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※工学部改組に伴い、学科からコース制となりました。
　各部会とコースの対応についてはP.30をご参照ください。
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　2017年５月より工学同窓会会長を務めさせていただ
きます、1978年大学院工学研究科修士課程修了の薄葉
でございます。久しぶりに千葉大学を訪れ、立派になっ
たケヤキや桜並木を前にすると、改めて時の流れを感じ
る次第です。この間にも工学部の毎年の卒業生達が同窓
会員となり、この同窓会を支えてきてくださいました。
会長職を引き受けるにあたりまして、工学同窓会の目的
である「会員相互の親交を図り、併せて斯界への発展に
寄与」できるよう、力を尽くしてまいりたいと思います。
会員の皆様におかれましても、益々のご支援とご協力を
賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、ここで本同窓会会長としての所信を述べさせて
いただきたいと思います。
　私は大学を出てから39年間、自動車産業、特にエンジ
ンやトランスミッションといったパワートレイン開発
分野で働いてまいりました。入社した当時は、米国では
マスキー法、国内では昭和51年規制と呼ばれる大幅な排
出ガス規制のスタート直後の時期でした。その後も自動
車産業は、更なる排気ガス規制や燃費改善、そして今話
題の自動運転など多くの社会的要求や市場・お客さまの
ニーズに応える為の技術を投入してきました。
　これらの技術開発は、大学をはじめとする研究機関や
企業活動により進められます。また、その議論の場とし
て色々な学会や日本自動車技術会などの場があるわけ
ですが、私の関わっていたパワートレイン業界では、「ウ
イーンモーターシンポジューム」という世界のパワート
レイン技術者が注目するシンポジュームがあります。そ
の名の通り、オーストリアのウイーンで毎年開催される
のですが、なぜ注目されるのかというと、世界各国から
参加する自動車メーカー・サプライヤー・エンジニアリ
ング会社などの技術者からの発表内容のレベルの高さ
が上げられます。それに加え、参加する技術者の多くが
ウイーン工科大の卒業生で、さながら同窓会のような雰

囲気の中、お互いの技術論を交換する場だからでもあり
ます。この例にあるように私達千葉大学工学同窓会が、
技術開発や産業界のつながりを強めるべく働きかけら
れたら、アカデミア・企業・社会にとって素晴らしいこ
とだと思います。
　また、産業界や社会とのかかわりという点で、現役学
生の皆さんが参加し、千葉大学のプレゼンスを高めてく
れている学生フォーミュラー大会、ロボコン、ソーラー
デカスロン、東京デザインウィーク等の対外活動に対し
ても本同窓会からの援助を継続し、更に関わりを深めて
いきたいと思います。
　さて、千葉大学工学部は、その前身である東京高等工
芸学校設立以来の歴史を数えると、2021年12月に100
周年の節目の時を迎えます。日々現役の学生の皆さんの
指導に当たりながら、その傍らで同窓会各部会幹事とし
て毎年の同窓会運営を支えてくださっている教職員の
先生方には、本当にお世話になっております。この場を
お借りしてお礼を申し上げたいと思います。100周年記
念事業に向けては、その感謝の意も含め同窓会としての
準備を進めたいと思います。
　トーマス･フリードマンが「フラット化する世界」を
著した2005年、インターネットの広がりにより世界規
模での水平分業が可能となり、グローバル化が進み、人
的な交流も拡大しました。しかし最近は、その反動が
色々な形で社会的な課題となって現れ、逆行する懸念が
生まれている昨今です。しかしながら、経済活動のみな
らず、技術交流や情報のやり取りでのグローバル化をと
めることはできません。工学は、社会に価値と豊かさを
提供する学問だと思います。千葉大学工学部の先生方・
学生の皆さん・そして卒業生が、世界に、そしてグロー
バルに今後も価値を提供していけるよう、この同窓会が
直接的･間接的にお手伝いしていくことを皆様とともに
確認し、私の挨拶とさせていただきます。

経歴	 1976年３月	 千葉大学工学部機械工学科　卒業
	 1978年３月	 千葉大学大学院工学研究科　修士課程修了
	 1978年４月	 日産自動車株式会社　入社
	 2005年～2009年	 同社　SVP（常務執行役員）　パワートレイン開発担当
	 2009年～2014年	 ジヤトコ株式会社　取締役副社長
	 2014年～2017年	 ジヤトコエンジニアリング株式会社　社長
	 2017年	 パーソルR&D株式会社技術顧問を経て
	 　　同年７月より	 AVCテクノロジー株式会社・AVCマルチメディアソフト株式会社		代表取締役副社長		COO

会 長 挨 拶
工学同窓会会長　薄葉　洋　YO USUBA

卒業年／昭和51年　千葉大学工学部機械工学科卒業
　　　　昭和53年　千葉大学大学院工学研究科修士課程修了
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　平成29年４月より、工学部長に就任いたしました。
宜しくお願いいたします。
　平成29年度から、工学部と理工系の大学院の改組が
行われました。これまで工学部には10学科が設置され、
学科単位で比較的閉じた状態で入学から卒業に至るま
での教育を行ってきました。今回の改組では、工学部
全体を総合工学科という定員620名の１学科とし、その
下に従来の学科にほぼ対応する専門教育の実施単位と
しての９コースを設置しました。
　見かけ上は、10学科が９コースに名称変更されただ
けのようにも見えるかも知れませんが、「学科」を「コー
ス」とすることで専門分野間の垣根を低くし、学生や
教員の相互の行き来や連携を容易にしています。また、
各コースの学生定員は固定されていないため、学生の
志望状況や社会の要求の変化などを踏まえて、各コー
スの学生の人数を柔軟に調整することが可能です。
　このように専門分野間の垣根を低くした今回の改組
には、いくつかの狙いがあります。そのひとつは、視
野の広い学生を育てることです。エネルギーや環境問
題、少子高齢化の問題など、これからの社会が抱える
諸問題の解決に対して工学の果たすべき役割は非常に
大きいと言えます。その際に、特定の専門分野の技術
だけで解決できるものは限られ、異なる分野の専門家
の連携がこれまで以上に重要になります。また、社会
に内在する解決すべき問題を見出すことや、技術が社
会に及ぼす影響を考えることなど、工学と社会の関係
を俯瞰的に捉えることも必要です。このような幅広い
視野を涵養するには、個々の専門分野に閉じることな
く、多くの専門分野を見渡せる環境で教育することが
有効と考えています。さらには、異なる専門分野の学
生が混成チームを作ってプロジェクトに取り組む授業
を通して、分野横断的環境でも発揮できる専門性に立
脚したチームワーク能力を育てたいと考えています。
　二つ目の狙いは、学生がより適切な進路選択ができ
るようにすることです。受験生の視点から、自分が将
来「やりたいこと」や「なりたいもの」が、どの専門
分野に進むことで実現できるかの的確な判断は、必ず
しも容易ではありません。また、それぞれの専門分野
が実際にどのようなものかを受験生の段階で十分理解
することにも難しい面があります。本年度からは、従
来と同様に専門分野としての所属コースを決めて入学

しますが、これは暫定的なもので、１年次において、
工学全体を見渡すための授業や、各専門分野の実際の
内容を体験させる授業を複数受講させ、これらを通し
て十分考えた上で２年次以降に学び進むコースを決定
させます。その際に、入学時に選択したコースとは異
なるコースに進むことが、従来よりも容易にできるよ
うにしています。
　また、同時に大学院の教育組織も改組が行われ、こ
れまでの工学研究科、融合科学研究科、理学研究科を
統合した融合理工学府が設置されました。融合理工学
府には、工学と理学を融合した３専攻を含む５専攻を
設置し、その下に16コースを設置して、高度な専門性
と工学から理学までを見渡せる広範な俯瞰力の涵養を
目指しています。さらに、千葉大学では学部学生を早
期入学させ高度な教育を行う先進科学プログラムを実
施してきましたが、本年度からは、これに接続するプ
ログラムを大学院でも本格的に展開するようになりま
した。
　一方、今回の改組では、教員組織と教育組織を分離
しました。従来、工学系の教員は工学研究科と融合科
学研究科の各コースに学生と一緒に所属していました。
本年度からは、大学院生は融合理工学府の各コースに
所属し、教員は教員組織として新たに設置された工学
研究院に所属するようになりました。これにより、教
員が複数のコースでの教育を担当するなどの柔軟な運
用を進めたいと考えています。また、教員組織を教育
組織とは異なる区分けとすることにより、分野横断的
な研究の展開が活発になることも期待しています。
　今回の改組は、単に組織の区分を変更しただけでな
く、学部や大学院の構造そのものや、教育組織と教員
組織の関係など、根本的な変更を伴うものになってい
ます。このことは、柔軟で機動力のある運営を可能に
するものであり、教育や研究上の戦略立案がこれまで
以上に重要になります。こうした戦略立案に向けたご
意見やご提言に加えて、１年次学生を対象とした「工
学とは何か」を理解させる授業における卒業生による
講演、３年次学生を対象としたプロジェクト型授業に
おける産業界からの指導への参画など、卒業生の皆様
のご見識やご経験に頼る機会がこれまで以上に増えて
います。今後とも、工学同窓会の皆様のご理解、ご支
援を賜りたく、宜しくお願いいたします。

ご　挨　拶
千葉大学工学部長　佐 藤 之 彦　YUKIHIKO SATO 

生年月日／昭和38年９月３日
出 生 地／新潟県新潟市
卒業年度／昭和61年　東京工業大学工学部電気・電子工学科卒業
　　　　　昭和63年　東京工業大学大学院理工学研究科電気・電子工学専攻修士課程修了
　　　　　博士（工学）（東京工業大学）



3

■	新任教職員自己紹介
松浦　健治郎　准教授
　2016年１月１日付で建築学

コース准教授に着任しました

（着任当時は建築学科）。早稲田

大学大学院博士前期課程修了

後、建築設計事務所に３年間、

シンクタンクに２年間、三重大

学に15年間在籍し、建築設計や都市計画に関する実

務や教育・研究活動を推進してきました。

　直近に在籍した三重大学では、主に以下の４つの研

究に取り組んできました。

　第１に、都市形態学的アプローチによる建築・都

市・地域の解読です。複雑な要素が絡み合って形成さ

れている建築・都市・地域を即物的に分析する都市形

態学（アーバンモルフォロジー）的アプローチにより

解読する研究や、タイポロジーによる計画・設計手法

の開発を進めています。例えば都市祝祭研究では、日

本の都市空間を舞台とする伝統的活動としての祭りに

着目し、祭り時の都市空間の変容や使われ方、神輿や

山車・観客の動きと都市空間との関係性に関する多様

な分析を通して、都市空間の保全や整備に資する都市

の見方や計画論を導くことを目的としました。また、

官庁街に関する研究では、近代都市計画の出発点にお

ける官庁街の形成は事前確定的な計画に基づくもので

はなく、城下町基盤を活用した都市デザインの積み上

げによるものだったことを明らかにしています。その

後、城下町都市以外の都市との比較研究や戦災復興期

の分析を続けているところです。

　第２に、市民組織による公共空間の管理・運営に関

する研究です。コミュニティ組織や市民活動組織が公

共空間（河川・公園・道路・民有地の樹木）を管理・

運営している事例に着目し、それを可能にした条件や

実現化したプロセスなどについて研究を進めています。

　第３に、市民主体による都市空間のデザインに関す

る研究です。市民主体で一体的な都市空間が形成され

ている事例（土地区画整理事業による商店街の再開発、

公民協働による駅前再整備、路地保全を前提とした街

なみ環境整備事業、散策路沿いに形成された小さな店

舗集積）に着目し、その空間像やプロセスデザインを

解明しました。

　第４に、市民主体のまちづくりを支える計画技術の

開発です。市民主体のまちづくりを進めるためには

様々な計画技術が必要とされます。研究室でまちづく

りの支援をしている地区を対象として、市民主体のま

ちづくりを支える計画技術の開発を実験的に行いまし

た。三重県四日市市の四日市港地区では、「親しまれ

る四日市港づくり」を進める第一歩として、「まちづ

くりアイデアカード」を開発し、実践に繋げています。

　研究だけではなく、建築設計やまちづくり活動など

実践的な活動も同時に進めており、千葉大学でも同様

のスタイルで研究・実践活動をしていきたいと考えて

います。どうぞ宜しくお願い致します。

菊地　毅之　技術職員
　2017年３月に明星大学を卒

業し、2017年４月付で工学部

総合工学科建築学コース技術職

員として着任いたしました。学

部時代は千葉大学建築学科の

OBでもある、立道郁生先生の

研究室に所属し、構造デザイン・耐震・免震・制振な

どの研究に携わっていました。

　構造系の技術職員は10年ほどの長い期間居なかっ

たということで、構造系の先生方に尋ねたり、自分で

試行錯誤したりと、多くの場面でまだ手探りの状態で

す。また私自身、社会人１年目で慣れないことが多く、

公私ともに日々勉強の毎日です。

　業務内容は、21号棟（建築実験棟）及び10号棟材

料実験室の構造実験装置など設備の管理・保守、構造

実験Ⅱ（３年前期）の授業サポート、構造系の研究室

（振動・荷重、RC構造、鉄骨構造、火災工学の４研究室）

を中心とした実験及び卒業研究の支援、建築学コース

の学科運営補助などをしております。

　先日、構造実験Ⅱの授業が全15回無事終了いたし

ました。この授業では主に鉄筋コンクリート梁の型枠

作成・鉄筋配筋からコンクリート打設・脱型、そして

載荷試験までを学生主体で行う授業です。私は授業毎

に必要な材料・器具の準備や技術的なアドバイス、そ

して実験の計測補助などをしております。この授業で、

ものづくり・実験の楽しさや構造に関する知識などを、

体験を通して深めていただければと思います。

　今後は、研究活動へも積極的に関わって行きたいと

考えております。建築学コースの一員としてこれから

よろしくお願いいたします。

建 築 学 コ ー ス
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■	教員・学生の活躍
● 教員の設計作品、論文受賞
・上野武教授が2016年度都市計画学会賞・石川賞を

受賞されました。受賞作品の概要は以下の通りです。

「柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）による公・
民・学連携の都市デザイン・マネジメント」
　柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）は、公（柏

市）・民（三井不動産）・学（東京大学・千葉大学）の

異なるセクターのプレーヤーが連携協働しながら都市

デザイン・マネジメントを行う組織として2006年に

設立され、主に「柏の葉国際キャンパスタウン構想」（千

葉県・柏市・東京大学・千葉大学が共同策定）の実現

に向けた活動を継続的に行ってきた。

　2016年度の都市計画学会賞・石川賞の受賞にあた

っては、特に次の３点が大きく評価された。

１．	継続的な事務局機能を有する組織であり、それ

が公民学一体として運営されている。例えば「キャン

パスタウン構想」について、UDCKが事務局となり、

2011から毎年フォローアップを実施している。これ

は継続的な事務局機能がなければ達成できない業務で

ある。

２．	費用分担のルール化、公共空間管理のルール化

がなされている。公共空間の維持管理において、店舗

の収益を維持管理費用に還元する仕組みを導入し、そ

の担保の組織として活動している。また、雨水調整池

の高質化の費用負担を地権者による協議会に負担をさ

せ、エリアマネジメントの重要な要素である費用負担

に関するモデル的な取り組みを行っている。

３．	NPO支援センターとのコラボによる住民参加が

なされている。企業主体のまちづくりの場合、企業が

中心となる活動が主となる傾向が強いが、ここでは

UDCKが住民主体のサークル活動、コミュニティ活動

のプラットフォーム機能を担う中間支援組織として機

能することにより、まちづくりに住民の参画を進めて

いる。

・松浦健治郎准教授が、日本都市計画学会2016年

年間優秀論文賞、11th	International	Symposium	on	

Architectural	 Interchanges	 in	Asia（ISAIA	2016）

「Academic	Session	Award	2016」を受賞されました。

・毎田悠承助教が、2016年日本地震工学会大会優秀

発表賞、第38回コンクリート工学講演会年次論文奨

励賞、2015年度日本建築学会関東支部若手優秀研究

報告賞を受賞されました。

● 学生の設計作品、論文受賞
・Robert	Dwiputra	君（平島研M2）が、下記３件の

受賞を受けました。

１）	9th	 International	Conference	on	Structures	 in	

Fire	（Princeton	University,	 USA,	 2016.6）

Second	Poster	Award

２）平成28年度日本火災学会学生奨励賞、2016.5

３）	2016年度第87回日本建築学会関東支部研究発表

会若手優秀研究報告賞（防火部門）

　また、これらの活躍により、修了式では研究科長表

彰を受けました。

・道下龍太郎	君（和泉研M2）が第38回コンクリート

工学講演会年次論文で奨励賞を受賞しました。

● 書籍の出版
・平沢岳人教授と加戸啓太助教が共著となっている

『3D図解による建築構法』の中国語版『

』が出版されました。

・鈴木弘樹准教授が共著となっている『日本の美しい

庭園図鑑』が出版されました。

・松浦健治郎准教授が共著となっている『まちづくり

教書』、『まちづくり図解』が出版されました。

ぜひお手にとってみて下さい。	 （島田　侑子）

千葉大学柏の葉キャンパスに隣接する開発エリア

UDCKにおける公民学連携の仕組み
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■	都市環境システム学科だより
学部コース長（学科長）（教授）松野　泰也

