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東京電機大学中学・高等学校同窓会 高中

同窓生の皆さん、新型コロナ禍中、いかがお過ごしで
しょうか？
令和 2年度は、「第 61 回東京電機大学中学・高等学校

同窓会総会」を 6月に北千住キャンパスで人数を絞って
開催いたしました。
同窓会で予定していた行事のほとんどが遂行できず、

毎月の役員・幹事による幹事会の開催も、各キャンパス
内への入構が、関係者も含めて厳しくなりました。同窓
会幹事会は「オンライン会議」方式の実施となりました。
オンライン会議を開催するに当たり、多くの幹事およ

び大先輩幹事の方にも参加をいただき報告事項および重
要案件の決議などの議事を進めることができました。

例年は、1月に二十歳を迎える卒業生をお招きして、
東京電機大学千住キャンパスで「二十歳の祝い」合同ク
ラス会を、同窓会が後援して開催していましたが、コロ
ナ禍の状況の中、感染拡大防止のために「二十歳の祝い」
を中止といたし、代わりに二十歳を迎える卒業生には、
中高同窓会から、二十歳の記念になる品物を贈ることと
いたしました。
また、中高同窓会は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために授業を含め学校行事やクラブ活動もままなら
ない状態になったことから、奨学金・その他の援助を、
サポート募金（小金井キャンパス）を通じて母校に協力
することを会議で了承し、募金をさせていただきました。

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、同窓生の皆
さまにはいかがお過ごしでしょうか？　ご承知のとお
り、本校では 3月 2 日から 5月 31 日までの 3か月間休
校となりました。戦時中でもこのように長期間の学校閉
鎖はなかったのではないでしょうか。
さて、令和 2年度は入学式を挙行できないままに学事

暦をスタートさせることになりました。休校期間中には
教員も生徒もオンライン授業を初めて経験しました。学
校再開後も、検温やマスク、消毒にソーシャルディスタ
ンスなど三密対策に気を遣いながらの学校生活が今も続
いています。何よりも文化祭や修学旅行など多くの学校
行事を中止としたことは、感染症のせいとはいえ、生徒
諸君に対して申し訳なく思っている次第です。
学校にとってのあたりまえがあたりまえでなくなった

異例の一年がもうすぐ終わろうとしていますが、年が明
けても感染症が消えてなくなるわけではありませんの
で、しばらくは我慢の日々が続くものと覚悟しなければ
ならない状況です。卒業生の皆さんにもご不便・ご迷惑
をおかけしていると思います。この場を借りてお詫び申
し上げます。
先行きが見通せない状況が続きますが、そんな時こそ、
人として生きていく上で大切なもの、根源的なことを見
失わない心のゆとりと、「それでも何とかなるさ」と思
う楽天性を支えに、生徒諸君とともに窮屈な日々を過ご
していきたいと思っております。
今後とも、母校と後輩へのご支援ご協力をお願い申し
上げます。

会長挨拶

東京電機大学中学・高等学校同窓会コロナ禍での近況
東京電機大学中学・高等学校同窓会 会長

川村 登志一
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ドッジボール大会
期末考査も終わりのびのび

野川散策❷
紅葉も見頃！？

埋蔵文化財センター❶
縄文土器復元に挑戦！

埋蔵文化財センター❷
竪穴式住居、中は火起こしで煙い

Tokyo Global Gateway ❶
Passport, please !

Tokyo Global Gateway ❷
Like newscasters !

野川散策❶
天候に恵まれました！

体育祭
感無量！ようやく一同に会しました！

学 校 だ よ り

中学校
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体育祭玉入れ

体育祭いかだ流し

高 1見学会

高 2テーブルマナー

体育祭大玉

体育祭騎馬戦

高 2タカラッシュ！横浜

学 校 だ よ り

高等学校

今年度は行事がほとんど行えず、全校行事は唯一体育
祭が 11 月 14 日に行われました。競技を厳選し、マスク
や手袋の着用、頻繁な手指消毒を行い、できる限りの感
染予防を取りました。不自由なところもありましたが晴
天にも恵まれ盛会となりました。11 月 26 日には学年ご
との見学会が行われました。1年生は多摩動物園・サン
リオピューロランド・鉄道博物館の 3か所から見学地を
選び、班ごとの見学となりました。2年生は横浜でタカ
ラッシュ！というアトラクションに参加、昼食はテーブ
ルマナー講習を兼ねたものとなりました。
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中 学 校 ・ 高 等 学 校

