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　皆様、今年度、工学部同窓会長に就任させていただき
ました小柴満信でございます。1978年に工学部印刷工
学科を卒業し、その後、工学研究科に進み、1980年に
修士課程を終了いたしました。その後、指導教官の山岡
先生の「小柴君、これからは世界が相手ですよ。」とい
うお言葉に刺激を得て、ロータリー財団奨学金を、幸運
にもいただくことになり、米国Wisconsin州の州立大学
のMadison校のMaterials Science Program（大学院）に
留学をいたしました。その後、JSR株式会社（当時の日
本合成ゴム）に就職し、今年度の株主総会で代表取締役
社長を退任いたしました。何卒よろしくお願いいたしま
す。
　長年、米国に居を構え仕事をしていた関係で千葉大学
に伺うことがなかったのですが、今回の会長就任を機に
久しぶりに西千葉のキャンパスにお邪魔しましたが、昔
の面影は残っているのですが新しい建物が立ち並び、特
に新しい「けやき会館」には驚きました。
　この数年、経済同友会や社業を通じて経産省や内閣府
の仕事をお引き受けすることが多くなっております。ま
た、弊社は2017年に慶應義塾大学の信濃町にある医学
部および附属病院に共同研究棟と研究設備を寄贈し、本
格的なライフサイエンスの基礎研究に取り組み始めてお
ります。そんな関りから大学の先生方や関係者の方々と
接触する機会が多くなりましたが、つくづく感じるのは
日本の高等教育の重要性が以前にも増して重要になって
いることです。最近Geopolitics（地政学）に加えてGeo-
Technologyという言葉が聞かれるようになりましたが、
その理由はAI、ゲノム解析・編集、量子技術、そして宇
宙工学が大きな進 歩を遂げる2020年代には国 力 が
Technologyに大きく依存する時代になると考えられてい
るからです。そして国際的な勢力図、特にサイバー空間
の勢力図はTechnologyによって書き換えられるでしょう。
　日本のアカデミアには素晴らしい研究や技術成果があ
るにもかかわらず大学の先生をはじめとして研究者の
方々が研究費確保に追われ本来の研究活動に集中できな

い現状があります。そして、日本の企業があまり冒険を
しないため、折角のアカデミアの研究成果が社会実装さ
れないなど、現実の課題を目の当たりにするたびに今後
の日本の高等教育の支援体制やあり方に危惧を覚えま
す。工学部同窓会としてどこまでこういった課題に取り
組めるかわかりませんが少しでもお役に立てれば幸甚で
す。
　さて、本学部は2021年に創立100周年を迎えます。本
会報に皆様からの寄付を募る振込用紙が同封されていま
す。100周年記念事業としては記念誌の発行、記念碑等
の設置、講演会などが企画されています。是非とも100
周年記念活動へのご理解とご協力をお願いいたします。
　同窓会は従来通りフォーミュラプロジェクト、空間デ
ザインチームCUDA、ロボコンなどの支援とともに特定
テーマで外部講師や非常勤講師の方々への謝礼金への援
助など今まで通りの活動を続けて行きます。詳しくは工
学部同窓会のホームページをご覧ください。（http://
chiba-kougaku-dosokai.jp/?page_id=16）
　もう一つ皆様にお伝えしたいことがあります。千葉大
学は「グローバル人材育成 “ENGINE”」という20年度以
降に入学する学生全員に４年間の在学時に一定期間留学
を必須化するというプログラムを国立大学では初めての
プログラムを今年の1月に発表をしました。同プログラ
ムによって、⑴．学部・大学院生の全員留学を目指して
留学プログラムや留学支援体制を強化する、⑵．外国人
教員の増員等による「グローバル教育の充実」、⑶．ICT
を活用した多方向個別学習システムの整備など、「いつ
でもどこでも学べる環境整備」などを進めていくという
ことです。このプログラムは大変素晴らしく野心的な企
画であり、私自身も経験しましたが、20代前半で海外の
大学を経験するのは外国語のみならず多文化を身につけ
たグローバル人材の育成に大変役立つことだと思います。
　今後も千葉大学および工学部の発展と飛躍を祈念する
とともに、卒業生皆様の工学部同窓会への一層の支援を
改めてお願いして、挨拶とさせていただきます。

■経　歴 1978年３月 千葉大学工学部印刷工学科 卒業
 1980年３月 千葉大学大学院工学研究科修士課程 修了（印刷工学）
 1980年10月〜1981年６月　米国ウィスコンシン州 州立ウィスコンシン大学大学院材料科学科 在籍
 1981年10月 日本合成ゴム株式会社 （現 : JSR株式会社） 入社
 1990年８月 UCB-JSR ELECTRONICS, INC. （現 : JSR Micro, Inc.） 出向
 2002年６月 JSR株式会社 理事 電子材料事業部 電子材料第一部長
 2009年４月 JSR株式会社 代表取締役社長
 2019年６月 JSR株式会社 代表取締役会長

会 長 挨 拶
工学同窓会会長　　小 柴 満 信　　MITSUNOBU KOSHIBA

卒業年／昭和53年　千葉大学工学部印刷工学科卒業
　　　　昭和55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月の工学部と理工系の大学院の改組と同時
に工学部長に就任し、３年目を迎えました。この新しい体
制での教育・研究・組織運営の下で最初の学部の卒業生
を送り出す令和２年度までは、様々な実施上の課題を解決
しながら先に進む状況が続きます。また、これに加えて、
工学部を取り巻く大きな動きが進行しており、令和２年度
からは、ENGINE（ Enhanced Network for Global Innovative 
Education）という新しいグローバル人材育成戦略を全学的に
スタートさせることに加え、さらにその翌年の令和3年度か
らは東京都墨田区に新しいキャンパスを開設し、工学部の一
部の実践型教育の場として活用することとなっています。以
上を中心に工学部の近況と今後について簡単に紹介いたしま
す。
　平成29年度の改組については、これまでの同窓会報でも
紹介しておりますので、その後の状況を中心に簡単にご紹介
します。この改組では、工学部全体を総合工学科という定員
600名の１学科とし、その下に専門教育の実施単位としての
９コースを設置しました。従来の「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
能となりました。
　このように専門分野間の垣根を低くした教育上の狙いは、
自己の専門分野を俯瞰的に捉えることのできる視野の広い人
材の育成と、１年次における学修を通して２年次以降に学び
進む専門分野をより適切に選択できるようにすることです。
　改組から３年目の後半を迎え、多くの教職員の努力により
実績も積み上がってきましたが、今後に向けた課題も明らか
になってきています。１年次では、「工学とは何か」、工学の
専門分野全体の位置づけ、技術者倫理、コミュニケーショ
ン能力の重要性などの共通的な内容に関して、総合工学科
全体で一元的に「工学基礎セミナー」を開講しています。これ
は、総合工学科のすべての学生の学びの出発点を共通化し、
総合工学科の人材育成の理念を共有したいと考えてのこと
です。しかし、広範な担当教員間の連携や引き継ぎ、１クラ
ス200人余りの多人数の学生に対して授業が可能な場所の確
保、緊張感や勉学意欲の維持など、解決すべき課題が顕在
化しているため、次年度の実施に向けた改善計画を策定して
います。また、総合工学科の象徴的な科目として開講してい
る分野横断プロジェクト型の授業である「総合工学プロジェ
クト」では、受講者が思うように集まらない問題に直面して
おり、履修上の意義を学生に理解させるための取り組みを充

実する必要性を痛感しているところです。
　次に、全学レベルで令和２年度から実施に向けて準備を進
めている前述のENGINEプログラムについては、これまでに
新聞等でも報道されましたが、全学部全学生に対して在学中
の留学を必修化すること、コミュニケーションツールとして
の英語教育の強化、情報通信技術を活用したe-learningを中
心とした「スマート・ラーニング」を３つの柱としています。
千葉大学は、これまでも在学中の学生が留学する割合の高い
大学でしたが、これを全員に必修化することになりました。
工学部では、所属する学生数が多いことに加え、実験などの
キャンパスを離れての実施が難しい教育内容が多く、全員留
学をどのように実現していくかの課題がいくつかあり、その
解決に向けた具体策を検討しています。また、スマート・ラー
ニングは、留学中でも千葉大学のキャンパス内と同様の授業
を受けることのできる教育手段となるだけでなく、学生の主
体的な学修をサポートするための手段としての活用や、事前
の知識修得の手段として活用し大学内ではその知識を前提と
した討論型の授業を行うなどのいわゆる反転授業を実施する
ための手段としても期待しています。
　さらに、令和３年度にオープンを予定している東京都墨田
区のキャンパスは、墨田区の中小企業向けの施設として利用
されていた建物を改修して再利用するものです。西千葉キャ
ンパスにはない大きな空間や天井の高い空間があり、大規模
のプロジェクト型教育を展開することが可能です。このキャ
ンパスは千葉大学全体の新しいキャンパスですが、具体的
な活用イメージが明確にできる工学部が最初に利用すること
で計画が進行しており、中でもデザイン系や建築系における
プロジェクト型の教育・研究での活用を考えています。一方
で、西千葉キャンパスと空間的に離れていることによる不便
さをいかに解消するかは重要な課題と考えており、シームレ
スな授業の開講や、会議・討論が可能な情報通信インフラ
の整備などを実現していく必要があります。
　以上のように、最近の工学部を取り巻く状況について紹介
いたしましたが、平成29年度の改組の対応が完了しない状
態で、ENGINEプログラムのスタートや墨田キャンパスの開
設など、色々な変化が立て続けに起こる状況にあります。や
やもすると、変化に追いまくられてしまいそうですが、学生
の将来にいかに資する教育を展開するのか、社会の期待に応
える研究活動の活性化にいかにつなげるのかという本質を見
失うことなく、チャンスと捉えて対応したいと考えておりま
す。こうした対応を考える中で、卒業生の皆様のご見識やご
経験に頼る機会が数多くあります。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
工学同窓会名誉会長　　佐 藤 之 彦　　YUKIHIKO SATO 
千 葉 大 学 工 学 部 長

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）
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■	建築学コースの近況報告

　2019年度の建築学コースは、学部生315名（１年生
71名、２年生75名、３年生80名、４年生89名）、大学
院144名（修士１年生51名、２年生63名、博士課程30
名）という構成です。これらに教職員21名を加え活動
しています。昨年度卒業生の進学・就職先に関しては、
大学院への進学が51.9%（内部進学が49.4%、他大進学
が2.5%）、次いでゼネコン・ハウスメーカーを始めとす
る建設業への就職が多く、不動産業、製造業等への就
職も見られます。ここ数年は学部卒で就職を希望する
学生が多い傾向にありましたが、昨年度も同様の傾向
となっています。大学院修了生では建設業への就職が
71.0%と多くを占めました。
　2020年度の日本建築学会大会が、2020年９月８日〜
10日の日程で千葉大学西千葉キャンパスで行われるこ
ととなりました。実行委員会が組織され、大会ロゴマ
ークの学生コンペが開かれるなど準備が進められてい
ます。
　学生環境関連の話題としては、コース講義で多用す
る９号棟107室への換気設備導入が挙げられます。知的
生産性の向上、省エネルギー化を目的に、全熱交換器
と透明ガラリの設置が行われ、2018年度には温湿度や
CO2濃度等の実測、アンケート、エネルギー消費シミュ
レーションの視点から年間を通した総合的な評価が行
われました。適切な換気によりCO2濃度が抑制でき、ア
ンケートでは高い満足度を得、省エネルギー効果も認
められました。また、学生がしげしげと観察するなど、
教材としても役立っています。

■	卒業設計展の紹介

　建築学コースでは毎年、学生が主体的に企画・運営・
実施する卒業設計展を２日間開催しています。2018年
度、34名の卒業設計選択者の学生が決めたテーマは「青
く」。「若者らしい青臭さ、建築図面の青図や青焼きと
いうそれぞれが思い描く建築の未来予想をする」とい
う思いが込められているとのことです。
　初日は公開審査会、２日目は作品展示です。学生が
選んだ国内外で第一線にて活躍する建築家をゲストク

リティックに迎えました。午前中にポスターセッショ
ン形式で一次審査を行い、選抜された数点の作品が、
午後からの公開プレゼンテーションに参加します。公
開プレゼンテーションでは、プロの建築家ならではの
厳しい指摘や疑問が学生へ投げかけられ、まさに真剣
勝負が繰り広げられました。その後、ゲストクリティ
ックによる公開審査により各賞が決定されました。
　今年の卒業設計展もすでに企画中です。最新情報は
下記ウェブサイトを確認ください。（伊藤 潤一）
→　https://chibaarchi2020.wixsite.com/website

■	教員・学生の活躍
教育・研究活動

　３年生の授業「建築設計 VI/VII」都市デザインスタ
ジオの地元展示会・成果発表を佐倉市立美術館にて行
いました。このスタジオは「公共施設再編を契機とし
た中心街の再生〜千葉県佐倉市の歴史的市街地」と題
し、佐倉市の市立図書館の建て替えを契機に、新町地
区全体の将来空間像を提案するというテーマに取り組
んだものです。模型やプレゼンテーションボードの展
示に加え、学生によるプレゼンテーションも行われ、
来場者との意見交換を実施しました。（松浦 健治郎）

全熱交換器（左）と透明ガラリ（右）

ゲストクリティックの方々との記念撮影

佐倉市立美術館での発表会の様子

建 築 学 コ ー ス
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　２年生前期科目「建築デザイン基礎」で作成した作
品の図面と模型を浦安市郷土博物館にて展示しました。
これは、浦安市にある伝統的な民家「大塚邸」（千葉県
文化財）を学生達が実測調査し、伝統的日本家屋の構
造を模型によって表現し、更にこの民家を素材にして
様々な発想を表現した図面を作成したものです。（モリ
ス マーティン、頴原 澄子）

　新しいものをつくろうというMakerムーブメントの祭
典、Maker Faire Tokyo（MFT）にて、平沢・加戸研究
室で開発する木工用の五軸加工機システムを展示しま
した。この加工機システムは、自動加工機を用いたあ
たらしい木造構法の創出を試みる研究のなかで開発し
たものです。MFTではこれを使って複雑な構成を持つ
タワーをライブ制作するというデモンストレーション
を行いました。デモンストレーションの様子および自
動加工機研究については、研究室ウェブサイトでも紹
介しております。
→http://www.hlab-arch.jp/index.php?topic=artskill

（加戸 啓太）

　ソーラーデカスロン参加記が完成しました。ソーラ
ーデカスロンとは、ソーラー住宅を学生達自身で設計・
建設し、その環境性能を競い合う国際的イベントです。
千葉大学チームはソーラーデカスロンヨーロッパの
2012年大会（スペイン）と2014年大会（フランス）に
参加しました。この度、その両大会の参加記がデジタ
ル本として出版されました。以下のリンクから無料で

ダウンロードできます。ぜひご覧いただければと思い
ます。（宗方 淳）
→http://www.archi.ta.chiba-u.jp/sde_0331_web

設計作品・論文受賞
・ 杉本美樹さん（松浦研）：「平成30年度千葉市大学市長

賞」
・ 鈴木研学生：国際建築家協会（UIA）主催の大学設計＋

実作コンペ「２位入賞」
・ 大島正暉君（吉岡研）、今村隆太君（デザイン学科）：

大学生観光まちづくりコンテスト2018 茨城ステージ
「観光庁長官賞」「オーディエンス賞」

・ 徳野友香さん（中山研）：ポラスコンペティション
2019「優秀賞」

・ 大谷拓嗣君（岡田研）、木下慧次郎君（モリス研）、栗田
陽介君（上野研）、東條一智君（中山研）：2018年度日本
建築学会設計競技「優秀賞」

・ 幕田早紀さん、佐藤元気君（共に鈴木研）、大川緋月君
（平沢・加戸研）、王琦君（早稲田大学）日本建築学会 
建築文化週間2019 銀茶会の茶席 コンペ「斎藤公男賞」

・ 滝澤光君（和泉研）：「2018年日本建築学会優秀卒業論
文賞表彰」

・ 杉山拓哉君（吉岡研）：「2018年度日本建築学会大会若
手優秀発表賞（建築計画部門）」

・ 小池真央君、佐藤元気君、髙力雄大君（いずれも鈴木
研）：日本建築学会関東支部 第20回提案競技 建築・ま
ちづくり提案の部「佳作」

・ 石井俊吾君（平島研）：「2018年度日本建築学会関東支
部 研究発表会若手優秀報告賞（防火部門）」

・ 四元順也君（平島研）：「2019年度日本火災学会学生奨
励賞」

・ 小泉研人君、滝澤光君、山本裕太君（いずれも和泉研）：
「第41回コンクリート工学会年次論文奨励賞」

・ 和泉先生：「日本鉄筋継手協会功績賞」

浦安市郷土博物館での展示の様子

五軸加工機（左）と制作途中のタワー（右）

ルネハウス（2014年大会）
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■	都市環境システムコースだより

学部コース長（学科長）（教授）岡野　創

　本年度の都市環境システムコース
の学部コース長を務めております岡
野です。
　工学部では、平成29年４月に改組
が行われましたが、本コースに関し
ては、改組後３年目となる今年度か

