
2017年4月　新学部・新学科誕生
■ システムデザイン工学部： 情報システム工学科、デザイン工学科
■ 工学部： 電子システム工学科、応用化学科、先端機械工学科

※千葉ニュータウンキャンパスの学部と研究科は、
　2018年4月に東京千住キャンパスへの移転を予定しています。

東京千住キャンパス第2期計画の完成予想図。新校舎（5号館）は左手前。

● 本パンフレットでお伝えしている内容は、社会に責任を果たし、社会ともに発展していくための活動です。
　 企業では「CSR」（Corporate Social Responsibility）と呼ばれています。

■ 東京千住キャンパス（100 周年記念キャンパス）
●システムデザイン工学部（2017 年 4月開設）
●未来科学部 ●工学部 ●工学部第二部
●未来科学研究科 ●工学研究科 ●先端科学技術研究科
●法人・大学本部
〒120-8551 東京都足立区千住旭町 5番　　
TEL 03-5284-5120（総務部）

■ 埼玉鳩山キャンパス
●理工学部 ●理工学研究科 ●先端科学技術研究科
〒350-0394 埼玉県比企郡鳩山町石坂　　
TEL 049-296-0042

■ 千葉ニュータウンキャンパス　
●情報環境学部 ●情報環境学研究科 ●先端科学技術研究科
〒270-1382 千葉県印西市武西学園台 2-1200　　
TEL 0476-46-4111（代表）

■ 東京神田キャンパス　
●出版局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8　　
TEL 03-5280-3433

受講など▶ 大学院と大学のあるキャンパスへ　
産学交流▶ 「産官学交流センター」へ（03-5284-5225）　
図書館の利用▶ 各キャンパスへの「総合メディアセンター」へ　
施設の貸し出し▶ 管財部へ（03-5284-5135）　
募金▶ 経理部募金担当へ（03-5284-5143）

進化するTDUイノベーション
̶ 人と社会の未来を創造する技術者の育成 ̶

東京千住キャンパス新校舎建設中
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TEL 03-5284-5125　FAX 03-5284-5180　E-mail  keiei@jim.dendai.ac.jp 
〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番 

学校法人東京電機大学 総務部（企画広報担当）　

お問い合わせは

東京電機大学

東京電機大学のご案内
一般・社会人の方へ

公式ウェブサイト  http://www.dendai.ac.jp/ 

情報技術の進化等にともない、今日さまざまな技術を統合した製
品が社会にあふれ、社会さえも変わりつつあります。東京電機
大学はこうした状況を見据えて「進化するTDUイノベーション」
をテーマとし、2017（平成29）年４月、新たに「システムデザイ
ン工学部」を、また工学部に3学科を設置します。

北千住駅から徒歩1分の東京千住キャンパスでは、開設6年目
となる2017（平成29）年４月の開設に向けて、新校舎（地上12
階、地下1階）を建設中です。新校舎には大学・大学院の教室
や研究室、ものづくり工房（仮称）を置くほか、学外の「スポーツ
クラブ ルネサンス」が入居予定。2018（平成30）年4月には千
葉ニュータウンキャンパスの情報環境学部が移転予定。さらな
る充実が各方面から期待されています。

（新設予定の3学科）



社会貢献
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▶学園祭でキャンパス公開
▶ギャラリー

イベント参加や
見学を通して

募金や寄付を通して
大学の活動に参加

▶多種多様な公開講座やセミナー
▶地域連携施設
▶学位論文発表会を一般公開
▶理工系大学唯一の出版局

公開講座、セミナー、
出版物を通して

産学交流
を通して

■1907（明治40）年に電機学校（夜間学校）として創立。夜間開講と社会人の受け入れは、私たちの伝統です。
　1958（昭和33）年に、日本で初めて夜間の大学院を開設したのも本学です。

東京電機大学は、190７（明治40）年に2人の若き技術者により工業教育の普及を目指し創立されて以来、科学
技術の教育・研究を通し、技術で社会に貢献する多くの人材を育成し続けています。そして今日、大学での教育・
研究とともに、科学技術の知識を広く社会で役立てていただくための活動等を積極的に展開しています。

■「技術は人なり」は、初代学長・丹羽保次郎博士の言葉です。「技術もやはり人が根幹をなす」、「技術者は常に人格の陶冶を必要とする」
　という理念は、教育と研究のさまざまな場面で、また社会で活躍している卒業生の間で、息づいています。

