
令和４年度 奈良先端科学技術大学院大学 同窓会総会 

 

日 時 ： 令和４年１１月１９日（土） １０：１５～１１：００ 

 

場 所 ： 奈良先端科学技術大学院大学 学際融合領域研究棟２号館研修ホール 

 および オンライン開催 

 

＜総 会＞ 

 

議 題 

 １．会長挨拶 

 ２．前回総会の議事要旨確認       

３．審議事項 

  ・決算について      

・会計監査について            

・活動計画について          

・役員再任について             

４．報告事項 

・活動報告について 

５．その他            

・意見交換 

        

 

配付資料 

・令和３年度奈良先端科学技術大学院大学同窓会総会 議事要旨      【資料１】 

・令和３年度収支報告書             【資料２】 

・会計監査結果報告書            【資料３】 

・同窓会の活動計画について          【資料４】 

・役員名簿（案）                【資料５】 

・同窓会の活動報告について               【資料６】 

・奈良先端科学技術大学院大学同窓会について（沿革）         【資料７】 

 



令和３年度 奈良先端科学技術大学院大学 同窓会総会 議事要旨

日 時 ： 令和３年１１月２０日（土） １０時１５分～１１時００分

場 所 ： 学際融合領域研究棟２号館 研修ホール 及びオンライン開催

出 席 ：（本会役員）

清川 清 会長（情報・H6年度入学） 
井上 明久 副会長（物質・H10年度入学） 
小林 未明 副会長（ﾊﾞｲｵ・H6年度入学）/オンライン参加 
秋貞 盛人 理事（ﾊﾞｲｵ・H11年度入学） 
新井イスマイル 理事（情報・H14年度入学） 
上岡 義弘 理事（物質・H21年度入学）/オンライン参加 
岡村 勝友 理事（ﾊﾞｲｵ・H10 年度入学） 
安原 主馬 理事（物資・H18年度入学） 
吉本 潤一郎（情報・H10年度入学） 
Raula Gaikovina Kula 監査（情報・H20年度入学） 
野口 哲子 顧問（本学理事）

（会員）オンライン参加 10名 （情報 4名、バイオ5名、物質 1名） 
陪  席 ： 教育支援課職員（筒井課長 角田課長補佐 山本学生支援係長 林同窓会担当事務補佐員）

議 事 ：

議事に先立ち、清川会長からの挨拶があった。

（前回議事要旨の確認）

１． 前回総会の議事要旨の確認

資料１に基づき、令和２年１１月１５日（日）に開催された令和２年度同窓会総会議事要旨（案）

について、確認された。

資料２に基づき、令和３年６月 1－１４日にオンラインで開催（Google フォームから回答）さ

れた令和３年度同窓会臨時総会議事要旨（案）について、確認された。

（審議事項）

１． 決算について

清川会長から、資料３に基づき、令和２年度決算について説明があり、審議の結果、原案のとお

り承認された。

２．会計監査について

清川会長から、資料４に基づき、令和２年度会計監査について説明があり、審議の結果、原案の

とおり承認された。

３．役員の再任について

清川会長から、資料６に基づき、役員の再任について説明があり、審議の結果、原案のとおり承

【資料１】



認された。 
  （再任の岡村勝友理事より挨拶） 

バイオの平成 10年度入学で、現在教員としてバイオで働いており、バイオの卒業生の皆さんと在学

生の皆さん、教員の皆さんとの橋渡し役になれたらと思います。国際関係を担当し、これまで仕事

で東南アジアに滞在していた経験も活かしながら、何か貢献できたらと思っています。よろしくお

願いします。 
（新規の吉本潤一郎理事より挨拶） 

  前任の神原誠之理事の退任により、本年 5 月の理事会より、理事になりました。前任者の退任時期

の令和 4 年 11 月まで担当いたします。特にウェブサイトを担当しますのでよろしくお願いいたし

ます。 
  （新規の安原主馬理事より挨拶） 
  物質出身で本年 6 月より理事となりました。本日の総会もオンラインで物質出身の修了生が参加し

ており嬉しく思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
 
４．活動計画について 

   清川会長から、資料５に基づき、活動計画について説明があり、オンライン審議の結果、以下の

ように承認された。 
（1） 予算案：承認 27、不承認 0により承認 
（2） 新企画：承認 27、不承認 0により承認 
（3） 会員増強策：承認 27、不承認 0により承認 
（4） その他：承認 25、不承認 0、部分承認 1、回答なし 1により承認 

その他については、以下の2点について提案して承認されたと考える。 
1） ZOOMライセンスの利用申請をウェブに設置すること 
2） 役員の罷免規定を新設すること 
 

（会場での意見等） 
   ・新規会員の入会については、日本人の新入生が圧倒的に多いと思うが、やはり留学生には入学

時に永年会費 20,000円というのは高額と思われる。たとえば留学生には減免措置、あるいはボ

ランティア活動によって会費免除等なにか対策をしてもよいのではないか。 
 
（報告事項） 
５．活動報告について 

清川会長から、資料７に基づき、活動報告について説明があり、種々意見交換があった。 
（清川会長より説明） 
・同窓会の運営体制として、役員の役職を明確化した。 
・懸案事項だった事務補佐員を雇用した。今後、広報活動（ニューズレターの発行や、SNS な

ど）など積極的に仕事を依頼する予定である。 
（主な意見等） 
・ZOOM のライセンス購入と会員による利用についてはまだ周知できていないと思うので、今

後、同窓会会員のための使用申込サイトや、PalSyne による ZOOM アドレスの作成などシス

テム化する必要がある。 
 



（オンラインによる総会アンケート結果） 
回答者数 19名（情報 7名、バイオ 8名、物質 4名） 

1. NAIST同窓会が行うべき事業はどれだと思いますか？（複数回答可能） 
アンケートの結果、優先度の高いものは以下、3点である。 
 名簿の管理 63.2％ 
 現役学生の支援 63.2% 
 会報誌の発行 57.9% 
それ以外では以下があげられる。 
 年次集会の開催 47.4% 
 講演会の開催  42.1% 
 修了生の表彰  36.8% 
 関連イベントの案内 31.6% 