ら実質的な変化が起こることになります。
　ご承知のように、改組により工学部全体が総合工学
科という１学科となり、その下に教育組織として９つ
のコースが設置されました。その意図するところは、
専門分野の垣根を低くして、現代社会が直面する様々
な課題に他の専門分野と協力して総合力で解決に当た
れる人材を涵養することと、２年次に進級する時点で
コース間の移動を可能とすることにより、学生の進路
選択に柔軟性を持たせることです。
　ただ、学科からコースに変わりはしましたが、教育
組織として行うことに大きな変化はなく、ほとんど影
響はないコースもあります。しかし、当コースについ
ては、改組の理念とは関係ない部分の変更により影響
を受けることになりました。
　まず、従来は、３年次に高専や他大学から編入枠が
40名程度設けられていましたが、改組後の編入枠は他
コースと同等の10人弱となりました。また、３年次編
入枠として数名の社会人枠が設けられていましたが、
これも社会的な使命を終えたものとして廃止されまし
た。この変化は、３年次の編入から表れるため、改組
から２年遅れの本年度からその影響が現れることにな
ります。今後は、学部３、４年生の定員は100人程度か
ら60人程度に大きく減少することになります。
　教員数は学生数を目安に決められることから、学生
数が減れば原則として教員数も減らす必要があります。
一方、当コースは都市に係わる問題に総合的に取り組
むという創設時の理念から学際領域を指向していたた
め、工学部の中でも特に科目数が多いコースとなって
います。現在でも、非常勤の先生方のご協力を得て履
修課程を維持している状況であり、教員数を減らしつ
つ現在の科目数を維持することは困難です。
　もう１点考慮する必要がある要素は、今回の工学部
の改組が、専門領域の枠を越えた学際的な活動を指向
したものであることです。その結果、学際的な活動を
指向する総合工学科の中に、学際領域の都市環境シス
テムコースが存在するという、分かりにくい組織構成
になってしまいました。

　以上の３要素を勘案すると、コース改革の方向性は
おのずと明らかであるように思われます。すなわち、
都市に係わる問題の総合的な研究という創設時の理念
は維持しつつ、全ての関連分野をコース内に保持する
のではなく、総合工学科の専門分野の枠を越える仕組
みと活動に期待することとし、コース内には主として
他コースにない専門領域を残すことになると考えられ
ます。これは、あくまで私自身の考えですし、物事は
理想通りには進まないことは重々承知しておりますが、
この１、２年のうちに次の安定状態に移行し、次の発
展に向けて足下を固めることが重要と考えております。
　以上、工学部の改組の当コースへの影響についてお
伝えしましたが、少なくとも数的には後ろ向きの話で
したので、少し前向きのお話をしたいと思います。
　私は本年度４年生の担任を務めている関係で、昨秋か
ら就職担当をしており、企業や公共部門の方々から求
人のお話を伺う機会がありました。そこで強く感じた
のは、当コース独自の求人需要があるということです。
建築会社や設計事務所からの求人は建築学コースと共
通で独自の需要とは言えませんが、JR、NEXCO、電力・
ガス、地方自治体からの土木分野の熱心な求人があり、
これは当コースの専門領域に土木部門が含まれている
ことが社会的に認知されているということによる、独
自の需要と思われます。今後の求人の見込みを聞いて
みると、単にオリンピックに向けた当面の求人という
ことだけではなく、インフラの維持更新のために継続
的な採用が必要とのことでした。このような土木分野
の人材の需要を考えると、果たして当コースで土木分
野の包括的な教育が出来ているのか心配になるくらい
ですが、いずれにせよ諸先輩方のご尽力とOB、OGの皆
様のご活躍によるものであり、当コースの貴重な資産
として大事にして行く必要があると思いました。
　最後に教員の異動をご報告します。平成31年３月を
もって、柘植喜治教授と山崎文雄教授が定年退職され
ました。柘植先生には当コースの創設時からコースの
顔とも言うべき都市空間計画領域を主導して頂きまし
た。山崎先生は東京大学生産技術研究所助教授を経て
2003年に千葉大学に教授として赴任され、衛星画像を
利用したリモートセンシングの分野等で千葉大学が独
自の地位を築くことに貢献されました。両先生の長年
の貢献に感謝するとともに、今後のご健勝ご発展を祈
念しております。一方、丸山喜久先生が平成31年４月
を持って准教授から教授に昇任されました。今後、コー
スの中核としてのご活躍を期待したいと思います。

（おかの はじめ）

都市環境システムコース
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■	定年退職の先生

退職のご挨拶
山崎　文雄

　2019年３月をもって工学部（工
学研究院）の都市環境システムコー
スを定年退職いたしました。2003
年12月に着任以来、15年４か月に
わたって千葉大学にお世話になりま

した。私は清水建設（株）に11年勤務した後、1989年（平
成元年）から東京大学生産技術研究所に務め、その後、
千葉大に奉職しました。したがって私の大学教員生活
は、平成という時代とほぼ完全に一致しています。
　都市環境システム学科に着任した最初の印象は、教
員も学生もいろんな人がいるなということでした。決
して悪い意味ではなく、まさに社会の縮図のようで、
自分次第でチャンスもあれば、手抜きも容易な場所に
思えました。各教員の専門も工学部全体に近い広がり
を持ち、Bコースの学生も約半数近く居て、この方々が
また非常に多様でした。今思えば、楽しい思い出の方
が多かった気がします。
　どこの大学でもそうですが、学科の壁がまずあり、
その次が学部（部局）の壁があり、他部局の教員や学
生とは知り合う機会が少ないと思います。その点千葉
大は、キャンパスが４つあるとはいえ、西千葉に多く
が集まっているため、比較的部局の壁は低いように思
えました。東大の教員時代は一度もお会いする機会の
なかった学長と、千葉大では着任２年目くらいに当時
の古在学長とお話しする機会もありました。また私に

とって、学部学生を指導する機会は千葉大がほぼ初め
てだったので、毎年５人くらいの卒論生が入ってきて、
大学院生等と合わせて研究室のメンバーが20人位の大
所帯になる経験は新鮮でした。また学外の会議等で、
千葉大の卒業生ですと親しげに話しかけられることが
度々ありました。
　私の研究分野は、土木工学を基礎とする地震防災工
学です。千葉大工学部には建築系学科は多いときには
２つあったこともありますが、土木系学科は１度も存
在したことがありません。都市環境という名前のつい
た学科は、日本の大学でも高専でも、大半は土木工学
科が名前を変えたものですが、千葉大では当時土木出
身の教員は私だけでした（現在も丸山喜久教授１人で
す）。しかし、本質的には建築構造や災害科学分野とも
近いので（海外では建築構造はCivil Engineeringです）、
学内でも仲間に不自由することはありませんでした。
　私が千葉大時代にかかわった研究プロジェクトで一
番思い出深いのはJICAと科学技術振興機構（JST）によ
る地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS）
です。南米のペルーと地震・津波防災の共同研究を
2009年から６年間行いました。2011年３月９、10日
にけやき会館で国際ワークショップを行った翌日、横
須賀の津波実験施設の見学に行った直後に東日本大震
災の発生に巻き込まれたのは記憶に新しいです。
　千葉大での15年間は、思えばあっという間でした。
本年４月からは国立研究開発法人 防災科学技術研究所

（本所：つくば市）に週４日勤務しています。千葉大卒
業生の皆様ともどこかでお会いする機会もあるかもし
れませんが、その時は気軽に声を掛けてください。

（やまざき ふみお）

■	教員・学生の受賞（2018.8 〜 2019.7）

【教員】
・ 和嶋隆昌准教授が、2018年11月12日、国際会議4th 

International Conference on Science Engineering and 
EnvironmentにてBest Paper Awardを受賞。

・ 和 嶋 准 教 授 が、2019年 ４ 月14日、 国 際 会 議6th 
International Conference on Chemical and Food 
EngineeringにてExcellent Oral Presentation Awardを
受賞。

【学生】
・ 中畔幸二郎君（和嶋研M１）が、2018年８月20日、

化学工学会室蘭大会2018にて学生奨励賞を受賞。
・三澤英治君（M１指導教員：丁志映助教）が、2018

年11月９日、2018年度日本建築学会大会全国学術講
演会にて若手優秀発表賞を受賞。

・黒沢諒君（劉醇一研M２）が、2018年12月５日、

なのはなコンペ2019（学生版）にてなのはな賞（正
賞）・特別賞を受賞。

・井口誠也君（和嶋研M２）が、2019年３月６日、資
源・素材学会春季大会2019にて学生賞を受賞。

・南奈伎沙さん（和嶋研B４）が、2019年３月９日、
日本海水学会若手会 第10回学生研究発表会にて奨励
賞を受賞。

・林航大君（市井研B４）が，2019年６月４日、日本
リモートセンシング学会 第65回（平成30年度秋季）
学術講演会にて優秀論文発表賞を受賞。

・関端史果さん（和嶋研M１）が、2019年６月20日、
環境資源工学会第138回学術講演会にて優秀ポスター
賞を受賞。

・古沼勇人君（塩田研M２）が、2019年７月18日、
電子情報通信学会 コミュニケーションクオリティ
（CQ）研究会にて優秀ポスター賞を受賞。
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■	近況報告

　工学部が総合工学科の一学科に改組され、本年度で

３年目を迎えます。現時点では、学部の１年生から３

年生までが総合工学科デザインコース、４年生が最後

のデザイン学科の学年ということになります。また、

大学院も工学研究科が融合理工学府に改組されて３年

目になり、過年度生を除けば全ての大学院生が融合理

工学府創成工学専攻デザインコースの学生ということ

になります。今年の３月には博士前期課程（修士）が

完成年度（２年間）を終え、融合理工学府として最初

の修士の修了生が巣立ったところです。本年度には博

士後期課程（３年間）、来年度には工学部（４年間）が

それぞれ完成年度を終え、今回の改組が全て完成する

ことになります。大学の組織も、企業や官庁などと同

様に、社会の変化や時代の要請に応じる形で、その姿

や仕組みが変化することが求められています。工学の

教育は、社会の要請や時代の問題解決に応えることの

できる人材を輩出することが求められますので、特に

柔軟な適応力が求められる領域と言えるでしょう。

　本年３月に卒業した学部学生の進路では、留学生を

除くデザイン学科の63名の卒業生の内、進学が36名、

就職が25名（調査時点での未定２名）でした。また、

大学院博士前期課程（修士）の留学生を除く修了生44

名については、全員が就職しています。このように、

学生の就職については近年おおむね好調な状況にある

と言えます。就職先については、卒業生皆様のご活躍

によって築かれた千葉大デザインのブランドは健在で、

大手製造業をはじめとした常連企業は安定しています。

最近では、学生の自主的な活動による就職も増加傾向

にあるかもしれません。

　さて、このように変化を続ける千葉大デザインでは

ありますが、再来年令和３年（2021年）には、千葉大

学工学部が創立100周年を迎えます。千葉大学工学部の

創立100周年ということは、千葉大デザインが創立100

周年を迎えるということです。皆様よくご存じのよう

に、千葉大学工学部の母体である東京高等工芸学校は

大正10年（1921年）に創立されました。その後、昭和

19年（1944年）に東京工業専門学校に改称し、昭和24

年（1949年）には新制大学として千葉大学工芸学部が

設置されました。昭和26年（1951年）に工芸学部を工

学部に改称し、昭和40年（1965年）には大学院工学研

究科が設置されています。大正、昭和、平成そして令

和へと、長きにわたって我が国のデザイン界をリード

してきた千葉大デザインにとって、創立100周年という

大きな節目の時を迎えようとしています。

　東京都墨田区の新キャンパス（墨田キャンパス）も、

ちょうど100年目に合わせたように令和３年４月にオー

プンする予定です。新たな千葉大デザインの教育と研

究の場として、現在具体的な検討が進められています。

まさに、千葉大デザインは、古き伝統と歴史を振り返り、

これから向かうべき新しい方向を模索するチャレンジ

の時を迎えていると言えましょう。（2019年度デザイン

コース長・デザイン学科長　岩永 光一）

■	デザインコースの学生生活

　　　　　　－新入生を迎えて－

　令和元年度の１年次担任を務めております佐藤浩一

郎より、１年生を中心とした最近の学生の様子につい

て紹介させていただきます。本年度４月に67名（３年

次編入４名を含む）の新入生を迎えました。このなか

には２年目を迎えたAO入試を通過してきた９名の学生

も含まれております。４月初めに、履修等の学事関係

や学生生活に関する様々なガイダンスを数日間浴びる

ように受け、その後入学式を迎えています。本コース

のガイダンスでは、皆、緊張感、不安感、期待感といっ

た様々な表情を覗かせておりました。言うまでもない

ですが、現在では緊張感、不安感ともにほぼ消え、期

待感を胸に各自が日々の課題に取り組んでいる状況で

す。本コースの１年次は語学に加えて、２・3年次にお

ける専門教育に向けて、デザインの基礎ならびに工学

の基礎に取り組みます。そのため、前期日程において

も多忙であったことが推察されますが、その分、忙し

いながらも充実した学生生活を送れていたと思います。

　私はデザインコースへ採用されてから４年が経ちま

すが、当初、本コースにおける学生同士の繋がりの広さ

に驚かされました。各学年の学生同士が友人であるこ

とはもちろんですが、学年を超えた交友関係を多くの

学生が持っていました。これは本コースにおける各学

年の人数とカリキュラム、多くの海外留学プログラム、

および学年間の交流イベントが起因しているのではな

いかと勝手ながら感じています。私が所属していた理

工学部機械工学科では１学年150名ほどいたため、顔と

デ ザ イ ン コ ー ス



8

名前が一致しないこともあれば、会話をしたこともな

いという同期はそれなりにいました。まして、座学中

心のカリキュラムであったことから他の学生と交流を

持つ機会もなかなか少なかったように記憶しています。

しかし、本コースは150名の半分以下程度の人数であ

るとともに、演習や実習中心のカリキュラムであるた

め、グループワーク等で様々な学生とコミュニケーショ

ンをとる機会があります。そのため、必然的に学年内

のネットワークは広がり、自然と友人も増えていくと

思います。また、本コースではCODE、MADE、PULI、

CAPEといった多様な海外留学プログラムを実施してい

るため、留学経験のある先輩とこれから留学する後輩

同士のコミュニケーションも自然発生します。加えて、

海外留学プログラムの他にも多くの海外大学とのデザ

インワークショップも１年を通して開催されており、

これらにも学年を超えた参加者が多く集うことになり、

学年間のネットワークが生まれていきます。さらに、

学年間の交流イベントとして、毎年３年次学生が新入

生である１年次学生を招待するかたちで行われるオリ

エンテーション企画「タテワリ」が行われています。

本年度も４月21日に行われました。この企画では、１

年生にとっては「デザインコースでどのようなことを

学ぶのか？」「先輩はどのような学生生活を送っている

のか？」というような入学間もないときに知りたい情

報を先輩から直に聞くことができる貴重な機会です。

３年生にとっては、２年次までに学んだことを活かし

た１つのイベントとして、企画コンセプトや内容の立

案、パンフレット等の作成、および運営の実践として

経験する機会でもありますが、新しい仲間の歓迎と交

流を１番大事にしているように感じました。タテワリ

では、３年生と１年生混合のチームでテーマに沿った

作品をチームごとに制作していました。制作物の発表

会の後には交流会も行われ、有意義な時間を過ごして

おりました。

　このように形成されていく学年内や学年間のネット

ワークは学生時代において宝になることは当然ですが、

学生生活よりも遙かに長い社会人のときにも大きな宝

になることは言うまでもありません。今後も、このよ

うな伝統を引き継ぎつつ、学年の枠を超えた宝を見つ

けられるような教育環境を提供していきたいと考えま

す。（准教授　佐藤  浩一郎）
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■	機械工学コース・機械工学科だより

コース長・学科長　田中　　学

　平成から令和への節目となった今年
は、工学部総合工学科の機械工学コー
スが発足して３年目となり、現在の４
年生が機械工学科の学生としては最後
の卒業年度を迎えている状況です。
　この３月には、機械工学科の74名が
卒業し、うち58名が本学大学院融合理
工学府の博士前期課程へ、４名が東京大学など他大学大学院
へ進学しました。また、12名が製造業や情報通信業などの
民間企業へ就職しました。進学率は実に８割を超え、全ての
学科の中で最も高くなっています。
　博士前期課程では62名が修了し、９割弱の学生が自動車、
重工業、精密機器など製造業の分野に就職しました。その他、
情報通信業、公務員など含めて、機械工学に対する社会のニー
ズは極めて高く、就職については堅実な状況が続いています。
最近では、博士前期・後期課程とも、10月入学・９月修了
の留学生が増加しています。また、今年は博士後期課程に定
員の３倍もの出願があり、全てのコースの中でも一際高い志
願率となりました。
　今年は教職員に異動がありました。平成31年３月に材料・
強度・変形教育研究領域の小林謙一先生、加工・要素教育研
究領域の大森達夫先生が定年退職されました。また、技術職
員の本澤一真さんが、宇都宮大学に転出されました。一方、
同年４月より、システム・制御・生体工学教育研究領域の准
教授として、信州大学より鈴木智先生が着任されました。ま
た、環境・熱流体エネルギー教育研究領域の武居昌宏先生が、
副理事（産業連携研究）に就任されました。
　近年では、大学、コース、また研究者としての競争が厳し
さを増していますが、常勤の教職員は年々減少しつつあり、
従来の教育研究活動を維持するのが困難になってきているよ
うに感じています。同時に、同窓会の皆様との連携が、今後
ますます重要になると強く感じています。教職員一同、より
一層努力して参りますので、ご支援、ご指導のほどよろしく
お願いいたします。
　最後に、少し先の話になりますが、東京オリンピックの次
の年の2021年９月５〜８日に、日本機械学会の年次大会が
千葉大学で開催されることになりました。本コースが中心に
なって、準備を始めたところです。規模の大きな年次大会が
本学で開催されるのは初めてのことと思います。けやき会館
で、名誉教授の野波健蔵先生にもご講演いただける予定です。
この機会に、同窓会の皆様におかれましてはぜひ母校に足を
お運びいただければと考えております。

■	教員・学生の受賞（2018年９月〜 2019年８月）

・	小川和也君（修士２年・森吉・窪山研）、窪山達也准教授、
森吉泰生教授、ほか：『 High Quality Paper Award』、 Small 
Engine Technology Conference 2018、2018年11月７日．
・	中田敏是助教：『瀬口賞』、日本機械学会 バイオエンジニア

