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2018年度東京支部運営委員 
(敬称略・順不同) 

 

以上 24 名 

 

2018年度東京支部学生会運営委員 
(敬称略・順不同) 

委員長 中野 隼輔 都立産技高専 委員 千装 尊仁 群馬大 委員 平本 和己 東海大 

委員長補佐 大澤 千尋 都立産技高専 委員 中里 将伍 群馬大 委員 木田 行彦 東海大 

委員 宮井 琳太朗 都立産技高専 委員 石田 勝晃 上智大 委員 津田 純慈 東海大 

副委員長 小坂 達也 明大 委員 杉山 滉一 上智大 委員 飯村 遊大 東海大 

書記 齋藤 豪 明大 委員 田中 泰介 日大 委員 権田 晃一郎 東海大 

委員 志塚 雅明 明大 委員 内海 裕人 日大 委員 千葉 恵 東海大 

委員 長田 謙志郎 明大 委員 遠藤 源博 日大 委員 山内 あずさ 東海大 

委員 飯塚 椋  明大 委員 大西 崚平 日大 委員 久保 恵理香 東海大 

委員 石井 君李 明大 委員 後藤 康一郎 日大 委員 鈴木 裕也 東海大 

委員 佐藤 拓真 明大 委員 谷口 宣明 日大 委員 中野 杏梨 東海大 

委員 鈴木 博貴 明大 委員 安田 拓弥 日大 委員 西川 峻平 東海大 

委員 ﾓﾊﾒﾄﾞ ﾐｶﾙ 明大 委員 上田 拓也 日大 委員 松浦 匠音 東海大 

委員 大西 輝 横浜国大 委員 大橋 利昭 日大 委員 平田  菖真 拓殖大 

委員 野井 優希 横浜国大 委員 小澤 俊佑 日大 委員 樋熊  康裕 拓殖大 

委員 小川 駿也 横浜国大 委員 小原 正也 日大 委員 菊地 裕介 拓殖大 

委員 道辻 裕人 神奈川工科大

学 

委員 近藤 駿介 日大 委員 木村 優作 拓殖大 

委員 大川 小鉄 防衛大 委員 呉  迪  日大 委員 後藤 淳 拓殖大 

委員 奥田 和也 防衛大 委員 朱 権 日大 委員 中島 優一郎 拓殖大 

委員 福田 翔太郎 防衛大 委員 白江 健太郎 日大 委員 細井 宏樹 拓殖大 

委員 永井 勇希 防衛大 委員 田丸 幸寛 日大 委員 和泉 峻介 拓殖大 

委員 ﾅﾝﾁﾝ ﾅﾝﾃﾞｨﾝﾄｩｸﾞｽ 防衛大 委員 冨増 優樹 日大 委員 木村 優作 拓殖大 

委員 伊藤 翔太 防衛大 委員 西野 将平 日大 委員 橋本 大 東京都市大 

委員 大塚 慶司 千葉工大 委員 浜島 功 日大 委員 大畑 遼汰 東京都市大 

委員 織田 真 千葉工大 委員 平尾 聡志 日大 委員 鳥屋 祐樹 東京都市大 

委員 

委員 

 

 

木部 修斗 千葉工大 委員 増田 宗一郎 日大 委員 松岡 慎治 東京都市大 

委員 竹内 佳敬 千葉工大 委員 劉 立成 日大 委員 門野 敦哉 東京都市大 

委員 中野 竜頌 千葉工大 委員 大里 辰希 千葉大 委員 武 亮真 東京都市大 

委員 長野 和正 千葉工大 委員 菅野 瞭子 千葉大 委員 柳岡 佑大 東京都市大 

委員 上形 雛乃 日本女子大 委員 伊熊 真太郎 千葉大 委員 石井 源太 早大 

委員 谷 奈津実 日本女子大    委員 長谷 健介 早大 

以上 89 名 

支部長 山田 昭雄 NEC 委員 大川  猛 宇都宮大 

次期支部長 羽渕 裕真 茨城大 委員 丹沢  勉 山梨大 

庶務幹事 長谷川幹雄 東京理科大 委員 柴崎 年彦 都立産技高専 

庶務幹事 萬代 雅希 上智大 委員 伊沢 亮一 NICT 

会計幹事 寺田  純 NTT 委員 石津健太郎 NICT 

会計幹事 大塚 昌孝 三菱電機 委員 猪原  涼 KDDI総合研究所 

委員 安達 宏一 電通大 委員 岩元 浩太 NEC 

委員 江村  暁 NTT 委員 高取 祐介 神奈川工科大 

委員 中澤  仁 慶大 委員 宮村  崇 NTT 

委員 林  秀樹 日立 委員 宮本 進生 構造計画研究所 

委員 渡邉  啓 NTT 委員 田中 勇樹 群馬大 

委員 岡田信一郎 茨城大 委員 井家上哲史 明大 
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2018年度東京支部学生会顧問 

