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新年明けましておめでとうございます。

同窓会員の皆様に置かれましては、良き新春をお迎えに

なられたことと、ご拝察申し上げます。

大同工業大学同窓会も会員数約 2万 2千名を有する

同窓会 に発展 して参 りました。 これ も会員の皆様の

御支援の賜物 と深 く感謝申し上げます。また、昨年の

同窓会総会 においては、母校の校名変更 という大変

重要な事項を審議 し、多 くの方々か ら賛同をいただく

ことができ、母校に賛成の回答をすることができました。

これも会員一人一人ご支援 。ご協力のお陰と感謝申し

上げます。

母校の校名変更については、平成21年 1月 に 「学園

創立70周年」を迎えるのを契機に大学の校名を 「大同

工業大学Jか ら「大同大学Jへ変更し、工業単科大学の

イメージか ら脱皮し、更なる飛躍を図 りたいとの思い

からです。この 「創立70周年」を記念し、祝賀式典及び

特別講演会な どの事業が挙行 されます。少 し過去 を

振 り返 ります と新学科設置に併せ滝春校舎を完成させ

「大学開学20周年記念式典」が昭和58年 10月 に、大学の

図書館完成に併せ 「学園創立50周年式典」が平成元年

10月 に、また 「大学開学30周 年記念式典」が平成 6年

10月 に、そ して、最近では新学部設置並び に滝春

新キャンパスの完成 と併せて 「学園創立 60周年記念

式典Jが平成 13年 5月 10日 に挙行 されてきました。

この様に母校の発展には目を見張るものがあります。

本会 も大学の発展 と伴 に周年記念事業を行なって

来ました。同窓会 「設立30周年記念式典」を平成 6年

10月 に、「設立 35周 年式典」 を平成 11年 4月 に、

また、「創立40周 年記念式典Jを 平成 16年 11月 に、

それぞれ会員多数の参加をいただき盛大に執 り行って

来 ました。母校の発展な しには本会の発展はあ りえ

な い もの と考 えて います。 この記念すべ き事業 に

本会 としても積極的に係わ り、支援をしていきたいと

考えています。

さて、会員の皆さんに、是非、最近の同窓会の動きで

お知 らせ したいことがあります。部会等の設立規約が

施行 され、入学年度 の同 じ学生の集 ま り (同 期会 )

として 「67会」及び 「71会Jが、教育機関関係に就職

されている方々の集 いとして 「教志会」がそれぞれ

理事会で承認され、設立されました。支部の他に部会の

設立が認め られますので、会員の皆様か らの要請 を

お待ちしています。

最後 にな りましたが本会ではホ ッ トなニ ュースを

全国の会員約 2万 2千余名の皆様 にホームページや

会報でお届けしています。さらに、支部を全国15ヶ 所に

設け、地域 における同窓会活動の拠点 となるように

活動を展開しています。支部会員の一人一人の皆様が

相互 に情報交換する ことが出来 ると伴 に、 さ らなる

活動を祈念いたしてお ります。

今後 とも会員の皆様がご健康で、益々のご活躍 を

され ます ことをお祈 りす る とともに、 同窓会 及び

母校 。大同工業大学 (大 同大学)の発展に、ご理解 と

ご支援を賜 りますようお願い申し上げます。
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大同工業大学同窓会のみなさま、新年明けましておめでとう

