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　現役生より、仕事・地域・社会で大活躍の方々、ハッ
ピー・リタイアメント生活を送っておられる方々まで、
千葉大学工学同窓会の皆様には、ご壮健にお過ごしの
こととお慶び申し上げます。
　さて、本年はうれしいお知らせがいくつもあります。
　まず、現役生の活力とOB・OGの大活躍、現場を支え
る教職員の方々のご努力の甲斐があって、2016年の入
試志願者数において、千葉大学が国立大学第1位に輝き
ました。長年トップの座にあった東大、阪大等を抜い
ての快挙です。また、21世紀のグローバル化が激しく
進む中にあって、千葉大学は現役の海外派遣学生数が4
年連続国立大学第1位です。後輩たちの国境を軽々と越
える力が、新しい未来を創りだすことを予感させます。
　そして、我が工学同窓会にとっての本年最大のニュー
スは、工学部松韻会館が耐震補強を含めて全面的にリ
ノベーションされ、本年7月1日に新規開館したことで
す。松韻会館はそもそも工学同窓会を中心に建設資金
を集め、1967年に開設されたものですが、以来半世紀
近くを経て、古きよき時代の面影を受け継ぎつつ、新
しい時代に対応する新しい空間に生れ変わりました。
会館の前面には、まさにカサカサと静かにそよぐ松が
あり往時を思い起させると同時に、会館内には新たに
多目的交流ゾーン、インフォメーションゾーン、アー
カイブゾーンが設けられ、現役生たちも気軽に利用で
きるスペースになっています。もちろん工学同窓会事
務室もこの中にあります。ぜひ、足をお運びください。
　このリノベーション工事に際しては、工学同窓会よ
り5,000万円の寄付を行いました。これは工学部100周
年記念事業の一環として行うもので、大学が実施する

耐震補強工事に加えて、より質の高い空間を実現し、
多面的かつ活発に利用されることを目指したからです。
デザインは、本学建築学科で長く教鞭をとっておられ
た栗生明先生が担当され、工事等に際しては、大成建
設や内田洋行等の多方面からご支援をいただきました。
工学同窓会のこれまでの活動がこのように結実したこ
とを、同窓生一同心より喜びたいと思います。
　さて、私たちのこの同窓会活動ですが、資金は現役
生の新規入会金、会費、寄付金が３本柱です。中でも
新規入会金が過半を占めている状況があり、OB・OGの
方々には会費と寄付の一層のご協力をお願いしたいと
思います。年間の活動は、現役の教職員の方々が、会報、
名簿、HP、アーカイブの委員会運営を担ってくださり、
そのほかに、学生支援や非常勤講師への援助、総会の
開催や、千葉大学校友会との連携を図っています。工
学同窓会のHPは内容も充実していますので、ぜひ一度
ご覧になってください。後輩たちの活躍や工学同窓会
の活動を実感していただけると思います。
　私が、2年の任期でお引き受けした工学同窓会長の重
責ですが、残す期間もあとわずかです。松韻会館のリ
ニューアルという節目に立ち会えた幸運を有り難く思
うと同時に、このバトンを確実に次の会長に渡さなけ
れば‥と気を引き締めております。本年の後半以降は
工学部100周年記念行事が本格化していくことでしょ
う。この秋には、画像系学科がいち早く百周年の記念
式典を開催するとのことです。新たなセンチュリーの
始まりに向けて、皆様方の工学同窓会活動への一層の
ご支援とご協力をお願い致します。

経歴
　1979年　千葉大学工学部建築学科卒業
　1981年　千葉大学大学院工学研究科修士課程修了
　1993年　千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了
　1981～85年　㈱市浦都市開発建築コンサルタンツ
　1985～96年　㈶日本建築センター
　1997年～　　明治大学
　現在、明治大学理工学部建築学科教授

会 長 挨 拶
工学同窓会会長　園 田 眞 理 子　MARIKO  SONODA 
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　同窓生の皆様に御挨拶を申し上げます。昨年4月より、
工学部長、工学研究科長を務めております。引き続き、
宜しくお願いを申し上げます。
　さて、昨年来、鋭意を進めて参りました松韻会館の
耐震補強工事が完了し、去る7月1日に、無事、竣工式
典を挙行することができました。炎天下の強烈な日差
しの中ではありましたが、徳久学長、園田同窓会長、
猿渡理事を始め学内外の関係者、多くの同窓生の皆様
にお集り頂き、誠にありがとうございました。同窓生
の皆様には良く御承知のことかと存じますが、松韻会
館は、工学部の同窓会館として工学同窓会によって建
設され、1967年に竣工後、大学に寄贈されたものです。
4年後の2020年には、東京オリンピックの開催が準備
されておりますが、松韻会館の竣工は、前回の東京オ
リンピックの3年後のことで、49年前のことになります。
今般の松韻会館のリニューアル工事は、工学部の100周
年記念行事の一環でもあります。1921年の東京高等工
芸学校の開設から数えますと、5年後の2021年には、
本工学部は100周年を迎える訳です。同時に、東京高等
工芸学校のルーツとも言える東京工業学校に工業意匠
科が設置された1897年からは、来年で120年となりま
す。このような長きに渡って諸先輩方が積み重ねてき
た御努力と卒業生が社会で果たしてきた役割の大きさ
に改めて思いを致し、敬意を表する次第です。
　耐震補強工事では、K字を横にしたような形の補強部
材を嵌め込むような工法も考えられる中で、卒業生の
皆様の心の拠り所であり、本学の顔とも言える場所に
位置する松韻会館を、これからも長く利用できるよう
なものとするために、外観からは補強部材が見分けら
れないような設計がなされ、一見すると、新築と見紛
うばかりのリニューアルを実現することができました。
当然、このようなコストの高い工事を国からの予算だ
けで実施することは困難であり、工学同窓会の皆様か
らの多額の寄付よって初めて実現することができたも
のです。心より御礼を申し上げたいと存じます。同時に、
設計に当たられました、本学建築学科名誉教授の栗生
明先生と栗生総合計画事務所の皆様、内部の什器設備
に関連して多額の御寄付を頂きました株式会社内田洋
行様にも厚く御礼を申し上げたいと存じます。
　改装された新しい松韻会館には、1階に同窓会事務局、
会議室、大学のインフォメーションデスク、工学部アー

カイブゾーン、2階に、多目的会議スペースがあります。
従来のような宿泊機能はありませんが、平日であれば
インフォメーションデスクに職員が常駐しております。
また、エレベータを新設し２階へのアクセスを容易に
しました。工学部アーカイブゾーンは、千葉大学工学
部あるいは同窓会を紹介するためのスペースで、現在、
工 学 部 が 所 属 す る 貴 重 な 資 料（ 工 学 部HPのDigital 
Museumを参照）のうち、油の引火点を測定する装置（戦
前のもの）を展示中です。この装置は、映画「海賊と
よばれた男」（本年12月公開予定）の撮影のために貸与
もしております。お近くにお立ち寄りの機会があれば、
是非、お訪ねください。
　昨年3月に文部科学省は「理工系人材育成戦略」を公
表し、大学（大学院）における「理工系プロフェッショ
ナル、リーダー人材育成システムの強化」を強く要請
して来ました。また、本年8月には「理工系人材育成に
関する産学官行動計画」により、産業界のニーズと高
等教育のマッチング方策、専門教育の充実、産業界に
おける博士人材の活躍促進方策等が提案されました。
これらは、大学・産業界双方のコミットメントのもと、
大学における理工系プロフェッショナルの養成機能を
抜本的に強化しようとするものです。これらも踏まえ
て、本学においては平成29年度から工学部および工学
研究科を改組することを計画し、先日、文部科学省か
ら認められました。大学院については、工学研究科、
融合科学研究科、理学研究科という3つの理工系人材育
成組織（3研究科8専攻）を「融合理工学府」（5専攻）
に統合し、理工俯瞰型の人材育成を目指すとともに、
大学院先進科学プログラムを創設し先導的博士人材の
育成も計画しております。合わせて、工学系を中心に
博士前期課程の定員を51名増員することも認められま
した。一方、学部については、工学部に総合工学科１
学科を置き、これまでの学科をコースに変更し、工学
全体を俯瞰するための工学共通教育の充実等の改革を
準備しております。現在、詳細を詰めているところで
すので、近いうちに、HP上で公開して行くことになり
ます。これらの改革では、産業界との連携を今まで以
上に深めて行く必要があります。同窓生の皆様には、
これまでも様々な形で母校の発展に御助力を頂いてい
るところですが、今後も、倍旧の御支援を頂きたくお
願いを申し上げます。

