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同窓会長賞・奨学金受給者  　平成 26 年度東京工芸大学同窓会理事・
評議委員会の終了後、同窓会長賞、並びに
同窓会奨学金の授与式を開催しました。
　同窓会長賞は、平成 15 年に創設され、芸
術学部４年次に在学している学生の中か
ら、入学年次以降の作品制作等において顕
著な活動実績を有し、今後も更なる活躍が
期待される学生に授与しています。
　また、同窓会奨学金は、学力・人物ともに
優れ、かつ、修学継続の意思が強固である
２、３年次の学部生と芸術学研究科の大学
院生に対して、学業奨励金として支給して
います。
　同窓会としては、この事業を通じて学部
生のみならず、芸術学部全体の活性化推進
にも寄与出来るよう祈念しています。

 
東京工芸大学同窓会 理事長 

川　名　晴　美

「同窓会長賞・同窓会奨学金　授与式開催」

新２号館完成！
　創立 90 周年記念事業の一環として 2009
年 4 月から 6 ヵ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
行っていましたが、最後の工事を行っていた新
2 号館が完成し引き渡しが行われ全ての校舎
が完成しました。

（下の古い正門の写真と比べて見て下さい）

↑　80 周 年 沿 革 史
に載っていた写真。
1966 ～1977 年 の
正門。煙突は1978 年
に撤去された。
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同窓会長賞受賞者

写真学科
　鈴木　貞一

　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。
大学生活４年間の集大成とも言えるこの賞を受賞できた事
を誇りに思います。
　大学で学んだ知識・技術を活かし、先輩方に 続き社会に
貢献したいと思います。
　卒業後は写真作家を目指し活動します。海外でも日本の文
化や平和の尊さをテーマにした作品を発表し、日本と東京工
芸大学を広く知ってもらえる活動をしたと考えています。
　卒業後も先輩方のご指導を引き続き宜しくお願い致しま
す。

映像学科
　三石　和弥

　この度は名誉ある賞を戴くことが出来、とても嬉しくまた
身が引き締まる思いです。作品に関わってくれた先生や、研
究室メンバーに感謝したいと思います。
　今回の同窓会長賞を戴くきっかけとなった「TSS ショー
トムービーフェスティバル」での受賞は、映像を志すための
目標でした。地元広島で目標としていた賞を受賞できたこと
は、今後の映像制作に対する自信と責任になると思います。
地元での受賞、そして同窓会長賞の受賞をスタートライン
に、これからも作品を世に出していきたいという所存です。
大学生活を共に過ごしてくれた同級生、先生方、そして陰な
がら応援してくれた家族に感謝します。
  

デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションコース
　千葉　紘香

　この度は同窓会長賞を頂き、誠にありがとうございます。
　受賞作品「MEMORIES OF SKIN 肌の記憶」は私にとって、
初めて自分自身と向き合う事、信念を持ち続け制作する事を
体験した作品です。
　大変光栄な今回の受賞を励みとし、今後もますます制作に
取り組み、より一層にものづくりと真剣に向き合い制作して
ゆく事と、常に学びの姿勢を持ち、良いものを作る心を持ち
続けます。

インタラクティブメディア学科
　長谷川　郁

 　この度は、同窓会長賞という名誉ある賞を頂き、大変嬉し
く思います。 また、ご指導頂いた浅野先生をはじめ、お手伝
い頂いた皆様、そして私たちの活動に参加してくださった皆
様に心より感謝いたします。
　私たちはこの一年間、インタラクティブアートを主体とし
たワークショップや展示会を各地で行ってきました。学生と

して残された時間はほんの僅かとなってしまいましたが、こ
れからも、賞に恥じないよう、たくさんの方が笑顔になれる
そんな作品やワークショップを行っていきたいと思っていま
す。そして今までの経験を精一杯ぶつけた卒業制作に励みた
いと思います。最後になりましたが、もう一度この栄えある賞
を頂けたことを、心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

アニメーション学科 アニメコース
　東　　大貴

　この度は、同窓会長賞を授与していただき、まことにあり
がとうございます。受賞者として、とても誇りに感じていま
す。今後は、東京工芸大学の名前を背負った学生であること
を自覚し、この名誉に相応しい人材になるべく、より一層粉骨
砕身していきたいとおもいます。また、今回いただいた副賞
は、現在挑んでいる卒業制作をよりクオリティの高いメディ
アコンテンツとするために、余すところなく、存分に活用させ
ていただきます。ぜひ、卒業制作展での披露を期待していた
だきたいです。

ゲーム学科
　正木ゼミ　代表　廣野　翔一

　この度、東京工芸大学同窓会長賞におきまして、正木ゼミ
の４年生一同が同窓会長賞を受賞できましたことは、皆様の
ご協力、学校での的確な指導あっての賜物と心よりお礼申し
上げます。また、ご祝詞まで賜り、誠にありがたく存じます。
　これをいい良い機会とし、卒業制作、就職活動への意欲を
高め、皆様のご期待に応えられるよう精進してまいりますの
で、今後とも、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

マンガ学科
　林　　友紀

　私は同窓会長賞というものがあることを知りませんでし
た。私の推薦理由を聞いてみると「社会貢献や学内での展示
等の活動」と言われました。２年生の終わりから展示をした
り、学内、学外のマンガ学科のイベントなどをまとめたり、と
いう機会がありました。大変だと思いつつ、自分ならどうにか
出来るだろうという気持ちでやってきました。そういった活
動を見ている人がいるのだなとしみじみ感じました。
　私は同窓会というものをあまり意識しておらず、懇談会に
出席したとき長く続く大学の歴史を感じました。懇談会の中
で「自分のために頑張りなさい」と言われました。自分の出
来ることを一つ一つやっていこうと、その時思いました。
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理事・評議委員会開催

理事・評議委員会　懇親会

　平成 26 年度東京工芸大学同窓会理事・評議委員会が平成 26 年度６月２７日（金）、アルカディア市ヶ谷
（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。
　評議委員会終了後の懇親会場に於いて、同窓会長賞授与式と同窓会奨学金の授与式が行われました。

　同窓会長賞・奨学金の受給者が一同に会した。最近は
グループ制作も多く会場は熱気につつまれた。
　理事・評議員をはじめ学長・新芸術学部長も参加され
華やいだ雰囲気の中で進行した。



　

　　

同窓会奨学金授与式

同窓会長賞授賞式
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学科・専攻 学　年 氏　名
写真学科 ２年 佐藤　瑞希