実学 尊重

技術は 人なり

技術で社会 に貢献する
人材の 育成   

▶▶▶ P4

▶▶▶ P6

▶施設の利用
▶東京千住キャンパスにある外部施設
▶災害時の地域貢献

▶▶▶ P6

▶▶▶ P7

▶社会と連携する研究や技術移転
▶産学交流の施設と団体

東京電機大学の

学園創立から一貫して「技術で社会に貢献する人材の育成」を目指す東京電機大学。
その活動は、「実学尊重」と「技術は人なり」に根差しています。

▶昼夜開講の大学院
▶「国際化サイバーセキュリティ学
　特別コース」
▶夜間学部「工学部第二部」
▶公開科目

大学・大学院で学ぶ1
▶科目等履修生制度
▶論文博士
▶研究員・研究生制度

▶▶▶ P4

建学の精神 「実学尊重」
学園の使命 「技術で社会に貢献する人材の育成」

教育・研究理念 「技術は人なり」

4 施設・設備の
利用を通して

▶学校法人東京電機大学サポート募金
▶研究奨励寄付金

▶▶▶ P7

「大学は広く社会に役立つ存在でありたい」



大学・大学院で学ぶ 
大学で学びたい社会人、一般の方に
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産学交流を通して
大学の研究成果や知財を活用したい方に2

● 高度な技術や知識習得を目指す社会人のために、全課程で昼夜開講。
　 だから、夜間も学べる。
　 だから、社会人入試制度も充実。

● 平日夜間と土曜日開講科目を中心に、3年間で修士号取得を目指すコース。

創立時は夜間学校、夜間大学院は日本初。そんな伝統と経験の積み重ねがある本学ならではの、昼夜開講の大学院です。

社会人のための特別コース、「文部科学省高度人材養成のための社会人学び直しプログラム選定・履修証明プログラム」を開講して
います。世界最先端の情報セキュリティ技術の教育と研究開発に取り組んでいる本学で、高度な技術と知識を習得できます。
開講科目は6科目（135時間）、修了者には「履修証明書」を授与しています。

研究推進社会連携センターと産官学交流センター（承認TLO）では、本学が積み重ねた研究成果や技術を広く社会に還元するために、経験
豊かなコーディネーターを配し、産業界からの各種お問い合わせや技術相談に迅速にお応えできるよう努めています。

■ 創業支援施設「かけはし」（東京千住アネックス）
足立区との連携事業として2011（平成23）年12月より運営。
足立区旧第十六中学校を利活用した施設です。足立区内外を
問わず、創業を目指す法人や個人が利用できます。インキュベー
ションオフィス14室、シェアードオフィス12ブース。中小企業診
断士、インキュベーションマネージャーに委託し、経営アドバイスを
行っています。

■ TDU産学交流会（埼玉鳩山キャンパス）
企業との交流を通して地域経済の発展に寄与することを目的に、
埼玉県内の有力企業と協力して活動しています。勉強会、企業
見学、技術発表会などを開催しています。

■ TDUいんざいイノベーション推進センター（TIIAC） 
　 （千葉ニュータウンキャンパス）
地域リソースの活用、イノベーション創出、インキュベーション施
設の運営、交流会や研究会、地域活性化のためのセミナーな
ど、産学連携による取り組みを行っています。

■ 東京電機大学経営同友会
本学の卒業生で、企業の経営者、役員、管理職の方、またそれ
らの職を退任された方による会員組織です。大学と連携し、また
校友会からの協力を得て、各種事業を遂行しています。そのひ
とつとして実施している講演会やビジネス交流会は、広く一般の
方にもご案内しています。

働きながら大学に通いたい方のために、夜間に開
講している学部です。

単位取得を目的としない学び方です。
定職をもつ方など、どなたも受講できます。

単位取得を目的とする学び方です。定職をもつ方など、どなたも履修可能です。
受講に際しては書類審査があります。履修を認められた授業に出席し、試験に合格するなどの要件を満たすと、正式に単位が認定されます。

