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東京電機大学中学・高等学校同窓会 高中

会長挨拶

コロナ終息時には、クラス会開催を！
東京電機大学中学・高等学校同窓会 会長

伊奈 敬

名誉会長（校長）挨拶

大人になってからの幸せは、
多くの思い出に支えられている
名誉会長（東京電機大学中学校・高等学校 校長）

平川 吉治

卒業生の皆様には、平素より同窓会活動に多大なご協
力ならびにご理解をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、コロナ禍で同窓生の皆様はいかがお過ごしで
しょうか？　同窓会では、クラス会の開催が 2年間、まっ
たくありませんでした。「二十歳の祝い」合同クラス会
も開催ができず、二十歳を迎えた卒業生には、名刺入れ
の記念品をお贈りしてお祝いをいたしました。最近は、
少しコロナも落ち着いてきました。コロナ禍が収まりま
したら是非、卒業生の皆様にはクラス会を大いに開催し
ていただき、懐かしい先生方や同級生たちへの近況報告
をしてください。開催時には同窓会から開催の申し込み
をして、クラス会開催のお祝い金をゲットしてください。
先日、中高同窓会宛に、最初に「二十歳の祝い」合同

クラス会を開催したときの卒業生から、「二十歳の祝い」
合同クラス会開催の感謝と、開催から 2年間が過ぎ、こ
れから社会人になるとなかなかクラス会等の開催が難し
くなるので、もう一度卒業生が一同に会える機会を作っ
てほしいとのメールをいただきました。
同窓会では、コロナ禍で懇親会を持つことは難しいで
すが、2022 年 5 月に開催する同窓会総会へのご連絡を
しようと幹事一同話をしているところです。
是非、同窓会総会へ参加していただき、東京電機大学
中学校・高等学校へ訪ねてきてください。同窓会幹事、
母校の教職員も大歓迎です。
東京電機大学中学・高等学校同窓会は母校と同窓生の
応援団です。

同窓生のみなさまには、日ごろより本校の教育活動に
ご支援ご協力をたまわりまして、まことにありがとうご
ざいます。令和 3年 4 月より校長に就任いたしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
コロナ禍での校長就任となり、また特に今年度の前半
は緊急事態宣言が延長に次ぐ延長となったため、これま
で毎日が感染症対策に追われていたような気がいたしま
す。新型コロナウイルス感染症の流行も丸2年が経過し、
現在の在校生たちは、中高それぞれ 3年間のうちの半分
以上の期間をコロナ禍の不自由な中で過ごしておりま
す。そんな生徒たちを目の前にして、将来彼らが学校生
活を振り返ったときに、いったいどのような中高時代の
思い出が心に残っているのだろうかと考えます。

そんな思いがあって、今年度は可能な限り生徒たちに
多くの活動の場を提供できるよう、学校運営に努めてま
いりました。昨年度はほとんど自粛した学校行事も今年
度は可能な限りの感染対策を講じたうえで実施し、部活
動にしても制約のある中ではありましたが、それぞれの
生徒たちは大会・コンクールを目指して日々活動するこ
とができました。
多くの人にとって中高生時代の3年間ないし6年間は、
その後の人生を支える大切な思い出の場となります。そ
んな思いで、我々教職員一同は、日々生徒たちに接して
おります。同窓生のみなさまには、今後ともこれまでと
変わらぬ母校と後輩へのご支援ご協力をたまわりますよ
う、どうかお願い申し上げます。
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林間学校　溶岩樹形
人が通れるくらいの太さでした

体育祭　開会式
団長たちがそろって宣誓！

体育祭　中 1いかだ流し
担任の先生の手が頼り?!

体育祭　中 2台風の目
外側は遠心力についていけてる?!

体育祭　中 3ムカデ競走
作戦に悩んだ末優勝できました !

体育祭　中 3ソーラン節
練習を重ねた結果→お見事 !