 
2. さらなる活性化への意見として、11名より個別意見があげられた。主なものとして、 

「Twitter、FacebookなどのSNSを使った広報活動、情報発信の充実」（多数意見） 
「現役学生の支援、人脈・就職サポート」 
「学生と民間企業の紐づけ（OB相談会、企業研究など）」 
「産業界へNAIST の最新研究の紹介やアピール」などがあげられた。 

  
以上の意見に対して、同窓会としては、SNS を通じた情報発信の充実をすすめ（すでに Twitter は再

開済）、例えば「せんたん」や学長ニュースレターなど大学の広報誌も、修了生に同窓会ウェブサイトや

SNSを通じて発信していきたい。 
また、現役学生の支援や人脈・就職支援サポートは同窓会にとっても重要な事業であると認識してお

り、すでにNAIST キャリア支援室と連携したイベントは実施済みだが、さらにより多くの修了生、さら

には産業界と学生の関係を強化するようなサポートイベントを開催する予定である。 
 

以上 



【1．収入の部】
◆ 3,538,835 円

　　（内訳）
       令和3年度納入3名分 [証憑番号1］ 60,000 円

同窓会ゆうちょ口座から振込 3,478,815 円
預金利息 [証憑番号2］ 8 円
預金利息 [証憑番号3］ 12 円

◆ ゆうちょ銀行口座　収入 4,040,000 円
       令和3年度納入202名分　 [証憑番号4］ 4,040,000 円

◆ 12,885,499 円
　　（内訳） ※前年度収支報告書による
　　　　南都銀行　　　 （普通預金） 747,029 円
　　　　ゆうちょ銀行　　（振替口座） 12,138,470 円

20,464,334 円

【２．支出の部】
◆ 1,704,520 円

パルサイン月額使用料　（26,950円ｘ12か月）
[証憑番号5］ 323,400 円

南都銀行webバンキング手数料　（1,100円ｘ12か月）
[証憑番号6］ 13,200 円

学位記ホルダー作成費用 [証憑番号7］ 610,500 円

（上記振込手数料） [証憑番号8］ 220 円

入学辞退者への会費返納 [証憑番号9］ 40,000 円

Zoom Pro購入(1年間ライセンス)費用 [証憑番号10］ 165,000 円

（上記振込手数料） [証憑番号11］ 550 円

振込訂正手数料 [証憑番号12］ 1,100 円
（Zoom Proの代金支払いに関する手数料）

NAISTへの寄付金 [証憑番号13］ 500,000 円

インドネシア同窓会活動補助金 [証憑番号14］ 50,000 円

（上記振込手数料） [証憑番号15］ 550 円

◆ ゆうちょ銀行口座支出 3,480,253 円

南都銀行同窓会口座への振込 [証憑番号16］ 3,478,815 円

（上記振込手数料） [証憑番号17］ 880 円

会費納入振込手数料（3名分） [証憑番号18］ 558 円

5,184,773 円

【３．現在金額　】（令和4年3月31日現在）
収入（ 20,464,334 円）　－ 支出（ 5,184,773 円） 15,279,561 円

南都銀行口座残高 [証憑番号19］ 2,581,344 円
　　　　ゆうちょ銀行口座残高 [証憑番号20］ 12,698,217 円

　　（内訳）

        令和4年 2月21日

令和4年３月３１日現在

令和3年度 奈良先端科学技術大学院大学同窓会　収支報告書

令和3年度収支報告（令和3年４月１日～令和4年３月３１日）

南都銀行口座 収入

     　 令和3年 8月23日

【資料２】

前年度からの繰越金

収入合計

南都銀行口座 支出

支出合計



【資料３】





【資料４】 

令和４年１１月 奈良先端科学技術大学院大学 同窓会総会資料 

審議事項 
文責 会長 清川 清（情報 H6年博士前期課程入学） 

■ １．令和５年度予算案について 
・当該年度の支出額は前々年度の収入から決定する（令和５年度の支出は令和３年度の収入に基づく）． 
・年度末までに令和4年度新入生の加入率60%以上を目指す． 

 

収入の部（令和３年度の会費収入実績）       

 単価  員数  計 

南都銀行納入分（3 名分）  20000  3  60000 

南都銀行利息（8 円 + 12 円）  20  1  20 

ゆうちょ銀行納入分（202 名分）  20000  202  4040000 

入学辞退者への返金（2 名分）  ‐20000  2  ‐40000 

ゆうちょ銀行から南都銀行への振込手数料  ‐440  2  ‐880 

会費納入振込手数料  ‐558  1  ‐558 

合計     4058582 

     
支出の部       

 単価  員数  計 

会員管理システム PalSyne 利用料  26950  12  323400 

南都銀行 Web バンキング手数料  13200  1  13200 

事務員雇用費 (2000 円 x 8 時 / 日)  16000  52  832000 

学位記ホルダー作成費用  1221  500  610500 

同窓会主催イベント飲食費（ホームカミングデー）  150000  1  150000 

同窓会主催イベント講師招聘費・謝金  30000  3  90000 

同窓会開催支援費  50000  10  500000 

海外支部活動支援費（INAA）  50000  1  50000 

新入生歓迎会開催支援費（謝金）  100000  1  100000 

オンライン会議費用  16,700  1  16700 

その他（振込手数料など）  30000  1  30000 

予備費（将来のウェブ改修，積立てなど）  1342782  1  1342782 

合計     4058582 

      
収支      0 

 

■ ２．会員増強の施策について 
・修了生の入会勧誘 
―各研究室に，同窓会から修了生へ連絡することの承諾を得てもらい本人確認済みのメルアドをもらう作戦を検討 

 

■ ３．新しい施策の提案について 

（参考） 

 ・事務員雇用（未達成，継続性のあるスキームが確立できていない） 

・ニューズレターの発行（OB・OGから近況報告を募りウェブに掲載）（未達成） 
・東京フォーラム連動集会の開催・開催支援（未達成） 
・講演会以外の在校生とOB・OGの接点を作るイベント（R4 / 2022 より実現） 
・海外支部活動支援（R4 / 2022 より実現） 
・新入生歓迎会の開催・開催支援（R4 / 2022 より実現） 
・ホームページの刷新・管理（R2 / 2020 より実現） 

 ・オンライン集会の開催・開催支援（R1 / 2019 より実現） 
 ・会員システムの導入・運用（R1 / 2019 より実現） 
 
■ ４．その他 

以上 



[資料5]