写真学科 ３年 西井　知早

映像学科 ２年 HUNG HSIANGTING

映像学科 ３年 中村　実緒

デザイン学科 ２年 伊藤龍太郎

デザイン学科 ３年 石田　るみ

インタラクティブメディア学科 ３年 荒木佑季美

学科・専攻 学　年 氏　名
アニメーション ３年 渡邉　麗子

ゲーム学科 ２年 長谷川　遥

ゲーム学科 ３年 時田　　澪

マンガ学科 ３年 齋藤美智子

大学院芸術学専攻科メディアアート専攻 博前１ 小林美加子

大学院芸術学専攻科メディアアート専攻 博前 2 松谷　　嶺

大学院芸術学専攻科メディアアート専攻 博前 2 長谷川　唯

平成26年度　同窓会芸術学部・芸術学研究科奨学金採用者一覧

平成26年度　同窓会長賞

学科・専攻 学　年 氏　名

写真学科 ４年 鈴木　貞一

映像学科 ４年 三石　和弥

デザイン学科 ４年 千葉　紘香

インタラクティブメディア学科 ４年 浅野研究室
代表　長谷川　郁

アニメーション学科 ４年 東　大貴

ゲーム学科 ４年 正木研究室
代表　廣野　翔一

マンガ学科 ４年 林　友紀
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卒業祝賀会

　2013 年度をもちまして退職されました元芸術学部学部長の内
藤明教授の最終講義が行われました。会場となった情報館のメイン
ホールは満員となり立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。
　講義内容は『ダブルガンマ −写真界のゆったりとした 20 年と激
動の 20 年』と題しまして、写真システムや感光材料の移り変わりな
ど、大変興味深い内容で、学生時代を思い出しながら改めて写真文化
に携わる上での重要な知識に触れることができたと感じております。
　内藤先生も２時間を超える講義にもかかわらず、最後まで勢いの
あるお話で活気のある教室内となり、ご来場の聴講者のみなさまに
おかれましても最後まで在学中のように講義に集中している様子で
した。
　その後の茶話会では阪川先生から乾杯のご挨拶を頂き、久しぶり
にお会いした先生方、先輩方と遅くまで楽しいひとときを過ごすこ
とができ、同窓会のような和やかな時間を過ごしました。
　また、第一回の最終講義を聴講できなかった先輩方の熱い要望を
うけ、退職記念祝賀会の前に、
アンコール講演となりました。
　講義タイトルは前回に引き
続き『ダブルガンマ』、日本の写
真教育や本学のなりたちから
始まり、感光材料やフィルムカ
メラ、デジタルカメラやデータ
について、写真にまつわる重要
なお話を広く深く改めて写真を

学ぶことができました。
　平日にも関わらず大勢の諸先輩方が聴講されており、会場は新校
舎でしたが授業時間中はまるで学生時代に戻ったかのような時間で
した。
　退職記念祝賀会では、内藤先生のオリジナル・プリントの展示、ま
だ先生のお髪がカラスの濡れ羽色だったころの貴重な写真や、近年
の卒業アルバムで着用したコスプレ衣装の紹介。また、当日展示して
いたオリジナル・プリント、秘蔵のヴィンテージフィルム、ウィスキー
の抽選会や、恒例行事となった 8x10 での集合写真撮影など、賑やか
時間となりました。
　貴重なお時間を頂いた内藤先生ならびに関係者のみなさま、また
卒業後もわたしたちが学ぶ場を快く提供して下さった東京工芸大学
のみなさまには心から感謝申し上げます。

柴田　さやか（83 期）

内藤明教授　最終講義　『ダブルガンマ』写真界のゆったりとした 20 年と激動の 20 年
３月 15 日（土）　第一回講演・５月 23 日（金）　アンコール講演、退職記念祝賀会

　平成 26 年 3 月 25 日学位授与式に続いて、同じ
会場の中野サンプラザ 13 階コスモルームおよび
スカイルームにて同窓会と後援会共催の卒業祝賀
会が開催されました。



北海道
田井　陽子 写　真
今野　　航 映　像
佐藤　貴丸 映　像
大泉　慶太 デザインVC
竹澤　光二 I　M
竹田　昂平 I　M
妹尾　　想 アニメAMC
二瓶　真衣 アニメANM
内海　紗貴 マンガ
布川　基博 ゲーム

青森県
工藤　睦未 映　像
福多　泰土 映　像
三上　航平 I　M
類家　　舜 マンガ

岩手県
高橋　　翔 映　像
豊岡　祐人 ゲーム

秋田県
大沢　紀仁 写　真
伊藤　晴菜 映　像
戸田　瑶佳 デザインVC
田中　　茜 デザインDC
大山　千尋 I　M
山木　夏紀 アニメAMC
千葉奈津美 マンガ
大門　麻美 大学院

山形県
高橋可奈子 デザインDC
森　林太郎 アニメANM
岸　　康大 ゲーム
長岡　　泉 ゲーム
堀田　　文 大学院

宮城県
郷古　涼佑 写　真
後藤　大尚 映　像
長田　結花 デザインVC
石川　皓也 アニメANM
菊地　優果 マンガ
櫻井いつ葉 ゲーム
鈴木　大祐 ゲーム

福島県
豊子　明希 写　真
小椋　夏子 写　真
鈴木　李奈 写　真
小野　結 映　像

菊地　正晴 デザインVC
吉田　茉由 デザインVC
遠藤　弘耕 デザインDC
菅野　夏生 I　M
橋本未来乃 アニメANM
高野　晨 マンガ

一条　桃子 マンガ
北本　千晶 マンガ
筒井　瑞穂 マンガ
長谷川裕行 マンガ

新潟県
金子　由美 写　真
星野　佳奈 写　真
石黒　真央 映　像
佐藤　歩美 デザインVC
仲道　愛美 デザインVC
平澤実花子 I　M
高野　　亮 アニメANM
竹松恵理香 マンガ

深井　聖実 マンガ
長野県

佐々木真菜 写　真
廣田　　貴 写　真
望月　宏樹 写　真
草野　央光 映　像
野口　紘幸 映　像
春山　了平 映　像
依田　詩織 映　像
牛山　由美 デザインVC
竹花　翔吾 デザインVC
若林　真登 デザインVC
栁澤　　駿 デザインHP
谷口　美由 デザインDC
谷内蛍冴美 アニメAMC
赤羽　祐香 アニメANM
山越　瑞季 マンガ
宮川　史也 ゲーム

東京都
歌岡　広晃 写　真
KIM JUNG HYUN 写　真
LEE DONGWOONG 写　真
KIM SUNGMIN 写　真
向山　蒼平 写　真
安慶名勇太 写　真
池田　洵樹 写　真
OH JAE WOONG 写　真
大澤　祥子 写　真
北村　美沙 写　真
KIM SE HEE 写　真
倉石いず美 写　真
小林美加子 写　真
佐々木　海 写　真
CHO HYE MI 写　真

SONG HUI CHONG 写　真
SUN  HUA 写　真
高橋　穂波 写　真
中村　悠希 写　真
仁戸田真季 写　真
深堀　良樹 写　真
町野　和揮 写　真
松崎　玲奈 写　真
丸瀬　智明 写　真
水澤覚之介 写　真
MENG  LEI LEI 写　真
柳沼　知里 写　真
山本　真由 写　真
吉田　幸司 写　真
LEE JI WON 写　真
渡邊　佳子 写　真

KIM DONG GYU 写　真
川村　俊彰 映　像
吾妻　貴順 映　像
石川　大貴 映　像
井樋　健 映　像

内田　裕基 映　像
大高　光悠 映　像
小嶋みはる 映　像
小番　智史 映　像
齋藤　勇貴 映　像
櫻井　紫緒 映　像
清水　佳織 映　像
清水　敬一 映　像
鈴木　瑞季 映　像
原島　七徳 映　像
平林　京子 映　像

深沢　良磨 映　像
前田　修兵 映　像
増田　喜昭 映　像
吉田　玲一 映　像
渡邊　柚果 映　像
安藤　史織 デザインVC
石川　尚子 デザインVC
石川　裕一 デザインVC
宇都宮　彩 デザインVC
鎌田　夏実 デザインVC
草加　　麗 デザインVC
久保咲野香 デザインVC
芝　　小都 デザインVC
佐藤　尭紀 デザインVC
宍戸　更 デザインVC