ございます。ご家族おそろいで新春を迎えられたことと

心よりお慶び申し上げます。年末年始そ して この先、

みなさまの事業および企業環境はいかがでしようか。

以前から指摘されていたアメリカのサブプライムローン

問題が昨年の秋に表面化し、金融不安が一気に世界中へと

拡がりました。この問題の深さと幅の大きさに驚かされます。

そして、好調に推移してきた実態経済にも、すく
゛
さま

影響が出てきました。巨額のマネーが瞬時に世界を

かけめく
゛
る時代の恐ろしさを実感します。

また、アメリカがかかわる大きな課題が多々ある中で、

オバマ氏が初の黒人大統領として登場したわけですが、

今後の手腕が注目されます。

一方、国内では衆議院の解散が何時かとさわがしいの

ですが、この同窓会報がお手元に届くころにははたして

どうなっていることやら。

オバマ氏の言う「ChangeJ「 Yes,We canJ

は日本にもそのままあてはまるのではないかと思います。

当然、教育の世界も環境変化に対応した変革が求められて

お り、大同学園も高校 。大学の永続 と発展をめざして

教職員一同、汗を流している所です。

大同学園は1939年 (昭和14年)の創立ですが、 2度に

わたる校舎全焼という危機などを乗り越え、高校からは

3万 4千名、大学からは 2万 2千名余の卒業生を社会に

送り出し、産業界や地域社会に貢献してまいりましたが、

本年で創立70周年を迎えます。

これもひとえに同窓会のみなさまのご支援あつての

ことと感謝しております。

さて、大同工業大学は永年、工学部の単科大学として

教育 。研究に努めてきましたが、社会や技術の変化に対応

すべく今では情報学部が加わると共に、その発展として

メディアデザイン専攻やプロダク トデザイン専攻などが

新設されています。

そして、 このような新しい学問域の探求という活動は

今後も必要と判断しております。

そ こで、工学部の単科大学 というイメージか ら脱皮

するため、本年4月 より校名を大同工業大学から「大同大学」

へ変更することに致しました。

これには、次のような狙いも含まれております。それは、

本学の学生をより活性化させるためには、異質な文化の

導入と女子学生の増加が必要不可欠であるということ

です。今や全国の大学生の50%が女子であるのに対し、

本学の女子学生比率はたったの3%なのです。

加えて、併設校との高大連携をより深化させたいと

思っています。「さわやか大同生」を合い言葉にスポーツ

などの部活動が活発で、教育や躾の質が向上しいてる大同

高校生をより多く大同大学へつなげたいと思っています。

社会に役立つ技術者を養成するという建学の精神を

守りつつ、本学の長所である「めんどう見のよさJと聯 率の

高さ」を、現状規模を維持する中で更に]針ヒして行きます。

なお、今日的な課題として、都市化・核家族化・少子化

という環境で育った若者はどうしても対人関係で弱い

面があります。

本学では、勉強 だけで

なく社会人基礎力をも身に

つけて卒業していってもらい

たい、そのためにはどんな

仕 掛 けが必要か を考 える

今 日このごろです。

同窓会のみなさまには、

今まで以上の力強いご支援・

ご協力をお願いし、新年の

ご挨拶とさせていただきます。
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明けましておめでとうございます。