令和4年11月現在

氏　　　名 所属・入学年度 役員任期 任期区分

会長 清川
きよかわ

　清
きよし

情報 H6年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

井上
いのうえ

　明久
あきひさ

物質 H10年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

小林
こばやし

　未明
みめ

バイオ H6年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

秋貞
あきさだ

　盛人
もりと

バイオ H11年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

新井
あらい

　イスマイル 情報 H14年度入学 R3.6総会～R5.6総会 任期中

上岡
うえおか

　義弘
よしひろ

物質 H21年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

岡村
おかむら

　勝
かつ

友
とも

バイオ H10年度入学 R3.11総会～R5.11総会 任期中

安原
やすはら

　主
かず

馬
ま

物質 H18年度入学 R3.6総会～R5.6総会 任期中

吉本
よしもと

　潤一郎
じゅんいちろう

情報 H10年度入学 R3.5理事会～R5.5総会 再任予定

和田
わだ

　七夕子
ゆうこ

バイオ H12年度入学 R3.5理事会～R5.5理事会 任期中

Raula Gaikovina Kula
らうら　がいこびな　くら

情報 H20年度入学 R2.5理事会～R5.5理事会 再任予定

駒井
こまい

　章治
しょうじ

バイオ H７年度入学 R2.5総会～R5.5総会 再任予定

野口
のぐち

　哲子
てつこ

本学理事 R3.5理事会～R5.5理事会 任期中

　　(3)理事 若干名

役員名簿（案）

副会長

理事

監査

顧問

奈良先端科学技術大学院大学同窓会会則　＜抜粋＞

2019年11月10日改定

第4章　役員及び職員 

　第5条 本会に次の役員を置く。

　　(1)会長 1名

　　(2)副会長 2名

　第8条 会長は、本会を代表し会務を総括する。

　　(4)監査 2名

　　(5)顧問 若干名 

　第6条　役員は次により選出する。

　　(1)会長 　 正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承認された者

　　(2)副会長 正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承諾された者

　　(3)理事　　会長及び副会長が推薦し、総会で承認された者

　　(4)監査　　会長が推薦し、理事会で承認された者

　　(5)顧問　　理事が推薦し、会長が承認した者

　2 会長及び副会長は、理事を兼ねる。 

　第7条 会長、副会長、理事、監査及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

　2 役員に欠員を生じた場合には、理事会において選出し、その任期は残存期間とする。

　2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長のうちの1人がその職務を代理する。

　3 理事は、会務を処理する。

　4 監査は、会務を監査する。

　5 顧問は、会の運営について、会長、副会長及び理事の相談に応じ、また助言を行うことができる。



【資料６】 

令和４年（２０２２年）１１月 奈良先端科学技術大学院大学 同窓会総会資料 
報告事項 

文責 会長 清川 清（情報 H6博士前期課程入学） 
■ １．登録会員数について 

ワンネットシステム（株）の同窓会会員管理に特化したクラウドソリューション（https://palsyne.com/）を2019年2月に
導入・運用しています．2022年11月8日現在，3101名（昨年2252，一昨年841）に登録いただいています． 

・新規会員登録ページ 
https://apply.palsyne.net/u-naist/register.aspx 
・PalSyneログインページ 
https://pu.palsyne.net/u-naist/ 

 
■ ２．同窓会活動の周知・同窓会入会案内の配布 

令和４年度新入生（春入学・秋入学）に対して，入会案内・振込用紙を送付しました．また，以下の機会において，同窓
会の活動を案内し入会を呼びかけました． 

・令和３年度学位記授与式（2022年3月24日）（清川の祝辞は別紙1参照） 
・新入生（博士前期課程）オリエンテーション（2022年4月4日）（スライドは別紙2参照） 
・新入生（博士後期課程）オリエンテーション（2022年4月5日）（スライドは同様のため割愛） 
・新入生（博士前期・後期課程）オリエンテーション（2022年10月3日）（スライドは同様のため割愛） 

 

■ ３．新入生の同窓会会費の納付状況 
・令和４年度新入生（春入学）の会費納付率は11月8日現在で，約43.9％（昨年36.4%）です． 
―（昨年）日本人・博士前期課程の約半数が納付済みであるが，留学生や博士後期課程学生の納付率が低い． 

新入生 学生区分 学生数 納付者 納付率 

日本人 M 340 187 55.0% 
 D 48 1 2.0% 
留学生 M 21 0 0% 

 D 19 0 0% 
計  428 188 43.9% 

 

■ ４．新入生ウェルカムパーティの開催 

・2022.04.28 新入生ウェルカムパーティ（オンライン）（別紙3参照） 

 

■ ５．同窓会集会の報告 
以下の同窓会集会が開催されました． 
・2022.08.06 オンラインINAA同窓会（Online INAA Alumni Reunion 2022）（別紙4参照） 

 

 

（参考）  
支援条件： 
・10名以上が参加する会であること 
・公序良俗に反しない会であること 
・参加者に対してNAIST同窓会からの援助があることを周知すること 
・会の終了後1週間以内に1) 名簿（氏名・修了年），2) 300字程度の報告および3) 集合写真1枚(JPG等の電子ファイ

ル)を提出すること． 支援金額： 
・参加会員1名につき2,000円，総額で100,000円を上限とする． 
・応募者多数の場合など，希望に添えない場合がある． 
 
======================== 応募様式 ======================== 
代表者氏名・修了年・出身研究科（領域）： 開催予定日時： 
開催内容： 
支援希望額・使途： 
参加予定者氏名・修了年・出身研究科（領域）： 
========================================================

事前登録44名，当日参加37名（＋同窓会役員6名） 
- 事後アンケート回答 4 名(とても楽しかった 2 名,それなりに楽しかった 2 名,また参加したい 4 名) 
- 学生だけではなく、先生や同窓会の方がいらっしゃって話してくれたので、緊張がほぐれました。 
- 英語全くできない学生と、留学生が混じった時の調整が難しく、盛り上がりに欠ける時がありました。もちろん英語力向
上にはそういうシーンも必要かと思いますが、グループを分けてもいいかもしれないとも思いました。 
- "色々楽しい企画があったので、良かったです!あと、フリートークが急遽伸びたのが意外と良かったかもしれません!" 
- Good things were organized schedule, divided into group, exciting game party, introduction with other students 
and had facilitator. I hope the next event can be improved by using more bilingual language in the event 
(English is needed especially for international students). Thank you for organizing this kind of event for us. 