下垣内美綺 デザインVC
進藤愛莉衣 デザインVC
神保　夏海 デザインVC
西尾　もも デザインVC
田中　友深 デザインVC
タルボット 才門 デザインVC
出宮百合絵 デザインVC
名越　晴香 デザインVC
蓮田紗知子 デザインVC
松下　絢音 デザインVC
宮本　　渚 デザインVC
三輪　一葉 デザインVC
村岡　里美 デザインVC
森田つぐみ デザインVC
柳澤　明歩 デザインVC
渡邊　晃子 デザインVC
渡辺　真惟 デザインVC
綿貫　彩花 デザインVC
青柳　祥生 デザインHP
出口　良弥 デザインHP
ZHANG XIN デザインHP
能城　仁美 デザインHP
八方　太郎 デザインHP
初見　幸夫 デザインHP
福地　優 デザインHP

荒居あゆみ デザインDC
大石　絢子 デザインDC
加藤惠梨花 デザインDC
JEON BONG JUN デザインDC
曽根原なつみ デザインDC
名嘉元洋介 デザインDC
長友　顕広 デザインDC
鎭西　美帆 M　A
阿部　拓海 I　M
石塚　一誠 I　M
磯部　好平 I　M
上原　　彩 I　M
大塚今日子 I　M
KIM JIN HYUN I　M
榮　　千広 I　M
高橋　大介 I　M
田中　千尋 I　M
野口　春奈 I　M
野沢　剛義 I　M
林　　淳郎 I　M
星野　貴紀 I　M
桝野万里絵 I　M
丸山　美保 I　M
森口　響詞 I　M
栁　眞奈美 I　M
山田　幸輝 I　M

梅津　有紗 アニメAMC
及川　翔平 アニメAMC
小川　真穂 アニメAMC
奥西　沙織 アニメAMC
大和　健一 アニメAMC
黒田　拓也 アニメGM
五十嵐　涼 アニメANM
石田　幸男 アニメANM
井上　貴絵 アニメANM
梅澤　成実 アニメANM
小川由美香 アニメANM
小倉　史也 アニメANM
小澤　広典 アニメANM
小町　　直 アニメANM
北原　優樹 アニメANM
倉島　崚汰 アニメANM
鈴木　真希 アニメANM
SONG HYUN MI アニメANM
瀧本　　愛 アニメANM
田中　壮希 アニメANM
堤崎　弓奈 アニメANM
藤井　愛里 アニメANM
星　　陽子 アニメANM
松尾　　駿 アニメANM
萬代　彩佳 アニメANM
山口　勝平 アニメANM
吉野　健太 アニメANM
宍戸　建治 マンガ
IM　DASOL マンガ
飯田　泰貴 マンガ
江口　実里 マンガ
大久保有理 マンガ
後藤　綾香 マンガ
鈴木　美穂 マンガ
田崎　　愛 マンガ
CHEN PENG マンガ
塚田　伴美 マンガ
PARK JI HEA マンガ
渕上　莉左 マンガ
帆足　　聡 マンガ
羅　　　淇 マンガ
大塚　隆寛 ゲーム
岡田　明彦 ゲーム
北詰紗利衣 ゲーム
工藤　　桃 ゲーム
中村　直樹 ゲーム
堀　さくら ゲーム
松澤　直輝 ゲーム
水野　　駿 ゲーム
LEE MING RU ゲーム
倉田　枝織 大学院
梶山　良介 大学院
WU  MIN 大学院
佐々木博基 大学院
柳澤　有軌 大学院
WU TING HUAN 大学院
CHEN CHENGYI 大学院
CHIANG JU SHEN 大学院
WU WENJIA 大学院
ZHU YA CHAO 大学院
JAVIER PAZOS SUGRANES 大学院

LI JIA ZE 大学院
神奈川県

安齊　拓真 写　真
伊藤　千夏 写　真
今井　天平 写　真

内田　隼人 写　真
大塚実香子 写　真
大貫つかさ 写　真
北崎　貴士 写　真
木津　遥菜 写　真
齋藤　　優 写　真
根津　海美 写　真
福田　宏美 写　真
古家　　梓 写　真
三杉　和哉 写　真
横張　隆史 写　真
渡邉　智裕 写　真
阿部光太郎 映　像
石垣　　梓 映　像
石黒　亜美 映　像
石崎　佑太 映　像
薄井裕美子 映　像
大塚　柊作 映　像
荻野　詞音 映　像
加藤　史織 映　像
小室　絢楓 映　像
佐々木　渉 映　像
鈴木　里望 映　像
高山　大輔 映　像
瀧本　律基 映　像
田中　綾乃 映　像
長山　晴香 映　像
畠山　悠太 映　像
藤田　銀矢 映　像
松方　一基 映　像
村山　大和 映　像
茂田井　良 映　像
森　美緒子 映　像
吉村　南美 映　像
鈴木　　愛 デザインVC
鈴木　まり デザインVC
酒井ひとみ デザインVC
山本小夜子 デザインVC
東谷真由子 デザインVC
飯村　拓冬 デザインVC
石川　未来 デザインVC
伊藤　桃子 デザインVC
上野　恵実 デザインVC
大久保絵梨佳 デザインVC
大島　　玲 デザインVC
坂井なつみ デザインVC
佐藤　奈希 デザインVC
志宇知美里 デザインVC
清水　瑞貴 デザインVC
寺川　淳郎 デザインVC
中矢　　舞 デザインVC
野崎　美輝 デザインVC
本尾依里奈 デザインVC
矢島　理沙 デザインVC
山下　理沙 デザインVC
黒川　拓也 デザインHP
吉松　大輝 デザインHP
鬼頭　侑希 デザインHP
佐野　　槙 デザインHP
鹿野　　峻 デザインHP
高木　鮎美 デザインHP
高安　奏絵 デザインHP
徳永　詩歩 デザインHP
山崎　和馬 デザインHP
山田健太郎 デザインHP
渡邊　瑠璃 デザインHP

新会員名簿（611名）
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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）
デザインDC：デザイン学科（デジタルコミュニケーションコース）　IM：インタラクティブメディア学科　MA：メディアアート表現学科　
アニメAMC：アニメーション学科（アニメーションコース）　アニメANM：アニメーション学科　　アニメGM：アニメーション学科（ゲームコース）　
ゲーム：ゲーム学科　マンガ：マンガ学科　　大学院：修士
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菅野　汐里 デザインDC
河野佐和子 デザインDC
佐藤明日香 デザインDC
志甫　鈴子 デザインDC
秦　　彩風 デザインDC
塩津　早織 M　A
松田　直也 M　A
秋山　　椋 I　M
飯塚　絢子 I　M
板垣　夏実 I　M
岩崎　凌 I　M

上田　康博 I　M
宇野　寛之 I　M
小川　由夏 I　M
川又　淳未 I　M
齋藤　涼太 I　M
下山　尚人 I　M
堤竹　智志 I　M
中山　幸典 I　M
平山　真悟 I　M
間山　翔太 I　M
森　　聡美 I　M
吉田　誠也 I　M
尾形　佳恵 アニメAMC
竹本　貴子 アニメAMC
相原　宏志 アニメGM
新井　大記 アニメANM
板橋　伸介 アニメANM
井上　誠也 アニメANM
大森　光留 アニメANM
小野　由了 アニメANM
尾上　皓紀 アニメANM
川谷　啓介 アニメANM
川畑　茜 アニメANM