　OB、OGの皆様こんにちは。

昨年、本報に着任のご挨拶を寄

稿させていただいたばかりの小

生が、本年にはコース（学科）

だよりを執筆することになりま

した。

　今年４月に千葉大学全体で改

組があったことにより、工学部の都市環境システム学

科にも変革がありました。

　まず、工学部は既設の10学科が「総合工学科」の

１学科になりました。そして、総合工学科の中に専門

分野に対応した９つのコースが設置され、その一つが

「都市環境システムコース」となりました。小生の肩

書も「学部コース長」となっているのはそれが理由で

す。但し、平成28年以前に入学した学生（現在の２

年生以上の学生）には、旧来の組織が適用されるとい

うことで、（学科長）の肩書も残っています。あと数

年は併記することになりそうです。

　改組に伴い、大学院ではリモートセンシングコース

に所属のヨサファット	テトォコ	スリ	スマンティヨ教

授（リモートセンシング基盤）、久世宏明教授（環境

リモートセンシング）および４月１日に着任された市

井和仁教授（環境リモートセンシング統合解析）が、

学部では都市環境システムコースの所属となり、「環

境リモートセンシング」、「リモートセンサ環境計測」

等の授業を担当いただくことになりました。

　また、この１年間で、豊川斎赫准教授（都市空間計

画・都市空間設計）と吉村彰大特任助教（都市環境工

学・環境マネジメント）が着任されました。現在、教

授12名、准教授９名、助教５名、客員教員３名の総

勢29名の構成となっております。

　学部の学生に関しては、平成29年４月に、55名が

入学し、総勢317名となりました。なお、３年次編試

験に関しては、従来通りの、推薦および学力検査（２回）

を実施するのは、本年度が最後の年になります。次年

度からは、推薦と自己推薦のみによる１回の受験とな

り、定員も各コース数名へと大幅に縮小されることに

なります。高専からの優秀な編入学生が少なくなって

しまうことは大変残念に思います。

　さて、着任して１年と数か月が経ちましたが、最近、

本学ではコミュニケーションが少し足りないように思

います。新たに着任した教員に対して、あまりに不親

切と憤りを感じたことも多かったです。また、前述の

ように、改組に伴い事務手続きが複雑になるとともに

膨大に増え、誰もが戸惑い、自分のことで精一杯になっ

ているように思います。小生は、問題解決能力の中核

はコミュニケーション能力にあると信じ、なるべく人

に直接会って目を見て話す機会を持つようにしていま

す。学生には、ほうれんそう（報告、連絡、相談）の

重要性を伝えております。

　今後も一人でも多くの学生が、都市環境システム

コースを卒業して良かったと思えるよう良きコースを

作れるよう尽力していきます。OB、OGの皆様も、当

コースをご支援いただけますようお願い申し上げます。

	 （まつの　やすなり）	

■	新任の先生ご紹介
豊川　斎赫　准教授
　平成29年１月４日付で都市

環境システム学科（現：都市環

境システムコース）准教授を拝

命しました。東京大学工学部建

築学科、同大学院工学系研究科

建築学専攻修了後、（株）日本

設計での６年の勤務、国立小山工業高等専門学校建築

学科での９年の勤務を経て、この度、千葉大学で研究

室を預かることとなりました。

　博士論文「丹下健三研究室の理論と実践に関する建

築学的研究」を執筆して以来、近代建築と都市デザイ

ンに関する何冊かの著書を執筆し、香川県立博物館で

の丹下生誕100年記念展やTOTOギャラリー間での丹

下写真展のキュレーターを務めてまいりました。

　今後は、都市環境システムコースで蓄積されたまち

づくりの方法論（大谷幸夫先生・北原理雄先生による

京島研究など）を精査しながら、人口減少時代に相応

しい公共空間のデザインを提案していきたいと考えて

おります。至らぬ点も多いとは思いますが、何卒ご指

導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

	 （とよかわ　さいかく）

都市環境システムコース
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■	卒業生
夕陽にむかって

都市環境システム学科 平成19年３月卒
吉田　政高

社会人から大学生に
　私は、もとは千葉県庁の水道

局で県民に供給する飲料水を造

る業務に従事してきました。こ

の間、大過なく過ごせず、成田

空港建設反対闘争の時には浄水

場が過激派に襲われ、一週間余

り送水することができませんでした。又、幼い子を管

理下の施設で死なせてしまったため、５年間裁判所の

証言台に立たされ、安全や管理について厳しく追及さ

れました。若い時のこの出来事が以後の土台になって

いる気がします。

　定年を機に、実践から理論へと、水道は都市の一部

分であり、全体を俯瞰したくなり、都市環境システム

学科の１年生に入学しました。しかし、それまでと違っ

て、何かと戸惑うことが多く、先生や皆さんにお力添

えいただきながら、やっと都市における環境やエネル

ギー問題について広く学ぶことができました。

　卒業後、私たちに必須である水や生命に関して、医

学的観点から研究したいとの思いで大学院医学研究院

に進みました。自ら「環境医科学」と位置付け、「都

市に係る大規模災害時における水および健康」を主な

テーマとして、今も取り組んでいます。

社会への恩返し
　フィールドワークとしては災害時に現地を訪れ、特

に東日本大震災以後は、大気、土壌及び河川水などの

放射能の測定も実施しています。現在は、これまでの

実績や調査結果を基に、安全・安心を若い学生や一般

の人々に対してお話や司会をする機会をいただいてい

ます。“よかったよ” とか “ありがとう” と言っていた

だいた時は、素直にうれしい。

　震災後、東北の北三陸を訪れた時のこと。久慈駅に

降り立ち、地元の河川を見たいと歩いてみたが、迷っ

てしまった。丁度、運よく通学帰りの高校生が、久慈

川の河原まで案内をしてくれた。今、運動をしながら

明日を目指して、遠くの学校まで通っているとのこ

とで、別れるときに、“足が痛そうなので、水の中に

落ちてしまわないように気をつけてくださいね”と気

遣（きづか）ってくれた。“ちゃんと、見抜ける”のだそ

うだ。被災で悲しみを背負いながらも、なお他人に想

いを馳（は）せることのできる人に出会えて、心をうた

れた。宿泊先で、この地が朝のテレビあまちゃんのロ

ケ地であり、宣伝していることを知った。しかし、地

元の人との生（なま）の触れ合いは、ドラマを遥かに越

えている気がする。地震、津波の被害を乗り越え、こ

れから自力で、歩んでゆこうとしている若い人に、陽

が少しでも多く当たるようにと、北の空に向かって念

じた。

今、想うこと〜がん医療の最前線で〜
　２人に１人はがんになり、３人に１人はがんで亡く

なる時代です。がん施設に係わっていますが、そこで

七夕やクリスマス会が催される際、フレンチ料理の

シェフの弟子をしています。がんの手術をすると、食

べ物がうまく喉を通らなくなったり、食欲がなくなっ

てしまうことがあります。そこで食材を生かし、のど

越しの良いムースやシャーベット状にして、ひと口で

も喜んでもらおうとする、ささやかな試みです。陽暮

れて道遠しですが、ここまで辿りつけたのも、西千葉の

学び舎での出会いがあればこそと、感謝しております。

	 （よしだ　まさたか）	

■	新任の先生ご紹介
吉村　彰大　特任助教
　平成29年３月８日付で、都市

環境システムコースに特任助教

として赴任いたしました。平成

28年３月に東京大学大学院工

学系研究科マテリアル工学専攻

の博士課程を修了し、同大学生

産技術研究所で特任研究員として勤務後、現職に着任

しております。

　これまでの研究では、溶融塩を利用したチタンスク

ラップのリサイクルや、有機溶媒を利用した金のリサ

イクルなど、レアメタルや貴金属のリサイクルの新規

プロセスに関わる研究に一貫して携わってまいりまし

た。

　本コースでは、リサイクルの研究に都市工学的な観

点からのアプローチを新たに取り入れることで、新規

プロセスの社会実装を含めた都市鉱山の有効活用など

の研究を、学際的な手法で進めてまいりたいと考えて

おります。

　若輩者であり、至らぬ点が多々あるとは存じますが、

ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

	 （よしむら　あきひろ）
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　工芸図案科、工芸彫刻部、工業意匠学科、デザイン

工学科、デザイン学科を卒業された皆様には、日頃よ

り第一部会ならびに工学同窓会をご支援いただき、誠

にありがとうございます。平成29年度の学科長およ

びコース長を務めておりますデザインマネージメント

研究室の渡邉慎二でございます。

　本年度、工学部改組により各学科の総合工学科への

統合とコース制が導入されました。社会の様々な変化

に柔軟かつ迅速に対応することを目的としています。

それに伴い、学部は “工学部デザイン学科” から “工

学部総合工学科デザインコース”、大学院は “工学研

究科デザイン科学専攻デザイン科学コース” から “大

学院融合理工学府創成工学専攻デザインコース” とな

り、2017年新入生はデザインコースに所属しています。

　次に、更に高い専門性と広い視野を涵養し、デザイ

ン界をリードする人材の育成を目的として、現在準

備しています “AO入試” と “デザイン・建築スクール

（School	of	Design	and	Architecture）” について紹介し

ます。AO入試は、幅広く優秀な学生を募集するため、

2018年度入試より導入します。一般的にAO入試と総

称されますが、本AO入試は、センター試験の学力を

含めデザインの素養を多面的に試験する新しい入試ス

タイルです。また、日本初となる “デザイン・建築ス

クール” として、墨田キャンパスの開設に向けて計画

しています。ここでは、デザインの専門性を更に高め、

幅広いデザイン領域を先導する能力を身につけること

を目指し、デザイン界に必要な真のプロフェッショナ

ル教育を実践していきます。本格的なコース開始は、

2021年を予定しています。

　今年度は、海外展開を更に強化しました。欧米諸

大学との連携によるCODEプログラム（Continents	

Design	Education	program）、 ア ジ ア 諸 大 学 と の

MADEプログラム、中南米とのPULIプログラム、今

年度新たに韓国・中国を中心としたCAPEプログラム

（Campus	Asia	Plant	Environment	innovation）を展開

し海外大学との共同ワークショップを拡大しました。

既に８月までに８つのワークショップを海外や日本で

開催しています。毎回10名前後の学生が参加し、多

様なグローバル環境の中でデザイン活動の経験を積ん

でいます。中でもCODE	プログラムは、文部科学省の

「大学の世界展開力強化事業」にて最高のＳ評価を受

けました。

　最後になりますが、常日頃より、卒業生の皆様には

お忙しい中、デザイン学科、デザインコースの発展に

ご協力いただき、教員一同、心より感謝いたしており

ます。今後もご指導ならびにご支援を賜りますよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。

（平成29年度　デザイン学科長・デザインコース長　

	 渡邉慎二）

　千葉大学工学部総合工学科デザインコースでは、従

来の個別学力前期日程試験から専門適性科目が無くな

り、理科が２科目になります。また、後期日程試験が

廃止されますが、前期・後期日程で行われていた専門

適性検査にかわり、人間の生活や社会に含まれる問題

を発見し、多面的な思考に基づいた前例に捕らわれな

い独創的なアプローチができる学生、また課題に対す

る自己の着眼点を明確に設定し、その考えを具現化し

理論的に説明できる学生を積極的に受け入れるため

に、コースが独自に実施するAO入試で募集すること

となりました。

　千葉大学デザインコースのAO入試は、一般入試の

個別学力試験前期日程試験の前に行われ、前期日程試

験前に合否が判定されるため、従来通り個別学力試験

■		デザイン学科・デザインコースの今年度の動向について

■		平成30年度千葉大学デザインコースの入試が変わります

デ ザ イ ン コ ー ス
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　墨田区と国立大学法人千葉大学は、平

成29年３月22日付で、「墨田区と国立大

学法人千葉大学との包括的連携に関す

る協定」を締結しました。本包括的連携

においてさまざまな連携を現在計画して

おります。その一環として、デザイン・

建 築 ス ク ー ル（School	of	Design	and	

Architecture）構想およびグローバル・

プログラム構想が進んでいます。

　「デザイン・建築スクール」構想は、

日本初の設置を目指し、デザインと建築

が共同で新たなプログラムを実施するものです。ご存

知の通り、千葉大学の工学部は、東京高等工芸学校を

母体としています。この東京高等工芸学校は工学と美

術の境界領域である工業デザインを対象とした、我が

国初のデザイン学校として設置したもので、1922年

に開学されています。それから100年、新たに千葉大

学が東京で、今度は、わが国初となる「デザイン・建

築スクール（School	of	Design	and	Architecture）」を

設置いたします。本格的なコースとしての設置は、ちょ

うど100年目にあたる2021年（平成33年）を予定し

ています。

　「ライジング・グローバル・プログラム」構想は、

千葉大学全体のグローバル構想の中で実施するもので

す。千葉大学は、現在「グローバル千葉大学の新生−

Rising	Chiba	University−」を、スーパー・グローバル・

大学創生支援事業のもとに推進しています。このスー

パー・グローバル・大学創生支援事業では、その事業

の達成目標の一つとして、2023年には3,000人の留

学生の受け入れを計画しています。そのうち、600名

程度（全体の1/5）の留学生を対象に、墨田キャンパ

スで新しいグローバル・プログラムを実施します。日

本の伝統的なエリアで日本の最先端技術を学ぶプログ

ラムを実施し、千葉大学の学生と共に学びます。

（教授　渡邉　誠）

■	千葉大学・墨田キャンパス（T3	Campus	（Tokyo	Traditional	Town	Campus））におけるデザイン・建
築スクール（School	of	Design	and	Architecture）構想およびグローバル・プログラム構想

も受験可能です。合否判定に関わるセンター入試の選

択科目は、私大併願型の受験生にも門戸を広げる文系

科目を選択することができるようになります。

　千葉大学工学部では最初となるデザインコースの

AO入試では、課題や面接に工夫を凝らすことで、入

学後、既存の概念にとらわれない発想力を持ち、芸術

性・人間性豊かなデザインの実現に貢献できる人材を

選抜することを目指しております。引き続きご支援賜

りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

（教授　佐藤公信）
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■	機械工学コース・機械工学科の近況報告
コース長・学科長　坪田　健一

　平成29年度は、総合工学科･機械工学
コースの１期生が入学し、新カリキュラ
ムがスタートしました。組織は時代と共
に変わって行きますが、従来の機械工学
科の時代と同じように、日本や世界の技
術社会で活躍できる人材の育成に努めて
おります。
　卒業生および修了生の進路について、学部生は７～８割が
大学院に進学します。本学本コースの大学院に進学する学生
が最も多く、他大学の大学院へ進学する学生も若干名おりま
す。２～３割の学部生ならびに大学院修士課程の大半は就職
します。就職先としては、機械系の製造業はもちろん、化学
系・食品系の製造業、建設系・サービス業・金融系など多岐
に亘っております。私自身は本学本コースに着任して10年
経ちますが、この10年間を振り返ると、機械工学を専門と
する卒業生の需要は常に大きいことが改めて感じられます。
　教職員の異動では、本年３月31日付けで三科博司先生と
小山秀夫先生が定年退職されました。また、同日付けで大武
美保子先生が退職し理化学研究所に異動されました。一方、
３月１日付で中田敏是先生が特任助教として、４月１日付け
で山崎泰広先生が准教授として、それぞれ着任されました。
また、同日付で比田井洋史先生が教授に昇任されました。今
年度は23名の常勤教員で学科・コースの教育・研究活動を
進めております。
　昨近実習工場の機械設備等に対する文科省の予算配分は難
しく、機械の老朽化が進んでいた中、今年度旧機械系同窓会
「芝葉会」よりご寄付をいただき、中古の縦型フライス盤２
台を導入することができました。OBの皆様にはご報告とと
もに感謝申し上げます。

■	教員／学生の受賞（2016.9〜2017.8）
【教員】
・	藤原大悟助教、塩川貴之君（藤原研）が、2017年３月22日、
日本機械学会	交通・物流部門	2016年度（94期）部門大会
賞表彰を受賞。

【学生】
・	長谷川良平君（M2：森田研）が、2016年10月20日、砥粒加
工学会の優秀講演賞を受賞。
・	山崎行浩君（森田研）、比田井洋史准教授、松坂壮太准教授、
千葉明職員、森田昇教授が、2016年12月９日、FA財団の
論文賞を受賞。
・	井上祥一君（M2：糸井研）が、2017年１月31日、軽金属
学会の希望の星賞を受賞。
・	川村拓史君（B4：森田研）が、2017年３月16日、日本機械
学会関東支部のBest	Presentation	Awardを受賞。
・	三浦蒔生君（B4：小林研）、武藤竜也君、小林謙一教授、
小山秀夫准教授が、2017年３月16日、日本機械学会
関東学生会の第56回学生員卒業研究発表講演会	 Best	
Presentation	Award（学生優秀発表賞）を受賞。
・	三浦蒔生君（B4：小林研）が、2017年３月23日、日本機

械学会畠山賞を受賞。
・	長谷川良平君（M2：森田研）が、2017年３月24日、本学
大学院工学研究科長表彰を受賞。

・	長谷川良平君（M2：森田研）が、2017年３月24日、日本
機械学会三浦賞を受賞。

・	Nguyen	Huu	Dung君（M2：武居研）が、2017年３月24
日、日本機械学会三浦賞を受賞。

・	野中拓君（M1：菅原研）が、2017年４月17日、日本機
械学会関東支部の若手優秀講演賞を受賞。

・	小石まどかさん（M1：武居研）	が、2017年６月17日、
血流会のYoung	Investigator	Awardを受賞。

・	阿田木勇八君（M1：武居研）、秋元勇哉君（M2：武居
研）、大川一也准教授、武居昌宏教授他が、2017年７月
６日、ICONE25（The	25th	International	Conference	on	
Nuclear	Engineering）においてBest	Poster	Award	in	the	
Student	Competitionを受賞。

■	新任教員のご挨拶
 准教授　山崎　泰広
　2017年４月より機械工学コースに准
教授として着任いたしました。専門は破
壊力学・材料強度学で、力学的・化学的・
熱的負荷と材料組織との相互作用につい
て、製造・加工プロセスと強度特性・損
傷メカニズムとの関連性の観点から研究を行ってきました。
現在は、エネルギー機器等の高温材料を中心として、コーティ
ングや複合材料などの破壊のメカニズム解明とその防止・予
測に関する研究を行っています。本学に貢献できますよう励
みますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

■	新任教員のご挨拶
特任助教　中田　敏是

　平成29年３月１日付で現大学院工学
研究院機械工学コースの特任助教に着任
いたしました。平成24年３月に本学大
学院博士後期課程を修了後、英国でのポ
スドク研究員等を経て、現職に就きまし
た。昆虫飛行の機械工学的な設計原理の解明と、その知見を
活かした機械システムの高性能化を目指し、研究に取り組ん
でいます。異分野連携による価値の創造を目指しながら、後
輩達を、専門分野での強みと広い視野を持つ人材として送り
出せるよう、努力していく所存です。よろしくお願いいたし
ます。

■	NHK学生ロボコン2017奮戦記
准教授　大川　一也

　平成29年６月11日、NHK学生ロボコン2017が開催され、
書類審査・第１次ビデオ審査・第２次ビデオ審査を通過した
24チームが大田区総合体育館に集合しました。千葉大学のロ
ボコンサークルCRSもその１チームとして出場し、私もメン
バーと一緒に参加しましたので、ご報告させていただきます。
　今年の競技課題は、日本の伝統遊戯である投扇興から発想

機 械 工 学 コ ー ス
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を得た競技です。ロボットは50枚のディスクを投げ、スポッ
トと呼ばれる７つの台の上にディスクをのせて点数を競いま
す。ディスクは柔らかく、見た目は同じでも微妙に異なるた
め、ロボットが同じように投げても飛び方が異なります。今
年のロボコンでは、このようなディスクの不確かさや変化に
も対応することが求められた難しい課題でした。
　当日は、３チームずつ予選が行われ、勝ち残った８チーム
が決勝トーナメントに進みます。千葉大学は、第１試合で東
京工科大学と対戦し、11対１で見事勝利しました。第２試
合の東京工業大学との対戦では、すべてのスポットに得点さ
れるという「APPARE!」で、残念ながら負けてしまいました。
結果としては、３チームが１勝１敗という白熱した試合でし
たが、惜しくも予選敗退となってしまいました。
　千葉大学の出場は、2007年、2014年、2016年、そして
2017年と、近年、着実に実力を付けており、今後がとても
楽しみです。今後も、千葉大学のロボットをテレビなどで観
る機会があるかもしれません。これからも応援をよろしくお
願い申し上げます。

■	学の蘊奥を極める理念を貫いた三科博司先生
教授　中本　剛

　「蘊奥」とは辞書によれば「うんのう」もしくは「うんおう」
と読み、学問・技芸などの「おくそこ」や「おくぎ」を指すそ
うです。以前、三科先生の大学や学問に対するお考えをお聞
きする機会があり、次のように教えていただいた記憶があり
ます。“大学は高等教育を授ける場として、学術・研究におい
ては「学の蘊奥を極める」という理念のもとに存在すべきと
ころと考えている。教育は学問の系譜と蓄積された知識を広
く授け、それを基本とした学の本質を見抜く能力を養うため
のものである。その実践のための教育は、学生の自主性を重
んじ、学生の資質を最大限に引き出すことに主眼を置いてい