ご　挨　拶
千葉大学工学部長　関 　 　 実　MINORU SEKI

生年月日／昭和32年9月26日
出 生 地／東京都
卒業年度／昭和57年 東京大学工学部化学工学科卒業
　　　　　昭和59年 東京大学大学院工学系研究科化学工学専攻修士課程修了
　　　　　博士（工学）（東京大学）
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■	定年退職の先生から
「13年間の千葉大学での勤務」

川瀬　貴晴
　13年間弱千葉大学に勤務し
ました。その間学内の多くの方
にお世話になりましたが、大過
無く過ごすことができたのもこ
れらの方のおかげと感謝してい
ます。千葉大で最初に与えられ
た部屋は冷暖房無し、照明器具
も一部不点灯、破れたブライン
ドといったものでしたが、NEDOからの受託研究の一
部として、最新オフィスビルで使用されている設備機
器や制御システムを導入し、ビルの制御にかかわる研
究を行い、結果的に部屋の設備を整備しました。
　2010年6月にヨーロッパ出張した折に、スペイン
のソーラー・デカスロン大会を見学しました。中国か
ら2つの大学が参加していて、日本の多くのメーカー
が参加大学の協賛企業になっていたのに、日本の大学
の参加はゼロでした。その頃、日本の学生が海外に出
ていかない、という話題が出ており、学生が海外に出
るよいきっかけとなるだろうということで、2012年
のスペイン大会に参加しました。結果は15位でした
が参加学生には良い経験になったと思います。資材や
資金集めには非常に苦労したので、一度きりの参加の
つもりでしたが、その後ぜひ雪辱したいという意見が
出てきました。ソーラー・デカスロンのような大会を
建築省エネ化の取組みの一つとして日本でも取り入れ
ようという経産省の動きもあり、補助金が出るという
ことで、次の2014年フランス大会へ参加しました。
　フランス大会で千葉大は途中からずっと1位を維持
し、しかも2位との差がどんどん開くという状況でし
たが、最終結果発表日直前に大きく点を落とし11位
という結果でした。これらの大会は学生にとっては得
難い経験になりましたが彼らが卒業してしまうとその
経験は後には残りません。そこでこのプロジェクトの
進め方、審査のあり方など、今後千葉大がこの大会に
再挑戦することも考えて、今年中にはなんとか記録本
を完成させたいと思っています。
　現在、在職中に参加していた国や自治体・学協会な
どの委員会等のほとんどに継続参加しており、新たに
依頼された委員会や顧問職などもありそれなりに忙し
く過ごしています。マレーシアのフォレスト・シティ
という今年始まったエコシティにも携わっています。
　また、グランドフェローという肩書をいただいたこ
とから、企業の方々にも手伝ってもらって、西千葉キ
ャンパスのスマートZEB化を考える委員会を立ち上げ

ました。この中で自己資金が無くても省エネ等を進め
る方策を考えているところですが、うまく仕組みが作
れれば千葉大として国の方針（建築分野は2030年ま
でに40％省エネ）に沿った対策案なども作れるので
は無いかと思っています。

「教員生活を終えて」　
前田　孝一

　37年の教員生活を終えて、退
職しました。外部の仕事等は特
にないので、ゆっくりと過ごし
ています。最近、自動車免許を
取得したので、あちこち出かけ
ようかと思っています。

「6年あまりの千葉大生活」
鄭　新源

　2010年1月から2016年3月ま
で、建築学科の技術職員として
勤めました。始めは技術職員と
いうポストにあまり馴染みがな
く、しかも学科にたった1人し
かいない職だったので、何をす
ればよいかよくわからないまま
心細くスタートしたことを覚えています。
　仕事では川瀬研究室の温熱環境分野と宗方研究室の
環境心理及び光環境分野に両方かかわって、様々な建
築環境の研究に参加させていただきました。2011年
の東日本大震災後は、建築分野の省エネルギーに対す
る研究が多くなり、特にオフィスビルを中心とした産
学共同プロジェクトで最新技術を取り入れた建築環境
の研究にかかわることになりました。嬉しいことに、
2015年末、参加してきたプロジェクトが空気調和衛

マレーシア・フォレストシティ巨大模型

建 築 学 科
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生工学会の技術賞を受賞される光栄なこともありまし
た。
　2012年と2014年には、大学を挙げて行われたソー
ラー・デカスロン・ヨーロッパにも参加でき、学科を
越えた人々とのつながりを持って海外の大学と競う貴
重な経験もしました。約6年間、失敗や大変なことと
かもあったはずですが、今になって振り返ってみると、
いい思い出と感謝の気落ちだけで一杯です。
　今年の4月からは、東京理科大学工学部建築学科の
助教として勤務しています。幸いに、尊敬できる先生
と、明るくて勉強熱心な学生たちに恵まれた環境で、
いろいろな「初めて」を経験しながら、充実な日々を
送っています。これは千葉大の皆さんと一緒にやって
きたことが土台になってくれたおかげだと思っていま
す。これからも皆さんとの縁を大事にしながら、新し
いところで研究者・教育者として、また次のステップ
に向かって頑張っていきたいと思います。

■	新任教員自己紹介
上野　武　教授

　私の千葉大学への着任は、実
は1998年10月です。これまで
は学長直轄のキャンパス整備企
画室の教員として、千葉大学の
キャンパスマスタープラン策定
や、施設マネジメントシステム
の構築に関わってきました。こ
の度配置換えとなり、2016年4月付で、建築学コー
ス専任の教授として着任しました。
　これまでの研究テーマは、①教育研究施設の設計お
よび大学キャンパス計画、②大学の施設環境マネジメ
ント、③大学と地域の連携による都市再生、④住宅設
計および住環境計画、などです。今後は、これらを学
生の指導にも活かしながら、さらに都市計画的視点を
加えた教育研究活動を行っていきたいと考えています。
　特に③に関連して、2013年度文部科学省に採択さ
れた「地（知）の拠点整備事業」の事業責任者になっ
ていることもあり、千葉大学の学際的研究パワーによ
って、他大学とも連携した地域の創造的再生の実践を
行っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願
いいたします。

加戸　啓太　助教
　2011年3月に千葉大学大学院博士後期課程を修了
し、日本学術振興会特別研究員、立命館大学の助教を
経て、本年4月付で本学大学院建築・都市科学専攻に
助教として着任いたしました。学位論文では、伝統木

造構法の精緻なモデル化に関す
る研究を論題に、伝統木造構法
ないしそれによる建築物をコン
ピュータ上でどのように表現す
るかというテーマに取り組んで
おりました。コンピュータの中
で構法や建築の表現をするとい
うのは、例えば図面では線の集合で建築を表している
一方、三次元モデリングでは面や箱で壁や柱など建物
を描いており、その過程で図形要素をグループとする
行為は建築を構成する部位、部品としての区切りを与
えていると捉えることができます。このように様々な
表現方法があるなかで、私自身は建築におけるコンピ
ュータの積極的な活用を考え、コンピュータが処理し
易いよう建築を表現することを試みております。現在
では特に、部品とそれらの集合として構成される部位
において各部品の寸法や位置関係あるいは接合関係が
どのようなネットワークとして表現できるか考察を進
めています。どうぞよろしくお願いいたします。