大同工業大学は、 1939年 (昭和 14年)1月 1日 に

発足 した大同工業学校がルーツです。元旦が70周年

という本当にめでたい年が明けました。

実は、私は昨年 12月 22日 に大同工業大学よ り10日

早 く70歳 にな りました。人の歳 となると、めでたさ

半分く
゛
らいなり複雑な心境です。一方、大学については

手放 しで “70周年おめでとう"です。

大同高校も創立70周 年と言つてお り、どちらが本家

なのでしょうか。大同工業学校が設置された1939年は

日中戦争が始まって 2年 目、太平洋戦争勃発の2年前

という大変な時代で した。政府は国策 として重工業の

技術 を高めるために工業学校 の増設 を開始 したのが

1939年 です。

工業学校は 5年制の学校です。 6年制の尋常小学

校卒業後 に入学す る、現在の中学校 と高校 の一貫教

育専門学校であると考えて良いと思います。当時の工

業学校 には設備や教育内容 によって甲種 と乙種があ

りました。大同工業学校は大同製鋼の後ろ盾によって、

国内有数の実習工場をもつ甲種工業学校に認定され、

県下の優秀な生徒が入学する学校として知名度が高く、

多くの人材を輩出しました。

戦後の学制改革によって 1948年 に大同工業学校は

大同工業高等学校 に変わ りました。その後、短大 を

経て、大同工業大学が設置されたのが16年後の1964年

ですから、大同学園の本流は大同高校であると認めざ

るを得 ません。大学が設置 されてか ら、今年4月 で

●

45年 になります。

大学は若年人口の減少 と著 しい工学離れによって、

工業大学として自立することが困難になってきました。

本学は工学をベースにしたデザイン系分野を少 しずつ

拡大 し、工学志願者の減少を補ってきました。さらに

新分野を拡大するために今年4月 には、大学名から工学を

削除し、大同大学に改称します。

高校は1976年に、大同工業高等学校の名称か ら工業

をとり、現在では普通科 と工業科が半々になろうとし

ています。大学の当面の目標は、工業 と新分野の割合

が 2:1で す。 しかし、今後 10年 間は、工学を志向す

る大学である姿勢は変わらないと思います。

高大連携を一層強めて、 7年制の高大一貫教育を行 う

大学 を目指す ことが本学の生き残 りと発展 に必要な

ことであると考えています。

私にとって、2009年は別の意味でエキサイティング

な年であることを申し上げます。私が 1985年か ら打

ちこんできた国際宇宙ステーシ ョンの 日本の実験室

“きぼう"が完成するのです。実に24年 間、待ち続けた

日が遂にくるのです。私の初夢は国際宇宙ステーションに

行って、 自分の目で確認することです。是非、正夢に

したいと考えています。

今年は世界経済が大混乱の多事多難の年、大同工

業大学と同窓会、手を携えて困難を乗 り切ることを心よ

り祈念します。

▼
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支部長 宮崎 定典

新年あけましておめでとうございます。

大同工業大学から大同大学になる今年節目となる年に

我が関東支部ではめでたく新旧の支部長の交代が決まり

ました。新支部長に早川元氏 (66E)行動力と知名度、

又同窓会に皆勤 していただき関東支部を誇 りに思って

いる方 と私 は認識 して います。今後 の会 をお任せ

出来るし、伝統である 「普段着の同窓会Jを 提唱 し

続けていただけると確信しています。

支部会が昨年まで27回経過 し続けているのも故大同

工業大学名誉教授、井塚政義先生の教えを忠実に守って

来れたか らと存じます。それは総会が毎年, 日時場所

を固定 し続ける事、お蔭様で, 6月 最後の土曜 日午

後 4時より浅草雷門、葵丸進にて開催し続けています。今

後 とも この教 えだ けは永久 に守 って いただ き、新

スタッフの皆様にお願い申し上げます。

昨年の総会で初めて新年会 を開催することにな り

ました。 日時は平成21年 2月 21日 (土曜)午後 4時よ り

浅草雷門、葵丸進 :会 費 1万 2千円すでに20名の方より

出席を頂いています。総会に出られず都合のつかない

方 も新年会には是非 とも出席をお待ち申し上げます。

尚、第28回総会は平成21年 6月 27日 (土曜)午後 4時

より浅草雷門、葵丸進にて開催いたします。

浅草は全国的に人気のある場所です。昨年は本堂

落慶50周年記念で御開帳が10月 15日 ～11月 16日 まで

約400万 人の方 々がお誼 りに大変な賑わいで した。

境内では江戸時代一番の繁華街奥山風景が再現 され

又平成中村座が特設され伝法院の蔵とお庭が開放され

奥山おまいりまちである子供歌舞伎が上映され町行 く

人が足を止め大喝采。

浅草は大盛況でいまだに観光客の方外国の方も多 く

見受けられます。世の中はサブプライム問題に発端 し

世界的恐慌の流れになっていますが、少なくとも関東

支部は明るく元気 に朗 らかに今年 も乗 り切っていく

決意です。本年も宜 しくお願い申し上げます。

支部長 花本 篤人

新年あけましておめでとうございます。同窓生の皆様に

おかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

前年度は計画通 り支部活動の活性化や他支部との交流

促進を進めてまいりました。支部活動におきましては総会

以外でもミカン狩り&温泉小旅行を企画し、支部内並びに

近隣支部か ら多数の方々のご参加を頂き大好評 とな り

ました。又、他支部との交流におきましても山梨支部や東

三河支部 との相互のイベン ト参加により親睦を深める

ことができ、有意義な活動 を行 う事ができま した。

参加していただいた皆様方どうも有 り難うございます。

本年度におきましては同窓生同士の親睦を深めるだけ

ではなく、情報交換や相談、問題解決等を活発に行い

互いのビジネスチャンスを高めて行きたいと思います。

ひいては 「大同工業大学は同窓会が充実 しているか ら

卒業後 も心強い」 と言 う評判により入学志望者が増加

すれば幸いに存じます。

最後に、同窓生各位並びにこ家族皆々様のご多幸とご健勝を

心より祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。

支部長 秋山 滋

新年明けましておめでとうございます。

今年はみなさまにとってよい年であり、同窓生の交流が

盛んになることを願っております。昨年はあいち支部で

レガッタ大会に参加しました。今年こそはよい成績を残して

いきたいです。

《あいち支部のみなさまへ》

2月 に総会の予定をしております。本誌が発行される頃

には詳細が決定していると思います。ご参加を希望される

0
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方は同窓会事務局までお問い合わせをお願いいたします。

あいち支部の会員は愛知県の東部 (尾張 。名古屋・知多

など)にお住まいや参加可能な方々になります。同窓生が

一番多い支部になります。

今までにイベントの案内出来ないことがあり誠に申し

訳ありません。 この紙面を借 りてご案内をさしていた

だきます。皆様のご参加をお待ちしております

支部長 彦坂 修平

同総会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。

会員諸氏におかれましては、素晴らしい新年をお迎えに

なられたと心よりお喜び申し上げます。さて今年は丑年、

実は私も丑年生まれの年男 ||!!!

