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　新年明けまして、おめでとうございます。

　昨年は、年始からＩＳＩＳの報道が日本中に大きな衝撃を与え、

自然災害では台風 18号により鬼怒川の堤防が決壊し、多くの家屋

が流されるという悲しい出来事がありました。また、旭化成建材

の杭工事データ偽装が発覚、その問題が大学や高校といった公共

建築にまで及び、大きな不安に包まれたのは記憶に新しいところ

です。

　一方で北陸新幹線の延伸開業や、アメリカとキューバの国交正

常化、また身近なところでは大同大学の学生がハンドボール競技

で世界を舞台に活躍するなど、未来に大きな期待ができる年でも

ありました。

　今年は、いよいよ本格運用されるマイナンバーや、安全保障関

連法の動向など、不安もたくさんありますが、それらを払拭する

素晴らしい一年になってほしいと思います。

　皆様におかれましても、一年を明るく、晴々と過ごせるよう祈

念いたします。

　同窓会としても、昨年以上に発展するよう努力して参りますの

で、どうぞ変わらぬご協力を賜りますようお願い致します。
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　新年明けましておめでとうございます。同窓会の

皆様、謹んで新春のお慶びを申し上げます。会員の

皆様におかれましては、晴れやかなる初春の中、目

標に向かって強い決意をなされたものとご推察申し

上げます。またご家族の皆様に置かれましても幸多

い本年と成りますよう心からお祈り申し上げます。

　処で昨年度の同窓会活動は、一昨年度の50周年を

通過点として、これからの100年を見据えた新しい

世界を開く為の一歩で意義有る１年であったと思い

ます。

　さて、新年を迎えたこの時にこれから先の同窓会

に対する、組織・施設・支援体制などについて私な

りの夢を語らせていただきます。同窓会の会員は50

年間に２万７千人を超え３万名に近い人数を抱えて

います。その年齢構成の幅は広く、70代を迎え現役

時代とは異なる形で地域や社会に貢献されている先

輩方々から昨年度卒業された極めて若い社会人まで

幅広く在籍しています。理想としては、これら全て

の方々に同窓会活動へのご理解とご協力を賜り同窓

会活動を盛り上げる事が必要かと思いますが、現実

には多くの難しさが有り、それは夢物語に近いもの

があります。しかし夢は実現する為のもので有りそ

の努力をする事に意義が存在するのではないかと思

います。その具体策として、同窓会を早い時期に公

益社団法人化するなどして強靭な組織を構築して磐

石な体制の上に成り立つ大同大学同窓会でその存在

意義を広く社会から認知される事が重要であると思

います。また、同窓生が気軽に集える場所の設立が

必要ではないかと思います。毎年、同窓会の年次総

会が開催される時、学内では大学祭が行われていま

す。この期間中に同窓生が設置した出店にはいつも

多くのOBやOG達それに現役の学生達が集い、年齢

や学部、学科を超えて交流が行われています。この

状況を見る度にこの臨時出店の様に同窓生がいつで

も気楽に集い会える場所となる同窓会館か交流会館

を校内あるいは隣接した場所に設立できる事を夢み

ています。この施設を交流の発信基地に置き、同窓

生やその家族、現役学生等がイベントなどを含めて、

日常的に利用する事で会員の相互間の交流によっ

て、より深い絆が生まれ高いレベルで同窓会の存在

意義がご理解され、強い組織運営が行えるのではな

いかと思います。また同窓会育英金補助支援組織を

作り、本学で勉学した経験や仲間と知り合えた喜び

など知る卒業生の御子息やご令嬢を本学の２世代の

入学者として、またお孫さんなどを３世代目入学者

として進学できることを手助けする為の環境を備え

る事ができたらと思います。しかし、仮に私が夢見

る組織・施設・支援体制などが十分整備されたとし

てもそれで十分とは言えません。大切な事は同窓会

を構成する個々の会員の積極的な参加こそが、とて

も重要でこれからの100年目が有るのではないかと

思います。同窓会の存在意義は大学の存在価値と密

接な関係で有り、このどちらかが欠けても意味をな

さない事をご理解して頂きたいと思います。

　最後に会員の皆様がご健康で益々ご活躍されるこ

とを祈りつつ、同窓会と母校の発展に更なるご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新年のご挨拶

　　大同大学同窓会副会長　井上　孝司　…… ��2
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　大同大学同窓会の皆様、新年あけましておめでと

うございます。ご家族おそろいで良いお正月をお迎

えのこととお喜び申し上げます。

　私は、平成27年８月30日に大同学園常務理事を仰

せつかりました髙村誠一と申します。どうぞよろし

くお願い申し上げます。同窓会の皆様には、常日頃

から大同大学に対し、物心両面からのご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。

　平成26年に創立50周年を迎えた大同大学には、現

在、全国・世界の様々な分野でご活躍の２万７千人

超の同窓会員の皆様がいらっしゃいます。その全て

の方々の心のふるさとである大同大学。本学をこの

先100年、150年と継承発展させていくことが、こ

こで働かせていただく者の使命であると痛感してい

ます。微力ではございますが、本学そして大同学園

発展のために精一杯努力してまいりますので、ご指

導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　さて、現在全国の私立大学587校のうち、実に

265校（45.8％）が入学定員割れ（前年比33校、5.5ポ

イント増）という状況の中、本学では平成28年度に

入学定員増（725人→790人）が文部科学省（以下「文

科省」と略記）から認可されました。これは愛知県

を中心とする東海地区が、産業集積地を形成してい

るという好背景を反映し、本学への入学志願者数が

増加傾向にあり、今後もこの傾向が続くと見込まれ

ることと、就職においても平成26年度求人数は

8,703人と、平成22年度（4,484人）対比1.94倍の大幅

増となっており、社会ニーズを踏まえた本学の必要

性が文科省に認めていただけたものと考えておりま

す。

　18歳人口が間違いなく減少していく厳しい環境の

中、文科省から「定員を増やしても良い」というお

墨付きをいただいた大学として、また、前述のとお

り本学が100年、150年と継承発展していくために

も、確実に入学者を確保していく必要があります。

そのためには、本学の原点である、社会や産業界が

求めている社会人基礎力（①前に踏み出す力、②考

え抜く力、③チームで働く力）と専門性を身につけ、

実社会の中で挑戦し続けることができる学生を育て

ることが最も重要であると考えております。社会人

基礎力の強化、社会変化への柔軟な対応といった社

会の要請に応え、新時代にふさわしい特色を持つこ

とが、これからの大学に求められています。その実

現に向け、現在澤岡学長が中心となって推し進めら

れている教育改革に対し、法人本部としてもしっか

りサポートし、大同大学発展のために邁進してまい

ります。

　最後になりますが、大同学園で働かせていただけ

るこの“縁（えにし）”に感謝し、人生最後の職務を

全うするために、私は全精力を傾注する覚悟です。

同窓会の皆様には、大所高所からのご指導を賜りま

すよう、重ねてお願い申し上げ、私の新年のご挨拶

とさせていただきます。

　新年のご挨拶
大同学園常務理事　髙村　誠一
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第50回  第21期
平成27年５月23日（土）14：00〜

