14･86 期）
森　優里絵（芸14･86 期） 塚原　龍樹（芸14･86 期） 丸山　詩織（芸14･86 期） 矢島　　竜（芸14･86 期）
佐藤　典子（芸14･86 期） 伊藤　哲史（芸15･87 期） 田坂　早紀（芸15･87 期） 塚野　裕基（芸15･87 期）
佐々木	博基（芸15･87 期） 松谷　　嶺（芸15･87 期） 柳澤　有軌（芸15･87 期） 勝山	進太郎（芸15･87 期）
千田　大輔（芸15･87 期） 毛塚　隼人（芸15･87 期） 池田　　輝（芸15･87 期） 大澤　美香（芸15･87 期）
藤原　翔平（芸15･87 期） 久保	雄太郎（芸15･87 期） 小谷野　萌（芸15･87 期） 佐藤　哲平（芸15･87 期）
山崎　　薫（芸15･87 期） 岩間　由莉（芸15･87 期） 赤澤　　都（芸15･87 期） 下重　拓也（芸15･87 期）
菅原　徳美（芸15･87 期）

支部長

筒渕　美允（北海道37期） 矢川　　元	（青森43期） 村田　　明（岩手34期） 阿部　貴彦（宮城61期）
小泉槇子	代理（秋田41期） 杉山　　健（山形40期） 伊藤　正春（福島44期） 小林　俊郎（新潟44期）
滝澤　一彦（長野32期） 磯　　　武（山梨40期） 細谷　治男（栃木43期） 黒柳　　隆（群馬40期）
豊島　泰之（埼玉35期） 多田　良文（千葉45期） 平井　貞幸（神奈川47期） 松野　　崇（静岡42期）
磯谷　武美（東海36期） 駕田　　毅（関西42期） 近岡　房治（石川36期） 下村　耕一（福井30期）
田中　浩史（島根55期） 立木　一光（鳥取44期） 永瀬　隆一（岡山39期） 奥谷　収吉（香川46期）
桑村　憲広（徳島45期） 西川　義章（高知55期） 奥田　昭造（愛媛24期） 古前　隆士（広島46期）
村田　武司（山口52期） 堤　　隆志（全九州34期） 屋良　克彦（沖縄37期） 野崎　　博（富山44期）
平石　和之（茨城63期） Lee	Hyunjin（韓国76期）
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写真学科
４年　平田　正和

　私は大学で作品制作に向き合う事で、多くの経験をする事
ができました。
　振り返ると写真を通して物事を学び、仲間を通じて新しい
表現を知ることの繰り返しだったように感じます。
　そんな日常の中で私は、終着点が無いアートの世界に自信
を持てずにいました。暗中模索の日々を繰り返す中、自分を評
価してくれる人がいるという事を非常に嬉しく思います。
　また、その結果は自分の努力だけではなく教授であったり
仲間、そして家族の協力があったからだと実感しています。
　最後になりましたが、同窓会長賞という名誉ある賞をいた
だけた事を心より感謝しております。

映像学科
テレビ・ビデオ研究室 CM 班

４年 　草柳　正太
　「この度は同窓会会長賞をいただき、ありがとうございま
す。制作をしていた時は、ただ時間に追われ、作品を完成させ
ることで精一杯でした。　皆で徹夜しながら制作した作品
が、このような評価をいただけたことに感謝と喜びを感じて
おります。現在取り掛かっている卒業制作もより熱心に取り
組み、大学と我々自身の評価に繋げていきたいと思います。」

デザイン学科 VC コース
4 年　高根　陽介

　大学からの素晴らしい賞を授与していただき、ありがとう
ございます。
　私が同窓会長賞を受け取るにあたり、まず推薦をして下さ
った照沼先生にこの場を借りて、感謝を述べさせていただき
ます。本当に、本当に、ありがとうございます！！
　そして、私の学生生活に影響を与えて下さった、福島先生。
福島先生の研究室にいる阿部くん。もう一度照沼先生。名前
を挙げればきりがないですが、ぱっと思い浮かぶ 3 名の名前
を挙げさせていただきました。もちろんいろんな方の刺激が
あっての今なので、3 名のあとに思い浮かんだ顔は様々です。
以後、作品と知識と共に充実するように、心がけます。

メディアアート表現学科
4 年　西田 かおり

　同窓会長賞を頂くことが出来てとても嬉しく思います。こ
ころから感謝いたします。
　また、同じく同窓会長賞を受賞した優秀な学生たちに出会
えたことも刺激になりました。

　同窓生の方々とお話する中で、わたしが生きている時代だ
からこそ出来る表現や思想で作品をつくることが大切だな
と改めて思いました。
　わたしは以前から海外へ行ってみたいという気持ちが有
ります。他の国に於いて、アートがどのような認識・位置付け
なのか、またアートを専攻する学生がどのようなことを考え
ているのか、それを見てわたしは何をすべきなのかを考えて
みたいからです。夢は大きく持ちつつ、身近なところから行
動していきたいと思います。
　今は卒業制作に取り組んでいます。あっという間に四年次
になりましたが、過去に生きるのでもなく、未来に生きるので
もなく、今を生き、時代を、世界を動かす人になりたいです。

アニメーション学科ゲームコース
EIGHTH TOWN

4 年　代表　小笹　綾由美
　この度は、同窓会長賞という、名誉ある賞を誠にありがと
うございます。
　受賞の連絡を頂いたときは、全く実感がありませんでした
が、授賞式に参加し、そこで一足遅く喜びを噛み締めました。
　私たちは、約 1 年に渡り福岡ゲームコンテストを目指して
制作を行いました。1 年という限られた時間の中で、何度も
衝突し、悩み、協力してこの作品を完成させました。私たち 12
人の想いと遊び心の詰まった、「あの時」の私たちにしか作
れないモノです。
　CHASER を作り終えてから半年が経とうとしています。
今回の授賞を機に、更に精進し、これからも「今」の私たちを
作品という形で精一杯伝えていきたいと思います。
　大学からの素晴らしい賞を授与していただき、ありがとう
ございます。