林間学校　感染対策
スペース＆パーティション

林間学校　富士登山
久々の宿泊行事本当に楽しそう！

学 校 だ よ り

中学校
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学 校 だ よ り

高等学校

体育祭（2021/7/9･10）　7/9 は学年種目を 7/10 はそれ以外の種目を行いました。体育祭執行部がコロナ対策を心掛けながら開催。
左「1年生学年種目いかだ流し」、右「デカパン大玉リレー」

武蔵野祭（2021/9/18･19）　緊急事態宣言中のため、生徒と教職員だけで開催。執行部が中心となり、感染対策を徹底。
左より「科学部による大実験」「放送部による生放送」「鉄道研究部による様々な展示」「オリジナルダンス愛好会によるパフォーマンス」

文化講演会（2021/11/22）　フォトジャーナリストの安田菜津紀先生をお呼びして「写真で伝える世界、東北の今」という演題でご
講演いただきました。希望生徒はホールで直接聴講しました。その他の生徒は教室で聴講。講演後は積極的に質問をしていました。生徒会
から、お礼の言葉と花束贈呈をさせていただきました。

オンラインカンボジアボランティア（2021/8/18 ～ 8/20）　希望者のみ参加。現
地の小学校とZoomでつなぎ日本語と英語の授業を行いました。

体育祭（2021/7/9･10）
高 3女子による伝統の扇の舞
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ク ラ ブ だ よ り

ラグビー部
齊藤 周《ラグビー部 顧問》

現在ラグビー部は、中学生 12 名、高校生 19 名で活動
しています。
高校生は試合をするギリギリの人数ながら、単独チー
ムとして大会に臨んでいます。
中学ラグビー部は、24 年前に突如として入部してき
た 1人の生徒により発足しました。
中学生は安全上の観点から、1年生と 3年生が同じカ
テゴリーの中では試合をしてはいけないというルールも
あり、24 年間で単独チームとして試合をしたことは数
えるほどしかありません。今年度も 4校で合同チームを
組んで大会に参加することになりました。しかし、新型
コロナウイルス感染拡大で東京都に緊急事態宣言が発出
されている中では、週に 1回の合同練習も、4校が揃う
ことはほとんどありませんでした。
なかなか一緒には練習できませんでしたが、練習する
内容を決め各校で取り組みました。不安の中迎えた大会
では、試合直前の練習で全体の動きを確認し、試合に臨
みました。試合後には、その日の試合でできたこと、で
きなかったことを 4校でしっかりと話し合い、次の試合
や合同練習までに各校で重点的に練習すべき課題を決め

るなどしました。限られた時間、制限のある状況の中で
自主的に取り組んだ結果、春季大会では 6戦全勝での 2
部優勝を果たしました。秋季大会でも 3勝 1敗という好
成績を修めることができました。どんな状況でも諦めず
努力して乗り越えた彼らに素晴らしい成長を感じまし
た。
これからも、厳しく！楽しく！頑張っていきますので、
応援よろしくお願いいたします。

中 学 校

新科目「探究」の紹介
田畑 佳介《中学校》

新学習指導要領に伴い、今年度より中学全学年で「探
究」という授業を開設しました。この授業では、予測困
難な社会に対して主体的に関わり、どのように社会や人
生をより良くしていくのかという目的に向かって、自ら
考えて行動する人物を育むことを授業理念としておりま
す。
探究活動では、「①課題の設定→②情報の収集→③整
理・分析→④まとめ・表現」のプロセスを重視し、この
活動を繰り返していくことで発展的な思考力を身につ
け、日々の学習活動に応用していくことが望ましい姿と
考えています。
授業担当者は昨年度より幾度も議論を重ねて、今年度
の指導計画を立てて授業に臨んでおります。しかしなが
ら、初めての試みであり、生徒個々人の反応の違いなど
もあって、こちらが思うような授業が展開できていない
もどかしさ、難しさを痛感しております。
生徒自身に探究的思考、行動を求める以前に、我々担
当者である大人も、物事に対してもっと多角的に捉える