この他、2016年1 ～ 4月に以下の異動がありました。
・松浦　健治郎　准教授（三重大学から着任）
・平沢　岳人　　教　授（准教授から昇任）
・吉岡　陽介　　准教授（助教から昇任）

■	教員・学生の活躍
・学生の設計作品、論文受賞（2015年度下期分）
　学生の作品や論文がコンペや学会で受賞しました。
・木下慧次郎君が建築新人戦の優秀新人賞、アジア大
　会の出場権も合わせて獲得しました。また100選に
　は、権藤弘之君、幕田早紀さんが選出されました。
・Space Design Competitionで斎藤源君（岡田研M2）
　が最優秀賞を獲得しました。
・山本航輔君（和泉研M2）が日本地震工学会年次大
　会2015にて優秀論文発表賞を受賞しました。
・山下平祐君（平島研D3）が第10回アジア・オセア
　ニア火災科学技術シンポジウム2015にて優秀論文
　賞を受賞しました。
・書籍の出版
　 2016年5月に鈴木弘樹准教授がエクスナレッジよ

い『世界の美しい庭園図鑑』を、2016年7月に頴
原澄子准教授が吉川弘文館より『原爆ドーム　物産
陳列館から広島平和記念碑へ』を上梓しました。
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■	都市環境システム学科だより
学科長（教授）村木　美貴

　都市環境システム学科では、
昨年度、中井教授、 中込教授、
佐藤准教授というベテランの3
人の先生が退官されました。学
科設立から次第に教員が少なく
なってきていますが、新たに 岡
野創教授と、松野泰也教授、山
内彩子客員准教授をお迎えし、

現在、 22人の教員と3人の客員教員で教育・研究活動
を 行っています。組織はスリム化していますが、そ
れぞれの先生方の持ち味を活かした、魅力ある教育・
研究活動を進めていきたいと思っています。私自身、
学科長を3年前に経験しましたが、今年度、再度学科
長となりました。改組前のこの1年、学科の運営に、
再度かかわることになり、都市環境という総合学科の
色をより鮮明にしていくために頑張って行きたいと思
います。 
　さて、学科のニュースをご紹介したいと思います。
学部の3年生、修士1年生からスタートする就職活動
は、昨年度よりも活動期間が短くなり、早々に内定を
手にする学生たちが多く見受けられるようになりまし
た。これに伴い、インターンシップへの関心も高く、
企業や行政へのインターンシップを希望する学生が多
く、当該会社との相性も含めていろいろ検討する姿を
見ることができました。卒業生の皆様も、ぜひ後輩の
受け入れをよろしくお願いしたいと思います。

　数年前から導入されている、大学院入試、編入試験
時でのTOEICのスコアは、こうした就職活動にも役立
ち、だんだん学科のスコアも上がってきています。海
外留学が減少し、内向きの学生の増加が報道されてい
ますが、当学科では、留学や海外インターンシップを
積極的に受ける学生の姿も見られます。
　改組に伴い、来年度、工学部は1学科となり、現在
の学科は来年からコースとなる予定です。都市環境シ
ステム学科がどのように学科の特色を説明していく
か、今まで以上に問われることになります。都市を総
合的に学べることの利点、学科のポリシーを今一度考
え、原点に立ち戻り、私たちは教育・研究を積極的に
行う姿勢を忘れずにいたいと思います。今年度は、こ
うした都市環境システムらしさの説明をより明確にし
ていくことが求められる1年かと思います。
　それ以外の学科のニュースをご報告いたしますと、 
4月29日（金）に大学院説明会と編入学希望者のた 
めの学科説明会を開催しました。説明会も盛況ではあ
りましたが、今年度は、編入学試験の推薦選抜と学力
選抜では、これまでで最も多い志願者を数え、多くの
優秀な学生に来ていただけることになりました。今年
度もこれまで同様に11月に第2回目の入試を行う予定
です。社会人は例年受験者が限られますので、同窓生
の皆様も、社会人枠があることを職場で広く知らせて
いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいた
します。

（むらき　みき）

■	新任の先生ご紹介
松野　泰也　教授

　4月1日付で都市環境システ
ムコースに着任しました。学
歴、経歴などは、ここでは割愛
させていただきます。「松野泰
也」とGoogleにて検索いただけ
ると、3万件近い検索結果が表
示されますが、それほどありふ
れた名前ではないので、その大

半は私に関連するものです。また、松野研究室のホー
ムページは、千葉大への異動の餞別代りに、デザイン
スタジオの方が作成してくれたもので、綺麗な仕上が

りになっているので、見ていただきたいと思います。
　着任して4 ヵ月が過ぎ、本学のいろいろなことが見
えてきました。時に喜び、時に憤りを感じることもあ
りました。今は、「我　事において　後悔せず」を貫き、

「焦らず　たゆまず　おこたらず」努めてこうと決意
しております。
　なお、私事になりますが、この度の異動を機に、東
京都杉並区に移住することにしました。最近、都知事
選やオリンピックで注目されていますが、世界最大の
都市である東京を題材に、都市環境システムを探求し
ていければと思います。

（まつの　やすなり）

都市環境システム学科
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■	定年退職の先生
先駆者あるいは時代の徒花

中井　正一
　本年3月をもって都市環境システム学科（コース）
を定年退職しました。1997年に建築学科に着任、千
葉大学在職期間は19年になります。着任早々に新た
な学科の創設に関与し、翌年都市環境システム学科誕
生と同時に新学科に参加したため、同学科とともに歩
んだ19年間でした。
　都市環境システム学科創設の理念は、さまざまな都
市の問題を「場と流れ」ととらえ、それまでにはなかっ
たアプローチ、すなわち、複数の多様な視点から取り
組むことによって解決を図る、そのような人材を育成
しようとするものでした。ここで、「場」とは都市の
物理的側面、すなわち、土地・建物・インフラやコミュ
ニティなどを、また、「流れ」とは都市のダイナミズ
ムを象徴する交通・エネルギー・情報通信などを表現
しています。この中で、私は、都市の物理的空間に関
する安全性・快適性を追求する分野、すなわち、都市
防災を担当しました。
　都市環境システム学科は国内初の試みでもあったこ
とから（都市環境ということばを学科名に冠したのは
我々が日本で最初）、学科創設当初にはさまざまな苦
労がありました。入試、カリキュラム、A・Bコース
の同時運営、卒業研究の扱い、そして就職の問題。先
例が皆無なため、全てが試行錯誤の連続でした。初期
の頃のOBの皆さんは、入学してから大いに戸惑った
ことと思いますが、教員の方も実は手探り状態だった
のです。今からふり返ると、よくやったなぁ、と思い
ます。大学としての「大人の事情」もあったことから、
当初はそれこそ時代の徒花（あだばな）に終わるので
はないかと言う危惧もありました。ですが、実はそう
ではなくて時代の要請であり、そのことを先取りして
いたことが学科創設4年目になって理解できました。