マンガ学科
４年　龍水　貴史

　この度、同窓会長賞受賞者に選ばれ、恐縮しております。同
時に私の努力、作品が評価されたのだと、嬉しく思います。
　私の努力は、私個人の力では成り立たないもので、家族や
友人、学科の先生方の暖かいご支援のおかげであったと感じ
ています。
　その方々の叱咤激励は創作意欲を掻き立て、作品を作るう
えで必要なパワーをくださいました。そして、同窓会長賞と
いう名誉ある賞をいただけたことも、今後の励みとなるあり
がたいことです。
　応援してくださる方々の期待に応えられるような作品を
今後生み出せるマンガ家になれるよう、これからも今以上に
努力を惜しまず作品制作に望み、進歩し続けることを誓います。

　平成 24 年度 東京工芸大学同窓会理事・評議員会が、平成 24 年６月 21日
（木）、市ヶ谷アルカディア ( 私学会館）に於いて開催され、各議案滞りなくすべ
て承認されました。
　評議員会終了後の懇親会場に於いて、同窓会会長賞受賞式と同窓会奨学金
受給者のセレモニーが行われました。

東京工芸大学同窓会　理事・評議員会開催
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同窓会会長賞授賞者



　

鈴木　貞一		君 西川　大翔		君 WU	TING	HUAN	さん

同窓会奨学金受給者発表

会長賞授賞式で挨拶する
同窓会会長　田沼　武能	氏

同窓会会長賞授賞式
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授賞の皆さん、右から、映像学科　テレビ・ビデオ研究室	CM班　草柳　正太	君、デザイン学科VC
コース　高根　陽介	君、	写真学科　平田　正和	君、	メディアアート表現学科　西田	かおり	さん、
アニメーション学科ゲームコース　EIGHTH	TOWN　代表　小笹　綾由美	さん

伊藤　絵里奈	さん

LE	BARS	JULIEN　君



　

　

　

　

懇親会風景
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東京工芸大学　平成25年度入試のご案内
東京工芸大学 平成 25 年度入試のご案内 

 

 ■募集学部・学科 

  芸術学部 写真学科／映像学科／デザイン学科／インタラクティブメディア学科／ 

    アニメーション学科／ゲーム学科／マンガ学科 

  工学部  メディア画像学科／生命環境化学科／建築学科／コンピュータ応用学科／電子機械学科 

 

 ■入試日程 

 
学部 入試種別 出願期間（必着） 試験日 

合格発表

日 

B日程 9/7(金)～9/14(金) 9/22(土・祝) 9/26(水) 
Ⅰ期 

C日程 9/28(金)～10/5(金) 10/13(土) 10/17(水)

A 日程 10/17(水)～10/25(木) 11/3(土・祝) 11/7(水) 

B 日程 11/7(水)～11/15(木) 11/23(金・祝) 11/28(水)Ⅱ期 

C日程 11/15(木)～11/29(木) 12/8(土) 12/14(金)

A 日程 2/13(水)～2/23(土) 3/4(月) 3/7(木) 

AO 入試 

Ⅲ期 
B日程 3/5(火)～3/15(金) 3/19(火) 3/22(金) 

自己推薦入試 10/17(水)～10/25(木) 11/3(土・祝) 11/7(水) 

公募制推薦入試 11/7(水)～11/15(木) 11/23(金・祝) 11/28(水)

Ⅰ期 1/7(月)～1/21(月) 1/29(火) 2/2(土) 
一般入試 

Ⅱ期 2/13(水)～2/27(水) 3/4(月) 3/7(木) 

Ⅰ期 1/7(月)～1/30(水) 2/12(火) 

芸術学部 

センター試験 

利用入試 Ⅱ期 2/13(水)～2/23(土) 

本学による 

個別学力試験なし 3/7(木) 

B 日程 8/30(木)～9/5(水) 9/8(土) 9/11(火) 
Ⅰ期 

C日程 9/27(木)～10/3(水) 10/6(土) 10/10(水)

A 日程 11/29(木)～12/5(水) 12/8(土) 12/11(火)
Ⅱ期 

B日程 2/6(水)～2/18(月) 2/21(木) 2/27(水) 

AO 入試 

Ⅲ期 2/18(月)～3/1(金) 3/6(水) 3/15(金) 

公募制推薦入試 11/1(木)～11/6(火) 11/10(土) 11/15(木)

A 方式 1/29(火) 
Ⅰ期 

B方式
1/7(月)～1/22(火) 

1/30(水) 
2/5(火) 

Ⅱ期 2/6(水)～2/18(月) 2/22(金) 2/27(水) 
一般入試 

Ⅲ期 2/18(月)～3/1(金) 3/7(木) 3/15(金) 

Ⅰ期 1/7(月)～1/18(金) 2/8(金) 

Ⅱ期 1/28(月)～2/15(金) 2/27(水) 

工学部 

センター試験 

利用入試 
Ⅲ期 2/20(水)～3/8(金) 

本学による 

個別学力試験なし 
3/15(金) 

  ※選考方法など詳細は平成 25 年度学生募集要項でご確認ください。 

 

■願書請求・お問い合わせ 

 東京工芸大学入試センター  神奈川県厚木市飯山 1583  

 ［フリーダイヤル]0120-12-5246 ［URL］http://www.t-kougei.ac.jp 
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「同窓生子女特別推薦入学募集」および「同窓生子女入学優遇制度」について

■　平成 25 年度同窓生子女特別推薦入学について
　本制度は、本学の歴史・教育方針・研究内容等、本学の良さや校風をよく理解されている同窓生の皆様から、ご子女を推薦
していただく入試制度です。本学ならではの良さを伝え聞き、真剣に勉学に取り組む意思を持ったご子女を受験生としてご推
薦いただくことを期待しております。

(1) 出願資格
次の①〜④をすべて満たすこと
①本学同窓生の子女であること　（芸術学部入試については孫を含む）
②本学への入学に特に適性があると同窓生本人が推薦する人
③本学を第一希望とし、合格の際は必ず入学する人
④各学部、下記入試の出願資格を満たす人

【芸術学部】 AO 入試Ⅰ期（A 日程・B 日程・C 日程）／ AO 入試Ⅱ期（A 日程・B 日程・C 日程）／
　　　　　　自己推薦入試に準ずる。

【工学部】　 AO 入試Ⅰ期（A 日程・B 日程・C 日程）／ AO 入試Ⅱ期（A 日程）／公募制推薦入試に準ずる。

(2) 日程および選考方法
【芸術学部】 AO 入試Ⅰ期（A 日程・B 日程・C 日程）／ AO 入試Ⅱ期（A 日程・B 日程・C 日程）／
　　　　　　自己推薦入試に準ずる。