る。そのために、これまでの研究歴、教育歴に基づいて、学
生が理解の容易な内容から学問を理解させ、学問全体を自主
的に広く見わたせるように授業を行うことを目指している。”
　三科先生のご専門はトライボロジーです。トライボロジー
においては、その基礎となる現象が摩擦と摩耗です。摩擦・
摩耗の素過程の基礎となる究極の物質について原子間力顕微
鏡を用いた観察によって世界で初めて明らかにされました。
このように現象の根本を研究することに努めてこられまし
た。研究室における学生の指導については、学生に対してノ
ルマを与えることはされませんでした。学生は三科先生のご
研究に対する哲学を感じ取り、自然に研究に対する興味を抱
いて研究に励んでいました。このように理想的な研究室を運
営しておられました。
　三科先生は大学を退職された後も学協会において講演を依
頼されておられるとのことです。今後とも、トライボロジー
の講演という啓蒙活動によって私たち後進の指導をしてくだ
さることを願っております。

■	退職雑感
小山　秀夫

　３月末の退職後も、私は急激な環境変化に耐えられる自信
がありませんでしたので、所属学会の活動は継続し、声を掛
けていただいた複数の私立大学で「塑性加工」を非常勤で教
えています。大学によって学生のカラーが全く異なり、授業
中の反応も様々で、新鮮な驚きとともに楽しく講義させても
らっています。
　学生時代から数えて46年、半世紀近く千葉大学にお世話に
なりました。入学当時の西千葉キャンパスは、春先になると土
埃のひどい地面がむきだしの荒地のようなキャンパスでし
た。その頃はまだひ弱な若木であった桜の木々も、今は大木と
なりました。大学にずっと居た身にはその変化は感じられな
かったものの、久しぶりに訪れたOB・OG達には、この木々の成
長が一番の変化と感じられたようです。木々のように私自身
も成長したのかはわかりませんが、退職後は自分のバックに
常にあった大学のブランドがなくなったため、自分自身を客
観的に見られるようになった気がします。また随分年を取っ
た実感があります。しかし、やりたいことはたくさんあります
ので、これからは年相応に挑戦して行こうと思っています。
　あっという間の四十余年でした。学生時代から様々な方面
に、私を自由に過ごさせていただきました千葉大学には心か
ら感謝しています。多くの先生方、諸先輩、そして学生諸君
に心から御礼申し上げます。
　末筆ながら、千葉大学と諸兄の益々のご発展をお祈りして
います。

三科博司先生 小山秀夫先生（中央）

約７m先のスポットを狙い、第１試合を見事勝利！
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■メディカルシステム工学科／医工学コースの
　現状

学科長　山口　匡

　メディカルシステム工学科は、平成29年度から工

学部・総合工学科・医工学コースとして新しいスター

トを切りました。同時に、大学院は融合理工学府・基

幹工学専攻・医工学コースとなりました。これまでの

13年間で、メディカルシステム工学科（工学研究科・

人工システム科学専攻・メディカルシステムコース）

の名称が広く認知されてきたところではありますが、

新名称は工学と医学のハイブリッドな学術体系である

医工学を直接的に示していますため、これまで以上に

我々の教育・研究活動をご理解いただきやすいものと

思います。入学者定員や教員の構成などに大きな変更

はありませんが、これまで以上に他コースや他学部な

どとの連携を強化し、地力を鍛える教育を実践してま

いります。また、千葉市との連携による中高生の参加

型学習や医療従事者の新技術研修など、地域連携教育

の場も引き続き提供したく思います。

　教育上の新しい試みの一つとして、本年度から

３年生の実験科目の一環として、医学部、看護学

部、薬学部との連携により実施される亥鼻ＩＰＥ	

（Interprofessional	education、専門職連携教育）への

参加を開始いたしました。医療は複数の専門職の連携

（Interprofessional	Work、ＩＰＷ：専門職連携実践）

により提供される組織的サービスです。そのため、医

療専門職には医療組織の一員として、患者・サービス

利用者中心の医療を基盤に、連携しながら専門性を発

揮できる能力が不可欠となります。そこで、教育の基

礎段階にある学士課程において、専門知識の集積のみ

でなく、多様な領域の専門職と連携して医療に携わる

ための専門職連携実践能力の育成が極めて重要である

と考え、本プログラムを導入いたしました。これまで

にも医学部などとの連携教育は行ってきましたが、よ

り連携を強化し、本学科・コースの出身者が、工学人・

技術者としての知識だけでなく、患者・サービス利用

者中心の医療を担う、自律した医療組織人として活躍

することを目指しています。

　研究面では、羽石秀昭教授（フロンティア医工学セ

ンター・センター長）が代表の「マルチモーダル計測

工学」が本学の戦略的重点研究強化プログラムの推進

課題の一つに、同課題の取り組みが日本学術振興会の

研究拠点形成事業に採択されており、東フィンランド

大学（フィンランド）、タマサート大学（タイ）、上海

交通大学（中国）、ウォータールー大学（カナダ）と

の共同研究を行うなど、これまで以上に多くの学生が

大規模かつ国際的な共同研究に参画する機会が増えて

います。学生の海外派遣（留学、国際会議など）も年

間40件を超える状況にあります。

　平成29年３月をもって、五十嵐辰男教授が定年退

職され、２月17日に最終講義が開催されました。五

十嵐教授は医師としての泌尿器科学と臨床のご経験を

活かした工学系の技術開発にご注力され、多くの医工

学分野の人材を輩出されるなど、千葉大学の医工学領

域の立ち上げから長年にわたりご尽力くださいまし

た。ここにあらためて御礼申し上げます。また、平成

29年２月より大塚翔助教がNTTコミュニケーション

科学基礎研究所から新任で着任されました。本年度も

教職員一同、医工学領域の発展と社会貢献に向けて努

力してまいります。皆さまにおかれましては、一層の

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

五十嵐教授、最終講義の様子

卒業式の様子

医 工 学 コ ー ス
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■	新任教員自己紹介
大塚　翔　助教

　2017年２月にメディカルシス

テム工学科（現	総合工学科医工

学コース）助教に着任しました

大塚翔です。2014年に東京大学

大学院新領域創成科学研究科人

間環境学専攻を修了しました。大学院在学中から、

NTTコミュニケーション科学基礎研究所に実習生とし

て在籍し、修了後は、約３年間ポスドクとして勤務し

ました。その間、非侵襲的な生理計測、心理計測、コ

ンピュータ・シミュレーションを駆使し、隠れた難聴

のメカニズムの解明、及び、その検査法の確立を目指

してきました。隠れた難聴は、従来の聴力検査手法で

は異常が認められないのにもかかわらず、ことばの聞

き取りが著しく困難な症例の総称です。そのため、メ

カニズムの解明、さらには通常の聴力検査に代わる検

査手法の開発が、臨床の現場から求められています。

引き続き、基礎研究を行いながら、耳鼻科医との連携

を通じて将来的な臨床応用を目指していきます。これ

までにも、非常勤講師は勤めてきましたが、専任教員

としては初めて勤務します。医学・工学にまたがる幅

広い分野の知識・技術を身につけつつ、困難な課題に

も果敢に挑む力を持った学生を育てていきたいと考え

ています。右も左も分からない状態ではございますが、

早く学科に貢献できるように励んでまいる所存ですの

で、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し

上げます。

■	退職教員挨拶
五十嵐　辰男

　私は2003年に発足したフロン

ティアメディカル工学研究開発セ

ンターに「配置換え」になるまで、

泌尿器科医として４半世紀余り勤

務をしておりました。この間に新

しいテクノロジーの台頭が旧来の診療系を劇的に変え

て行った結果、習い覚えた診療技術が「駆逐」される

のを目の当たりにしてきました。私は医工学センター

の一員となることで、テクノロジーの側から医療を考

える立ち位置に希望を持っておりました。今振り返る

と、この選択は私の人生を豊かにしたと喜んでおりま

す。ひとつは工学系の多くの優秀な研究者と知己を得

たことです。研究面はもちろんですが、多様な生活感

や価値観に接することは大きな収穫でした。また学生

と一緒に研究・開発ができたことも大変有意義でし

た。私が彼らを指導するようで、その実私が教わるこ

とも多く、彼らと国内外でいろいろ経験できたことも

良かったです。

　研究面では「医療機器による診療系の変革」という

誇大な理念を掲げて、医用内視鏡映像処理と医療用デ

バイスの研究開発に取り組みました。内視鏡映像処理

では管腔臓器内腔全体を１枚の地図で表現する技術か

ら仮想内視鏡映像の構築、および管腔臓器内の流体計

算を男性尿道に応用し、排尿障害の新しい評価法を提

唱することができました。デバイスではデザイン科学

の下村先生にご指導を仰ぎ、手術剪刀・鑷子などを開

発しました。正月明けに開発した剪刀で鳥の手羽肉を

50本位捌いて作ったスープが美味しかったことを今

でも思い出しております。

　2008年から灌流下鏡視手術の研究に取り組み、

2013年度からは文部科学省特別経費に採択されたの

を契機に、３年間プロジェクトチームを組んで開発を

行いました。このプロジェクトをはじめとして、お世

話になりましたフロンティア医工学センターの教員・

スタッフや共生応用化学・関先生、デザイン科学・下

村先生、情報画像・津村先生、機械工学・劉先生、坪

田先生他の先生方に紙面をお借りして心より感謝申し

上げます。

　フロンティア医工学センター長を務めさせていただ

いた２年間に、組織経営の難しさを痛感いたしました。

定年退職後はまた一兵卒に戻って勤務医をするととも

に、特任教授にしていただいて灌流下鏡視手術の研究

を継続しております。医療機器はヒトに応用してこそ

評価が定まるので、この技術が臨床現場で広まるのを

見届けたいと願っております。

■	医工学コース野球大会
　2017年６月17日（土）、一本松公園野球場、幕張

西第２公園野球場にて、医工学コース内野球大会が開

催されました。１～４年生は学年ごとに、大学院生は

研究室が入っている建物ごと（自然棟１＋２、フロン

ティア棟）にチームを結成し、参加しました。リーグ

戦後、上位２チーム（１年生、フロンティア棟）によ

る決勝戦が行われ、１年生チームが優勝しました。
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■	電気電子工学コース便り
　　コース長　安　昌俊先生

　電気電子工学コースは、昭和

24年５月31日、千葉大学工芸

学部の第三類（電気系）設置に

伴い、ここからコースの歴史が

始まり、今年で68年目を迎えて

おります。その間、電気電子工

学コースは豊かな人間性、人や

社会に対する深い理解、社会から要請される幅広い高

度な知識や能力を身に着けた、世界をリードする多く

の人材を輩出しております。

　昨今、グローバル化や、情報化社会の加速に伴い、

文部科学省のみならず社会からも大学の改革が強く求

められております。そこで本年度からは既存の学科体

制から総合工学科１学科の下に複数のコースを設置

し、その中の一つのコースとして新しい歴史を歩むこ

ととなりました。特に、学科の下に複数のコースが設

置され、コース間の緊密な連携による学部共通教育と、

それぞれの専門分野の根幹の教育を行っております。

この様に教育体制の改組は、これまでの「より高きも

のを目指して」のキャッチフレーズから、「世界に輝

く未来志向型の総合大学」へと改革する姿勢が打ち出

されております。すなわち、理工系の改組は、世界と

戦える研究・教育組織への転換であり、我々現教職員

もより質の高いグローバルな人材育成と先端的研究に

向けて、精進してゆく所存でございます。

　さて、本コースの近況報告ですが、本年度も教職員

に異動がありました。まず、電力変換教育研究分野の

佐藤之彦先生が新しく改組された融合理工学府の学府

長に就任されました。今後、佐藤之彦先生のリーダー

シップのもとで、世界と戦える融合理工学府に生まれ

変われることと確信しております。また、平成29年

３月末日付でシステム制御教育研究分野の若生将史先

生が辞職され、神戸大学の准教授としてご栄転されま

した。また、同年９月末日付けでシステム数理教育研

究分野の岡本卓先生が辞職されました。両先生におか

れましては、今後の研究のご発展を期されておられる

ことと思います。

　一方、同年３月１日付けで丸田一輝先生が電子通信

システム教育研究分野に特任助教として、同年10月

１日付けでシステム制御教育研究分野に小岩健太先

生が特任助教として新しく着任されました。また、

2016年10月１日付で、電気電子基礎教育研究分野の

中田裕之先生が助教から准教授に昇任されました。中

田先生にはこれまで同様に、また、丸田先生、小岩先

生にはこれから本コースでご活躍していただけること

を期待しております。なお、本稿では、両先生に着任

の挨拶をいただいております。

　また、本コースの教職員、学生が様々な賞を受賞

しております。昨年の紹介以降、工藤一浩教授が第

38回応用物理学会で「有機分子・バイオエレクトロ

ニクス分科会業績賞」、石谷善博教授が第38回応用物

理学会で「優秀論文賞」、酒井正俊准教授が「千葉エ

リア産学官連携オープンフォーラム2016学長賞」と

「平成28年度優秀発明賞」をそれぞれ受賞されまし

た。学生では遠藤優君（博士後期課程３年）が「コニカ

ミノルタ光みらい学生奨励金」、佐藤大愛君（博士前

期課程１年）が、「国際会議	3DSA	2016　Best	Poster	

Award」、長谷川直孝君（博士前期課程２年）が、千葉

市「教育・文化・スポーツ等功労者」として表彰され

ました。

　尚、本年度は本コースが新しい工学系総合研究棟２

に移転して３年目を迎えました。新しい環境にも慣れ、

学科全体の教育・研究活動は以前にも増して活発に行

われるようになりました。機会がございましたら、ぜ

ひ新棟をお訪ねいただき、新しい教育・研究環境をご

覧いただければと思います。

■	丸田一輝先生の着任のご挨拶
　平成29年３月１日付で大学

院工学研究院／融合理工学府基

幹工学専攻	電気電子工学コー

ス	電子通信システム教育研究

分野に着任いたしました。前職

は平成20年よりおよそ９年間、

日本電信電話（株）アクセスサー

ビスシステム研究所に在籍し、将来の固定通信・移動

通信を支える無線技術の研究開発に携わってきまし

た。技術を研究の観点でもっと純粋に追求したいとい

う思いから現職に移りました。近年、無線通信は発展

がめざましく、それに伴い競争も激しい分野ですが、

自由な発想で課題に臨み、自分自身のオリジナリティ

を充分に発揮できる研究の楽しさを学生の皆さんにも

伝えられればいいなと思います。

電 気 電 子 工 学 コ ー ス
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　教育に関しては経験も浅いため勉強すべきことも多

くございますが、これまでの業務経験も活かしながら

皆さまに貢献できるよう尽力して参ります。今後とも、

ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

■	小岩健太先生の着任のご挨拶
　はじめまして、小岩健太と申

します。平成29年10月１日付

で大学院工学研究院／融合理工

学府基幹工学専攻	電気電子工

学コース	システム制御教育研

究分野に着任いたしました。千

葉大学には博士後期課程からお

世話になっており、このたびは特任助教として千葉大

学で働かせていただけることを大変嬉しく思います。

私は主に電力システム・再生可能エネルギーに関係し

た研究に従事しております。近年、地球温暖化などの

環境問題が深刻化するにつれて、電力システムの重要

性がますます増加するとともに、その研究内容も多様

化しております。学生の皆さんとも協力し、電力シス

テムの研究を通して、社会に貢献していきたいと思い

ます。教育経験は浅いため、至らぬ点も多々あると思

いますが、精一杯頑張りますので、今後ともご指導ご

鞭撻の程、よろしくお願い致します。

■	退任のご挨拶
岡本　卓

　この度、平成29年９月30日

を以って、千葉大学大学院工学

研究院から退職させていただく

ことになりました。平成19年４

月から10年と半年の間、大変お

世話になりました。

　千葉大学には、博士課程修了

後、いわゆる新卒として、助教として採用していただ

きました。右も左もわからない状態から、大学教員と

しての教育・研究のやり方から社会人としての振る舞

い方までを学ばせていただきました。平成26年４月

からは、准教授としてお引き立ていただき、３年間の

間、学部・学科運営の一端を体験させていただきました。

　電気電子工学コース（前身の電子機械工学科）の教

職員の皆様、とくに研究室として所属したシステム数

理教育研究分野の平田先生（平成26年３月に定年退

職）、小圷先生には大変お世話になりました。皆様に

は「感謝」の一言しかございません。電気電子工学コー

スは、自由な雰囲気でありながら、真面目な先生方が

多く、また、若手の教員には研究の時間を確保させる

べしという考え方の先生ばかりで、のびのびと、自由

に楽しく教育研究活動をさせていただきました。平田

先生には、ときにいろんな裏情報を教えてもらいつつ、

困ったときには盾となってもらい、初年度から多くの

学生を受け持たせていただき、大学教員としてのキャ

リアを積むための「道」を作っていただき、辛抱強く

教育をいただいたと思います。小圷先生には、ときに

好き勝手に活動する私をサポートしていただき、学内

業務、学会活動をはじめとして、普段から多くの相談

に乗っていただき、千葉大学からの転職についてご相

談させていただいた際には、ご快諾いただきました。

　少々私事の話となりますが、私は小学5年生のとき

に千葉に引っ越して来て以来、大学のときに一人暮ら

しをしましたが、多くの時間を千葉で過ごしてまいり

ました。実家も稲毛駅と西千葉駅の間くらいにあり、

千葉大学に就職後も、しばらくの間は、実家から通っ

ておりました。このように縁の深い千葉の地で、理解

のある素晴らしい先生方の下でファーストキャリアを

歩めたことは、本当に幸運なことで、恵まれていたこ

とだったと感じております。

　千葉大学を退職した後は、カラフル・ボード株式会

社というAI系のベンチャー企業に、取締役CRO（Chief	

Research	Officer）という立場で転職いたします。AI

分野は、まさに日進月歩で研究と事業展開が進んでい

る分野であり、千葉大学でアカデミックな研究を深め

るという方向も考えましたが、今は、ビジネスの世界

で応用研究を通して研究活動を行った方がよいと考

え、転職を決断いたしました。カラフル・ボード社に

は、私の指導学生であった鈴木直人君がすでに就職し

ており、欠かすことができない戦力として活躍してい

ます。また、この10月以降もさらに２名の指導学生

が入社する予定です。

　退職後も半年間は、非常勤講師と伊藤智義先生、下

馬場朋禄先生のご厚意でグローバルプロミネント研究

基幹の特任研究員として週１回千葉大学にお邪魔させ

ていただく予定です。転職先は、在職中の共同研究先

でもございますし、上述のように千葉大学卒のメン

バーも入社しています。退職後も千葉大学と縁のある

活動を行って参りますので、これからもご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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■	物質科学コースの誕生
コース長　髙原　茂

　今年度の理工系大学院の組織の変更（改組）とこ
れに連動した工学部の改組によって物質科学コース
が誕生しました。先進科学センターや分子キラリ
ティー研究センターとの兼任や特任、連携客員教員
などを含めて教員31名と技術・事務職員５名でス
タートし、学部では一学年78人前後の学生を有す
るコースです。大学院にも融合理工学府・先進理化
学専攻に物理学、化学、共生応用化学、生物学と並
んで物質科学コースが置かれ、一学年の定員は博士
前期課程（修士）50名、後期課程（博士）８名です。
工学部・融合理工学府のなかでも比較的大きなコー
スとなっています。改組は学生年次で進みますので、
今年度は学部・大学院博士前期課程・後期課程の初
年度学生だけが在籍しています。物質科学コースは
物理学／化学の枠組みを超えて、物質の本質に迫り、
その機能を応用する人材育成のコースです。物質に