視点を持つことが重要だと認識し、次年度以降の「探究」
がより良いものになるよう、今後も議論を重ねて授業を
形づくっていきたいと考えております。また、今年度は
中学 3年生の授業の中で、本校卒業生の方にもご協力い
ただき、ご講演賜りました。皆様にもお力添えをいただ
きたく、お願いすることもあるかもしれません。その際
には何卒よろしくお願いいたします。
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電高を卒業してから早 7 年が経ちました。高校時代は
放送部に所属し、先輩方の背中を追いながら NHK 杯全
国高校放送コンテストへの入賞を目指して必死に撮影技
法やアナウンスの練習をしていました。当時は月曜日か
ら土曜日まで放送室で作業しており、毎日下校の音楽を
聞いて帰り支度していたことを思い出します。当時は直
近のスケジュールばかり気にかけており、今振り返れば
コンテストや武蔵野祭などの時期からしっかり逆算し、
どのような準備をすべきだったかをもっと検討しておけ
ばよかったと反省するばかりです。

電大進学後、学生のときだけにしかできないことをし
ておきたい、と思っていた私は、当時の指導教員の勧め
もあり、イギリスでの英語研修に申し込むことにしまし
た。研修への参加が決まったときは嬉しさと不安が入り
混じった気持ちになったことを覚えています。出発まで
2 か月ほどありましたが、研修出発前は期末考査の時期
だったため、試験対策をしながら英語の勉強を何とかこ
なしていました。

研修先は Frances King School of English で、ロンド
ン中心部に位置していたため、授業終了後は有名な観光
地を巡ったり、友人とパブで酌み交わしたりしました。
一番苦労したことは授業ではなく、ホームステイ先でし
た。なんと家族のほとんどがケンブリッジ大学出身だっ
たため、会話の内容が非常に高度で授業より難しく、毎
日夕食の前は必死に話のネタになりそうな英単語を勉強
していました。大変な経験でしたが、ここでの経験が大
学院で活きることになりました。

大学院進学後は、暗号方式・暗号プロトコル研究室に
所属し、サイバーセキュリティ分野の研究に打ち込み、

国際学会でも研究成果を発表することができました。国
際学会は英語で発表するため少し不安に思いましたが、
ホームステイ先での夕食より簡単だと思えば気を楽にし
て発表することができました。ここでの研究成果は、
NPO 法人デジタル・フォレンジック研究会から認めて
いただくことができ、優秀若手研究者賞「優秀賞」を受
賞することができました。

2021 年 3 月に大学院を修了した後、NTT コミュニケー
ションズ株式会社に入社し、引き続きサイバーセキュリ
ティの分野に携わっています。ここまで成長することが
できたのは、高校を含めた 9 年間を東京電機大学で過ご
し、すべての学び舎で良い経験をさせていただけたおか
げだと思っており、感謝しています。

最後になりますが、高校在学中は多くの教職員の方々
や先輩・後輩にお世話になりました。皆様の益々の発展
を心よりお祈り申し上げます。

小林晴貴

2015 年 3 月　東京電機大学高等学校 普通科 卒業
2019 年 3 月　 東京電機大学 工学部情報通信工学科 卒業
2021 年 3 月　 東京電機大学大学院 工学研究科情報通信工学専攻

修了（総代・学長賞）
2021 年 4 月　 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

入社
2021 年 12 月  NPO 法人デジタル・フォレンジック研究会より
                         優秀若手研究者賞「優秀賞」を受賞

グリニッジ・パークから撮影したロンドン市街NPO法人デジタル・フォレンジック研究会「優秀賞」受賞時

頑 張 る 先 輩

TDUでの 9年間を振り返って
小林 晴貴
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帰宅後は大好きなバラエティーやドラマ（地上波TV大好き！）を
観たり、読書したりして過ごしています。この写真は黒川創『旅す
る少年』（春陽堂書店刊）を読んでいるところ。著者がローティーン
時代（1970年代前半）に、消えゆくSLを追って日本全国を一人
旅した回想録。12、3歳の少年の、気力・体力・知力と勇気に驚か
されます。この道はどこへ続くのか、世界はどうなっているのかを
知りたいという少年の好奇心は、今の中高生にも見習って欲しい！
コロナ禍でだいぶ減ってしまいましたが、趣味の観劇、コンサー
ト通いも続けています。11月は久しぶりに歌舞伎座へ。仁左衛
門と孫の千之助の「連獅子」を堪能いたしました。