(敬称略・順不同) 

顧問 松谷 康之 青学大 顧問 小林 一哉 中央大 

顧問 横田 浩久 茨城大 顧問 小舘 亮之 津田塾大 

顧問 荒川 臣司 茨城高専 顧問 河崎 雅人 帝京科学大 

顧問 熊谷  毅 宇都宮大 顧問 松浦 基晴 電通大 

顧問 清水 隆志 宇都宮大 顧問 野村 英之 電通大 

顧問 平岡 隆晴 神奈川大 顧問 藤井 威生 電通大 

顧問 塩川 茂樹 神奈川工科大 顧問 濱本 和彦 東海大 

顧問 石坂 雄平 関東学院大 顧問 川原 圭博 東大 

顧問 阿部 清彦 東京電機大 顧問 永田 明徳 東京工科大 

顧問 弓仲 康史 群馬大 顧問 黒川 弘章 東京工科大 

顧問 加藤  毅 群馬大 顧問 田中  晶 東京工業高専 

顧問 重野  寛 慶大 顧問 山岸 昌夫 東工大 

顧問 田中 敏幸 慶大 顧問 吉野 隆幸 東京電機大 

顧問 篠原 克幸 工学院大 顧問 岡野 好伸 東京都市大 

顧問 大平 昌敬 埼玉大 顧問 高野 邦彦 都立産技高専 

顧問 池口  徹 東京理科大 幹事 柴崎 年彦 都立産技高専 

顧問 鯨井 政祐 埼玉工大 顧問 横井  健 都立産技高専 

顧問 三好  匠 芝浦工大 顧問 田中 聡久 東京農工大 

顧問 武藤 憲司 芝浦工大 顧問 藤沢 匡哉 東京理科大 

顧問 相馬 隆郎 首都大 顧問 佐伯 勝敏 日大 

顧問 田川 憲男 首都大 顧問 齊藤  健 日大 

顧問 小川 将克 上智大 顧問 黒岩  孝 日大 

顧問 林    等 上智大 顧問 大貫進一郎 日大 

顧問 小林  学 湘南工科大 顧問 木許 雅則 日本工大 

顧問 花山 英治 職業能力大 顧問 小川 賀代 日本女子大 

顧問 杉山 賢二 成蹊大 顧問 亀井 利久 防衛大 

顧問 高見 一正 創価大 顧問 李  磊 法政大 

顧問 常光  康弘 拓殖大 幹事 井家上哲史 明大 

顧問 大竹  敢 玉川大 顧問 村上 隆啓 明大 

顧問 佐藤 雅俊 玉川大 顧問 本間  聡 山梨大 

顧問 関屋 大雄 千葉大 顧問 田中 良明 早大 

顧問 伊與田光宏 千葉工大 顧問 河野 隆二 横国大 

顧問 鎌倉 浩嗣 千葉工大 

以上 65 名 
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2018年度学生会報巻頭言 

学生会運営委員長 

中野 隼輔 

 