休校中の学年ごとの様子（4月）

休校の中で
　新型コロナウイルス感染予防の対応で、2020 年 4月に予定されていた入学式、新入生登校日、始業式すべてが中止となりま
した。
　一度も登校することなく 1年生となった新入生。新学年のクラス編成を知らないまま進級した在校生。生徒諸君も不安でした
が、迎える教職員も不安でいっぱいでした。
　そんな状況の中で、学校ホームページの　「校内連絡ボード」を通じて担任団が生徒諸君と保護者の皆様に送ったメッセージ
をご紹介します。なるべく原文のまま、その思いが伝わるよう掲載いたしました。

高校 2 年生の皆さん、こんにちは。2 年 6、7 組担任
の松下佳世です。担当科目が英語なので、今日は、皆さ
んに英語の表現を 2 つ教えますね！　1 つ目は、英語表
現の課題プリントにも書いたのですが、“Every cloud 
has a silver lining.” Silver lining とは「銀色の裏地」
という意味ですが、雲のまわりにうっすら見える光（写
真）のことで、この諺の意味は「どんな困難な状況でも
希望の光（良い面）は必ずある」という意味です。今、
私たちは大変な状況下にありますが、このような中でも、
silver lining を見つけ、自分がすべきこと、できること
に着実に取り組んでいくことが大切です。ちなみに私の
silver lining はジョギングです。実は私は運動が大嫌い
なのですが、新たなことにチャレンジしようと思い、ホ
ノルルハーフマラソンに春休みに出場する予定でした。
結局、マラソンは中止になり出場できなくなりましたが、
時間があるのでジョギングを続けることにしました。
ジョギングは体だけでなく、心もすっきりし、まさに私

にとっての silver lining となっています。皆さんも、外
出ができず、さらに自分で課題に取り組まなければなら
ず、ストレスが溜まりがちだと思いますが、毎日やるべ
きことに一つ一つ取り組むとともに、各自が silver lin-
ing を見つけ、前向きに過ごして下さいね。2 つ目の表
現は、“Weather the storm.” で「困難を乗り切る」とい
う意味です。Weather は「天気」という名詞で知って
いると思いますが、動詞で「（嵐や困難）を乗り切る」
という意味があります。生きていく上で、私たちはさま
ざまな困難に直面します
が、その困難は永久に続く
ものではありません。この
コロナウイルスが早く落ち
着き、また楽しく学校生活
が送れる日を心待ちにし、
Let ’ s  s tay  ins ide  and 
weather the storm !!（松下）

皆さん、こんにちは。1L3 担任の池田 巧です。
担当教科は、政治経済です。政治経済とは、今皆さん

が目の当たりにしている状況を学ぶ学問です。
例えば、国民一人あたり一律 10 万円が支給されるそ

うですが、その裏側にはどんな狙いがあるのか。また、
その 10 万円がもたらす良い効果とは何なのか。そういっ
た今、目の前で起こっていることの裏側を学び、皆さん
と議論するのが、この学問のおもしろいところです。

前置きが長くなってしまいましたが、早く皆さんとこ
の政治経済をとおして、活発な議論を交わしたいなと思
います。授業開始を心待ちにしています！

さて、読売新聞社の中高生新聞は、現在無料公開中で
す（https://www.yomiuri.co.jp/teen/）。よければ過去

の も の も 読 ん で み
て、次のクイズの答
えを探してみてくだ
さい。

Q． 香川県で成立
した「ネット・
ゲーム依存症
対 対 策 条 例 」
では、平日にゲームで遊ぶ時間を示しています。
次のうち、正しい選択肢はどれでしょうか。

　　ア．1 時間　イ．2 時間　ウ．3 時間　エ．6 時間
皆さんもやりすぎには、くれぐれも注意してください

ね！（池田）

高2 4月 17日

高1 4月 23日

出典：http://creatingenough.com/



5F O R  Y O U    36

3 年 4 組の齊藤です。
今年度も男子の 2 時間体育を担当します。よろしくお

願いします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか？　今までも雨や雪

などの影響で学校が 1 日休校になったりすると、ちょっ
と嬉しい気持ちになることもありましたが、さすがにこ
こまでの長い休みになってしまうとウンザリとしてし
まっているのではないでしょうか。