私は、学科創設メンバーの1人として、初代学生の担
任も務めました。学生は、4年目には（3年生の後期
あたりから）いわゆる就職活動を行います。担任がそ
のまま就職担当も兼ねるため、多くの企業のリクルー
タと接する機会を得ました。その方々に学科の理念を
話すと、例外なく「まさにそう言う人材を企業は求め
ている」という反応が帰ってきました。お世辞半分と
は言え、時代の要請を感じたものです。一方で、学生
からは「面接担当者から『要は建築なの、機械なの、
情報なの、化学なの？』と聴かれる」と相談されたも
のです。根気よく学科の理念を説明し、これからの時
代の要請に応える学科だと答えるように繰返し伝えた
ことを覚えています。同時に、実社会ではまだまだ旧
来思考が根強いことも実感しました。学科創設から約
20年、卒業生はさまざまな分野で活躍しています。
その活躍の素地を作ることの一翼を担えたことは、私
の誇りとするところです。去る3月の最終講義を兼ね
たシンポジウムには、多様な分野から大勢の皆さんに
ご参加頂きました。千葉大学における19年間は、私
の人生における実に幸せな時期だったのだとあらため
て実感した次第です。
　千葉大学工学部は伝統的に基幹系と学際系の学科の
双方を擁しており、他にはない特徴となっています。
都市環境システム学科は後者の最たるもので、今日に
至るまで同種の学科は国内には存在しません。時代の
要請に対し、それが顕在化する前に応えた希有な例と
言えます。一方で、時代の要請はその名の通り時代と
ともに変化します。学科創設から20年が経とうとし
ている現在、時代の要請は20年前と同じとは思えま
せん。学際領域は、時代とともに変化していくべきも
のです。今後もダイナミックな変化を期待しています。

（なかい　しょういち） 

■	新任の先生ご紹介
岡野　創　教授

　 平 成28年4月1日 付 で 建 築・

都市科学専攻都市環境システム

コース教授に着任しました。昭

和58年京都大学大学院工学研

究科建築学専攻を修了し、同年

４月に㈱熊谷組入社、その後、

平成13年4月に鹿島建設㈱に入

社し小堀研究室配属となり、現職に至りました。

　これまでは、プログラム開発、RC系の構法開発、

各種の振動解析、地震被害例・観測記録の分析などの

様々な業務に従事してきました。今後は、民間在籍時

から、大学で行うのがふさわしいと考えていたテーマ

に取り組みたいと考えています。具体的には、経済指

標を取り込んだ建物耐震性能評価の研究に取り組みた

いと考えています。日本の地震活動の活発化が指摘さ

れる中、どの程度まで耐震性能を引き上げるべきかを

議論するためには、経済的な損失に踏み込んだ性能評

価が必要となります。耐震性能評価は、研究そのもの

が差別化につながり難いため、民間では研究の継続が

困難であり、大学が中心となって取り組むべきテーマ

のひとつと考えています。

（おかの　はじめ）
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■	デザイン学科の今年度の動向
　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みなさまには、
日頃より第Ⅰ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28年度の学
科長をつとめております製品デザイン研究室の林孝
一でございます。
　先ず、教員の動向についてお知らせします。平成
28年度４月の国際教養学部設立に伴い、本学科シス
テムプランニング研究室の教授、渡邉誠先生が国際
教養学部へ籍を移されました。但し引き続き大学院
工学研究科デザイン科学専攻での教育も担当されま
す。また、慶応大学から佐藤浩一郎先生が材料計画
研究室の専任准教授に、更に、本学の広報戦略本部、
特任研究員の張益準先生がコミュニケーションデザ
イン研究室の専任助教にそれぞれ着任されました。
いずれも、若い先生ですので、学科の活性化に向け
一層のご活躍を期待いたしております。
　本年度は全学でこれまでの前期後期制から、1年を
2か月ごとの6つのタームに区分し、カリキュラムを
組んだ “６ターム制” へ移行した初めての年度になり
ます。また来年度は工学部の改組により、各学科の“総
合工学科” への統合と “コース制” の導入が予定され
ております。本学科でいうと現在、“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”
となります。更には、再来年度の平成30年度は、デ
ザイン学科において、“AO入試” の導入も予定されて
おります。現在、これら改革の実証と計画の真った
だ中にあります。
　また、海外展開においても、欧米諸大学との連
携による大陸間デザイン教育プログラム（CODE：
Continents Design Education Program）での留学制
度の拡充は、昨年度、触れましたが、その後もアジ
ア諸大学との連携によるMADEプログラム（Master of 
Asia Design Education）、中南米とのPURIプログラム

（Post Urban Living Innovation and Research Program
－Latin America）と更に展開してまいりました。また、
大学院修士課程において、海外の大学と本学の両方
の学位が取得できる、ダブルディグリー制度という
ものを欧州の複数の大学と締結するなど、海外との
連携を大幅に強化いたしました。
　最後になりますが、常日頃より、卒業生のみなさ
まにはお忙しい中、デザイン学科の発展にご協力い
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
よろしくお願い申しあげます。

（平成28年度　デザイン学科　学科長　林　孝一）

■	新任教員の挨拶：佐藤浩一郎先生
　平成28年4月1日付けで材料
計画研究室に准教授として着任
いたしました。平成21年9月に
慶應義塾大学大学院理工学研究
科総合デザイン工学専攻後期博
士課程を修了し、同大学先導研
究センター研究員、理工学部機
械工学科助教として研究に従事
いたしました。専門は、デザイン科学、デザイン工
学で、創発（Emergence）といった自然にみられる
原理や現象に基づいたデザインの方法論、方法、お
よびシステムの開発を行ってきました。新天地であ
る千葉大学では、開発してきた方法やシステムを応
用したモノづくりの実施を進めていきます。その際、
モノづくりには欠かすことのできない材料の機械的
な特性だけでなく、人が材料に抱く価値観などの心
理的な特性にも着目した応用を目指します。また、
研究で得られた経験や知見を活かした教育を実施し、
独創的な思考と論理的な思考の両輪を回すことで、
様々な領域で活躍できるデザイナーの輩出に貢献で
きるよう精進してまいります。

（材料計画研究室　准教授　佐藤浩一郎）

■	新任教員の挨拶：張益準先生
　平成28年4月1日付でデザイ
ン学科のコミュニケーションデ
ザイン研究室に助教として着任
しました張益準（チャン・イク
ジュン）と申します。韓国ソウ
ル国立大学にてデザイン学部視
覚デザイン専攻コース及び修士
課程を修了し、平成27年に千
葉大学にて博士学位を取得しました。主な専門分野
は、グラフィックデザインを基礎としたブランディ
ング、編集デザイン、ウェブデザイン、情報デザイ
ン等で、これまでインハウスデザイナーやデザイン
スタジオの運営など様々な実務を経験いたしました。 
今、企業はデザインの企画から製品デザイン、イン
ターフェースデザイン等の様々な領域を超えて柔軟

デ ザ イ ン 学 科
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に対応できる人材を求めています。グラフィックデ
ザイン分野は他のデザイン分野の基礎になる領域で
あると考えます。グラフィックデザインを通じて、
どのようなデザイン分野に進み、自身の持つアイデ
アを効果的に表現し、説明していくか、このような
視覚的基盤を育成することが現代のグラフィックデ
ザインが持つ重要な役割の一つだと思います。千葉
大学の基礎グラフィックデザイン教育を強化し、時
代に合った融合的な人材像を育成したいと考えてい
ます。

（コミュニケーションデザイン研究室　助教　張益準）

■		ヨッテクデザイン大賞、コンセプトデザイン
賞受賞報告

　7月29、30日にパシフィコ横浜で開催された福祉
用具の展示会：ヨコハマ・ヒューマン＆テクノラン
ド（以下ヨッテク）ユニバーシティ・ミニ・フォー
ラムにおいて、２つの作品が、それぞれヨッテクデ
ザイン大賞とコンセプトデザイン賞を受賞しました。
これらは大学院博士前期課程の授業科目：材料計画
論の受講生が提案した作品です。デザイン大賞を受
賞した作品は、片手が不自由な方に向けた片手でで
きるヘアアレンジのためのクリップ：くるっぷです。
このクリップ一つで、様々なヘアアレンジができる
ようになっています。またコンセプトデザイン賞を
受賞した作品は、点字学習の継続性に着目した点字
学習ツールです。スマートフォンを冊子のページ
のポケットに差し込んで、点字をなぞる方法で、点
字の学習をゲーム感覚でできるように工夫されてい
ます。これらを含む提案作品の詳細は、ヨッテクの
FacebookとYouTubeで紹介されています。