於：大同大学ゴビーホール総  会  報  告

　平成27年５月23日（土）に第50回第21期の総会を大学のゴビーホールにて開催しました。

　毎年、総会は大学祭時に開催としております。

　当日は、天候にも恵まれ、キャンパス内は在学生・卒業生等の来場者で溢れんばかりの大盛況でした。

　総会には、大学側より理事長・学長を始めとする教職員の方、全国各地より多くの卒業生にご出席いただきました。

　主な議題は、会務・会計報告、かおりデザイン会及び燎会の設立、「幹事職制定」に伴う会則見直等についてなど約１

時間半の会議を行いました。

　また、夕刻より150名程の出席者による懇親会を開催し、今年度も、サッカー部、ソフトボール同好会、吹奏楽団、

かおりデザイン専攻などの在学生が参加し、卒業生と在学生との懇親も行われ、盛大の内に幕を閉じることができました。

　今年も多くの卒業生が総会・懇親会にご出席いただきましたこと、感謝申し上げます。

【議案】

　第１号議案　平成26年度会務報告

　第２号議案　平成26年度会計報告

　第３号議案　平成26年度監査報告

　第４号議案　�「幹事職制定」に伴う会則の一部改正に

ついて（案）

　第５号議案　第21期大同大学同窓会役職者（案）

　第６号議案　大同大学同窓会　部会設立（案）

　第７号議案　平成27年度会務計画（案）

　第８号議案　平成27年度予算（案）

　第９号議案　その他

【案内】

　第21期大同大学同会役職者名簿

【報告】

　事務局組織

【付録】

　　⑴　大同大学同窓会会則

　　⑵　組織図

　　⑶　入会金・会費に関する規程

　　⑷　支部設立規約

　　⑸　支部活動援助に係る取扱い規程

　　⑹　部会等設立規約

　　⑺　旅費規程

　　⑻　弔慰規程

平成26年度　会務報告

■本部

●総会

　第49回第20期総会 平成26年 ５月 24日

 大同大学ゴビーホール

　設立50周年記念事業 平成26年 11月 22日

 東急ホテル

●評議員会

　第１回 平成26年 ５月 24日

 大同大学ゴビーホール

　第２回 平成27年 ４月 11日

●理事会

　第１回 平成26年 ５月 24日

 大同大学ゴビーホール

　第２回 平成26年 ８月 22日

　第３回 平成26年 ９月 29日

　第４回 平成26年 10月 31日

　第５回 平成27年 １月 28日

　第６回 平成27年 ３月 17日

●支部長・部会長連絡協議会

　第１回 平成26年 ５月 24日

 大同大学ゴビーホール

●広報委員会

　第１回 平成26年 10月 15日

　第２回 平成26年 11月 26日

　会報63号発刊 平成27年 １月 １日

●会員調査情報管理委員会

　第１回 平成27年 １月 ８日

●愛知県私立大学同窓会連合会

　理事会・総会 平成26年 ６月 25日

　会員大学見学会・情報交換会 平成26年 11月 29日

総 会 ・ 懇 親 会

総 会 議 案
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●その他

　同親会総会 平成26年 ７月 4日

　同親会ゴルフ打ち合わせ 平成26年７月11・12日

　後援会・同親会・同窓会役員研修旅行

 平成26年 ９月 ６日

　同親会懇親会・ゴルフ 平成26年10月３・４日

　同親会・後援会　忘年会 平成26年 12月 10日

　新年会 平成27年 １月 30日

　卒業パーティ 平成27年 ３月 20日

    

■支部

●関東支部

　関東地区50周年記念事業・総会 平成26年 ６月 28日

●山梨支部

　役員会 平成26年 ４月 27日

　役員会 平成26年 10月 ３日

　総会 平成26年 11月 15日

　役員会 平成26年 12月 17日

　新年会 平成27年 １月 25日

●静岡支部

　総会・懇親会 平成26年 ７月 19日

　秋の懇親会バーベキュー 平成26年 10月 19日

●豊田支部

　役員会 平成26年 ６月 27日

　役員会 平成26年 ８月 29日

　第27回総会及び懇親会 平成26年９月20・21日

　反省会及び新年会 平成27年 １月 30日

●あいち支部

　春のイベント 平成26年 ４月 20日

　大同大学教職員とあいち支部との親睦ゴルフコンペ

 平成26年 ５月 11日

　学内レガッタへの参加 平成26年 11月 ２日

　会員親睦ゴルフコンペ 平成26年 12月 ７日

　理事会 平成26年 12月 10日

　総会・懇親会 平成27年 ２月 22日

●みかわ支部

　総会 平成26年 ７月 12日

●富山支部

　総会及び懇親会 平成26年 ９月 20日

●四国支部

　第１回役員会 平成26年 ４月 20日

　第２回役員会 平成26年 ６月 ８日

　第10回高知県親睦会 平成26年 ６月 21日

　第29回総会・懇親会 平成26年 ８月 ２日

　第３回役員会 平成26年 ９月 21日

　第16回大同香睦会 平成26年 11月 22日

　第４回役員会 平成27年 １月 26日

●大阪支部

　役員会 平成26年 ５月 ６日

　関西地区50周年記念事業 平成26年 ９月 ６日

　総会・懇親会 平成27年 ２月 ７日

●信越支部

　総会 平成27年 ３月 14日

●滋賀支部

　役員会 平成26年 ７月 14日

　総会・懇親会 平成26年 ７月 26日

●三重支部

　総会・懇親会 平成26年 ８月 30日

●兵庫支部

　総会 平成27年 １月 21日

●岐阜支部

●北陸支部

■部会

●教志会

　総会・懇親会 平成26年 ８月 30日

●６７会

　総会・懇親会 平成26年 ６月 ７日

　幹事会 平成26年 ７月 22日

　同窓会50周年参加者会議 平成26年 ９月 11日

　新年懇話会 平成27年 ２月 21日

●７1会

　総会・懇親会 平成26年 ７月 ５日

　三河分会・懇親会 平成27年 ２月 ７日

●白水会

　役員会 平成26年 ４月 ５日

　総会 平成26年 ５月 24日

　役員会 平成26年 ７月 18日

　親善ゴルフコンペ・懇親会 平成26年 ９月 27日

　役員会・新年会 平成27年 １月 31日

●サッカー部OBOG滝春会

　役員会 平成26年 ４月 25日

　総会 平成26年 ５月 24日

　静岡支部親睦会 平成26年７月12.13日

　夏期現役との交流試合及び親睦会 平成26年 ８月 30日

　ゴルフ大会 平成26年 ９月 18日

　役員会 平成26年 11月 ８日

　新年現役交流試合及び親睦会 平成27年 １月 17日

　卒業生追い出し交流試合および親睦会

 平成27年 ２月 21日

　卒業生就職内定祝賀会 平成27年  ３月 14日

●拳友会

　役員会 平成26年 ５月 24日

　懇親会 平成26年 ５月 25日
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　新年会 平成27年 １月 24日

●スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

　現役との交流会 平成26年 ５月 24日

　総会 平成26年 11月 15日

　現役との交流会（ＯＢＯＧスキー大会出場）

 平成27年３月21・22日

●ボート部ＯＢ会

　ＯＢ会　総会 平成26年 10月 18日

　錦杯レガッタ　 平成26年 11月 ２日

平成26年度　会計報告

一般会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 入 会 金 18,200,000

2 終 身 会 費 32,920,000

3 貯 金 利 子 8,297

4 ＶＩＳＡカード提携手数料 21,704

5 雑 収 入 571,425

6 前 年 度 繰 越 金 6,048,981

収　　入　　合　　計 57,770,407

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 総 会・ 役 員 会 費 2,108,602

2 支 部 活 動 援 助 金 2,765,536

3 会 員 調 査 費 �−�

4 会 報 作 成 費 2,745,345

5 ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費 26,028

6 事 務 費 1,218,348

7 会 合 費 517,490

8 委 託 費 984,144

9 学 生 育 成 事 業 費 4,189,580

10 同 窓 会 連 合 会 104,864

11 特 別 会 計 繰 入 金 32,000,000

12 公 租 公 課 1,683

13 事 業 補 助 費 �−�

14 次 年 度 繰 越 金 11,108,787

支　　出　　合　　計 57,770,407

特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 131,364

2 前 年 度 繰 越 金 372,447,222

収　　入　　合　　計 372,578,586

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 525

2 公 租 公 課 26,682

３ 周 年 特 別 会 計 繰 入 金 37,000,000

4 次 年 度 繰 越 金 335,551,379

支　　出　　合　　計 372,578,586

周年特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 971

2 一 般 会 計 よ り 繰 入 32,000,000

3 特 別 会 計 よ り 繰 入 37,000,000

4 前 年 度 繰 越 金 806,968

収　　入　　合　　計 69,807,939

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 5 0 周 年 式 典 費 32,053,248

2 事 務 費 2,297,499

3 大 学 寄 付 34,000,000

4 事 業 補 助 費 1,368,410

5 公 租 公 課 196

6 次 年 度 繰 越 金 88,586

支　　出　　合　　計 69,807,939

　　上記の通り報告いたします。

　　　　　　　　平成27年３月31日

　　　　　　　　　大同大学同窓会 　　　　　　　　　

　　　　 会　　計　　　川　角　匡　史

 堀　木　俊　宏

平成26年度　監査報告

監　査　報　告　書

　大同大学同窓会

　　　会長　　　下郷　正二　　殿

　平成26年度大同大学同窓会決算書について監査を

した結果、会計帳簿、証明書類等正確かつ適正であ

ったことを認め報告いたします。

　　　　　　　　　　　　平成27年４月１日

　　　　　　　　　　　　大同大学同窓会

　　　　　　　　　　　　　会計監査　　山野　清市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外山　群勝
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改正後

（役員）
第１４条　本会は、次の役員をおく。
　（１）　会長 １名
　（２）　副会長 ３名
　（３）　名誉顧問 若干名
　（４）　顧問 １名
　（５）　理事 ４名
　（６）　幹事 若干名
　（７）　支部・部会連絡協議会代表 ２名
　（８）　事務局長 １名
　（９）　事務局長補佐 １名
　（10）　評議員議長 １名
　（11）　評議員 ５０名程度
　（12）　会計監査 ２名

（役員の選出および委嘱）
第１５条　本会の役員の選出および委嘱は次に定める。
　（１）〜（３）　、略
　（４）　 幹事は、大同学園に勤務する卒業生より選出し、総会

で承認を得る。ただし、幹事の任期期中は評議員を兼
任できない。

　（５）　 支部・部会連絡協議会代表は、支部長および部会長の
代表であり、支部・部会連絡協議会の互選により選出し、
総会で承認を得る。

　（６）　 評議員は、正会員の互選により選出し、総会で承認を
得る。

　（７）　評議員議長は、評議員の互選とし、総会で承認を得る。
　（８）　 会計監査は、正会員のうちから評議員会において推薦

し、総会で承認を得る。

（役員の職務権限）
第１６条　役員は次の職務を行う。
　（１）〜（４）　、略
　（５）　幹事は、理事を補佐し本会の企画・運営に参画する。
　（６）　 支部・部会協議会代表は、各支部および各部会の会務

を掌理し、本会に参画する。
　（７）　 事務局長は会務の執行にあたる。事務局長は、事務局

を構成し、事務ならびに会計を掌理する。
　（８）　 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故

があるときは、その職を代行する。
　（９）　評議員は、必要に応じて、本会に参画する。
　（10）　 評議員議長は、評議員を招集して評議員会を構成し、

理事会の諮問機関として、会務を監査する。
　（11）　会計監査は、本会の会計の執行を監査する。

（理事会）
第２３条　 理事会は、会長、副会長、理事、幹事、支部・部会

連絡協議会代表、事務局長、事務局長補佐および顧
問で構成し、本会の企画・立案・運営方針などの審
議機関となる。

　　　２　理事会は、会長が召集し、議長となる。
　　　３　 理事会は、20名以下とする理事会構成員の過半数の

出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって議決
する。

　　　４　略

（委員会）
第２４条　 各種の委員会は理事会によって提起され、理事会の

承認を得て、発足されるものとする。
　　　２　 委員長は、理事会構成員がこれにあたり、委員会の

議長となる。
　　　３　 委員は、委員長の指名ならびに推薦とし、役員また

は正会員より選出する。
　　　４　各委員会の廃止は、理事会の承認を得る。

（組織）
第４２条　本会の組織は別表１に定める。

（施行期日）
第４３条　 この会則は、昭和40年11月21日から施行する。（制定）
　２〜９　略
　　１０　 この会則は、平成27年５月○○日から施行する。（部

分改正）

改正前

（役員）
第１４条  本会は、次の役員をおく。
　（１）　会長 １名
　（２）　副会長 ３名
　（３）　名誉顧問 若干名
　（４）　顧問 １名
　（５）　理事 ４名
　（６）　支部・部会連絡協議会代表 ２名
　（７）　事務局長 １名
　（８）　事務局長補佐 １名
　（９）　評議員議長 １名
　（10）　評議員 ５０名程度
　（11）　会計監査 ２名