 このたびは，学生会報を手にとっていただき誠にありがとうございます． 

電子情報通信学会東京支部学生会は，学生員の活動を盛んにし，かつ学生員相互の親睦を図ることを

目的に，電子情報通信学会東京支部の下部組織として平成 7 年度に設立されました． そして，設立以

来，学生会には多くの学生員が参加し，今年度で 23 周年を迎えることができました．東京支部学生会

では 

学生自身が学生のために何ができるかを考え，研究発表会，講演会及び，見学会など様々な活動を行っ

ています．また，学生員相互の親睦を深めるために東京支部以外の他支部の学生会組織との連携，就職

活動へ向けたセミナーの開催などのイベントも行っています．そして，活動の幅は広がりつつあります． 

 現在活躍されている研究者の方々に比べれば，学生の力は微々たるものです．しかし，今後の学会を

担っていくのは，我々学生一人一人です．今は未熟な身ではありますが，学生が学会に関わり，研鑽を

積むことは，自身の向上だけでなく，学会の発展，ひいては日本の未来に貢献するものと考えます．よ

り良い未来の実現の為に学術の発展を持って貢献するという学会の理念の下，一人でも多くの学生のお

役に立てるよう，今後も研究発表会等の各種イベントを開催していきますので，ご活用していただけれ

ば幸いです． 

 本誌は，多くの皆様に支えられ 24 回目の発行となりました．本誌では，東京支部学生会の各事業に

ついて紹介しております．読者の皆様が東京支部学生会の活動に興味を持っていただければ幸いです．

最後に日頃から多大なご支援をいただいている電子情報通信学会東京支部の方々，学生会の顧問の先生

方，学生会活動にご協力をいただいた関係各位，この学生会報を手にとっていただいた方々に心よりお

礼を申し上げ，巻頭のご挨拶とさせていただきます． 

 

2019 年 2 月吉日 
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学生会の活動に思いを寄せて 

東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス 

ものづくり工学科電子情報工学コース 

柴崎 年彦 

  東京支部学生会顧問幹事を仰せつかっております,都立産技高専の柴崎です．多くの皆様のご協力のおか

げで学生会の活発な活動が継続し，本会報が 24号，研究発表会も 24回目と四半世紀を迎える一歩手前とな

りました．心より感謝申し上げ，この場をお借りいたしまして，顧問として一言ご挨拶させて頂きます． 

  私と学生会の関わりを思い出しますと，現在の都立産技高専の前身校である都立工業高専に助手として赴

任してからが出発点となります．当時、東京工芸大学の電子工学科で助手をしており，そこで高専で新しく

電子情報工学科を立ち上げるので手伝ってくれないかと声をかけて頂き，平成５年４月に都立工業高専の半

導体の研究室の助手として配属されました．配属された研究室の先生は，東北大学の西澤先生の最古参のお

弟子さんの一人である寺崎健教授で，寺崎先生は，高専での卒業研究の仕上げとして学生会の研究発表会で

発表することを目標として研究指導をされていました． 

私はその頃，信学会の全国大会やマイクロ波研究会，電磁界理論研究会等で研究発表を行っていましたが，

学生会の研究発表会の存在は知りませんでした．そんな中，年度末の３月になりまして寺崎研の卒研生が学

生会で発表することとなり，その引率ではじめて発表会に参加しました．確か早稲田大学が会場だった(?) 

気がするのですが，当時は支部大会ではなく座長も大学院の博士課程方が担当し，全てを学生が運営する形

式でした．私の参加した半導体関連のセッションでは京大の博士課程の方が座長をされておりました．そこ

でのはじめの発表が仙台電波高専(現，仙台高専)の高専生の発表だったのですが，発表後質問が一つもなく，

座長がそのまま終了しようとしました．すると，本校の寺崎先生が突然手を挙げ，質問かと思いきや，座長

に向かって「こいつは東北から研究発表にきた大舞台なのに，質問の一つもしてやるのが座長の務めだろ．

なぜ，すぐに終わりにしようとするのか」と座長を一喝しました．その後，寺崎先生が質問をされ，さらに

聴講していた他の大学の先生や学生ももっと質問をしないと，という雰囲気になり，活発な議論の発表会に

なりました．この場面はいまでも忘れることができません．発表者が高専生で寺崎先生と同郷の東北から東

京に発表に来たこともあって，熱くなっての一言だったと思うのですが，座長を含め，研究においては，学

生も教員もなく，同等の立場でもっと議論をしようという想いのこもった一言だったような気がしました．

この一件がきっかけになり，寺崎先生が学生会の顧問として都立高専で初めて声が掛かりまして，平成 12

年度の第６回には会場を高専の品川キャンパスに誘致し，それをきっかけとして本校の高専生も学生会の運

営に参加するようになりました． 

学生会の研究発表会は，現在は奨励賞もでき，座長は正員の方が担う形式になりましたが，それ以外の活

動は学生の自主性のもと，大学院生・大学生・高専生が関わって作り上げていくことは変わっておりませ

ん．活動を通して研究はもとより，研究会を運営してゆく場面も経験ができ，また同時に仲間も与えてく

れる良い舞台と思います．これからも活発な活動が脈々と繋がることを心から願っております． 
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特集①