家でやることがないからと言って、机や TV にかじり
つきになっていませんか？　学校が始まれば体育の授業
では、昨年以上に思いっきり身体を動かしてもらうつも
りですし、2 学期には本来なら 1 学期に予定されていた
体育祭もあります。

この状況の中、外で身体を動かせ！とは言えないので、
家でも簡単にできる1日1回のラジオ体操を提案します。
指先までしっかりと意識して伸ばすように体操すると結

構な運動にもなりますし気分もリフレッシュします。
※音楽がないと…。という人は、YouTube で「ラジ

オ体操第一実演」と検索すると見れますよ。（齊藤） 

今日で数学課題（第 1 弾）も終了！　なかなか机に向
かう気持ちになれず「いつも隣で勉強している友達にや
る気をもらっていたんだな」と気付いた人もいるので
は？

皆さんは、ブジャデという言葉を知っていますか。ス
タンフォード大学のロバート先生の本『なぜ、この人は

「いいアイデア」を出せるのか』によると、ブジャデは
デジャブ（déjà vu、フランス語）の反対の意味を表す
造語だそうです。デジャブ＝「一度も体験したことがな
いのに、どこかで体験したような錯覚」に対し、ブジャ
デ＝「何度も経験しているのに、初めてのように新鮮に
思える感覚」です。

新しい視点で日常をみつめ、お互い有意義な連休を過
ごしたいですね。はやく皆の顔がみたいなぁ。（光岡）

高3 4月 27日

中3 5月 2日

緊急事態宣言中　4/7 ～ 5/25　　本校は 5/31 まで休校を実施　　　　　　　　
                        5/11 ～　　　　Zoom を使用してホームルーム開始
　　　　　　　　5/18 ～ 6/13　オンライン授業開始　　　　　
                        6/1 ～ 13　　　週 1 回半数ずつ登校
　　　　　　　　6/15 ～　　　 分散登校・短縮授業開始
　　　　　　　　6/29 ～　　　　短縮授業　全員登校

中 学 校 ・ 高 等 学 校

休校中の学年ごとの様子（4月・5月）

TDU中・高の対応

出典：https://www.jp-life.japanpost.jp/radio/instruction/folder3/
　　　 radio_dai1_rit.pdf
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日記の内容とまったく関係ありません。金岡先生に触発されただ
けです。しばらく出していなかったのでしわくちゃになってしま
いました。早くドームに行きたいよ〜！

新しいことを始めるってすごく大変だけど、大変であ
ればあるほど成功したときの喜びはものすごく大きい。
成功までの過程も苦労すればするほど、がんばった分だ
けものすごく楽しい。チームで協力しあって乗り越えた
とき、本当にこのチームでよかったなと感じられる。
今週 1週間を終えた私の感想です。学生時代に戻った
ような感覚を昨日のみんなの自己紹介を終えた後に感じ
ました。みんなの笑顔の後ろに、設定してくださった保
護者のみなさまの影が見えました。我々教員とみんなと
保護者のみなさま、一丸となったチーム中 2を強く感じ
ました。
みんなはこの 1週間どんな気持ちになりましたか？
オンラインでみんなとつながる。経験したことのない
ことが始まった今週、私たちも不安で仕方がありません
でした。うまくつながれるのか、事故は起こらないのか、
みんなの笑顔は見られるのか…。
無事、みんなの笑顔に出会えました。本当にみんなよ
くがんばってくれたね。先生方もがんばった。みんなも
がんばった。そして何よりご家庭で支えてくださった保
護者のみなさま本当にありがとうございました。まだ始
まったばかりで安心するのは早いのですが、来週以降の
授業も楽しみになってきました。
さて、みなさん。1年生のとき私たちが伝え続けてき
たこと覚えていますか？　それは「我慢」と「自分で考
える」こと。「やりたいことを少し我慢して、今やるべ

きことを自分で考える」ということをいろいろな形で伝
えてきました。1年間でみんなは自分なりに考えて少し
ずつ行動できるようになってきました。離れている今こ
そ、その力が問われるときです。親や先生に怒られるか
ら、期日が決まっているから課題をやるのではなく、ぜ
ひ自分で考えて行動してください。ゲーム・スマホの時
間、みんなで決めたよね？　完璧じゃなくていい。でも、
1年間伝え続けてきたことが少しでもみんなの心に残っ
ていてくれたらいいなと期待しています。
来週から授業も始まります。決まった時間に授業があ
るので生活リズムも取り戻していきましょう。なお、来
週からは毎朝HRがあるので、担任団一言日記はいった
ん終了します。（市川）