リング部門、2018年12月14日．
・	橘田駿一君（修士２年・糸井研）、中村晃貴君（同）：『希望の

星賞』、軽金属学会、2019年１月31日（２名それぞれ単独で
の受賞）．

・	中易隆太郎君（修士２年・大川研）：『平成30年 電子・情報・
システム部門 技術委員会奨励賞』、電気学会 電子・情報・
システム部門 システム研究会、2019年２月５日．

・	堀江勇太君（修士２年・森田・比田井・松坂研）、比田井洋
史教授、松坂壮太准教授、千葉明職員、森田昇教授：『平成
30年度砥粒加工学会賞論文賞』、2019年２月28日．

・	小谷野隼君（学部４年・森吉・窪山研）：『ベストプレゼン
テーション賞』、自動車技術会関東支部 2018年度学術研究
講演会、2019年３月６日．

・	西岡宣泰君（博士１年・森田・比田井・松坂研）、比田井洋
史教授、松坂壮太准教授、千葉明職員、森田昇教授：『2019
年度精密工学会春季大会学術講演会アドバンスト・ベスト
プレゼンテーション賞』、2019年３月15日．

・	廣瀬裕介君（博士３年・太田研）：『平成30年度衝撃波シンポ
ジウムBest Presentation Award』、平成30年度衝撃波シンポ
ジウム、2019年３月15日．

・	立元雄也君（学部４年・山崎研）、三浦蒔生君（修士２年・小
林研）、山崎泰広准教授、小林謙一教授：『Best Presentation 
Award（学生優秀発表賞）』、日本機械学会関東学生会 第58回
学生員卒業研究発表講演会、2019年３月18日．

・	渡辺駿也君（学部４年・菅原研）、菅原路子准教授：『 Best 
Presentation Award（学生優秀発表賞）』、日本機械学会関東
学生会 第58回学生員卒業研究発表講演会、2019年３月18日．

・	島内優君（博士２年・糸井研）、糸井貴臣准教授、ほか：『第
69回日本金属学会金属組織写真賞優秀賞（透過電子顕微鏡部
門）』、日本金属学会、2019年３月20日．

・	阿田木勇八君（修士２年・武居研）：『三浦賞』、日本機械学
会、2019年３月26日．

・	川村拓史君（修士２年・森田・比田井・松坂研）：『三浦賞』、
日本機械学会、および『融合理工学府長表彰』、千葉大学大
学院融合理工学府、2019年３月26日．

・	鵜木克幸君（修士・坪田研）、坪田健一教授、ほか：『 JBSE 
Papers of the Year 2018』、および『JBSE Graphics of the Year 
2018』、Journal of Biomechanical Science and Engineering、
2019年３月29日．

・	中田敏是助教、劉浩教授、ほか：『 JBSE Papers of the Year 
Awards』および『 JBSE Graphics of the Year 2018』、Journal 
of Biomechanical Science and Engineering、2019年．

・	川村拓史君（博士１年・森田・比田井・松坂研）、松坂壮太
准教授、比田井洋史教授、千葉明職員、森田昇教授：『若手
優秀講演フェロー賞』、日本機械学会、2019年４月16日．

・	磯村直道君（修士・藤原研）、藤原大悟助教：『日本機械学会
賞（論文）』、日本機械学会、2019年４月18日．

・	中田敏是助教：『日本機械学会奨励賞（研究）』、日本機械学
会、2019年４月18日．

・	窪山達也准教授、森吉泰生教授、ほか：『ターボ機械協会賞（技
術賞）』、ターボ機械協会、2019年５月10日．

・	Yosephus Ardean K. P君（博士１年・武居研）：『 ICONE27 
Student Best Paper』、 ASME JSME CNS、2019年５月24日．

機 械 工 学 コ ー ス
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■	着任のご挨拶

准教授　鈴木　　智

　2019年４月１日付で機械工学コース
に准教授として着任いたしました。専
門分野は制御工学・ロボティクスで、
特に小型無人航空機（ドローン）の自
律制御・知能化に関する研究に従事し
てきました。現在も無人航空機の社会
実装に向けた技術課題の解決に企業等
と連携しつつ取り組んでおります。今
後、研究および研究を通した学生教育の２つの面で本学に貢
献できるように尽力してまいりますので、何卒よろしくおね
がいいたします。

■	光陰矢の如し

前教授　小林　謙一

　平成31年３月に定年退職致しました。昭和53年４月に旧
機械工学第二学科･弾塑性工学研究室に助手として採用され、
その後に在籍した都市環境システム学科、共同研究推進セン
ターを含め、多くの先達、同僚、事務方、学生らに41年の
長きに亘って大変お世話になりました。
　着任後、主テーマとした疲労強度、高温強度関連の研究設
備は、当時の研究室に殆ど無かったため、科研費や財団公募
資金を元手に細々と専用の試験機を設計し、自ら大型旋盤を
回して製作しました。このため機械学会での論文採択には５
年ほど要しました。（今では考えられませんが、当時は投稿
審査後、40分間の論文講演･討論が必須で、掲載まで通常２
年ほど掛かりました）。最初は高速増殖炉（FBR）･高温構造
設計法の中での高速非弾性解析法の開発/検証を行いました。
しかしながら「もんじゅ」のNa漏洩事故でFBR関連の国プロ
が縮退し、また軽水炉60年寿命延伸事業も福島第一原発の
事故でストップしたため、最後は経年火力発電設備の余寿命
診断法の開発に関与しました。この間、鵜戸口英善先生（東
大名誉教授）を初め、中澤 一先生（東京工大名誉教授）、横
堀武夫先生（東北大名誉教授･学士院会員）など、斯界の先
生方からご指導を受けられたことは大変幸運でありました。
また、文科省在外研究員として英国Wales大学へ遊学する機
会にも恵まれました。受け入れて頂いたB.Wilshire教授（CBE）
とはその後も英国や日本で何度もお会いし、議論する仲とな
りました。振り返ってみると、業績と称するものが殆ど無い
のが心残りですが、今となっては諦めるしかありません。
　なお退任後も留学生担当グランド・フェローや工学部100
周年記念事業などで暫く千葉大に通っています。今後は周囲
に迷惑を掛けぬようFade Outできればと願っております。

（20年振りにお絵描き!?を再開…）

■	学生たちから慕われた大森達夫先生

教授　中本　　剛

　“温厚な先生” というのが、ほとんどの方が大森先生に抱
いている印象と思います。大森先生は長年にわたり機械工学
実験と機械製図基礎の授業を担当されてきました。機械工学
実験では学生にとって理解しやすく、かつ学ぶところの多い
課題を構築して懇切丁寧な指導をしてこられました。機械製
図基礎では要所を的確に捉えた講義と検図をしておられまし
た。卒業生の皆さんも印象に残っている授業と思います。
　大森先生は主に転がり軸受の寿命について研究してこられ
ました。軸受の寿命に到達する前に実験しているほうの根が
尽きてしまうような長時間を要する寿命試験です。大森先生
はこの研究について長年、取り組んでおられました。温厚で
あり、かつ粘り強い大森先生のお人柄を反映しているように
思います。大森先生の研究室に配属された学生も大森先生の
お人柄を反映して好青年が多かったように思います。大森先
生は学生の自主性を重んじる一方で要所は懇切丁寧に研究指
導しておられました。大森先生の研究室の学生は学生室に居
る時間よりも大森先生のお部屋に居る時間のほうが長かった
ようです。修士論文や卒業論文が終わった後の研究室の打ち
上げの帰りに学生が、「大森先生のおかげで研究の基礎を学
ばせていただくことができました。」と真剣な眼差しで御礼
を述べていたことが今でも印象に残っています。大森先生の
ご指導を受けた卒業生は時折、大森先生を慕って訪ねてきて
いました。
　大森先生が設計製作された軸受寿命試験機は共同研究して
いる企業などからも高く評価されており、現在でも特許申請
の対象となっています。一時の流行に終わるのではなく何十
年経っても輝きを失わない機械を設計製作することこそが私
たちが目指すべき機械工学の目標であると感じています。今
後も大森先生が研究されたことでわからない点が生じました
らお尋ねしたいと思います。そのときには、あの温厚な語り
口でご教示いただけるようにお願い致します。

Prague National Museum (Ink & Pencil)

最終講義・花束贈呈の後の記念撮影にて。
大森達夫先生（左）、小林謙一先生（右）

最終講義の会場の様子。大勢の方がお見えになりました。



11

■メディカルシステム工学科/医工学コースの現状

コース長・学科長　中口　俊哉

　平成16年度に設置された工学部メディカルシステム

工学科は今年で16年目を迎えました。また平成29年度

の工学部の改組で総合工学科・医工学コースとなって３

年目となります。昨年度は工学部メディカルシステム

工学科を51名が卒業し、融合理工学府基幹工学専攻医

工学コースからは30名の学生が修士課程を修了、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

スから４名の学生が博士後期課程を修了し学位が授与

されました。

　今年度は新しく43名の学部新入生が医工学コースに

入学しました。学部２年生として他コースから１名の

学生を転コースで受け入れました。また３年次には高

等専門学校から３名、他大学から２名の計５名の編入

生が入学しました。今年度の学生を指導する年次担任

教員として、１年次が鈴木昌彦教授と菅幹生准教授、

２年次が山口匡教授と吉村裕一郎助教、３年次（兼 修

士１年次）が中川誠司教授と齊藤一幸准教授、４年次

（兼 修士２年次）が林秀樹教授と川村和也助教に担当し

ていただいています。

　医工学コース３年生の実験科目の一つとして、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 （専

門職連携教育）に参加しています。３回目となる今年

も学生の積極的な意見交換や討議が行われ、医薬看護

系と工学系の学生間の異分野交流は大変効果的で双方

に大きな刺激となっています。

　過去１年間の学生の海外渡航は延べ54件ありました。

渡航目的は国際会議や研究留学、海外機関との共同研

究討議など様々です。前年度は47名だったことから学

生の国際化志向の高さがうかがえます。その象徴的な

結果として、医工学コース学生のTOEIC英語試験の点数

の高さが示されました。2020年に大学院修士課程へ進

学を希望する医工学コース学生のTOEIC平均点は、他

コースに比べて群を抜いての１位で、２位のコースよ

り50点も平均点に差がありました。

　平成31年３月をもって中村亮一准教授が退職され、

４月から東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生体機

能修復研究部門 バイオデザイン分野 教授に着任されま

した。また平成31年４月から１年間、大西峻助教が千

葉大学のサバティカル制度を利用して、米国ニューヨー

ク市にありますMemorial Sloan Kettering Cancer Center

に滞在されることになりました。世界で最大かつ最古

の私立がんセンターと呼ばれる医療施設で、多くの経

験を積んで来られることを願っております。

　本年度も教職員一同、医工学領域の教育・研究の発

展と社会貢献に努めてまいります。皆さま一層のご指

導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

学部卒業式の集合写真（平成31年３月22日撮影）

大学院修了式の集合写真（平成31年３月26日撮影）

医 工 学 コ ー ス
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■	地域貢献

　当学科・コースの地域貢献として千葉市との連携イ

ベント（千葉市未来の科学者育成プログラム “医療を支

える「医療機器」の最先端を見よう・知ろう・体験しよう”）

を毎年実施しています。今年は７月31日（水）に千葉

市未来の科学者育成プログラムとして18名の中学生と

６名の高校生、計24名の生徒を受け入れました。今年

は昨年までに比べて実施内容の多くを改め、生体計測

実習として磁気共鳴診断装置、超音波診断装置、筋電図・

心電図、無線モニタリング、感覚・知覚・認知機能の

検査の５つを、手術・治療実習として電気・電波メス、

VRトレーニング装置・舌診断装置の２つを実施しまし

た。参加した中高生の反応は良好で参加中も大変盛況

でした。

■	オープンキャンパス

　８月９日（金）には工学部オープンキャンパスが開

催され、猛暑日にもかかわらず246名もの高校生とその

ご両親の皆様に来場いただきました。昨年の来場者は

180名でしたので大幅に参加者が増加した結果となりま

した。研究紹介として、各研究室で実施する最先端の

医工学の研究テーマ（光・電磁波、超音波、核磁気共

鳴を用いた診断・治療技術、手術・介護用ロボット、

VRトレーニング装置など）について、体験型の展示を

まじえて解説し、参加者からの反応も非常に好評でした。

■	学会・シンポジウムなど

　本年11月11日（月）〜14日（木）に、千葉大学総

合研究棟２において2019 International Symposium on 

Info Comm and Medical Technology in Bio-Medical and 

Healthcare Application （IS-3T-in-3A） を開催します。ま

た、11月13日（水）の午後から同会場においてフロン

ティア医工学センターシンポジウムを開催する予定で

す。医工学や関連する領域に関心のある方は是非お越

しくださりますようお願い申し上げます。

■	医工学コース野球大会

　2019年５月12日（日）、一本松公園野球場、第５回・

医工学コース内野球大会が開催されました。例年、学

生主体で運営を行なっており、学生間の親睦・連携を

より一層深めるイベントになっています。 今年度は、

１〜３年生から学年ごとに３チーム、４年生・大学院

生から混合チームとして１チーム編成し、計４チーム

が参加しました。 トーナメントを勝ち進んだ２年生チー

ムと１年生チームによる決勝戦が行われ、２年生チー

ムが優勝しました。

オープンキャンパスの様子（コース説明会と研究展示）

千葉市未来の科学者育成プログラムの様子
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　今年度電気電子工学コース長を務めております劉で

す。昨年度、一昨年度のコース便りですでに紹介され

たように、工学部の改組に伴い、従来の学科はすべて「総

合工学科」の一学科に統合され、電気電子工学科は電

気電子工学コースに生まれ変わりました。学生は一年

目の共通教育を経て自分の進むべき道を再確認してか

ら自分に合ったコースを選べるため、より各自の適性

に合った工学教育が可能になりました。今年度で三年

目に入ったから、そろそろ改組の成果を検証する時期

になります。

　さて、コース教職員の近況報告ですが、４月１日付

で電子情報システム分野の下馬場朋禄先生が教授に昇

任されました。また、宮城大輔先生が東北大学から教

授として電気エネルギー応用分野に着任されました。

この二方が今後ますます活躍し、電気電子工学コース

を引っ張っていくことが期待されます。さらに、山内

博技術職員がめでたく助教として東京電機大学に栄転

されました。新天地で大いに活躍することでしょう。

　次に、本コース教職員と学生の活躍ぶりの一部をご

紹介致します。丸田一輝助教が2017年度電子情報通信

学会論文賞を、角江崇助教が高柳健次郎財団2018年度

研究奨励賞を、小島駿さん（博士後期課程1年）が国際

会議SoftCOM 2018のBest Paper Awardを、そして西辻

崇助教（首都大学東京）が千葉大学博士学位論文で「第

35回井上研究奨励賞」を受賞しました。特筆すべきは、

電子通信システム分野の橋本研也教授が平成30年度科

学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞されました。橋

本教授の受賞は電気電子工学コースにとっても大変名

誉なことです。

　近年、第四次産業革命と称されるほどAI（人工知能）、

IoT技術などが急速な発展を見せ、間違いなく技術革命

が起きようとしています。電気電子工学コースもこの

科学技術革命の流れに乗れる人材の教育を中心に据え、

カリキュラムの改革などを進めているところです。

　残念なことに、この技術革命の転換点においてコー

■	宮城大輔先生ご着任の挨拶

　平成31年４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 電気エネルギー

応用教育研究分野の教授に着任いた

しました宮城大輔と申します。専門

領域は、超電導応用工学、電気機器

学、磁気応用工学になります。これまで、二酸化炭素

の排出量を削減する一つの手段として、化石燃料エネ

ルギー依存から電気エネルギー依存への転換とその有

効利用を図るため、「電磁エネルギー応用」を軸に、エ

ネルギー貯蔵や、低損失・高エネルギー密度を有する

次世代の電気機器・磁気デバイスの提案と開発を目指

した研究を行ってまいりました。2002年に横浜国立大

学にて教授の塚本修巳先生にご指導をいただき、高温

■	電気電子工学コース便り
スとして研究教育に優秀な人材がなにより必要なこの

時期に、一昨年システム数理分野の岡本卓准教授がベ

ンチャー企業研究所長に栄転したのに加え、電気エネ

ルギー応用分野の近藤圭一郎教授も昨年早稲田大学の

教授に栄転されました。さらに、2020年３月末には電

子デバイス工学分野の工藤一浩教授、電気電子基礎分

野の鷹野敏明教授は同時に定年退職されます。そして、

2021年３月末には橋本研也教授も定年退職される予定

です。加えて、片根保技術職員も来年３月で最終年度

を迎えます。一方、千葉大学の経営状況が芳しくなく、

定年退職された教員の補充は当分見込めない状況に置

かれています。この困難な時期において、教職員一同

が一致団結して困難を乗り切る決意です。卒業生の皆

様には、今まで以上に温かいご支援、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

　昨今、中国の台頭とトランプ政権のアメリカ第一主

義の登場によって世界秩序が大きく揺れ動き、パラダ

イムシフトを実感させられます。グローバル化の流れ

が転換点に差し掛かる中、米中を経済的にデカップリ

ングさせ、冷戦を彷彿させるような世界に逆戻りする

ような論調が声高に叫ばれて、これからの世界はどの

方向に向かうかが大変心配されるところです。世界の

平和を祈らずにはいられません。

コース長　劉　　康志

電 気 電 子 工 学 コ ー ス
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■	山内博氏ご退職のご挨拶