（材料計画研究室　教授　寺内文雄）

■	東京デザインウィーク2015学生展受賞報告
　Tokyo Design Week（TDW）は、20年以上の歴史
のある日本で最も大きなデザインイベントであり、
2000年を契機に多角的なイベントとして拡大され、
その時点から学生展覧会が中心的なイベントとして
行われています。千葉大学は当初より、学生展に参
加し、幾度か参加学生の個人賞を受賞するなどの実
績を積み上げてきました。
　2015年度は、デザイン学科学生14名が、5つの作
品を出展しました。およそ海外校を含めた50校のデ
ザインに関わる大学が参加した中で、学生賞の準グ
ランプリを1作品（PinBox：原田桃美・鈴木晴賀）、
さらに、理事長賞を1作品（モグルーン：石田莉菜・
櫻井祐里・藤堂美希）が受賞することができました。
そして、出品したその他3作品もすべて入選となりま
した。千葉大学が参加したこれまでのなかで、すべ
ての作品が評価を得たことはなく、最高の成果とな
りました。このイベントの来場者は10万人を超えて
おり、千葉大学のデザインを強くアピール出来たと
思います。

（環境デザイン研究室　准教授　原寛道）

くるっぷ

PinBox

モグルーン
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■	機械工学科の近況報告
学科長　小林　謙一

　平成28年度･機械工学科の入学
試験倍率は4倍を超える高い競争率
となりました。学科では、選抜され
た資質の高い学生を4年間または修
士課程を含めた6年間で、日本や世
界の技術社会で活躍できる人材を
育成に努めています。なお平成29
年度には「総合工学科」としての一
括り入試となる学部改組のため、機
械工学科でも入学後の1年次のカリキュラムが大きく変更され
る予定です。
　卒業生／修了生の進路は例年、学部生の7 ～ 8割が大学
院に進学します（ただ、4年間で卒業できる学部生は約3/4
です）。就職はここ数年、民間企業の採用意欲が高いため、
学部／大学院を問わず、学生側の売り手市場です。特定の
企業に希望が偏る傾向があるため、就職担当教員がなるべ
く幅広い業種へと指導していますが、なかなか難しいところ
です。就職先としては、機械系製造業はもちろん、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
ていますが、公務員は相対的に少ない状態です。
　教職員の異動では本年3月1日付で大川一也先生が准教授
に、4月1日付で田中学先生が教授に、それぞれ昇任されま
した。また4月1日付で菅原路子先生が特任准教授から工学
研究科・准教授に異動しました。今後ますますご活躍が期
待されます。さらに、実習工場職員として本澤一真さんが昨
年11月1日付で着任し、3年生の工場実習、学内研究室から
の試作品･依頼製作などに若い力として尽力されています。
教職員の定員削減は国立大学法人化後も断続的に続いてお
り、小職が35年以上前に奉職した時と比べると、機械系の
常勤教職員数は2/3になってしまいました。今年度末には三
科博司先生（トライボロジー）と小山秀夫先生（塑性加工学）
が定年退職の予定です。
　工学部内では旧電気・電子棟（12号棟）が完全な更地に
なり、その後、工学研究棟#2の完成に伴って、機械系でも2、
3の研究室/教員室が自然科学棟#2に移動しました。
　慶事としては本間弘樹先生（名誉教授）が、昨年11月、
これまでのご功績により瑞宝中綬章を授与されました（別欄
参照）。本間先生は、機械工学科で流体系の教授として平成
10年まで務められた後、都市環境システム学科に異動され、
平成13年度末に退官されました。

■	教員/学生の受賞（2015.9 〜2016.8）
【教員】
・  糸井貴臣准教授が2015年11月21日、軽金属学会の軽金

属躍進賞（第14回）を受賞。
・  森吉泰生教授、窪山達也准教授が2015年11月、Small 

Engine Technology Conference 2015においてBest Paper 
Awardを受賞。

・  窪山達也准教授が2015年12月、第24回微粒化シンポジ
ウムで優秀講演賞を受賞。

・  松坂壮太准教授、溝渕玄太君（2013年修了）、比田井洋
史准教授、千葉明職員、森田昇教授他が、2015年度（第

12回）精密工学会論文賞を受賞。
・  三科博司教授が2016年5月24日、日本トライボロジー学

会のITC Tokyo 2015 Excellent Paper Awardを受賞。
・  松坂壮太准教授、溝渕玄太君（2013年修了）、比田井洋

史准教授、千葉明職員、森田昇教授他が2016年6月20
日、工作機械技術振興財団の工作機械技術振興賞（論
文賞）を受賞。

【学生】
・  Azizan Bin Mohamad君（M2：糸井研）が2015年9月9

日、12th International Conference on Superplasticity 
in Advanced MaterialsにてBest poster awardを受賞。

・  薄広歩君（M2：大川研）が2015年12月16日、計測自動
制御学会SI2015で優秀講演賞を受賞。

・  倉島一輝君（M1：大川研）が2015年12月16日、計測自
動制御学会SI2015で優秀講演賞を受賞。

・  齋藤司君（M2：小山研）が2016年1月25日、第66回塑
性加工連合講演会で優秀論文講演奨励賞を受賞。

・  磯村直道君（M1：藤原研）が2016年1月29日、第58回
自動制御連合講演会で優秀発表賞を受賞。

・  山田悠史君（B4：森田・比田井・松坂研）が2016年3月
10日、日本機械学会関東学生会第55回学生員卒業研究
発表講演会にてBest Presentation Awardを受賞。

・  西岡宣泰君（B4：森田・比田井・松坂研）が2016年3月
15日、精密工学会第23回学生会員卒業研究発表講演会
最優秀講演賞を受賞。

・  廣瀬裕介君（M2：武居研）が2016年3月25日、学長表
彰を受賞。

・  廣瀬裕介君（M2：武居研）が2016年3月25日、日本機
械学会三浦賞を受賞。

・  廣瀬裕介君（M2：武居研）が2016年3月25日、工学研
究科長表彰を受賞。

・  秋 元 勇哉 君（M1：武 居研）が2016年6月30日、24th 
International Conference on Nuclear Engineeringにて
Best Paper Awardを受賞。

■	昭和42年卒・同期会開催
同期会幹事長　吉川　研一

　我々昭和42年機械工学科卒の仲間の約半数の26人が平
成27年9月29日に同期会行事として卒業以来、初めて機械工
学科を見学した。仲間の中には母校を訪れる事自体が卒業
以来初めてで48年振りの人もいた。参加者は東京近辺が多
かったが、遠く岡山、神戸、岐阜、浜松、島田、水戸等から
駆けつけてくれた。機械工学科の見学に当たり、森田先生に
見学の依頼をしたところ快諾をいただき開催の運びとなった。
　因みに42年卒は松戸の校舎を使用した最後の学年であり、
西千葉の工学部新校舎の初期に学んだ世代でもある。入学し
た頃は東大第二工学部時代の木造の校舎が多く残っていて、
工学部の新校舎は目だった存在であった。工学部の前の通り
の両側には桜の木が植えられたばかりであり、その通りを挟
んで空き地ではソフトボールに興じた。更に大学祭にはその
当時、車に搭載し始めたディスクブレーキをメーカまで借り
に行き展示したり、イベントで焼きそば屋を開いたが定価50
円は高いと顰蹙?をかった事等が思い出される。現在機械工
学科の前の空き地には図書館が建ち、桜の苗木は大木とな