◆今日の一コマ◆
写真は授業中の影山先生です。とても真剣な表情です
ね。
国語はどの教科にも関連がある重要な教科です。
文章や会話から相手の心情を正確に理解する力は、こ
れからのみなさんの人生で必ず役に立ちます。　
問題を作った人がどう答えて欲しいのかを正確に読み
取れれば、テストでも更に高得点を目指せますね。
影山先生と一緒に色々な作品の良さを味わいながら、
読み取る力や伝える力も高めていってくれることに期待
しています。
今後の授業も楽しみにしておいてください。（宮本）

中2 5月 16日

中1 5月 22日

中 学 校 ・ 高 等 学 校

休校中の学年ごとの様子（5月）
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先 生 方 の 近 況

「二十歳の祝い」合同クラス会に出席して
阿部　苗美（英語科）

私が二十歳の頃、語学留学先のカナダ・バンクーバー
でダイアナ妃の訃報を受け、献花したことを鮮明に覚え
ています。様々な国出身の人がいましたが、ダイアナ妃
を惜しみ、悲しみを共感している姿に、人種は異なって
も「心」は共通するものがあるのだなあとぼんやりと感
じていました。帰国して、大手証券会社が破綻しました。
今の二十歳前後の若い世代は、私が 4周り目に担任を
した卒業生達の世代です。2020 年 1 月に千住キャンパ
スで開かれた「二十歳の祝い」合同クラス会に招待して
いただき、久しぶりに卒業生達に会うことができました。
在学中、定期考査で点数がとれても、模試で点数がとれ
ず推薦の方が向いていると思われていた生徒も、自分の
意志を通し一般受験をしました。浪人はしたものの、見
事第一志望に合格しました。成績が思うように伸びず、
第一志望の受験を諦めようか迷いながら受験に臨んだ生
徒もいました。進路に迷い、悩んでいた生徒達の、しか
しどこかあどけなさが残る姿が、ふっと脳裏をよぎりま
した。
目の前にいる卒業生達はスーツやワンピースに身を包
み、自分の進路を歩んでいる大人びた眼差しになってい
ました。中学・高校は通過点に過ぎないということをし
みじみと感じました。通過点で感じたこと、得たものが
今に繋がっているということも。
一方で、目の前にいた卒業生達は大企業が破綻する以
上の大きな出来事に遭遇しています。世界中で猛威をふ
るっているコロナウイルスは経済をまわして得た豊かさ
に「待った」をかけ、差別や格差、分断を加速させ、混
乱をもたらしています。こんな時だからこそ、卒業生達

には先行き不透明な時代にあって、何が必要でどう生き
るか、二十歳を迎え、義務と責任が生じる大人としてじっ
くりと考えてもらいたいです。そして、判断に迷ったり、
立ち行かなくなった時に校訓「人間らしく生きる」とい
う原点に立ち返って、考えて行動して欲しい、笑顔で歓
談している卒業達を目の前にしてそんな風に考えていま
した。
先般、日本人で初めて 1991 年～ 2000 年まで 10 年間
国連難民高等弁務官になった緒方貞子さんが亡くなりま
した。彼女はこのように言っていました。
「世界はつながっています。自分の国を良くしたいと
思ったら、貧困・紛争地域を救うのです。」　
自国優先の風潮が感じられる現在、一人一人がどう生
きるかを問われている気がしてなりません。
彼女のように大きなことはできませんが、日々の生活
の中で自分なりにできることをしていこうと思う今日こ
の頃です。
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❶総務委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総務委員会は広報委員会・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・文化講演会の中止、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（2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（校友会との感
謝・懇親を実施）（1回）
③オンライン役員会（2回）の計画・運営
④第 61 回　総会　開催（準備・運営）
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
　　　　　　　　　　　　（総務委員長　大沼 一博）