２０１８年度 

東京支部学生会事業紹介 

東京支部学生会には 15 校が参加しており、6 つの事業団体に分かれ、役職に就いています。 

ここでは、今年度の各事業団体の所属校と、活動について紹介します。 
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活動概要 

 私達幹事団は，各事業グループが円滑に情報共

有や話し合いの場を作る事を目的としたグルー

プです．年 4 回の学生会運営委員会を開き，司会

や議事録への記録，新しい制度や活動方針の決定

などを執り行っています．また，新しい企画や活

動が提案された場合，この委員会を通して参加の

可否を決定します．このような活動を行い，他校

の学生との交流を図ることで情報交換を行って

います。 

活動内容 

 学生会運営委員会の概要

会場: 機械振興会館

日程：第１回(6 月頃)，第 2 回(9 月頃)，

第 3 回(12 月頃)，第 4 回(2 月頃) 

※毎年第 2 回に昼食会を実施

時間：2 時間程度，委員会後懇親会実施 

 作業内容

・運営委員会の案内

・学生会運営委員会の出欠管理

・運営委員会の司会進行

・議事録の作成

・交通費の精算

・学生会勧誘ポスターの制作

・学生名簿の管理

・委嘱状の配布

・会場の設置

学生委員会における資料確認の様子 

交通費精算作業の様子 

メンバー紹介

幹事校：東京都立産業技術高等専門学校 

中野，大澤，宮井 

副幹事校：明治大学 

小坂，石井，志塚，長田，飯塚，齋藤， 

佐藤，鈴木，モハマド 

(文責：東京都立産業技術高等専門学校 大澤) 