　この度、平成30年10月31日付け

で千葉大学を退職させて頂きまし

た。前職では半導体デバイスの量産

工場で生産技術職として勤務してお

りましたが、当時より産学連携など

大学と協業する機会もあり、学術的

な分野に興味を抱いておりました。そのような中、幸

運にも平成17年６月に千葉大学工学部電気電子コース

の技術職員としてご採用頂き、約13年５ヶ月もの間、

お世話になりました。同コースの教職員の皆様にはも

ちろん、恥ずかしながら学生から学ぶことも多く充実

した時間を過ごすことができました。本当にありがと

うございました。特に所属研究室となりました電子デ

バイス工学分野では工藤一浩教授には大変お引き立て

頂き、技術職員という身分にも関わらず研究活動等に

多大なご支援、ご指導頂きました。また、前任の飯塚

正明教授にも大変親身なご指導を頂き、平成27年３月

には千葉大学より博士の学位を授与して頂きました。

おかげさまで平成30年11月より、東京電機大学工学部

電子システム工学科の助教として勤務させて頂いてお

ります。職員から教員という新たな立場となりました

が、少し遅い第一歩ということで、皆様にご指導頂い

たことを思い返しながらこれまで以上に精進して参り

たいと思います。

　近況ではありますが、現在所属研究室より３人の卒

業研究を担当しており、千葉大学において一から学ば

せて頂いた有機半導体の分野の研究を行なっておりま

す。私の所属する電子システム工学科は2017年度に新

設された学科で主として光や通信デバイス、回路設計

などの研究を行なっております。私自身の専門とは少

し異なりますが、周囲の教職員の方々にご理解とご支

援を頂きながら、責任とやりがいを感じつつ毎日を過

ごしております。

　一方で、比較的歴史の長い大学でもありますため、

独特の文化や習慣等に戸惑うことも多々あり、特に建

学の精神が「実学尊重」ということで、学生実験等の

実習系の授業においては比較的厳しい指導、採点を行

なっております。しかし、他大学とは異なる一つの特

徴でもあるため、大学教育や学生自身にとっても大き

な武器になるのではないかと考えております。

　最後に私事ではございますが、住まいが変わらず千

葉でございますので、お手伝いのできること等ござい

ました折には是非お声がけ頂ければ幸いです。折角頂

いた千葉大学とのご縁でございますので、今後とも何

卒よろしくお願いいたします。

■	編集委員から

・ 山田翔大さん（博士前期課程２年）が「日本光学会2018
年度コニカミノルタ光みらい奨励金」に採択されまし
た。

・ 角江崇 助教が「高柳健次郎財団2018年度研究奨励賞」
を受賞しました。

・ 西辻崇 先生（現 首都大学東京・助教）が千葉大学博士
学位論文に対して「第35回井上研究奨励賞」を受賞し
ました。

・ 小島駿さん（博士後期課程１年）が、コミュニケーショ
ンクオリティ（ CQ）学生ワークショップにおいて優秀
ポスター賞を受賞しました。

・ 宮下拓也さん（博士前期課程２年）が、国際会議URSI-
JRSM2019のStudent Paper Competition（学生論文コ
ンテスト）において第３位に入賞しました。

超電導線の交流損失の低減化に関する研究で博士（工

学）号を取得いたしました。2002年４月から2011年３

月までの９年間、岡山大学工学部電気電子工学科電磁

デバイス学（旧電力工学）講座にて、教授の高橋則雄

先生より大学教員としての心構えから教育・研究活動

の全てをご教授いただきました。研究活動では、主に

実使用環境下での電磁鋼板の磁気特性の評価とモデリ

ング手法の開発、有限要素法を用いた電気機器の鉄損

推定手法ならびに高効率化の研究に従事いたしました。

2011年４月から2019年３月までの８年間、東北大学大

学院工学研究科に所属し、応用電気エネルギーシステム

研究室にて教授の濱島高太郎先生、津田理先生から大

学教員としての教育・研究活動に関する本当に多くの

ことをご教授いただきました。研究活動では、高温超

電導の電力システム・電気機器への実用化を目指して、

主に高温超電導コイルの開発、三層同軸高温超電導ケー

ブルの開発の研究に従事してまいりました。今後は、

高効率ならびに高エネルギー密度の電気機器・電力伝

送システム開発の研究に従事し、化石燃料を必要とし

ない発電システムとそれを支える高効率・高エネルギー

密度な電力システムと電気社会の実現を目指し、人々

が安心して暮らせるための持続可能な社会を実現する

ための研究を行ってまいります。教育活動では、学生

に研究の楽しさを伝えるとともに、それを一緒に共有

する指導を心がけ、学生と一緒に日々学んでいく所存

です。本コースの更なる発展に貢献できるように尽力

して参りますので、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお

願い申し上げます。
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■	情報工学コースの近況

情報工学コース長　黒岩　眞吾
【コース近況】
　平成29年度の改組により生まれ変わった工学部総合工
学科情報工学コースも３年目に入りました。改組に合わ
せて（同窓生の皆様も在学時に楽しんでいただいたであ
ろう）３年生のプロジェクト型実験も、「センサ回路及び
アクチュエータ製作＋組込みプログラミング＋無線通信
でクラウドも活用した自律走行ロボットの制御」と大幅
に刷新され、IoT・組込み分野の講義も充実してきました。
また、文部科学省の事業として本学で実施しているenPiT
のビッグデータ・AI分野（AiBiC）にも多くの学生が参加
しており、研究者としては勿論、企業における研究開発
においても即戦力として活躍できる人材が育っています。
そのほかにも「千葉大学セキュリティバグハンティング
コンテスト」で最優秀賞を獲得する学生、独自のソフト
ウエア技術で起業する学生、CG技術を活かしイラストレー
タとして活躍する学生などチャレンジ精神にあふれた学
生も増えてきました。
　一方、教員については、昨年10月１日に、Nguyen Kien（グ
エン キエン）さんが日本学術振興会・卓越研究員事業を
通じて助教として着任しました。研究内容はインターネッ
ト技術、無線通信技術、IoTで、皆様との共同研究にも期
待される人財です。

【新たな入試：総合型選抜の実施】
　令和２年春入学に向けて情報工学コースにおいて、日
本情報オリンピック（特定非営利活動法人 情報オリンピッ
ク日本委員会主催）の予選の成績及び課題論述と２次面
接による飛び入学生の受け入れを開始しています。これ
に加え令和３年度入学選抜として総合型選抜（推薦やAO
と呼ばれている入試に相当）を開始します。これらは、
我が国におけるIT人材不足という喫緊の課題に対し、ビッ
グデータ処理、人工知能などの最先端技術を身につけた
高度IT人材育成を目指すものです。総合型選抜では、プロ
グラミングが得意な学生を対象に、日本情報オリンピッ
クの成績等のプログラミング能力等を示す書類による書
類審査、口頭試問、大学入学共通テストにより合否を判
定することになっています。

【社会連携・共同研究】
　千葉大学では毎年７月末に高校生・中学生向けに「数理
科学コンクール」（https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/events/
math/）を実施しています（参加無料）。このうち、ロボッ
トの部では本コースの教員・学生が指導を行っています。
御子息・御子女に母校の良さを伝える機会として是非ご
活用ください。一方、産学連携では、テーマを決めた共
同研究に加え、教員が技術コンサルタントとして企業の
研究開発全般を支援できるようになりました。特にAI系の
分野では教員からのちょっとしたアドバイスが劇的な性
能改善につながることもあるようです（情報数理の基礎
分野の教員も共同研究での活躍が増えてきました）。また、

学内外を含め医学、薬学、リハビリテーション学、園芸
学との連携も活発になってきています。産業連携研究推
進ステーションのスタッフも同窓生からの相談には丁寧
に対応するよう心掛けておりますので、技術的なお困り
ごとがありましたらまずは母校の千葉大学にご相談くだ
さい（教員はOB・OGと会えるだけで嬉しいものです。是
非、研究室にも気軽にお立ち寄りください）。

【同窓生へのメッセージ】
　世界規模で情報分野の優秀な人材の確保が最重要課題
となっています。千葉大学工学部情報系も31年目を迎え、
同窓生同士のつながりや同窓生と大学とのつながりが課
題解決にむけた最善の一手となり得る環境が整いました。
同窓生諸氏には改めて同窓会の活用、そして活性化をご
検討いただければと思います。我々も、優秀な人材を社
会に輩出すべく様々な取り組みを進めていきますので、
変わらぬご支援を頂きますよう、お願いいたします。最
新情報はコースwebページに掲載されておりますので、是
非ご覧ください（http://www.tj.chiba-u.jp/ie/）。

■	画像科学科だより

画像科学科長　髙原　　茂
【最終学年の画像科学科】
　2017年度の工学部の改組により、年次進行で画像科学
科からナノサイエンス学科と融合した物質科学コースへ
の改編が進み３年目となりました。画像科学科在籍のほ
とんどの学生は来春卒業をめざして卒業研究に励んでお
ります。令和元年の本年度が画像科学科の実質的な最終
年度となります。画像科学科の４年次在籍は45名で、そ
のうち大学院進学が22名、就職見込みが23名と、好調な
就職環境のもと昨年度よりも就職される学生数が増える
傾向にあります。画像科学科は在籍学生がいる限り存続
しますので、引き続き同窓生のお力添えをお願いできれ
ばと思います。

【イメージング教育ラボラトリーの近況】
　永く画像科学科の学生実験等で使われてきた印刷工場
は、画像同窓会のたいへんなご支援のもと2016年の千葉
大学画像系100周年記念事業のひとつとして、イメージン
グ教育ラボラトリーとして整備され、高度光環境空間制
御実験室（写真）などが設けられました。本年３月から

情 報 工 学 コ ー ス VI・VII・VII 部会（写真・印刷・画像・情報・情報画像）
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同窓生でもある鳥海 渉氏に工学研究院特任研究員として
着任していただき、継続的な整備や社会活動への運用企
画にご活躍いただいています。また、画像科学科・物質
科学コース・イメージング科学コースを中心に10年近く
継続している短期留学プログラム「アジア学生イメージ
サイエンスワークショップ」（ＡＳＷ）も本ラボラトリー
を利用します。交流校はチュランコン大学、サイアム大、
ラジャマンガラ大、ホーチミン市技術師範大、北京印刷
学院、釜慶大学校、他計19校に拡大し、およそ延べ300
人の学生交流実績となっており、本ラボラトリーが国際
的な教育拠点に発展することが期待されます。

■大学院イメージング科学コースの近況

イメージング科学コース長　堀内　隆彦

　改組により本コースが設立されて３年めを迎え、昨
年度は第一期修了生を輩出することができました。教
員組織に関しては、10月１日に溝上陽子先生が教授に、
平井経太先生が准教授にそれぞれ昇進されました。5名
の専任教員で運営する５研究室からなる非常にコンパ
クトな教育・研究組織ですが、花王株式会社の五十嵐
崇訓氏を客員准教授としてお迎えして、質感設計特論
の講義を新規開講して実施しました。また、昨年に引
き続いて、元コニカミノルタの洪博哲氏には非常勤講
師として画像解析の講義を、国際教養学部の田中緑助
教には兼担としてイメージング科学PBLの実習担当をお
願いし、イメージング教育を補っていただきました。
さらに強固な教育体制を整えるために、今年度は助教
の公募を実施しています。
　研究面では、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とし
て、引き続き本コースの教員・学生が中心となって「質
感イメージングの創成」プロジェクトに注力していま
す。昨年度より、新たに他大学および他部局の先生方
に中核推進者として加わっていただき、産業界も含め
てさらなる研究展開を実施しています。
　本コースにおける研究・教育面の特色の一つとして、
５研究室に所属する４年生合同の卒業研究中間発表会
を夏休みに実施しています。大学院生を含めて、各研
究室に所属する学生が全員出席し、進行から質疑応答
まで、教員は口を挟まずに学生に任せています。他研
究室の大学院の先輩方から本質的なコメントを得るこ
とができ、大変有益な発表会となっています。発表会
の後には学生交流会を実施し、研究室の垣根を超えた
積極的な討論が学生間で繰り広げられていました。
　企業にも本コースの存在が認知されてきたこともあ
り、今年度は前年度と比較して大幅に求人が増加し、
順調に全学生の進路が決定しました。コースに関する
最新情報は、以下のwebで逐次紹介しています。引き続
き、皆さまから変わらぬご支援を賜れば幸いです。（コー
スweb：http://www.tj.chiba-u.jp/imgsci/）

■	新任教員自己紹介
Kien Nguyen　助教

　My name is  K ien Nguyen.  I 
have been with the Department of 
Applied and Cognitive Informatics, 
Chiba University （CU） since October 
2018. My research interests include 
communicat ion networks ,  the 
Internet, and the Internet of Things. 

Prior to joining CU, I had spent four years （2014-2018） 
in National Institute of Information Communication 
Technology （NICT）, Japan, where I focused on 5G 
research. Before that, during 2012-2014, I researched 
disaster-resilient networks at National Institute 
of Informatics (NII), Japan. I got a Ph.D. degree in 
Informatics from the Graduate University for Advanced 
Studies （SOKENDAI）, Japan in 2012. It is a great 
pleasure of mine to be a part of the Graduate School of 
Engineering, CU. As a young faculty, no doubt, I have to 
learn and get used to many new things, most of which 
I don't know yet. I do hope to receive guidances and 
supports from all of you in my education and research 
activities at CU. I really appreciate very much in 
advance.

■	サバティカル研修のすすめ
須鎗　弘樹

　2019年４月初めより同年９月末までの約半年間、
幸い、サバティカル研修の許可を大学から頂くことが
できました。実は、今回は、私にとって２回目のサバ
ティカル研修になり、前回は、ベルギーのアントワー
プ大学に半年、イタリアのトリノ工科大学に半年、今
回は、ウィーンのComplexity Science Hub Vienna（略称：
CSH）という複雑系の研究所に半年間滞在しています。
ここCSHは、ヨーロッパにおける複雑系の研究所として
は有名な研究所で、著名な研究者が世界各地から来ら
れ、会議もよく開かれています。私もそのうちの一つ
の会議で講演させて頂きました。若くて優秀な研究者
が多く滞在しており、研究所では、毎日のようにお互
いに議論を重ね、研究に集中できる環境が整っている
と思いました。
　千葉大学は、他大学に比べて、サバティカルを非常
に積極的に奨励しており、とても寛大と思います。し
かし、実際には応募が少ないと聞きます。家庭、予算、
滞在先の３つの条件を確保する必要があり、特に、最後
の滞在先は、貴重なサバティカルを成功させるために
は必要不可欠と感じます。分野により違いがあるのか
もしれませんが、国際会議などで、重要な結果を発表し、
積極的に議論すれば、必然的に、研究の交流が生まれ
ると思います。千葉大学の特色を、学生だけでなく、
教員も研究者として享受されることを強く勧めます。
　最後に、このような貴重な機会を許可して頂いた、
千葉大学ならびに情報科学コースに深く感謝申し上げ
ます。
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■	物質科学コース便り

コース長・学科長　星野　勝義

　2017年度に実施された改組により物質科学コースが

誕生し、３年目を迎えています。改組は年次進行で進

むために、学部４年次学生と過年度生が画像科学科と

ナノサイエンス学科に分かれていますが、次年度から

いよいよ学部も大学院も新コースに統合されることに

なります。物質科学コースのミッションは、化学／物

理の枠組みを超えて、物質の本質に迫り、その機能を

応用する人材を育成することです。具体的には、コー

ス誕生の経緯から、画像科学、ナノサイエンス、デバ

イス工学等における機能材料について深く掘り下げる

とともに、広い分野を俯瞰し応用展開できる人材を育成

することです。このミッションを実現するために当コー

スでは、先進科学センターや分子キラリティ研究セン

ターを含め、22名の常勤教員（教授７名、准教授10名、

講師１名、助教４名）と５名の技術職員・事務職員が教育・

研究およびその補佐に携わっています。

　改組の前後にかかわらず、これまで新入生ガイダンス

の一環として、企業の研究施設や国立研究所への見学

を行ってきました。本年度は、これまでの日帰りでは

なく、宿泊を伴う見学会を実施しました（担当：吉田

教授、椎名准教授）。７月12日〜 13日の日程で、物質

科学コース配属予定１年次学生85名が大学共同利用機

関法人高エネルギー加速器機構（茨城県つくば市）に

見学に行きました。最先端の物質科学研究に触れても

らうことで、学習意欲を高めることができたとともに、

学生相互間の親睦を深めることができたと思っており

ます。

　８月９日には、工学部オープンキャンパスが開催さ

れました（担当：椎名准教授）。厳しい暑さの中での開

催でありましたが、昨年度の参加者数（165名）を上回

る212名（生徒141名、保護者71名）のご参加をいただ

きました。全体説明会では、まず星野から物質科学コー

スの紹介および就職状況の報告をさせていただき、次に

大川・奥平准教授がカリキュラムの説明を行いました。

そして、最後に研究説明を高原教授および田中助教が

担当致しました。そしてその後、参加者１人当たり２

つの研究室見学と各研究室のポスターによる研究紹介

を行いました。大多数の参加者は高等学校２年次の学

生さんと思われますので、研究内容の理解は難しかっ

たのではないかと感じましたが、やや緊張した面持ち

ながらも集中している様子を見ますと少なくとも “何か

すごいことをしているな” ということは感じていただけ

たのではないかと思っております。

　以上、オープンキャンパスの参加者動向を見ますと、

当コースの社会的な認知度が高まりつつあると考えら

れますが、未だその道のりの途中です。社会的評価を

いただくためには卒業生の皆様のご活躍とご協力がぜ

ひ必要です。教職員一同もその評価確立のために努力

をしてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻の程ど

うぞよろしくお願い致します。

特任助教　豊田　耕平

　2018年11月に着任しました物質科学コースの豊田耕

平と申します。私は2013年に千葉大学大学院工学部融

合科学研究科におきまして、博士後期課程を修了いた

■	新任教員自己紹介

物 質 科 学 コ ー ス
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−無機ハイブリッド材料の開発を行ってきました。３