（役員の選出および委嘱）
第１５条  本会の役員の選出および委嘱は次に定める。
　（１）〜（３）　、略
　（４）　 支部・部会連絡協議会代表は、支部長および部会長の

代表であり、支部・部会連絡協議会の互選により選出し、
総会で承認を得る。

　（５）　 評議員は、正会員の互選により選出し、総会で承認を
得る。

　（６）　評議員議長は、評議員の互選とし、総会で承認を得る。
　（７）　 会計監査は、正会員のうちから評議員会において推薦

し、総会で承認を得る。

（役員の職務権限）
第１６条　役員は次の職務を行う。
　（１）〜（４）　、略
　（５）　 支部・部会協議会代表は、各支部および各部会の会務

を掌理し、本会に参画する。
　（６）　 事務局長は会務の執行にあたる。事務局長は、事務局

を構成し、事務ならびに会計を掌理する。
　（７）　 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故

があるときは、その職を代行する。
　（８）　評議員は、必要に応じて、本会に参画する。
　（９）　 評議員議長は、評議員を招集して評議員会を構成し、

理事会の諮問機関として、会務を監査する。
　（10）　会計監査は、本会の会計の執行を監査する。

（理事会）
第２３条　 理事会は、会長、副会長、理事、支部・部会連絡協

議会代表、事務局長、事務局長補佐および顧問で構
成し、本会の企画・立案・運営方針などの審議機関
となる。

　　　２　理事会は、会長が召集し、議長となる。
　　　３　 理事会は、理事の過半数の出席で成立し、議事は出

席者の過半数をもって議決する。
　　　４　略

（委員会）
第２４条　 各種の委員会は理事会によって提起され、理事会の

承認を得て、発足されるものとする。
　　　２　 委員長は、評議員がこれにあたり、委員会の議長と

なる。
　　　３　 委員は、委員長の指名ならびに推薦とし、評議員ま

たは正会員より選出する。
　　　４　各委員会の廃止は、理事会の承認を得る。

（組織）
第４２条　本会の組織は別表１に定める。

「幹事職制定」に伴う会則の一部改正について（案）

１．改定事由
　　・役員に幹事を加える。

２．附則の追加
　・改正期日は、平成27年５月23日とする。
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　平素は、同窓会活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。

　この度、まことに残念ですが、北陸支部が解散となり

ましたことを会員の皆様にご報告させていただきます。

　　解散支部：北陸支部

　　解	散	日：平成27年５月23日

事　	　由：	会則第８章（支部の解散）第33条２項に基づ

き、支部の活動が３年以上休止であり今後も

活動が困難である為、支部を解散とする。

　旧北陸支部の活動地域にお住いの同窓会会員の皆様に

はご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、今後とも同窓

会活動にご参加くださいますようお願い申し上げます。

支部情報

BRANCH INFORMATIONBRANCH INFORMATION

大阪支部
　　

支部長　71M　杉橋　俊彦

　新年明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、よい年をお迎え

の事とお喜び申しあげます。

　昨年も色々な事が有りました、TPPの合意・安保法改

正・不正経理問題や偽装事件、沖縄問題等々、少なかっ

たが明るいニュースも有りました、国産飛行機MRJの初

飛行、北陸新幹線開業、小私の中ではラクビー日本代表

の活躍が一番でした。

　大阪では都構想の住民投票での否決、維新の会のゴタ

ゴタ、続いて府知事・市長選のダブル選挙もあり騒々し

い年ではありましたがそのような中、大阪支部では９月

12日に支部総会、並び第５回ビジネス交流会を開催しま

した。

　89Ａの川地将人様に「成功者はなぜ「まあるい生き方」

を実践するのか？」

　65M西郷義美様に「特許と建築、ハラール、そして人

生いろいろ」と題して著名なお二人にプレゼンテーショ

ンを行って頂きました。

　今年も同様にビジネス交流会を開催する予定でいま

す。プレゼン・我こそわと思われる方は是非ご一報頂け

れば幸いです、同総会の目的の一つであります和親の向

上を図る為の一つのきっかけにになればと思います。

　支部役員一同、会員の皆様に楽しんで頂けるように努

力し準備して行きたいと思います、開催時期には正式な

案内を発信いたしますので、皆様の参加をお待ちしてお

ります、ビジネス交流会も併せ本年も宜しくお願いいた

します。

支部の解散について
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信越支部
　　

支部長　83E　水口　清志

　明けましておめでとうございます。信越支部長の水口

と申します。信越支部は新潟・長野の２県が活動の範囲

としております。支部の総会は、平成28年３月に松本に

て開催を予定しております。皆様お忙しいとは思います

が、１人でも多くの方の参加を期待しております。同窓

の輪を広げ、情報・意見等の交換の場を広げていきまし

ょう。

あいち支部
　　

支部長　68M　松尾　英明

明けましておめでとうございます。

　ＴＰＰ、集団的自衛権、マイナンバー、キールアーチ

など理解困難な文言が飛び交っています。全国有料老人

ホームが募集したシルバー川柳に「マイナンバー　ナン

マイダーと聞き違え」がありましたが、同感できます。

新国立競技場のように「白紙撤回」した方が良さそうな

ことが山積しているこの頃ですが、同窓生の皆様におか

れましては如何お過ごしでしょうか。あいち支部では世

の中の混乱に関わらず今年も以下の行事を計画していま

すのでご案内します。

　　　２月：総会　　４月：春のイベント

　　　５月：教職員との親睦ゴルフコンペ

　　１０月：秋のイベント

　　１１月：学内レガッタ（七笑会との連合）

　　１２月：親睦ゴルフコンペ

　今年も「お子様無料、弁当・飲み物、お酒付き」のイ

ベントを春と秋に開催しますので昨年同様多数の皆様が

ご家族で参加される事をお待ちしています。イベント以

外の行事も例年通り予定していますので青春・盛春・老

春・・・を同窓生と共に弾けてみませんか！

	