中学の「探究」という新しい授業を担当しています。教材研究・
開発が大変です！（撮影のときだけマスクを外しています）

先 生 方 の 近 況

卒業生との縁を大切に…
大久保 靖

えにし

令和 3年 3月末をもって校長を退任しました。在任中
は同窓会、卒業生のみなさまにはご指導ご支援賜りまし
てありがとうございました。4月からは一教員として教
壇に復帰しています。
今年度は中学各学年 1クラスと高校 3年生の文系クラ
スの授業を担当しています。授業を持たなかった校長時
代の 6年間で学校教育は大きく変わりました。学力観や
授業手法は知識注入・教え込み型から、生徒自身の思考
力・判断力・表現力を重視する「主体的・対話的で深い
学び」に変わり、また、生徒一人一台タブレットを使っ
て授業に参加する ICT 教育も導入されました。浦島太
郎的な老いぼれ教師が新しい教室空間に馴染めるか、不
安を抱えながらの新学期スタートでした。最近になって、
ようやく身体が授業に慣れてきたかなと感じられるよう
になりました。やはり授業を通じて生徒たちと触れあう
ことは楽しいものです。
今年は卒業生との縁を感じさせてくれる出来事もあり
ました。6月のある日、私が担任をした中学 1期生のK
君が学校に来てくれました。彼は塾業界で活躍されてお
り、本校で行われる塾の先生方対象の説明会にも毎回参
加してくれています。たぶん入試情報に関する相談だろ
うと思っていたのですが、今回は違いました。私の校長
退任を知り、同期生同士で相談して退任祝いの記念品を
贈ることを決め、わざわざその品を持参してくれたので
した。彼らが卒業してそろそろ 20 年になろうとします

が、いつまでも母校と私たちのことを忘れず気にかけて
くれることに、感謝の念とともに深い感動を覚えました。
時節柄、贈ってくださったみなさんとお目にかかる機会
を持てませんが、コロナ禍が終息したなら、直接お礼を
申し上げたいと思っています。ありがとう！
さて、その週末のことです。ある研修会に参加するた
めに、私は茨城県のつくば市に向かいました。つくばの
産業技術総合研究所には私が最初に担任したクラスの卒
業生Y君が研究員として働いています。せっかくつく
ばに行くのだから、セミナー修了後に会う約束をしまし
た。この研修は参加者数十名程度の小さな勉強会でした
が、関東一円から小・中・高の先生たちが集まっていま
した。最初に参加者同士の自己紹介が行われたのですが、
なんとK君と同級のM君（神奈川県の私立小学校の先
生）がいるではないですか！　M君も記念品贈呈の発
起人のお一人でしたので、こんな奇遇なことがあるのだ
ろうかと、びっくりしました。その夜、Y君とも話した
のですが、世間は広いようで狭いとは言うけれど、一日
に二人の卒業生と出会えたのも、本校の卒業生が国内外
で活躍されていることの何よりの証しではないかと改め
て思った次第です。
定年まで、あと 2年、卒業生のみなさんとの再会を楽
しみにしつつ、残された学園での日々を大切に過ごす所
存です。同窓生のみなさまの益々のご活躍ご健勝をお祈
りしております。