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 36 号発行
③校友会「しおり 2020」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
の影響で同窓会の幹事会・役員会等の会議や行事の開催
ができなくなる中で、幹事会・役員会をオンライン会議
で開催ができるようネットワーク設定や、オンライン会
議参加方法の説明書を作成して幹事へ配布したりして、
2回の幹事会と 2回の役員会をオンラインで開催いたし
ました。
　コロナウイルスの影響で生活様式が変化した今、同窓
会ではクラス会開催の在り方として「オンラインクラス
会」開催の仕方を、これからの同窓会活動として考えて
も良いのではないかと幹事会等で話が出ていました。
中高同窓会では、将来的にオンライン会議やオンライ
ンクラス会を開催するために、同窓会でオンライン用の
アカウントを取る方向で考えています。
　　　　　　　　　　　　　　（広報委員長　伊奈 敬）

オンライン幹事会の様子

第 61回中高同窓会総会（6月 20日）

2020 年度　事業報告
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❸クラス会促進委員会
今年度のクラス会開催数は、2021 年 1 月 15 日時点で、

「0」です。おそらく、過去に例をみない状態だと思いま
す。クラス会促進委員会として、これといった活動報告
ができないのが残念です。
新型コロナウイルス感染拡大の中、エッセンシャル
ワーカーのご活躍には、頭が下がる思いです。12 月に
入り、いわゆる第三波が猛威を振るう中、特に医療従事
者の皆様は、私のような凡人には想像を絶するご苦労を
なさっていると思います。未曾有の状況の中、我が中高
卒業生は、感染防止を最優先に考えクラス会の開催を見
送っておられると思います。
卒業生の皆様は、とても賢明な選択をしていると思い
ます。今後も、新型コロナウイルスは継続していくので
あれば、クラス会開催は、見送り状況になると思います
が、それでいいと思います。命を懸けてまで、クラス会
を行う必要はないと思います。
今後、ワクチンや薬が開発され、コロナは恐れるもの
ではない、という社会状況になったら、ふたたび、クラ
ス会を、どしどし開催していってもらいたいと思います。
過去の歴史を見ると、様々な伝染病がありましたが、人
類の努力で、打ち勝ってきました。マスクが不要で、楽
しいクラス会ができる、明るい未来が必ずやってくると
信じたいと思います。雨が降ってもいつか必ず止んで青
空が広がります。闇夜でも、朝は必ずやってきます。中
高同窓会クラス会促進委員長としては、臥薪嘗胆という
言葉の如く、今は、待ちましょう、と思います。
私の理解としては、臥薪嘗胆とは、悔しさを忘れず、
いつか再起を図るため、薪を並べた上に、痛みをこらえ
て寝て、熊の肝を舐めて苦（にが）さを味わうたびに、
悔しい気持ちを思い起こすことだと思っています。今は、
新型コロナウイルス第三波の中にあって、Go�Toトラベ
ル見直しが報道されたり、会食を控えなければならない
事態となっています。クラス会を開催することも考えな
ければならない状況であるのですが、その一方で、我が
中高同窓会の卒業生が開催するクラス会から、クラス
ターが発生するような事態を避けたほうがいいとも思い
ます。非常に矛盾した思いですが、今の社会状況を考え

ると、できれば、今は、クラス会開催を控えたほうがい
いと思います。クラス会を開催できないという悔しさに、
今は、耐えなければならないと思います。そして、新型
コロナウイルスが恐れるに足らない、という社会情勢に
なったら、胸を張ってクラス会をやりましょう、という
思いから、臥薪嘗胆という言葉が、私の心に湧いてきま
した。
在校生の皆さんに、少しでも参考になれば、と思うこ
とがあります。私たちの学園は、モノ造りを志す生徒が
集い、学ぶ場だと思っています。モノ造りを通して、社
会の役に立つ人財になってほしいと思います。現在は、
電高を卒業したら、様々な大学に進学すると聞いていま
す。大学を卒業したら、もしもよかったら、モノ造りの
道に進んでもらえたら、と期待しています。身の回りに
は、様々なモノがあります。モノは、それを作った人の
魂が込められています。少しでも社会の役に立てたら、
という思いが詰まっています。モノのおかげで、今の豊
かな生活ができることを理解したら、モノ造りの大切さ
がわかってくれるのではないかな、と思います。在校生
の皆さんの将来の活躍を期待しています。
写真は、六十の手習いで、英語のディクテーションを
やっています。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（クラス会促進委員長　竹内 勇夫）