2015年４月19日　春のイベント「鉄道博物館」　21家族62名参加

みかわ支部
　　

支部長　69E　彦坂　修平

　新年あけましておめでとうございます。同窓会会員諸

氏には、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。今年も皆様とともに楽しみ、学び、

ふれあいの集まりとなるように役員一同頑張ってまいり

ますので多くの方に支部活動に参加いただきますようお

願い申し上げます。

　昨年の総会には、井上副学長をお招きし、今話題の初

の国産ジェット旅客機の機体の素材に関する講演をして

いただき、参加者の同窓会会員Ｏ氏もMRJの開発作成に

現在携わっているとのことで大変盛り上がりました。そ

の後宴会に入り、久しぶりに顔を合わせた会員達と酒を

酌み交わし、楽しい一夜を過ごすことができました。

　今年の総会は７月の第２土曜日を予定いたしておりま

す。昨年以上の内容を予定いたしておりますので是非ご

参加いただきますようにお願い申し上げます。

【今後の予定】

　　　春の懇親会　　４月の中旬

　　　支部総会　　　７月第２土曜日

富山支部
　　

支部長　90D　野上　潤一

　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、益々ご清栄のこ

ととお喜び申し上げます。また、平素は会員の皆様から

のご支援、ご協力を頂き誠に有難うございます。

　富山支部では、平成27年度として10月３日（土）に支

部総会・懇親会を開催いたしました。同窓会本部からは、

下郷会長、松尾支部連絡協議会代表、川角幹事にご出席

頂き、大学の近況、各支部･部会の活動状況などについ

ての報告を頂きました。また、山梨支部からも藤井支部

長のご参加があり、支部活動の今後の進め方などについ

て相談させて頂き、有意義な時間を過ごすことが出来ま

した。

　平成28年度としては、10月に総会の開催を予定して

おりますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

平成27年10月３日　富山市新富町『しゅん家』にて

山梨支部
　　

支部長　66M　藤井　豊

　同窓会会員の皆様、新年明けましておめでとうございま

す。

　会員の皆様、そしてご家族皆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、山梨支部活動に際し、同窓会本部をはじめ各支

部の皆様のご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございま

した。

　本年も昨年同様ご支援・ご協力をいただけますようよろ

しくお願いします。

　山梨支部では、今年も家族とともに楽しんでいただける

イベントを開催しますので多数の皆様がご家族と参加され

ることをお待ちしています。
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行事計画は

　　　６月第２日曜日　　サクランボ狩り

　　　９月第３日曜日　　ぶどう狩り

　　１１月第２土曜日　　支部総会・懇親会

　　　１月第３日曜日　　新年懇親会

以上のような計画をしております。

　最後に、皆様のご多幸とご健康を心からお祈り申し上げ

ます。

豊田支部
　　

支部長　76M　須藤　章

　新春の候、同窓会会員の皆様には、益々ご活躍のこと、

お喜び申し上げます。さて　昨年９月19日に豊田支部の

総会を開催しましたのでその報告をさせていただきます。

今回は趣向を変え大同大学かおりデザイン専攻の棚村先

生のご尽力により学生諸君と交流会を開催することがで

きました。第一部でトヨタの物作りの原点が垣間見える

トヨタ鞍が池記念館を見学、第二部として総会と通常は

講演会ですが今回は学生諸君による日頃の研究テーマと

その成果を光田教授、棚村先生の御指導のもと発表して

頂きました。嗅覚の衰えテスト等もありおもしろく拝聴

出来ました。また懇親会では、今流行りのドローンの参

考展示や学生諸君との意見交換もありそれなりに盛り上

がりました。皆様のおかげを持ちまして無事支部総会が

出来ましたこと報告と合わせて御礼申し上げます。

三重支部
　　

支部長　62M　川邉　俊樹

　新年あけましておめでとうございます。

　お幸せな初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　昨年は、台風被害も少なく、猛暑、残暑もなく穏やか