ZHU SHI JIE アニメANM
鈴木　翔太 アニメANM
CHAN CHUN アニメANM
塚本　恵生 アニメANM
藤田　佑樹 アニメANM
北田　侑希 マンガ
石橋　　綾 マンガ
大野　隆也 マンガ
加藤　璃映 マンガ
菊池まりも マンガ
三溝　奈月 マンガ
菅沼　玲奈 マンガ
鈴木絵理香 マンガ
鈴木　詩織 マンガ
戸森美智子 マンガ
中部　沙耶 マンガ
福元　知佳 マンガ
古内　佳穂 マンガ
細田久美子 マンガ
森　　貴代 マンガ
山岡　杏奈 マンガ
山本　　翔 マンガ
石井　　敬 ゲーム
一戸　幸恵 ゲーム
大林賢治郎 ゲーム
片桐　裕貴 ゲーム
熊澤　義大 ゲーム
近藤　薫人 ゲーム
関根　美羽 ゲーム
中田　柊人 ゲーム
橋本　祐樹 ゲーム
林　　優子 ゲーム

松本　　隼 ゲーム
三野　　泰 ゲーム
望月　健太 ゲーム
山木　俊弘 ゲーム
山田　千勢 ゲーム
湯山由梨香 ゲーム
横須賀裕起 ゲーム
渡邊　公平 ゲーム

QIU YUN HAN 大学院
千葉県

田中　絵里 写　真
清谷　直敬 写　真
今野　竣介 写　真
下村　　充 写　真
國田　美子 映　像
小滝　明広 映　像
小島　御国 映　像
笠原　時生 映　像
高野　定静 映　像
松田めぐみ 映　像
青柳　早希 デザインVC
虻川みゆき デザインVC
大坪　聖香 デザインVC
下田　真紀 デザインVC
橋本安希子 デザインVC
溝口　靖子 デザインVC
江澤　帝斗 デザインHP
熊倉　彩音 デザインDC
紺谷美沙都 デザインDC
軒原　　悠 デザインDC
幡谷　ふみ デザインDC
駒口　翔平 M　A
齋藤　綾乃 I　M
白榮あかね I　M
戸塚ちさと I　M
渡邊　泰崇 I　M
西谷　裕貴 アニメANM
阿部　康平 マンガ
江崎　　匠 マンガ
大矢かおり マンガ
黒崎　瑞惠 ゲーム
染谷　知花 ゲーム

埼玉県
伊藤　　孝 写　真
海老原　謙 写　真
太田　幾織 写　真
河野　維子 写　真
今野　尚彦 写　真
齋藤　春香 写　真
境野理津子 写　真
石島　有貴 映　像
大野　朋恵 映　像
岡　　智美 映　像
正田　展之 映　像
藤村　梨恵 映　像
森田　萌美 映　像
山本　耕平 映　像
吉澤　裕将 映　像
田中　夏未 映　像
高島玲恵子 デザインVC
小林　　遥 デザインVC
中尾　沙耶 デザインVC
野澤　太秀 デザインVC
綿鍋　　慶 デザインVC
湯村あすか デザインHP
市之瀬滋郎 デザインHP

鳥山　翔太 デザインHP
上坂　俊博 I　M
三上　勇太 I　M
中島　悠喜 アニメAMC
岡本　舞子 アニメANM
小勝　智裕 アニメANM
増田　咲紀 アニメANM
二木　聰 マンガ

星野　初美 マンガ
松井　志貢 マンガ
青木　京美 ゲーム
秋元　健太 ゲーム
関口　弘毅 ゲーム
挽地　規子 ゲーム
松浦　　靖 ゲーム

茨城県
園部　綾香 写　真
高羽　秀美 写　真
神戸　希穂 映　像
渡邉　恭平 映　像
井桁　尚美 デザインVC
高谷　由香 デザインVC
村田　夏佳 デザインVC
吉原　　慧 デザインVC
吉村　郁美 デザインVC
大久保春香 デザインHP
梶山千絵美 デザインDC
石川　　勇 I　M
田中　琴実 I　M
長谷川由佳 I　M
辰井　志帆 アニメANM
稲葉　也絵 マンガ
石塚　嘉冶 ゲーム
富田　陽介 ゲーム

栃木県
影山あやの 写　真
櫻岡　貴大 写　真
大島　由貴 映　像
森元　拓郎 映　像
有川　優貴 デザインVC
服部　千穂 デザインVC
村山　辰徳 デザインVC
鈴木　達也 デザインHP
湯澤　功太 デザインHP
宿島　一樹 I　M
福井　涼馬 アニメANM
河又さやか マンガ
福田　裕紀 ゲーム
大島　宗久 大学院

群馬県
植村紗央理 映　像
中西　　諒 映　像
島田　友二 デザインVC
須田　　諒 デザインHP
土屋　友里 デザインDC
呉山　永里 I　M
小川　拓耶 アニメAMC

山梨県
五味　　航 写　真
星野　直嗣 映　像
山本　大貴 映　像
高石　聖也 デザインVC
渡邉　　観 デザインVC
飯沼　裕之 デザインVC
保坂　　拓 デザインVC
古屋　将平 デザインHP

三井　恵介 デザインDC
土橋　雄大 アニメANM
石川　　真 ゲーム

静岡県
山梨　貴大 映　像
安間　　匠 映　像
小針沙紀子 映　像
指田麻里江 映　像
田村　凌一 映　像
西川　大翔 映　像
三輪　良介 映　像
村田　貴紀 映　像
望月　亮佑 映　像
浅井　美帆 デザインVC
伊藤　雪菜 デザインVC
齋藤　綾香 デザインVC
関谷　亮介 デザインVC
筒井　文那 デザインVC
長谷川果帆 デザインVC
堀池　拓斗 デザインVC
山内　迪弘 デザインVC
高原　　快 デザインHP
馬渕美瑞季 デザインHP
藤井　沙紀 デザインDC
遠藤　梨恵 I　M
太田　結子 I　M
竹内　彩華 I　M
大澤佑太郎 I　M
森田　貴大 アニメAMC
清水　敦哉 アニメAMC
輕部　達成 アニメANM
田中　直子 アニメANM
谷川　絢美 アニメANM
渥美真梨亜 マンガ
勝間田公世 マンガ
田中　　諒 マンガ
増田　達哉 マンガ
森　　寛子 マンガ
渡邉はるか マンガ
白梅　遥佳 ゲーム
數原　弘喜 ゲーム

岐阜県
兼山　優輝 マンガ

愛知県
石橋　賢明 写　真
長田　夏実 写　真
北山　祐実 写　真
永田　彩乃 写　真
林　　夏菜 写　真
長瀨　　葵 デザインVC
小川　雅斗 M　A
加藤　あみ アニメANM
谷山　翔太 マンガ
市川　裕也 ゲーム
木藤　理恵 大学院