牛にもいろいろありましてスペインの[闘牛]みたいに

突進するタイプ。それと[こ って牛]みたいにゆっくり着実に

歩むタイプがあると思いますが、いずれにせよ牛は胃袋が

四つにわかれ、ゆっくり繰 り返しかみなが ら餌 を食す

生き物です。今年の目標は、牛が餌を食す如 く物事を

しっかり理解し落ち着いて判断して行動を起こすように

心掛けたいものです。

早いもので我が東三河支部も今年は支部設立八年目に

なります。同窓会本部のご支援やメンバーにも恵まれて

毎年支部総会・各種の懇親会に多 くの会員に参加いた

だき楽しく活動を行っております。昨年は他支部の活動に

私と米倉事務局長で山梨支部・静岡支部の活動に参加

いたしました。感じ学んだことは、会員の方たちはもちろん

のこと家族も参加し多くの方とのふれあいを一日楽しく

過ごすことができ、今後は東三河支部も家族で参加できる

イベントを企画したいと思います。これからはいろいろな

形で皆さんが楽しく参加できる機会を我々役員一同考えて

みたいと思います。まだ一度も参加したことがない会員の

皆様ぜひ一度参加してみてください。先輩・後輩きつと

素晴らしい出会いがありますよ ||

今年の支部の予定です。

O

「おくりびと」という映画をご覧になったでしょうか。

突然失業した青年がひょんなことから納棺の仕事をする

羽目になり「人間の死Jと 向き合う毎日を送る中で徐々に

その仕事に馴1染んでいく姿を初め大反対 していた妻も

考えを改めていく姿を描いた作品でした。私は鑑賞中10回

爆笑し、 3回涙しました。久々に濠1場全体に一体感を感じる

ことができた映画でした。私の昨年一押しの映画です。

会員の皆様 新年明けましておめでとうございます。

平成21年 の新春をいかがお過ごしでしようか。私は

たぶん今年も除夜の鐘を聴きなが ら近所の神社に初詣、

暫く寝てか ら一合の日本酒とお節、それに雑煮を食べ、

食べながら賀状を読むというどこにでもある元旦を迎え

ていることだろうと思います。しかしこのところの景気

低迷は相当厳しく正月といえども安閑としていられないのも

また現実であ ります。何 とか今年はいい年 になって

欲しいと願うばかりです。

新年にあた り皆様のご健康 とご多幸を心よりお祈 り

申し上げます。

富 山 支 部 ||‐ 支音『長 谷井 直之

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様

におかれましては、 ます ます ご清栄の こととお喜び

申し上げます。

平成20年を振り返ってみると、北京オリンピックなどの

華々しいイベ ン トの傍 ら、国内ではアメリカの金融

破たんによる株価暴落、原油価格の乱高下、無差別な

理由なき殺人事件など決して先行き明るい話題ばかりでは

ありませんでした。

▼
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新 しい年を迎え、平和で明るい未来に希望の持てる

日本になるよう願わずにははいられません。また、本年

4月 より本学も 「大同大学Jと して新たな出発の年を

迎え、ますます皆さんのDNAに も磨きがかかることで

しょう。

さて、富山支部総会を10月 末に予定しておりましたが、

日程の調整がつかず繰 り延べになってお りご迷惑 を

おかけしていますが、現在、平成21年 1月 末をめどに

準備をいたしてお ります。

会報が皆さんのお手元に届くころには詳細をお知らせ

できると思いますので、た くさんの会員みなさまの

ご参加をお待ちしています。

厳しい寒さが続いていますが、会員の皆様にはお体に

気をつけられ新 しい年を健やかにお過ごしにな られる

ようご祈念申し上げます。

: 支部長 滝口 博久

新年明けましておめでとうございます。

同窓生の皆様におかれましては、素晴しい年をお迎えの

こととお喜び申し上げます。昨年は四国支部活動にご支援、

ご協力を頂き有難う御座いました。

平成20年度四国支部総会を8月 23日 (土 )に 高松にて開催

いたしました。当日は卒業生の参加と共に、大同学園奥村

博司理事長、機械工学科杉浦正勝教授、同窓会石川常夫事務

局長に参加を頂き、和やかに会を進めることが出来ました。

同窓会が会員の皆様の親睦、情報交換の場として又、年

代に関係なく新しい仲間作りの場として是非活用していた

だければと思っています。今年も四国支部総会・懇親会、

親睦会を開催いたしますので、案内状およびホームページ

にてご案内の折にはぜひご参加下さる様お願いいたします。

新年にあたり皆様方のご健康と、ご多幸を心よりお祈り

申し上げます。

支部長 藤井 豊

新年明けましておめでとうございます。

2009年 の新年を迎え、同窓会各位並びにご家族皆々様

におかれましては、素晴 らしい新年をお迎えにな られ

たこととお慶び申し上げます。

昨年は、山梨支部の活動に際し、同窓会本部ならびに各支部