月に着任してからは、新しいテーマとして導電性高分

子の研究を立ち上げました。物性科学コースの先生方

や学生達は、私が得意とする化学の分野だけでなく、

物理や画像など幅広い知識を持っていますので、多く

の人と積極的に関わりながら狭い専門分野にとらわれ

ることなく、分野の垣根を超えた新しい研究内容およ

び研究分野を開拓していきたいと考えております。

　これまでの経験を生かして、大学およびコースの発

展と教育に全力で取り組んで参りたいと思っています。

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

■編集委員から

　2019年２月に、坂本一之教授が大阪大学工学研究科

にご転出されました。坂本先生は2005年10月に助教授

として千葉大学にご着任され、2015年４月からは教授

として、また2018年度からは物質科学コース長として、

本学の教育及び研究にご尽力いただきました。先生は

14年の間に44本もの論文を発表され、特にPhysical 

Review Letters誌でご発表なさった有機半導体材料のバ

ンド分散やラシュバ効果に関する研究は世界的に有名

で、論文の引用回数は100回を超えています（2019年

９月現在、Web of Scienceより）。また研究代表者とし

て数多くのプロジェクトを遂行なさいました。坂本先

生の新しい環境での益々のご健勝とご発展を心よりお

祈り申し上げます。

（編集委員・田中 有弥 記）

しました。その後、株式会社トリマティス、シンクラ

ンド株式会社という、二つのスタートアップ企業での

勤務を経験し、千葉大学に戻ってまいりました。改め

て学問の扉を開く機会をいただけたこと、大変ありが

たく存じます。博士後期課程におきましては螺旋波面

を持つ光として知られる光渦を金属材料に照射するこ

とで、捩じれた表面構造を持つカイラルナノニードル

を基板上に形成するという研究を行ってまいりました。

企業在籍時におきましても、光渦をもちいた構造体形

成技術を医薬品や化粧品に応用するべく製品開発に従

事していました。現在は、レーザー照射によって結晶

成長する分子や、ハイドロゲルを初めとしたソフトマ

テリアルなど多種多様な材料をプローブとすることで、

光の螺旋性と物質が有する新規相互作用の可視化と応

用を目指し、研究を行っております。若輩者であり、

至らぬ点が多々あるとは存じますが、千葉大学の発展

に尽力する所存ですので、何卒、ご指導ご鞭撻のほど、

よろしくお願い申し上げます。

助教　塚田　　学

　本年３月１日付けで物質科学コースに着任しました

塚田学（さとる）です。2007年に佐賀大学を卒業後、

2012年に東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了

しました。その後、東京理科大学理工学部工業化学科

で５年、広島大学工学部で２年間助教を務め、千葉大

学星野研究室が研究活動を始めてから６ヶ所目の研究

室となりました。

　私の研究のベースは、化合物の合成です。研究室を

渡り歩いて来ましたので、有機化合物、金属錯体、無

機化合物、有機および無機高分子と様々な物質を合成

できます。これまでは、酵素の活性部位を模倣した多

核金属錯体の研究やシロキサン系化合物を用いた有機
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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　一國　伸之

　卒業生の皆様方、いかがお過ごし
でしょうか。日頃から第V部会なら
びに同窓会に対してご支援いただ
き、深く感謝いたします。
　共生応用化学コースでは、長らく
奉職されていた岩舘泰彦教授と斎藤
恭一教授のお二人が、2019年３月に

定年退職を迎えられました。最終講義や退職記念事業な
どについては以下のコーナーで紹介していただきます。
また、この４月にはバイオマテリアル研究室の梅野太輔
先生が准教授から教授に昇任され、５月には資源反応工
学研究室の山田泰弘先生が助教から准教授へと昇任され
ました。お二人の先生にはこれまで以上に本コースで活
躍されることを期待しております。
　さて、一昨年度の改組により、共生応用化学科から総
合工学科共生応用化学コースとなりましたが、すでに
会報でお知らせしているようにカリキュラムも含めて大
きな変化はありません。ただ、１年から２年進級時に他
コースへの転コースが可能であるという仕組みがあり、
本年度は、本コースから他コースへの転コース希望学生
はいませんでしたが、２名の学生が共生応用化学コース
の２年生へと配属されてきました。化学を志向する学生
にとって本コースのカリキュラムがいかに魅力的かを反
映しているものと受け止めています。このような転コー
ス制度が存在している現在、個別入学試験におけるコー
ス別志願倍率にどれほどの意味があるのかは判断に悩む
ところですが、平成31年度入試においては共生応用化
学コースの志願倍率は前期が4.3倍、後期は10.5倍と前
後期共に高くなり、特に前期入試の志願倍率の高さには
驚かされました。受験生の志願倍率は年による変動が大
きいのですが、低い倍率に陥ることなく、モチベーショ
ンの高い優れた受験生が入学するように、今後も努力し
ていくことが求められています。
　その関門をくぐりぬけ、晴れて共生応用化学コースに
入学してきた新入生には、授業開始前の時期に、ある
種のカルチャーショックを受ける一大イベントとしてオ
リエンテーション合宿が存在しています。この行事は
2008年から始まり、斎藤恭一先生のリーダーシップの
もと、毎年開催（2011年のみ中止）されていました。
斎藤先生の強いキャラクターと学生への強い思いから、
むしろ「斎藤塾」と呼ぶ方がふさわしかったかもしれま
せん。この合宿により、新入生たちは同級生たちとの連
携を深める、また大学生活そして将来について考え出す
といった共生応用化学の学生としての第一歩を踏み出し
ていました。

　このイベントを取り仕切られていた斎藤先生が定年退
職されたことにより、コースとしてはどうすべきだろう
かという大きな判断を迫られたのですが、入試担当副学
長の佐藤智司先生にこのミッションを引き継いでいただ
くことになり、この４月も無事に岩井海岸でのオリエン
テーション合宿を実施することができました。ただ、１
年間が前期と後期のセメスター制だったのが、現在は６
タームにわけるターム制（１、２タームが従来の前期セ
メスター。４、５タームが従来の後期セメスター。３、
６タームが従来の長期休み）になったため、４月の授業
開始が早まっており、オリエンテーション合宿の内容だ
けでなく開催時期についても悩んでいるところです。
　入学した学生たちが、共生応用化学の学生として活躍
を見せるのは、ほとんどの場合研究室に入ってからとな
りますが、その活躍ぶりについては毎年多くの学生が学
会で受賞していることからもその一片をうかがい知るこ
とができると思います。これにつきましては以下のコー
ナーでも紹介がありますが、共生応用化学コースのホー
ムページ（http://chem.tf.chiba-u.jp/）にも逐次掲載され
ておりますのであわせてご覧いただければと思います。
　学生たちにとって満足のいくコースであり、また魅力
的な研究成果を発信し続けることで、共生応用化学コー
スのブランドを高めていくことが重要と認識しており、
構成員一同頑張っております。引き続き、卒業生の皆様
からのご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

■	岩舘泰彦先生の退職記念会

　岩舘泰彦先生は、昭和52年３月千葉大学工学部合成
化学科を卒業後、同54年３月千葉大学大学院工学研究
科合成化学専攻修士課程を修了、昭和57年３月東京工
業大学大学院理工学研究科原子核工学専攻博士課程を修
了し、同時に工学博士の学位を取得されました。学位取
得後、昭和57年10月フランス国立科学研究所助手に採
用されパリ第六大学に勤務されています。その後、昭和
59年２月千葉大学助手工学部に採用され、平成４年４
月千葉大学助教授工学部を経て、同13年４月千葉大学
教授大学院自然科学研究科となり、同工学研究科、同工
学研究院への配置換えを経て、平成31年３月、ご定年
により退職となりました。
　在職の期間、学生に基礎科学の重要さを説くとともに
応用研究のあり方を講義やセミナーを通してわかりやす
く教育してきました。教育実践として、大学理工系の学
生を対象にした無機化学の入門書「基礎無機化学」（朝
倉書店）を執筆し、専門化学への橋渡しを果たしました。
専門分野では、「レアメタル便覧」等の専門書に無機材
料の構造と物性に関する研究成果を執筆されています。
専門の溶融塩・非晶質材料科学の分野では、高エネルギー

共 生 応 用 化 学 コ ー ス
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実験・分光測定・電気化学測定等の実験手法を確立して、
基礎科学だけではなく工学的応用にまで至る広範な研究
を展開されています。特に高温環境下でのラマン分光法
による溶融塩の物性研究、中性子線を利用した非晶質材
料の構造解明、計算科学による材料の物性構造研究、極
限環境場での無機材料の創生等の多種多様な高機能材料
の基礎および実用化研究で148編の研究論文を発表され
ました。
　学会活動では、㈶加藤科学振興会評議員や電気化学
会 代 議 員、CODATA（Committee on Data for Science 
and Technology of the International Council of Scientific 
Unions, Paris）でのTask Group Member等の委員を務め、
化学と工学の発展に大きく貢献されました。特に電気化
学会溶融塩委員会では、委員長を務めた他、永年にわた
り委員会幹事として溶融塩化学の発展に大きく貢献され
ました。

　最終講義は、平成31年３月１日に千葉大学西千葉キャ
ンパス総合校舎 Ｇ２号館で開催され、「逝く者は斯くの
如きか」と題して、溶融塩の構造に関する長年の研究成
果を紹介するとともに、基礎科学の大切さをお話いただ
きました。退職祝賀会は、平成31年３月23日に東天紅 
千葉スカイウインドウズにて学会関係者と多数の研究室
卒業生により開催されました。退職祝賀会は、終始なご
やかな雰囲気で研究室での失敗談等の思い出話で大いに
盛り上がりました。退職後は、若い頃に過ごした仏国へ
旅行をされたいということで、旅行券を記念品として差
し上げました。現在は千葉工業大学にて、非常勤として
教鞭を執っておられます。今後もご健康に留意され、ご
活躍されることをお祈り申し上げます。（大窪 貴洋　記）

■	斎藤恭一先生　最終講義

としてご退官まで教授職をお勤めになられています。
　この間、日本海水学会の会長として海水科学の発展に
尽力されたほか、公益社団法人日本工業英語会の理事・
会長として長年にわたって理系英語の普及に貢献してこ
られました。名著「理系サバイバル英語（ブルーバック
ス）」をはじめとする10冊もの関連著書を執筆され、ア
ルク社のe-learning教材の監修など、理系コミュニケー
ションの啓発に努めてこられました。
　学内においては、共生応用化学科専攻長・学科長、工
学部総務委員長などの重責をお勤めになられたほか、ベ
ンチャービジネスラボラトリーの施設長として長年にわ
たって本学の研究成果の社会実装と本学学生の起業精神
への啓蒙活動を行ってこられました。また、在職中はの
べ120校もの高校で講義を行い、平成21年に工学部地域
社会連携賞を受賞されておられます。

 

■岩舘先生と斎藤先生の最終講義の後で

   　

 
  

 
 

 
 

 

 
   

 
  

  
  

   

  
  

   
  

   
   

    

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

斎藤恭一先生は、平成30年３月末をもって定年退職され 
ました。先生は、昭和52年に早稲田大学理工学部応用化 
学科を卒業、昭和57年に東京大学大学院工学系研究科化 
学工学専攻の博士課程を修了されました。東京大学工学 
部助手（昭和57年）、講師（昭和63年）、助教授（平 
成２年）を経て、平成６年２月より千葉大学工学部に助 
教授として着任されました。平 成 16 年 ４ 月より、教授     

先生は一貫して、放射線グラフト重合法という材料合
成技術を研究し、その深化と発展に尽力されてこられま
した。これは213報の論文、68編の総説、９冊の著作、
数多くの特許として世に残りました。なかでも、電気製
塩プロセスのコストダウンを可能とした高密度イオン交
換膜、東京電力福島第一原発における汚染水処理のため
のセシウム吸着材、抗体医薬精製の高速化のためのタン
パク質吸着材料、などは、すでに社会実装に至っており
ます。斎藤先生は、アミドキシム基を高密度担持した吸
着材を使って海水からウランを１kg捕まえてみせ、世界
を驚かせました。これに触発されたさいとう・たかを氏
が、ゴルゴ13「原子養殖」という物語を描いたのは、
あまりにも有名な話です。
最終講義は、３月１日に、本学構内で行われました。
先生のご希望で現役学生に向けたささやかな会になるは
ずでしたが、どこから聞きつけたのか、教職員、事務の
皆様、学生諸君が多数集まり、先生の講義に熱心に耳を
傾けました。魂とユーモアのたっぷりつまった、聴く者
の心を熱くするご講義でした。
現在は、早稲田大学理工学院に籍をうつされ、企業研
究のアドバイザーや東京電機大学の講師として多忙な生
活を送られています。今後も研究・教育活動を精力的に
続けていかれることを祈念いたします。
 （河合 繁子・梅野 太輔 記）
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■	教員・学生の受賞（平成30年８月以降）

・教員の受賞
桑折道済准教授（ソフト材料化学研究室）：高分子学会
三菱ケミカル賞、高分子学会広報委員会パブリシティ
賞、日本印刷学会研究発表奨励賞
・学生の受賞（口頭発表）
小白琴菜さん、山本幹也くん（ソフト材料化学研究室）：
なのはなコンペ2019（学生版）でそれぞれなのはな賞
／山本幹也くん（ソフト材料化学研究室）：第20回高分
子ミクロスフェア討論会優秀発表賞／上村直弘くん（精
密有機化学研究室）：第27回有機結晶シンポジウム優秀
講演賞／岡田直くん（極限環境材料化学研究室）：日本
セラミックス協会第31回秋季シンポジウム講演奨励賞
／福士万由さん（バイオプロセス化学研究室）：混相流
シンポジウム2018ベストプレゼンテーションアワード
／神尚孝くん、堀有音くん（バイオプロセス化学研究室）：
化学工学会室蘭大会2018（3支部合同大会）でそれぞ
れ学生奨励賞、学生特別賞／氏家和也くん（セラミッ
クス化学研究室）：日本セラミックス協会第31回秋季シ
ンポジウム発表敢闘賞
・学生の受賞（ポスター発表）
小白琴菜さん、安藤滉基くん、小島佑樹くん、佐伯勇
哉くん（ソフト材料化学研究室）：第36回高分子学会千
葉地域活動若手セミナーでそれぞれ最優秀ポスター賞、
優秀ポスター賞、優秀ポスター賞、奨励ポスター賞／秋
山吾篤くん（ソフト材料化学研究室）：第23回液晶化学
研究会シンポジウム学生ポスター賞／上村直弘くん（精
密有機化学研究室）：シンポジウム モレキュラー キラ
リティー 2019優秀ポスター賞／鄭相協くん、山崎秀太
くん（環境化学研究室）：化学工学会第84年会でそれぞ
れ奨励賞、優秀学生賞／森田明寛くん（バイオプロセ
ス化学研究室）：第24回流動化・粒子プロセッシングシ
ンポジウム優秀ポスター賞／ Nooramalina Diana Binti 
Nasaruddinさん（資源反応工学研究室）：第11回酸化グ
ラフェン研究会ポスター賞／大内隼人くん（分子集合
体化学研究室）：シンガポール国際化学会議（SICC-10）
ACS Chem. Mater. ポスター賞／加藤友郁くん（資源反
応工学研究室）：第45回炭素材料学会年会ポスター賞／
尾内択充くん（触媒化学研究室）：第31回イオン交換セ
ミナー最優秀ポスター賞／大野貴也くん、中込央資く
ん、山本幹也くん（ソフト材料化学研究室）、荒本夏帆
さん、児島伶奈さん、東原口誠也くん、小野寺宥哉くん

（エネルギー変換材料化学研究室）、大内隼人くん、福島
卓弥くん、山田紘彰くん、鈴木篤人くん（分子集合体化
学研究室）：第８回CSJ化学フェスタでそれぞれ優秀ポス
ター発表賞／穆廷林くん（バイオプロセス化学研究室）：
化学とマイクロ・ナノシステム学会第38回研究会優秀
発表賞／久米田友明くん（表面電気化学研究室）：第11
回新電極触媒シンポジウムポスター賞／藤村葉子さん

（環境化学研究室）：第17回世界湖沼会議優秀発表賞／
佐伯琴音さん、森田明寛くん（バイオプロセス化学研

究室）：化学工学会第50回秋季大会でそれぞれ優秀ポス
ター賞／稲垣美沙さん、小西ゆりえさん、木村祐毅くん

（セラミックス化学研究室）：日本セラミックス協会第31
回秋季シンポジウムでそれぞれポスター賞、ポスター敢
闘賞、ポスター敢闘賞／青山周平くん（バイオプロセス
化学研究室）：化学とマイクロ・ナノシステム学会第39
回研究会優秀研究賞（一般）／大内貴智くん（バイオプ
ロセス化学研究室）：The 11th International Symposium 
on Microchemistry and Microsystems Analyst Poster 
Award ／川窪涼くん（セラミックス化学研究室）：無機
マテリアル学会第11回講演奨励賞最優秀賞／加藤泰輝く
ん（分子集合体化学研究室）：第40回光化学若手の会優
秀ポスター発表賞