三重県
二宮　里子 デザインVC
内田　竜嗣 マンガ

京都府
中村　太亮 映　像

大阪府
寺下　悠貴 マンガ
仲　はづき 大学院

和歌山県
串　祐実 写　真

富山県
片桐健一郎 写　真
重田　圭介 デザインVC
荒木　克也 アニメANM
城生　　翼 マンガ
宮崎　香織 ゲーム

福井県
金沢　耕平 映　像

石川県
田川　裕也 写　真
上田　周平 映　像
角地　拓大 アニメANM
和田　敏久 アニメANM

岡山県
小田　早織 映　像
久宗　優華 I　M

山口県
弘重　貴博 映　像
杉山　友唯 アニメANM

広島県
仁井　秀明 写　真
仁尾　義彦 写　真
角田　龍駿 映　像
廣瀬　求美 デザインVC
宮本　拓人 ゲーム

徳島県
大田　　裕 アニメAMC

愛媛県
鈴木　沙知 アニメANM
青山　昌寛 マンガ

高知県
國澤亜悠子 アニメANM
森　亜沙美 マンガ

福岡県
吉川　桃香 写　真
谷山　香織 写　真
江渕　尚也 映　像
後藤　拓也 映　像
手島　光一 映　像
糸永　昇平 デザインHP
遠山　弘貴 デザインHP
宮田　亮平 デザインHP
石田　彩花 アニメANM
安廣　佳織 ゲーム
疋田　雅子 大学院

長崎県
山口　　央 アニメANM

熊本県
米村　俊彦 アニメAMC
園田　就久 大学院

宮崎県
吉岡　竜紀 写　真
藤堂　裕衣 映　像

鹿児島県
原田　理彦 写　真
泉　　太朗 デザインHP

※2014.3.31 現在で掲載
　致しました。 
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　去る７月３日（木）に、学校法人東京工芸大学９０周年記念
式典及び講演会並びに祝賀会が、中野キャンパス及び中野サ
ンプラザで挙行された。
　記念式典には、東京工芸大学名誉教授の先生方や他大学の
理事長・学長などをご招待し、約 150 名が参列した。学校法
人東京工芸大学　岩居文雄理事長による式辞及び東京工芸
大学　若尾真一郎学長による挨拶の後、下村博文文部科学大
臣（文部科学省高等教育局私学部の氷見谷直紀参事官によ
る代読）及び日本私立大学協会　大沼淳会長（福井直敬副会
長／武蔵野音楽大学理事長・学長による代読）から来賓祝辞
が述べられた。
　式典終了後には本学の 90 年を振り返るＤＶＤが上映さ
れ、引き続いて記念講演会が行われた。記念講演会には、国立
新美術館　青木保館長（元文化庁長官）をご講演者としてお

招きし、「グローバル時代における文化力と日本文化、大学
の役割」をテーマに興味深い話が展開された。
　講演会終了後はバスで中野サンプラザに移動し、祝賀会が
開催された。祝賀会では岩居文雄理事長の挨拶の後、東京工
芸大学前学長　小林信行名誉教授による祝辞及び乾杯のご
発声があり、約１時間半にわたり歓談の中、東京工芸大学の
90 年周年を約 180 名の参加者一同で祝した。
　祝賀会ではアトラクションとして、アカペラ部による校歌
斉唱及び歌唱と、ダンス部学生によるダンスが披露され、現
役学生の活力あるアトラクションが会場を魅了した。また、
芸術学部マンガ学科学生による似顔絵隊による似顔絵描き
サービスも行われ、参加者に好評だった。祝賀会は若尾真一
郎学長による謝辞で締めくくられ、次の 100 周年に向けて参
加者一同新たな気持ちで本学の発展を祈念した。

学校法人東京工芸大学90 周年記念式典・講演会・祝賀会　開催される

祝賀会

記　念

 式　典

若尾学長 氷見谷 直紀 氏

大沼 淳 氏 青木 保 氏



■平成 27 年度同窓生子女特別推薦入試について
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　（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
　　【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

（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子ども ②孫 ③兄弟姉妹 ④甥・姪 ⑤父母 ⑥おじ・おば ⑦従兄弟 ⑧配偶者  
⑨配偶者の兄弟姉妹 ⑩配偶者の甥・姪 ⑪配偶者の父母 ⑫配偶者のおじ・おば ⑬配偶者の従兄弟
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　TEL；0120-12-5246
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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

　現在同窓会事務局では旧校舎の写真を
収集、整理しデータベース化に取り組んでいます。

みなさまのお手持ちの写真
にも貴重な資料があるかも
しれません！
　お心当たりの方はプリン
ト又は画像データを可能
なかぎり撮影年月日を明記
し、同窓会事務局までお送

りください。また、もし可能でしたら撮影時のエピソード等も
ご紹介頂ければ幸いです。
　お預かりした資料は同窓会事務局で大切に保管し、返却の

有無に関わらずウェブサイ
ト、印刷物等でご紹介する
可能性があります。返却ご
希望の方はその旨を赤書き
して下さい。
　みなさまの思い出の一枚
をお待ちしております。

送付先
東京工芸大学同窓会事務局
〒 164-8678 東京都中野区本町２−９−５
芸術情報館３階

写真募集中！
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平成27年度　入試日程（平成26年９月以降）

■芸術学部
入試区分 出願期間（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続締切日

AO入試Ⅰ期
Ｂ日程 平成 26 年

９月 ４日（木）～９月11日（木）
平成 26 年

９月20日（土）

本学中野

平成 26 年
９月25日（木）

平成 26 年
10月20日（月）

Ｃ日程 平成 26 年
10月 ２日（木）～10月 ９日（木）

平成 26 年
10月18日（土）

平成 26 年
10月22日（水）

平成 26 年
11月18日（火）

AO入試Ⅱ期 Ａ日程 平成 26 年
10月15日（水）～10月23日（木）

平成 26 年
11月 ８日（土）

平成 26 年
11月12日（水）

平成 26 年
12月 ９日（水）自己推薦入試

AO入試Ⅱ期 Ｂ日程
平成 26 年

11月 ４日（火）～11月12日（水）
平成 26 年

11月24日（月・
祝）

平成 26 年
11月27日（木）

平成 26 年
12月16日（火）指定校推薦入試

公募制推薦入試

AO入試Ⅱ期 Ｃ日程 平成 26 年
11月17日（月）～11月26日（水）

平成 26 年
12月 ６日（土）

平成 26 年
12月10日（水）

平成 27 年
１月 ６日（火）

センター試験利用入試Ⅰ期 平成 27 年
１月 ５日（月）～１月15日（木） 本学による個別学力試験なし 平成 27 年

２月12日（木）
平成 27 年

２月23日（月）
一般入試Ⅰ期 平成 27 年

１月 ５日（月）～１月16日（金）
平成 27 年

１月28日（水）

本学中野
学外※

（東京・横浜・大宮・
水戸・静岡）

平成 27 年
２月 ３日（火）

AO入試Ⅲ期 Ａ日程
平成 27 年

１月29日（木）～２月 ６日（金）

平成 27 年
２月17日（火） 本学中野 平成 27 年

２月20日（金）
平成 27 年

３月 ２日（月）一般入試Ⅱ期

センター試験利用入試Ⅱ期 本学による個別学力試験なし

平成 27 年
３月 ９日（月）

平成 27 年
３月17日（火）

AO入試 Ｂ日程
平成 27 年

２月12日（木）～２月23日（月）

平成 27 年
３月 ５日（木） 本学中野

一般入試Ⅲ期

センター試験利用入試Ⅲ期 本学による個別学力試験なし

AO入試Ⅲ期 Ｃ日程 平成 27 年
３月 ２日（月）～３月10日（火）

平成 27 年
３月16日（月） 本学中野 平成 27 年

３月18日（水）
平成 27 年

３月25日（水）

＜留学生入試／社会人入試／帰国子女入試／編入学試験＞
入試区分 出願期間（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続締切日