【工学部】　 AO 入試Ⅰ期（A 日程・B 日程・C 日程）／ AO 入試Ⅱ期（A 日程）／公募制推薦入試に準ずる。
※試験日程については各学部学生募集要項をご覧ください。

(3) 募集学部・学科・人数
【芸術学部】 各学科　若干名
【工学部】 各学科　若干名

(4) 出願時提出書類
各学部各入試区分の所定の提出書類の他に、同窓生本人による推薦書（本学所定の用紙による）が必要です。

■　同窓生子女等入学優遇制度について
　　同窓生および在学生の関係者を対象に、入学金相当額を免除いたします。

(1) 入学対象学部等
芸術学部・工学部・芸術学研究科・工学研究科
(2) 対象範囲
同窓生の ①子供 ②孫 ③兄弟姉妹 ④兄弟姉妹の子供 ⑤父母 ⑥父母の兄弟姉妹 ⑦父母の兄弟姉妹の子供 ⑧配偶者 ⑨
配偶者の兄弟姉妹 ⑩配偶者の兄弟姉妹の子供 ⑪配偶者の父母 ⑫配偶者の父母の兄弟姉妹 ⑬配偶者の父母の兄弟姉妹
の子供
在学生の ①父母 ②兄弟姉妹 ③父母の兄弟姉妹 ④従兄弟

■　問い合わせ先
　　東京工芸大学入試センター　神奈川県厚木市飯山 1583　[ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ]　0120-12-5246
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新１号館竣工 !!

東京工芸大学学位授与式

中野キャンパスでは初めて利用することができる屋上

地下1階の大講義室

インタラクティブメディア学科の専用施設	(4 階)



 

卒業祝賀会
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 お   詫   び
発行済みの「ひろば」に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
●ひろば 115 号　P13 の下段左の写真、
　前列左から　風呂田、河相、加藤、猪野、藤森（河相さんが抜けていました。）
●ひろば121号　P３の映像学科の写真とP7のアニメーション学科アニメコー
　　　　　　　　スの写真が一部入れ替わっていたました。
　　　　　　　　P14　左 15 行目　昨年 → 一昨年
　　　　　　　　P14　左 35 行目　１月 12 日→ 12 月 30 日

インタラクティブメディア学科の教員室
3階にもゲーム学科の教員室があります

エントランス部にある事務部窓口

各種掲示スペース



　2011年（平成23年度）東京工芸大学同窓会　決算書１ ＜自：平成23年5月1日〜至：平成24年4月30日＞ 平成24年5月10日
【一般会計】

(単位：円） (単位：円）

科 目 予算額 決算額 科 目 予算額 決算額
款 項 款 項

１ 会 費 26,600,000 24,700,000 1 事 業 費 24,150,000 20,844,536
1.  本部会費 26,600,000 24,700,000 事業委員会 1.  卒業祝賀会 4,000,000 3,326,485

広報委員会 2.  会報制作費 2,500,000 2,385,600
２ 雑 収 入 5,000 9,698 3.  会報発送費 4,000,000 3,475,891

1.  預金利息 5,000 2,658 4.  HP維持管理費 2,000,000 1,441,072
2.  その他 7,040 5.  会合費 850,000 775,005

6.  奨学金 750,000 750,000
総 7.  同窓会長賞 600,000 592,290
務 8.  学友会活動助成金 750,000 750,000

３ 前 期 繰 越 8,718,634 8,718,634 委 9.  総務委員会積立 2,500,000 2,500,000
1.　預金 8,718,634 8,718,634 員 10. 支部活性化助成費 2,000,000 1,475,403

会 11. ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃｰ対策費 900,000 172,790
合 計 35,323,634 33,428,332 12. 学部生奨学金(仮称　新設） 1,300,000 1,200,000

名簿委員会 13. 名簿作成準備費 2,000,000 2,000,000

2 会 議 費 360,000 32,367
14.　会議費 350,000 16,367
15.　交通費 10,000 16,000

3 管 理 費 813,634 425,124
16.　通信費 100,000 33,640
17.　交通費 10,000 300
18.　事務費 100,000 21,869
19.　印刷費 100,000 22,500
20.　慶弔費 50,000 31,815
21.　本部データ管理費 160,000 315,000
22.　予備費 293,634 0

4 特 別 会 計 10,000,000 10,000,000
23.　基本財産（積み立て） 10,000,000 10,000,000

小 計 35,323,634 31,302,027
次年度 繰越金 2,126,305

合 計 35,323,634 33,428,332

収入の部 支出の部

平成24年5月10日

(単位：　円）

23年度予算額 決算額

1.　前期繰り越し残高 115,036,015 115,036,015

2.  預金利息 400,000 120,641

3.  一般会計より繰入 10,000,000 10,000,000

125,436,015 125,156,656

23年度予算額 決算額

0 0

0 0

23年度予算額 決算額

        差引残高　　 125,436,015 125,156,656

2011年(平成23年度）東京工芸大学同窓会 決算書 ２

合   計

合   計

＜自：平成23年5月1日〜至：平成24年4月30日＞

【特別会計・基本財産】

収  入  の  部

支  出  の  部

                        資  産  残  高 （次年度繰越）　

平
成
23
年
度
　
決
算
書
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平成24年5月10日

　みずほ銀行中野坂上支店　普通口座××××883 (単位：円）

23年度予算額 決算額
1.　前期繰り越し残高 12,836,726 12,836,726
2.　預金利息 3,000 2,107
3.　一般会計より繰り入れ 2,000,000 2,000,000

14,839,726 14,838,833

23年度予算額 決算額
1.  不明者調査費 450,000 438,714
2.　郵便料金後納 20,000 1,105
3.  通信費 0 390

470,000 440,209

23年度予算 決算額
14,369,726 14,398,624

みずほ銀行中野坂上支店××××897　　　 (単位：円）

23年度予算額 決算額
1.  前期繰り越し残高 6,882,203 6,882,203
2.　預金利息 2,000 1,151
3.  一般会計より繰り入れ 2,500,000 2,500,000