（桑折 道済　記）

■	共生応用化学コース	就職状況報告

　平成30年度（平成31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。令和元年度の就職活動か
ら、経団連主導の就活ルールが廃止されることが決定し
ていますが、平成31年３月に卒業・修了した学生の採用
選考時期は、 前年度と同じ「６月１日以降」で、大きな
混乱もなく、 学生の就職先および就職先の分野について
もほぼ例年通りでした。学部卒業生は、例年と同様に多
くが大学院に進学し、 就職した学生は25名でした。就職
先の分野は、化学を含むメーカー（８名）、情報・通信（４
名）、商社等（８名）、 公務員（５名）でした。進学先と
しては、77名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８名いました。博士前期課程の修了
生は、74名が民間企業に就職しました。内訳は、繊維・
ゴムを含む化学（43名）、機械・精密機器・電気（９名）、
自動車・輸送機器（６名）、鉄鋼・非鉄金属（９名）、情
報通信（２名）、建設業（２名）、小売業（２名）、特許事
務所（１名）で、就職を希望した学生全員が就職しました。
　また、複数名（２〜３名）を採用していただいた企業
も21社あり、これらの企業において本コースの卒業生の
皆様がご活躍されている様子がうかがえます。平成31年
度（令和２年３月卒業・修了）の学生については、前年度、
前々年度と同じ採用活動時期のため、 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
いただいて進路が決定しています。共生応用化学コース
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。卒業生・修了生の皆
様と連携しながら、就職をサポートできればと考えてお
ります。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。

（大窪 貴洋　記）
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■	高潮展レポート

　今年で第46回を迎えた高潮展は３月29日〜４月３日

の間、品川区のO美術館で盛況裏に開催されました。今

年も出品者の力作に加えて、ご遺族の協力で赤穴、重田

両先生、昨年10月に逝去されました境田潤さんの見応

えある作品が会場を飾りました。

　会期最終日には恒例のギャラリートークが開催されま

した。作品制作にまつわる話が披露され、それぞれの作

家の作品へのアプローチの違いが伺える興味ある時間で

した。

　高潮展は、千葉大学工学部の同窓生有志がアート作品

制作という共通の場で集い、日頃の研鑽結果を発表する

展覧会として、多くの皆様に親しんで戴きましたが、出

品者の高齢化などから、今回をもちまして、ひと区切り

とさせて戴くこととなりました。

　1974（S49）年に、工学部の前身である旧制東京高等

工藝学校の先輩たちが、新・旧同窓生の融和を願って開

いたもので、東高藝の旧校舎から臨む芝浦の海に因んで

「高潮展」と命名されました。都内で毎年開かれた展覧

会を通して、多くの才能が育ちました。

　今回、46回を数えた高潮展のプロセスに終止符を打

つことは残念ですが、永きに亘り、応援してくださった

ご来場の皆様、並びに、関係者の皆様、出品者諸兄姉に

紙面をお借りして心より御礼申上げます。

■	第11回　松芸展のお知らせ

　来年2020年４月12日（日）〜 18日（土）まで、第

11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。

　千葉大学建築学科同窓生なら何方でも参加できますの

で奮って参加ください。

　作品は平面作品（油彩、水彩、アクリル、日本画、版画）、

立体作品（彫刻、陶芸）を対象としております。今年（第

10回）の参加者は顧問の森先生、代表の安生満はじめ

12名、47点の出展（一人４点〜５点、６号〜 20号）が

ありました。同窓の方、絵画愛好の方のご来場をお待ち

しております。

高潮展事務局：渡邉和人
〒216−0033  川崎市宮前区宮崎3−3−8−402
T EL：090−4450−2818
Mail：kjh-nabe@nifty.com

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10回松芸展 2019年４月14日　於：有楽町交通会館

高 　 潮 　 展

松 　 芸 　 展
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　「第30回凡展」をさる平成31年９月29日（日）から

10月５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30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。

平成29年度工学部改組による新コース名と対応する各部会、ならびに旧学科の対応関係は以下の通りです。

工学部改組とこれに伴う同窓会部会の対応について

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

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30回凡展　令和元年９月29日　於：東京交通会館

凡 　 　 　 展
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　平成30年４月１日から平成31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30年11月18日に第45号（全32ページ、23,915部）
を会員に発送しました。

２．平成30年度工学同窓会	総会および懇親会
　平成29年度の総会と懇親会は、開催場所が工学部棟と学
内･生協フードコートで実施しましたが、かなり離れていて
不便であったため、平成30年度は、総会をけやき会館１階
大ホールで、懇親会を同会館・３階のレセプションホールで、
６月９日（土）に開催しました。
　平成30年度は大きな役員改選（天野千恵子･工学部事務長
が顧問に就任）がなかったため、29年度に引き続き薄葉 洋
会長（第Ⅲ部会）が議長として議事進行を行いました。小林
謙一･幹事長より29年度･事業報告のあと、収支決算の審議、
平賀祐二氏からの会計監査報告があり、事業報告および収支
決算は原案通り承認されました。引き続き平成30年度事業
計画･予算案について提案があり、審議の結果、こちらも承
認されました。また校友会活動関連の報告がありました。
　総会終了後の懇親会では佐藤之彦･名誉会長（工学部長）
のご挨拶、工学部の近況報告のあと、乾杯の発声のあと、会
員相互の歓談･交流を行いました。席上、工学部創立100周
年を３年後に控え、小圷成一･実行委員長（第IV部会）から
事業計画の概要が説明されました。

３．学生活動への支援
　例年通り、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５団体（フォーミュラ･プロジェクト、
ロボコン、建築卒業計画展2018、CUAD、都市環展）に総
額80万円を支援しました。このうち２団体（CUAD、都市環
展）は上記６月開催の総会･懇親会の席上、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656名の新入生が準会員となりました。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記念品（男性にはネク
タイピン、女性にはリング）を贈呈しました。

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･企業や研究の最新状況など、講義の一部内で非常勤
講師として活動して頂き、その謝金として活用して頂きまし
た。

７．千葉大学校友会
　工学同窓会は、全学の同窓会組織を束ねている校友会の主

■収入の部	 （単位：円）

費　目 予算① 決算② ①－②
前年度繰越金 1,191,024 1,191,024 0
入会金 6,700,000 6,560,000 140,000
会費 2,000,000 1,904,000 96,000
寄付金 2,200,000 2,330,000 △ 130,000
総会参加費 50,000 28,000 22,000
利息・雑収入 10 0 10

合　計 12,141,034 12,013,024 128,010

■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 4,291,898 △ 91,898
入学・卒業記念品費 1,100,000 984,528 115,472
総会経費 500,000 353,150 146,850
名簿管理費 216,000 216,000 0
HP費 150,000 51,840 98,160
部会・支部活動補助費 800,000 683,000 117,000
工学部賛助金 800,000 632,816 167,184
校友会費 150,000 150,000 0
学生援助費 1,000,000 800,000 200,000
非常勤講師援助費 500,000 440,000 60,000
会議費 50,000 44,940 5,060
渉外費 50,000 41,620 8,380
学内懇親会費 100,000 114,540 △ 14,540
慶弔費 50,000 0 50,000
郵送通信費 400,000 333,377 66,623
交通費 80,000 81,334 △ 1,334
幹事担当部会運営費 50,000 0 50,000
事務員費 1,000,000 976,000 24,000
消耗品費 50,000 33,579 16,421
事務運営費 50,000 0 50,000
事務室備品費 100,000 98,395 1,605
雑費 50,000 45,560 4,440
創立100周年記念事業準備費 100,000 29,968 70,032
予備費 595,034 0 595,034
繰越金 0 1,610,479 △ 1,610,479

合　計 12,141,034 12,013,024 128,010

平成30年度

千葉大学工学同窓会  決算

体メンバーとして参加しています。平成30年11月３日（土）
に校友会･ホームカミングデーがけやき会館･ １階大ホールで
開催され、医学部卒業生の並木隆雄･医学研究院准教授の講
演、お笑いコンビ・ぱいんはうす 岸 英明さん（理学研究院
修了）による社交ダンスが披露されました。その後、懇親会
が同会館１階コルザで開催されました。
　ただし令和元年度（2019年）は、11月２日（土）に千葉
大学創立70周年記念シンポジウムが予定されており、校友会
は総会のみ開催され、ホ ームカミングデーは開催されません。

平成30年度工学同窓会事業報告
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　令和元年５月25日（土）、西千葉キャンパスけやき会

館大ホールにて定時総会、続いて同会館３階レセプショ

ンホールにて懇親会が開催されました。

　定時総会では、中山茂樹・副会長（Ⅱ部会）が議長とし

て指名され、平井経太准教授（VI・Ⅶ・Ⅷ部会）の司会の

もと始まりました。最終的な出席者は77名でした。

　最初に、小林謙一・幹事長（第Ⅲ部会）より平成30年度

の事業報告ならびに決算報告がありました。次いで、

平賀祐二・学外会計監事（第Ⅶ部会）から会計監査報告が

ありました。これらの議案について、賛成多数にて承

認されました。

　次に、令和元年度の役員選出が提案され、賛成多数

にて承認されました。会長として、VI・Ⅶ・Ⅷ部会より

推薦された小柴満信氏が選出されました。役員の任期

は２年です。ここで、議長交代があり、小柴会長が議

長として選出され、以降の審議・報告が進められました。

まず、川本一彦・令和元年度幹事長（VI・Ⅶ・Ⅷ部会）より

令和元年度の事業計画および予算案が提案され、いく

つかの質疑のあと、賛成多数にて承認されました。

　次に、中山茂樹・平成30年度校友会幹事より、校友会

活動について報告があり、令和元年11月２日に開催さ

れるホームカミングデーについて紹介がありました。

次いで、小圷成一・100周年記念事業委員長より、100

周年記念事業について準備報告があり、100周年記念誌

の発行や記念式典の開催などを計画していることが紹

介されました。さらに、同事業に対する寄付金の募集

について依頼がありました。最後に、岸川圭希・副会長（V

部会）より閉会宣言があり、定時総会は終了しました。

　定時総会後は、会場をレセプションホールに移し、

懇親会が開催されました。小柴満信・会長の挨拶のあと、

佐藤之彦･名誉会長（工学部長）の乾杯の音頭で始まりま

した。しばらくの歓談のあと、同窓会で支援している

学生活動のうち２件の報告がありました。本年度は、

車レースに参加しているフォーミュラプロジェクト団

体とロボットコンテストに参加しているロボコン団体

から、入賞報告などがありました。最後に、宮崎紀郎・

千葉大学名誉教授のご挨拶と中締めで終了しました。

来年度の定時総会と懇親会は、同会場にて令和２年５

月30日（土）に開催予定です。是非お越しください。

令和元年度工学同窓会・定時総会および懇親会の報告
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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30年度（平成30年４月１日〜平成31年３月31日）寄付者一覧

■　100口　■
三浦　邦夫 （Ⅲ）

■　30口　■
石川　義雄 （Ⅲ）
室木　　巧 （職員）

■　29口　■
井之川英正 （Ⅱ）
岡野　宗樹 （Ⅲ）

■　20口　■
山田　雅敏 （Ⅱ）
長沢　秀雄 （Ⅲ）
小野原　勉 （Ⅲ）

■　19口　■
峰田　富康 （Ⅵ）
岡田歩久登 （電機）

■　15口　■
鎌田　友礼 （Ⅲ）

■　14口　■
中村　　逸 （Ⅲ）

■　12口　■
田口　丈雄 （Ⅴ）

■　10口　■
岩井　一幸 （Ⅰ）
原田　敏男 （Ⅰ）
内藤　亮一 （Ⅱ）
和田　　惇 （Ⅱ）
白石　輝光 （Ⅱ）
船津　　忠 （Ⅲ）
橋本　一雄 （Ⅲ）
松谷　正明 （Ⅲ）
田中　敏光 （Ⅳ）
寺川　隆成 （Ⅳ）
山下　和郎 （Ⅳ）
伊藤　良一 （Ⅳ）
工化40白ばら会 （Ⅴ）
深石　　準 （Ⅴ）
矢沢　由尚 （Ⅴ）
田中　秀典 （Ⅴ）
加藤　　勝 （Ⅵ）
西澤佑実子 （院全）
大坪　将史 （電機）
曽田五月也 （職員）

■　９口　■
日向野隆三 （Ⅰ）
増田　忠良 （Ⅰ）
橋本　　健 （Ⅱ）
村田　　実 （Ⅲ）
柳澤　　章 （Ⅲ）
松谷　貫司 （Ⅲ）
宗雪　敏史 （Ⅳ）
吉田　俊夫 （Ⅴ）
霜崎　徳雄 （Ⅴ）

長尾　輝哉 （Ⅴ）
正田　　章 （Ⅶ）
犬養　俊輔 （Ⅶ）
古田　明徳 （Ⅷ）
我妻　　武 （院全）
小原　冬香 （意建）

■　７口　■
莇　　伸一 （Ⅳ）

■　６口　■
成毛喜一郎 （Ⅳ）

■　５口　■
関谷　義之 （Ⅱ）
古我　大作 （Ⅱ）
中川　利夫 （Ⅱ）
宮本　厳恭 （Ⅲ）
小川　秀司 （Ⅲ）
藤代　　裕 （Ⅲ）
新垣　強二 （Ⅲ）
横井　　学 （Ⅲ）
青木　一郎 （Ⅲ）
中村　紀雄 （Ⅳ）
中村　　修 （Ⅳ）
馬養　友之 （Ⅴ）
福山賛次郎 （Ⅴ）
山本　芳正 （Ⅵ）
樫山　　環 （Ⅵ/Ⅶ）
淺沼　　宏 （Ⅶ）
北村　維敏 （Ⅶ）
山岡　亞夫 （Ⅶ）
解良　　聡 （Ⅸ）
山嵜真之介 （院全）

■　４口　■
宇賀　洋子 （Ⅰ）
福崎多恵子 （Ⅰ）
大沼　　隆 （Ⅰ）
甲斐　　茂 （Ⅰ）
中野清一郎 （Ⅱ）
富田　　純 （Ⅱ）
蕪木　　脩 （Ⅱ）
岡田　岩雄 （Ⅱ）
高久　広樹 （Ⅱ）
中村喜久雄 （Ⅱ）
松永　敏男 （Ⅱ）
若松　　永 （Ⅱ）
田邉　宏志 （Ⅱ）
森　　勝一 （Ⅱ）
彦坂　誠次 （Ⅱ）
林　　忠雄 （Ⅲ）
五十嵐　実 （Ⅲ）
斎藤　晴朗 （Ⅲ）
飯島　　章 （Ⅲ）
高梨晋一郎 （Ⅲ）
福村　滋人 （Ⅲ）
加藤　幸三 （Ⅲ）
中島　重利 （Ⅲ）
井出　正人 （Ⅲ）
赤間　松三 （Ⅲ）

中台　照幸 （Ⅳ）
横山　勝重 （Ⅳ）
草深　博好 （Ⅳ）
松嶋　　昭 （Ⅳ）
田口　　濶 （Ⅳ）
福部　國弘 （Ⅳ）
飯塚　矩規 （Ⅳ）
高橋　盛広 （Ⅳ）
和久津啓治 （Ⅳ）
松尾　達樹 （Ⅳ）
清水洋太郎 （Ⅳ）
兼八　　薫 （Ⅳ）
中富　　仁 （Ⅳ）
林　　久雄 （Ⅳ）
永井　良一 （Ⅳ）
中野　和則 （Ⅳ）
松尾　弘任 （Ⅴ）
柳田　利幸 （Ⅴ）
芳野　禎文 （Ⅴ）
谷山　暁彦 （Ⅴ）
関口　洋一 （Ⅴ）
田中　昌幸 （Ⅴ）
平井　公徳 （Ⅴ）
飛田　　俊 （Ⅴ）
阿久津文彦 （Ⅴ）
稲見　一郎 （Ⅴ）
大谷　博之 （Ⅴ）
河辻　輝之 （Ⅴ）
平賀　祐二 （Ⅵ）
末光　裕治 （Ⅵ）
今城　力夫 （Ⅵ）
酒井　伸和 （Ⅵ/Ⅶ）
岩田　克彦 （Ⅶ）
大野　　仁 （Ⅶ）
清水いそ江 （Ⅹ）
新村　和彦 （Ⅹ）
工藤　泰代 （院全）
米地　正大 （電機）
木村信太郎 （電機）
鈴木　康之 （電機）
鈴木　洋行 （意建）

■　３口　■
森　　美恵 （Ⅰ）
浅野　英昭 （Ⅰ）
千葉　　寛 （Ⅱ）
小幡　和夫 （Ⅱ）
山田　憲司 （Ⅱ）
福田　忠夫 （Ⅲ）
林　　侑孝 （Ⅲ）
小川　秀雄 （Ⅲ）
大上　　登 （Ⅲ）
渡辺　紀之 （Ⅲ）
笹川　俊勝 （Ⅲ）
藤田　秀樹 （Ⅲ）
坂本　和也 （Ⅲ）
阿波野康彦 （Ⅲ）
佐々木裕幸 （Ⅲ）
佐藤　龍夫 （Ⅳ）
大池　高保 （Ⅳ）
川井　裕之 （Ⅳ）

村上　武志 （Ⅳ）
丹野　雅行 （Ⅳ）
岩瀬　俊夫 （Ⅳ）
村雄　弘尚 （Ⅴ）
田辺　敏夫 （Ⅴ）
斎藤　晴夫 （Ⅴ）
山崎　　肇 （Ⅴ）
野崎　隆生 （Ⅴ）
山崎　泰洋 （Ⅴ）
小谷野憲司 （Ⅴ）
中村佐紀子 （Ⅴ）
高坂　信夫 （Ⅴ）
松尾　廣一 （Ⅴ）
池田　昌弘 （Ⅴ）
高橋　雅樹 （Ⅴ）
楠本　幸二 （Ⅵ）
勝田　禎治 （Ⅵ）
木内洋太郎 （Ⅶ）
中村　正樹 （Ⅶ）
芝木　儀夫 （Ⅶ）
定田　　明 （Ⅶ）
早川勝一郎 （Ⅸ）
皆川　将史 （院全）
安江沙希子 （意建）