留学生入試Ⅰ期 平成 26 年
10月10日（金）～10月16日（木）

平成 26 年
11月 ８日（土）

本学中野

平成 26 年
11月12日（水）

平成 26 年
12月 ９日（火）社会人入試・帰国子女入試

平成 26 年
10月15日（水）～10月23日（木）編入学試験Ⅰ期

留学生入試Ⅱ期 平成 26 年
11月 ４日（火）～11月12日（水）

平成 26 年
12月 ６日（土）

平成 26 年
12月10日（水）

平成 27 年
１月 ６日（火）

留学生入試Ⅲ期 平成 27 年
１月29日（木）～２月12日（木） 平成 27 年

３月 ５日（木）
平成 27 年

３月 ９日（月）
平成 27 年

３月17日（火）
編入学試験Ⅱ期 平成 27 年

２月12日（木）～２月23日（月）

■工学部
入試区分 出願期間（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続締切日

ＡＯ入試Ⅰ期
Ｂ日程 平成 26 年

９月 １日（月）～９月12日（金）
平成 26 年

９月20日（土）

本学厚木

平成 26 年
９月25日（木） 平成 26 年

10月31日（金）
Ｃ日程 平成 26 年

９月29日（月）～10月10日（金）
平成 26 年

10月18日（土）
平成 26 年

10月21日（火）
指定校推薦入試 平成 26 年

10月27日（月）～11月 ４日（火）
平成 26 年

11月 ８日（土）
平成 26 年

11月13日（木）
平成 26 年

11月28日（金）公募制推薦入試

ＡＯ入試Ⅱ期 Ａ日程 平成 26 年
11月25日（火）～12月 ２日（火）

平成 26 年
12月 ６日（土）

平成 26 年
12月９日（火）

平成 27 年
１月 ６日（火）

一般入試Ⅰ期
Ａ日程

平成 27 年
１月 ５日（月）～１月21日（水）

平成 27 年
１月28日（水）

本学厚木・東京・横浜
大宮・水戸・静岡 平成 27 年

２月 ３日（火） 平成 27 年
２月19日（木）Ｂ日程 平成 27 年

１月29日（木） 本学厚木・東京・横浜

センター試験利用入試Ⅰ期 平成 27 年
１月 ５日（月）～１月16日（金）

本学による個別学力試験なし

平成 27 年
２月 ６日（金）

センター試験利用入試Ⅱ期 平成 27 年
１月26日（月）～２月13日（金）

平成 27 年
２月26日（木）

平成 27 年
３月 ５日（木）ＡＯ入試Ⅱ期 Ｂ日程

平成 27 年
２月 ４日（水）～２月17日（火）

平成 27 年
２月20日（金） 本学厚木

一般入試Ⅱ期 平成 27 年
２月21日（土） 本学厚木・本学中野

ＡＯ入試Ⅲ期
平成 27 年

２月16日（月）～２月27日（金）

平成 27 年
３月 ５日（木） 本学厚木

平成 27 年
３月10日（火）

平成 27 年
３月19日（木）

一般入試Ⅲ期 平成 27 年
３月 ６日（金） 本学厚木・本学中野

センター試験利用入試Ⅲ期 平成 27 年
３月 ２日（月）～３月12日（木） 本学による個別学力試験なし 平成 27 年

３月20日（金）
平成 27 年

３月26日（木）

＜留学生入試／社会人入試／帰国子女入試／編入学試験＞
入試区分 出願期間（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続締切日

編入学試験Ⅰ期（一般・推薦） 平成 26 年
９月29日（月）～10月10日（金）

平成 26 年
10月18日（土）

本学厚木

平成 26 年
10月21日（火）

平成 26 年
10月31日（金）留学生入試Ⅰ期

留学生入試Ⅱ期
平成 26 年

11月17日（月）～11月25日（火）
平成 26 年

12月６日（土）
平成 26 年

12月 ９日（火）
平成 27 年

１月 ６日（火）社会人入試・帰国子女入試
編入学試験Ⅱ期（一般・推薦）

留学生入試Ⅲ期 平成 27 年
２月 ４日（水）～２月13日（金）

平成 27 年
２月20日（金）

平成 27 年
２月26日（木）

平成 27 年
３月 ５日（木）

編入学試験Ⅲ期（一般・推薦） 平成 27 年
２月 ９日（月）～２月20日（金）

平成 27 年
３月 ５日（木）

平成 27 年
３月10日（火）

平成 27 年
３月19日（木）
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新２号館完成

東京工芸大学同窓会

↑　２号館から中野坂上方向を見る（中央が図書館、右側が1 号館）

　↑　１号館から見る２号館とコート・右側は図書館

↑　B・Cafe　→

↑　メディアラウンジは、正面の道路に
　　面しています

↑　コートは、B1 階～2 階の立体的な構成に
　　なっています

↑　STORE　（大学生協売店）
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芸術学部フェスタ

東京工芸大学同窓会

メディア芸術ってなぁに？
　東京工芸大学創立 90 周年記念事業の一還とし
て芸術学部教員の作品展示と「メディア芸術って
なぁに？」というテーマでのトークセッションが行
われました。
　2014 年 6 月 28 日～ 7 月 16 日の会期で、完成
した２号館１階のメディアラウンジには学長のイ
ラスト作品と各教員によるコラボ作品の展示、また
１号館、３号館、芸術情報館には各学科の教員作品
が展示されました

↑　学長のイラストと各種コラボ作品

秋田県の伝統工芸の技術とLED を組み合わせた照明器具　→

3 号館のラウンジ・ギャラリー　→
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2013 年（平成25 年度）東京工芸大学同窓会　決算書
＜自：平成25 年5月1日〜至：平成26 年4月30 日＞【一般会計】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）
収入の部 支出の部

科目 予算額 決算額 科目
予算額 決算額

款項 款項
１会　費 25,000,000 24,680,000

1

事業費 17,430,000 16,607,516
1.		本部会費 25,000,000 24,680,000 事業委員会 1.		卒業祝賀会 3,600,000 3,273,355

広報委員会

2.		会報制作費 2,500,000 2,217,500
２雑収入 3,000 2,235 3.		会報発送費及び作業費 3,600,000 3,560,698

1.		預金利息 3,000 2,235 4.		HP 維持管理費 1,200,000 992,932
2.		その他 0 0 5.		ひろばｱｰｶｲﾌﾞ作業費 250,000 300,200

総　務
委員会

6.		会合費( 理事会･理事評議委員会） 900,000 1,057,724
7.		交通費( 理事会･理事評議委員会） 400,000 380,220
8.		学部生奨学金 1,400,000 1,400,000

３前期繰越 1,224,585 1,224,585 9.		芸術学研究科奨学金 750,000 750,000
1.　預金 1,224,585 1,224,585 10.	同窓会長賞		 700,000 700,000

11.	学友会活動助成金 800,000 790,000
合　　計 26,227,585 25,906,820 12.	総務委員会積立	 300,000 300,000