関する自然現象について深く掘り下げるとともに幅
広い分野を俯瞰し応用展開できる人材育成が目的で
す。もともと特色ある画像科学科とナノサイエンス
学科を発展させたコースであることから、１）新し
いが、長い歴史と伝統を生かした特色がある、２）
高機能材料が得意な日本の産業にマッチする、３）
外国人教員や国際交流プログラムなど国際化が進ん
でいることなどの特長があげられます。工学部は産
業構造の変化に適応していく必要がありますが、一
方で大学をはじめ教育機関は卒業生の活躍によって
社会的評価を得ていくものでもあります。画像系、
ナノサイエンス系の卒業生の皆さまには、温かいご
支援をいただきたくお願い申し上げます。
http://www.f-eng.chiba-u.jp/education/ms.html　
（工学部・物質科学コース）
http://www.se.chiba-u.jp/education/ase/ms.html
（大学院・物質科学コース）

■	ナノサイエンス学科の様子
旧学科長　石井　久夫

　創設10年目を迎えるナノサイエンス学科は、工
学部の改組にともないこの４月から、画像科学科と
合併し “物質科学コース” として再出発しました。
平成20年４月に１期生を迎えてから、１学年40人
弱の小さな学科として、物理を中心としつつも分野
にとらわれないナノサイエンス・物質科学分野の研
究者・技術者の育成を目指して活動してきました。
これまでに製造業を中心に卒業生を世の中に送り出
してきました。また、１期生のうち博士課程に進学
した学生２名が平成29年３月に卒業し博士研究員
としてアカデミックポジションを目指して研究に従
事していたり、高校の（工業ではなく）理科の教員
になっている卒業生がいるなど、広い分野で活躍し
ています。改組になったものの、ナノサイエンス学
科としては２，３，４年生が在籍しており、学年進行
が続く間は引き続き教育活動を続けてまいります。
この学科は、工学部なのに学科名に “テクノロジー”
ではなく “サイエンス” が含まれており、教員も半
分は理学系学部の出身者という、理工融合マインド
をもった特色のある学科でした。私たちとしては、

「基礎科学には必ずなんらかの出口技術がリンクし
ており、様々な出口技術にも基礎科学が関連してい
ること」、「理学と工学は車の両輪」という融合的な
視点に立って学生を教育してきたつもりです。そ
のようなフレーバーを吸収した学生たちが、世の中
でますます活躍してくれることを願っております。
新しい物質科学コースは、物理と化学を融合して物
質科学を研究する強力なコースになるものと期待し
ております。これまでのナノサイエンス学科でも化
学と連携はしていましたが、どうしても物理よりに
なっていました。新コースでは、垣根を取っ払って
物理と化学をしっかり学び、研究で活かせる人材の
育成に励んで行く所存です。また、これまで続けて
きた、「理数大好き学生応援プロジェクト」も新コー
スで継続していきます。高校時代に課題研究などを
経験した意欲のある学生を集めて、１年次から研究
活動を経験させるという独自のカリキュラムを通じ
て、特色のある研究者を育てたいと考えております。
　同窓会活動もナノサイエンス学科の伝統を引き継
ぎながら進めてまいりますので、同窓会の皆様にも
是非ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

物 質 科 学 コ ー ス
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VI・VII・VIII部会（写真・印刷・画像・情報・情報画像）

■	情報工学コースの近況
コース長　大澤　範高

【コース近況】
　本年４月の改組によって旧情報画像学科教員の環
境リモートセンシング研究センター所属の久世宏明
先生、Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo先生が都市環
境システムコースに、齋藤尚子先生が地球科学コー
スに異動されました。一方、マルチメディアセキュ
リティ、画像符号化を専門とされている今泉祥子先
生が本コースの担当になっております。
　また、本年３月31日に松葉育雄先生が定年まで
１年を残して早期にご退職されました。４月からは
他大学で教鞭をとられております。

【カリキュラム】
　改組に伴い、学生が希望する専門性に応じて適切
な科目を適切な順序で選択しやすくなるように整理
されたカリキュラムでの教育が始まりました。専門
知識を得るための科目は「情報数理」「計算機・ネッ
トワーク工学」「ソフトウェア工学」「知的情報科学」
「マルチメディア情報処理」の５本の柱および情報・
数学・物理の基礎科目から構成され、情報にかかわ
る数理、コンピュータのハードウェア・ソフトウェ
ア、セキュリティ、ネットワークからマルチメディ
ア情報処理までの幅広い領域を体系的に学べるもの
になっております。また、昨年度までと同様に、教
職の科目を履修することにより高等学校１種（情報）
の教職免許を取ることができます。

【成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
事業（enPiT）】
　最近はニュースでも人工知能（AI）、深層学習、
IoTなどのキーワードを聞く機会が増えてきており
ます。それらの分野の教育が社会的にも重要性を増
しています。情報工学コースではそれに対応する実
践的な取り組みを始めました。
　文部科学省の事業であるenPiTのビッグデータ・
AI分野（AiBiC）に千葉大学が連携校として参画し
ました。情報工学コースにおいてAI、深層学習など
に関する教育プログラムを開発し、意欲のある希望
者が受講をしております。他大学と合同の合宿形式
のenPiT夏季講習には当コース（旧情報画像学科）
から３年生を中心に本年度は18名の学生が参加を
しております。また、enPiTは情報工学コースに閉

じたものではなく、他の関連したコースにも参加を
呼びかけているところです。
　最後になりましたが、今後とも変わらぬご支援を
頂きますよう、お願い申し上げます。最新情報はコー
スwebページに掲載されておりますので、ご覧頂け
れば幸いです（http://www.tj.chiba-u.jp/ie/）。

■	画像科学科の近況
画像科学科　学科長　久下　謙一

【学科近況】
　今年の４月より改組が行われて、画像科学科はナ
ノサイエンス学科と合わさって物質科学コースとな
りました。改組に伴い学生組織と教員組織が分離さ
れ、教員はすべて新組織へ移りました。これら新組
織の動きについては別に報告があります。一方、学
生組織は年次進行で改組されていきますので、２年
生以上はそのまま画像科学科に在籍しています。４
年生の就職にあたっては画像科学科卒業予定という
ことで就職活動を行うことになります。ここでは３
月までの画像科学科と、４月からの２年生以上の学
生の動きについて記します。

【３月までの画像科学科の動向】
　昨年の報告でもお伝えしましたが、画像科学科が
その前身から数えて100年目を迎え、画像同窓会の
ご尽力で、100周年記念事業を挙行いたしました。
10月５日に徳久学長、関工学部長、来賓に蒲嘉陵
北京印刷学院副学長や、園田工学同窓会長、画像関
連の産業界を主導してご活躍の卒業生の方々を迎
え、100周年記念式典を挙行しました。招待者、卒
業生、大学関係者、現役学生、報道関係者を交え、
総勢221名という多数の方々の参加を得て、盛会と
なりました。
　さらに同窓会で多額の寄付も集めていただき、そ
の支援で印刷実験工場を改修し、その中にイメージ
ング教育ラボラトリーを設けて、高度光環境空間制
御実験室を設置します。調光できる各色の光源を配
置して、色彩に関する教育・研究ができます。千葉
大生のみならず、留学生・高校生・社会人にも色彩
や画像の知識を習得し、究めることができるラボラ
トリーとなります。夏休みの間に工事を進め、９月
末に完工予定です。完成の暁には、是非一度お立ち

情 報 工 学 コ ー ス
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　画像科学科准教授の青木直和先生が2017年３月
に定年退職されました。定年退職記念祝賀会が、３

月４日（土）に本学松韻会館で開催されました。当
日は、OB、OGをはじめ、学内外から多くの方々に

■	青木直和准教授退職記念祝賀会

　本年４月の改組により、大学院融合理工学府創成
工学専攻にイメージング科学コースが設置されまし
た。本学には、100年にわたる画像教育の歴史があ
り、社会の最前線で活躍する多くの人材を輩出して
きました。本コースには、画像や映像の計測・処理・
解析・再現・評価など、様々なイメージング科学に
関する発展的な教育・研究が期待されています。
　教育面では、人間が受け取る多種多様な視覚情報
に対して、適切な専門分野と融合して学際的に理解
するために、特に専攻内の建築学コース、デザイン
コースとの連携によって、イメージング技術に不可
欠な幅広い学識を有する高度知的人材の育成を行い

ます。研究面では、５名という少人数の教員組織で
あるにもかかわらず、新たにコース内に立ち上げた
「質感イメージングの創成」に関する研究プロジェ
クトが、学内研究推進事業であるリーディング研究
育成プログラムの次世代研究インキュベータに採択
され、産学官にわたる社会の要請に応えながら、国
際社会を牽引できる卓越した研究を推進していきま
す。
　最新情報は、以下のwebで逐次紹介しています。
我々の新しいコースに対して、皆さまからご支援を
賜れば幸いです。
（コースweb：http://www.tj.chiba-u.jp/imgsci/）

寄りください。
【画像科学科学生の動向】
　４年生は画像科学科卒業生として就職活動を行っ
ています。今年度は売り手市場という声もあり、甘
く見て難渋する学生も一部いましたが、おおむね順
調に進路が決まっています。同窓会の皆様の職場に
も、来年春に現れるかもしれません。その際には暖
かく迎えていただければと存じます。

■	編集委員から
　1998年の情報画像工学科発足以降、画像系（VI、
VII）・情報系（VIII）部会は、会報編集を含む工学
同窓会の様々な活動に、共同で参画してまいりまし
た。今年度の工学部の改組による組織構成に合わせ、
本ページは「情報工学コース」の表記になりました
が、卒業生の皆様の所属部会に変更はございません。
VI、	VII、	VIII部会に関する記事は、今後も引き続き、
このページ内に掲載してまいります。なお、旧画像
科学科の教員の多くは、物質科学コースを主に担当
いたしますので、今後はそちらの記事も併せてご覧
頂ければ幸いです。
	 （編集委員・柴　史之）

■	大学院イメージング科学コースの紹介
コース長　堀内　隆彦
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　情報画像学科の松葉育雄先生がこの３月31日を
もちまして本学を退職されるにあたり、最終講義が
2017年３月16日に開催されました。当日は本学学
生や教職員のほか、多くの卒業・修了生も聴講に訪
れ、思い出深い最終講義となりました。講義タイト
ルは「第３次AIに期待を寄せて」という、いま急速
に発展している人工知能研究の歴史から始まり、こ
れまで松葉先生が手がけてきた研究と長年に渡る教
育成果を概観する内容でした。終了後は松葉先生の

教えを受けた卒業・修了生と先生を囲んでの懇親会
も行われました。ご参加いただいた皆様には、この
場をお借りして心より御礼申し上げます。松葉先生
は千葉大学名誉教授として、そして４月からは新し
い職場で若い学生たちの教育に尽力しております。
松葉先生の千葉大学での長きに渡る教育・研究に敬
意を表すとともに今後ますますのご活躍とご健勝を
お祈りいたします。
	 （森　康久仁）

■	松葉育雄教授最終講義

ご出席頂きました。
　青木先生は、1979年に千葉大学に着任されて以
来38年間に渡り、本学において、教育・研究に大
きく貢献されました。祝賀会では、参加頂いた方々
との思い出話であっという間に時間が流れていき、

また、先生の気さくな人柄から、笑い声の絶えない
とても楽しい会となりました。先生の今後の益々の
ご活躍とご健勝をお祈りいたします。
	 （今泉　祥子）
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■	コース近況報告
　共生応用化学コース

学部コース長　赤染　元浩

　共生応用化学科の卒業生の
方々、その前身である工業化
学科、合成化学科、応用化学科、
機能材料工学科、物質工学科

の卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。日頃
より第Ⅴ部会および同窓会に対してご支援を頂き誠
にありがとうございます。
　本年度４月に工学部改組が行われ、工学部が総合
工学科の１学科となり、これまでの学科はコースと
なりました。共生応用化学科は、共生応用化学コー
スとなりましたが、当コースではカリキュラムの変
更はほとんどありません。これまでの学科長は、学
部コース長に名称変更となりました。
　入口である学部の入学試験につきましては、コー
スを希望して受験しますが、入学後は、総合工学科
の１年生を４つの系に分けます。共生応用化学コー
スの約100名は、都市環境システム工学コースと新
たな物質科学コース（ナノサイエンス学科と画像科
学科を母体に新設）の化学を指向する約60名学生
とともに化学・環境領域に仮配属されて、１年生用
の化学基礎Ａ・Ｂを２クラスの並列開講にて学んで
います。今後２年次進級時にコース配属を確定する
仕組みです。その際に、希望と成績を考慮して１割
程度の転コースが認められます。工学部に入学して、
自分で関連するコースを理解してから最終的にコー
スを確定できることは、１学科制ならではのメリッ
トであります。また、総合工学科として１年次に化
学をベースとしたクラス編成ができたことは、コー
スを越えた化学を指向する学生の繋がりが生まれる
ことが期待できます。
　出口である学部卒業後の進路では、例年通り８割
強の学生が大学院へ進学しています。また、就職活
動も比較的売り手市場と云われるように、概ね順調
に進んだと理解しています。詳細は、本誌の進路関
連記事をご覧下さい。
　紙面も限られていますので、グローバル化をキー
ワードに、昨年度から本年度にかけてのコースの動
向をお伝えします。
　大きな変化は共生応用化学コースに初めて外国人
教員が誕生しました。イタリア出身のキアリ・ルカ

（Chiari	Luca）特任助教です。計測化学研究室に所
属し、藤浪教授指導のもとテニア・トラックを邁進
されています。トレント大学で博士を取得、オース
トラリアで２つの大学と東京理科大学でポスドクの
経験もあり、既にグローバルに活躍する研究者です。
英語、ドイツ語も話せるマルチリンガルです。日本
語の上達も早く、化学英語の授業担当など、コース
カリキュラムのグローバル化に強力な助っ人として
活躍されています。
　ご存じのように千葉大学は、文部科学省の「スー
パーグローバル大学創成支援」事業に採択されてお
り、学生の海外派遣数では、国立大学の中でもトッ
プクラスです。今や千葉大学では海外留学は特別な
ことではありません。当コースからも学生が短期・
長期を問わず積極的に留学経験を求めて、旅立って
いくことは心強く思います。
　また、受け入れる立場での私費外国人留学生試験
では、今年５月に当コースで初めて実質的な海外現
地入試を行いました。千葉大学では共生応用化学
コースが日本大学連合学力試験（上海と台湾での現
地試験）を他に先駆けて導入しました。入試担当副
学長の佐藤智司先生は現地に赴き、日本にいる検査
員はWebカメラシステムで面接を行いました。既に
１次合格の生徒さんは、共生応用化学コースへ留学
するため、11月の私費外国人留学生試験の本試験
にむけて、日本語による準備教育を受けています。
現地の生徒は受験のために一度も渡日する必要がな
く、今後希望者が増えることを願っています。
　これに関連して８月末には、一國伸之教授が中心
になり、科学技術振興機構（ＪＳＴ）の支援事業「さ
くらサイエンスプログラム」を受けて上海からの高
校生10名をサマーキャンプとして受け入れます。
他コースの協力も得ながら、１週間千葉大学を中心
に日本の先端科学を体験してもらう企画です。共生
応用化学コースも、一歩ずつですが着実にグローバ
ル化を進めていますので、その活動にも是非ご注目
下さい。
　最後に、私ごとで恐縮ですが、1994年に旧応用
化学科に着任した当時研究室の４年生だった卒業生
の御子息さんが共生応用化学コースに入学されまし
た。この伝統あるコースを親子で選んでもらえた喜
びを感じるとともに、この20年の我々の学科改組
をはじめとする大学改革の努力が実を結んでいると
語られるかが気になるところです。23年前とは、

共 生 応 用 化 学 コ ー ス
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大学を取り巻く環境も大きく変化し、特に最近は
文部科学省の方針で大学毎の機能分化が進んでいま
す。世界に通用する研究大学として手を上げた我々
には、一層の鋭意努力が求められることを日々感じ
ています。そのため学生・教員が一丸となって、千
葉大学の理念でもある「つねに、より高きものをめ
ざして（Always	Aim	Higher）」の心構えで頑張って
います。その成果もあり、学生さんや教員に数多く
の受賞がありました。是非、共生応用化学コースの
HP（URL：http://chem.tf.chiba-u.jp）もご閲覧下さい。
　引き続き、卒業生の皆様からのご支援と叱咤激励
よろしくお願い申し上げます。

■	新任教員自己紹介
Chiari  Luca　特任助教

　本年の３月から本学部共生
応用化学科の助教に就任しま
した。私はイタリアのトレン
ト大学で物理を学び、2007年
に卒業した後、同大学で気候
変動の研究で博士の学位を取
得しました。その後、オース
トラリアのフリンダース大学にて生物学的な作用を
有する分子に対する反物質相互作用の医学的応用の
研究で二つ目の博士の学位を取得しました。2014
年にＪＳＰＳのポスドクとして来日し、東京理科大
学にて陽電子とポジトロニウムの物理の研究を行い
ました。
　私の現在の研究課題は、物質の世界を解明する革
新的な分析化学測定技術への応用を目指したレー
ザー散在や陽電子消滅の分光学の研究です。特に、
気−液・液−液界面、細胞膜、固体の欠陥や空孔にお
ける原子や分子の状態を調べることです。これらの
検討は新しい高性能で高品質な材料につながり、新
しい科学技術の発展に寄与すると考えています。
　私の研究業績として、50以上の学術論文や出版
物そして国際学会での講演などがあり、イタリアや
オーストラリアで多くの関心を集めています。また、
日本での高校生に対する英語での化学の講義などに
も取り組んでいます。（英文原稿を翻訳し掲載しま
した。）

