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祐治

東京工科大学同窓会会員の皆様こんにちは。会員の皆様におかれましては日々お忙しいなかご活躍
のこととお慶び申し上げます。
さて、本会報も在学生の協力を得て無事４号を発行できることとなりました。この会報を通して母
校の様子を少しでも伝えられることができればと思っております。これからもより一層充実した内容
の会報をお届けしたいと思っております。会報を充実させるために会員の皆様のご意見、ご要望等が
ございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。
既にお伝えしてまいりました新設学部のバイオニクス学部、コンピュータサイエンス学部の２学部
がこの４月からスタートしました。新設学部の設置に伴い、片柳研究所も完成し、
「産学官連携の共同
研究」を行う国際的な拠点として各方面の業界からも注目を浴びております。
また、１０月には、大学祭が開催されます。是非この機会に足をお運びいただき、キャンパスの様子
をご覧になり、
恩師の先生方や後輩達とお会いして交流を深め、
大学祭を楽しんでいただければと存じ
ます。会員皆様のお越しをお待ちしております。
今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。

大学近況
コンピュータサイエンス学部、バイオニクス学部の二つの新学部、およびメディア学研究科（大学
院）が新設され、学生数も増えいっそう賑やかになってきました。学生数の増加に伴い、今までの学
生食堂やコンビニだけでは、昼時の混雑を解消することが難しくなったため、新厚生棟(FOODS・FUU)
が９月より営業を開始しております。昼時の混
雑解消のためだけではなく、新しい憩いの場と
なっています。お近くにお寄りの際は、是非一
度お立ち寄りください。
そして、１０月１２日（日）、１３日（祝）に
開催されます大学祭の準備も各団体やサークル
ごとに着々と進んでいます。去年よりもさらに
充実した大学祭になることは間違いありませ
ん。こちらも新厚生棟と合わせまして、卒業生
の皆さんにお越しいただけることを心よりお待
ちしております。

東京工科大学第 16 回大学祭
開催日
：2003 年 10 月 12 日(日)・13 日（祝）
開催日：
今年のテーマ

「 常 笑 志 向 」

今年のテーマは「常笑志向」です。これは大学祭に来ていただいたすべての来
場者が笑顔でいられるように、キャンパスが笑顔であふれるように、という願いを
込めて考えました。また、この「常笑」は「上昇」とも掛けています。これは今ま
でやってきたことをより良いものに発展させよう、今までやっていないものに挑戦
していこうという意味も含まれています。テーマは目的であるだけでなく、大学祭
の完成形を表す言葉でもあります。このテーマに恥じぬよう、今年度の大学祭を作
り上げていきたいと思います。

今年もやります！
「 卒業 生 の部 屋 」
(講義棟 A ３０１号室
)
３０１号室)
今年も大学祭のシーズンがやってまいりました。
本同窓会では大学祭の両日に、毎年恒例の「卒業
生の部屋」を開きます。皆様お誘い合わせの上、是
非ご参加下さいますようお願いいたします。
当日は本校の初年度の卒業生をはじめ、昨年度
初めての卒業生を迎えましたメディア学部の卒業
アルバムを用意してお待ちしております。場所は
講義棟 A の 301 号室です。
母校は新たな研究施設、研究所を設置して日々
進歩し発展し続けております。その様子を是非と
もご覧ください。

東京工科大学第 16 回大学祭のポスター

大学祭実行委員会 Web サイト
http://www.tut‑festival.org
大学祭に向けて準備をする実行委員会の様子がうかがえるWebサイトです。当日、参加をされる前に是
非一度ご覧ください。また、ご意見・ご感想などをお寄せください。

委員長挨拶

第 1 6 回大学祭実行委員会
委員長 和田 健太郎

卒業生の皆様こんにちは。私たち学生に対する日頃のご理解ご支援、誠にありがとうございます。
大学祭は、課外活動の総決算ともいえる、年に 1 度の大イベントです。また、普段私たちがどの
ような環境で学び、友人と学生生活を楽しんでいるか、ということを体感していただけるよい機会
だと思います。大学祭という行事が何物にもかえがたいものになるよう、私たちは力をあわせて一

