ホームページから会員の皆様に
最新情報を発信しています。
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在学生（準会員）への就職支援活動

同窓会

合同企業説明会等︓

同窓会は、会員の皆様から納入された会費によって支えられている組織です。皆様からいただいた会費は
同窓会活動の原動力となり、各事業もこの会費によって運営されています。毎年、新入生の保護者の皆様、
および多くの会員の皆様のご賛同をいただき、活動の維持・充実を図っています。つきましては、在学中そし

就職相談室

毎年 3 月上旬に農工大生協と共催で合同企業説明会（写真は平成
キャリアアドバイザーの派遣
30 年度）を開催しております。令和元年度は新型コロナ対策で中止
になりましたが、令和 2 年度以降はオンラインにより実施していま
す。これとは別に企業に就職している OB・OG と現役学生との情報
交換会を開催して、企業の紹介と経験談を話してもらう機会を作
り、その後の就職活動の一助となるよう企画しています。

Ri-fure

て卒業・修了後も同窓会を通じて会員相互の連帯、連携を強め、大学との絆を一層深めることができるよう、
同窓会活動の発展にご理解とご協力をいただき、ご入会をお願い申し上げる次第です。

会

費
就職相談室︓ キャリア・アドバイザー（OB）の派遣
就職相談室では、就職活動におけるエントリーシートの書き方や面

◆

接の実践対策だけにとどまらず、あらゆる相談に応じています。特に、
新型コロナの影響で企業の採用方法が例年と大幅に変わってきてい
る中、その情報をいち早く収集して、現役学生の方々に情報発信して

準会員（在学生）

入会金 5,000 円

学生援助事業応募資格

＋
賛助会費 30,000 円を
納入いただいた場合

賛助会員（保護者）

「農工通信」を保護者に送付

卒業
・
修了

終身会員

賛助会費を終身会費に
自動切替
（以後、会費納入不要）
「農工通信」を本人に送付

おります。実り多い人生を迎えられることを願っています。

令和 2 年度 学生援助事業の交付を受けた先輩のコメント
共同獣医学科令和 3 年卒業

活

いて、糖尿病モデルラットと健康な個体との間で、シルクフ

在学生（準会員）への学生援助事業として、就職活動の支援
に重点をおき、同窓生が就職している企業の合同説明会等の開

会誌の発行

催、就職相談室のキャリア・アドバイザー派遣などの支援を行

同窓会誌「農工通信」を発行しています。会員か
らの寄稿による近況報告や情報、卒業・修了生の就
職先、大学および同窓会の最新情報を定期的にお知
らせします。

この度、私は KUVIC-AiSVS 2020 Online conference にお

在学生（準会員）への援助

動

っています。また、学会発表、コンクール・コンテスト出場、
学園祭、サークル活動に参加した優秀な学生を対象に、経済的
支援と表彰を行っています。

また、今回の私の研究内容について高い評価をいただき、こ
のような場で感謝の意を述べる機会をい
ただいたことを大変光栄に思います。

励みにして、今後は獣医師として臨床と
研究の両分野ともに精進して参ります。

工学府生命工学専攻

修士 2 年小柳 英里さん

この度、同窓会より学生援助事業の奨励賞をいただき、ま
た、農工通信の場をお借りしてコメントする機会をいただ
き、深く感謝申し上げます。私は、
「第 58 回日本人工臓器学
会大会 萌芽研究ポスターセッション」において、蚕由来の蛋
白質を用いた人工血管材料の作製に関するポスター発表を
行い、光栄なことに優秀賞を受賞しました。受賞ならびに
研究活動に対して同窓会より評価をいただき、大変嬉しく感
じております。本賞は、研究室の
皆様ならびに同窓会の皆さんのご
支援により受賞することが出来ま
した。これまでのご支援に心より
感謝申し上げます。今後も、ご支
援に恥じぬよう、より一層研究活
動に打ち込み、組織工学分野の発
展に少しでも貢献できるよう精進
して参ります。