機 械 工 学 科
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り鬱蒼とし、伝統ある大学らしい風情を呈していた。
　見学当日は天候に恵まれ晴天であった。森田先生から最近
の大学、機械工学科の動向を伺った。近々大幅な大学の改
組が行われる中、文科省の方針で全国の国立大学の棲み分
けが図られ、千葉大学は「成果を上げている海外の大学に
伍して研究・教育を目指す大学」群に属したとの事。そのチャ
レンジ精神たるや称賛に値する。
　その後森田先生の案内で各研究室の見学に入り、テレビ
でも紹介されているエアーホッケーロボットではロボットと仲
間との対戦で盛り上がった。加工技術の研究としてレーザー
による微細加工の最先端の研究、極超音速衝撃波背後流れ
におけるエネルギー状態の解明、飛翔のシミュレーションと
運動原理、内燃機関の全国的な研究拠点の次世代モビリティ
パワーソース研究センターでの見学及び研究テーマの解説、
最近話題のドローン研究についての解説と見学等、大変興味
深い最新の研究の数々を見せていただき感謝。中には冥途の
土産（？）になったという同級生もいた程。
　見学後けやき会館内のコルザにて懇親会を開催、旧交を
温めた。その日11名が宿泊。宿泊地はなじみのある大学の近
くにした。周辺で下宿していた仲間はその場所を確認し、懐
かしく感じていた。ホテルにて二次会。大いに盛り上がった。
翌日はバスで大学のキャンパスの周りを走り、稲毛海岸駅迄
行き、越中島駅にて下車。隅田川のクルージング後浅草観光。
浅草にて解散し次回元気に再会する事を誓った。
　今回の見学ではお忙しい中、ご説明をいただいた森田、
森吉、劉、野波、比田井の各先生方及び学生達に御礼申し
上げるとともに我が機械工学科の益々の発展を祈念する。

■	本間弘樹千葉大学名誉教授　叙勲
環境・熱流体エネルギー教育研究領域

准教授　太田　匡則
　平成27年11月3日付けで本間弘樹千葉大学名誉教授が
長年の教育研究への功労に対して瑞宝中綬章を叙勲されま
した。本間先生は昭和34年3月に東京大学工学部航空科を

卒業し、同年4月東京大学航空研究所助手、昭和39年4月
同大学宇宙航空研究所助手を経た後、昭和40年10月から
平成13年3月までの35年間は千葉大学工学部ならびに大学
院自然科学研究科において、研究活動に多大に貢献されま
した。
　この度の叙勲をお祝いして、平成25年12月5日に千葉大
学けやき会館レストランコルザにてささやかながら本間先
生の叙勲をお祝いする会を開催し、研究室OBを中心に多く
の方々にご参加いただきました。本間先生は長らく衝撃波
に関連した研究を展開されており、衝撃波を作り出すため
の実験装置である衝撃波管を使った実験を数多く行われて
おりました。そこで、OB一同からの記念品として衝撃波管
のミニチュアを製作しました。また、会の中で賞状と勲章
もお披露目いただき、我々参加者にとって滅多に目にする
ことがないものを拝見する貴重な機会となりました。本間
先生ゆかりのOBの方々にスピーチいただいた後、花束、記
念品の贈呈があり、本間先生を囲んで和やかな雰囲気のう
ちに閉会となりました。
　先生の今後のご活躍とご健勝をお祈りいたしております。

↑本間弘樹先生（中央）

←�お祝いする会の参加者による集合
写真（前列中央が本間弘樹先生）

↑森田先生によるガイド風景

←参加者の集合写真
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■	メディカルシステム工学科の現状
学科長　山口　匡

　メディカルシステム工学科は、工学部では新しい学
科の一つとして認識されている方も多いかと思いま
す。私どもが学外で本学科を紹介する際にも、「比較
的新しい学科」であると伝えることもありますが、よ
くよく振り返ってみますと、本学科は2004年4月に
新設され、すでに13年目の年度を迎えており、もは
や「新しい」という認識が適合しない状況になってい
ると認識しています。国内で他大学に先駆けて「医工
学」分野の専門教育を開始した当学科ですが、2006
年4月の大学院メディカルシステムコースの新設や、
2013年10月のフロンティア医工学センターとの一体
化を経て、現在では千葉大学における教育研究の特色
の一つとして認識されるまでに成長しており、所属教
員ならびに学生一同、身の引き締まる思いで各々の活
動を実践しております。
　当学科の特徴の一つに、学生の海外渡航率の高さが
あります。平成27年度には、数カ月単位での海外留学・
共同研究や国際会議での発表、国際協定校との共同教
育プログラムなどにより延べ32人が渡航し、その多
くが学内外の渡航支援を受けています。本年度も既に
10名を超える学生が渡航しており、千葉大学におけ
る医工学教育研究の最新動向を世界に発信するととも
に、より強固な国際連携体制を構築しております。
　平成28年3月をもって、伊藤公一教授ならびに山本
悦治教授が定年退職され、2月18日に両先生の最終講
義が開催されました。伊藤教授は「アンテナそして医
工学」というタイトルで、長年にわたり千葉大学で実
践されてきた電磁波の医用応用と生体作用に関するご
研究についてご講演くださいました。また、山本教授
は「企業での研究開発及び大学での研究を顧みて」と
いうタイトルで、前職の企業におけるMRIの黎明期か
らの研究開発のお話しを中心に、企業と大学との相違
なども含めて各種のご提言をくださいました。千葉大
学における医工学領域の立ち上げから、ご専門の各領
域における技術の発展に長年にわたりご尽力ください
ました両先生に改めて御礼申し上げます。
　定年退職された先生方に代わり、平成28年度より
中川誠司教授が産業技術総合研究所から新任で、中口
俊哉教授が当学科准教授からの昇任で着任されまし
た。両先生を含め、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。

■	新任教員自己紹介
中川　誠司　教授

　2016年7月 に メ デ ィ カ ル シ
ステム工学科教授に着任しまし
た中川誠司です。1999年に東
京大学大学院工学系研究科電子
工学専攻を修了しましたが、在
学中は医・工の相乗り講座であ
る医学系研究科医用生体工学講
座に所属し、基礎/臨床医学者と協力して研究を行い
ました。その後、通商産業省工業技術院電子技術総

伊藤公一教授�最終講義の様子

山本悦治教授�最終講義の様子

メディカルシステム工学科
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合研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、
University of Washington においても、引き続きヒト
を対象とした生体医工学研究に従事してきました。専
門は非侵襲的な神経生理計測、心理計測、コンピュー
タ・シミュレーション等を駆使したヒトの知覚・認知
メカニズムの解明と、得られた成果の工学的な応用で
す。代表的な研究テーマとしては、骨伝導聴覚メカニ
ズムの解明と新型補聴器や骨伝導スマートホンへの応
用や、心理・生理データに基づく快適／高付加価値な
居住空間の設計などが挙げられます。いつも明確な出
口を持った基礎研究を行うことと、応用開発を並行し
て進めることを心がけています。また、近年は大小の
国内企業との連携を積極的に進めることで、研究成果
の社会還元を図ってきました。これまでにも、いくつ
かの大学の客員／連携教員や非常勤講師を務めてきま
したが、専任教員としての勤務は初めてで、教務につ
いては勉強しないといけないことが一杯です。確固た
る専門性（得意技）を備えつつ、幅広い分野の知識・
技術をも身につけた医工学分野の発展に資する学生を
育てて行きたいと考えています。学科に貢献できるよ
うに励む所存ですので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■	退職教員挨拶「アンテナ	そして	医工学」
伊藤　公一