【資料６】 

 

■ ６．キャリア支援係との連携 
・各種イベントの共催 
―2022.08.19 NAIST同窓生講演会(留学生向け)“Meet the Alumni”（別紙5参照） 
―2022.08.26 オンライン 合同OBOG訪問会（１０社参加） 
―2022.09.02 オンライン 合同OBOG訪問会（１１社参加） 

 
（以下は予定） 
―2022.11.22  NAIST同窓生講演会(留学生向け)“Meet the Alumni” 
―2022.11.25  NAIST同窓生講演会～博士OB・OGに学ぶキャリアデザイン～（別紙6参照） 

 

■ ７．zoomライセンスの廃止 
昨年、zoomプロライセンスを導入しましたが、費用対効果を考慮して契約更新を見送りました．大学併催イベントに

ついては同等の機能があるWebexを利用しつつ、より安価なzoomライセンスを改めて導入するか引き続き検討します．  
 

 

以上 

  ■多様な業界・職種で活躍しているOBOGが集結■ 
     「オンライン 合同OBOG訪問会」 
実施日：8/26 9/2 
開催形式：オンライン 
参加企業数： 21社 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【8月26日】 
京セラ 
一般財団法人日本食品分析センター 
五洋紙工 
ＧーＲＯＢＯ 
バルミューダ 
アークレイ 
ミネベアミツミ 
ホソカワミクロン 
住友電気工業 
島精機製作所 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【9月2日】 
日商エレクトロニクス 
アクセンチュア 
三洋化成工業 
近鉄グループホールディングス 
NTTドコモ 
佐藤薬品工業 
東邦化成 
ニッタ 
日本総合研究所 
村田製作所 
富士フイルムマニュファクチャリング 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
参加学生数： 2日間でのべ60名参加 
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受験⽣の⽅へ ⼀般の⽅へ 企業･研究者の⽅へ 留学⽣の⽅へ 修了⽣の⽅へ 在学⽣の⽅へ（学内専⽤）

 3⽉24⽇（⽊）、ミレニアムホールにおいて学位記授与式を⾏い、先端科学技術の
将来を担う353名の修了者を送り出しました。 
今回の授与式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するため規模を縮⼩

し、 領域ごとに開催する3部制で⾏われました。 
 授与式では、塩﨑学⻑から修了⽣代表者に学位記が⼿渡され、式辞が述べられた

後、来賓から祝辞が述べられました。続いて本学⽀援財団が優秀な学⽣を表彰する制

度であるＮＡＩＳＴ最優秀学⽣賞の受賞者14名に対して、同財団理事⻑代理として増
⽥専務理事から賞状及び副賞が贈られました。最後には学⽣有志による⾳楽演奏が⾏

われ、修了⽣の⾨出を祝しました。 
 当⽇は、式典の模様をインターネットによりリアルタイムで配信したほか、式典終

了後の会場を開放し、多くの修了⽣が指導教員や在校⽣も交えて記念撮影を⾏ってい

ました。

※ 今回の修了⽣の内訳は、以下のとおりです。

【博⼠前期課程修了者】

 情報科学領域      128（3）名〈うち留学⽣16名〉 
 バイオサイエンス領域    95(0)名〈うち留学⽣ 4名〉 
 物質創成科学領域      84(0)名〈うち留学⽣ 2名〉          

 計           307名（うち短期修了3名、留学⽣22名）

【博⼠後期課程修了者】

 情報科学領域        22(6)名〈うち留学⽣ 11名〉 
 バイオサイエンス領域    11(0)名〈うち留学⽣ 4名〉 
 物質創成科学領域      13(1)名〈うち留学⽣ 3名〉

 計           46名（うち短期修了7名、留学⽣18名）

総計 353名（うち短期修了10名、留学⽣40名）

 初めに、このたび学位を授与された博⼠前期課程307名、博⼠後期課程46名の皆さ
んにお祝いを申し上げます。

 本⽇の学位授与式がオンラインや録画によるものではなく、こうして皆さんにお会

いできたことを嬉しく思います。特に、令和２年度に博⼠前期課程に⼊学された⽅々

は、コロナ禍のために対⾯で⼊学式を⾏うことが叶わなかったため、この修了式はな

んとかミレニアムホールに集まって開催できるようにと職員の⽅々が⼯夫し、お⾻折

りくださいました。

 2019年の年末から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的な流⾏は、いくつ
かの変異株の発⽣を伴いながら、拡⼤と縮⼩を繰り返しつつも未だ収束の⾒通しは⽴

式辞を述べる塩﨑学⻑

博⼠後期課程学⽣に対する学位記の

授与

NAIST最優秀学⽣賞の授与

学⽣有志による演奏の様⼦
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っていません。⼤学院で修⼠や博⼠の学位を取得するということは、もともとたやす