■　２口　■
香西　一雄 （Ⅰ）
藤田　　勉 （Ⅰ）
和田　精二 （Ⅰ）
鈴木　　進 （Ⅰ）
森川　　明 （Ⅰ）
佐野　禎彦 （Ⅰ）
佐藤　信晴 （Ⅰ）
村上　誠人 （Ⅰ）
錦織　憲治 （Ⅰ）
秋岡　敏郎 （Ⅰ）
寺田　重順 （Ⅰ）
栗山　　孟 （Ⅱ）
金子誠之助 （Ⅱ）
西山　正春 （Ⅱ）
安生　　満 （Ⅱ）
秦　　孝一 （Ⅱ）
安藤　伸治 （Ⅱ）
小川三之助 （Ⅱ）
堂　　健二 （Ⅱ）
大林　和彦 （Ⅱ）
中島　將好 （Ⅱ）
神山　正樹 （Ⅱ）
三田村隆司 （Ⅱ）
坂口　守夫 （Ⅱ）
金沢　健蔵 （Ⅱ）
小山　嘉弘 （Ⅱ）
柴原　達明 （Ⅱ）
矢作　　茂 （Ⅱ）
吉澤　輝三 （Ⅱ）
河津　　亘 （Ⅱ）
黒田　満男 （Ⅱ）
三好　尚武 （Ⅱ）
尹　　好晃 （Ⅱ）
大桃　利正 （Ⅱ）
吉田　龍生 （Ⅱ）

磯部　　守 （Ⅱ）
福地旗一郎 （Ⅱ）
松崎　　徹 （Ⅱ）
江本　次幹 （Ⅱ）
星川　　信 （Ⅱ）
小林　孝至 （Ⅱ）
高橋　八朗 （Ⅱ）
大家　教正 （Ⅱ）
熊谷　英俊 （Ⅱ）
雨川　充宏 （Ⅱ）
瀬戸　　守 （Ⅱ）
加藤　宏一 （Ⅱ）
佐藤　光徳 （Ⅱ）
吉田　英雄 （Ⅱ）
山﨑　眞詠 （Ⅱ）
笹谷　輝雄 （Ⅱ）
安田征一郎 （Ⅱ）
塚田　英武 （Ⅱ）
杉山　勝征 （Ⅱ）
渡辺　光雄 （Ⅱ）
渡邉　　孝 （Ⅱ）
幡　　好明 （Ⅱ）
吉崎　春雄 （Ⅱ）
金山　　進 （Ⅲ）
河田　　進 （Ⅲ）
中野　一郎 （Ⅲ）
伊集院　忠 （Ⅲ）
小川　惠也 （Ⅲ）
中村　雅勇 （Ⅲ）
岩井　隆夫 （Ⅲ）
戸原　　荵 （Ⅲ）
湯本　　良 （Ⅲ）
橋本　茂男 （Ⅲ）
武之内教男 （Ⅲ）
小久保重暢 （Ⅲ）
檜垣　精二 （Ⅲ）
下村　　孝 （Ⅲ）
蝿庭　正信 （Ⅲ）
飯島　　勉 （Ⅲ）
小林　貞彦 （Ⅲ）
照井　　隆 （Ⅲ）
小池　憲浩 （Ⅲ）
山澤　智仁 （Ⅲ）
菊池　健二 （Ⅲ）
吉沼　幹夫 （Ⅲ）
根本　一郎 （Ⅲ）
林　　靜男 （Ⅲ）
英　　聖一 （Ⅲ）
川尻　順一 （Ⅲ）
廣瀬　喜明 （Ⅲ）
園田　治朗 （Ⅲ）
永田　　朗 （Ⅲ）
長浜　孝夫 （Ⅲ）
桑原　健郎 （Ⅲ）
河野　尚司 （Ⅲ）
緒方　一裕 （Ⅲ）
中村　一馬 （Ⅲ）
宮原　修身 （Ⅲ）
礒島　　博 （Ⅲ）
野老　秀光 （Ⅲ）
斎藤　茂樹 （Ⅲ）
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三代川滋則 （Ⅲ）
山本　賀彦 （Ⅲ）
出口　伸幸 （Ⅲ）
小林　直樹 （Ⅲ）
山下　嘉久 （Ⅲ）
俣木　秀久 （Ⅲ）
荒田　里志 （Ⅲ）
津下　豊彦 （Ⅲ）
小林　　隆 （Ⅲ）
廣橋　光治 （Ⅲ）
菅沢　　深 （Ⅲ）
安達　博一 （Ⅲ）
渡辺　清和 （Ⅲ）
塩原　正美 （Ⅲ）
田村　重雄 （Ⅳ）
羽生田健二 （Ⅳ）
天野　譯溥 （Ⅳ）
小笠原弘適 （Ⅳ）
井本　一彦 （Ⅳ）
金沢　一良 （Ⅳ）
蔭山　之雄 （Ⅳ）
吉田　生雄 （Ⅳ）
今田　伸司 （Ⅳ）
佐藤　光一 （Ⅳ）
杉本　和英 （Ⅳ）
相馬　　毅 （Ⅳ）
相馬　敦郎 （Ⅳ）
吉成　　裕 （Ⅳ）
田島　好和 （Ⅳ）
伊藤　公一 （Ⅳ）
恩田　信彦 （Ⅳ）
加藤　洋一 （Ⅳ）
草野　祐一 （Ⅳ）
芳賀　光雄 （Ⅳ）
笠川　英樹 （Ⅳ）
宇梶　次男 （Ⅴ）
塩原　秀夫 （Ⅴ）
白井　　栄 （Ⅴ）
栗原　信介 （Ⅴ）
石本　亮治 （Ⅴ）
田中　　満 （Ⅴ）
原　　　健 （Ⅴ）
片岡　　正 （Ⅴ）
長谷川清和 （Ⅴ）
奥山　敏樹 （Ⅴ）
物井　惠一 （Ⅴ）
小高　幸治 （Ⅴ）
川田　晃嗣 （Ⅴ）
浅見　栄二 （Ⅴ）
石丸　貞冬 （Ⅴ）
反保　一雄 （Ⅴ）
小林　敬古 （Ⅴ）
府中　裕一 （Ⅴ）
本間　茂男 （Ⅴ）
篠田　次男 （Ⅴ）
杉森　由章 （Ⅴ）
上野　勝司 （Ⅴ）
川嶋　静雄 （Ⅴ）
三田菜穂子 （Ⅴ）
増田　啓司 （Ⅴ）
堀　　雅樹 （Ⅴ）
石井　尚文 （Ⅴ）
梁田　賢悦 （Ⅴ）
佐々木健一 （Ⅴ）
清水　博之 （Ⅴ）
鈴木　　淳 （Ⅴ）

豊島　晴子 （Ⅴ）
吉田　　博 （Ⅴ）
地曳　広志 （Ⅴ）
鈴木　　洋 （Ⅵ）
影山　雅英 （Ⅵ）
土屋　元彦 （Ⅵ）
高橋　恭介 （Ⅵ）
日比野繁雄 （Ⅵ）
斉藤　光範 （Ⅵ）
山本　　明 （Ⅵ）
宮田　弘幸 （Ⅵ）
大森　雅久 （Ⅵ）
佐藤　　樹 （Ⅵ）
中村　勝利 （Ⅵ）
久野　　治 （Ⅵ）
杉本彩二郎 （Ⅵ）
渋谷　岳人 （Ⅵ/Ⅶ）
江川　好古 （Ⅶ）
小熊　啓資 （Ⅶ）
沼野　博文 （Ⅶ）
片山　亮吾 （Ⅶ）
高橋　　愛 （Ⅷ）
大塚　　武 （Ⅷ）
安藤　賢孝 （Ⅹ）
山本　正美 （Ⅹ）
岡野　直美 （Ⅹ）
浦部　裕亮 （院全）
稲垣　友梨 （院全）
安芸　恵太 （院全）
田中　康弘 （情報）
武田　圭二 （電機）
小林　　航 （電機）
石本　祥之 （電機）
松尾　怜門 （ナノ）
平塚　智紀 （ナノ）
水澤　伸也 （職員）
堀　　善夫 （職員）

■　１口　■
大堀　治宣 （Ⅰ）
川井　孝二 （Ⅰ）
渋谷　久紀 （Ⅰ）
水野　晃一 （Ⅰ）
山田　卓生 （Ⅰ）
島　　弘三 （Ⅰ）
丸山　和子 （Ⅰ）
前川　　健 （Ⅰ）
関野　　元 （Ⅰ）
高橋　克実 （Ⅰ）
神谷　　清 （Ⅰ）
大沢　隆男 （Ⅰ）
赤羽　元英 （Ⅰ）
池田　吉伸 （Ⅰ）
小林　宏司 （Ⅰ）
渡邊　晃一 （Ⅰ）
斎藤　裕明 （Ⅰ）
岡本　浩志 （Ⅰ）
小内　朝子 （Ⅰ）
内田　　大 （Ⅰ）
村山　にな （Ⅰ）
関　　直之 （Ⅰ）
中仙道太郎 （Ⅰ）
榎本　治展 （Ⅰ）
木村　　護 （Ⅰ）
中野　正孝 （Ⅰ）
松木　恭子 （Ⅰ）

立部　紀夫 （Ⅰ）
澤田　　均 （Ⅰ）
林　　孝一 （Ⅰ）
川添　集朗 （Ⅰ）
斎藤　隆子 （Ⅰ）
池田　訓江 （Ⅰ）
安逹　知明 （Ⅰ）
安井　　敏 （Ⅰ）
米村　　勉 （Ⅰ）
藤江　　彰 （Ⅰ）
小嶋　良一 （Ⅰ）
山際　延夫 （Ⅱ）
進藤　俊夫 （Ⅱ）
西方健太郎 （Ⅱ）
松本　　明 （Ⅱ）
尾上　孝一 （Ⅱ）
大和田包明 （Ⅱ）
鈴木　忠道 （Ⅱ）
岩崎　哲朗 （Ⅱ）
田口　裕一 （Ⅱ）
川口　　登 （Ⅱ）
富永　慶宇 （Ⅱ）
田中　修一 （Ⅱ）
楠原　素子 （Ⅱ）
松本　　務 （Ⅱ）
勢木宇太郎 （Ⅱ）
池和田有宏 （Ⅱ）
長田　勝彦 （Ⅱ）
川田　暢子 （Ⅱ）
丹羽　正徳 （Ⅱ）
小倉　弘安 （Ⅱ）
清水　　猛 （Ⅱ）
林　　靖男 （Ⅱ）
大竹　雄二 （Ⅱ）
清水　四郎 （Ⅱ）
長野　立子 （Ⅱ）
比嘉　盛朋 （Ⅱ）
三川　光司 （Ⅱ）
加藤由紀子 （Ⅱ）
上坂　省二 （Ⅱ）
村中　恭一 （Ⅱ）
森本　健二 （Ⅱ）
竹生　敏俗 （Ⅱ）
高山　弘昭 （Ⅱ）
真柴　正徳 （Ⅱ）
池澤　信之 （Ⅱ）
長嶋　　康 （Ⅱ）
米山　　豊 （Ⅱ）
作間　　健 （Ⅱ）
山本　　晃 （Ⅱ）
高原　正弘 （Ⅱ）
近藤　昭男 （Ⅱ）
越智　英明 （Ⅱ）
古戸　睦子 （Ⅱ）
岩瀨　真理 （Ⅱ）
今枝　宏之 （Ⅱ）
柳井　研二 （Ⅱ）
合葉英二郎 （Ⅱ）
阿部　隆廣 （Ⅱ）
松本　和浩 （Ⅱ）
石原　弘仁 （Ⅱ）
田中　絹子 （Ⅱ）
田中　健太 （Ⅱ）
橋本　康夫 （Ⅱ）
藤巻　清高 （Ⅱ）
石橋　　実 （Ⅱ）

濱上　興一 （Ⅱ）
西本　好男 （Ⅱ）
野竹　正義 （Ⅱ）
前原　信達 （Ⅱ）
室殿　一哉 （Ⅱ）
太田　達見 （Ⅱ）
長瀬　　悟 （Ⅱ）
宮本　圭一 （Ⅱ）
引地　健彦 （Ⅱ）
堀　　　保 （Ⅱ）
瀬川二三男 （Ⅱ）
船井　洋一 （Ⅱ）
尾形　廣信 （Ⅱ）
斎藤　敏夫 （Ⅱ）
佐藤　初美 （Ⅱ）
桐谷　治孝 （Ⅱ）
藤本　　匡 （Ⅱ）
永野　俊男 （Ⅲ）
小林　　昌 （Ⅲ）
村上　五雄 （Ⅲ）
山崎　良夫 （Ⅲ）
山下　　曻 （Ⅲ）
高橋　　茂 （Ⅲ）
戸澤　孝壽 （Ⅲ）
山口　智之 （Ⅲ）
吉井　　純 （Ⅲ）
阿出川　徹 （Ⅲ）
日野　俊昭 （Ⅲ）
松井　雅男 （Ⅲ）
相馬　一朗 （Ⅲ）
谷本　浩務 （Ⅲ）
小出　富夫 （Ⅲ）
斎田　　実 （Ⅲ）
志賀　元弘 （Ⅲ）
福島　成次 （Ⅲ）
白鳥　邦治 （Ⅲ）
石橋　範宣 （Ⅲ）
柴崎　喜重 （Ⅲ）
融　　成三 （Ⅲ）
藤田　尚美 （Ⅲ）
松本　嘉己 （Ⅲ）
猪野　三夫 （Ⅲ）
小口　博義 （Ⅲ）
小林　亮一 （Ⅲ）
鈴木　則道 （Ⅲ）
田川　正洋 （Ⅲ）
中山　勝博 （Ⅲ）
本忠　瑞穂 （Ⅲ）
深山　健也 （Ⅲ）
福田聡三郎 （Ⅲ）
遠藤　誠久 （Ⅲ）
上田　俊弘 （Ⅲ）
市川　浩伸 （Ⅲ）
岩本　光則 （Ⅲ）
広瀬　次郎 （Ⅲ）
三宅　伸治 （Ⅲ）
芳野　俊二 （Ⅲ）
覚張　文夫 （Ⅲ）
田村　髙志 （Ⅲ）
山崎　秀夫 （Ⅲ）
遠藤　　修 （Ⅲ）
根岸　廣介 （Ⅲ）
橋本　悦次 （Ⅲ）
林　　和夫 （Ⅲ）
小池　幸仁 （Ⅲ）
園部　一之 （Ⅲ）

徳屋　友彦 （Ⅲ）
米田　　喬 （Ⅲ）
池田克登志 （Ⅲ）
小林　孝雄 （Ⅲ）
山本　直樹 （Ⅲ）
鈴木　幹人 （Ⅲ）
中尾　裕利 （Ⅲ）
佐藤　雄三 （Ⅲ）
日向　武夫 （Ⅲ）
田谷　耕一 （Ⅲ）
山岸　祐二 （Ⅲ）
塚越　一基 （Ⅲ）
永田　隆二 （Ⅲ）
吉岡　　洋 （Ⅲ）
平原　一豊 （Ⅲ）
山田　佳孝 （Ⅲ）
森田　芳行 （Ⅲ）
篠塚　智之 （Ⅲ）
斎藤　　徹 （Ⅲ）
吉野　耕司 （Ⅲ）
小櫻　俊夫 （Ⅲ）
麻生　　正 （Ⅲ）
須斎　慶太 （Ⅲ）
脇田　康之 （Ⅲ）
相沢　芳彦 （Ⅲ）
近藤　信雄 （Ⅲ）
山田　陽二 （Ⅲ）
杉山　周作 （Ⅲ）
鈴木　　誠 （Ⅲ）
井上　浩一 （Ⅲ）
高木　章次 （Ⅲ）
加藤　次雄 （Ⅲ）
小川　元一 （Ⅲ）
平出　礼一 （Ⅲ）
渡辺　信彦 （Ⅲ）
西田　誠夫 （Ⅳ）
本橋　昭二 （Ⅳ）
水内　　清 （Ⅳ）
西塚　晶彦 （Ⅳ）
鈴木　克巳 （Ⅳ）
髙田　　洋 （Ⅳ）
山上　　晃 （Ⅳ）
茂木　節雄 （Ⅳ）
林　　義男 （Ⅳ）
及川　勝一 （Ⅳ）
倉上　一郎 （Ⅳ）
立花　義夫 （Ⅳ）
村木　哲三 （Ⅳ）
小西　　寛 （Ⅳ）
酒井　　洋 （Ⅳ）
柴　　忠敏 （Ⅳ）
三國　宏一 （Ⅳ）
三宅　正高 （Ⅳ）
米須　清英 （Ⅳ）
岩瀬　　充 （Ⅳ）
岸田　　勇 （Ⅳ）
田辺　喜彦 （Ⅳ）
田村　一男 （Ⅳ）
篠﨑　國雄 （Ⅳ）
見月　真人 （Ⅳ）
宮田　正彦 （Ⅳ）
平塚今朝人 （Ⅳ）
塚本　允孜 （Ⅳ）
藤倉　信之 （Ⅳ）
石踊　　誠 （Ⅳ）
槙　　一光 （Ⅳ）