な年であったように経済においても株価の大幅下落があ

ったものの年末には値を戻し、景気も確実に上昇が見て

取れ良好な一年であったように思われます。

　さて、三重支部に於きましては、昨年、新たに各担当

役員が決まり、本格的な支部活動が展開できる体制と成

りました。平成27年度は、数回の役員会を経て10月24

日に下郷同窓会長、松尾支部・部会連絡協議会代表等々

を迎え参加者総勢19名、津新町駅前の『プラザ洞津』に

おいて開催しました。

　また、ファミリーイベントの第一弾として、平成28年

１月23日(土)に伊勢神宮内宮の初詣を計画しています。

来年からは、全支部に呼びかけ伊勢神宮初詣を毎年開催

していきたいと考えています。（なお、上述の初詣参加

希望者は同窓会事務局に連絡ください。）

　今年は、ファミリーイベント、女子会等々の開催を計

画していきますのでより多くの参加をお願い致します。

今後の三重支部の活動に期待して下さい。

静岡支部
　　

支部長　82E　花本　篤人

　皆様、新年あけましておめでとうございます。

　昨年も含め、支部活動にご協力や参加をして頂き、静

岡支部を盛り上げて頂いた同窓生並びに事務局関係者の

方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。誠にあり

がとうございました。おかげさまで大変楽しい支部活動

となり、同時に良い勉強もさせて頂き、今後の糧にもな

りました。

　昨年も本学や支部で様々な楽しいイベントが盛りだく

さんありました。振り返ってみれば、以前から楽しみに

していたつもりがアッという間に当日を迎え、気づけば

終わっていると言う感じでした。人生が長くなると時の

流れも速く感じるようで、１年と言うより５〜６か月と

言う感じです。幼少期も含めた若い頃はあれほど時間が

長かったのになぜ、と言う疑問も湧いてきますが、ある

説によると、心理上、新しい発見や必須の学科が多けれ

ば時間を長く感じ、毎日が同じ事の繰り返しだと短く感

じるとの事です。よって、私の場合は説の後者に属して

いた事になります。「光陰矢の如し」と言うことわざも

ありますが、アッという間に寿命が来てしまわないよう、

今後は時間を大切にしつつ新しい事にチャレンジしてゆ

く所存です。

　私事になってしまい恐縮ですが、今年は支部設立30周

年を迎え、盛大なイベントも計画しておりますので是非

とも応援の程お願い致します。

　今後とも皆様のご健勝並びに大同大学の発展を祈りつ

つ、支部活動の益々の活性化を図って行きますので重ね

てよろしくお願いいたします。
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兵庫支部
　　

支部長　86D　深川　常治

　新年あけましておめでとうございます。

　本年も支部活動に、ご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。

　寒さも本格的になってきております。体調には十分お気

を付けください。

　昨年は年初に西明石で総会を行いました。今年も同様に

行えるように、ただいま準備を進めております。ご案内さ

せていただきました際には、是非ご参加いただけますよう

お願い申し上げます。

関東支部
　　

支部長　66E　早川　元

　同窓会員の皆様

　新年のお慶びを申し上げます

　創立50周年記念業事を盛会裏に終え2015年の第34回

関東支部総会は幹事（支部長）が若干燃え尽き症候群状態

でしたがなんとか今まで通り（６月27日）午後４時浅草葵

丸進７階にて開催できました。

　澤岡学長、下郷会長の臨席を賜り総勢32名の会でした。

今回の支部総会後故郷（岐阜）へ帰られる為退会される方

又会社生活を終えられ新たに参加された方、転勤で関東

に移られ参加された方、東京見物を兼ね旧友との再会を

期し参加された方と今回は参加メンバーに変化がありま

した。宴会も座敷からテーブル席と気楽な宴となり、今

後も“来る者拒まず”をモットーに「６月最終土曜日午

後４時の同窓会」を開催いたします。

滋賀支部
　　

支部長　86A　伴　政憲

　あけましておめでとうございます。日頃は同窓会活動

にご理解とご支援賜りありがとうございます。深く感謝

申し上げます。滋賀支部も概ね毎年総会を開かせていた

だいておりますが、ここ数年お会いできるお顔があまり

変わらない様子でしたが、昨年の総会では若い世代の同

窓生に参加いただくことができ新たなお出会いをさせて

いただくことができました。とても有意義でうれしく思

います。ますます多くの同窓生のみなさんに参加いただ

けるよう活動を活発にできればと思います。よりよい活

動にしていくためにご提案等がございましたら、ご遠慮

なくお申し出いただければ幸いです。

　さてご案内です。滋賀支部では出前講座というものを

同窓会活動として企画いたしました。子どもや若者たち

が、進路や自分の生きる道をどう切り開いていくかを考

えたりするきっかけとなり、ヒントを見つけてくれる講

座になることを目指しています。親や先生たちに勝手に

つけた道ではなく自分がこうしたいと思う道を開くこと

のできるような講座になればいいな。と考えています。

そして小さい講座でもいいので継続的に意義ある講座を

目指しています。つきましては第１回目の開催予定が決

まりました。詳細は別にご案内したいと思いますが予定

は以下の通りです。

　開催日程（予定）：１月22日（金）12：30

　　　　　　　　　（※詳細時間調整中）

　講師：	山田周生氏（（仮)一般社団法人United	Green）;

廃食油を旅先で集めながらそれを燃料に世界を

旅したカメラマン。現在は岩手県釜石市で地域

活性型循環自然エネルギープロジェクトという

いわゆる自然エネルギーの循環で暮らしができ

るプロジェクト。そのプロジェクトを少しづつ

作り上げながら復興支援活動をされています。

　会場：滋賀県立瀬田工業高等学校

　開催させていただく学校様の関係上平日となってしま

いましたが、お時間の許す先輩のみなさまには是非ご参

加いただければ幸いです。

　滋賀支部ではこのように同窓会の活性を図るとともに

大同大学の発展を願って、今年も頑張らせていただきま

す。今年もどうぞ同窓生のみなさまのお力添えを賜りま

すようお願いをして新年のご挨拶に代えさせていただき

ます。

岐阜支部
　　

支部長　72E　香田　孝

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　新春を迎え、会員皆様の繁栄とご多幸をお祈り申し上

げます。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　昨年は英語ハイクを作ってみました。拙いものですが…。

①	summer	night	―
　	beautiful	stars	above

　	dogs	play	around	me

　	夏の夜　美しい星　たわむる犬

②	our	Obon	dinner	―
　	beer	bottles	going	and	passing	

　	from	the	window	frame

　	盆集い　二部屋をつなぐ　窓の枠

③	full	moon	―
　	my	old	girlfriend

　	where	and	what	to	do

　	満月や　昔のあの子　いまどこで
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部会情報

CLUB INFORMATIONCLUB INFORMATION

教 志 会
　　

部会長　66M　布目　訓久

　新年明けましてお目でとう御座います。

　同窓会会員の皆様に於かれましては、益々ご活躍の事

と存じます。

　本年も相変わりませず、ご支援・ご指導の程宜しくお

願い致します。

　「大同大学教志会」は、大同工業短期大学・大同工業

大学・大同工業大学大学院・大同大学・大同大学大学院

を卒業または修了された教職員及び関係者を会員とし、

大同大学同窓会会則第９条部会に則った会です。

　その目的は、会員相互の友誼を深めるとともに、研究

発表を行い、教職を目指す学生を支援し、且つ母校の事

業に賛同し発展に寄与しようとするものです。

　事業内容は、研究発表、講演会等の活動を行うことに

より、母校及び同窓会との連携を密とし、情報交換・意

見交換を行うことにより、教職を目指す学生諸君の育成

を図るものです。

　このような趣旨で毎年、８月最終土曜日午後に同窓会

後援のもとで、本会研究会を開催しています。

　平成27年度は８月29日（土）、本学A棟14階にて以下

の内容で開催いたしました。

　（１）「我が母校　大同大学」		

　　　　前校長　愛知県立佐織工業高等学校	

													現職　愛知県旭高原少年自然の家

													副所長　上野　耕司先生	　　

　（２）「発達障害のある人の困り感への支援方法」　　

　　　　― 義務教育から高校・大学・就労に向けて	―
　　　　名古屋市発達障害対応支援講師、

　　　　名古屋市立相原小学校　講師　大川	司先生

　　　　名古屋工業高等学校　　教諭　鈴木英文先生

　どなたでも参加歓迎です。お一人でも多くの方々にご

参加していただきますように

　教志会会員一同お待ちしております。

　なお、参加を希望されます方は、同窓会事務局へ申し

込みをお願いいたします。

　最後になりましたが、今年も同窓会の皆様方と共に本

学発展のため教志会会員一同力を合わせて進みますの

で、ご指導御鞭撻の程よろしくお願い致します。

　新年にあたり、皆様方のご健勝とご多幸を衷心よりお

祈り申し上げます。

67 会
　　

幹事　67E　山本　喜生

“トコトコと旧東海道を歩こう”