いことではありませんが、未知の感染症の発⽣という困難な状況のもと、皆さん⼀⼈

ひとりが懸命に努⼒を積み重ね、試練を乗り越えて学位取得の⽇をここに迎えられま

した。ご⾃⾝が成し遂げたことに、是⾮、誇りを持っていただきたいと思います。

 そして、皆さんの努⼒に敬意を表すると同時に、これまで皆さんを助け、⽀えてく

ださった⽅々にも御礼を申し上げます。指導教員をはじめとする先⽣⽅、ご家族の皆

様、そして友⼈の⽅々、加えて、本学が新型コロナウイルス感染症の発⽣を最⼩限に

とどめながら、活発な教育研究活動を継続できたのは、今、このステージ上にいらっ

しゃる研究科⻑や領域⻑をはじめとする教員の⽅々、また昼夜・週末を問わず様々な

形でサポートしてくださった事務局の職員のみなさん、そしてここにいる学⽣の皆さ

んを含む奈良先端⼤コミュニティー全体の努⼒の賜物です。本⽇この式場にはいらっ

しゃらない⽅々も含め、皆さんの⼤学院⽣活を様々な形で⽀援してくださった⽅々

に、⼤きな拍⼿を送りましょう。

 さて、皆さんは本⽇、⼤学院を修了されるわけですが、この機会に、いつ頃、どの

ように、⼤学院に進学することを決めたのか、振り返って思い出してみてはどうでし

ょうか。私⾃⾝は、⼩学⽣の頃、⼤学院に進学することを考えはじめたことを覚えて

います。

 まだ、⼩学⽣だった私は⽗に尋ねました。「⼩学校を卒業したら、その次は？」

⽗は当然「次は中学校」と答えます。 
「じゃあ、中学校を卒業したら？」 
「その次は、⾼校」

私の質問はさらに続きます。 
「じゃあ、⾼校を卒業したら？」 
「⼤学」

⾯倒だと思ったのか、⽗の返事は短くなってきました。 
「じゃあ、⼤学を卒業したら？」 
「⼤学院」 
「じゃあ、⼤学院を卒業したら？」 
「もうない、終わり！」

 こうして⽗は、私からの執拗な質問から解放されたわけですが、その時、私の⽅は

といえば、⼀番最後の「⼤学院」というところまで⾏ってみようと考えていました。

⼀番上の⼤学院まで⾏けば、なにもかも学び尽くせると思ったのかもしれません。

 本⽇、⼤学院を修了される皆さんはどのように感じていますか？ 
決して「学び尽くした」とは思えないのではないでしょうか。私⾃⾝もそうでした。 
 皆さんをご指導くださった先⽣⽅も、何⼗年か前に⼤学院を修了され、それ以降、

学校には通っていないと思いますが、最先端の知識を持ち、世界トップレベルの研究

を⾏い、学⽣の皆さんの指導を⾏なっています。どうしてそれが可能なのか、想像し

てみてください。

本⽇、⼤学院を修了する皆さんに、是⾮、胸に刻んでいただきたいマハトマ・ガンジ

ーの⾔葉をここで紹介させてください。

Live as if you were to die tomorrow. 
Learn as if you were to live forever.

「明⽇死ぬかのように⽣きよ。永遠に⽣きるかのように学べ。」 学位を取得し、こ
れから社会へと旅⽴つ皆さんは、新しいスタートに胸を躍らせていることと思いま

す。しかしながら、何かを成し遂げるには、⼈⽣は決して⻑いとは⾔えません。今、

⾃分が何をなすべきかを常に考え、そして決して学びを⽌めることなく、進化し続け

て欲しいと思います。社会は、そして世界は、皆さんの活躍を期待しています。

 そして近い将来、毎年秋に開催しているホームカミングデー等の場で、本学が誇る

同窓⽣の⼀員となった皆さんに再会できる⽇を楽しみにしています。卒業しても皆さ

んは、奈良先端⼤コミュニティーの⼀員です。本学は１万⼈を超える修了⽣を輩出

し、同窓会は修了⽣による世界的ネットワークの場となっています。皆さんも是⾮こ

のネットワークに加わってください。

 最後に改めて、修了⽣の皆さんに⼼からのお祝いを申し上げるとともに、卒業後

も"Outgrow your limits"という奈良先端⼤スピリットで切り開く、輝かしい未来を祈
念して、本⽇の祝辞の結びとさせていただきます。

令和4年3⽉24⽇ 
奈良先端科学技術⼤学院⼤学⻑塩﨑⼀裕                          
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 奈良先端科学技術⼤学院⼤学を修了される皆さん、本⽇は⼤変おめでとうございま

す．ご両親、ご家族の皆様ならびに関係各位の皆様にも，⼼よりお祝い申し上げま

す。 これまでに，奈良先端⼤の修了⽣はのべ10,000名を数えます。多くの先輩⽅が国
内外の⼤学、研究機関，⼤企業などで活躍しており、奈良先端⼤のブランドを不動の

ものにしています。 
 皆さんが社会で活躍することで、その価値をさらに⾼めていってくださることを期

待しています。 奈良先端科学技術⼤学院⼤学 同窓会では、修了⽣や在学⽣を⽀援す
る様々な事業を展開しています、皆さんが社会に出た後に、本学で学んだことに誇り

を感じたり、本学との繋がりを実感したりする機会が多々あることと思います。 
 また、そうした有り難みは年を経るごとに強まっていくことでしょう。ぜひ本学同

窓会に御⼊会いただき，その繋がりを最⼤限に活⽤していただければと思います。 私
⾃⾝は，1998年に博⼠後期課程を修了した本学の2期⽣です。私が⼊学した当時は、
まだ修了⽣もほとんどおらず、本学の知名度は現在とは⽐較にならないものでした。

奈良先端⼤の魅⼒は知名度があることでもなく、歴史があることでもありません。世

界で活躍する先⽣⽅と、熱い志をもった学⽣が結集して、新しいことにチャレンジす

る気概に溢れていることが、最⼤の魅⼒だと思います。そして、その思いは20年以上
経った今、ますます強まっています。  
 皆さんは、過去２年間常にコロナ禍の影響を受けてきました。思うように研究が進

まず不安になったり、友⼈たちと触れ合うことができず寂しい思いをされたりしたこ

とでしょう。⼤学に来ることもできず、授業も受けられず、本当に⼤変な状況でし

た。 
 しかし、皆さん⾃⾝の努⼒と周囲の⽀援で，本⽇の修了を迎えられました。関係者

の⽅々に感謝しつつ，ぜひこの困難を乗り越えたことを誇りに思い，将来への⼒に変

えてください。 コロナ禍は図らずもこれまでに蓄積された社会の歪みや弱さをあぶ
りだしました．SDGsに沿った社会変⾰は待ったなしの状況ですが，これまでの常識
が通⽤せず，誰にも正解が分からない時代です。さらには、最近の国際情勢は平凡で