の皆様のご支援。ご協力を頂き誠にありがとうございました。

本年も昨年同様お力添えをいただけますよう、よろしく

お願いいたします。

山梨支部では支部総会・懇親会を11月 8日 (土)に夜景

の綺麗な甲府ワシントンホテルプラザ13階の 「銀座八丁J

で開催致しました。

ご多忙の中、本部より下郷副会長、彦坂東三河支部長、

花本静岡支部長にご参加いただき大変有意義な時間を

過ごすことが出来ました。

平成21年度の山梨支部の活動計画は、

以上のような計画をしております。

会員の皆様の親睦・情報交換の場としてまた新しい仲間

友達づくりの場として是非多くの方に参加いただけます

ようご案内いたします。

山梨支部以外の方の参加も大歓迎します。

最後に、同窓生各位並びにご家族皆 様々のご多幸とご健勝を

心からお祈り申し上1糞 新年の挨拶とさせて頂きます。
ν

●

21年  1月 中旬 新年懇親会

21年 6月第 2日 曜  サクランボ狩りとバーベキュー

21年 9月第 2日曜  ぶどう狩りとバーベキュー

21年 H月第 1土曜  支部総会・懇親会
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新年あけましておめでとうございます。

同窓会会員の皆様におかれましては、益々のご隆盛の
こととお慶び 申 し上げ ます。

信越支部も、本部役員 。各支部会員の皆様のご支援の

お陰で10年に成 りました。今後とも信越支部をよろしく
お願い致します。

本年度の支部総会 を 3月 に予定 しています。支部
会員の皆様には詳細を後 日ご通知申し上げます。支部
会員の多数の出席をお願い致します。

同窓会会員の皆様が、ご健康で益々のご活躍をされます

事をご祈念致します。

支部長 須藤 章

新春の候、同窓会会員皆様には、お元気でお過ごし

とのこと、お喜び申し上げます。
さて 去 る 11月 22日 に豊 田支部 の総会 を開催

致 しましたのでその報告をさせていただきます。場所
は、豊 田市西中山町のつ どいの丘で同窓会本部よ り

宮本会長 石川事務局長のご臨席を得て開催致 しま
した。会計報告 。役員選任 。同窓会総会の報告な ど

を行いその後、大同工業大学 愛知久史 准教授 にご

自身の研究テーマで もある 「地震の予知に関する現
状」 につ い て講 演 を して いた だ き大 変 有 意 義 な

時 間 を持 つ ことができました。

また 懇親会では、他の同窓会支部の活動やその

地域の特徴 を生か したイベン ト等 を計画されている
ことの紹介や昨今の経済情勢及び大同学園の状況など

尽きることない豊富な話題に話がはずみました。

反省として今回は、豊田支部初の試みとして宿泊施設
ある場所で午後より1泊で総会を開催しましたが 3連体の

初日であつたことや行楽シーズンで会場周辺が大変混雑
したことか ら直前に参加を見合わせた会員の方 もいら
したようなので次回は、今回の ことを踏 まえて もう
一工夫 したいと思 ってお ります。同窓会本部や参加
された会員の皆様には、心より御礼申し上げます。

新年を迎え、会員の皆様におかれましては益々ご清栄の
こととお慶び申し上げます。

さて、本校 も本年度か ら大同大学へ校名変更され、

新たな一歩を未来に向かって歴史を亥1ん でいきます。

昨今の少子化の中、大学の存続が危ぶまわれ、様々

な社会問題が連 日報道されています。そのような中で

情報に流されることなく、地に足をつけて生きていく
ことが大切ではないで しょうか。滋賀支部ではOB
同志のつなが りはもちろん、地域の方々とのつなが り
を大切にし、大同大学が地域へ貢献 し、地域の方々に

11月 29日 (土曜日)

酒好きおやじの一夢庵

姫路市飾磨区上野田2丁 目62に おいて

18:30 ～ 総会  19:00 ～ 懇親会

を行わせていただきました。

参加者

宮本会長 川上 浩 (81E044)寺前 弘 (81M151)
自井 幹也(97Ml13)菅 圭介 (00E049)
深川 常治 (86D067)

年末のご多忙の中、お集まりいただきました。
お店が 「焼酎自慢」と言うこともあり、色々な特徴の

焼酎を飲みながら懇親会の合間に総会をさせていただく
ほど、終始和やかにすごしました。「年明けにゴルフ

大会 も行お うJと 発言 もあ りました。来年 に企画 。

計画し、ご案内させて頂きたいと思います。今回ご参加
いただきました方々、ご多忙のところ足をお運びいただき
ありがとうございました。また、今後もこの様な形で

毎年1回懇親会を行いたいと考えてお ります。
是非ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

V
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も喜んでいただけるようなイベントを企画しております。
平成20年 2月 23日 には、 日本でも数少ない 「においの