13.	支部活性化助成費 700,000 505,912
14.	ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ対策費	 150,000 198,975

名簿委員会 15.	名簿作成準備費 180,000 180,000

2 会議費
200,000 234,425

16.	会議費 150,000 170,165
17.	交通費 50,000 64,260

3 管理費

1,880,000 2,339,537
18.	通信費 40,000 32,988
19.	交通費 250,000 372,490
20.	事務費 250,000 337,343
21.	印刷費 50,000 26,838
22.	慶弔費 40,000 2,530
23.	事務局運営費 900,000 1,218,388
24.	備品購入費 300,000 328,960
25.	予備費 50,000 20,000

4 特別会計
5,000,000 5,000,000

26.	基本財産（積み立て） 5,000,000 5,000,000
小　　計 24,510,000 24,181,478
次年度繰越金 1,717,585 1,725,342
合　　計 26,227,585 25,906,820

2013 年（平成25 年度）東京工芸大学同窓会	決算書	３
＜自：平成25 年5月1日〜至：平成26 年4月30 日＞

【別途積立・名簿委員会会計】
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　( 単位：円）	

収　　入　　の　　部
25 年度予算額 決算額

1.　前期繰り越し残高 14,916,271 14,916,271
2.　預金利息 5,000 2,348
3.　一般会計より繰り入れ 180,000 180,000

合		計 15,101,271 15,098,619

支　　出　　の　　部
25 年度予算額 決算額

1.		不明者調査費 140,000 369,343
2.　本部ﾃﾞｰﾀｰ管理費 30,000 319,068
3.　郵便料金後納 10,000 15,340
4.		通信費 0 0

合		計 180,000 703,751

資産残高( 名簿準備金/次年度繰越）
25 年度予算額 決算額

差引残高　 14,921,271 14,394,868

【別途積立・総務委員会会計】
	 	 	 	
	
　				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位：円）

収		入		の		部
25 年度予算額 決算額

1.		前期繰り越し残高 7,240,800 7,240,800
2.　預金利息 5,000 1,125
3.		一般会計より繰り入れ 300,000 300,000
合		計 7,545,800 7,541,925

支		出		の		部
25 年度予算額 決算額

1.	 0 0
合		計 0 0

資		産		残		高	（次年度繰越）
25 年度予算額 決算額

差引残高 7,545,800 7,541,925

2013 年( 平成25 年度）東京工芸大学同窓会	決算書	２
＜自：平成25 年5月1日〜至：平成26 年4月30 日＞

【特別会計・基本財産】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																			　( 単位：円）	

収		入		の		部
25 年度予算額 決算額

1.　前期繰り越し残高 131,187,677 131,187,677
2.		預金利息 80,000 9,085
3.		一般会計より繰入 5,000,000 5,000,000

合			計 136,267,677 136,196,762

	 	 	 	

支		出		の		部
25 年度予算額 決算額

0 0
合			計 0 0

	 	 	 		

資		産		残		高（次年度繰越）　
25 年度予算額 決算額

								差引残高　　 136,267,677 136,196,762

	 	

預　金　内　訳
1. みずほ銀行中野坂上支店　 66,025,054
2. 三菱東京UFJ 銀行中野支店 24,558,530
3. 三井住友銀行中野坂上支店 45,613,178

合	　　		計 136,196,762

平成 25 年度決算書

支部総会のお知らせ
平成 26 年　東京工芸大学同窓会・新潟県支部総会
日　時：平成 26 年８月 31日（日）　午後２時～
会　場：新潟・ブライダルステージ　デュオ
　　　　　新潟市中央区堀之内南 3-7-10
　　　　　TEL　025-283-0101
　　　　　新潟駅南口よりタクシー５分
　　　　　バス「女池・愛宕行き」鳥屋野十字路下車徒歩１分
会　費：懇親会費　5,000 円　年会費：3,000 円
申　込：東京工芸大学同窓会　新潟県支部
　　　　　TEL&FAX：0258-32-0974
申込締切：８月 20 日

第２回　東京工芸大学同窓会・神奈川県支部総会
日　時：平成 26 年９月 20 日（土）　午後３時～
会　場：ナビオス横浜
　　　　　横浜市中区新港２丁目 1-1
　　　　　TEL　045-633-6000
　　　　　ＪＲ桜木町駅徒歩７分
　　　　　みなとみらい線馬車道徒歩３分
講　演：池田陽子氏（東京工芸大学名誉教授）
参加費：10,000 円（懇親会、記念写真、通信費含む）
申　込：東京工芸大学同窓会神奈川県支部
　　　　　支部長　平井貞幸（47 期）045-752-3157
　　　　　幹　事　鈴木克明（40 期）044-822-3466
申込締切：９月５日

　大学の近況に触れ、ご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、ホームカミングデーを、平成 26 年
11 月２日（日）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 周年の方々に大学から顕彰と記念
品を贈呈いたします。なお、50周年より前の卒業生〔第38期生（昭
和 38 年３月卒業）以前〕でも、初めてご参加いただいた方には、顕
彰と記念品を贈呈いたします。
　懐かしい母校でのひとときをごゆっくりお楽しみください。

主催　東京工芸大学　協力　東京工芸大学同窓会　

ご卒業25 周年
　昭和63 年度（平成元年３月卒業）

( 短期大学部64 期生)
 ご卒業50 周年

　昭和38 年度（39 年３月卒業)
　

( 短期大学部39 期生)
　

第５回 東京工芸大学ホームカミングデーを開催いたします。

【監査報告】

お問い合わせ　学生課　TEL: 03-5371-2674
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2014 年（平成26 年度）東京工芸大学同窓会　予算書
＜自：平成26 年5月1日〜至：平成27 年4月30 日＞【一般会計】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）
収入の部 支出の部

科目 25 年度
決算額

26 年度
予算額

科目 25 年度
決算額

26 年度
予算額款項 款項

１会　費 24,680,000 25,000,000

1

事業費 16,607,516 18,680,000
1.		本部会費 24,680,000 25,000,000 事業委員会 1.		卒業祝賀会 3,273,355 3,600,000

広報委員会

2.		会報制作費 2,217,500 2,500,000
２雑収入 2,235 3,000 3.		会報発送費及び作業費 3,560,698 3,700,000

4.		えんのき印刷発送費 0 700,000
1.		預金利息 2,235 3,000 5.		HP 維持管理費 992,932 1,100,000
2.		その他 0 0 6.		ひろばｱｰｶｲﾌﾞ作業費 300,200 400,000

総　務
委員会

7.		会合費( 理事会･理事評議委員会） 1,057,724 1,200,000
8.		交通費( 理事会･理事評議委員会） 380,220 450,000
9.		学部生奨学金 1,400,000 1,400,000

３前期繰越 1,224,585 1,725,342 10.	芸術学研究科奨学金 750,000 750,000
1.　預金 1,224,585 1,725,342 11.	同窓会長賞		 700,000 700,000

12.	学友会活動助成金 790,000 800,000
合　　計 25,906,820 26,728,342 13.	総務委員会積立	 300,000 300,000

14.	支部活性化助成費 505,912 700,000
15.	ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ対策費	 198,975 200,000