平和な⽇常⽣活がいかに脆く、貴重なものであったのかを改めて思い起こさせていま

す。 
 皆さんには、このような激動の時代に積極的に⽴ち向かい、社会に貢献してほしい

と思います。当事者意識を持ち，変化を恐れず、平和で豊かな世界を作るために⾃分

に何ができるのかを真剣に考え，提案し、実⾏していってください。 慣れ親しんだ
⼤学や⾼専などを⾶び出して、新しいことにチャレンジしようという思いで奈良先端

⼤の⾨をくぐり、最先端の研究成果を⽣み出してきた皆さんは、そうした時代の要請

にふさわしい資質と⼼構えを備えています。社会に巣⽴つ皆さんひとりひとりの活躍

が、⼈類の未来を変えていきます。 
 ぜひ、それぞれの⽴場で奈良先端⼤で学んだことを発揮し、新しい時代を切り拓

き、⼒強く引っ張っていってください、⼤活躍されることを祈念しています。 最後に
なりましたが、改めまして、本⽇は修了おめでとうございます。

令和4年3⽉24⽇ 
奈良先端科学技術⼤学院⼤学同窓会会⻑  
清川 清 
                                                                            

 奈良先端科学技術⼤学院⼤学の令和三年度学位記授与式にあたり、⼀⾔ご挨拶を申

し上げます。 
 本⽇、学位記を受けられました皆様、コロナという未知の試練に翻弄されながら

も、博⼠課程を⾒事、修了されましたこと本当におめでとうございます。 
 また、ご家族の皆様や塩﨑学⻑をはじめご指導に当たられた教職員の皆様にも、⼼

よりお祝いを申し上げます。 
 ⽇本は⾰新的な製品やサービスを⽣み出せず、⻑らく停滞の時を過ごしてきまし

た。 
 過去の成功体験から抜け出せず、変化を恐れ、従来のやり⽅に捉われ続けたことが

その原因と⾔っても良いでしょう。変化を⽣み出すには、常識に捉われず、現状に少

しでもおかしな点、不合理な点はないか気づく必要があります。 
 私たち⽀援財団のシンボルでもあるアインシュタインは、「⼤切なのは、疑問を持

ち続けることだ。神聖な好奇⼼を失ってはならない。」という⾔葉を残しました。 
今まで当たり前だと思っていたことも、好奇⼼を持って⾒つめれば何かしら発⾒があ

り、疑問が浮かんでくるものです。 
 変えることを恐れず、疑問の芽をさらに追求していくことが、新しい理論や技術に

結びつくものと思います。現代社会は、複雑かつ多様で困難な問題があふれておりま

すが、皆様がこの⼤学で蓄積してこられた最先端の知識や創造⼒、研究⼒は、世界で

も⼗分に通⽤するものと思います。 

【同窓会会⻑祝辞】

【⽀援財団理事⻑祝辞】
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奈良先端科学技術大学院大学無限の可能性、ここが最先端 －Outgrow your lim its－

奈良先端科学技術大学院大学
同窓会について
ABOUT NAIST ALUMNI 
ASSOCIATION

奈良先端科学技術大学院大学同窓会 会長

情報科学領域 清川 清
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奈良先端科学技術大学院大学無限の可能性、ここが最先端 －Outgrow your lim its－

自己紹介 Self Introduction

• 平6年 情報科学研究科（当時）入学

1994 Admission to Grad. School of Info. Science
VRを用いた設計支援システムの研究に従事
Worked on a Design System Using Virtual Reality

• 平10年 博士後期課程修了

1998 Ph.D. in Engineering
• 平10〜29年 情報通信研究機構，大阪大学などで勤務

1998 – 2017 Worked for NICT, Osaka University etc.
• 平29年 情報科学研究科（当時）教授

2017 Professor at Grad. School of Info. Science
• 平30年 NAIST 同窓会会長

2018 Chairperson of Alumni Assoc. 
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同窓会の役割
Roles of Alumni Association

• 大学は生涯に亘る人的ネットワークを築く場
University is a place to establish lifelong human network

• 同窓会は大学と社会との架け橋
Alumni assoc. is a bridge between university and the society

• 社会で活躍するOB・OGと知り合い、
交流を深めることを支援
It supports to get to know and deepen
the relationship with graduates who are
active in the society

3

奈良先端科学技術大学院大学無限の可能性、ここが最先端 －Outgrow your lim its－

NAIST 同窓生
NAIST Alumni

• 平成7 第１期生修了
1995 First graduates

• 修了生数 博士前期 9,003名
博士後期 1,874名 （令和4年4月1日時点）

Graduates：Master’s course 9,003
Doctoral course 1,874（as of April. 1, 2022)

• 高橋和利 (H16修了)
Kazutoshi Takahashi
(Ph.D. in 2004)
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奈良先端科学技術大学院大学無限の可能性、ここが最先端 －Outgrow your lim its－

NAIST 同窓会の沿革
History of NAIST Alumni Association

• 平12年 同窓会設立
2000 Established the Alumni Association

• 平22年 NAIST中期目標に修了生ネットワーク充実を明記
2010 Declared to vitalize networking with graduates in 

the NAIST mid-term plan

• 平31年 同窓会会員システムを導入
2019 Introduced Alumni 

Management System

• 令和２年 同窓会ウェブを更新
2020 Renewed the Website
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NAIST 同窓会の活動
Activities of NAIST Alumni Association

• 会員相互の親睦を図り、NAIST建学の目的及び使命の達成に寄与
Promote mutual friendship among members, and contribute to the 
achievement of the purpose and mission of NAIST

• ホームカミングデー開催、表彰

Homecoming Days, recognition of excellent students and alumni
• 海外支部の設置 （タイ、インドネシア）

Establishment of overseas branches
(Thailand, Indonesia)

• NAISTネット （修了生検索、終身メール転送）
NAIST NET communication website
(alumni members search, 
permanent email addresses)

6
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平成29・30年度ホームカミングデー
Homecoming Days in 2017 / 2018
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NAIST 同窓会の活動（つづき）
Activities of NAIST Alumni Association (cont’d)

• 活躍する修了者による講演会の企画
Invite and host lectures by active graduates

• 在学生向けの就職支援事業などの企画
Create employment support projects for students

• 同窓会集会に対する開催支援
Management of reunion support 
funds for members
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開催支援の例 (バイオ5期生修了20周年記念パーティ）
Example of Reunion Support
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開催支援の例 (2020 Indonesian NAIST Alumni 
Association Annual Gathering）
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会員の特典
Member Benefits

• 在学生向けの就職支援事業などにおいて優遇される場合がある

Members will be given priority for the employment support project

• 各種表彰の選考対象となる

Members are entitled to receive various awards from the Association

• 同窓会集会開催支援金の支給対象となる

Members are eligible for the support of alumni gatherings

• 同窓会システムで修了生（OB・OG等）を検索できる
Members can search graduates on the assoc. system

• ホームページやメーリングリストにて
各種案内や告知を発信できる

Members can post invitations and announcements
via the association website and mailing list
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入会方法
How to Join

• 準会員登録 （無料）

Associate Member Registration (Free)
NAIST同窓会会員ネットワークシステムへの登録
Register to NAIST Alumni Assoc. Network System
https://apply.palsyne.net/u-naist/register.aspx

• 正会員登録
Regular Member Registration
永年会費 2万円 （一生涯追加費用なし）

One-time membership fee 20,000 JPY
(no subsequent additional costs)

入学手続きの書類に同封の振込用紙
にて支払い

A payment slip can be used that came with
admission documents

12
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奈良先端科学技術大学院大学
同窓会にぜひご入会ください

PLEASE JOIN 
NAIST ALUMNI ASSOCIATION

13
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2022 NAIST Welcome Party
2022 奈良先端大
ウェルカムパーティ

1

仲良くしてください︕

共にNAISTでの⽣活を楽しみながら
素晴らしい研究をしましょう︕

Let's enjoy our life at NAIST 
& do great research!