■	共生応用化学コース　就職状況報告
　平成28年度（平成29年３月）に卒業・修了した
学生の進路状況について紹介します。経団連が発表

する採用選考に関する指針がここ数年変更となって
いますが、平成29年３月に卒業・修了した学生の
採用選考時期は、その前年度の「８月１日以降」か
ら「６月１日以降」に２か月前倒しになりました。
これは採用選考時期が長期化することに対する懸念
があったための措置です。その結果、平均した就職
採用期間は短くなりましたが、学生の就職先および
就職会社の分野についてはほぼ例年通りであり、就
職活動の時期が変わっても進路先には大きく影響し
なかったようです。
　学部卒業生は、例年と同様に大部分が大学院に進
学し、就職した学生は10名程度でした。その内訳
は大学院進学（86名）、就職（10名）、その他（３名）
であり、就職先の分野は、化学を含むメーカーが
７名、情報・通信が２名、公務員が１名でした。進
学先としては、90%以上が本学大学院に進学したほ
か、東大を含む他大学への進学者も数名いました。
　博士前期課程の修了生は、６名が本学の博士後期
課程に進学し、73名が一般企業に就職しました。
就職先の内訳は、化学（31名）、金属などを含む材料
（15名）、機械・精密機器・電機（10名）、自動車・
輸送用機器（５名）、印刷（５名）、製紙（２名）、情
報・通信、電気・ガス、食品、商社（各１名）、など
となっており、就職を希望した学生のほとんど全員
が就職できています。ここ数年の「就職活動売り手
市場」のトレンドの恩恵を受けているようではあり
ますが、就職活動時期の変更に対して、学生自身も
柔軟に対応したものと思います。また、複数名（２
～３名）を採用していただいた企業も13社あり、こ
れらの企業において本学科・専攻の卒業生の皆様が
ご活躍されている様子がうかがえます。
　平成29年度（平成30年３月卒業・修了）の学生に
ついては、平成28年度と同じ採用活動時期となり
ましたので、混乱は少ないようです。多くの学生は
順調に就職活動を進めており、８月中旬の時点で、
就職を希望する学生の大部分は内々定をいただいて
います。
　共生応用化学科・専攻では、後援会の皆様からの
ご支援のもと、OB・OGによる仕事セミナーや学内
での会社説明会、３年生の工場見学、エントリーシー
トや面接対策の講習会などを実施し、学生への支援
を行っております。企業でご活躍の卒業生・修了生
の皆様も、もし会社説明会のご要望などがありまし
たら遠慮なくお知らせください。今後とも、皆様か
らの温かいご支援・ご協力をいただけますよう、何
卒宜しくお願い申し上げます。
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■	教員／学生の受賞（2016.9	〜	2017.8）
・	山田泰弘助教が2016年10月27日、千葉大学先進
科学賞を受賞。
・	佐々木拓朗君（D1：触媒化学研究室）が2016年９
月６日、第19回XAFS討論会で学生奨励賞を受賞。
・	宮崎満理さん（M2：バイオプロセス化学研究室）
が2016年９月６～７日、化学とマイクロ・ナノ
システム学会	第34回研究会で優秀発表賞を受賞。
・	小松あかりさん（M1：計測化学研究室）が2016年
９月18日、第53回アイソトープ・放射線研究発
表会で若手優秀講演賞を受賞。
・	上村直弘君（M2：精密有機化学研究室）が2016年
９月17～19日、第25回有機結晶シンポジウムで
優秀講演賞を受賞。
・	菊地　脩君（M2：環境調和有機合成研究室）が
2016年９月26日、第19回ヨウ素学会シンポジウ
ムで優秀ポスター賞を受賞。
・	小野航央君（M1：バイオマテリアル研究室）が
2016年10月４日、第26回イソプレノイド研究会
例会で奨励賞を受賞。
・	河村彩香さん（M2：生体模倣高分子研究室）が
2016年10月13日、Asian 	 Conference 	 on	
Nanoscience	and	Nanotechnology（AsiaNANO2016）
でChemNanoMat	Poster	Awards	を受賞。
・	矢嶋祐也君（D2）が2016年10月27～29日、The	
22nd	 Symposium	of	 Young	Asian	 Biological	
Engineers'Community;	YABEC	2016で、YABEC	
2016	Poster	Awardを受賞。
・	河村彩香さん（M2：生体模倣高分子研究室）が
2016年11月９日、第19回高分子ミクロスフェア
討論会で学生最優秀発表賞を受賞。
・	生体模倣高分子研究室の山本雄介君、須貝加奈さ
ん、柳本賢士君が2016年11月16～18日、第６回
ＣＳＪ化学フェスタで受賞。
・	エネルギー変換材料化学研究室の小笠原睦さん、
脇田健吾君、井上大輔君が2016年11月16～18
日、第６回ＣＳＪ化学フェスタで受賞。
・	表面電気化学研究室の久米田友明君が2016年11
月16～18日、第６回ＣＳＪ化学フェスタで受賞。
・	林　明寛君（M2：触媒化学研究室）が2016年
11月29日、化学工学会福島大会2016で学生賞
（特別賞）を受賞。
・	資源反応工学研究室の藤郷貴章君（M2）、石井
大樹君（M1）、仙田貴滉君（M1）、仙田貴滉君
（M1）、佐々木達也君（M1）、圓城寺祐介君（B4）
が2016年12月７～９日、第43回炭素材料学会で
ポスター賞を受賞。
・	加藤勇斗君（M1：有機ナノ界面化学研究室）が

2016年12月７～９日、第43回炭素材料学会でポ
スター賞を受賞。
・	矢嶋祐也君（D2：バイオプロセス化学研究室）が
2016年12月８～９日、第22回流動化・粒子プロ
セッシングシンポジウムで優秀ポスター賞を受賞。
・	矢内巧馬君（M2：バイオプロセス化学研究室）が
2016年12月８～９日、第22回流動化・粒子プロ
セッシングシンポジウムで優秀ポスター賞を受賞。
・	加藤勇斗君（M1：有機ナノ界面化学研究室）が
2016年12月22日、神戸コンベンションセンター
でBest	Poster	Awardを受賞。
・	仙田貴滉君（M1：資源反応工学研究室）が2016年
12月16日、第７回酸化グラフェンシンポジウム
でポスター賞を受賞。
・	山崎成章君（M1：生体模倣高分子研究室）が2017
年２月１日第26回日本ＭＲＳ年次大会で奨励賞を
受賞。
・	柳本賢士君（M1：生体模倣高分子研究室）が2017
年３月７日、第34回高分子学会千葉地域活動若
手セミナーで最優秀ポスター賞を受賞。
・	玉井友基さん（B4：生体模倣高分子研究室）が
2017年３月７日、第34回高分子学会千葉地域活
動若手セミナーで優秀ポスター賞を受賞。
・	小松あかりさん（M1：計測化学研究室）が2017年
３月16日、日本鉄鋼協会第173回春季講演大会
最優秀賞を受賞。
・	岩舘秀樹君（M1：バイオプロセス化学研究室）が
2017年５月22～23日、化学とマイクロ・ナノシ
ステム学会	第35回研究会で優秀発表賞を受賞。
・	福士万由さん（M1：バイオプロセス化学研究室）
が2017年５月22～23日、化学とマイクロ・ナノ
システム学会第35回研究会で優秀発表賞を受賞。
・	豊田　一君（M2：バイオプロセス化学研究室）が
2017年５月８～11日、Third	 International	
Symposium	on	Multiscale	Multiphase	Process	
Engineering;	MMPE2017	で	Outstanding	Poster	
Presentation	Awardを受賞。
・	小松あかりさん（M2：計測化学研究室）が2017年
６月26～30日、13h	International	Conference	of	
Diffusion	in	Solids	and	Liquids:	DSL2017でYoung	
Scientist	Awardを受賞。
・	慈道圭太君（M2：生体模倣高分子研究室）が2017
年７月８日、第21回液晶化学研究会シンポジウ
ムで優秀ポスター発表賞を受賞。
・	井上大輔君（M2：分子集合体化学研究室）が2017
年７月10～12日、Chirality	2017でポスター発表
賞を受賞。
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■	第９回松芸展の紹介
　来年2018年４月15日から21日まで、「第９回松芸展」
を、有楽町・交通会館１階・ギャラリーパールルーム
で開催いたします。
　千葉大学工学部建築学科同窓生なら何方でも参加出
来ますので、奮って参加してください。作品は平面作
品（油彩、水彩、水墨日本画、版画等）を対象として
おります。同窓の方、絵画愛好の方のご来場を歓迎い
たします。
　顧問の森崇先生（1947年卒）、代表の安生満氏（1954
年卒）をはじめとして会員は現在14名です。「松芸展」
の名称由来は東京高等工芸の「芸」と戦後移転した松
戸の「松」からとったものです。西千葉で卒業された
同窓生も歓迎いたします。参加ご希望の方は下記事務
局までご連絡ください。

第８回松芸展　2017年４月９日　於：有楽町	交通会館

松芸展代表　安生　満（1954年卒）
同 事 務 局　田口裕一（1962年卒）
　〒202−0022　西東京市柳沢3−4−2−203
　電話	：080−2042−4628
　Mail	：geelbec@gmail.com

■	第44回高潮展レポート
　今年の高潮展は、３月のもう少しで桜が
開花といった22～26日に、目黒区美術館／
区民ギャラリーで開催されました。例年通
り、赤穴、重田両先生ご遺族のご協力で、
見応えのある作品を展示させて頂きました。
会期最終日には、恒例のギャラリートーク
を開催。出品者が作品を語るこのイベント
は、他人の制作も垣間見られて興味深い時
間でした！	搬出ご苦労様の後で開かれた懇
親会では、作品内容や高潮展の将来などを
巡って熱い議論が展開されました。元気の
良い議論は聞いていて気持良いものです。	なかには、話の熱さに圧倒された人もいたとか！因みに、展示作
品40点余を画種別に見ると、油彩／アクリル：９点、水彩：16点、パステル：５点、版画：４点、岩彩と書
画がそれぞれ２点ずつ、その他。また作品サイズ別では、30～50号：６点、15～20号：12点、10号以下：
13点、その他。	会場の一角には、今年も小品コーナーを設けました。構えずに描くものの中に、別の良さが
ある筈との想いから続けています。	年々の作品内容の質の変化や成果に対して下される評価、批評も、出品
者にとっては楽しみのうちと言えるでしょう。
　扨、来年開催予定の第45回記念高潮展の作品募集を行っています。
・会　　期：2018年３月２日（金）〜７日（水）	 ・会　　場：Ｏ美術館（大崎駅隣接）
・搬　　入：2018年３月２日（金）午前10時〜11時	 ・参 加 費：15,000円（懇親会費用を含む）
・作品の種類：各種絵画、写真などの平面作品	及び	立体作品
・作品のサイズ：額装作品の合計幅が180cm以内。
・申込み締切：2017年９月30日（土）
　工学部同窓生の皆様の参加をお待ちいたします。尚、
本展／募集要項ご希望の方は、右記：高潮展事務局まで
ご連絡ください。また高潮展情報は「工学同窓会」サイト
又は「卒業生との絆ニュース」サイトでもご覧頂けます。

	第44回高潮展　2017−3−26　於：目黒区美術館区民ギャラリー

高潮展事務局：宮智英之助	方
〒362−0075		上尾市柏座3−2−6−1106
090−6141−6556,　Mail：pathos@ff.em-net.jp
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■	凡展
　「第28回凡展」をさる平成29年９月24日（日）か
ら９月30日（土）までの７日間、東京都有楽町の
東京交通会館２階ギャラリーで開催いたしまし
た。
　凡展も今年度で第28回を迎えることが出来ま
した。
　凡展には工学部の同窓生の諸先輩の方々に毎
回50名程度参加して頂いております。内容は絵
画とそれ以外の作品とがほぼ半々で、写真、ＣＧ、
書、立体造形などのユニークな作品群が、この
凡展を特徴付けています。
　会期中は、出展者を中心に、それぞれのクラ
スの集いや、先輩･後輩が出会う楽しい交流の場
ともなっています。
　工学部同窓生の方はどなたでも出展いただけ
ます。諸兄姉もお仲間になりませんか。
　同窓会皆様の日頃のご協力を感謝しておりますとともに、今後もご支援くださいますようお願いいたします。
　なお、凡展ホームページは千葉大学工学同窓会の意匠の中にありますのでご覧ください。

凡 展 代 表：森　　　崇（専建 3 回卒）
凡展事務局：佐藤　　貢（大意21回卒）
	 〒274−0825　千葉県船橋市前原西4−3−11
	 電　話：047−477−4582
	 メール：charinko2010@nifty.com

第28回凡展　平成29年９月24日　　於：東京交通会館

　千葉大学工学部の前身は、1921年12月に、官立専門学校として東京市新芝町（現在の港区田町）に設けら

れた「東京高等工藝学校」です。よって、2021年には工学部は創立100周年を迎えることとなります。工学

同窓会では、この記念の年を迎えるにあたり、2015年５月29日の総会において、100周年記念事業の準備委

員会の設置が認められました。あわせて、100周年記念事業の手始めとして、松韻会館改修工事の費用の一部

を工学同窓会が補助することが認められました。松韻会館は、工学同窓会の皆さまの寄付金により1967年に

創建され、工学部に寄付され、管理・運営されておりました。近年、老朽化が著しく、このたび耐震補強を兼

ねて、改修されることになりました。松韻会館改修工事は2015年10月に着工し、2016年３月に竣工しまし

た。工学同窓会からの費用補助は、本学のSEES基金への寄付を通じて、2016年４月までに実施されました。

工学同窓会会員の皆さまへの改修工事後の新しい松韻会館のお披露目も兼ねて、今年（2017年）の工学同窓

会総会は、５月27日（土）に本学の西千葉キャンパスで開催いたしました。その際、工学同窓会総会の受付と

して、松韻会館のエントランス部分を利用いたしました。今年の工学同窓会総会にご出席いただきました同窓

会員の皆さまは、改修工事後の新しい松韻会館を、間近でご覧になられたかと存じます。

　さて、この松韻会館改修工事の費用補助とは別に、工学同窓会は、今後も100周年記念事業の実施を検討し

てまいります。その内容は、準備委員会で審議することとなります。今年度は、各部会からの委員を準備委員

会に迎え入れて委員会の機能強化をはかるとともに、具体的な事業内容の検討を、さらに進めることができれ

ば、と考えております。また、工学同窓会とは別に、工学部でも、今後、工学部創立100周年記念事業につい

て、具体的な検討が始められることと存じます。工学同窓会としても、工学部とも協力しながら、具体的な事

業内容の検討を進めていきたいと存じます。工学同窓会の工学部創立100周年事業の具体的な内容につきまし

ては、今後も引き続き本誌を通じて、同窓会員の皆さまにお知らせいたします。

	 （準備委員会委員長　小圷）

■	工学部創立100周年記念事業について
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　平成28年４月１日から平成29年３月31日までに実施した
主な事業について、以下の通り報告致します。
１．工学同窓会報の編集･発行
　平成28年11月４日に第43号（全32ページ、25,563部）を
会員に発送しました。
２．平成28年度工学同窓会	総会および懇親会
　平成28年５月27日（金）に浦安ブライトンホテルで総会
および懇親会を開催しました。平成27年度事業･収支決算に
ついて報告があり、審議の結果、承認されました。あわせて
平成28年度の事業計画･予算案について提案があり、審議の
結果、承認されました。
３．学生活動への支援
　工学部学生が主体となっている課外活動に対し、公募後
に応募があった７団体（フォーミュラ･プロジェクト、都市
環展2017、ロボコン、パルスジェットエンジン研究会、建
築卒業計画展、CUAD、東京デザイナーズウィーク）に総額
100万円を支援しました。受領したうちの２団体は５月の総
会で学生が活動報告を行いました。
４．新入生と卒業生への記念品贈呈
　新たに669名の新入生が準会員として加わりました。例年
通り、入会時に多色ボールペンを贈呈しました。また、３月
および９月（前期卒業）に卒業した会員にはネクタイピン（男
性）、リング（女性）をそれぞれ贈呈しました。
５．工学部への支援
　会費徴収等でもお世話になっている工学部の各種活動に賛
助金として支援しました。このほか工学部アーカイブ整備に
も利用されています。
６．非常勤講師に対する援助
　実社会で活躍されている卒業生の皆様から在学生へのメッ
セージなど、講義の一部で非常勤講師として活動して頂いた
謝金として援助を行いました。
７．千葉大学校友会
　全学の同窓会組織を束ねている校友会に主体メンバーとし
て参加しています。平成28年11月３日に校友会が開催され、
ロボット工学研究の第一人者である工学研究科機械コースの
並木明夫准教授の記念講演会やOBプロ落語家	桂恩狸氏（法
経学部卒）によるアトラクションなども披露されました。ホー
ムカミングデイとして、たくさんの卒業生が訪ねてください
ました。

校友会について
　千葉大学校友会は平成14年、当時の学長である磯野可一
先生の発案により発足しました。個々の学部ごとに存在して
いる同窓会だけでなく、広く全学部を束ねた同窓会を結成
し、同窓生と大学がより密接な関係を築き、情報交換や連携
協力を緊密にして同窓会と大学がともに発展していけること
を狙ったものです。ご存知のように多くの私立大学では同窓
会が強力な力を有しており、積極的に大学の発展に対してコ
ミットしています。対して千葉大学をはじめとする国立大学
は、どうしてもそのような関係が弱い傾向があったと思われ
ます。今後大学の「生き残り」をかける時代において、大学
の努力に加え、同窓会の叱咤激励をも大きな力として活用し、
千葉大学がより発展していきたいという意図もあるようです。
　現に、工学同窓会館である松韻会館は昨年大規模改修を終
えて生まれ変わりましたが、この工事に必要な資金の多くを、
工学同窓会が千葉大学SEEDS基金に寄付した原資により達成
しました。

■収入の部	 　（単位：円）

費　目 予　算① 決　算② ①－②

前年度繰越金 605,908 605,908 0
入会金 6,810,000 6,690,000 120,000
会費 2,100,000 2,064,000 36,000
寄付金 2,300,000 2,449,000 △ 149,000
総会参加費 60,000 75,000 △ 15,000
利息・雑収入 100 1 99

合　計 11,876,008 11,883,909 △ 7,901

■支出の部	 （単位：円）

費　目 予　算① 決　算② ①－②

会報編集発行 4,200,000 4,260,377 △ 60,377
入学・卒業記念品費 1,100,000 1,090,746 9,254
総会経費 1,000,000 828,523 171,477
名簿管理費 216,000 216,000 0
ＨＰ費 52,000 51,840 160
部会・支部活動補助費 800,000 644,000 156,000
工学部賛助金 800,000 663,306 136,694
校友会費 150,000 150,000 0
学生援助費 1,000,000 1,000,000 0
非常勤講師援助費 500,000 450,000 50,000
会議費 50,000 5,765 44,235
渉外費 50,000 41,117 8,883
学内懇親会費 100,000 102,000 △ 2,000
慶弔費 50,000 0 50,000
郵送通信費 400,000 371,129 28,871
交通費 50,000 64,180 △ 14,180
幹事担当部会運営費 50,000 0 50,000
事務員費 1,000,000 1,029,400 △ 29,400
消耗品費 50,000 30,124 19,876
事務運営費 50,000 0 50,000
事務室備品費 100,000 10,780 89,220
雑費 50,000 49,160 840
創立100周年
記念事業準備費 50,000 0 50,000

予備費 8,008 0 8,008
繰越金 0 825,462 △ 825,462

合　計 11,876,008 11,883,909 △ 7,901

平成28年度
千葉大学工学同窓会  決算

　今後、名簿の一括管理、同窓会からの情報提供の一元化、
同窓生だけが参加するSNS（Curio）の普及など、各学部同
窓会だけでなく、全学同窓会の活性化を図っていく予定です。
　本年も11月３日に校友会開催が予定され、工学系修士修
了生の講演が計画されています。私立大学では恒例のホーム
カミングデイは、未だ定着していませんが、今年も実施され
ます。校友会の大学ホームページもご覧ください。
http://www.chiba-u.ac.jp/general/alumni/alumni/index.html

平成28年度工学同窓会事業報告



25

H29年度工学同窓会・総会および懇親会報告
　平成29年５月27日（土）に、平成29年度の総会が
西千葉・工学部２号棟103教室にて、その後の懇親会
は大学会館内の千葉大学生協・フードコートにて開催
されました。
　総会は28年度幹事長補佐の平島岳夫教授（II部会）の
司会で進められました。出席者は65名でした。
　最初に平成28年度の事業報告が中山茂樹・28年度
幹事長からありました。松韻会館の耐震補強工事、千
葉大学SEEDSへの寄附についても説明がありました。
ついで平成28年度の決算報告がなされた後、尾崎伸一	
・会計監事（III部会）より会計監査報告がありました。
幾つか質疑の後、承認されました。
　次に新会長の選出に進み、第III部会から推薦のあっ
た薄葉洋氏が会長に選出されました。薄葉会長以下、
29年度の役員紹介があった後、小林謙一・29年度幹
事長より29年度事業計画と予算案について提案・説明
があり、承認されました。
　小林謙一・29年度幹事長より会則の変更について
説明がありました。提案の主な点は以下の通りです。
（１）同窓会活動を近年の活動実態に合わせる。
（２）	役員・監事の規定も実態に合わせるとともに、