9,384,203 9,383,354

23年度予算額 決算額
0 0

0 0

23年度予算額 決算額
9,384,203 9,383,354

支  出  の  部

合  計

        資  産  残  高 （次年度繰越）

差引残高

差引残高　

【別途積立・総務委員会会計】

収  入  の  部

合  計

合  計

支　　出　　の　　部

合  計

名簿準備金（資産残高）次年度繰越

   2011年（平成23年度）東京工芸大学同窓会 決算書 ３
＜自；平成23年5月1日〜至：平成24年4月30日＞

【別途積立・名簿委員会会計】

収　　入　　の　　部



＜自：平成24年5月1日〜至：平成25年4月30日＞ 平成24年5月10日
【一般会計】

(単位：円） (単位：円）
収入の部 支出の部

科 目 23年度決算額 24年度予算額 備考 科 目 23年度決算額 24年度予算額 備考

款 項 款 項
１ 会 費 24,700,000 25,000,000 1 事 業 費 20,844,536 19,350,000

1. 本部会費 24,700,000 25,000,000 事業委員会 1.  卒業祝賀会 3,326,485 3,500,000 H25年3月26日ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ

広報委員会 2.  会報制作費 2,385,600 2,500,000 ひろば122号～124号

２ 雑 収 入 9,698 5,000 3.  会報発送費及び作業費 3,475,891 3,800,000 ひろば封入・発送費

1. 預金利息 2,658 5,000 4.  HP維持管理費 1,441,072 1,500,000
2. その他 7,040 5.　ひろばｱｰｶｲﾌﾞ作業費 0 100,000

３ 前 期 繰 越 8,718,634 2,126,305 6.  会合費 (理事会･理事評議員会) 775,005 850,000
1. 預金 8,718,634 2,126,305 総 7.  交通費 (理事会･理事評議員会) 0 1,300,000

0 務 8.  学部生奨学金 1,200,000 1,400,000 7学科2年3年生各1名

合 計 33,428,332 27,131,305 委 9.　芸術学研究科奨学金 750,000 750,000 大学院生3名分

員 10. 同窓会長賞 592,290 600,000 6学科各1名

会 11. 学友会活動助成金 750,000 750,000
12. 総務委員会積立 2,500,000 500,000 全国支部長会準備金

13. 支部活性化助成費 1,475,403 500,000
14. ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ対策費 172,790 300,000

名簿委員会 15.名簿作成準備費 2,000,000 1,000,000 ﾃﾞｰﾀ管理費含む

0
2 会 議 費 32,367 150,000

16.　会議費 16,367 100,000
17.　交通費 16,000 50,000

3 管 理 費 425,124 1,480,000
18.　通信費 33,640 80,000

　 19.　交通費 300 100,000
20.　事務費 21,869 200,000
21.　印刷費 22,500 50,000
22.　慶弔費 31,815 50,000
23.　事務局運営費 0 700,000
24.　本部データ管理費 315,000 0 名簿委員会会計へ

25.  予備費 0 300,000 同窓会長賞額縁目録など

4 特 別 会 計 10,000,000 5,000,000
26.　基本財産（積み立て） 10,000,000 5,000,000

              次年度繰越金 2,126,305 1,151,305
合 計 33,428,332 27,131,305

2012年（平成24年度）東京工芸大学同窓会予算(案)書 １

平成24年5月10日

(単位：　円）

23年度決算額 24年度予算額

1.　前期繰り越し残高 115,036,015 125,156,656

2.　預金利息 120,641 130,000

3.　一般会計より繰入 10,000,000 5,000,000

125,156,656 130,286,656

23年度決算額 24年度予算額

0 0

0 0

23年度決算額 24年度予算額

125,156,656 130,286,656

2012年(平成24年度)東京工芸大学同窓会 予算(案)２

＜自：平成24年5月1日〜至：平成25年4月30日＞

【特別会計・基本財産】

差引残高

合  計

合  計

収  入  の  部

支  出  の  部

          資 産 残 高 （次年度繰越）　

平成24年5月10日

(単位：　円）

23年度決算額 24年度予算額

1.　前期繰り越し残高 115,036,015 125,156,656

2.　預金利息 120,641 130,000

3.　一般会計より繰入 10,000,000 5,000,000

125,156,656 130,286,656

23年度決算額 24年度予算額

0 0

0 0

23年度決算額 24年度予算額

125,156,656 130,286,656

2012年(平成24年度)東京工芸大学同窓会 予算(案)２

＜自：平成24年5月1日〜至：平成25年4月30日＞

【特別会計・基本財産】

差引残高

合  計

合  計

収  入  の  部

支  出  の  部

          資 産 残 高 （次年度繰越）　

平
成
24
年
度
　
予
算
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同期会・藤本四八写真文化賞
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第26 期（昭26 年写真工業科卒）
　写真工業科クラス会、平成24 年2 月開催。
　後列左から、植村泰三、菅沼鉦治、伊澤　龍
　前列左から、金子章二、東　久、中林英夫、佐々木秀郎、
　　　　　　　小川　剛。

第32 期（昭32 年写真工業科卒）
　卒業して55 年、毎年同窓会（ガンマ32）を開き親睦を深めております。
今年は75 歳の後期高齢者となり、身体に優しい豆腐懐石料理を銀座の

「梅の花」で食しながら催しました。
　今回もアメリカのデンバーから荒川善雄さん、山形から阿部修さんら
13 人が集まり、大学時代の思い出話から始まり、近況報告では身体も
弱り、もっぱら病気やら薬の話ばかり。でも皆さん元気で来年の同窓会
を楽しみに頑張りましょうと３時間あまり懇談し、次回の幹事に山崎

（茂）、若林の両氏を選出して散会しました。
記／本間昭一（32 期）

　平成９年に飯田市出身の写真家藤本四八を記念して創設。
　２年に一度の表彰を行っている。
1. 審査日　　平成 24 年２月 22 日
2. 審査会場　キヤノンマーケテシングジャパン本社９階会議室
3. 審査員　田沼武能氏
　　　　　　　（写真家、日本写真家協会会長）
　　　　　福島義雄氏
　　　　　　　（写真編集者、九州産業大学非常勤講師）
　　　　　内山　節氏
　　　　　　　（哲学者、立教大学大学院教授）
　　　　　水谷章人氏
　　　　　　　（写真家、日本スポーツプレス協会会長）

　　　　　伊澤宏爾氏
　　　　　　　（飯田市教育長）
　　　　　滝沢具幸氏
　　　　　　　（飯田市美術博物館館長）
4. 審査結果
　推薦の部「藤本四八写真文化賞」
　　受賞者　桜井　秀　氏（74 歳／写真家）
　　受賞対象作品　
　『ノスタルジックな道−ルート 66 −』（ポートフォリエ）
　『American West −西へ向かう』
　　　　　　　　　　　（写真集　日本写真企画　2008 年）