7F O R  Y O U    37

一日のスタート（朝の通学指導）ソフトテニス部大会会場にて

先 生 方 の 近 況

TDUで 25年を過ごして
磧谷 和樹

おかげさまで、令和 3年 3 月 31 日をもちまして勤続
年数が 25 年に達しました。数えきれないほどたくさん
の方々と出会い、多くのことを教わり、充実した日々を
過ごさせていただいたことに心より感謝しております。
担任としては中学校で 9年、高等学校で 9年の経験を積
ませていただき、今年度より生活指導部長を務めること
になりました。立場が変わると見える景色も変わると言
われますが、自分はまだまだ知らないことが多いという
ことに改めて気づき、勉強不足を痛感している今日この
頃です。
今年度より、朝、駅前で通学指導をすることが日課と
なりました。東小金井駅周辺の区画整理で、学校に向か
う広い歩道も整備されたため、以前に比べると通学路は
かなり快適になりました。しかし、駅前ロータリーの横
断歩道は信号もなく、車の往来も激しい危険な場所です。
毎朝 1,000 名を超える生徒が短い時間に集中して通行す
るわけですから、特に道幅の狭い場所は混雑します。諸
先輩方のお仕事を引き継ぎ、この場所で交通整理をする
ようになったわけです。
始めた頃は、周囲の状況を確認しながら生徒の流れを
止めるだけでも苦労しました。雨の降る日は安全確保に
一段と神経を使いますから、かなりの体力を消耗します。
しかし、慣れてみると、校内でほとんど接点のない生徒
とも顔を合わせることができるので、全校生徒とコミュ
ニケーションをとる絶好の機会となっています。会話は
ほとんどできませんが、生徒から元気な挨拶をもらうと
意欲が湧いてきますし、また、雨がポツポツ降り始めた
ときに折りたたみ傘を差し出してくれる生徒、近隣の方
の苦情を聞いている姿を見て心配してくれる生徒などの

存在も心強く、こちらも頑張らなければという気持ちに
させてくれます。
入職当時から顧問を続けてきた高校ソフトテニス部に
ついても触れさせていただきます。自分自身が中学生の
頃から続けてきた競技ということもあり、テニスコート
で過ごす時間は生活の一部になっています。当部には毎
年、経験者だけでなく初心者も多く入部しますが、お互
い協力し合い、和気藹々と練習に取り組んでいます。卒
業してからのお付き合いもありがたく、現在の仕事に大
きな活力を与えてもらっています。コロナ禍で制限が続
いている部活動ですが、以前のように卒業生に後輩の指
導をしてもらえる日が戻ってくれることを願ってやみま
せん。
最後になりますが、周囲の先生方に助けられ、生徒や
卒業生の皆さんに励まされ、保護者の皆さまにはご協力
をいただき、今の自分がいます。この温かいTDUの校
風を次の世代に伝えてゆくことが私の責務であると肝に
銘じ、これからも頑張ってまいります。
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「人間らしく生きる」カード

名刺入れ

活動報告
2022（令和 4）年
「二十歳の祝い」記念品贈呈

クラス会OB・OG会開催へ
補助金 1万 5千円！

クラス会を開きたいが、仲間の連絡先が分からない等、困った方は、校友会事務局に
お電話ください。補助金の支給等も含め、親切に対応してくれます（同好会も含む）。
連絡先：〒120-8551　東京都足立区千住旭町 5番
電　話：03-5284-5140　FAX：03-5284-5187
E-mail：kouyukai@jim.dendai.ac.jp
校友会ホームページ：http://www.tduaa.or.jp
東京電機大学中学・高等学校同窓会ホームページ：http://www.tdu-chukodoso.com

東京電機大学中学校・高等学校を卒業して、二十歳を
迎える卒業生へ、コロナ騒ぎも落ち着き、今年こそは東
京電機大学 100 周年ホールで盛大に「二十歳の祝い」合
同クラス会が開催できると思い準備を進めてきました
が、残念なことにコロナ騒ぎが収まるどころか、拡大し
てきてしまいました。残念ではありますが、同窓会では、
皆さんの安全を考え、今年も、当時クラス担任の先生方
のお祝いメッセージと共に記念品を贈呈することとしま
した。
また、同窓会では、オンラインクラス会開催をも視野
に入れて、オンラインクラス会開催幹事には、リアルク
ラス会開催時と同じように、クラス会開催援助金を出す
ようにいたしました。
コロナウイルスが終息した暁には、ぜひ同じ学び舎で
過ごした仲間や、懐かしい先生方を誘ってクラス会を開
催してください。
クラス会開催時には、中学・高等学校同窓会へ遠慮な
く連絡をください。
同窓会は卒業生の応援団です。