よろしくお願いします

Nice to meet you.
Let us do our best. 

I hope for a good term association with 
them as they represent their country and 

make it proud with good results.

¡Mucho éxito!

Nice to meet you all, 
hopefully we can help 

each other until 
we graduate together

18⽇まで基本オンライン授業で
なかなか対⾯で話す機会がなかったので

19⽇以降の対⾯授業で
仲良くなれたらと思ってます︕Hope can contribute 

and become part of 
NAIST community

Glad to be onboard, 
hajimemaste minnasan..

これからよろしくお願いします

2

Program
本日の予定

u19:00 オープニング Opening
u19:05 Part I: NAISTクイズ NAIST Quiz
u19:10 Part II: フリートーク Free Talk
u20:10 Part III: ゲーム Game
u21:00 クロージング Closing
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Program
本日の予定

u19:00 オープニング Opening
u19:05 Part I: NAISTクイズ NAIST Quiz
u19:10 Part II: フリートーク Free Talk
u20:10 Part III: ゲーム Game
u21:00 クロージング Closing
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Part I: NAIST Trivia Quizzes
NAIST トリビアクイズ

5

Getting Ready
準備

uZoomの背景画像を追加してください
Add background images to your zoom

http://shorturl.at/kxBU1

① “Background 
& Filters”

② Add the 
images one by 

one

③ Keep it open 
for the quiz 

session

6
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How to play
遊び方

uカメラをオンにして待機
Turn on your camera and wait

u各質問に A/B/C の背景で答える
Answer each quiz by using A/B/C background images

u間違ったらカメラをオフにする
Turn off your camera if you made a wrong answer. 

u最後まで残ったら勝ち！
You win if you survive until the end!

7

練習 Practice

NAIST の N の意味は？
N of NAIST means?

A. Nice
B. Nara
C. Next
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練習 Practice

NAIST の N の意味は？
N of NAIST means?

A. Nice
B. Nara
C. Next

9

本番のクイズをお楽しみに
Enjoy the actual quizzes
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Program
本日の予定

u19:00 オープニング Opening
u19:05 Part I: NAISTクイズ NAIST Quiz
u19:10 Part II: フリートーク Free Talk
u20:10 Part III: ゲーム Game
u21:00 クロージング Closing
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Part II: Free Talk
フリートーク

12
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Free Talk
フリートーク

u19:10～19:30 Free Talk 1
u19:30～19:50 Free Talk 2
u19:50～20:10 Free Talk 3
uみんなが公平に話しているか気にしましょう

Let’s take care whether everybody is talking fairly

uみんなが会話についていけているか気にして
適宜英語・日本語を切り替えましょう
Let’s take care if everybody is following the conversation
and switch between English / Japanese when necessary

13

Example Topics
話題の例

u30秒くらいで短く自己紹介しましょう
Introduce yourself briefly in 30 seconds or so

u趣味はなに？休日はどう過ごす？
What’s your hobby? How do you spend a day off?

uコロナが落ち着いたら行ってみたい場所は？
Where do you want to visit when the covid19 calms down?

u好きな食べ物は？最近美味しかったものは？
What’s your favorite food? Anything delicious recently?

u(研究以外で)在学中の野望は？
What is your ambition at NAIST (except for research)?

14

Program
本日の予定

u19:00 オープニング Opening
u19:05 Part I: NAISTクイズ NAIST Quiz
u19:10 Part II: フリートーク Free Talk
u20:10 Part III: ゲーム Game
u21:00 クロージング Closing

15

Part III: Game
ゲーム

16

Gartic Phone
ガーティックフォン

uお絵かき伝言ゲーム The Drawing Telephone Game

17

Gartic Phone
ガーティックフォン

uお絵かき伝言ゲーム The Drawing Telephone Game

https://www.youtube.com/watch?v=9rDGqneHgy0

18

https://www.youtube.com/watch?v=9rDGqneHgy0
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Getting ready (for a host) 1/2
準備 (ホスト向け) 1/2

① Choose 
a language 
(English)

② Choose 
avatar & name

③ Start
the game

19

Getting ready (for a host) 2/2
準備 (ホスト向け) 2/2

④ Choose 
a game type

⑤ Copy the invitation link & 
paste it to the zoom chat

⑥ Start playing
when ready

20

Getting ready (for members)
準備 (メンバー向け)

① Click the received 
invitation link

② Choose 
avatar & name

③ Join
the game

21

How to play
遊び方

①クレージーなお題を考える
Come up a crazy story

②お題を絵で表現する
Draw a given story

③絵を⾒てお題を推測する
Guess the story from the drawing

④出来あがりを楽しむ
Enjoy the results

22

Program
本日の予定

u19:00 オープニング Opening
u19:05 Part I: NAISTクイズ NAIST Quiz
u19:10 Part II: フリートーク Free Talk
u20:10 Part III: ゲーム Game
u21:00 クロージング Closing

23

Enjoy your NAIST school life!
NAISTの学生生活を
満喫して下さい！

24
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INAA  Alumni Reunion 2021  
Date：August 6, 2022  13：00 - 15：00 (JST) 

 

13：00 - 13：05 Opening remarks (5 min.) INAA President 
Dr. Berry Juliandi MSi  

13：05 - 13：10 Greetings from NAIST President (5 
min.)  
 

NAIST President 
Dr.Kazuhiro Shiozaki 

13：10 - 13：15 Remarks from NAIST Alumni 
Association (5 min.) 