大学祭イベント情報

普段、休日に公園などで行われ
ているフリーマーケットを大学祭
で開催します。今年は3年ぶりの開
催です。様々なものが売られてい

に店を巡って掘り出し物を探して
みてはいかがでしょうか？

だるまおとし
落とし。昨年度の大学祭で挑戦さ
れた方、そしてその面白さには
まってしまった方も多いはず！今
年は巨大だるまにちょっと小ぶり

品があなたの挑戦を待ってます。

女装大会 2 0 0 3
男性が女性に扮して美しさを競
い合う女装大会は、毎年屋内ス
テージから見物客があふれるほど
の好評を博しています。もしかし
たらあなたにも経験があるので
は？当日、来場された折には是非
立ち寄ってみてください。不思議
な世界があなたを待ち受けている
ことでしょう。

プロレス
今年もやってまいりました SWS
学生プロレス！正規軍、荒野の3人
の軍団構想はどうなってしまうの
か？そんな中、今年は1年生がたく
さん入ります。ますます熱い戦い
が繰り広げられること間違いなし

こう

な子供だるまも加わって、面白さ
大幅アップ！親子だるまと豪華商

し

工科大にそびえ立つ巨大だるま

新しいイベントも盛りだくさん!!

しょう

るので、見て回るだけでも楽しい
フリーマーケット。皆さんも気軽

今年の大学祭は今まであった様々なイベントに加えて、

じょう

フリーマーケット

常笑志向

生懸命頑張っています。そのような大学祭に打ち込んでいる後輩達の姿を皆様にもご覧いただきた
く、ここにご案内をさせていただきます。皆様のお越しを心よりお待ちしています。

の SWS のマットを乞うご期待！

★ コンサート ★
Ｕ‑ＣＤＴＶの司会でもおなじみのＹＯＵ ＴＨＥ ＲＯＯＫ★が大学祭にやってきます｡日本で
今最もパワフルなラッパーである彼の､ヒップホップだけにとどまらない､ロック / エレクトロ /
ファンクなども取り入れたエンターテイメント性溢れるライヴをぜひお楽しみください｡

建設中だった新厚生棟（FOODS・FUU）が完成し、９月より営業を開始しました。外
観は東急東横線の田園調布駅の駅舎をモデルにしており、
学内の他の施設とは一味
違った雰囲気があります。
そして、
前には広大な英国式庭園も造られ、
また一つゆっ
くりとくつろげる空間ができました。
完成前から学生の注目を集めていた進出企業は、学生にうれしい人気店が集まっ
ています。今回は新厚生棟（FOODS・FUU）内の店舗を紹介させていただきます。

上：新厚生棟（FOODS・FUU）
右：片柳研究所からみた風景

グルメゾーン

新厚生棟
(FOODS・FUU)MAP
コミュニティゾーン
④ C ＆ C カレー
カレー専門店ならではのこだ

① インターネットカフェ
自分の PC を持ち込むこ
ともでき、気軽にインター
ネットができます。
② 有隣堂
従来通り書籍や文具類の
取り扱いを行っています。
また、有隣堂の Web サイト

広大な英国式庭園。ベ
ンチも多く、天気のいい
日にはゆっくりとくつろ
げます。

から注文、他店での受け取
りも可能になっています。
③ サンクス
夜 10 時まで営業。売場が
広くなってさらに買いやす
くなりました。

わりのカレーを食べることがで
きます。
⑤ Le repas
京王線沿線に多いベーカリー。
天気のいい日には、焼きたての
パンを持ってオープンテラスへ。
⑥ DOUTOR
本格的なコーヒーが学内にて
味わうことができます。
⑦ 吉野家
とにかく安くて、早くて、おい
しい。多くの学生で混み合う昼
休みにぴったりです。
⑧ 名代 一口茶屋新宿
ボリューム満点の焼きそばや
タイヤキなど、昼食になるもの
から甘いものまで揃っています。

※①インターネットカフェ・②有隣堂は 11 月 1 日より新厚生棟(FOODS・FUU)で営業開始予定です。

ここ数年で工科大は大きく変わりました。しかし、変
わったのは工科大だけではありません。
大学周辺も開発が
進み、徐々に「街」としての姿が見えてきました。そこで
学内から少し外へ目を向け、
八王子みなみ野駅周辺を少し
紹介させていただきます。
駅周辺の街並みは、
ひと夏の間だけでも随分と変わって
いるようです。八王子みなみ野駅の開業後に卒業された
方々でも、あまりの変わり様に驚かれることと思います。
大学祭も近づいてきています。ぜひこの機会に、再び学生
時代のようにスクールバスに乗り、八王子みなみ野の
「街」としての姿を確かめてみてはいかがでしょうか。
駅前に建設中のショッピングセンター