桜井　秀（34 期）

第８回飯田市　藤本四八写真文化賞



ひろばのページ

本城直季写真展 diorama
2012 年６月５日（火）〜８月５日（日）
写大ギャラリー

（東京工芸大学・中野キャンパス内）
中野区本町 2-4-7　芸術情報館２F

本城直季（77 期・79 修）

DNP 写讃会（うつさんかい）第 13 回展
2012 年６月 21 日（木）〜 27 日（水）
アイデムフォトギャラリー「シリウス」
新宿区新宿 1-4-10　
アイデム本社ビル２F

中野慶一（27 期）　津田佳明（33 期）
鹿毛健司（35 期）　和田　豊（36 期）
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オーブニングパーティーで先輩写真家にかこまれて
笑顔の江見さん（中央）。

小松紀三男　写真展
アムスの感じる風
2012 年７月６日（金）〜 12 日（木）
Kodak Photo Gallery
中央区銀座 1-3

小松紀三男（30 期）

江見写真館に残る 8,000 枚の
ガラス乾板写真でつづる明治・大正・昭和
2012 年７月 12 日（木）〜 18 日（水）
ポートレートギャラリー
新宿区四谷 1-7　日本写真会館５階

江見写真館五代目、江見正暢さん（43 期）が企画
した江見家に明治から昭和へと残された貴重な作品、
特にガラス乾板 8,000 枚から抜粋した写真には写真
文化遺産ともいうべきものが残されている。
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新会員名簿
東京都

吉川　牧子 写　真
安保　貴子 写　真
荒井江梨子 写　真
五十嵐梨紗 写　真
石渡　勇希 写　真
伊東亜佳里 写　真
犬木ひとみ 写　真
井内佑実子 写　真
梅澤　早織 写　真
浦田　綾子 写　真
遠藤　　純 写　真
大川友理恵 写　真
大島　宗久 写　真
大竹　まみ 写　真
小田亜紀子 写　真
小田島星和 写　真
粕谷　悠太 写　真
金子　莉枝 写　真
蒲浦　彰悟 写　真
川見　和平 写　真
菊地眞太郎 写　真
北野　祐子 写　真

KIM JEONG WAN 写　真
鯨井　智恵 写　真
倉方　真帆 写　真
小泉　真希 写　真
小見山千里 写　真
後藤　　彩 写　真
齊藤　　信 写　真
佐藤　七実 写　真
佐藤　　遥 写　真
杉田　聡美 写　真
鈴木大二郎 写　真
曽根友希恵 写　真
高城　元太 写　真
滝口　哲也 写　真
武政　香甫 写　真
田坂　早紀 写　真

CHUN BO KYUNG 写　真
塚野　裕基 写　真
富樫　由紀 写　真
仲　はづき 写　真
野津　　淳 写　真
野村友里佳 写　真
橋詰　真実 写　真
平見　真祐 写　真
藤井麻衣子 写　真
藤木智次郎 写　真
藤澤　謙太 写　真
星野　辰馬 写　真
星野　洋樹 写　真
細谷　悠美 写　真
堀江　通浩 写　真
松原　香澄 写　真
丸林　千華 写　真
村井　治月 写　真
村石　美亜 写　真
矢内　美春 写　真
山賀　成美 写　真
山本　麻未 写　真

ユウソヨン 写　真
吉田　香奈 写　真
依田　志織 写　真
劉　　貴寛 写　真
疋田　雅子 写　真
緑川　集子 映　像
三宅　直樹 映　像
北田　裕一 映　像
舩橋　善大 映　像
森　　逸平 映　像
青木悠理子 映　像
LEE SUNMI 映　像
飯野　瑞葉 映　像
石川　尚樹 映　像
石川　　龍 映　像
市原　誠也 映　像
稲場裕太郎 映　像
宇都宮　渉 映　像
大橋　拓仁 映　像
岡田　千彰 映　像
奧田　和雅 映　像
小倉ゆかい 映　像
小沼　広達 映　像
岸田　梨恵 映　像
北澤　仁哉 映　像
久家　也実 映　像
九里　　亮 映　像
久保田　茜 映　像
熊谷　　彩 映　像
高麗　　敦 映　像
小林　邦啓 映　像
小林　　恵 映　像
後上　　健 映　像
坂井　里奈 映　像
佐々木博基 映　像
鈴木　詩織 映　像
鈴木　貴大 映　像
鈴木　菜奈 映　像

SHIH CHUN JUNG 映　像
袖野　花倫 映　像
高原　和哉 映　像
瀧本　恭行 映　像
田崎　亜実 映　像
土屋　桂希 映　像
寺戸　優人 映　像
中島　美佳 映　像
奈良本裕司 映　像
萩原　克也 映　像
畑中　秀之 映　像
原山　聡史 映　像
馬場　元成 映　像
東　　祐太 映　像
福田　大作 映　像
牧野　彩香 映　像
宮川　智司 映　像
村井　隼人 映　像
村岡　博美 映　像
森　佐奈恵 映　像
柳澤　有軌 映　像
山田　　凪 映　像
米島　克哉 映　像

岩島　未奈 デザインVC
黒田みずほ デザインVC
田辺　涼介 デザインVC
新井絵里加 デザインVC

LEE SEUNG WHAN デザインVC
五十嵐仁樹 デザインVC
五十嵐　伶 デザインVC
伊藤　優香 デザインVC
井上　　遥 デザインVC
荊木小百合 デザインVC
今村　真美 デザインVC
内野　裕子 デザインVC
太田あゆみ デザインVC
岡崎　絵美 デザインVC
奥村　紗加 デザインVC
嘉義あゆみ デザインVC
楫　　直晃 デザインVC
勝山進太朗 デザインVC
加藤　藍子 デザインVC
加藤　映季 デザインVC

KANG A RUM デザインVC
菊池はづき デザインVC
久保　菜摘 デザインVC
久保田智之 デザインVC
桑原　華子 デザインVC
毛塚　隼人 デザインVC
小池　雄治 デザインVC
小泉　莉華 デザインVC
輿石　　活 デザインVC
小菅　英里 デザインVC
小針奈津美 デザインVC
櫻井　美希 デザインVC
櫻井悠佳里 デザインVC
佐々木沙織 デザインVC
佐々木麻衣 デザインVC
佐藤あゆみ デザインVC
篠原　寛子 デザインVC