幹事団グループ 
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活動紹介 

 我々，学生会報グループでは電子情報通信学会

において，学生員の活動を盛んにし，相互の理解

や親睦を深めることを目的として学生会報誌を

毎年度末に発行しております．今年度で学生会報

誌も第 24号となりました． 

 学生会には様々な事業グループが存在してお

り，それぞれが研究発表会や講演会，見学会とい

ったイベントの企画・実施を活発に行っておりま

す．またその一方で様々な大学が，この学生会に

は参加しており，各大学で学生会支部として様々

な活動を行っております．  

学生会報誌を通じてより多くの学生に学生会

の存在および活動内容を知っていただくことで，

本学生会に興味を持っていただき，また学生会に

参加したいという方が増えていただけることが

編集している我々にとっての励みとなります． 

今後もより良い学生会報誌を発行していきたい

と考えておりますのでよろしくお願いします． 

今年度の特集記事について 

 本誌における特集記事は学生会に所属する大

学の学生生活の紹介となっております． 

電子情報通信学会学生会には 15 の大学が所属

しており，各大学でそれぞれ特色ある活動にとり

くんでおります．  

本誌では，東京支部に所属する 2大学の活動に

ついて紹介します． 

普段は知ることがなかなかできない他大学の

活動の様子を知ることで，皆さんの所属する大学

の活動に良い刺激を与えることができたら良い

と考えております．またこれまで活動してきた皆

様が数年後かにこの冊子を見て，懐かしんでいた

だければ，本会報の特集記事としての役割は十二

分に果たせるのではないでしょうか．  

メンバー

幹事校：  横浜国立大学 

大西 輝，野井 優希，小川 駿也 

副幹事校： 神奈川工科大学 

道辻 裕人 

（文責：横浜国立大学 大西） 

学生会報グループ 
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活動概要 

見学会グループは，情報通信社会における最先

端技術に関して研究開発の場において直接学ぶ

事を通じて，学生間の親睦を深める事を目的に活

動しています．各企業の方々のご厚意の下，IEICE

会員，学生会員及び一般学生向けに見学会を開催

しています． 

今年度の実施内容 

見学先 ：陸上自衛隊 大宮駐屯地 

日 程 ：2018 年 9 月 4 日（火） 

見学時間：11：00～15：00 

見学内容 

1. 化学学校概要説明

2. 装備品資料室見学

3. 体験有料喫食

4. 各種訓練施設見学

① 車両除染訓練室

② CBRN 除染訓練室

5. 自衛官との懇談

資料室にて隊員からお話を聞いている様子 

所 感 

見学会当日は 4 名（IEICE 会員 2 名，非会員 2

名）の参加を頂き，自衛隊へ直接応募された一般

の方々と合同にて実施されました． 

装備品資料室見学では，旧式の防護服から現在

の防護服，馬用の防護服，毒物のサンプルといっ

たものが展示されており，現役の自衛官の方から

防護服の着心地など教えて頂きました． 

訓練施設見学では，実際に訓練している部屋と

その後の廃棄物の処理の流れなどを教えて頂き

ました．また，本見学が始まる少し前まで訓練を

行っていたにも関わらず，毒物による体への影響

は全くなく，自衛隊の除染技術がいかに素晴らし

いか身を持って体験できました． 

台風の影響により全体の参加人数が少なくな

った事もあり，自衛隊の方々とより身近に接しな

がら見学を行う事ができました． 

最後に，ご多忙の中，快く開催をお引き受け頂

きました陸上自衛隊 大宮駐屯地の皆様，及び開

催にご尽力頂きました防衛省 東京地方協力本部

の皆様に心より感謝致します． 

メンバー

幹事校  ：日本大学 

冨増 優樹，小原 正也 

平尾 聡志，田中 泰介 

内海 裕人 

副幹事校 ：早稲田大学 

長谷 健介 

サポート校：防衛大学校

奥田 和也，永井 勇希 

福田 翔太郎， 大川 小鉄 

ナンチン・ナンディントゥグス

（文責：日本大学 冨増） 

見学会グループ 
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活動概要 

我々講演会グループは，学生会の主旨である電

子情報通信学会学生員の活動を盛んにし，かつ学

生員相互の親睦をはかることを目的に，講演会の

開催を通してこれを達成するための活動を行う． 

今年度の実施内容 

題目：半導体企業だから出来る IoT 時代に向けた

取り組み 

講演者：斎藤 直孝氏 

(ラピスセミコンダクタ株式会社事業企画部ソリ

ューション開発プロジェクト担当課長) 

日時：2018 年 11 月 14 日（土）13：30～ 

会場：東京都市大学 二子玉川夢キャンパス 

感想 

今年度の講演会は参加者が 33 名(学生 29

名)でした．IoT 社会における半導体企業のあ

り方として，デバイスの技術でなく，システ

ムの技術も必要であることを学びました．ほ

かの方にも聞いてほしいと思えるような大変

素晴らしい講演内容でした． 

斎藤様御講演の様子 

ORIZURU のパフォーマンス 

また，実演として低消費電力マイコンである

「razurite」を用いて開発された「ORIZURU」

を会場内で実際に飛ばしていただきました． 

最後となりましたが，ご多忙の中，貴重な

ご講演をして頂きました斎藤直孝様に深く御

礼申し上げます． 

メンバー

幹事校：東京都市大学 

橋本 大，大畑 遼汰，鳥屋 裕樹，松岡 慎治 

副幹事校：日本女子大学 

上形 雛乃，谷 奈津美 

講演会終了後集合写真 

（文責：東京都市大学 橋本） 

講演会グループ 
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活動概要 

 本グループは，毎年 2 月末～3 月上旬頃に，

電子情報分野を専攻している学生を中心に募

った研究発表会を企画・運営しています． 

我々は，この研究発表会を通して，参加し

た学生の皆様が，他校の学生や教授および企

業で活躍されている方々との交流を通して, 

学術的な見識を深める場を設けることを目的

として活動しています． 

 

活動の様子 

研究発表会の準備は年に 4 回行われる東京

支部学生会運営委員会にて行われます．決定

事項の共有や運営に関する話し合いや，次回

の運営委員会にむけたタスクの確認などを行

い, 研究発表会の成功に向け取り組んでいま

す．運営委員会の後には学生会東京支部全体

での懇親会があり，研究発表会グループ内だ

けでなく他グループのメンバーとの交流を深

めています． 

 

 

 

今年度の研究発表会の概要 

今年度は，以下の内容で，第 24 回研究発表会

を開催する予定です． 

 