【公開科目と科目等履修生】
前期科目は3月上旬、後期科目は8月下旬に、受講申し込みを受け付けています。

電子通信工学関連分野において（情報工学等の関連分野を含む）独創的な研究に従事し、かつ優秀な論文を発表した研究者に
対して授与する賞です。初代学長・丹羽保次郎博士の電気通信技術に対する功績を記念して、1977（昭和52）年より丹羽記
念賞を授与し、2002（平成14）年度より、丹羽保次郎記念論文賞として授与を実施しています。

研究室において研究、または研修を受けられる制度です。

電気電子工学科
機械工学科
情報通信工学科

社会人コース
入学後に選択可能

● 自由な時間割が編成できるよう支援。
● 学費は単位従量制、昼間部（工学部）の約半額。
● 教授陣、教育内容は、昼間部とほぼ同じ。
● 社会人特別選抜入試も。

● 進級条件がなく、在籍学年にとらわれない履修が一部可能。
● 研究室の教員との相談により、
　2年次から研究室への所属が認められる。

研究員
博士学位を有する方、または、それに相当する方

研究生
学部卒業以上の方

研究室において、特定の期間、特定のテーマについて、特定の教員と協力して研究できる。

研究室において、特定の期間、特定のテーマについて、特定の教員の指導による研修が受けられる。

大学院の公開科目

工学部第二部の公開科目

● 工学研究科 年間約10科目
● 未来科学研究科 年間約5科目
● 理工学研究科 後期のみ、約10科目

● 年間約20科目

受託研究 特定のテーマについて、本学教員が委託を受けて研究・開発を行う。平成27年度は52件、過去5年間の累計は220件。

共同研究 特定のテーマについて、本学教員と共同で研究・開発を行う。平成27年度は86件、過去5年間の累計は313件。

技術相談、技術指導 特定のテーマについて、本学教員が技術的な指導を行う。平成27年度は114件、過去5年間の累計は468件。

特許移転（TLO） 本学所有の特許を適正な実施料で実施を許諾。
特許の分野別出願件数：ライフサイエンス22、情報通信92、エネルギー・環境29、ナノテクノロジー・材料22、
ものづくり126。 （平成27年3月31日現在）

詳細を公開中

一般的に博士号は、博士課程（後期）に在籍し学位審査に合格した人に授与されます（課程博士）。これとは別に、博士課程（後期）に在
籍しなくても、論文審査により高度な研究能力があると認定された人に授与される博士号があり、「論文博士」といいます。論文博士は、社
会人で博士号の取得を考えている方に適した博士号の取得方法です。 東京電機大学  論文博士

教員の業績とプロフィールを公開中 東京電機大学  研究者情報

博士課程（後期）

3年制社会人コース

修士課程

先端科学技術研究科

工学研究科

未来科学研究科
工学研究科
理工学研究科
情報環境学研究科

昼夜開講
高度な内容を受講できる

夜間開講の特別コース
社会人に適した、より実用的な内容

昼夜開講の大学院〈5研究科〉

科目等履修生制度

論文博士

研究員・研究生制度

丹羽保次郎記念論文賞

産学交流の施設と団体　

「国際化サイバーセキュリティ学特別コース」

社会と連携する研究や技術移転

夜間学部「工学部第二部」

公開科目

主な産学交流

お問い合わせについては、裏表紙をご参照ください。

創業支援施設「かけはし」
※平成27年度の件数：特許移転（TLO）以外は、平成28年2月現在。

●研究推進社会連携センターが推進する、4つの重点研究分野：エネルギー・環境、生体医工学、安心・安全、情報。
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公開講座、セミナー、
出版物を通して3

施設・設備の利用を通して4

■ 「ME（医用生体工学）講座」（公開講座）
第2代学長阪本捷房が、日本エム・イー学会（現・日本生体
医工学会）を創立したことから、1977（昭和52）年以来、毎
年秋に開講しています。

■ 科学体験教室や工作教室
子どもを対象に、夏休みなどに開催しています。

■ 公開講演会
本学の特徴を活かし科学技術などをテーマとする公開講演会
を多数開催し、社会への知的資源の還元を積極的に行ってい
ます。

■ 各種イベントへの出展
さまざまなイベントに、積極的に参加しています。

■ 東京千住キャンパスの図書館
20歳以上の方で足立区立図書館の利用
者カードを持ち、本学図書館の利用目的が
明確な方が利用できます。利用に際し、カー
ド発行料と年間利用料をお願いしています。
埼玉鳩山キャンパスと千葉ニュータウンキャ
ンパスの図書館も、一般の方が利用できる
ようになっています。