SHIN WOOJIN デザインVC
関根美帆子 デザインVC
園田　美里 デザインVC
高木　祐奈 デザインVC
田中勇一朗 デザインVC
大門　麻美 デザインVC
千田　大輔 デザインVC
堤　　威徒 デザインVC
冨岡みなみ デザインVC
中野　康美 デザインVC
中村　大輔 デザインVC
新原　天祐 デザインVC
西原　早紀 デザインVC
原　　温子 デザインVC
益田栄太郎 デザインVC
町田　美樹 デザインVC
宮川　拓馬 デザインVC
宮川はづき デザインVC
宮崎　修平 デザインVC
茂木　　梓 デザインVC

本吉　由布子 デザインVC
八木　悠斗 デザインVC
谷澤　宏樹 デザインVC
横山　周平 デザインVC

吉田　美智 デザインVC
渡辺　　恵 デザインVC
渡辺　修子 デザインVC
和田　貴明 デザインVC
清水頭宏治 デザインHP
内田　大晶 デザインHP
倉田　枝織 デザインHP
古関　桂子 デザインHP
後藤　一樹 デザインHP
崎山　藍子 デザインHP
遠山　奈月 デザインHP
中島　健介 デザインHP
平岡　美穂 デザインHP
森　健太郎 デザインHP
山本　　藍 デザインHP
川村　俊介 M　A
鈴木　陽介 M　A
今村絵梨菜 M　A
鵜殿　　優 M　A
大澤　美香 M　A
神子　愛香 M　A
川島　勇輝 M　A

KIM TAE YOUNG M　A
數藤恵理奈 M　A
築地　孝明 M　A
角田　素子 M　A
西野　達也 M　A
橋本　光平 M　A
平松　友紀 M　A
福井　晴香 M　A
藤岡　　唯 M　A
藤波　盛三 M　A
前川飛呂夢 M　A
矢城真一朗 M　A
高橋　真美 アニメANM
田坂　東乃 アニメANM
奥村　月美 アニメANM
神戸　雄也 アニメANM
小谷野　萌 アニメANM
武田　　恵 アニメANM
竹本　順仁 アニメANM
DING YI HAN アニメANM
錦織　　成 アニメANM
袴谷　　虹 アニメANM
堀口　聡美 アニメANM
水掫　晶子 アニメANM
岩田　巳義 アニメGAM
岩間　由莉 アニメGAM
逢坂龍之介 アニメGAM
幸田　玄輝 アニメGAM
鹿谷　歩似 アニメGAM
廣田　郁也 アニメGAM
細井　優衣 アニメGAM
丸山　貴之 アニメGAM
山尾　匠貴 アニメGAM
有谷　雅人 マンガ
小池　　薫 マンガ
新池　亜祐 マンガ
赤澤　　都 マンガ
石原　美希 マンガ
宇野　健志 マンガ

太田　　守 マンガ
岡田　規之 マンガ
奥村　晶子 マンガ
斎藤　拓也 マンガ
斎藤　佑司 マンガ
坂田　歩美 マンガ
崎山　真哉 マンガ
佐藤真理奈 マンガ
中山　雄介 マンガ
花島　佑果 マンガ
山下茉莉子 マンガ
四井万里子 マンガ

JEONG DAEHO 大学院
伊藤　哲史 大学院
黒田　実里 大学院
中田　皓子 大学院
笛木　　諭 大学院
孟　　憶南 大学院
伊藤　　彩 大学院
渡邊　尚樹 大学院

神奈川県
西　　咲子 写　真
赤木　瞬介 写　真
井口すみれ 写　真
市岡百合香 写　真
落合　杏月 写　真
我喜屋文子 写　真
木村　ゆい 写　真
郡司早希子 写　真
齋藤　治輝 写　真
佐保田宗次 写　真
鈴木　真実 写　真
辻　　佳織 写　真
中田　宏哉 写　真
水野谷維城 写　真
村上　彰子 写　真
柳井　　遥 写　真

ＷＡＮＧ　ＹＩ　ＸＵＡＮ 写　真
石居　正敏 映　像
石塚美里依 映　像
小野　創太 映　像
小野田治矢 映　像
齋藤　幾央 映　像
仙石　彩苗 映　像
立山　優子 映　像
照本　彩乃 映　像
中野　賢一 映　像
長瀬　孝雄 映　像
柳沢健太郎 映　像
山口　祐太 映　像
赤川　綾菜 デザインVC
石川　七瀬 デザインVC
今井　達也 デザインVC
岡本　有莉 デザインVC
奥平　　藍 デザインVC
奥野　有理 デザインVC
川合　卓也 デザインVC
川崎　由美 デザインVC
木戸　彩奈 デザインVC
国本　　翼 デザインVC
今野　頌子 デザインVC
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後藤　紗里 デザインVC
下野　浩希 デザインVC
新庄　隼仁 デザインVC
杉野　将章 デザインVC
辻丸　加奈 デザインVC
中村　麻里 デザインVC
長谷川雅也 デザインVC
松橋裕一郎 デザインVC
箕浦　江理 デザインVC
目時　加奈 デザインVC
望月　晴加 デザインVC

山野邉日菜子 デザインVC
和田　直樹 デザインVC
宮崎　良恵 デザインHP
秋葉日佳里 デザインHP
阿久津知子 デザインHP
安藤　菜月 デザインHP
今井　陽平 デザインHP
河合　孝浩 デザインHP
北村　直美 デザインHP
木村比那乃 デザインHP
小山　綾菜 デザインHP
早乙女耕大 デザインHP
酒井　拓郎 デザインHP
下村　佳大 デザインHP
白土　月子 デザインHP
菅沼　利文 デザインHP
嵩山　紘史 デザインHP
田中　扶武 デザインHP
殿村　晋作 デザインHP
長手　　敦 デザインHP
新後　周平 デザインHP
沼田　亮介 デザインHP
羽鳥　瑛子 デザインHP
星野　智美 デザインHP
松永　あい デザインHP
山田　大智 デザインHP
山村　　創 デザインHP
山本茉里奈 デザインHP
水澤　絹子 デザインHP
猪瀬　花世 M　A
内野　達郎 M　A
国奥　知義 M　A
中山　壘大 M　A
相内　　渉 M　A
浅澤　秀旗 M　A
阿部　聖也 M　A
池田　　輝 M　A
池田奈都子 M　A
池原　伸治 M　A
池谷久美子 M　A
糸久　　亨 M　A
伊奈　芽吹 M　A
伊波　美咲 M　A
岩瀬　航祐 M　A
岩永　成司 M　A
上原　直也 M　A
梅田　悠史 M　A
上床　弘樹 M　A
笈川　友成 M　A
大町秀太郎 M　A