研究家」で 日本 を代表す る本校の光 田先生に御講演
いただき、市内の福祉施設の関係者や各企業の方々も

参加されました。また、同年11月 29日 には元大同工大の

非常勤講師で画家でもある鷲見康夫先生をお招きし、

独特のアクションペイン トパ フォーマ ンス と トーク
ショーで楽 しんでいただきました。

鷲見先生は 1955年 の具体美術協会の会員であ り、

第45回 ヴェネツ ィア・ ビエンナー レをはじめ、パ リ、
ニュー ヨーク、 ローマ、 ミラノ、 ロン ドン等、世界
多数の都市の展覧会に招待出品されています。最近では、
「クイズ !紳介くんJな どテレビにも多数出演されている

方です。

先生の トークショーでは、人間は頭の中で考えすぎず、
“精神を開放"し て自然体で生きることも大切だと述べ

られました。 また、 うまくいかないことだ と思 って
いても、実は逆に見方や考え方を変えれば、幸いする
こともあるのだと述べられ、OB。 地域の参加者 (30名)の
方々から笑みがこばれ、暖かいほのぼのとした空気が
会場を包みました。その後、会場を変えた懇親会では

同窓会メンバーと地域の方々との和やかな交流ができ、
よリー層 「つなが りJが深まりました。来年度 もこの
ような企画 を考えてお りますので、今回参加できな

か った会 員の方 々や、 また滋賀支部以外 の方 々の
ご参加も大歓迎しております。

最後になりましたが、先生方をはじめ、同窓会関係者、

参加者の皆様方に感謝を申し上げると同時に、会員の皆様
がご健康で益々ご活躍されますことを祈念いたします。

昨年の会合は10月 18。 19日 に浜松舘山寺温泉 「堀江の

庄Jにて開催致しました。当日は総勢21名の参加を戴き
,

和気謁々の団らんとなりました。本年は開催日程を7月 に

戻 して以下の通 り開催する予定です。 詳細のご案内を
ご希望の方は,平成21年 4月 末日までに下記までご一報
下さい。追ってご案内致します。

【連絡先】
E Inail:hisashi@daido it.ac.jp

ファックス:(052)6125623情報システム学科 愛知久史 宛
郵 便 :4578530 名古屋市南区滝春町103

大同工業大学(H21.4よ り大同大学に校名変更
します )

情報学部・情報システム学科 愛知久史 宛
【平成21年 会合開催予定】
開催 日 :平成21年 (2009年)7月 11日 〈土〉・12日 〈日〉
会 場 :南信州 昼神温泉
締 切 :平成21年 6月 中旬を予定

68生の皆様には如何がお過ごしでしょうか。それぞれの

職場で、またご家庭におかれまして、ますますご健勝の
ことと拝察 します。 1993年 に68会を開催 しましてから

すでに15年が過ぎ去 り、大多数の方が還暦と言う節目を
受け入れざるを得ない時期になってしまいました。辞書を
ひも解 くと 「還暦とは、千支 (十千十二支)が一巡し、
起算点となった年の干支に再び戻ること。 日本における

還暦の祝いでは、本人に赤色の衣装を贈る。かつては魔除けの

0

OBI青 幸晨

INFORMAT10NOB

大年 :こ |じ 会濾 賓



意味で産着に赤色が使われていたため、再び生まれた時に

帰るという意味でこの習慣がある。西洋では、ダイヤモンドを

60周年の祝いに贈ったり、60周年の象徴とする風習が

ある。」と説明されているように、洋の東西を問わず60年が

節目のようです。皆さんもこの「節目」からの人生を模索、

または、夢見ていることと思いますが、1999年 (61歳 )