Chairperson of the NAIST alumni 
association  
Prof. KIYOKAWA Kiyoshi 

13：15 - 13：35 Current educational and research 
trend/activities in NAIST (20 min.) 
 
 
Message from Mrs. Sachiko Iida 

Director of NAIST Indonesia office 
Prof. KAWAICHI Masashi 
Prof. BESSHO Yasumasa 
INAA Board of Commissioners 
Mrs. Sachiko Iida  
(Iida Foundation) 
 

13：35 - 13：45 INAA activity reports (10 min.) INAA Vice President 
Dr. Yekti Asih Purwestri, M.Si. 

13：45 - 14：25 QA session and/or Online Interaction among Sensei and Alumni  (60 min.) 
14：25 - 15：00 Closing Remarks by INAA Vice President II 

Dr. Zainal Arief (5 min.) 
Offline Agenda:  @hotel Grand Keisya and Breksi, Yogyakarta  

15：30 - 19：30 excursion to Breksi, Yogyakarta 
19：30 - 22：00 Dinner  

 
 

emi-y
テキストボックス
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Organized by:

Career Services Office
(Co-organized with the Alumni Association)

career-ryugaku@ad.naist.jp

～

Alumni presenter

(Graduate Division)
Company name

Rakuten Asia Pte. Ltd. Dr. JOHANES EFFENDI THE 
(Information Science)

Nuvoton Technology Japan Dr. Wang Ze
(Materials Science)

Terrace mile, Inc. Dr. Hossain Shaikh Farhad
(Information Science)

Leave a Nest Malaysia
Dr. SUZIANTI BINTI 
ISKANDAR VIJAYA

(Biological Science)

18:30～

18:40～

20:00～

Opening remarks 

Q&A session

The Alumni Association

( Singapore )

( Malaysia )

( Kyoto, Japan )

( Shizuoka, Japan )

emi-y
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2022年11⽉25⽇(金)
18:00−19:30

career@ad.naist.jp

オンライン開�

第4回NAIST
同窓生講演会
～博士OB・OGに学ぶ
　　キャリアデザイン～
　対象者：全学生およびポスドク、

教員、修了生

博士後期課程の学生はもちろん、博士後期
課程への進学を予定・検討しているM1学
生、M2学生の皆さん、本学博士OB・OGの
企業等での活躍を知る貴重な機会ですの
で、是非ともご参加ください!!

NAIST同窓会・キャリア支援室主催

【事前登録制】
参加方法：
以下URLより事前登録をお願いし
ます。（11月24日17時まで）
＜事前登録URL＞（↓クリック）
https://business.form-
mailer.jp/fms/73319932155261

18：00
開会挨拶
　山下 俊英（キャリア支援室UEA）
　清川 清（NAIST同窓会 会長）

18：05
情報科学研究科OG講演
　大谷 まゆ 氏（（株）サイバーエージェント）
「博士後期課程を修了し、企業研究員になって」

18：25
バイオサイエンス研究科OG講演
　山口 夕 氏（大阪公立大学 農学研究科）
「博士後期課程を修了してからの経験」

18：45
先端科学技術研究科（物質創成科学領域）OＢ講演
　朝戸 良輔 氏（三菱ケミカル（株））
「博士後期課程を修了し、企業に就職して（仮）」

19：05
質疑応答

19：25
閉会挨拶
　小笠原 司（理事・副学長）

【お問�せ】
 キャリア�援�
 0743-72-5921

QRコードはこちら

emi-y
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［資料 7］ 

奈良先端科学技術大学院大学同窓会について（沿革） 

 

○平成 ７年 ２月  第１期生の修了を控え、修了生と大学、また修了生相互の連携を図るため、大学 

主導で同窓会設立に向けた検討開始 

 

○平成１２年 ３月  同窓会を設立（学生課が事務支援） 

           城和貴氏（現・奈良女子大学教授）を会長とし、評議員等の役員２４名を選出 

 

○平成１３年 ９月  同窓会運営を同窓会役員に移行 

 

○平成１６年 ４月  国立大学法人化 

           中期計画に、同窓会支援体制整備を明記 

 

○平成１９年 ４月  城同窓会会長及び学内に在籍する修了生３名を中心に、同窓会の再構築に向けて検討

を開始（学生課が事務支援） 

 

○平成２０年 ３月  設立からの収支報告書を作成し、監査を実施 

 

○平成２１年１０月  学内に在籍する修了生６名を中心に、Ｗ．Ｇを設置し、現会長及び評議員の了承を得

て、組織の見直しを検討（学生課が事務支援） 

 

○平成２２年 ４月  第２期中期計画に、修了生とのネットワークの充実を明記 

 

○平成２２年 ７月  学内に在籍する修了生３名が、新たなＷ．Ｇ委員として加わる。 

 

○平成２２年１１月  同窓会総会及び同窓会パーティーを開催 

 

○平成２３年１０月  同窓会総会及び同窓会パーティーを開催 

 

○平成２４年１１月  同窓会総会及び同窓会パーティーを開催 

修了生の高橋 和利さんに対し、同窓会栄誉賞を表彰 

   

○平成２５年１０月  同窓会総会及び東京リユニオン（同窓会パーティー）を開催 

 

○平成２６年１２月  同窓会総会を開催 

 

○平成２７年１１月  同窓会総会を開催 

 

○平成２８年１１月  ホームカミングデーを開催 

 

○平成２９年１１月  ホームカミングデーを開催 

 

○平成３０年 ２月  同窓会理事会を開催 

 

○平成３０年 ５月  同窓会理事会・総会を開催 

 

○平成３０年 ８月  同窓会理事会を開催 

 

○平成３０年１１月  同窓会総会及びホームカミングデーを開催 

 

○令和元年５月    同窓会理事会を開催 

 



○令和元年１１月   同窓会総会及びホームカミングデーを開催 

 

○令和２年１１月   同窓会総会及びホームカミングデーを開催 （参集・オンライン開催） 

 

○令和３年 ５月   同窓会理事会を開催 

 

○令和３年 ６月   同窓会臨時総会をオンライン開催 

 

○令和３年１１月   同窓会総会及びホームカミングデーを開催 （参集・オンライン開催） 

 

○令和４年 ４月   NAIST ウェルカムパーティーを開催 （オンライン開催） 

 

○令和４年 ６月   同窓会理事会を開催 
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