任期をこれまでの１年から２年に変更する。
（３）	定時総会、幹事会、臨時総会を規定するととも

に、その役割を明確化する。
（４）各種委員会活動を明文化する。
　主要部は後述しました。全文については、工学同窓
会・ホームページに掲載しましたのでご確認頂き、ご
意見等ございましたら同窓会事務局までお寄せ下さい。
　会則改正の趣旨および内容説明後、一部、表記等の
変更提案があり、これを反映することとしました。ま
た役員選出方法について一部不明なところがあるとの
指摘があり、次年度総会にて再度諮ることとした。以
上の説明と質疑の後、賛成多数で会則変更が承認され
ました。
　最後に岩舘泰彦・前副会長から千葉大学校友会活動
について報告がありました。また、工学同窓会に対す
る要望、提案等があり、関係部署で確認／対応すると
の回答がありました。
　以上で予定の議事をすべて終え、総会が終わりまし
た。
　引き続き、場所を大学会館・フードコート#2に変
えて、懇親会を開催しました。
　最初に薄葉洋・会長のご挨拶の後、佐藤之彦・名誉
会長（工学部長）の乾杯の音頭で懇親会を開催しまし
た。懇親会の中では課外活動支援費を得た学生の活動
報告、卒業生近況報告など和気藹々の中で歓談しまし
た。最後は元工学部長・山口正恆先生のご挨拶と一本
締めで終了しました。

総会の模様

薄葉会長の挨拶 佐藤名誉会長の乾杯発声

懇親会の模様

山口･元工学部長の締めの挨拶
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千葉大学工学同窓会会則	
（改正後、一部抜粋）

（名称及び事務局の場所）
第１条　略
（目的）
第２条　	本会は会員相互の親交を図るとともに、併せ

て母校の発展、学術文化の向上、ならびに斯
界への発展に寄与することを目的とする。

（活動）
第３条　略
（会員）
第４条　略	
（組織）
［役員・幹事等］
第５条　本会に次の役員等を置く。	
１．名誉会長　１名
２．会　長　　１名
３．副会長　　３名
４．部会代表幹事　部会または統合部会ごとに１名
５．幹事長及び副幹事長　各１名
６．顧　問　　若干名	
７．監　事　　２名
［役員・幹事等の選出、任務及び任期］
第６条　役員等の選出と任務は次の如く定める。
１．名誉会長には工学部長を推戴する。
２．	会長は、正会員中より総会において選出する。ま
た会長は、本会を代表し、会務を総括し、会議の
議長となる。

３．	副会長は学内幹事から会長が指名・委嘱する。副
会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは
これを代行する。	

４．	部会代表幹事は各部会から選出し、会長が委嘱し
た者とする。部会代表幹事は、必要な会務遂行に
応じて各種委員を委嘱できる。

５．	幹事長は学内の部会代表幹事の互選とする。幹事
長は幹事会を招集し、会議の議長となる。副幹事
長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があったとき
はこれを代行する。幹事会での決定事項等は速や
かに会長に報告し、承認を得るものとする。

６．	監事は正会員中より会長が指名・委嘱した者と
し、次の業務を行う。	

（１）会計の状況を監査すること。
（２）	会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査

する。
（３）	会計及び業務執行について、不正の事実を発見

したときは、これを第11条で定める総会に報
告する。

（４）	前号（３）の報告をするため必要があると認め
たときは、臨時総会の召集を請求する。

７．	顧問は、各部会及び支部の推薦により会長が委嘱
した者とする。会長や顧問は、幹事会に出席して
助言および活動の支援を行う。

８．	役員に欠員が生じたとき、会長は後任者を委嘱で
き、その任期は前任者の在任期間とする。

第７条　	役員の任期は２年とする。ただし再選は妨げ
ない。

［役員・幹事等の解任］
第８条　略
［部会及び支部］
第９条　略
（会議）
第10条　会議は次の会議を置く。
（１）定時総会、（２）幹事会、（３）臨時総会
［定時総会及び臨時総会］
第11条　	本会は年１回定時総会を開き、必要に応じて

臨時総会を開く。
第12条　	定時総会では次の事項を審議、承認、報告す

る。
１．組織役員の選出と承認
２．前年度の事業報告、決算報告の承認
３．会計監査報告と承認	
４．当該年度の事業計画、予算案の承認
５．会則の改正
６．	幹事会において総会に付議することが相当とした
必要な事項

７．	臨時総会は、会長が必要と判断したときに開催す
る。

８．	総会での各項目の承認は、定時総会または臨時総
会に出席した正会員の過半数の同意を必要とす
る。ただし、可否同数の場合は議長が決すること
とする。

［幹事会］
第13条　略
（会務）
第14条　	本会は第３条に規定した事業を遂行するた

め、次の委員会を置き、それぞれの役務を実
行する。また、必要な事業を遂行するために
臨時の委員会を置くことができる。以下、略

（会計）
第15条、第16条　略
（補足）
第17条　略
第18条　	本会則の改正は幹事会の議を経た後、総会の

出席者の過半数の承認を得なければならない。
附　則（２）平成29年４月１日に遡って施行する。	
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（注）特は特別会員（現旧職員、ただし正会員は除く）、（　）内は所属部会

平成28年度（平成28年４月１日〜平成29年３月31日）寄付者一覧
■　100口　■

三浦　邦夫	 （Ⅲ）

■　50口　■
松谷　貫司	 （Ⅲ）

■　29口　■
岡田歩久登	 （電機）

■　20口　■
山田　雅敏	 （Ⅱ）

■　19口　■
峰田　富康	 （Ⅵ）

■　11口　■
岩瀬　俊夫	 （Ⅳ）
白石　拓也	 （院全）
宇田川　泰	 （情報）

■　10口　■
内藤　亮一	 （Ⅱ）
小泉　勝也	 （Ⅱ）
桑田　　昭	 （Ⅱ）
白石　輝光	 （Ⅱ）
飯田　益三	 （Ⅲ）
大角　　忠	 （Ⅲ）
石井　由平	 （Ⅲ）
長沢　秀雄	 （Ⅲ）
秋澤　新二	 （Ⅲ）
松谷　正明	 （Ⅲ）
田中　敏光	 （Ⅳ）
大川原忠義	 （Ⅳ）
寺川　隆成	 （Ⅳ）
山下　和郎	 （Ⅳ）
佐藤　鉄男	 （Ⅳ）
伊藤　一郎	 （Ⅴ）
伊関　　淳	 （Ⅴ）
山口　進介	 （Ⅴ）
工化40白ばら会	（Ⅴ）
堀田　祐司	 （Ⅴ）
田中　秀典	 （Ⅴ）
小川　圭一	 （Ⅶ）
髙宮　郁子	 （物工）
仁科　智貴	 （意建）
村上　雅也	 （職員）

■　９口　■
永田　秀明	 （Ⅰ）
中澤　文隆	 （Ⅰ）
八代　卓哉	 （Ⅱ）
藤井　　茂	 （Ⅱ）
友水　宏之	 （Ⅱ）
井之川英正	 （Ⅱ）
臼居　一雄	 （Ⅲ）
坂戸　和朗	 （Ⅲ）
下山　　高	 （Ⅲ）
村田　　実	 （Ⅲ）
中村　　正	 （Ⅲ）
茂出木敏雄	 （Ⅳ）
天野　雅之	 （Ⅳ）
吉田　俊夫	 （Ⅴ）
阿久津文彦	 （Ⅴ）
大宮　秀一	 （Ⅴ）
永谷　宗次	 （Ⅶ）
大坪　将史	 （電機）
佐々木創太	 （意建）

■　８口　■
大久保雄司	 （Ⅱ）
中村喜久雄	 （Ⅱ）
中野　和則	 （Ⅳ）

関根　哲夫	 （会友）

■　７口　■
篠﨑　國雄	 （Ⅳ）

■　６口　■
山口　𣳾子 （Ⅰ）
椎名　國雄	 （Ⅱ）
阿波野康彦	 （Ⅲ）
成毛喜一郎	 （Ⅳ）
中川さゆり	 （Ⅹ）

■　５口　■
宮崎　　清	 （Ⅰ）
高橋　　裕	 （Ⅱ）
田邉　宏志	 （Ⅱ）
中川　利夫	 （Ⅱ）
橋本　克巳	 （Ⅲ）
岡野　　稔	 （Ⅲ）
笹川　俊勝	 （Ⅲ）
藤代　　裕	 （Ⅲ）
斎藤　　収	 （Ⅳ）
宮原　一敏	 （Ⅳ）
樋口　治雄	 （Ⅴ）
馬養　友之	 （Ⅴ）
福山賛次郎	 （Ⅴ）
山本　芳正	 （Ⅵ）
吉岡　正臣	 （Ⅵ）
新村　和彦	 （Ⅹ）
西澤佑実子	 （院全）
多見谷修平	 （共生）
松原　英司	 （電機）
武田　圭二	 （電機）
馬場　直志	 （職員）

■　４口　■
浜本　克哉	 （Ⅰ）
増田　忠良	 （Ⅰ）
中村　文政	 （Ⅰ）
小笠原伸一	 （Ⅰ）
森川　　明	 （Ⅰ）
田中みなみ	 （Ⅰ）
大沢　隆男	 （Ⅰ）
千葉　　寛	 （Ⅱ）
中野清一郎	 （Ⅱ）
深津　秀夫	 （Ⅱ）
吉田　　司	 （Ⅱ）
蕪木　　脩	 （Ⅱ）
東方　洋雄	 （Ⅱ）
岡田　岩雄	 （Ⅱ）
河津　　亘	 （Ⅱ）
若松　　永	 （Ⅱ）
𠮷田　　究 （Ⅱ）
神谷　宏紀	 （Ⅱ）
森　　勝一	 （Ⅱ）
彦坂　誠次	 （Ⅱ）
林　　忠雄	 （Ⅲ）
田口　芳美	 （Ⅲ）
五十嵐　実	 （Ⅲ）
芳野　俊二	 （Ⅲ）
塚原　興治	 （Ⅲ）
中村　一馬	 （Ⅲ）
伊藤　勝之	 （Ⅲ）
馬場　和幸	 （Ⅲ）
新垣　強二	 （Ⅲ）
柳澤　　章	 （Ⅲ）
中村　寿夫	 （Ⅲ）
細矢　泰弘	 （Ⅲ）
永野　　務	 （Ⅲ）
西田　誠夫	 （Ⅳ）
林　　宣雄	 （Ⅳ）
飯塚　矩規	 （Ⅳ）

金澤　伸春	 （Ⅳ）
松尾　達樹	 （Ⅳ）
高橋　賢一	 （Ⅳ）
岩瀬　健志	 （Ⅳ）
清水洋太郎	 （Ⅳ）
兼八　　薫	 （Ⅳ）
吉成　　裕	 （Ⅳ）
林　　久雄	 （Ⅳ）
後藤　卓也	 （Ⅴ）
大野　寿彦	 （Ⅴ）
砂原　三利	 （Ⅴ）
谷山　暁彦	 （Ⅴ）
若松　二郎	 （Ⅴ）
塩田　孝夫	 （Ⅴ）
関口　洋一	 （Ⅴ）
山崎信一郎	 （Ⅴ）
飛田　　俊	 （Ⅴ）
稲見　一郎	 （Ⅴ）
大谷　博之	 （Ⅴ）
片岡　　正	 （Ⅴ）
土屋　元彦	 （Ⅵ）
入山　　隆	 （Ⅵ）
末光　裕治	 （Ⅵ）
星　　建次	 （Ⅵ）
佐藤　直也	 （Ⅵ/Ⅶ）
酒井　伸和	 （Ⅵ/Ⅶ）
岩田　克彦	 （Ⅶ）
正田　　章	 （Ⅶ）
鈴木　　周	 （Ⅶ）
氏家　　康	 （Ⅸ）
松尾　直子	 （Ⅹ）
松尾　守将	 （Ⅹ）
工藤　泰代	 （院全）
鈴木　洋行	 （意建）

■　３口　■
野中　宏親	 （Ⅰ）
森　　美恵	 （Ⅰ）
中口　哲治	 （Ⅰ）
西澤　　裕	 （Ⅰ）
米内山裕子	 （Ⅰ）
阿部　三朗	 （Ⅱ）
小幡　和夫	 （Ⅱ）
山田　憲司	 （Ⅱ）
石橋　文男	 （Ⅱ）
榎本　良治	 （Ⅲ）
岡部　　弘	 （Ⅲ）
塩原　　巌	 （Ⅲ）
石川　博彦	 （Ⅲ）
河本　研一	 （Ⅲ）
福田　忠夫	 （Ⅲ）
松野　忠男	 （Ⅲ）
森本　敏夫	 （Ⅲ）
松田　隆雄	 （Ⅲ）
斎藤　晴朗	 （Ⅲ）
小川　秀雄	 （Ⅲ）
戸原　　 	 （Ⅲ）
有戸　立也	 （Ⅲ）
梶川　　清	 （Ⅲ）
春日　孝介	 （Ⅲ）
飯沼　敏夫	 （Ⅲ）
千葉　春樹	 （Ⅲ）
高野　裕一	 （Ⅲ）
坂本　和也	 （Ⅲ）
橋　光治	 （Ⅲ）

廣瀬　喜明	 （Ⅲ）
杉田　明彦	 （Ⅲ）
佐藤　龍夫	 （Ⅳ）
赤井　康亮	 （Ⅳ）
尾崎　元昭	 （Ⅳ）
佐藤　雅生	 （Ⅳ）
中富　　仁	 （Ⅳ）

石﨑　長俊	 （Ⅳ）
永井　良一	 （Ⅳ）
村雄　弘尚	 （Ⅴ）
川嶋　一夫	 （Ⅴ）
竹村　利男	 （Ⅴ）
稲木　秀次	 （Ⅴ）
瀬戸　　潔	 （Ⅴ）
中村佐紀子	 （Ⅴ）
林　日出夫	 （Ⅴ）
松尾　廣一	 （Ⅴ）
豊島　晴子	 （Ⅴ）
高橋　雅樹	 （Ⅴ）
秋葉　　斉	 （Ⅵ）
平林　俊樹	 （Ⅵ）
平賀　祐二	 （Ⅵ）
中島　允子	 （Ⅵ）
芝木　儀夫	 （Ⅶ）
小野　正和	 （Ⅶ）
相武　範昭	 （Ⅹ）
有原康太郎	 （Ⅹ）
藤井　孝博	 （院全）
山岡　輝正	 （院全）
鎌田　祥史	 （院全）
高木　正紀	 （意建）
森下　諒介	 （意建）

■　２口　■
藤盛　啓治	 （Ⅰ）
黒河　昭一	 （Ⅰ）
関　　壮一	 （Ⅰ）
藤田　　勉	 （Ⅰ）
田鎖　和哉	 （Ⅰ）
御園　秀一	 （Ⅰ）
和田　精二	 （Ⅰ）
黒川　敏雄	 （Ⅰ）
鈴木　　進	 （Ⅰ）
中村　　穣	 （Ⅰ）
佐藤　信晴	 （Ⅰ）
秋岡　敏郎	 （Ⅰ）
寺田　重順	 （Ⅰ）
甲斐　　茂	 （Ⅰ）
小内　朝子	 （Ⅰ）
岡田　　優	 （Ⅰ）
金子誠之助	 （Ⅱ）
西山　正春	 （Ⅱ）
林　　 一	 （Ⅱ）
森　　恭子	 （Ⅱ）
秦　　孝一	 （Ⅱ）
安藤　伸治	 （Ⅱ）
小川三之助	 （Ⅱ）
野口　　伸	 （Ⅱ）
堂　　健二	 （Ⅱ）
内藤　洪一	 （Ⅱ）
大林　和彦	 （Ⅱ）
川村　尚夫	 （Ⅱ）
正法地紀之	 （Ⅱ）
中島　將好	 （Ⅱ）
神山　正樹	 （Ⅱ）
三田村隆司	 （Ⅱ）
坂口　守夫	 （Ⅱ）
田口　裕一	 （Ⅱ）
金沢　健蔵	 （Ⅱ）
後藤　　誠	 （Ⅱ）
柴原　達明	 （Ⅱ）
吉澤　輝三	 （Ⅱ）
勢木宇太郎	 （Ⅱ）
高野　正道	 （Ⅱ）
黒田　満男	 （Ⅱ）
渡辺　泰男	 （Ⅱ）
三好　尚武	 （Ⅱ）
増田　裕保	 （Ⅱ）
大桃　利正	 （Ⅱ）