東京電機大学中学・高等学校同窓会ホームページ
http://www.tdu-chukodoso.com

一般社団法人東京電機大学校友会ホームページ
http://www.tduaa.or.jp



9F O R  Y O U    37

2021 年度　事業報告

❶総務委員会　
総務委員会は、昨年度同様に広報委員会・クラス会促
進委員会と連携し、新型コロナウイルスの感染防止の観
点から各事業・行事等を精査し、校友会と連携協力をし
て感染対策上実施可能な範囲で同窓会活動を推進実行い
たしました。
中学校・高等学校の行事も予定変更を余儀なくされ、
入学式・武蔵野祭・合唱祭・文化講演会・体育祭は無観
客での実施となったことから、同窓会も下記のように調
整し実施しました。
①�オンライン幹事会（6回）・リアル幹事会（2回）の　
計画・運営
②幹事会を東京千住キャンパスで開催（2回）
③オンライン役員会（2回）の計画・運営
④第 62 回総会開催（準備・運営）小金井キャンパス
⑤各会合資料を会合関係者に事前配信
⑥入学記念品、卒業記念品の贈呈
⑦�「二十歳の祝い」合同クラス会の開催中止を決定し、
記念品の贈呈

⑧「オンラインクラス会」開催方法の検討
⑨�武蔵野祭における投票の実施（教職員に投票依頼）、
終業式に表彰並びに記念品贈呈
⑩サポート募金への対応
⑪朋友 37 号作成への対応

❷広報委員会
①同窓会ホームページのメンテナンス
②朋友 37 号発行
③校友会「しおり 2021」発行への参加
上記の広報委員会活動とその他、新型コロナウイルス
の影響で、クラス会開催が全然行われていない現状で、
同窓会では、オンラインクラス会開催を考え、オンライ
ンでの Zoomの使い方を、大学同窓会の協力を得て、中

学高等学校同窓会のホームページへ掲載しました。
同窓会では世界中で活躍している同窓生もいることと
思います。そのような同窓生でもどこからでも参加がで
きるオンラインクラス会開催をしてみてください。
また、オンラインクラス会開催幹事には、リアルクラ
ス会開催と同額のクラス会開催援助金が同窓会から出ま
す。

❸クラス会促進委員会
令和 3年度のクラス会、クラブOB・OG会の開催件
数は 2件です（令和 4年 1月 5日時点）。
コロナ禍のため、クラス会・クラブOB・OG会をオ
ンライン方式で行う場合も、これまでと同様に補助金と
して 1万 5千円を援助します。
新型コロナウイルス感染を予防するように気を付けて
いただいて、下記のようにクラス会開催を促進したいと
思います。
クラス会促進委員会は『同窓会の充実とクラス会の開
催の促進を図る』ことを第一に考え、活動しております。
卒業生の皆様には、中学校・高等学校時代の仲間と恩
師の先生を囲みクラス会を開催し、想い出話をして楽し
く過ごしていただくために、クラス会を開催できるよう
お手伝いをいたします。
クラス会促進委員会は、広報委員会・校友会事務局と

も連携し、会員からの情報を基に管理し、より多くの卒
業生にクラス会の開催を支援いたします。
事業計画項目は、次のとおりです。
1�）�クラス委員名簿の充実とメンテナンスの継続を図
ります。

2）母校と連携し、クラス会開催を促進します。
3�）�クラス会を開催されたクラスの名簿の収集等を行
います。

4�）�あらゆる場面を通じて、同窓会の活性化とクラス
会開催の促進 PRを行います。

5�）�クラス会およびクラブOB・OG会開催時に、名簿
等の提供と 1クラス 15,000 円の援助と学園の近況
などの情報を提供できるよう、校友会との連携強
化を図りながら支援を行います。
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2022 年度　事業計画