就職相談室

部会・支部・同好会の活動

を通して会員相互の連携・交流を図っています。

て、同窓会からご支援をいただき心より感謝申し上げます。

思っております。今回のご支援と経験を

おります。

ります。卒業後はそれぞれの部会・支部等の活動

presentation award」をいただきました。本学会参加に際し

会の皆様からのご支援があってこそだと

ており、同窓会からも寄附をして

ループ単位で集まって活動する「同好会」があ

を評価した研究内容を発表し、「The 1st place in oral

はじめ研究室員や周囲の方々、また同窓

の修学支援をするために、母校と
活用した継続的な募金活動を行っ

と都道府県単位の「支部」
、さらに同好の士がグ

ィブロイン基盤血管修復シートに対する血管組織再生の違い

今回の受賞は、指導教員の田中綾先生を

令和 2 度から、コロナ禍の学生
連携して「東京農工大学基金」を

同窓会には卒業学科・専攻を基にした「部会」

加藤 光之介さん

会員の動静調査および情報提供
会員の連絡先・慶弔などの情報は、同窓会の個人情報の保護に関
する規則に則して動静調査を行い、同窓会事務局で会員情報として
保有しています。またこれらの情報を部会・支部総会やクラス会開
催などの利用目的に応じて、同規則に則して提供しています。

学園祭・サークル活動援助
同窓会では例年、学園祭の開催やサークル活動の運営費用を援助しています。令和 2 年度は新型コロナウイルス感
染症蔓延に伴い、学園祭は WEB 開催になり、サークル活動も十分な活動はできませんでした。そのような状況ではあ
りましたが、前向きに活動する各サークルおよび学園祭実行委員会に対して援助を行いました。
本年度は、例年通りに学生の皆さんが活動、活躍できることを願っています。

在学生（準会員）への就職支援活動

同窓会

合同企業説明会等︓

同窓会は、会員の皆様から納入された会費によって支えられている組織です。皆様からいただいた会費は
同窓会活動の原動力となり、各事業もこの会費によって運営されています。毎年、新入生の保護者の皆様、
および多くの会員の皆様のご賛同をいただき、活動の維持・充実を図っています。つきましては、在学中そし

就職相談室

毎年 3 月上旬に農工大生協と共催で合同企業説明会（写真は平成
キャリアアドバイザーの派遣
30 年度）を開催しております。令和元年度は新型コロナ対策で中止
になりましたが、令和 2 年度以降はオンラインにより実施していま
す。これとは別に企業に就職している OB・OG と現役学生との情報
交換会を開催して、企業の紹介と経験談を話してもらう機会を作
り、その後の就職活動の一助となるよう企画しています。

Ri-fure

て卒業・修了後も同窓会を通じて会員相互の連帯、連携を強め、大学との絆を一層深めることができるよう、
同窓会活動の発展にご理解とご協力をいただき、ご入会をお願い申し上げる次第です。

会

費
就職相談室︓ キャリア・アドバイザー（OB）の派遣
就職相談室では、就職活動におけるエントリーシートの書き方や面

◆

接の実践対策だけにとどまらず、あらゆる相談に応じています。特に、
新型コロナの影響で企業の採用方法が例年と大幅に変わってきてい
る中、その情報をいち早く収集して、現役学生の方々に情報発信して