　新年明けましておめでとうございます

　67会の皆さん、お元気ですか？

　還暦から早や８年目の年を迎え、再雇用、退職その他

それぞれの第二の青春を、元気に謳歌していることと思

います。私もフルタイムで出勤する傍ら健康の維持の為、

時間を見つけ町歩きや里山ハイキングで近くの鈴鹿山系

の山々に登ったりしている昨今です。

　さて、67会の幹事会では、新しい目標をもって、いつ

も元気な活動をしたいとの考えで旧東海道を歩くことを

計画いたしました。

　東海道といえば江戸時代に制定された５街道の１つ

で、53の宿場があります。その距離は、起点の江戸日本

橋から終点の京都三条大橋まで約492kｍあります。有

志で都合のいい時に参加して、弥次さん・喜多さんの道

中さながらにトコトコと歩きながらワイワイ、ガヤガヤ

と街道沿いの観光地を見学して見聞を広げましょう。

　ボケの防止に・・・、歩いた後は懇親会で楽しいひと

時を・・・。

　期　間（目安）：３年間、70歳までを完歩の第一目標と

する

　参加申込み方法：下記のメールアドレスまで申込む。

実施日の３週間前に歩行区間、集合時間・場所を連絡い

たします。

　67E　山本喜生　y-yamamoto@toho-tec.co.jp

　　　　			または　y-ja2mao@sage.ocn.ne.jp

		

2015. ６. ６�懇親会�東新町モンゴルレストラン「シンキロー」にて

 拳 友 会
　　

部会長　78E　鈴木　滋之

　明けまして　おめでとうございます。同窓会員の方々

にはご健勝のことと存じます。

　平成27年11月７日　大同特殊鋼健保会館において、

空手道部創立50周年祝賀会が、空手道部ＯＢ会である大

同拳友会の主催により開催されました。

　現役空手道部部員・拳友会会員・棚橋教授（顧問）など

約50名が参加し、来賓として下郷同窓会会長はじめ大学

関係者をお迎えし、大同大学吹奏楽団のご協力で、音楽

演奏の流れる中、現役の演武等も行われ盛大に催されま

した。

　この祝賀会が空手道部過去50年の歩みを振り返り、今

後の空手道部の発展を目指す新たなスタートとなること

でしょう。

　今後も皆様方のご支援・ご協力をお願い致します。

　今年も大学祭にて「演武会」も行われる予定です。多

数の来場をお待ちしております。
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創立50周年祝賀会　平成27年11月７日　於�大同特殊鋼健保会館

71 会
　　

部会長　71M　後藤　道夫

　71生の諸君、明けましておめでとうございます。今年

は71会発足９年目になります、その間、延べ300人余り

の仲間が集まり、語り、飲んで親睦を深めています。今年、

63・64歳。入学して45年。

　一昨年に同窓会設立50周年の祝いがあった事を考える

と我々71生はまさに大同大学の発展の歴史を語れる大

先輩として、また自分の子供より若い彼ら（学生）の育成

を考えなければならない年回りとなっています。それぞ

れの立場・環境は違っていても大同人として社会貢献・

地域貢献活動をすることで大同大学の知名度を上げる努

力をしていこうではありませんか。そして毎年開かれる

71会で報告できるような一年で有ってほしいと思ってい

ます。 “頑張れ71生”

2015年７月（71会）

白 水 会
　　

部会長　77C　竹居　義彦

　新年あけましておめでとうございます。

　「白水会」は、主に白水校舎で学んだ	建設工学科	土木

系／建築系（現：建築学科・都市環境デザイン学科）の同

窓生により平成21年８月設立いたしました。

　昨年の活動内容は、２月に名古屋での新年会・名刺交

換会に始まり、５月には第６回定時総会と情報交換会を

大学本館14階交流室＆ラウンジにて行い、７月に勉強会

を行い12月には親睦会としてゴルフコンペを行い、役員

会を２回実施しました。

　今年も「白水会」の行事として、２月に新年会・名刺

交換会、５月に第７回定時総会と情報交換会、７月に勉

強会、10月は親睦会（ゴルフコンペ）を予定しています。

「白水会」のさらなる発展のため、会員（特に若い方）皆

様の多数のご参加を是非ともお願い致します。また「白

水会」ＰＲのために、近隣の支部・部会にも参加してい

きたいと思いますので御協力をお願い致します。

　なお、白水会連絡先は

　白水会事務局長　79Ｃ伊藤　厚

　メールアドレス　at_ito72@msn.com　まで

サッカー部
OB・OG 滝春会　　

部会長　82E　岡本　博則

　明けましておめでとうございます。

　部会の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎え

になられたこととお喜び申し上げます。

　さて、サッカー部の会合は現役との交流を主とし、毎

年６回のイベントを企画し、尚且つ　この行事以外にも、

ゴルフ大会、役員懇親会、ただの飲み会を開催しており

ます。この飲み会では同窓会の枠を超え家族ぐるみでつ

きあいを行っています。

　本当に楽しい滝春会なので、親睦・情報交換の場とし

て是非多くの方々のご参加をお待ちしております。

H27年11月13日（金）　名古屋市栄「れんが家」

滝春会【平成28年のイベントスケジュール】

　28年１月16日（土）：新年現役交流試合及び親睦会

　	 	 　２月20日（土）：卒業生追出し交流試合及び懇親会

　	 	 　３月19日（土）：卒業生就職内定祝賀会

　	 	 　５月：総会及び現役との交流試合

　	 	 　８月：夏期現役交流試合及び親睦会

　　　12月：親睦旅行（忘年会）

スキー山岳部・
スキー部 OB・OG 会　　　

部会長　72M　大川　司

　新年あけましておめでとうございます。

　皆様方に於かれましては、益々ご活躍のこととお喜び

申し上げます。

　最近は、名古屋近郊の山はもちろん、3000ｍ級の山

でも60・70才代の方々が山登りをしている姿を多く見

かけます。スキー大会でも、シニアのエントリーが他の

年代より多いそうです。スキー山岳部・スキー部ＯＢ・

ＯＧの皆様も登山やスキーを楽しんでおられるのではと

推察いたします。

　昨年11月には、スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

総会を開催しました。スキー山岳部名誉顧問の兼田喜代

志先生も駆けつけていただきました。スキー山岳部ＯＢ



14

ALUMNI	ASSOCIATION	OF	DAIDO	UNIVERSITY

とスキー部ＯＢの方々も多く参加していただき、時間を

忘れて、笑い声が絶えない楽しい総会となりました。

　昨年３月に岩岳スキー場で行われましたＯＢ・ＯＧス

キー大会には、大同大学から５名のエントリーがありま

した。雪不足でコースが短くなり、悪いコンディション

ではありましたが、全員ゴールすることができました。

【平成28年の予定】

　３月19日（土）

　　スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧと現役との交流会

　３月20日（日）

　　ＯＢＯＧスキー大会　（岩岳スキー場）

　５月21日（土）

　　ＯＢ・ＯＧと現役との交流会（大学祭期間中）

　11月12日（土）

　　スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会総会

　以上、予定しております。スキー山岳部およびスキー

部のＯＢＯＧの皆様方の参加を多数お待ちしておりま

す。各行事の前に案内をお送りします。

　皆様方の、益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し

上げます。

現役との懇親会（岩岳スキー場）

	

スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会総会

ボート部
OB会 　　

部会長　65M　中井　通之

　新年あけましておめでとうございます。昨年度の会合

は10月５日（日）熱田区神宮前の大同特殊鋼健保会館にて

開催いたしました。

　県外（富山・高山・清水・安曇野・下呂）より参加して

頂きました。学生５名OB33名総勢38名にて開催でした。

懇親会は毎年10月第一日曜日に開催いたします。

　11月８日（日）には大学恒例の錦杯レガッタが庄内川に

て行われる予定でしたが雨天の為中止になりましたが当

日OB７名と安曇野のOBの方が朝早くバーベキューの用

意参加して計８名にて合宿所にて親睦をはかることが出

来ました、

　【H28年度のOB会の予定】

　　　　　３月　学生との親睦会

　　　　　４月　OB会懇親会

　　　　　10月　OB会　総会

　　　　　11月６日（日）学内レガッタ予定

　今後ボート部に積極的応援していきたいと思います。

かおり
デザイン部会 　　

部会長　D10　磯崎　文音

　新年あけましておめでとうございます。昨年、発足致

しましたかおりデザイン部会でございます。かおりデザ

イン部会では平成26年９月12日（土）に第１回総会、OB、

OG会を行い、約60名に参加を戴き、盛大な会を開催す

ることができました。本年も総会およびOB、OG会の開

催を予定しております。発足１年目ということで若輩者

ではございますが、大同大学同窓会の更なる発展に貢献

していきたいと思います。

　皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。

2015年９月12日　第１回かおりデザイン部会総会

燎　会
　　

部会長　66E　名倉　満雄

　あけましておめでとうございます。昨年度の第42回燎

（にわび）会の様子をご紹介します。設立以来、燎会を支

えて下さった愛知先生が大変悲しいことに３月に逝去さ

れた後でしたので、先生のご自宅に近い豊田市のフォレ

スタヒルズで７月４日（土）・５日（日）	に開催しました。

緑に囲まれた美しい環境に立つホテルに13名の参加をい

ただき夜の更けるまで楽しく歓談できました。翌日は愛

知先生宅を全員で訪問し先生のご位牌にお参りし、あら

ためてお人柄や御恩をしのび感謝することができまし

た。その後はトヨタ博物館を見学し昼食をいただき、燎

会の存続を誓い合い解散しました。
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土木・環境専攻

機械工学科

電気電子工学科

建築学科

総合機械工学科

建築専攻

インテリアデザイン専攻

工学部 情報システム学科

コンピュータサイエンス専攻

情報ネットワーク専攻

情報デザイン学科

メディアデザイン専攻

プロダクトデザイン専攻

総合情報学科

かおりデザイン専攻

経営情報専攻

情報学部

機械工学科
総合機械工学科
電気電子工学科

建築学科

合　計

情報システム学科

情報デザイン学科

総合情報学科

建築
インテリアデザイン
土木 • 環境
コンピュータサイエンス
情報ネットワーク
メディアデザイン
プロダクトデザイン
かおりデザイン
経営情報

部
学
工

部
学
報
情

日　程
試 験 種 別

出 願 期 間

試 験 日

試 験 会 場
合格発表日

手続締切日 入 学 金
授業料等

24
14
18
10
4
7
11
11
10
5
3
5

122

12
18
11
10
4
5
5
5
9
4
2
5
90

12
8
7
2
2
4
3
3
4
3
2
3
53

12
5
7
4
2
3
3
3
5
2
1
2
49

3
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
20

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
17

募集定員

ファイナル入試後期入試中期入試

大学入試センター試験利用系

前期入試
(兼特別奨学生入試）

学力系

中期入試センタープラス入試前期入試
(兼特別奨学生入試）

平成28 年
2月15日(月 )

2月25日(木)

平成28 年
1月26日(火)

2月11日(木)

平成28 年
2月 5日(金)

2月18日(木)

平成28 年
1月 3日(日)

1月14日(木)

平成28 年
1月 3日(日)

1月21日(木)

平成28 年
2月29日(月)

3月1 0日(木)

A方式:1月23日(土)
B方式:1月24日(日)
本学、浜松、豊橋、岐阜、津

  2月27日(土)

本学、浜松、岐阜、津
  3 月   5日(土)

  3月10日( 木)

2月  6日( 土)
2月17日(水)
　　　　3月   7日( 月)

2月19日(金)
2月26日(金)

前期入学試験
および

大学入試センター試験
3月  5日( 土)

3月10日(木)

3月18日(金)

3月24 日(木)平成28 年2月17日(水 )
平成28 年3月   7日(月)

大学入試センター試験
1月16日(土)、17日(日)

1月29日(金 ) 2月6日(土)

同窓会特別優遇制度のお知らせ 
平成19年度学部入学生より学生の父母が本学の卒業生の場合には、入学金の全額が返還され、
また、同窓生の兄弟・姉妹が入学した場合には、入学金の半額が返還される同窓生特別優遇制度が設け
られておりますので、同窓会会員のみなさまへお知らせいたします。
注1．同窓生の兄弟・姉妹とは、入学生の兄弟・姉妹のいずれかが大学の卒業生であること。
注2．この制度の入学金は、入学後の申請により返還されますので、入学後の手続きを必ず行ってください。 



編 集 後 記

　新年明けまして、おめでとうございます。

　昨年は、年始からＩＳＩＳの報道が日本中に大きな衝撃を与え、

自然災害では台風 18号により鬼怒川の堤防が決壊し、多くの家屋

が流されるという悲しい出来事がありました。また、旭化成建材

の杭工事データ偽装が発覚、その問題が大学や高校といった公共

建築にまで及び、大きな不安に包まれたのは記憶に新しいところ

です。

　一方で北陸新幹線の延伸開業や、アメリカとキューバの国交正

常化、また身近なところでは大同大学の学生がハンドボール競技

で世界を舞台に活躍するなど、未来に大きな期待ができる年でも

ありました。

　今年は、いよいよ本格運用されるマイナンバーや、安全保障関

連法の動向など、不安もたくさんありますが、それらを払拭する

素晴らしい一年になってほしいと思います。

　皆様におかれましても、一年を明るく、晴々と過ごせるよう祈

念いたします。

　同窓会としても、昨年以上に発展するよう努力して参りますの

で、どうぞ変わらぬご協力を賜りますようお願い致します。

発　行　大 同 大 学 同 窓 会

　　　　名古屋市南区滝春町 10 −３
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