　昭和51年4月から東京工業大
学助手として4年近く勤務し、
その後、千葉大学に移りました
が、教員としてちょうど40年務
めたことになります。
　本学工学部で最初に所属した
のは電気電子工学科でしたが、
平成10年4月、都市環境システ
ム学科が設置された際に同学科へ移りました。平成
15年4月にフロンティアメディカル工学研究開発セン
ター（当時）が設立され、種々の事情で同センターへ
移りましたが、平成18年4月より工学部メディカルシ
ステム工学科へ移りました。さらに、平成25年10月
に行われた組織再編に伴い、再びフロンティア医工学
センターへ異動しました。このように、電気電子工学
科、都市環境システム学科およびメディカルシステム
工学科という3つの異なる学科に所属し、バラエティ
に富んだ多くの先生方や学生と接することが出来たの
は、望外の喜びであると同時に、多くのことを学ぶ良

い機会でもありました。
　研究面では、当初、通信用の小形・平面アンテナを
主な対象としていましたが、昭和50年代後半からア
ンテナの医療応用にも範囲を広げ、特にがん治療用マ
イクロ波アンテナの研究開発には精力的に取り組んで
きました。
　本稿のタイトルである「アンテナ そして 医工学」
は、本年2月に行われた最終講義のタイトルと同じで
すが、以上のような経緯から、ここでも採用しました。
メディカルシステム工学科は平成16年4月に設置され
ましたが、関連する教員は、実質的にはほとんど同じ
でありながら、組織的にはフロンティアメディカル工
学研究開発センターとメディカルシステムの2つに分
かれており、その一体化が望まれていました。私は同
センター長としてこの組織再編に取り組み、3年近く
掛かりましたが、平成25年10月よりセンター名称を

「フロンティア医工学センター」に変更するとともに、
　メディカルシステムコースの全教員が同センターに
異動することになりました。組織再編に際し、いろい
ろなご意見がありました。また、改善すべき点も多々
残っていますが、医工学に関する教育・研究を一体的
に行う体制が出来たと確信しています。
　上述のように、在職中は落ち着かない教員生活を過
ごしてきましたが、充実した毎日だったと思います。
しかし、特にセンター長を務めた6年間は、研究室の
学生と過ごす時間があまり取れなかったことが今でも
心残りです。
　現在は、フロンティア医工学センターの名誉教授・
客員教授として、ときどき大学にも顔を出しています。
医工連携の橋渡しを務めながら、医工学研究の更なる
進展に少しでも貢献できればと願っています。
　末筆になりましたが、長年に亘りお世話になりまし
た皆様に心より感謝申し上げるとともに、メディカル
システム工学科ならびに工学部・工学研究科のますま
すのご発展をお祈り申し上げます。
　結びに、最終講義でもご披露しましたが、かつて英
国のある大学を訪問した際、教授が学生たちに伝えて
いた次のメッセージを、特に若い先生方および学生の
皆さんに贈りたいと思います。
　“Reputation depends on you.”
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■	電気電子工学科便り
　学科長　近藤圭一郎先生