か ら就任されました現学長澤岡先生が大学案内で次の

メッセージを送つています。「人間はもっているDNA情報

以上のことはできない。ただし、ほとんどの人が持って

いるDNAは同じであり、眠つているか、起きているかの

差である。ある環境に巡り合うと、それまで眠つていた

DNAが、待っていとばか り活発にはたらき出すことが

あるそいうとき人は変わることができるJ(筑波大名誉

教授村上博士著書より引用)DNAを 目覚めさせる特効

薬は、ワクワクし、興奮し、面白くて面白くて仕方がない。

だから興味が持てる。興味を持って臨むと「何か」が残る。

その何かが人生を変える。と。これは学生に"目 を覚ませ

DNA‖ として発信されていますが、我々同窓生にも投げ

かけられているメッセージであるかと思います。詳細

は後 日ご案内しますが、以下の要領で68会 を予定 して

います。お互いのDNAを 目覚めさせるチャンスとして

多数の皆様のご参集をお待ちしています。

発起人代表 松尾英明 直江弘文 日比野満

竹島誠二 下郷正三

記

日時 平成21年 10月 24日 (土)PM6 :00よ り

場所 名古屋東急ホテル 4階

名古屋市中区栄4-6-8
※詳細につきましては、8月 中旬までにはお送りする予定です

お問合せ先 :下郷正三 〇90-2180-9325

同窓会員の皆様、明けましておめでとうございます。

世の中、不景気な話ばかりですが、今年も『71会』は

明るく 。楽しく 。誠実に頑張つて行きます。

今年は発足 2年 目の重要な時期でもあります、皆様の

意識の中に同窓会に『71会』 あ り、を定着 して支部

会員の接着斉1に なれるよう努力して行きたいと考えて

います。

昨年は岐阜支部 。あいち支部・豊田支部 。四国支部に

お伺いして親交を深めてまいりました。今年も各支部

からお座敷がかかるように努力してまいります。

さて、会員の連絡方法の一つとして『71会』HPを立ち

上げました。これは第 1回総会でお約束したものです。

新しい情報をどんどん発信していきます。

ホームページ
・

httpブ /www daido71net com/

又、今年度か ら総会 日程 を固定化す ることにいた

しました『71会』に因んで

総会・懇親会 日程 【毎年 7月 第 1土曜日 P M7:00～】

今年度は平成21年 7月 4日 (土)夜 7時から行います。

場所は後 日連絡 します。年明けか ら連絡版のような

挨拶になってしまいましたが部会はお金があ りません

ので同窓会報を有効に使わせていただきました。また、

総会に元気な顔を見せて下さい、お待ちしています。

新年明けましておめでとうございます。

同窓会員の皆様に置かれましては、良き新春をお迎えの

ことと存じます。

本会は大同工業大学を卒業 し、「教育機関に教員等

として勤務している方々が集いJ結成しました。

本年で 3年 目となりますが、本年は大学の井上副学長

並びに同窓会本部よ り宮本会長 をお迎えし、輸吉見

製作所の吉見社長 (66M)に 形状記憶合金に関する

特別講演会を開催しました。また、教育機関に勤務されて

いる方は、是非、参加をお願いします。

最後に会員の皆様並びにご家族のご多幸 とご健勝を

心から祈念申しあげます。

■理事就任 (任期 H20.8.30～ H21.8.29)

大矢 郁夫  大学事務部長
■採用

朝倉 宏一  情報システム学科 准教授

●訃報
本学 大学事務職員 図書館室長

光永 猛様 (享年57才)におかれましては、平成20年

10月 21日 にご逝去されました。

⑩
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あけましておめでとうございます。年が明け、いよいよ入学試験も本番を迎えます。

本学では下記の日程で入学試験を行います。

■ 入試日程 (全学部共D

※センターMX入学試験 。・・大学入試センター試験と、本学の前期入学試験 (A方式・B方式)の両方を受験した場合のみ出

願できます。両試験で受験した教科・科目をそれぞれ比較し、高得点の結果を採用するユニークな入試です。

■奨学生試験

前期入学試験 。大学入試センター試験利用前期入学試験において上位成績優秀者 (約60名 )を奨学生として認定します。奨

学生入学者については学納金 (授業料等)の半額程度を奨学支援します。

■入学検定料

一般入学試験 35,000円

大学入試センター試験利用入学試験 20,000円

第 2志望、センター利用学内併願は 1学科 1,000円の加算で受験が可能です。

■入試科目 学科・専攻により入試科目が異なります。

皆様のご子弟、ご兄弟姉妹、ご親戚、知人あるいはお近くの方で、工学 。情報系の大学へ進学をお考えの方が見えましたら、

本学への受験をお勧めくださいますようお願い致します。同窓会員のご子息・同窓会員のご兄弟が入学される場合は、入学金

の減免措置があります。

各入学試験の詳細内容につきましては、入試室までお問い合わせください。

皆様のますますのご多幸とご活躍をお祈り申し上げます。

大同工業大学 入試室 フリーダイ切レ 0120-461-115   nyushi@daido― it.ac.jp

●

1/6ω～1/15m 1/6ω～1/29Q 1/6ω～2/60 3/2帽 )～ 3/10ω1/6ω～1/15"

センター試験 1/170。 18(日)本学独自の試験はありません1/24Ш・25(日 )

機械工学科/機械工学専攻、先端機械工学専攻
ロボティクス学科 。電気電子工学科・都市環境デザイン学科

建築学科/建築専攻、インテリアデザイン専攻 (I型 )

情報システム学科/コ ンピュータサイエンス専攻、情報ネッ

情報デザイン学科/メディアデザイン専攻 (I型 )

(I型 )

トワーク専攻、

建築学科/イ ンテリアデザイン専攻 (Ⅱ 型)。 者5市環境デザイン学科 (Ⅱ 型)

情報デザイン学科/メディアデザイン専攻 (Ⅱ 型)、 プロダクトデザイン専攻 (Ⅱ 型)