準会員（在学生）

入会金 5,000 円

学生援助事業応募資格

＋
賛助会費 30,000 円を
納入いただいた場合

賛助会員（保護者）

「農工通信」を保護者に送付

卒業
・
修了

終身会員

賛助会費を終身会費に
自動切替
（以後、会費納入不要）
「農工通信」を本人に送付

おります。実り多い人生を迎えられることを願っています。

令和 2 年度 学生援助事業の交付を受けた先輩のコメント
共同獣医学科令和 3 年卒業

活

いて、糖尿病モデルラットと健康な個体との間で、シルクフ

在学生（準会員）への学生援助事業として、就職活動の支援
に重点をおき、同窓生が就職している企業の合同説明会等の開

会誌の発行

催、就職相談室のキャリア・アドバイザー派遣などの支援を行

同窓会誌「農工通信」を発行しています。会員か
らの寄稿による近況報告や情報、卒業・修了生の就
職先、大学および同窓会の最新情報を定期的にお知
らせします。

この度、私は KUVIC-AiSVS 2020 Online conference にお

在学生（準会員）への援助

動

っています。また、学会発表、コンクール・コンテスト出場、
学園祭、サークル活動に参加した優秀な学生を対象に、経済的
支援と表彰を行っています。

また、今回の私の研究内容について高い評価をいただき、こ
のような場で感謝の意を述べる機会をい
ただいたことを大変光栄に思います。

励みにして、今後は獣医師として臨床と
研究の両分野ともに精進して参ります。

工学府生命工学専攻

修士 2 年小柳 英里さん

この度、同窓会より学生援助事業の奨励賞をいただき、ま
た、農工通信の場をお借りしてコメントする機会をいただ
き、深く感謝申し上げます。私は、
「第 58 回日本人工臓器学
会大会 萌芽研究ポスターセッション」において、蚕由来の蛋
白質を用いた人工血管材料の作製に関するポスター発表を
行い、光栄なことに優秀賞を受賞しました。受賞ならびに
研究活動に対して同窓会より評価をいただき、大変嬉しく感
じております。本賞は、研究室の
皆様ならびに同窓会の皆さんのご
支援により受賞することが出来ま
した。これまでのご支援に心より
感謝申し上げます。今後も、ご支
援に恥じぬよう、より一層研究活
動に打ち込み、組織工学分野の発
展に少しでも貢献できるよう精進
して参ります。

就職相談室

部会・支部・同好会の活動

を通して会員相互の連携・交流を図っています。

て、同窓会からご支援をいただき心より感謝申し上げます。

思っております。今回のご支援と経験を

おります。

ります。卒業後はそれぞれの部会・支部等の活動

presentation award」をいただきました。本学会参加に際し

会の皆様からのご支援があってこそだと

ており、同窓会からも寄附をして

ループ単位で集まって活動する「同好会」があ

を評価した研究内容を発表し、「The 1st place in oral

はじめ研究室員や周囲の方々、また同窓

の修学支援をするために、母校と
活用した継続的な募金活動を行っ

と都道府県単位の「支部」
、さらに同好の士がグ

ィブロイン基盤血管修復シートに対する血管組織再生の違い

今回の受賞は、指導教員の田中綾先生を

令和 2 度から、コロナ禍の学生
連携して「東京農工大学基金」を

同窓会には卒業学科・専攻を基にした「部会」

加藤 光之介さん

会員の動静調査および情報提供
会員の連絡先・慶弔などの情報は、同窓会の個人情報の保護に関
する規則に則して動静調査を行い、同窓会事務局で会員情報として
保有しています。またこれらの情報を部会・支部総会やクラス会開
催などの利用目的に応じて、同規則に則して提供しています。

学園祭・サークル活動援助
同窓会では例年、学園祭の開催やサークル活動の運営費用を援助しています。令和 2 年度は新型コロナウイルス感
染症蔓延に伴い、学園祭は WEB 開催になり、サークル活動も十分な活動はできませんでした。そのような状況ではあ
りましたが、前向きに活動する各サークルおよび学園祭実行委員会に対して援助を行いました。
本年度は、例年通りに学生の皆さんが活動、活躍できることを願っています。

ホームページから会員の皆様に
最新情報を発信しています。

Contents

(一部)

● 会長挨拶
●

組織図・役員・委員会

●

主要行事

● 定時総会報告・運営委員会議事録
●

部会・支部活動

● 農工通信（バックナンバー）
●

新入生・保護者の方へのご案内

● 学生援助事業
● 入会・会員情報
●

ギャラリー

旧駒場寮の石碑
（昭和 55 年建立 農学部 1 号館北西側）

お問い合わせ先

一般社団法人

東京農工大学同窓会
〒183-8538 東京都府中市晴見町 3-8-1
TEL.042（364）3328

FAX.042（335）3500

E-mail

info@tuat-dousoukai.jpn.org

URL

https://tuat-dousoukai.org/

4