上：郵便局の前に立つデニーズ
下：みなみ野駅周辺の風景

クリケット女子として初めての国際大会である、
2005年女子クリ
ケットワールドカップの予選に向けて、昨年の 11 月より女子日本
代表の選考会が行われていました。本校からは4人が代表候補に入
り、このうち宮崎綾子さん（メディア４年）と佐々木優子さん（メ
ディア 3 年）の二人が日本代表となることが５月に決定しました。
２人は 12 人の代表ともに 7 月にオランダで行われたワールド
カップ予選に出場、初勝利をあげることは出来ませんでしたが、多
くのことを学んでくることが出来たようです。
今後の日本代表に期
待したいと思います。
東京工科大学クリケットクラブ
クリケット女子日本代表

http://www.teu.ac.jp/ed/club/tutcc/
http://www.cricket.ne.jp/wwc/

（２人のインタビューや試合のレポートが掲載されています）

事務局からのお知らせ
会費納入のお願い

平成１４年度同窓会収支決算報告

卒業生の皆様は全員同窓会会員となりますが、会 収入の部
費の納入率が芳しくありません。これは同窓会ス
・前期繰越
タッフの宣伝不足等いたらない部分もあったと思い
・会員会費
ますが、今後の同窓会のより良い発展のために、未
−2003年卒業生と2002年以前の卒業生との合
納の方は是非この機会に納入をお願いいたします。
計金額
・雑収入
会費は終身会費で￥40,000 となっております。納入
−郵便利子、銀行利子
は随時受け付けております。
振込用紙はご一報いただけましたら事務局より送 支出の部
・会報
付させていただきます。
−印刷代、発送用封筒作成代金
ご連絡ください
・催事費
−メディア学部卒業パーティー
事務局では会員の皆様の現連絡先、
実家等連絡先、
・FAX 回線使用料
勤務先をデータとして扱っております。
現連絡先、
実
・卒業アルバム作成支援
家等連絡先は会報等の郵便物を確実に皆様にお届け
−昨年度より同窓会新規事業で卒業アルバム
するために、正確な情報を管理したいと考えており
の作成支援
ます。
そのため、
引越しをされた場合は同窓会事務局
までご連絡ください。

自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日 （単位 円）

また、これらのデータは同窓会にて皆様の現在の
状況を把握するほか、在学生の就職活動にとって卒

収入の部
支出の部
前期繰越
¥42,534,857 会報
¥1,310,708
会員会費
¥6,939,330
催事費
¥421,944
業生の進路は非常に興味深いものとなっています。
FAX回線使
後輩たちのためにも勤務先、所属等の異動をされた 雑収入
¥18,893 用料
¥30,900
場合にも同窓会事務局までご連絡ください。よろし
郵送費
¥62,760
卒業アルバ
くお願いいたします。
（個人情報の公開はいたしてお
ム作成支援 ¥2,331,525
りません。
）
¥49,493,080
¥4,157,837
差引残高
¥45,335,243
同窓会 Web サイトのお知らせ
東京工科大学同窓会ではWebサイトを開設いたして
おります。
ここでは同窓会会則、同窓会の経緯、母校の動き、
現役生から見た大学の現在の様子など幅広い情報を
見ることが出来ます。
また、このサイトからは証明書関係の申し込みも
できますので、是非ご活用ください。
URL

http://www.teu.ac.jp/dosokai/index.html

連絡
・お問い合わせ先
連絡・
東京工科大学 同窓会事務局
〒 192‑0982 東京都八王子市片倉町 1404‑1
東京工科大学学生課 担当 内田
Tel：0426‑37‑2114
Fax：0426‑37‑5656
E‑mail：dosokai@so.teu.ac.jp

編集後記
卒業生の皆様こんにちは。
今回も何とか無事に第4
号を発行することができました。今回の会報は大学
祭、新厚生棟、みなみ野変遷の 3 つのテーマを主に
取り上げ作らせていただきました。特にみなみ野の
変遷には驚かれた方も多かったのではないでしょか。
みなみ野だけではなく、大学の方も日々変わりつつ
あります。大学祭を期に是非一度、母校に来校され
てみてはいかがでしょうか。
今後とも同窓会のより良い活動のために、同窓会
スタッフ一同会報作成に努めていきたいと思います。
最後になりましたが、この会報の発行にあたり協力
してくださった多くの方々にこの場を借りて御礼申
し上げます。
編集委員

メディア学研究科１年 與田 厚志
メディア学部４年 新井 絵美子
３年 三輪 沙弥香