福田　俊夫	 （Ⅱ）
百合野耕治	 （Ⅱ）
上坂　省二	 （Ⅱ）
福地旗一郎	 （Ⅱ）
松崎　　徹	 （Ⅱ）
加藤　清彦	 （Ⅱ）
菊池　繁男	 （Ⅱ）
野沢　昌一	 （Ⅱ）
太田　泰男	 （Ⅱ）
菅野　良司	 （Ⅱ）
善養寺圭吾	 （Ⅱ）
小林　孝至	 （Ⅱ）
高橋　八朗	 （Ⅱ）
安部真一郎	 （Ⅱ）
大家　教正	 （Ⅱ）
西澤　正宏	 （Ⅱ）
越智　英明	 （Ⅱ）
加藤　宏一	 （Ⅱ）
布施　　肇	 （Ⅱ）
山﨑　眞詠	 （Ⅱ）
濱上　興一	 （Ⅱ）
馬場　祐輔	 （Ⅱ）
前原　信達	 （Ⅱ）
室殿　一哉	 （Ⅱ）
安田征一郎	 （Ⅱ）
中江川亜紀	 （Ⅱ）
杉山　勝征	 （Ⅱ）
張替　勝雄	 （Ⅱ）
幡　　好明	 （Ⅱ）
吉崎　春雄	 （Ⅱ）
小泉　和男	 （Ⅲ）
平井　英男	 （Ⅲ）
渡部　富治	 （Ⅲ）
川田　勝巳	 （Ⅲ）
金山　　進	 （Ⅲ）
滝沢　　暁	 （Ⅲ）
河田　　進	 （Ⅲ）
湯本　　良	 （Ⅲ）
粟屋　育造	 （Ⅲ）
石川　義雄	 （Ⅲ）
川井　秀夫	 （Ⅲ）
伊集院　忠	 （Ⅲ）
小川　惠也	 （Ⅲ）
武富　義次	 （Ⅲ）
石井千世紀	 （Ⅲ）
岩井　隆夫	 （Ⅲ）
下村　　孝	 （Ⅲ）
武之内教男	 （Ⅲ）
大沢　碩之	 （Ⅲ）
楠川　則正	 （Ⅲ）
倉林　克行	 （Ⅲ）
小久保重暢	 （Ⅲ）
豊嶋　　洋	 （Ⅲ）
関　知耻忠	 （Ⅲ）
大上　　登	 （Ⅲ）
蝿庭　正信	 （Ⅲ）
吉沼　幹夫	 （Ⅲ）
覚張　文夫	 （Ⅲ）
中村　良太	 （Ⅲ）
根本　一郎	 （Ⅲ）
林　　 男	 （Ⅲ）
山崎　秀夫	 （Ⅲ）
英　　聖一	 （Ⅲ）
川尻　順一	 （Ⅲ）
長浜　孝夫	 （Ⅲ）
桑原　健郎	 （Ⅲ）
山崎　主雄	 （Ⅲ）
河野　尚司	 （Ⅲ）
緒方　一裕	 （Ⅲ）
小林　貞彦	 （Ⅲ）
田谷　耕一	 （Ⅲ）
三代川滋則	 （Ⅲ）
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照井　　隆	 （Ⅲ）
出口　伸幸	 （Ⅲ）
萩原　幹朗	 （Ⅲ）
斎藤　英司	 （Ⅲ）
山下　嘉久	 （Ⅲ）
麻生　　正	 （Ⅲ）
山澤　智仁	 （Ⅲ）
菊池　健二	 （Ⅲ）
永田　　朗	 （Ⅲ）
内田　　彰	 （Ⅲ）
桑田　　毅	 （Ⅲ）
塩原　正美	 （Ⅲ）
田村　重雄	 （Ⅳ）
早川順次郎	 （Ⅳ）
長田　正造	 （Ⅳ）
中台　照幸	 （Ⅳ）
天野　譯溥	 （Ⅳ）
高山　建三	 （Ⅳ）
井本　一彦	 （Ⅳ）
川田　有造	 （Ⅳ）
石原　　亮	 （Ⅳ）
金沢　一良	 （Ⅳ）
前田　稔展	 （Ⅳ）
後藤　良男	 （Ⅳ）
根崎　一信	 （Ⅳ）
蔭山　之雄	 （Ⅳ）
大塚　正善	 （Ⅳ）
片岡敬一郎	 （Ⅳ）
宮崎　茂雄	 （Ⅳ）
吉田　生雄	 （Ⅳ）
和久津啓治	 （Ⅳ）
立花　研司	 （Ⅳ）
仁田　　昇	 （Ⅳ）
佐々木一人	 （Ⅳ）
今田　伸司	 （Ⅳ）
佐藤　光一	 （Ⅳ）
杉本　和英	 （Ⅳ）
相馬　　毅	 （Ⅳ）
莇　　伸一	 （Ⅳ）
杉下　雄一	 （Ⅳ）
稲田　　敦	 （Ⅳ）
鈴木　孝志	 （Ⅳ）
小原　健司	 （Ⅳ）
加藤　洋一	 （Ⅳ）
丹野　雅行	 （Ⅳ）
草野　祐一	 （Ⅳ）
堀　健次郎	 （Ⅳ）
菊地　大介	 （Ⅳ）
斉藤　　塡	 （Ⅴ）
白井　　栄	 （Ⅴ）
橘　　宗昭	 （Ⅴ）
伊倉賢一郎	 （Ⅴ）
千葉　友介	 （Ⅴ）
小泉　雅治	 （Ⅴ）
松尾　弘任	 （Ⅴ）
辰野　　仁	 （Ⅴ）
大口　　晋	 （Ⅴ）
上條　堅次	 （Ⅴ）
奥山　敏樹	 （Ⅴ）
座間　義之	 （Ⅴ）
田辺　敏夫	 （Ⅴ）
物井　惠一	 （Ⅴ）
渡辺　好之	 （Ⅴ）
小高　幸治	 （Ⅴ）
浅見　栄二	 （Ⅴ）
反保　一雄	 （Ⅴ）
本木　賢司	 （Ⅴ）
勝田信一郎	 （Ⅴ）
高野　　力	 （Ⅴ）
安藤　　豊	 （Ⅴ）
府中　裕一	 （Ⅴ）
加藤　文雄	 （Ⅴ）
斎藤　晴夫	 （Ⅴ）
坪井　哲夫	 （Ⅴ）
西村　　淳	 （Ⅴ）
野崎　隆生	 （Ⅴ）
杉森　由章	 （Ⅴ）

山本　晋介	 （Ⅴ）
川嶋　静雄	 （Ⅴ）
鈴木　康浩	 （Ⅴ）
川口　佳史	 （Ⅴ）
梁田　賢悦	 （Ⅴ）
竹中　史夫	 （Ⅴ）
宮本　勝仁	 （Ⅴ）
齋田　正之	 （Ⅴ）
清水　博之	 （Ⅴ）
鈴木　　淳	 （Ⅴ）
川窪　紀彦	 （Ⅴ）
三浦　恵美	 （Ⅴ）
河辻　輝之	 （Ⅴ）
吉田　　博	 （Ⅴ）
武田　吉一	 （Ⅴ）
腰山　伊彦	 （Ⅴ）
久保　走一	 （Ⅵ）
勝田　禎治	 （Ⅵ）
高橋　恭介	 （Ⅵ）
斉藤　光範	 （Ⅵ）
鴨井　正文	 （Ⅵ）
貴船　和司	 （Ⅵ）
宮田　弘幸	 （Ⅵ）
大森　武志	 （Ⅵ）
大森　雅久	 （Ⅵ）
中村　勝利	 （Ⅵ）
鈴木　章方	 （Ⅵ）
今城　力夫	 （Ⅵ）
小林　俊弼	 （Ⅵ）
半田　隆治	 （Ⅵ）
渋谷　岳人	 （Ⅵ/Ⅶ）
江川　好古	 （Ⅶ）
浜口　正俊	 （Ⅶ）
髙宮　敬二	 （Ⅶ）
沼野　博文	 （Ⅶ）
横澤　佑治	 （Ⅶ）
小出　敏明	 （Ⅶ）
中村　正樹	 （Ⅶ）
多田　尚弘	 （Ⅶ）
平山　　巌	 （Ⅶ）
片山　亮吾	 （Ⅶ）
三村　　到	 （Ⅶ）
磯貝　三郎	 （Ⅶ）
鈴木　孝雄	 （Ⅶ）
山田　秀夫	 （Ⅶ）
定田　　明	 （Ⅶ）
高橋　　愛	 （Ⅷ）
大塚　　武	 （Ⅷ）
生江　弘志	 （Ⅸ）
安藤　賢孝	 （Ⅹ）
岡野　直美	 （Ⅹ）
清水いそ江	 （Ⅹ）
倉渕　瑶子	 （メ）
浦部　裕亮	 （院全）
蛭間　崇元	 （院全）
小高　文博	 （院全）
大澤　佑介	 （院全）
和田　賢二	 （院全）
高橋　理記	 （院全）
森　　雅成	 （院全）
茨城　　萌	 （共生）
小林　　航	 （電機）
鈴木　康之	 （電機）
稲垣　友梨	 （電機）
加藤わかな	 （意建）
脇田　知明	 （ナノ）
牧野　孝宏	 （ナノ）
水澤　伸也	 （職員）
春田　　修	 （会友）

■　１口　■
大堀　治宣	 （Ⅰ）
川井　孝二	 （Ⅰ）
香西　一雄	 （Ⅰ）
境田　　潤	 （Ⅰ）
徳光　宏一	 （Ⅰ）
大井　義雄	 （Ⅰ）

渋谷　久紀	 （Ⅰ）
出村　慶次	 （Ⅰ）
山田　卓生	 （Ⅰ）
澤口　正武	 （Ⅰ）
高橋　和靖	 （Ⅰ）
広瀬由紀子	 （Ⅰ）
赤瀬　達三	 （Ⅰ）
高橋　　正	 （Ⅰ）
前川　　健	 （Ⅰ）
岩佐　直利	 （Ⅰ）
野村　俊人	 （Ⅰ）
山田　和則	 （Ⅰ）
小岩　徳巳	 （Ⅰ）
桜井　秀紀	 （Ⅰ）
小竹　　修	 （Ⅰ）
赤羽　元英	 （Ⅰ）
栗原志緒里	 （Ⅰ）
小城　浩之	 （Ⅰ）
岡本　浩志	 （Ⅰ）
大森　正樹	 （Ⅰ）
喜屋武慶太郎	 （Ⅰ）
内田　　大	 （Ⅰ）
村上　誠人	 （Ⅰ）
中野　正孝	 （Ⅰ）
立部　紀夫	 （Ⅰ）
澤田　　均	 （Ⅰ）
川添　集朗	 （Ⅰ）
垂水　茂喜	 （Ⅰ）
安逹　知明	 （Ⅰ）
安井　　敏	 （Ⅰ）
米村　　勉	 （Ⅰ）
小関理恵子	 （Ⅰ）
田村　洋三	 （Ⅰ）
藤江　　彰	 （Ⅰ）
戸谷　一雄	 （Ⅰ）
小嶋　良一	 （Ⅰ）
木村　　宏	 （Ⅰ）
山﨑　堯右	 （Ⅰ）
伊藤　文隆	 （Ⅰ）
福本　卓治	 （Ⅱ）
山際　延夫	 （Ⅱ）
三瓶　和夫	 （Ⅱ）
和田　文吾	 （Ⅱ）
安生　　満	 （Ⅱ）
大石　治夫	 （Ⅱ）
松本　　明	 （Ⅱ）
赤塚　　巌	 （Ⅱ）
井上　謙吉	 （Ⅱ）
寺沢　秀夫	 （Ⅱ）
吉原　貞一	 （Ⅱ）
浅野　盛治	 （Ⅱ）
鈴木　忠道	 （Ⅱ）
岩崎　哲朗	 （Ⅱ）
大美賀久夫	 （Ⅱ）
大山　　弘	 （Ⅱ）
川口　　登	 （Ⅱ）
富永　慶宇	 （Ⅱ）
矢作　　茂	 （Ⅱ）
清水　邦夫	 （Ⅱ）
長田　勝彦	 （Ⅱ）
川田　暢子	 （Ⅱ）
野口　哲夫	 （Ⅱ）
丹羽　正徳	 （Ⅱ）
木山　吉史	 （Ⅱ）
清水　　猛	 （Ⅱ）
林　　靖男	 （Ⅱ）
榑林　和夫	 （Ⅱ）
臼井　憲二	 （Ⅱ）
清水　四郎	 （Ⅱ）
長野　立子	 （Ⅱ）
三川　光司	 （Ⅱ）
加藤由紀子	 （Ⅱ）
塚越　　潤	 （Ⅱ）
池上　龍治	 （Ⅱ）
村中　恭一	 （Ⅱ）
守屋　隆久	 （Ⅱ）
大槻　隆治	 （Ⅱ）

平山　武次	 （Ⅱ）
森本　健二	 （Ⅱ）
東　　正一	 （Ⅱ）
山添　和彦	 （Ⅱ）
浦島　　茂	 （Ⅱ）
神楽　一弘	 （Ⅱ）
真柴　正徳	 （Ⅱ）
作間　　健	 （Ⅱ）
木谷　勤治	 （Ⅱ）
中山　友弘	 （Ⅱ）
田中　明夫	 （Ⅱ）
太田　明良	 （Ⅱ）
石月　謙一	 （Ⅱ）
藤原由貴子	 （Ⅱ）
小市　浩伸	 （Ⅱ）
賀井伸一郎	 （Ⅱ）
岩瀨　真理	 （Ⅱ）
今枝　宏之	 （Ⅱ）
梅津　章子	 （Ⅱ）
若林　晶子	 （Ⅱ）
瀬戸　　守	 （Ⅱ）
田中　絹子	 （Ⅱ）
田中　健太	 （Ⅱ）
吉田　英雄	 （Ⅱ）
室　　英治	 （Ⅱ）
橋本　康夫	 （Ⅱ）
石橋　　実	 （Ⅱ）
笹谷　輝雄	 （Ⅱ）
五代　正哉	 （Ⅱ）
竹田　知平	 （Ⅱ）
室伏　　毅	 （Ⅱ）
池田　憲一	 （Ⅱ）
太田　達見	 （Ⅱ）
長瀬　　悟	 （Ⅱ）
宮本　圭一	 （Ⅱ）
引地　健彦	 （Ⅱ）
土居　和雅	 （Ⅱ）
瀬川二三男	 （Ⅱ）
渡辺　光雄	 （Ⅱ）
斎藤　敏夫	 （Ⅱ）
佐藤　初美	 （Ⅱ）
手島　雅生	 （Ⅱ）
桐谷　治孝	 （Ⅱ）
藤本　　匡	 （Ⅱ）
森　　敏章	 （Ⅱ）
山下　雅央	 （Ⅲ）
高尾　新生	 （Ⅲ）
森田　　実	 （Ⅲ）
鷹取　　脩	 （Ⅲ）
青木　一雄	 （Ⅲ）
小泉　清一	 （Ⅲ）
長谷川繁治	 （Ⅲ）
小林　恒和	 （Ⅲ）
山崎　良夫	 （Ⅲ）
林　　和夫	 （Ⅲ）
細井　信生	 （Ⅲ）
山下　　曻	 （Ⅲ）
伊藤　威信	 （Ⅲ）
高橋　　茂	 （Ⅲ）
戸澤　孝壽	 （Ⅲ）
山口　智之	 （Ⅲ）
吉井　　純	 （Ⅲ）
杉浦　　裕	 （Ⅲ）
高橋　貞治	 （Ⅲ）
日野　俊昭	 （Ⅲ）
松井　雅男	 （Ⅲ）
市野　正雄	 （Ⅲ）
大津　　亘	 （Ⅲ）
相馬　一朗	 （Ⅲ）
中野　一郎	 （Ⅲ）
小出　富夫	 （Ⅲ）
志賀　元弘	 （Ⅲ）
高橋　周助	 （Ⅲ）
谷本　信雄	 （Ⅲ）
山崎　克英	 （Ⅲ）
白鳥　邦治	 （Ⅲ）
林　　侑孝	 （Ⅲ）

石橋　範宣	 （Ⅲ）
三上　正樹	 （Ⅲ）
伊藤　健一	 （Ⅲ）
柴崎　喜重	 （Ⅲ）
武野　忠男	 （Ⅲ）
融　　成三	 （Ⅲ）
徳屋　友彦	 （Ⅲ）
橋本　茂男	 （Ⅲ）
松本　嘉己	 （Ⅲ）
渡辺　紀之	 （Ⅲ）
滝下　寿一	 （Ⅲ）
米田　　喬	 （Ⅲ）
猪野　三夫	 （Ⅲ）
小口　博義	 （Ⅲ）
大谷　忠輝	 （Ⅲ）
桑名　一隆	 （Ⅲ）
小林　亮一	 （Ⅲ）
鈴木　則道	 （Ⅲ）
田川　正洋	 （Ⅲ）
本忠　瑞穂	 （Ⅲ）
深山　健也	 （Ⅲ）
池田克登志	 （Ⅲ）
遠藤　誠久	 （Ⅲ）
上田　俊弘	 （Ⅲ）
市川　浩伸	 （Ⅲ）
岩佐　弘志	 （Ⅲ）
岩本　光則	 （Ⅲ）
広瀬　次郎	 （Ⅲ）
三宅　伸治	 （Ⅲ）
山本　直樹	 （Ⅲ）
中村　　仁	 （Ⅲ）
福田　　完	 （Ⅲ）
石橋　康正	 （Ⅲ）
菊池　敏雄	 （Ⅲ）
嶋田　英之	 （Ⅲ）
岡本　保孝	 （Ⅲ）
根岸　 介	 （Ⅲ）
園部　一之	 （Ⅲ）
石井　秀俊	 （Ⅲ）
鈴木　幹人	 （Ⅲ）
平井　秀明	 （Ⅲ）
三浦　　博	 （Ⅲ）
宮原　修身	 （Ⅲ）
清原康一郎	 （Ⅲ）
日向　武夫	 （Ⅲ）
野老　秀光	 （Ⅲ）
石井ひでみ	 （Ⅲ）
伊東　芳則	 （Ⅲ）
小池　憲浩	 （Ⅲ）
斎藤　　徹	 （Ⅲ）
吉野　耕司	 （Ⅲ）
白石　匡孝	 （Ⅲ）
津下　豊彦	 （Ⅲ）
脇田　康之	 （Ⅲ）
板倉　祐夫	 （Ⅲ）
川添健一郎	 （Ⅲ）
矢田　雄二	 （Ⅲ）
相沢　芳彦	 （Ⅲ）
太田　匡則	 （Ⅲ）
近藤　信雄	 （Ⅲ）
佐藤　雄三	 （Ⅲ）
吉岡　　洋	 （Ⅲ）
平原　一豊	 （Ⅲ）
山田　陽二	 （Ⅲ）
杉山　周作	 （Ⅲ）
鈴木　　誠	 （Ⅲ）
井上　浩一	 （Ⅲ）
渡辺　清和	 （Ⅲ）
川口　　晃	 （Ⅲ）
梅津　　浩	 （Ⅲ）
小川　元一	 （Ⅲ）
松崎　幹康	 （Ⅲ）
平出　礼一	 （Ⅲ）
渡辺　信彦	 （Ⅲ）
瀬川　　繁	 （Ⅳ）
本橋　昭二	 （Ⅳ）
羽生田健二	 （Ⅳ）
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小林　一博	 （Ⅳ）
中司　浩生	 （Ⅳ）
西塚　晶彦	 （Ⅳ）
山上　　晃	 （Ⅳ）
茂木　節雄	 （Ⅳ）
及川　勝一	 （Ⅳ）
小笠原弘適	 （Ⅳ）
倉上　一郎	 （Ⅳ）
村木　哲三	 （Ⅳ）
田村　　均	 （Ⅳ）
丸山　敏夫	 （Ⅳ）
高山　博行	 （Ⅳ）
荒井　秀雄	 （Ⅳ）
沓掛　正一	 （Ⅳ）
小西　　寛	 （Ⅳ）
柴　　忠敏	 （Ⅳ）
三國　宏一	 （Ⅳ）
三宅　正高	 （Ⅳ）
米須　清英	 （Ⅳ）
岸田　　勇	 （Ⅳ）
田辺　喜彦	 （Ⅳ）
田村　一男	 （Ⅳ）
津田　健士	 （Ⅳ）
見月　真人	 （Ⅳ）
宮田　正彦	 （Ⅳ）
柳井　　滋	 （Ⅳ）
菊池　克彦	 （Ⅳ）
花香郁太郎	 （Ⅳ）
岸　　　勇	 （Ⅳ）
佐藤　次市	 （Ⅳ）
大津　　博	 （Ⅳ）
塚本　允孜	 （Ⅳ）
河野　英一	 （Ⅳ）
佐々木　司	 （Ⅳ）
鳥海　宣和	 （Ⅳ）
槙　　一光	 （Ⅳ）
福田　康夫	 （Ⅳ）
藤井　　盛	 （Ⅳ）
加藤　精彦	 （Ⅳ）
上原　明雄	 （Ⅳ）
黒田　綱紀	 （Ⅳ）
武内　　寿	 （Ⅳ）
三木　克巳	 （Ⅳ）
岩田　春久	 （Ⅳ）
池田　健二	 （Ⅳ）
土橋　昌郎	 （Ⅳ）
成毛　康雄	 （Ⅳ）
茂木　　稔	 （Ⅳ）
小久保　優	 （Ⅳ）
鴫原　勝久	 （Ⅳ）
橋本　　聡	 （Ⅳ）
二宮　　功	 （Ⅳ）
藤崎　浩孝	 （Ⅳ）
保科　雅裕	 （Ⅳ）
大久保盛也	 （Ⅳ）
古川　秀樹	 （Ⅳ）
坂原　義夫	 （Ⅳ）
長谷川和也	 （Ⅳ）
梶山　孝治	 （Ⅳ）
渡部　利安	 （Ⅳ）
相馬　敦郎	 （Ⅳ）
青木　基郎	 （Ⅳ）
千葉　一雄	 （Ⅳ）
渡辺　雄一	 （Ⅳ）
安部　英樹	 （Ⅳ）
高村　　智	 （Ⅳ）
浮谷　典孝	 （Ⅳ）
大丸　　誠	 （Ⅳ）
山本　吾郎	 （Ⅳ）
階上　　保	 （Ⅳ）
鈴木　千春	 （Ⅳ）
高橋　　勉	 （Ⅳ）
大滝　長孝	 （Ⅳ）
木村　千秋	 （Ⅳ）
玉虫　彰弘	 （Ⅳ）
鈴木　郁夫	 （Ⅳ）
浅野　元晴	 （Ⅳ）