❶総務委員会
＊計画項目＊
1）�令和 4 年度 572 回～ 581 回幹事会の開催（計画・
運営）

2）入学記念品として、キーホルダーを贈呈
3）�新会員に同窓会活動・校友会活動についての説明
会の実施

4）第 63 回総会開催（準備・運営）
5）�武蔵野祭「だんわ室」の開設（準備・運営）およ
び投票・表彰

6）宿泊幹事会の開催（計画・日程・会場確保）
7）卒業記念品として、証書挟みの贈呈
8）�在学会員活動参観（武蔵野祭・体育会・合唱祭・
文化講演会・クラブ活動）

9）各会合資料を会合関係者に事前配信（Eメール）
10）�現　中学校・高等学校の校歌の練習（幹事会開始

7～ 8分位）
11）��幹事会の会場を1～2回千住キャンパスで開催（校
友会との懇親）

12）�クラブ活動後援会との連携活動（武蔵野祭だんわ
室その他）

13）�「二十歳の祝い」合同クラス会の開催支援（令和
5年 1月 7日予定）

14）＊ 30 歳の合同クラス会の令和 4年開催準備
����　＊新規事業

❷広報委員会
＊計画項目＊
1）�同窓会ホームページメンテナンス、中高同窓会
web サーバメンテナンス

2）朋友 38 号の発行
3）東京電機大学校友会「しおり 2022」発行への支援

❸クラス会促進委員会
新型コロナウイルス感染を予防するように気を付けて
いただいて、下記のようにクラス会開催を促進したいと
思います。

※�クラス会促進委員会は『同窓会の充実とクラス会の開
催の促進を図る』ことを第一に考え、活動しておりま
す。
※�卒業生の皆様には、中学校・高等学校時代の仲間と恩
師の先生を囲みクラス会を開催し、想い出話を楽しく
過ごしていただくために、クラス会を開催できるよう
お手伝いをいたします。
※�クラス会促進委員会は、広報委員会・校友会事務局と
も連携し、会員からの情報を基に管理し、より多くの
卒業生にクラス会の開催を支援いたします。

＊計画項目＊　
1）�クラス委員名簿の充実とメンテナンスの継続を図
る。

2）母校と連携し、クラス会開催を促進する。
3）�クラス会を開催されたクラスの名簿の収集等を行
う。

4）�あらゆる場面を通じて、同窓会活性とクラス会開
催の促進 PRを行う。

5）�クラス会およびクラブOB・OG会開催時に、名簿
等の提供と（1クラス 15,000 円）援助と学園の近
況などの情報を提供できるよう、校友会との連携
強化を図りながら支援を行う。
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2021 年度　予算
（期間 : 令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 31 日）

《収 入 の 部》 （単位 : 円）
 科         目 今年度　予算 昨年度　決算 増減額理由

1.

2.

3.

A
B
C

 会 費 
　　　1）高校卒業者分（270名）
　　　2）中学卒業者分（147名）
 活動費 
　　　1）校友会活動費
　　　2）イベント協賛援助費
 雑収入 
　　　1）祝金、貯金利子、他
　　　2）「二十歳の祝い会」会費
　　　3）「三十歳の祝い会」会費
　　　4）記念事業積立金取崩
         小      計
　      前期繰入金（R2年度より）
　      収 入 合 計

1,668,000 
1,080,000 
588,000 

1,700,000 
1,400,000 
300,000 
200,000 
50,000 

150,000 
0 
0 

3,568,000 
569,822 

4,137,822 

1,736,000 
1,048,000 
688,000 

1,500,000 
1,400,000 
100,000 

35 
35 
0 
0 
0 

3,236,035 
512,101 

3,748,136 

前年度（262名）
前年度（172名）

次年度開催予定

内
訳

内
訳

内 

訳

内
訳

内    

訳

内
　
　 訳

内                      

訳

《支 出 の 部》 （単位 : 円）
 科         目 今年度　予算 昨年度　決算 増減額理由

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
A
B
C

 事業費 
　　　1）総会費
　　　2）「二十歳の祝い」準備費
　　　3）「三十歳の祝い」準備費
　　　4）クラス会クラブOB会開催補助金
　　　5）同窓会誌製作発行費
　　　6）ネットワーク関係運営費
　　　7）校外宿泊研修会費
　　　8）『だんわ室』開設費
　　　9）委員会費
　　　10）会計監査費
　　　11）運営委員会費
　　　12）会則検討委員会
　　　13）周年記念事業費
会議費 
　　　1）通常幹事会
　　　2）武蔵野祭幹事会
諸費 
　　　1）慶弔費
　　　2）交通費
　　　3）雑費
事務通信費 
　　　1）書類発送諸費
特別会計（記念事業積立金） 
　寄付（サポート募金）
 予備費 
　　  小      計
　　  次期繰越金（R4年度へ）
　　  支 出 合 計