　最近読んだ本の中で、若い皆さんに読んでもらえたらいいな、と思う本に巡り合いました。
『孔丘』（宮城谷昌光著、文藝春秋刊）です。孔子の人生について綴られた本です。孔子という
と、私としては、難しいことを言う人物、というイメージしかありませんでしたが、その人生
は苦労、困難の連続のようです。それでも、苦労をいとわず勉強を続けていたことがわかりま
した。どんな状況でも心豊かに暮らしていくための大切なことがたくさん書いてあります。人
間力向上にも役立つと思い、紹介します。詳しいことは、この本をゆっくり読み進めてもらえ
ば、と思います。写真を添付します。大事だと思った記述を、カラーペンで塗ったり、付箋を
貼ったりして読みました。私もこれからも勉強をしようと思いました。
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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

活動報告
2021（令和 3）年
「二十歳の祝い」記念品贈呈

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、毎年北千住の東京電機大学 100 周年
ホールで、卒業生、クラス担任、先生方と盛大に「二十
歳の祝い」合同クラス会を開催して、皆さんの二十歳を
お祝いしていますが、先般の新型コロナウイルスが流行
しているため、今年は大勢の卒業生をお迎えしてお祝い
をすることができなくなりました。
中学・高等学校同窓会は、皆さんの二十歳の記念に、
お祝いをしたいと考え、印伝の名刺入れを送ることとし
ました。
記念品の中には、校長先生のお祝いのメッセージやク
ラス担任、中学校の先生などのメッセージも入っていま
す。
コロナウイルスが終息した暁には、皆さんには、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

「人間らしく生きる」カード

名刺入れ
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校友会の組織

☆中学・高等学校同窓会とは？
昭和 34 年 4 月東京電機大学高等学校同窓会の設立総
会が開かれ、会則が制定、幹事役員が選出され、親睦・
懇親・母校・後輩への援助などを目的に設立されました。
また平成 10 年 3 月に中学校の卒業生が生まれ、同年 6
月の総会において、「東京電機大学中学・高等学校同窓会」
と同窓会の名称が変わり、今日に至ります。東京電機大
学の設置する学校「東京電機大学中学校」または「東京
電機大学高等学校」を卒業された皆様は、東京電機大学
中学・高等学校同窓会の終身会員となります（中学校の
み卒業、高等学校のみ卒業の皆さんも同じ終身会員で
す）。
☆一般社団法人東京電機大学校友会とは？
学校法人東京電機大学の設置する学校（電機学校、中
学校、高等学校、大学（大学院・旧短期大学含む））の
いずれかを卒業された方で、校友会費（年間 2,000 円）
を納入されている方が、正会員となります（校友会は、
正会員の皆様方の会費により運営されております）。
本校の中学校または高等学校に在学されている皆さん
は、在学会員です。
在学会員の時、下記校友会費の年度相当分が前納、積
立てされています。
1．本校の中学校のみを卒業された方・・・・7年分
2．本校の高等学校のみ卒業された方・・・・7年分
3．本校の中学校・高等学校の両方を卒業された方
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 年分

◉東京電機大学校友会の正会員期間について（卒業後）
①�上記 1および 2の方で、卒業後、他の学校へ進まれ
た方は、卒業後 7年間校友会の正会員です。7年経
過の前に、校友会から正会員の継続手続きのお願い
（会費納入）をご連絡いたします。
②�上記 3 の方で、卒業後、他の大学に進まれた方は、
卒業後 14 年間校友会の正会員です。14 年経過の前
に、校友会から正会員の継続手続きのお願い（会費
納入）をご連絡いたします。
③�上記 2および 3の方で、卒業後、東京電機大学に進
まれた方は、大学在学中は校友会の準会員となり、
4年間で卒業された場合、10 年分の校友会費が前納
されますので、大学卒業後、2の方は 17 年間、3の
方は 24 年間、校友会の正会員となります。17 年ま
たは 24 年経過の前に、校友会から正会員の継続手
続きのお願い（会費納入）をご連絡いたします（当
大学の大学院へ進学された場合は、卒業される前に
校友会に相談ください）。　　　　　　　　　（Y・I）　　　

一般社団法人東京電機大学校友会

大学同窓会 都道府県各支部

中学・高等学校同窓会

電機学校同窓会（卒業生のみ）

東京電機大学サポート募金

令和 2 年度は、新型コロナウ
イルス（COVID-19）に始まり終
わろうとしております。
同窓会も新年度に行われます
総会も感染拡大防止の観点から
規模を縮小して行われ、また例
年クラブ活動後援会との共催に