28

榎並　　誠 （Ⅳ）
福田　康夫 （Ⅳ）
藤井　　盛 （Ⅳ）
石山　　明 （Ⅳ）
上原　明雄 （Ⅳ）
金澤　伸春 （Ⅳ）
塚本　明人 （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）
出田　　洋 （Ⅳ）
小久保　優 （Ⅳ）
立花　研司 （Ⅳ）
鴫原　勝久 （Ⅳ）
仁田　　昇 （Ⅳ）
谷口　昭文 （Ⅳ）
佐々木一人 （Ⅳ）
橋本　　聡 （Ⅳ）
二宮　　功 （Ⅳ）
古川　秀樹 （Ⅳ）
布施　武志 （Ⅳ）
鈴木　高徳 （Ⅳ）
坂原　義夫 （Ⅳ）
青木　基郎 （Ⅳ）
村上　豪厚 （Ⅳ）
山本　吾郎 （Ⅳ）
階上　　保 （Ⅳ）
奥　　卓也 （Ⅳ）
松原　聡志 （Ⅳ）
鈴木　千春 （Ⅳ）
鈴木　孝志 （Ⅳ）
高橋　　勉 （Ⅳ）
木村　千秋 （Ⅳ）
玉虫　彰弘 （Ⅳ）
宮原　一敏 （Ⅳ）
鈴木　郁夫 （Ⅳ）
岡本　勇三 （Ⅳ）
小原　健司 （Ⅳ）
中村　太一 （Ⅳ）
上野　文男 （Ⅳ）
石﨑　長俊 （Ⅳ）
伊藤　　克 （Ⅳ）
大平　芳史 （Ⅳ）
岡本　　浩 （Ⅳ）
高須　伸夫 （Ⅳ）
川野　敦弘 （Ⅳ）
高村　松三 （Ⅳ）
三浦眞由美 （Ⅳ）
上野　　豊 （Ⅳ）
市原　　勲 （Ⅳ）
福原　寿年 （Ⅳ）
石渡　隆男 （Ⅳ）
藤枝　昌行 （Ⅳ）
神山　恵夫 （Ⅴ）
伊倉賢一郎 （Ⅴ）
杉山　　武 （Ⅴ）
三枝　赳夫 （Ⅴ）
村田　正行 （Ⅴ）
石塚　　洋 （Ⅴ）
阿部　徹彦 （Ⅴ）
石川　治男 （Ⅴ）
三平　忠宏 （Ⅴ）
武内　芳夫 （Ⅴ）

森元　忠夫 （Ⅴ）
山田　信彦 （Ⅴ）
前田　　満 （Ⅴ）
沢村　敬一 （Ⅴ）
野上　哲雄 （Ⅴ）
細井　映司 （Ⅴ）
守　　敏男 （Ⅴ）
岩﨑　　誠 （Ⅴ）
勝田信一郎 （Ⅴ）
高橋　建司 （Ⅴ）
多喜田一郎 （Ⅴ）
小山　正泰 （Ⅴ）
西村　　淳 （Ⅴ）
平田　和広 （Ⅴ）
腰山　伊彦 （Ⅴ）
佐藤　俊光 （Ⅴ）
横尾　　朗 （Ⅴ）
山本　晋介 （Ⅴ）
杉山　孝久 （Ⅴ）
中野　睦子 （Ⅴ）
野田　賢治 （Ⅴ）
大原　美絵 （Ⅴ）
三好　　敬 （Ⅴ）
清水　健司 （Ⅴ）
滝澤　文彦 （Ⅴ）
北谷　純治 （Ⅴ）
早乙女浩保 （Ⅴ）
須藤　那昌 （Ⅴ）
近藤　清彦 （Ⅴ）
成田　高秀 （Ⅴ）
菊地　英夫 （Ⅴ）
小島　　弘 （Ⅴ）
竹田　和俊 （Ⅴ）
斉藤　清高 （Ⅴ）
浦和茂登男 （Ⅴ）
白石　靖典 （Ⅴ）
砂原　一夫 （Ⅴ）
高月　健一 （Ⅴ）
高橋比等良 （Ⅴ）
鶴田　利彦 （Ⅴ）
吉岡　真一 （Ⅴ）
美濃口正典 （Ⅴ）
三浦　恵美 （Ⅴ）
中澤　大地 （Ⅴ）
熊田　浩明 （Ⅴ）
澤野　　守 （Ⅴ）
境　　祐司 （Ⅴ）
善場　研也 （Ⅴ）
高澤　　祐 （Ⅴ）
北村　達也 （Ⅵ）
久保　走一 （Ⅵ）
吉村　節子 （Ⅵ）
山本　之彦 （Ⅵ）
武田市太郎 （Ⅵ）
関根　二郎 （Ⅵ）
伊藤　晴夫 （Ⅵ）
河野　　功 （Ⅵ）
高橋　通彦 （Ⅵ）
三村　一俊 （Ⅵ）
豊田　芳州 （Ⅵ）
原　　忠義 （Ⅵ）
地引　　勝 （Ⅵ）
手塚　辰保 （Ⅵ）
諸岡　征之 （Ⅵ）
佐野　和雄 （Ⅵ）
野口　　章 （Ⅵ）

斉藤　延夫 （Ⅵ）
石田　浩男 （Ⅵ）
白鳥真太郎 （Ⅵ）
野呂伊佐美 （Ⅵ）
塚越　初雄 （Ⅵ）
寺沢　賢一 （Ⅵ）
石川　　昇 （Ⅵ）
足立　純一 （Ⅵ）
小田　　透 （Ⅵ）
小出　哲司 （Ⅵ）
斉藤　　彰 （Ⅵ）
福田　　信 （Ⅵ）
渡辺　幸保 （Ⅵ）
井上　充夫 （Ⅵ）
山田　英治 （Ⅵ）
浅井　禎和 （Ⅵ）
田村　知久 （Ⅵ）
春田　昌宏 （Ⅵ）
雄倉　保嗣 （Ⅵ）
船戸　広義 （Ⅵ）
林　　　努 （Ⅵ）
村上　　隆 （Ⅵ）
山高　修一 （Ⅵ）
次田　　誠 （Ⅵ）
末光　尚志 （Ⅵ）
笠井　利博 （Ⅵ）
徳江　雅宏 （Ⅵ）
大澤　郁夫 （Ⅵ）
池田　敏夫 （Ⅵ）
市來　逸彦 （Ⅵ）
大澤　　勝 （Ⅵ）
菅原　大作 （Ⅵ）
高橋　英昭 （Ⅵ）
半田　隆治 （Ⅵ）
照井　與泰 （Ⅵ）
比良　文男 （Ⅵ）
大橋　康男 （Ⅵ）
大原　　仁 （Ⅵ）
日比野哲也 （Ⅵ/Ⅶ）
山本　　衛 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人 （Ⅵ/Ⅶ）
青木　　功 （Ⅵ/Ⅶ）
荒木　祐一 （Ⅵ/Ⅶ）
菅原　勝彦 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格 （Ⅵ/Ⅶ）
竹原　　悟 （Ⅶ）
國分　守信 （Ⅶ）
木下　堯博 （Ⅶ）
蛯原富司也 （Ⅶ）
木城　茂雄 （Ⅶ）
清時　竹彦 （Ⅶ）
平本　泰章 （Ⅶ）
山木　健一 （Ⅶ）
西　　邦夫 （Ⅶ）
黒川　　静 （Ⅶ）
平田　　忠 （Ⅶ）
樋口　宗治 （Ⅶ）
柏原　克昭 （Ⅶ）
加瀬　元礼 （Ⅶ）
野中　通敬 （Ⅶ）
山田　敏雄 （Ⅶ）
河野　幸司 （Ⅶ）
田口　慎一 （Ⅶ）
程谷　　隆 （Ⅶ）
玉井　正義 （Ⅶ）
山内　亮一 （Ⅶ）

佐々木　孝 （Ⅶ）
小出　敏明 （Ⅶ）
手塚　景二 （Ⅶ）
林　三千男 （Ⅶ）
下川原厚男 （Ⅶ）
新宮領　慧 （Ⅶ）
緑川　文男 （Ⅶ）
植竹　優一 （Ⅶ）
川島　　誠 （Ⅶ）
仙波　季長 （Ⅶ）
鈴木　　敦 （Ⅶ）
梨本　一昭 （Ⅶ）
今場　正好 （Ⅶ）
中田　規夫 （Ⅶ）
長谷川隆史 （Ⅶ）
山口　　章 （Ⅶ）
丸山美恵子 （Ⅶ）
岩田　耕平 （Ⅶ）
平山　　巌 （Ⅶ）
小野　雅行 （Ⅶ）
山田　　旬 （Ⅶ）
伊東　郁男 （Ⅶ）
内田　敏夫 （Ⅶ）
榎本　哲巳 （Ⅶ）
鈴木　　進 （Ⅶ）
足立　裕行 （Ⅶ）
足立　俊和 （Ⅶ）
松本　哲雄 （Ⅶ）
九門　　明 （Ⅶ）
高橋　英夫 （Ⅶ）
中里　昌義 （Ⅶ）
貫井　義昭 （Ⅶ）
島　　基之 （Ⅶ）
蛯原　貞夫 （Ⅶ）
平沢　荘一 （Ⅶ）
三浦　叙之 （Ⅶ）
鈴木　孝雄 （Ⅶ）
平松　和夫 （Ⅶ）
池谷　友仁 （Ⅷ）
高倉　正幸 （Ⅷ）
倉持　匠弘 （Ⅷ）
佐々木　聡 （Ⅷ）
佐々木　宏 （Ⅷ）
梅田　明浩 （Ⅸ）
二見　泰雄 （Ⅸ）
西岡　潤二 （Ⅸ）
柳　　昭男 （Ⅸ）
川島　明彦 （Ⅹ）
白石　雅士 （Ⅹ）
原　　安雄 （Ⅹ）
赤石　　理 （Ⅹ）
江田　隆正 （Ⅹ）
大木　　登 （Ⅹ）
安藤　幸次 （Ⅹ）
鈴木　純子 （Ⅹ）
古月　美惠 （Ⅹ）
秋元　文江 （Ⅹ）
北岡　勝江 （Ⅹ）
高橋　和克 （Ⅹ）
西田　佑美 （Ⅹ）
長谷川雄祐 （Ⅹ）
吉井　昭宏 （Ⅹ）
飯盛　美希 （Ⅹ）
岩井　玲子 （Ⅹ）
塚越愛樹彦 （Ⅹ）
弓田　　博 （Ⅹ）

山口　英明 （Ⅹ）
山田　芳則 （Ⅹ）
林　　秋君 （Ⅹ）
山田　悠司 （Ⅹ）
片野　正彦 （Ⅹ）
小倉　史子 （Ⅹ）
三角　芳恵 （Ⅹ）
渡邉　　暁 （Ⅹ）
山本　　諒 （Ⅹ）
赤江　信哉 （院全）
吉井　孝子 （院全）
竜﨑　達也 （院全）
伊東　直貴 （院全）
奈良　龍太 （院全）
石川　裕隆 （院全）
大澤　佑介 （院全）
和田　賢二 （院全）
五十君圭祐 （院全）
木村　友紀 （院全）
稲葉　大貴 （院全）
牧野　孝宏 （院全）
上村　篤輝 （院全）
福田　創太 （院全）
飯嶋　健憲 （共生）
大野　貴也 （共生）
綿引　慶太 （共生）
小山　正一 （共生）
間瀬　陽介 （共生）
安藤　　勝 （物工）
松田　高博 （物工）
大野　裕介 （物工）
佃　えり子 （物工）
土屋　和芳 （物工）
松村　悠平 （情報）
相田　竜青 （情報）
村瀬　大心 （情報）
志村　祥隆 （画像）
白石　喜憲 （電機）
内田　　亮 （電機）
片平　武史 （電機）
氏原　芳朗 （電機）
小川　尚記 （電機）
山村　朋大 （電機）
佐藤　裕紀 （電機）
中村　晃貴 （電機）
瀧口　佳祐 （電機）
角田祥次郎 （電機）
田原　悠貴 （電機）
照井　丈大 （意建）
松井菜月希 （意建）
德田　周太 （意建）
野中　峻平 （意建）
小玉　侑暉 （意建）
柴田　一樹 （意建）
坂井　勇太 （ナノ）
音丸　　  （職員）
川瀬　貴晴 （職員）
春田　　修 （会友）
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　千葉大学工学部の前身校「東京高等工藝学校」は、

1921（大正10）年12月に官立専門学校として東京市新

芝町（現在の東京都港区田町）に創立されました。そ

の後1944（昭和19）年に「東京工業専門学校」と改称

され、終戦後1949（昭和24）年５月には、学制改革と

して公布された国立大学設置法により生まれた新制「千

葉大学工芸学部」の母体となりました。翌年、千葉大

学「工芸学部」は「工学部」と改称され、今日に至っ

ています。2021（令和３）年に創立100周年を迎える

ことになります。

　工学同窓会は、この工学部100周年を記念する事業を

計画するために、2015（平成27）年５月に開催の総会

において「創立100周年記念事業準備委員会」の設置を

決議しました。なおこの総会では、100周年記念事業の

前倒しとして「工学部松韻会館の改修費補助」の支出

が認められています。工学部松韻会館は卒業生の醵金

により1963（昭和38）年に同窓会館として建設された

もので、老朽化が激しいため耐震補強が必要とされて

いました。この改修ならびにリニューアル工事は2016

（平成28）年３月に完成をみています。

　1992〜93（平成４〜５）年に行った創立70周年記念

事業では、「写真で見る70年史」の発行、記念モニュメ

ント「新しい波」設置、記念植樹、記念講演、記念祝

賀会が行なわれました。

　以上の経過をふまえて、工学同窓会は100周年記念

事業について検討を進め、本年７月の幹事会で、「創立

100周年記念事業実行委員会」が組織されることとなり

ました。また、本年10月には工学部が主体となり工学

同窓会とともに本事業を遂行することが決定され、次

の事業を行うこと、ならびにこの事業実行のために卒

業生の皆様からのご寄附を募ることが決定されました。

１．「工学部100年史」（仮称）の発行

２．記念碑・銘板の設置

３．記念講演会、記念祝賀会の開催

４．学生・教職員の教育研究支援ならびに工学部設備の充実

　以上事業の目的は、「創立100周年を記念して、本学

工学部の100年にわたる歴史を振り返り、その業績を顕

彰して後世に引き継ぐとともに、工学部の教育研究活

動を支援すること」です。寄附金目標は3,000万円を予

定しています。

　本事業の実行には皆様のご賛同とご協力が必須です。

工学部100周年を意義あるものとして歴史に刻むため

に、皆様には何卒暖かいご支援をいただけますようお

願いいたします。

　　2019年11月

　　　　千葉大学工学部創立100周年記念事業委員会

　　　　委員長（工学部長・同窓会名誉会長）

　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　之　彦

　　　　工学同窓会会長　　　　小　柴　満　信

　　　　100周年記念事業実行委員長

　　　　　　　　　　　　　　　小　圷　成　一

 

千葉大学工学部創立100周年記念事業ご支援のお願い

趣　意　書
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■ 寄附金について
・個人　１口　 1,000円

　（２口以上ご寄附いただければ幸いです）

・法人　１口  10,000円

　（10口以上ご寄附いただければ幸いです）

■ 寄附の方法
　100周年記念事業への寄附は、「千葉大学SEEDS基

金」を通して行います。ここに集まった皆様からの寄

附金が、100周年記念事業の諸経費への支出に充てら

れます。この度、この方法を採用した理由は、「千葉

大学SEEDS基金」への寄附は「所得控除」（下記※１

を参照ください）が得られるためです。

　寄附は、同封の「千葉大学SEEDS基金払込取扱票」

を使用して、金融機関（※２）で振り込みください。

これをもって100周年記念事業への寄附となります。

　なお、SEEDS基金への寄附はクレジットカードを使

用しての振り込みもできます。「千葉大学SEEDS基金」

ホームページを使って、以下の手順で行ってください。

この際、寄附金の使途を特定しないと100周年記念事

業に使われないことになりますのでご注意ください。

（１）「千葉大学SEEDS基金」にアクセス

（２）トップページ中央下部「寄付する」をクリック

（３） 「クレジットカードによるご寄付はこちら」をク

リック

（４） 寄付目的のプルダウンから「その他の事業への支

援」を選択

（５） 寄付目的（その他）のプルダウンから「工学部100

周年記念事業への支援」を選択

■ 寄附の特典
・ 個人で10口（10,000円）以上ご寄附いただいた方に

は「工学部100年史」を贈呈します。

・ 個人で100口（ 100,000円）以上ご寄附いただいた

方、ならびに法人で50口（500,000円）以上ご寄附

いただいた場合は、本学内に設置の銘版にご芳名

を掲げます。

※１【寄附金に対する所得控除（免税措置）】

　所得税法上の優遇措置により、「千葉大学SEEDS基金」

への2,000円を越える寄附金は、確定申告をすることで、

寄附金額から2,000円を差し引いた額が、総所得から控

除されます。送金後に大学から領収書が送られますので、

確定申告の際にご利用ください。お住まいの都道府県・

市町村によっては、所得税のほか住民税の「税額控除」

が受けられます。当該の都道府県・市町村にお問い合わ

せください。

　なお法人の場合の寄附金は、全額損金算入が可能です。

※２　次の金融機関では払込（振込）手数料が無料にな

ります。郵便局（ゆうちょ）、千葉銀行、千葉興業銀行、

京葉銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行。

※３【個人情報の取り扱いについて】

　寄附により取得した個人情報につきましては、本学か

らの領収書とお礼状の送付、寄附者の顕彰に関する業務

のほか、本学から寄附者にご連絡する必要がある場合の

みに利用します。

【お問い合わせ先】
千葉大学工学同窓会事務局内

「千葉大学工学部創立100周年記念事業実行委員会」

〒263-8522　千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

TEL 043-254-6358（月水金10：30 〜 17：30）

E-Mail： chiba-u.kogakudosokai@nifty.com

URL： http://chiba-kougaku-dosokai.jp

　「千葉大学工学部創立100周年記念事業」趣意書（前ページ）をご覧いただき、趣旨にご賛同
いただきまして、何卒ご寄附いただけますようお願いいたします。

千葉大学工学部創立100周年記念事業

ご寄附のお願い
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総会・懇親会のご案内

記

日　時　　2020年５月30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2020年５月７日（木）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：下村義弘、加戸啓太、藤原大悟、大森達也、天野佳正、柴 史之（委員長）、劉ウェン、吉田憲司、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。

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

　2020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。
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