岡本　勇三	 （Ⅳ）
中村　太一	 （Ⅳ）
上野　文男	 （Ⅳ）
武田　広也	 （Ⅳ）
伊藤　　克	 （Ⅳ）
高須　伸夫	 （Ⅳ）
片岡　良彦	 （Ⅳ）
三浦眞由美	 （Ⅳ）
上野　　豊	 （Ⅳ）
石渡　隆男	 （Ⅳ）
芳賀　光雄	 （Ⅳ）
高橋　幸男	 （Ⅳ）
金子　啓三	 （Ⅳ）
宇梶　次男	 （Ⅴ）
小池　常晴	 （Ⅴ）
杉山　　武	 （Ⅴ）
三枝　赳夫	 （Ⅴ）
栗林　敏郎	 （Ⅴ）
村田　正行	 （Ⅴ）
石塚　　洋	 （Ⅴ）
田中　　満	 （Ⅴ）
石川　治男	 （Ⅴ）
鈴木　直幸	 （Ⅴ）
武内　芳夫	 （Ⅴ）
松丸　博昭	 （Ⅴ）
森元　忠夫	 （Ⅴ）
山田　信彦	 （Ⅴ）
前田　　満	 （Ⅴ）
野上　哲雄	 （Ⅴ）
細井　映司	 （Ⅴ）
守　　敏男	 （Ⅴ）
熊野　清彦	 （Ⅴ）
浜野　　忠	 （Ⅴ）
多喜田一郎	 （Ⅴ）
西山　　充	 （Ⅴ）
有田　　潔	 （Ⅴ）
小山　正泰	 （Ⅴ）
小林　敬古	 （Ⅴ）
谷口　　徹	 （Ⅴ）
麻生　一夫	 （Ⅴ）
戸田　雅也	 （Ⅴ）
佐久間隆司	 （Ⅴ）
猿渡　　豊	 （Ⅴ）
中野　睦子	 （Ⅴ）
大原　美絵	 （Ⅴ）
島村　武臣	 （Ⅴ）
三田菜穂子	 （Ⅴ）
増田　啓司	 （Ⅴ）
滝澤　文彦	 （Ⅴ）
北谷　純治	 （Ⅴ）
武多　信幸	 （Ⅴ）
岩瀬　章代	 （Ⅴ）
榮田　　博	 （Ⅴ）
須藤　那昌	 （Ⅴ）
近藤　清彦	 （Ⅴ）
星　　善浩	 （Ⅴ）
濱野　弘行	 （Ⅴ）
石井　尚文	 （Ⅴ）
森　　　宏	 （Ⅴ）
須貝　友彦	 （Ⅴ）
佐々木健一	 （Ⅴ）
竹田　和俊	 （Ⅴ）
安達　龍二	 （Ⅴ）
高坂　信夫	 （Ⅴ）
斉藤　清高	 （Ⅴ）
村田　　潔	 （Ⅴ）
石川　健次	 （Ⅴ）
浦和茂登男	 （Ⅴ）
石塚　　聡	 （Ⅴ）
河野　誠式	 （Ⅴ）
相沢　輝樹	 （Ⅴ）
伊藤　滋之	 （Ⅴ）
藤本　克宏	 （Ⅴ）
中澤　大地	 （Ⅴ）
熊田　浩明	 （Ⅴ）
澤野　　守	 （Ⅴ）
境　　祐司	 （Ⅴ）

飯島　　剛	 （Ⅴ）
善場　研也	 （Ⅴ）
高澤　　祐	 （Ⅴ）
池原　郁夫	 （Ⅴ）
和田　行雄	 （Ⅴ）
結城　命夫	 （Ⅴ）
織間　　勇	 （Ⅵ）
鈴木　利男	 （Ⅵ）
二木　泰子	 （Ⅵ）
小松　康世	 （Ⅵ）
山本　之彦	 （Ⅵ）
武田市太郎	 （Ⅵ）
設樂　　清	 （Ⅵ）
安藤　邦郎	 （Ⅵ）
関根　二郎	 （Ⅵ）
山田　義彦	 （Ⅵ）
今井　幹雄	 （Ⅵ）
河野　　功	 （Ⅵ）
三村　一俊	 （Ⅵ）
豊田　芳州	 （Ⅵ）
原　　忠義	 （Ⅵ）
地引　　勝	 （Ⅵ）
手塚　辰保	 （Ⅵ）
平野　長愛	 （Ⅵ）
村越　位光	 （Ⅵ）
廻谷　勝三	 （Ⅵ）
湯浅　良男	 （Ⅵ）
丸山　良克	 （Ⅵ）
諸岡　征之	 （Ⅵ）
山田　信之	 （Ⅵ）
佐野　和雄	 （Ⅵ）
冨山　昌史	 （Ⅵ）
斉藤　延夫	 （Ⅵ）
石田　浩男	 （Ⅵ）
白鳥真太郎	 （Ⅵ）
片岡　光昭	 （Ⅵ）
安藤　啓子	 （Ⅵ）
寺沢　賢一	 （Ⅵ）
山本　　明	 （Ⅵ）
足立　純一	 （Ⅵ）
前嶋　邦男	 （Ⅵ）
小田　　透	 （Ⅵ）
小出　哲司	 （Ⅵ）
斉藤　　彰	 （Ⅵ）
福田　　信	 （Ⅵ）
渡辺　幸保	 （Ⅵ）
浅井　禎和	 （Ⅵ）
緒方　俊文	 （Ⅵ）
厚見　　透	 （Ⅵ）
田村　知久	 （Ⅵ）
春田　昌宏	 （Ⅵ）
山高　修一	 （Ⅵ）
次田　　誠	 （Ⅵ）
末光　尚志	 （Ⅵ）
徳江　雅宏	 （Ⅵ）
小林　克彦	 （Ⅵ）
市來　逸彦	 （Ⅵ）
久野　　治	 （Ⅵ）
菅原　大作	 （Ⅵ）
高橋　英昭	 （Ⅵ）
石田　研三	 （Ⅵ）
遠田　　満	 （Ⅵ）
杉本彩二郎	 （Ⅵ）
菊島　俊吉	 （Ⅵ）
大橋　康男	 （Ⅵ）
中村　甚継	 （Ⅵ）
山本　　衛	 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人	 （Ⅵ/Ⅶ）
吉川　和寿	 （Ⅵ/Ⅶ）
青木　　功	 （Ⅵ/Ⅶ）
菅原　勝彦	 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格	 （Ⅵ/Ⅶ）
林　士磨夫	 （Ⅶ）
川又　健一	 （Ⅶ）
竹原　　悟	 （Ⅶ）
國分　守信	 （Ⅶ）
小川　　勝	 （Ⅶ）

木下　堯博	 （Ⅶ）
横山　　弘	 （Ⅶ）
蛯原富司也	 （Ⅶ）
木城　茂雄	 （Ⅶ）
清時　竹彦	 （Ⅶ）
平本　泰章	 （Ⅶ）
森　　貞介	 （Ⅶ）
山内　　進	 （Ⅶ）
小山　恵裕	 （Ⅶ）
西　　邦夫	 （Ⅶ）
黒川　　静	 （Ⅶ）
樋口　宗治	 （Ⅶ）
戸田　文夫	 （Ⅶ）
柏原　克昭	 （Ⅶ）
加瀬　元 	 （Ⅶ）
野中　通敬	 （Ⅶ）
山田　敏雄	 （Ⅶ）
龝谷　久人	 （Ⅶ）
河野　幸司	 （Ⅶ）
玉井　正義	 （Ⅶ）
中島　昭博	 （Ⅶ）
渡部　　茂	 （Ⅶ）
岩本日出生	 （Ⅶ）
佐々木　孝	 （Ⅶ）
原口　米夫	 （Ⅶ）
手塚　景二	 （Ⅶ）
林　三千男	 （Ⅶ）
山口　収一	 （Ⅶ）
原　　好知	 （Ⅶ）
下川原厚男	 （Ⅶ）
新宮領　慧	 （Ⅶ）
緑川　文男	 （Ⅶ）
植竹　優一	 （Ⅶ）
村上　博高	 （Ⅶ）
川島　　誠	 （Ⅶ）
岡松　暁夫	 （Ⅶ）
仙波　季長	 （Ⅶ）
鈴木　　敦	 （Ⅶ）
今場　正好	 （Ⅶ）
丸山美恵子	 （Ⅶ）
岩田　耕平	 （Ⅶ）
喜多村　淳	 （Ⅶ）
水戸　良太	 （Ⅶ）
松井　孝雄	 （Ⅶ）
北村　孝司	 （Ⅶ）
田林　　勲	 （Ⅶ）
松本　哲雄	 （Ⅶ）
大塚　武史	 （Ⅶ）
九門　　明	 （Ⅶ）
貫井　義昭	 （Ⅶ）
野本　　林	 （Ⅶ）
礒　　芳也	 （Ⅶ）
岩井　龍三	 （Ⅶ）
三浦　叙之	 （Ⅶ）
天野　高男	 （Ⅶ）
海老沢正男	 （Ⅶ）
岩見　昌光	 （Ⅶ）
深谷　　守	 （Ⅶ）
谷野　信吾	 （Ⅷ）
池谷　友仁	 （Ⅷ）
倉持　匠弘	 （Ⅷ）
佐々木　宏	 （Ⅷ）
西岡　潤二	 （Ⅸ）
福永　博哉	 （Ⅸ）
柳　　昭男	 （Ⅸ）
野本　耕一	 （Ⅹ）
白石　雅士	 （Ⅹ）
原　　安雄	 （Ⅹ）
山本　正美	 （Ⅹ）
大木　　登	 （Ⅹ）
鈴木　純子	 （Ⅹ）
古月　美惠	 （Ⅹ）
秋元　文江	 （Ⅹ）
長谷川雄祐	 （Ⅹ）
吉井　昭宏	 （Ⅹ）
田中　和広	 （Ⅹ）
岩井　玲子	 （Ⅹ）

塚越愛樹彦	 （Ⅹ）
弓田　　博	 （Ⅹ）
海田　悠作	 （Ⅹ）
山口　英明	 （Ⅹ）
山田　芳則	 （Ⅹ）
片野　正彦	 （Ⅹ）
渡辺　貴俊	 （Ⅹ）
三角　芳恵	 （Ⅹ）
吉田　侑基	 （メ）
林　　優希	 （メ）
嶋田　侑斗	 （メ）
松﨑志津子	 （院全）
岩倉　大輔	 （院全）
五十嵐寛真	 （院全）
吉井　孝子	 （院全）
丸門　　祥	 （院全）
岡本　一真	 （院全）
細田　和馬	 （院全）
橋詰　貴裕	 （院全）
藤井　隆将	 （院全）
郷田　理羽	 （院全）
白木　直樹	 （院全）
柳沢　杏子	 （院全）
加藤　　賢	 （共生）
木村　友紀	 （共生）
佐藤　公裕	 （共生）
野崎　彩花	 （共生）
山崎　優貴	 （共生）
鉤流　耕平	 （共生）
湯本　達弥	 （共生）
千葉　大奬	 （共生）
齋藤亜矢子	 （物工）
松田　高博	 （物工）
大野　裕介	 （物工）
藤川　　徹	 （物工）
穐本　晋介	 （物工）
佃　えり子	 （物工）
吉田　　淳	 （情報）
小笠原　悟	 （情報）
龍澤　友里	 （情報）
栗田　幸樹	 （情報）
田中　勝己	 （情報）
堀尾　享司	 （情報）
志村　祥隆	 （画像）
入江　洋平	 （電機）
内田　　亮	 （電機）
松村　浩志	 （電機）
峯岸　寛典	 （電機）
山本　教介	 （電機）
氏原　芳朗	 （電機）
小川　尚記	 （電機）
春名　恭平	 （電機）
山崎　健太	 （電機）
國谷　和気	 （電機）
平井はるな	 （電機）
川口　晃平	 （電機）
松田　幸子	 （意建）
大塚　麻美	 （意建）
照井　丈大	 （意建）
德田　周太	 （意建）
千葉　真也	 （意建）
榊　　遼平	 （意建）
石川　天乃	 （意建）
大西　　開	 （意建）
音丸　　 	 （職員）
犬丸　矩夫	 （職員）
高田　　潤	 （職員）
五十嵐一男	 （職員）
佐藤　浩太	 （職員）
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　平成29年４月より千葉大学工学部は改組により、建築学科、都市環境システム学科、デザイン学科、

機械工学科、メディカルシステム工学科、電気電子工学科、ナノサイエンス学科、共生応用化学科、

画像科学科、情報画像学科の10学科から、総合工学科の単一学科となりました。総合工学科内は、建

築学、都市環境システム、デザイン、機械工学、医工学、電気電子工学、物質科学、共生応用化学、

情報工学の９コースから構成されています。これまでの歴史的背景を考慮して工学同窓会は第Ｉ～XII

部会で構成されており、同窓会報本号では下記の通り対応をしております。

工学部改組とこれに伴う同窓会部会の対応について

総合工学科
デザインコース
（第Ⅰ部会）

建築学コース
（第Ⅱ部会）

機械工学コース
（第Ⅲ部会）

電気電子工学コース
（第Ⅳ部会）

共生応用化学コース
（第Ⅴ,Ⅸ部会）

情報工学コース
（第Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ部会）

都市環境システムコース
（第Ⅹ部会）

医工学コース
（第Ⅺ部会）

物質科学コース
（第Ⅻ部会）

デザイン学科
（第Ⅰ部会）

建築学科
（第Ⅱ部会）

機械工学科
（第Ⅲ部会）

電気電子工学科
（第Ⅳ部会）

共生応用化学科
（第Ⅴ,Ⅸ部会）

画像科学科
（第Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ部会）

情報画像学科
（第Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ部会）

都市環境システム学科
（第Ⅹ部会）

メディカルシステム工学科
（第Ⅺ部会）

ナノサイエンス学科
（第Ⅻ部会）

デザイン工学科
（第Ⅰ,Ⅱ部会）

電子機械工学科
（第Ⅲ,Ⅳ部会）

共生応用化学科
（第Ⅴ,Ⅸ部会）

情報画像工学科
（第Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ部会）

都市環境システム学科
（第Ⅹ部会）

メディカルシステム工学科
（第Ⅺ部会）

デザイン工学科
（第Ⅰ,Ⅱ部会）

電子機械工学科
（第Ⅲ,Ⅳ部会）

物質工学科
（第Ⅴ,Ⅸ部会）

情報画像工学科
（第Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ部会）

都市環境システム学科
（第Ⅹ部会）

新コース名称 対応部会 対応する旧学科

建築学コース 第Ⅱ部会 木材・建築・デザイン工学科建築系

都市環境システムコース 第Ⅹ部会 都市環境システム

デザインコース 第Ⅰ部会 図案・彫刻・造形・意匠・デザイン工学科意匠系

機械工学コース 第Ⅲ部会 金属・精機・機械・機械第二・電子機械工学科機械系

医工学コース 第Ⅺ部会 メディカルシステム

電気電子工学コース 第Ⅳ部会 電気・電子・電気電子・電子機械工学科電気電子系

物質科学コース 第Ⅻ部会 ナノサイエンス

情報工学コース
第Ⅵ,Ⅶ部会 写真・印刷・画像・画像応用・情報画像工学科画像系
第Ⅷ部会 情報・情報画像工学科情報系・情報画像学科

共生応用化学コース 第Ⅴ,Ⅸ部会 工業化学・合成化学・応用化学・機能材料工学・物質工学

学科改組に伴う各学科・コースと部会対応について（参考：平成10年度～現在）

平成10年４月 平成16年４月 平成20年４月 平成29年４月

工業意匠学科
（第Ⅰ部会）

建築学科
（第Ⅱ部会）

機械工学科
（第Ⅲ部会）

電気電子工学科
（第Ⅳ部会）

応用化学科
（第Ⅴ部会）

画像工学科
（第Ⅵ,Ⅶ部会）

情報工学科
（第Ⅷ部会）

機能材料工学科
（第Ⅸ部会）

参考
　千葉大学沿革図：http://www.chiba-u.ac.jp/general/outline/files/enkakuzu20151217.pdf
　千葉大学工学同窓会名簿2003,	2007
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総会・懇親会のご案内

記
　日　時　　平成30年６月９日（土曜日） 受　付  13：30より
 総　会  14：00〜14：40　　懇親会  15：00〜17：00
　会　場　　（受　付）けやき会館・１階ホール
　　　　　　（総　会）けやき会館・１階大ホール　（懇親会）けやき会館・３階レセプションホール
　会　費　　２，０００円（当日受付にて）
　出席のお申し込みは、同封はがきにて平成30年５月21日（月）までに事務局まで必着するようにお願いします。

会費納入とご寄付のお願い

事務局からのお知らせ ── おたより募集と住所等変更連絡のお願い
●会員の皆様からのおたよりを募集しています。
　　	同窓生の皆様のための会報とするため、編集委員会では、会員の皆様からのおたよりを随時募集しております。

同期会の報告や、皆様の近況、お仕事ぶりなどのお便りを、是非、事務局までお寄せ下さい。誌面の許す限り、
掲載させていただきたいと思います。

● 住所、勤務先、電話番号などが変わられた方はお手数ですが、同封のはがき、ホームページ上またはFAXで、同窓会
事務局までご一報下さい。

● 当同窓会では、会員名簿の管理、発行は㈱サラトに委託しております。最近、㈱サラト以外の業者からも、名簿刊
行の案内がありますが、これは当会とは一切関係ありませんので、ご注意下さい。

会報編集委員：大森達也（委員長）、下村義弘、島田侑子、藤原大悟、上川直文、柴 史之、劉ウェン、北 佳保里、田中有弥

●年会費納入のお願い
　　	平成５年度の総会で会則が改正され、平成６年度より、特別会員（同校、同学部現旧教官、ただし正会員を除く）

以外の正会員ならびに会友の皆様に、年会費1,000円を納入していただくことになっております。諸般の事情をご
理解下さり、会費をご納入下さいます様、何卒、お願い申し上げます。

年会費は  １，０００円です。
●ご寄付のお願い
　　	工学同窓会の運営が安定的に行えますよう、会費に併せまして、皆様からのご寄付をいただければ幸いです。ホーム

ページの充実、工学部資料室設置への協力など、毎年の運営費以外の事業費に充てられればと思います。
●年会費およびご寄付のご送金は
　　両方とも、同封いたしました郵便振替用紙にてお願いいたします。
　　なお毎年この振込用紙が同封されますが、すでに本年度分の年会費を前納されている方は必要ありません。

至 京成みどり台駅
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学内地図の詳細はwebsiteをご参照下さい。http://www.chiba-u.ac.jp/access/nishichiba/index.html

　平成30年度工学同窓会の総会および懇親会を下記の通り開催致します。皆様お誘い合わせの上、ご参加下さいます
ようご案内申し上げます。