開催日 ：2019 年 3 月 2 日（土） 

会場  ：東海大学 高輪キャンパス 

特別講演 ：山田 昭雄 氏 

講演題目 ：AI/IoT 技術を用いたビジネス変革 

～ＮＥＣのデジタルトランスフォ

ーメーション事業への取り組み～ 

メンバー 

幹事校     : 千葉大学 

伊熊 真太郎, 大里 辰希, 

菅野 遼子 

副幹事校   : 群馬大学 

             中里 将伍, 千装 尊仁 

サポート校 : 千葉工業大学 

             長野 和正, 中野 竜頌, 

   織田 真博, 竹内 佳敬, 

             大塚 慶司, 木部 修斗 

             上智大学 

             石田 勝晃, 杉山 滉一 

（文責：千葉大学 伊熊） 

 

研究発表会グループ 
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SCIグループ 

活動概要 

SCI（Student Community of IEICE）は学生相互

の理解を深めることを目的として設立された事

業グループです。「交流促進事業」「広報事業」「他

グループ支援事業」3 つの事業を主な柱として活

動を行っています。 

・交流促進事業：

他支部との交流を深めるためのイベント開催・

親睦会の実施

・広報事業：

学生会 HP・SNS（Twitter, Facebook）の更新

・支援事業：

見学会、講演会、研究発表会グループ等の広報

ページ制作・公開

 本年度は以上の活動に加え、学生会 HP のリニ

ューアルに取り組んでいます。SNS との連携強

化・スマートフォン対応等によって、より見やす

く、学生会活動に興味を持ってもらえるような

HP を目標に制作しています。新 HP は 2018 年 6

月に公開しましたので是非ご覧ください。 

リニューアル後の学生会 HP

http://www.ieice.org/tokyo/gakusei/ 

 今後も HP のリニューアルを進め、より見やす

く扱いやすい HP に改良をしていきます。その他

にも、ソサエティ大会で東北支部と親睦会を行う

など、他支部との交流を深め、より全国的に学生

会活動をしていく予定です。 

メンバー

幹事校：東海大学 

平本 和己、木田 行彦、 

津田 純慈、千葉 恵、 

権田 晃一郎、飯村 遊大、 

山内 あずさ、西川 峻平、 

久保 恵理香、松浦 匠音、 

鈴木 裕也、中野 杏梨 

副幹事校：拓殖大学 

平田 菖真、樋熊 康裕、 

和泉 峻介、中島 優一郎、 

後藤 淳、木村 優作、 

菊地 裕介、細井 宏樹 

委員会中の SCI メンバー 

（文責：東海大学 平本 和己） 

http://www.ieice.org/tokyo/gakusei/




2018 年度電子情報通信学会東京支部学生会報 

- 15 -

特集②

東京支部 

所属大学の活動紹介 
電子情報通信学会学生会の東京支部には現在 15 の大学が所属しており， 

各大学においてそれぞれ特色ある活動に取り組んでいます。 

ここでは、東京支部に所属している 2 大学の活動内容について紹介します。 

東海大学 …p.16 

防衛大学校 …p.17 
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東海大学は例年、濱本研究室の修士生、修士に