掛内　槙子 M　A
片倉　　陽 M　A
片野　礼菜 M　A
加藤　恵美 M　A
嘉本　恭子 M　A
河合　祥吾 M　A
北桝　貴之 M　A
金　　由佳 M　A
熊倉　　宏 M　A
木暮　俊弥 M　A
小山絵里菜 M　A
後藤　史世 M　A
齊藤恵莉菜 M　A
酒井　健太 M　A
佐藤　朋之 M　A
佐藤　　碧 M　A
澤口　友香 M　A
澤田　　彩 M　A
柴沼　佑樹 M　A
高橋　彩香 M　A
高山いずみ M　A
田中　琢朗 M　A
徳永　洋平 M　A
仲野　瑛一 M　A
長島賢太郎 M　A
二村　崇之 M　A
野田　哲広 M　A
野村　未希 M　A
橋本　雄樹 M　A
長谷川佑子 M　A
長谷部健人 M　A
浜浦　　功 M　A
原田　賢介 M　A
福田　源太 M　A
藤原　翔平 M　A
本多　康平 M　A
牧嶋　　咲 M　A
松岡　　慧 M　A
丸山　敬済 M　A
萬年　力也 M　A
水川　悠樹 M　A
森本　雄磨 M　A
山崎　恭祐 M　A
山崎ゆきの M　A

LO KA WENG M　A
渡辺　　涼 M　A
原田亜貴子 アニメANM
若狭　賢史 アニメANM
細井　嵩宏 アニメANM
阿満あやこ アニメANM
李　　紗知 アニメANM
岩月　友香 アニメANM
梅田　拓巳 アニメANM
岡田　和也 アニメANM
尾澤　苑子 アニメANM
金塚　　拓 アニメANM
亀田あかね アニメANM
木藤　理恵 アニメANM
久保雄太郎 アニメANM
黒田　誠也 アニメANM
小林賢一郎 アニメANM

斉藤　弘毅 アニメANM
酒井　優里 アニメANM
榊原　大河 アニメANM
佐藤　哲平 アニメANM
佐藤　晴香 アニメANM
澤本　陽 アニメANM

進藤世梨奈 アニメANM
鈴木　雅子 アニメANM
相馬　友樹 アニメANM
高橋　　瞳 アニメANM

ZHANG YUMEIHUI アニメANM
照井　雄哉 アニメANM
永井　啓太 アニメANM
西川　裕太 アニメANM
根元れおな アニメANM
原　　一晃 アニメANM
原田　歩夢 アニメANM
平山　綾乃 アニメANM
布施　侑記 アニメANM
堀井　美花 アニメANM
本田　　遥 アニメANM
溝口　友恵 アニメANM
八田梨恵子 アニメANM
山口　七実 アニメANM
山根　沙織 アニメANM
山本紗佑里 アニメANM
山本　雄生 アニメANM
結城　一成 アニメANM
吉野めぐみ アニメANM
渡辺　絢子 アニメANM
渡辺　秀太 アニメANM
佐俣　優太 アニメGAM
伊藤　香織 アニメGAM
伊藤　友樹 アニメGAM
梅田　好春 アニメGAM
江川　琴美 アニメGAM
大枝　愛実 アニメGAM
大前　友輝 アニメGAM
緒方　　龍 アニメGAM
小木曽裕介 アニメGAM
近藤　浩一 アニメGAM
佐久本真美 アニメGAM
佐藤　初暁 アニメGAM
下忠　徹也 アニメGAM
鈴木　雅史 アニメGAM
墨田　香利 アニメGAM
瀬戸屋　惇 アニメGAM
園田　就久 アニメGAM
中井　脩太 アニメGAM
中嶋　貴志 アニメGAM
中園　　淳 アニメGAM
根本可奈子 アニメGAM
林　　香里 アニメGAM
樋川　隆太 アニメGAM
藤井　文雄 アニメGAM
藤枝　良昌 アニメGAM
藤田　幸宏 アニメGAM
松村　有紀 アニメGAM
松本　　遥 アニメGAM
山崎　　薫 アニメGAM
山崎　慈笑 アニメGAM

酒井　翔平 マンガ
高野　大地 マンガ
中山　弘彬 マンガ
相原　　優 マンガ

AYBAR DILARA マンガ
有澤　秀斗 マンガ
池田　恵介 マンガ
池端　帆里 マンガ
伊藤　正宣 マンガ
岩崎　理美 マンガ
大森　祥司 マンガ
岡野　知美 マンガ
栗山　拓也 マンガ
小西　祐樹 マンガ
金光　美雨 マンガ

WU TING HUAN マンガ
齋藤　良太 マンガ
佐藤　福恵 マンガ
志賀未知瑠 マンガ
下重　拓也 マンガ
白井　里歩 マンガ
菅谷絵理子 マンガ
菅原　徳美 マンガ
須田　春奈 マンガ
高橋　巧一 マンガ
得能　貴弘 マンガ
富田　亮介 マンガ
中村　圭介 マンガ
永石　瑞希 マンガ
成岡　優里 マンガ
野口　　友 マンガ
橋本真寿美 マンガ
林　亜季美 マンガ
松本　雄基 マンガ
湊　　和子 マンガ
村岡　モモ マンガ
山本　　航 マンガ
桒原　悠希 大学院
金澤　恵美 大学院
江野村友宏 大学院
倉岡　研一 大学院
須田　壮紀 大学院

千葉県
榎戸　麻菜 写　真
秋山　英大 映　像
久保百合香 映　像
鶴岡　　純 映　像
森屋　　崇 映　像
池田　優美 デザインVC
近江はるか デザインVC
大嶋　由紀 デザインVC
大地　咲穂 デザインVC
佐々木里紗 デザインVC
瀬畑　満仁 デザインVC
湯目　裕介 デザインVC
小河奈々美 M　A
小泉　　薫 M　A
森　圭一郎 M　A
島田　秀樹 アニメGAM
柏村奈々子 マンガ
長妻　梢絵 マンガ

