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（活動方針）
・学校や卒業生の状況を伝える会報（機関誌）の発行（年2回）
・NAAメールマガジンの発信（在校生やOBの近況、各種イベントのお知らせ）
※在校生には自動的に配信されます。
・OBと語る会の開催（2016年からは1年生必修科目「建築学入門」の一部に共催）
・OBネットワークを駆使した各種現場見学会、完成見学会等の開催
・卒業生の優れた活動へ建築学科教室会議で選考する「NAA賞」の授与。（卒業時）
（2020年度活動状況）
・定期総会は2年に1度の開催で、2020年は新型コロナ禍のためオンライン開催。
・会報については、新型コロナ禍のため1回の発行となりました。
団体活動の ・NAAメールマガジンは従来通り月2回発行しました。
報告
・活躍しているOBの講演会で、「OBの集うサロン」Noda Archi Salon を昨年度から引
き続き第2回開催をオンラインで行いました。
・卒業生の優れた活動へ建築学科教室会議で選考する「NAA賞」の授与。（卒業時）
（2021年度活動計画）
・年2回の会報発行
・月2回のNAAメールマガジンの発行
・Noda Archi Salonの開催
・現場見学会の開催
・卒業生の優れた活動へ建築学科教室会議で選考する「NAA賞」の授与。（卒業時）
・幹事会活動（年10回の会合）

野田建築会（NAA）
とは、
東京理科大学 野田校舎で建築を学んだ人達の同窓会です。

主な活動は、
・学校や卒業生の状況を伝える会報（機関誌）の発行（年 2 回）
・メールマガジンの発信（在校生や OB の近況、各種イベントのお知らせ）
※在校生には自動的に配信されます。
・OB と語る会の開催（2016 年からは 1 年生必修科目「建築学入門」の一部に協同開催）
・OB ネットワークを駆使した各種現場見学会、完成見学会等の開催
・優れた活動に対して、NAA 賞の授与（卒業時）

会員（卒業生）には、
①会報が届きます。
②NAA 主催の現場見学会などに優先的に参加できます。
③メールマガジンに登録すると、様々な情報が届きます。

入会・会費について
・卒業生全員が会員になります。
・新卒業生は、初年度年会費（3,000 円）を卒業時に徴収します。
・会費は野田建築会の活動のために必要なものです。
卒業生の方は、別途振込票にて会費納入をお願いします。

新 7 号館の外観（理窓 2020 年 1 月号より転載）

【目的】
会員の親睦をはかり、会員の研鑽を相互に支援し、建築文化の発展に寄与すること。
【会員】
理工学部建築学科卒業生等、及び理工学研究科建築学専攻修了生
【活動】
・卒業生名簿管理
・会報
・ＯＢと語る会
・見学会
・ＮＡＡ賞
・メルマガ
【沿革】
昭和 42 年（1967 年）
昭和 47 年（1972 年）
昭和 49 年（1974 年）
平成 10 年（1998 年）

平成 25 年（2013 年）
平成 26 年（2014 年）
平成 28 年（2016 年）
平成 29 年（2017 年）

平成 30 年（2018 年）
令和元年 （2019 年）

令和２年 （2020 年）

会員 6,567名（2019年 3 月現在 ）の名簿管理
春・秋の年 2 回発行
ＯＢが体験談を語る講演会（ＯＢと在校生との交流）
2016 年から「建築学入門」
（ キャリア支援セミナー ）と一部協同開催
建築現場等の見学会（建築技術の知識向上）
優れた活動に対して授与
ＯＢや在校生の近況を報告する寄稿
2016年から建築学科CLASSメール配信

野田建築会会報

＜野田キャンパス理工学部創設・建築学科設置＞
大学院理工学研究科建築学専攻修士課程設置
大学院理工学研究科建築学専攻 博士後期課程設置
5/16 第 1 回定期総会・設立祝賀会 ＠野田キャンパス
NODA
第 1 回卒業生名簿発行（会員 3,782 名）
アーキサロン ロゴマーク
会報 1 号（1998 春号）発行 第 1 回ＯＢと語る会開催
＜葛飾キャンパス開設＞
第 9 回定期総会 ＠野田キャンパス
第 10 回定期総会 ＠野田キャンパス
理窓会（東京理科大学校友会）関連団体に登録
野田建築 50 周年記念開催＠野田キャンパス
（ＯＢ三分一博志氏講演会・デザインコンペ表彰式・卒業アルバム写真展
・企業ＯＢ展、大同窓会 / 参加者 320 名）
理窓会ホームカミングデーに出展初参加
第 11 回定期総会 ＠神楽坂キャンパス
野田建築会 20 周年イベント開催（ＯG 行川さをり氏講演とミニライブ）
建築見学会（＠音響系企業）
NODA archi salon（@ 都内ライブハウスでのパネルディスカッション）
理窓会ホームカミングデーに竹中理窓会と協同出展
第５回築理会野田建築会合同新年会
（コロナ禍により、3 月より全てリモート活動）
第 12 回定期総会（WEB）
利根運河ナイトシアター 2020（第 9 回）特別協賛
NODA archi saion（第 2 回は WEB)
NAA 賞（第 23 回）授与

2021 年春号表紙

NODA アーキサロン トークセッション

2019 年度 NAA 賞
金 娜延

NAA20 周年 行川さをりミニライブ

2020 年合同新年会集合写真

広報担当：会長 粟飯原功一 (1985 卒業 )

第 11 回総会

副会長 とりやまあきこ (2001 卒業 )