進む予定の学部生を中心として学生会活動を行

っています。 

これまでの活動内容 

・学生会 HP の運用、リニューアル

・学生会 SNS（Twitter, Facebook）の更新

・メーリングリストの管理

・見学会、講演会、研究発表会等の広報

・委員会後の親睦会の開催

学生会活動の様子 

HP 作成の様子 

今後の活動予定 

東海大学 IEICE学生会班では、見学会、講演会

等の広報活動、SNS 更新を引き続き行い、学生会

HP の機能追加も行っていく予定です。 

活動を通して得られたこと 

他大学の様々な研究室の学生さんと交流する

ことは普段の大学生活では中々できないため、

とても良い経験となりました。 

 また、前年度は東海大学からの学生会参加者

は濱本研究室のみでしたが、広報活動をするこ

とで今年度は他学科の研究室からも新しくメン

バーが加わり、学科を超えた研究室同士での学

生の交流も深まるなど、良い機会となりまし

た。 

人数・構成 

濱本研究室 

修士 2 年：2 人 

修士 1 年：2 人 

学部 4 年：5 人 

今村研究室 

修士 2 年：1 人 

修士 1 年：2 人 

おわりに 

東海大学では、今後も学生同士の交流を大切に

し、積極的に活動していきたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

（文責：東海大学 平本 和己） 
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学生会班の概要 

 防衛大学校は陸・海・空各自衛隊の幹部自衛官

となるべき者の教育訓練を司ると共に，それらに

必要な教育を行う防衛省の機関（省庁大学校）で

す．大学（学士）に相当する全寮制の「本科」の

他，大学院（修士・博士）に相当する「研究科」

があり， 研究科学生は，①防衛大及び一般大卒

の幹部自衛官，②防衛省職員（技官等），③留学

生，④特別研究員（一般大等から入学した学生）

の四種類に大別され，立場・年齢・経歴がそれぞ

れ異なる学生が一堂に会し研究を実施していま

す．班長の指揮の下，学生会運営委員会に参加す

ると共に，各学生で役割分担しながら学生会活動

を実施しています． 

 IEICE 学生会班は，班長を中心に電子工学専

攻の各研究室が連携して参画し，活動しています．

研究室間の横の繋がりを発揮できる数少ない機

会として活用しています．  

活動内容 

班長の指揮の下，学生会運営委員会に参加する

と共に，各学生で役割分担しながら学生会活動を

実施しています． 

「見学会幹事校」として活動した２０１７年度

は防衛装備庁・電子装備研究所（東京都世田谷区）

の見学会を主催し，好評を得る事ができました． 

２０１８年度は「見学会サポート校」として前

年度に見学会を主催したノウハウを以て幹事校

の補佐を実施すると共に，見学会Ｂ班として陸上

自衛隊化学学校見学会の企画・運営を実施しまし

た． 

活動における成果及び所感 

 他大学の学生と交流する機会が少ない我々に

とって，大変貴重かつ良い刺激を受ける活動でし

た．交流を通じて得られた学生及び教員の方々か

らのご意見は学生会活動のみならず研究におい

ても大変参考となるものばかりでした． 

殆どの学生は卒業後防衛省及び自衛隊に復帰

しますが，防衛省・自衛隊と学生・研究者との懸

け橋として引き続き活動していきます． 

人数構成 

研究科前期課程２年（Ｍ２）：３人 

研究科前期課程１年（Ｍ１）：４人 

最後に 

 防衛大学校 IEICE 学生会班は学生会の活動を

通じて，各校・各学生が相互に刺激し合い，知識・

見識を深め合う事でより良い関係を築ける様，よ

り一層活動に尽力して参ります． 

（文責：防衛大学校 奥田 和也） 

写真 2：2017 年度見学会（電子装備研究所）の様子 

写真 3：2018 年度見学会 B（陸上自衛隊化学学校）の様子 

写真 1：防衛大学校（本部庁舎） 
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編集後記 

東京支部学生会 学生会報 第 24 号 いかがでしたでしょうか？ 

今回の学生会報は、「学生員の活動」をテーマに選びました。他の大学の学生が一体どのような研究外活

動をしているのかをお伝えしたい、また活動をしてきた学生の皆様の記録になるような会報にしたい、と思

い作成しました。少しでも多くの方に目を通していただき，各大学がどのような活動をしているのかをほん

の一端ではありますが知っていただけたらなと思います．東京支部学生会に所属する各大学で多くの学生が

活動をしており，今回ご紹介したのはほんの一部ですが、少しでも、これだけ多くの学生がそれぞれ考え、

協力し、成果を上げているということを知っていただければ本会報の役割は十分に果たせたと言えます。そ

して、これまで活動してきた皆様が何年後かにこの冊子を見て懐かしんでいただければ、本会報の役割は十

二分に果たせたと言えるでしょう。 

末筆ながら、本会報を作成するにあたりご協力頂いた皆様へ心より感謝申し上げます。特に、急なお 

願いにも関わらずご執筆を快諾してくださった各大学の IEICE 学生会班の皆様、本当にありがとうござい

ました。 

また、学生会運営委員の皆様、学会事務局のご担当者様、そして学生会報担当の皆様の御協力のおかげ 

で本会報を作成することができました。ここに感謝の意を表します。誠にありがとうございました。 

大西 輝 

2019 年 2 月 22 日発行 

編集：大西 輝（所属：横浜国立大学） 

発行 一般社団法人電子情報通信学会 東京支学生会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内 

Tel (03) 3433-6691 Fax (03) 3433-6659 
E-mail: shibu@tokyo.ieice.org 

http://www.ieice.org/tokyo/ 
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