濱屋　千裕 マンガ
埼玉県

藤塚　真子 写　真
櫻井　由理 写　真
中島　福美 写　真
長澤あすか 写　真
新井田西伸 写　真
平澤　綾一 写　真
金子　侑平 映　像

日下部江里佳 映　像
長井　純平 映　像
野津　裕介 映　像
松谷　　嶺 映　像
山下　　萌 映　像
伊藤　みな デザインVC
今西真里奈 デザインVC
北田　千尋 デザインVC
高柳　諒輔 デザインVC
田中　　睦 デザインVC
萩元優里香 デザインVC
村山　　悠 デザインVC
山口未花子 デザインVC
尾崎　瀬理 デザインHP
小野原雅美 デザインHP
田浦　泰平 デザインHP
中村　泰樹 デザインHP
尾芦　美帆 M　A
大久保　航 M　A
小高真奈美 アニメANM
鯨井　　亮 アニメANM
高桑　　健 アニメANM
本田　康明 アニメANM
松村　優香 アニメANM
坂本　翔太 アニメGAM
富田　千貴 アニメGAM
奧原　恭平 マンガ
小林　晃司 マンガ

栃木県
饗庭　史祥 写　真
野口　幸成 デザインVC

群馬県
浅生　淳平 デザインVC
西山　　恵 デザインVC

山梨県
高橋恵美子 マンガ

静岡県
馬田　　彩 デザインVC
栗林　　翼 アニメANM
近藤　沙織 アニメGAM
草刈　佑介 マンガ
高橋　文香 マンガ
西山　尚樹 マンガ

鹿児島県
淵上　尚依 写　真

写真：写真学科　　映像：映像学科　　デザインVC：デザイン学科（ビジュアルコミュニケーションコース）　デザインHP：デザイン学科（ヒューマンプロダクトコース）
MA：メディアアート表現学科　アニメANM：アニメーション学科（アニメーションコース）　　アニメGAM：アニメーション学科ゲームコース　マンガ：マンガ学科　　
大学院：修士



訃　報　（敬称略）

事務局、移転のお知らせ
東京工芸大学同窓会では、この度、同窓会の事務局室を芸術情報館内に移転し開設いたしました。
これに伴い、同窓会に関わる各種のお問い合わせやご連絡などは、下記の新事務局あてにお願いいたします。

＊新事務局 （平成 24 年 7 月１日より開設）
　〒 164-8678　東京都中野区本町 2-4-7
　　　　　　　　東京工芸大学・芸術情報館３階　同窓会室内
　　　　　　　　東京工芸大学同窓会事務局
　　　　　　　　新電話・ＦＡＸ番号　０３−５３７１−２７３２
　　　　　　　　E-Mail　dousoukai@t-kougei.gr.jp

＊開室スケジュール　
開室時間 月 火 水 木 金 土 日

10：00 〜 16：00 OPEN 休 OPEN 休 OPEN 休 休
（ 尚、8 月一杯と年末年始、並びにゴールデンウィークは、お休みとさせていただきます）

＊主たる事務局対応者
　畑 鉄彦（41 期）、立川 宏司（42 期）、糸賀 成永（56 期）、木村政夫（38 期）

　大学の近況に触れ、当時の学友や恩師との再会・交流・親睦を深
めていただくことを目的として、第３回東京工芸大学ホームカミング
デーを、平成 24 年 10 月 6 日（土）に中野キャンパスにて開催いたし
ます。
　詳細は同封のホームカミングデー開催のお知らせをご覧ください。
　当日は、ご卒業 25 周年・50 周年の方々には日頃からの社会貢献に
より本学の名誉を高めていただいていることに謝意を表し、大学から
顕彰と記念品を贈呈いたします。
　多くの卒業生の方々のご参加を心よりお待ちしております。

東京工芸大学学長　若尾真一郎

ご卒業25 周年
　昭和61 年度（62 年３月卒業）

工学部18 期生
短期大学部62 期生

女子短期大学部４期生
ご卒業50 周年

　昭和36 年度（37 年３月卒業）
　

短期大学部37 期生
　

第３回 東京工芸大学ホームカミングデーを開催いたします。
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小　熊　義　人（第７期・昭和７年卒業） 
堀　家　　　茂（第７期・昭和７年卒業） 
須　崎　薫　夫（第18 期・写真理学科卒）（和蔵）
清　水　利　次（第23 期・写真工業科卒） 
宇　垣　健　次（第26 期・写真技術科卒）
舟　山　慶　三（第26 期・写真工業科卒）
花　田　節　朗（第33 期・写真技術科卒） 
福　田　道　生（第33 期・写真工業科卒） 
中　村　正　彌（第34 期・写真技術科卒） 
岩　崎　信　之（第35 期・写真工業科卒） 
結　城　大三郎（第40 期・写真技術科卒） 
花　川　正　英（第44 期・写真応用科卒） 
沢　田　　　広（第46 期・写真印刷科卒）

　2011 年の東日本大震災と大津波および原発事故に続き、この春には同
窓会執行役員が突然二人も先立つという大地震に見舞われた。
　広報委員長の中村正彌氏(34 期）とは2 月の広報委員会の前にTEL で体
調不良のため欠席するというということをお聞きした。映像学科の准教授
で本部事務局を兼務されていた花川正英氏(44 期）とは、検査のため入院
した病院を退院する前日の3 月30 日にお目にかかったのが最後だった。
花川氏と私は大学に教員として奉職した同期であり、私が1975 年冬にポ
ストSL という名目で体育実習のスキー合宿に参加させてもらったとき以
降、スキーや海合宿はいつも一緒。最近では週に2，3 回は帰宅時に秋葉原
まで一緒に連れ添って帰るのが常だった。花川氏の体調の変化を感じたの
が昨年の暮れ頃、医者に行くように勧めたが普段から「医者に掛かったこ
とは精々歯医者ぐらい」と強気だった事が影響した様子。たまたま弟が3
月末にUSA で病死したことと新年度のゴタゴタもあって自宅療養に入っ
た後お会いすることもできなかったのが心残り。あまりに突然のことだっ
たので、今でも「おい、帰るぞー」と研究室に入ってくるような気がする。
　40 歳を過ぎた同窓生の皆さん、「私は元気印」と思っている方も含めて、
働いている方は企業定期検診だけでなく、年齢の節目には是非、体の総合
的な検査を受けて自分の体の様子を把握してください。そして同窓会はも
とより、お子様、お孫様、また知り合いの方にもお声がけして、大学も支援
してくださるようよろしくお願いします。

広報委員：福村　敏(45 期）　

編集後記