名簿委員会 16.	名簿作成準備費 180,000 180,000

2 会議費
234,425 270,000

17.	会議費 170,165 200,000
18.	交通費 64,260 70,000

3 管理費

2,339,537 2,180,000
19.	通信費 32,988 40,000
20.	交通費 372,490 400,000
21.	事務費 337,343 300,000
22.	印刷費 26,838 50,000
23.	慶弔費 2,530 40,000
24.	事務局運営費 1,218,388 1,250,000
25.	備品購入費 328,960 50,000
26.	予備費 20,000 50,000

4 特別会計
5,000,000 3,700,000

27.	基本財産（積み立て） 5,000,000 3,700,000
小　　計 24,181,478 24,830,000
次年度繰越金 1,725,342 1,898,342
合　　計 25,906,820 26,728,342

2014 年（平成26 年度）東京工芸大学同窓会	予算書	３
＜自：平成26 年5月1日〜至：平成27 年4月30 日＞

【別途積立・名簿委員会会計】
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　( 単位：円）	

収　　入　　の　　部
25 年度決算額 26 年度予算額

1.　前期繰り越し残高 14,916,271 15,098,619
2.　預金利息 2,348 5,000
3.　一般会計より繰り入れ 180,000 180,000

合		計 15,098,619 15,283,619

支　　出　　の　　部
25 年度決算額 26 年度予算額

1.		不明者調査費 369,343 400,000
2.　本部ﾃﾞｰﾀｰ管理費 319,068 180,000
3.　郵便料金後納 15,340 20,000
4.		通信費 0 0

合		計 703,751 600,000

資産残高( 名簿準備金/次年度繰越）
25 年度決算額 26 年度予算額

差引残高　 14,394,868 14,683,619

【別途積立・総務委員会会計】
	 	 	 	
	
　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　											　　( 単位：円）

収		入		の		部
25 年度決算額 26 年度予算額

1.		前期繰り越し残高 7,240,800 7,541,925
2.　預金利息 1,125 5,000
3.		一般会計より繰り入れ 300,000 300,000
合		計 7,541,925 7,846,925

支		出		の		部
25 年度決算額 26 年度予算額

1.	全国支部長会 0 0
合		計 0 0

資		産		残		高	（次年度繰越）
25 年度決算額 26 年度予算額

差引残高 7,541,925 7,846,925

2014 年( 平成26 年度）東京工芸大学同窓会	予算書	２
＜自：平成26 年5月1日〜至：平成27 年4月30 日＞

【特別会計・基本財産】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位：円）	

収		入		の		部
25 年度決算額 26 年度予算額

1.　前期繰り越し残高 131,187,677 136,196,762
2.		預金利息 9,085 40,000
3.		一般会計より繰入 5,000,000 3,700,000

合			計 136,196,762 139,936,762

	 	 	 	
	
	

支		出		の		部
25 年度決算額 26 年度予算額

0 0
合			計 0 0

	 	 	 	
	
	 																								

資		産		残		高（次年度繰越）　
25 年度決算額 26 年度予算額

								差引残高　　 136,196,762 139,936,762

	
	 	 	 	
	

東京工芸大学同窓会
平成 26 年度 新評議員
写真学科
　　北　崎　貴　士　　　影　山　あやの
　　福　田　宏　美
デザイン学科
　　長　田　結　花　　　　　　　 以上４名

おわび

　前号（ひろば127号）編集後記において、同窓会事務局のオー
プンを月～金曜日と記入してしまいましたが、月・水・金曜日
の隔日オープンの誤りでした。お詫びして訂正致します。

平成 26 年度予算書

　旧聞となり恐縮ですが今春の卒業制作展を私としては
例年にない思いで拝見させていただきました。これは某先
輩からもう少し細目に顔を見せなさいとのお言葉を戴い
た事もありますが私自身、母校であるはずの工芸大学の今
の姿を全く分かっていないなぁ、とつねづね思うものの全
てを後回しにしていたからの事でもありました。
　例えば『クレヨンしんちゃん』はアニメ学科の範疇なの
かマンガ学科のそれなのかすら理解出来ていないのです
からインタラクティブメディア学科と言われても推して
知るべしで…、という訳で一念発起して卒展に出かけました。

　興味深い展示が幾つもありましたがそのモノがどの学
科の卒業制作なのかも分からない始末で『まっ、今回はさ
わりという事で』と自らを励まして帰って来た次第です。
そんな私をはじめご同輩に朗報が。今年から年１回です
が大学の広報誌『えんのき』を『ひろば』と一緒にお送り
する事になりました。これでしっかり『大学の今』を予習
して来年の卒展は弁当持参でじっくり研究探査と参りま
しょう。

板垣　雅春（49 期）

編集後記

訃　報　（敬称略）
田　中　豊　基（第21 期・写真化学工業科卒）
荒　井　孝　悦（第23 期・写真工業科卒）
野　沢　幹　雄（第25 期・写真技術科卒）
野　中　義　也（第25 期・写真技術科卒）
佐　藤　登志夫（第32 期・写真技術科卒） 
中　村　信　昭（第32 期・写真技術科卒） 
新　井　富　雄（第32 期・写真工業科卒） 
各　務　　　弘（第33 期・写真工業科卒） 
菅　原　英　明（第34 期・写真工業科卒）
土　渕　邦　男（第38 期・写真印刷科卒） 
川　上　　　完（第44 期・写真技術科卒） 
鈴　木　雅　勝（第49 期・写真技術科卒）
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写大ギャラリー
写真展　写真入門ー６つのキーワード
自然・人・もの・かげ・建物・都市
2014 年４月 14日〜５月 25日
写大ギャラリー
中野区本町 2-4-7　芸術情報館２F

ぼくの夏休み
2014 年８月 13 日（水）～ 18 日（月）
12 時～ 19 時（最終日 17 時まで）
キチジョウジギャラリー
東京都三鷹市井の頭 3-32-16
セブンスターマンション 105
大坪　玲（89 期）・中尾　沙耶（89 期）

光のどけき
発行　2014 年２月１日
　　　㈱風景写真出版

安念　余志子（46 期）

安念余志子　写真展
「光のどけき」
● 2014 年２月５日〜 17日
　リコーイメージングスクエア新宿
　（ペンタックスフォーラム）
　ギャラリーⅠ＆Ⅱ
　東京都新宿区西新宿 1-25-1
　新宿センタービルMB
●2015年１月17日（土）〜25日（日）
　ミュゼふくおかカメラ館
　多目的ホール

安念　余志子（46 期）

ひろばのページ

TRANSFAMATION
2014 年 8月 12日（火）〜 17日（日）
9:30 〜 16:50　最終日（15:00）
平塚美術館
神奈川県平塚市西八幡 1-3-3

加藤　文彦（48 期）

長田結花　個展　「群青」
2014 年９月５日（金）〜 10日（水）
11:00 〜 19:00（最終日 17:00 まで）
オープニングパーティー９月５日
18:00 〜 20:00
OPA　gallery
東京都渋谷区神宮前 4-1-23

長田　結花（89 期）

在校生展覧会
0.02　高田有輝／ amy kazsa 写真展示
2014 年 9 月 13 日（土）～ 20 日（土）
11 時～ 19 時（最終日 16 時まで）
TURNER GALLERY
東京都豊島区南長崎 6-1-3
ターナー色彩㈱　東京支店
　　　　高田　有輝（写真学科３年）
　　　amy  kazsa（写真学科３年）