よる学園祭（武蔵野祭）での催し物である『だんわ室』
も学園祭中止のため行うことができませんでした。我々
同窓会幹事が一番推進すべきクラス会やクラブOB会も
行える状態にありません。
そんな状況で新年度に立てました予算がほとんど消化
されずにおります。
その反面、在校生の皆さんの中には日々の学園生活も

思う通りに過ごせない生徒もいると聞きおよんでおりま
す。同窓会の趣旨は「会員相互の親睦を図り、併せて会
員と母校との連繋を密にして、母校の発展に寄与するこ
とを以って目的にする。」ことです。
そこで 12 月 10 日、中学・高等学校に 50 万円（奨学
金として 20 万円、施設・設備費用として 30 万円）寄付
を行いました。
本来総会での決議も必要でしたが、予算書の勘定科目
に『サポート募金』がございますし至急を要する案件で
すので今回事後報告とさせていただきました。
これからも、皆さまのご理解・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　（会計担当　平野 桂介）

東京電機大学中学・高等学校同窓会と校友会！！
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　同窓生の皆さん、新型コロナウイルス禍中いかがお過
ごしでしょうか。
　中高同窓会では、ほとんどの行事が中止になり、また
クラス会開催については例年ですと 20 ～ 30 の開催数が
あるのに今年度は 0になりました。
　コロナウイルスにより、仕事の仕方もオンライン等で
在宅ワークになる同窓生もいるかと思います。
　同窓会でも、これからの同窓会活動について、どのよ
うにしていくのか考えています。例えば、クラス会開催
の仕方ですが、オンラインクラス会開催を考えても良い
のではないかと話が出ています。
　オンラインを通じて開催すると、世界中からクラス会

への参加が可能になります。
　中高同窓会ではオンライン会議等、将来オンラインク
ラス会開催等で使用する Zoomのアカウントを取得しま
す。使用方法の詳細については後日、同窓会ホームペー
ジで掲載いたします。
　ぜひ、同窓生の知恵を同窓会にお貸し願えればと思い
編集後記といたします。
　また、新型コロナウイルスが終息した時には、盛大に
リアルなクラス会を開催してください。
　その時には、中高同窓会へ連絡をいただき、クラス会
開催の援助金をゲットしてください。　
　同窓会は卒業生の応援団です。

編・集・後・期

学校・年次別卒業者一覧（平成 30年卒～令和 2年卒）

学校・卒業年次別担任・クラス委員一覧（平成 30年卒～令和 2年卒）    

卒業年次
高等学校

高等学校クラス

H30
H31
R2

L1
13
17
10

L2
22
23
33

L3
19
38
16

L4
20
38
28

L5
34
38
29

L6
30
35
38

L7
29
22
36

L8
40
14
37

L9
32

14

L10
6

21

245
225
262
732

（15,199）
合　計

（累　計）

合計

卒業年次

卒業年次

中学校

H30
H31
R2

A
32
33
33

B
31
33
34

C
31
33
34

D
30
33
37

E
31
34
34

F
155
166
172
493

（2,779）
合　計

（累　計）

合計

L1
　　　高橋成弥
　　　向埜航太
　　　小島一将

　　　金岡克倫
        加藤瑞稀
        蛭田真央

　　　中田和樹
　　　秋岡志保
　　　指田歩美

　　　松永航平
         合田里奈
　　　芳賀一喜

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

阿部苗美
三木　栞
横山晃也

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

宮本章吾
川上莉果
金原東吾

深見雅子
常山菜美
林　萌絵

八百屋尚志
島﨑琉生
宮村竜平

磧谷和樹
石川　暁
伊藤芳貴

         星野　智
         柿本陽仁
         地曵優輝

柴山恵実
小菅秀悟
谷口晴香

前田輝明
遠藤隆太
浦川親大
福島幸貴

長尾勇輝
森田啓介
林　　蘭

　　　山住直政
　　　奥野天哉
　　　　古閑丸紗苗

　　　

        池田　巧
        﨑村怜王
        松原大河

L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

H30

H31

R2

担任

クラス委員

担任

クラス委員

担任

クラス委員

訃報：前田輝明先生　享年 57 歳（中学校・高等学校教諭）
　2020 年 11 月 22 日、ご病気のため逝去されました。謹んで哀悼の意を表しご冥福をお祈りいたします。


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8-9
	P10
	P11
	P12