情報デザイン学科/プロダクトデザイン専攻 (Ⅲ型)

数学必須。外国語 。国語 。理科から2教科選択 (3教科を受験)。

外国語 。数学 。国語の 3教科を受験。

実技・外国語 。国語の 3教科を受験。

数学必須。外国語・理科のうち高得点 1科目を採用し、 2教科判定 (3教科を受験)。

外国語、数学、国語から高得点の 2教科判定 (3教科を受験)。

実技必須。外国語 。国語のうち高得点 1科目を採用し2教科判定 (3教科を受験)。

入 学 試 験 情 報

入試種別
学力系一般入学試験 大学入試センター試験利用入学試験

前期入試 中期入試 前期入試 中期入試 後期入試 ファイナル入試

出願期間 2/9旧 )～ 2/18因

試 験 日 2/25体 0

I型受験

I型受験

Ⅲ型受験

3教科入試

(前期A方式)

I型受験

Ⅱ型受験

Ⅲ型受験

2教科入試

(前期 B方式)

(中期入試)

I型受験

I型受験

Ⅲ型受験



～1年生対象の『自己発見セミナー』の講師として、卒業生が講演1～

本学では、低学年より就職意識を向上させる動機付けと
し、 1年生対象にキャリア教育『自己発見セミナー』の
講座を後期に計11回実施しています。このセミナーは、
学生が『充実した学生生活を送ることや将来の進路』を
考えることを目的としています。

本学では、学生達が人生の中で直面するであろう様々な
課題に柔軟にかつたくましく対応できるように各学年の

学生に対し、ディスカッション形式によるキャリア教育の

推進を積極的に取 り組んでいます。
今年度は、 1年生生対象の『第 7回 自己発見セミナー

(11月 17～21日 )』 の講師として、本学同総会のご協力に
より卒業生の園原氏(64E)。 宮本氏(67Ю・村山氏 (67El・
武田氏 (75局 の方々から講演を行っていただきました。
講演内容は、『自己目標』 。『コミュニケーションの大切
さ』や『大学の歴史』など様々なお話をしていただき、学
生達は大先輩からの『熱いエーノ肉 をしっかりと受け止め、
好評のうちに第 7回の『自己発見セミナー』を終えました。

ご協力をいただきました同総会な らびにご講演いた
だきました卒業生の皆様へお礼申し上げます。

クラブ紹介
ロボット研究部
2006年度のロボティクス学科が新設し、「ロボツ ト研究

部Jが創部されました。
西堀教授が顧間、橋口講師がコーチ、現在部員26名で、日夜

指導のもとロボット製作に取り組み、学内においてはオープン
キャンパス等行事で活躍、各大会に出場し、平成20年 11月
2～ 3日 に大阪産業会館にて開催されました 2足歩行ロボット
「ロボファイ ト8」 全国大会 SRC部 門において大竹章司君
(R07生)が見事優勝しました。

(左 :優勝機体 “ダイガック"右 :ロボファイ ト会場にて)

クラブ活動報告
・08年度に好成績を挙げたクラブです。

ハンドボーリ郷   西日本学生選手権大会  ベス ト4
漕 艇 部  中部学生新人戦 ダブルスカル 2位
ロボット研究部  ロボファイ ト8 優勝
空 手 道 部  東海地区大学空手道選手権大会 二部優勝
弓 道 部  東海学生弓道選手権大会 団体戦決勝進出
硬式野球部  東海学生秋季リーグ戦 5部優勝
トシン効―卜部  SL中 日本カートミーティングシリーズ 2位
ダンス同好会  中部日本学生競技会 3位入賞

L記以外のクラブも積極的に活動を続けています。
来年度はここにあげたクラブにはさらなる進化を期待 し、

その他のクラブにはこれに負けない好成績を期待します。
同窓生皆様の応援をよろしくお願いします。

国産董言異IIT巖猾袢鼈月詔暴
大津波のごとく、押し寄せてくることと思いま丸
が、 しかし、ネガティブな考え方でなく、新しい年を迎えた訳ですから、

希望を持って立ち向かっていかれまなりませスフb大学当局も今年4月 には大同
大学として、将来の若者を受け入れる為、新分野への探求の道を歩み始め
ます。私達も広い視野を持って、この新しい年に向っていきたいと思います。

発 行 大 同 工 業 大 学 同 窓 会
名 古 屋 市 南 区 滝 春 10-3
直通電話・口堅D(052)6128550
滝春校舎代表電話 (052)6126111

責任者 会 長     宮 本 一 男
印 刷 名 港 印 刷 株 式 会 社

園原氏 (64E) 宮本氏 (67M) 村山氏 (67E)
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