■ 学生食堂
食堂やカフェテリアは学生の厚生施設ですが、大学に来校された方も適宜利用い
ただけます。
特に東京千住キャンパスでは足立区と協力し、一般の方も参加できるイベント、「野
菜からかむカムランチ」を毎年11月に実施しています。これは野菜を食べる、野菜か
ら食べる、よく噛むことを促進するキャンペーンで、特別メニューを提供しています。
詳細は、本学のウェブサイトや足立区の広報誌などでご案内しています。健康づくり
の一環として開催するイベントにぜひご参加ください。

■ 北坂戸にぎわいサロン
北坂戸駅周辺のにぎわい再生と、地域の活性化を目的とした施設です。埼玉県坂戸市と連携して運営しています。

年度末には「博士・修士論文発表会」を開催し、一般公開しています。一般の方にも研究成果を知っていただくとともに、院生が
技術者としての資質を磨くことを目指しています。

東京電機大学出版局は、「科学技術と教育を出版からサポートする」こ
とを目指した、理工系大学唯一の出版局です。発行書籍は全国主要
書店で取り扱われているほか、多くの大学や短大、高専などの教科書と
して活用されています。また大学出版で唯一、文部科学省検定教科書
を発行しています。

子ども、大人、キャンパス近隣の方、さらには企業で技術者として活躍中の方な
ど、さまざまな方々を対象にしています。ウェブサイトで随時お知らせしています。
ぜひご参加ください。

イベント参加や見学を通して5

募金や寄付を通して大学の活動に参加6

東京千住キャンパスは足立区の避難所、埼玉鳩山キャンパスは鳩山町の指定避難場所、千葉ニュータウンは印西市の広域避難
所に指定され、災害時の受け入れを行います。特に大型ターミナル北千住駅に至近で住宅密集地に接する東京千住キャンパス
は、足立区と大規模災害時における協力に関する協定を締結し、地震や水害等に強い最先端の技術を駆使したキャンパスならで
はの包括的な支援協力体制を整えています。

学生が主催する学園祭は毎年秋。研究室公開や工作教室が特徴です。東京千住キャンパス
は「旭祭」、埼玉鳩山キャンパスは「鳩山祭」、千葉ニュータウンキャンパスは「秋葉祭」です。

■ 電大ギャラリー（東京千住キャンパス）
通常は大学紹介のパネルなどを展示しています。また、地域と連携した展示やイベントも随時開催しています。

■ 理工学部ギャラリー（埼玉鳩山キャンパス）
エジソン蓄音機、エジソンダイナモ、昭和初期の五球再生ラジオ、日本初の日本語ワードプロセッサなどを展示しています。
なお、大学ではエジソン共同研究者のクラーク文庫、江戸から明治前半の科学技術和本文庫、化学の教育・歴史研究で有名な
山岡文庫など、貴重な学術資料を所蔵し、科学技術の歴史と発展を世に伝えています。

本学の研究を資金面から支援していただく制度です。

本学への募金とご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、法人税の優遇措置を受けら
れます。個人には税控除があります。ぜひご支援をお願いします。

■ 足立区立図書館受渡窓口
校舎の一部を足立区に提供し、区立図書館の受渡窓口として利用いただいています。
1号館1階にあります。

■ イタリアントマト Café Jr. 東京電機大学店
どなたも気軽に利用できるカフェ・レストランが1号館1階にあります。

多種多様な公開講座やセミナー

地域連携施設

学位論文発表会を一般公開

理工系大学唯一の出版局

施設の利用

東京千住キャンパスにある外部施設 北千住駅から徒歩1分

研究奨励寄付金

学校法人東京電機大学サポート募金

ギャラリー

学園祭でキャンパス公開

災害時の地域貢献

留学生のための日本の歴史文化研修が、
実現できました。（サポート募金の活用例）

お問い合わせについては、裏表紙をご参照ください。

寄付してくださる方の意思を尊重し、使途を指定いただける募金です。2013（平成25）
年にスタートしました。2015（平成27）年から4年間は、従来の使途（奨学金、課外活
動、施設・設備）に加えて、「創立110周年記念事業」も選択いただけます。　

●累計発行書籍は約2600点