3,110,000 
100,000 
700,000 
180,000 
900,000 
600,000 
100,000 
250,000 
120,000 
100,000 
20,000 
20,000 
20,000 

0 
500,000 
350,000 
150,000 
220,000 
120,000 
50,000 
50,000 

200,000 
200,000 

0 
0 

100,000 
4,130,000 

7,822 
4,137,822 

1,340,214 
0 

759,000 
0 

△15,000
536,998 
49,216 

0 
0 

10,000 
0 
0 
0 
0 

37,000 
37,000 

0 
18,480 
18,480 

0 
0 

82,620 
82,620 

1,200,000 
500,000 

0 
3,178,314 
569,822 

3,748,136 

ホームページ管理、電子会議費他

三委員会費合算

非開催年度
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編・集・後・期

同窓生の皆さん、コロナ禍の中いかがお過ごしでしょ
うか？
コロナ騒ぎが起きて、2年間クラス会開催ができてい
なく、同窓会でも危惧しています。しかし、今の時代、
皆さんの周りで、仕事の仕方がオンライン等で変わって
きていると思います。
また、皆さんの仲間には、世界中に飛び出ている仲間
もおられると思います。このような現状から、リアルに
同窓生に会って開催することも良いと思いますが、どこ
でも同窓生に会えるように、オンラインのクラス会開催

も良いのではないかと考え、オンラインクラス会開催時
にも、リアルクラス会開催のときと同じように、クラス
会開催時に、同窓会からクラス会開催援助金を出すこと
を決めました。
コロナ禍が収まったらぜひ、リアルでクラス会開催を
するとともに、オンラインでのクラス会開催も考慮に入
れてください。
東京電機大学中学・高等学校同窓会は、母校と同窓生
の応援団です。

学校・年次別卒業者一覧（平成 31年卒～令和 3年卒）

学校・卒業年次別担任・クラス委員一覧（平成 31年卒～令和 3年卒）    

卒業年次
高等学校

高等学校クラス

H31
R2
R3

L1
17
10
10

L2
23
33
24

L3
38
16
33

L4
38
28
33

L5
38
29
42

L6
35
38
41

L7
22
36
42

L8
14
37
12

L9

14
33

L10

21
225
262
270
757

（15,469）
合　計

（累　計）

合計

卒業年次

卒業年次

中学校

H31
R2
R3

A
33
33
28

B
33
34
28

C
33
34
33

D
33
37
29

E
34
34
29

F
166
172
147
485

（2,926）
合　計

（累　計）

合計

L1

　　　

　　　金岡克倫
        加藤瑞稀
        蛭田真央
        中田和樹
　　　秋岡志保
　　　指田歩美

　　　

小俣巴芳
肥沼ゆり子
篠木　瞳
        幸治茂弘
        川嵜梨恵
        森　文希

米山　裕
飯塚みなみ
宇津木拓弥

山田朋美
髙橋渓夏
長谷川桃子
今井威史
髙橋洋人
松田慎之介

深見雅子
常山菜美
林　萌絵
八百屋尚志
島﨑琉生
宮村竜平

         星野　智
         柿本陽仁
         地曵優輝
柴山恵実
小菅秀悟
谷口晴香

長尾勇輝
森田啓介
林　　蘭

　　　

　　　

        池田　巧
        﨑村怜王
        松原大河

L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

H31

R2

担任

クラス委員

担任

クラス委員

　　　山本将也 
　　　島田優希 
　　　吉田紗菜 

小松寛明
青木杜馬
早坂大智

齊藤　周
来住野朱音
宮本和馬

堀内厚平
沖田ひかる
鷲尾隼弥

吉澤　稔
清水陸貴
林　真綺

伊藤優一
羽生あゆみ
藤井怜生

奥原もな美 
鈴木里咲 
安井映希 

R3
担任

クラス委員