　平成21年度の工学部改組で

新しい電気電子工学科が発足し

てから、本年3月で早くも8年

が経過しました。その間、グロー

バル化や、情報化社会の加速、

そしてエネルギー問題の顕在化

など、我々の学問分野と強くか

かわる社会情勢は大きく変化してきました。それを

受けて、大学の改革が強く求められており、次年度

の平成29年度から千葉大学理工系の学部、大学院は

改組を行う方向で準備が進められており、文部科学

省との調整も順調に進んでおります。

　改革の柱は、大学入試改革、グローバル化、そし

て技術者に求められる能力の多様化に対応した人材

育成にありますが、今回、徳久剛史千葉大学長は、

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」

に取り組む姿勢を打ち出されております。すなわち、

理工系の改組も世界と戦える研究・教育組織への転

換が求められており、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、現教職員も努力して

ゆく所存でございます。

　さて、本学科の近況報告ですが、本年度も教職員

に異動がありました。平成28年3月末日付で電磁界

解析教育研究分野の八代健一郎先生が定年退職され

ました。一方、同年2月22日付で若生将史先生がシ

ステム設計教育研究分野に特任助教として新しく着

任されました。また、同年4月1日付で、情報通信シ

ステム教育研究分野の安昌俊先生が准教授から教授

に、同年2月1日付で、同分野の大森達也先生が助教

から准教授に昇任されました。安先生と大森先生に

はこれまで同様に、また、若生先生にはこれから本

学科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、若生先生には着任のご挨拶を、

八代先生には退職のご挨拶をご執筆いただいており

ます。

　本学科の体制についても、前述の改組を契機に、

教育研究領域の再編が、検討されております。電気

電子工学の基礎から応用まで幅広い領域をカバーし

つつ、これまでにも増して、実効的かつ実践的な教育・

研究の実施を目指した体制になることが、計画され

ております。

　昨年度から、本学科の教職員、学生が以前にも増

して様々な賞を受賞しております。あまりにも多く

の受賞があり、ここには書ききれないほどです。

詳しくは電気電子工学科Webサイト（URL: http://

www.te.chiba-u.jp/)のトップページにある「おしらせ」

をご覧下さい。

　本年度は本学科が新しい工学系総合研究棟2に移転

して2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。

■	若生将史先生の着任のご挨拶
　平成28年2月22日付で大学院

工学研究科人工システム科学専

攻電気電子系コースシステム設

計教育研究分野に着任いたしま

した。平成26年3月に京都大学

大学院を修了（博士（情報学））

した後、客員研究員としてカリ

フォルニア大学サンタバーバラ校に在籍し、現職に

就きました。

　専門分野は、制御工学やシステム理論です。近年

ではネットワークを介して制御を行うことが一般的

になり、通信遅延などの物理的な現象だけでなく、

サイバー攻撃へのセキュリティを考慮した制御系の

設計が求められています。このような制御問題に対

して理論的な解法を与えるとともに、それをスマー

トグリッドなどの電力システムへ応用する研究に取

り組みたいと考えております。

　経験も浅く勉強すべきことも多くございますが、

教育や研究に貢献できるように尽力してまいります。

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。

電気電子工学科
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■	退職雑話
　　　　八代健一郎先生

　本年3月31日をもちまして千葉大学を定年退職いた

しました。昭和54年4月に助手として奉職してからま

る37年が経過しました。昭和45年4月に学生として

電子工学科に通い始めた頃から数えると人生の3分の

2以上、千葉大学で過ごしたことになります。工学部

の西側の道路の片側がひと抱えもある大きな幹の桜並

木になっており、桜の開花時期ともなりますと、なか

なか見応えのする状況になりますが、私が学生の頃

は、桜の幹の太さは親指の太さ程だったと思います。

学生当時と比べるとキャンパスもずいぶん整備されま

した。学生の頃は、電気工学科・電子工学科の先生方

は12号棟におられて授業も概ね13号棟で受けるよう

になっていましたが、12号棟は耐震上問題があると

いうことで取り壊され更地になりました。耐震という

ことで言えば工学同窓会に関連の深い松韻会館も耐震

の問題から改修工事が行われました。骨組みは変わっ

ていませんが、建物の外観は一新されました。松韻会

館の前に立つ桜の木が昔の面影を残しています。

　変化は大学の環境ばかりではなく、教育研究組織も

いろいろと変遷しました。私の在職中も電気電子工学

科と機械工学科が統合されて電子機械工学科になりま

した。その後、改組があり、それぞれに再び分割され

ました。また、近々改組が予定されているようです。

変化は世の常でしょうか。

　大学で行っていた研究について、少し述べさせてい

ただくと、私は当初、静磁波というフェライト内を伝

わる波をマイクロ波周波数帯のデバイスに応用する研

究をしました。フェライトを伝搬する静磁波姿態は、

無限に存在します。ひとつの姿態が伝搬して来て不連

続部に衝突すると、無限の姿態が生じます。数式的に

は各姿態の振幅が未知数となる無限連立方程式を解く

ことになるわけですが、ウィーナー・ホッフ法により

解くことができました。最近は、電波や光（総称して

電磁波）が物体にぶつかったときの振る舞いを効率よ

く計算する方法などを検討していました。

　さて、3月4日に最終講義をすることになりました。

何の話をしようかと考え、直接、研究の話よりも、研

究に利用しているLINUXの話の方がより多くの方に少

しでも興味を持っていただけるのではないかと思い、

「私のLINUX利用法いろいろ」を題目に選びました。

内容は個人的な利用目的に沿ったものも含めました。

LaTeXによる文書処理に限らず、作画やCD・DVDの

ラベルの作成の話、描画ソフトウエアの紹介、数値計

算に用いたGFORTRANの話、DVDを観たり音楽を聴

くためのソフトウエアの紹介をさせていただきまし

た。インターネットで使用されているマルチメディア

に対してはウインドウズのようにはなかなかいきませ

んが、オープンソースで、フリーウエアでありなが

らこれだけの環境を整えることができるのは素晴ら

しいと思います。実際に研究で用いたコンパイラの

GFORTRANもFORTRAN77と異なり、かなり進化して

います。実際にプログラムが動いているときに必要な

大きさのメモリを取ったり、自分自身を呼び出す再帰

的プログラムを書いたり、ポインタの使用、構造型変

数を定義することもできます。

　とりとめのない話になりましたが、電磁波の計算は

パソコンにLINUXの環境を構築すればできるので、こ

れからももう少し続けてみようと考えています。

現在の松韻会館（2016 年 4 月 6日撮影）

以前の松韻会館（2014 年 4 月 16 日撮影）
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■	ナノサイエンス学科の紹介
学科長　石井　久夫

　ナノサイエンス学科も創設9年目を迎え、独自の研究・
教育スタイルが出来上がってきたところですが、平成
29年4月からの工学部の改組にともない、画像科学科と
合併し、あらたに “物質科学コース” として再出発する
ことになりました。物理とナノサイエンスにもとづいて
物質科学を学ぶナノサイエンス学科と、化学と画像科学
を通じて同じく物質科学を学ぶ画像科学科が一つになる
ことで、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。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
りますのでよろしくお願いいたします。
　学科の動きとしては、4月に9期生36名（留学生1名、
飛び入学生1名含む）を迎えました。例年行ってきた4月
冒頭の新入生合宿は、ターム制の導入で実施が危ぶまれ
ましたが、時期をずらしGWを一部利用して4月28、29
日につくばで実施しました（写真）。初日は高エネルギー
加速器研究機構（KEK）を見学して最先端の科学に触れ、
2日目は筑波山に登って親睦を深めました。今年の新入
生も、意欲あふれるアクティブな学生が多く、これから
が楽しみです。教員の方は、明治大学に移られた野口先
生の後任として、千葉大工学部OBの田中有弥先生が助
教として赴任され、7月から学科の研究・教育に携わっ
ていただいています。
　改組による大きな変化がありますが、引き続き研究・
教育活動に励んで参りますので、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。

■	新任の挨拶
  田中　有弥　助教

　2016年7月1日付で着任致しま
した田中有弥と申します。千葉
大学には本年度4月から先進科学
センターの助教としてお世話に
なっております。私は元々千葉
大学の出身でして、国立大学法

人化元年の2004年に、今は無き工学部電子機械工学科
に入学し、2013年に融合科学研究科で学位を取得しま
した。その後某電機メーカーで3年間勤務し、この度縁
あって千葉大学に戻って参りました。学生時代の指導教
員であった石井先生にはもちろん、その他多くのお世話
になった先生方と再会できたこと、またこれからご一緒
させて頂けるということで大変うれしく思っております。
　私はこれまで学生、会社員時代を通して、有機半導体
デバイスの研究・開発に携わって参りました。今後は有
機分子薄膜の物性に関する研究にも着手し、有機半導体
デバイス物理の理解を深めるとともに、有機分子の特長
を活かした新たなデバイスの創成にも取り組みたいと考
えております。
　至らない点が多々あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻
の程、心より宜しくお願い申し上げます。

■	受賞・表彰など 
　尾松孝茂 教授が、米国光学会（OSA）よりフェロー
表彰を受賞されました。これは、日本人表彰者は50名
程度の栄えある受賞です。さらに、文部科学省より平成
28年度文部科学大臣表彰　科学技術賞（研究部門）を、
双葉電子記念財
団より平成28年
度双葉電子記念
財団賞（衛藤細
矢記念財団賞）
を、受賞されま
した。おめでと
うございます。

■	プロジェクト研究発表会  
　園芸学部と工学部ナノサイエンス学科にて実施されて
おります「理数大好き学生発掘・応援プロジェクト」の
平成27年度 年度末報告会が、平成28年3月9日に西千葉
キャンパスの工学系総合研究棟2 コンファレンスルーム
にて開催されました。口頭4（1）件、ポスター 35（10）
件（括弧内はナノサイエンス学科）の発表が行われ、 活
発な質疑応答を通じて学生間の交流が図られました。

（坂東　弘之 記）

ナノサイエンス学科
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■	幸本重男先生の御退職記念事業
　幸本重男先生は、平成28年3月末をもって定年退職

されました。先生は、昭和49年3月に千葉大学工学部

工業化学科を卒業され、昭和49年4月に同大学院工学

研究科合成化学専攻へ入学され、昭和51年3月に同大

学院を修了されました。その後、筑波大学大学院化学

研究科（博士課程）にご入学になられ、昭和54年7月

に同研究科を修了され、理学博士の学位を授与されま

した。昭和54年4月より同年9月まで筑波大学化学系

技官を務められた後、昭和54年11月からスイスジュ

ネーブ大学で博士研究員を務められ光増感酸化反応、

生理活性過酸化物合成に関する研究を行われました。

その後、昭和60年1月より財団法人米国フロリダ州

ハーバーブランチ海洋研究所で研究員を務められ、生

理活性海産天然物の構造決定に関する研究に従事され

ました。昭和62年4月より、千葉大学助手工学部に採

用され、平成3年10月より、助教授に昇任され、平成

10年より同教授に昇任され、ご退職まで教授職をお

勤めになられています。

　この間、研究報告専門委員会委員長、材料・物性工

学専攻長、共生応用化学学科長などの重責をお努めに

なられました。

　先生は千葉大学へ奉職されてから29年間、有機合

成、有機光化学、反応メカニズム、有機結晶、超分子

化学、液晶化学など幅広い分野で先駆的な研究を行わ

れるとともに、一人一人の学生に対し情熱をもって指

導し研究に尽力されてきました。芳香族化合物の立体

選択的光環化反応、コール酸を利用した包接化合物の

化学、光学活性芳香族フォルダマーの合成、イオン性

液晶の開発、水素結合を利用した有機結晶配列制御、

刺激応答発光性有機結晶の開発等、合わせた業績は、

学術論文185報、著書2冊、特許も多数となります。

　学会活動としては、日本化学会、有機結晶部会、日

本液晶学会でご活躍いただき、日本化学会関東支部幹

事や日本液晶学会討論会実行委員長をお努めになられ

ました。

　退職祝賀会は3月20日にホテルニューオータニ幕張

において、教職員ならびに多数の研究室卒業生の参加

により、盛大に開催されました。先生のご希望で、最

終講義は執り行われませんでしたが、祝賀会の中で「わ

たしの “有機化学の小径” かけ足で振り返って」と題

してお話しいただきました。日本、スイス、アメリカ

で研究生活・教員生活で、知り合った多くの方々に支

えられてきたことに対し感謝を述べられていらっしゃ

いました。退職後はご夫妻で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。

　現在は千葉大学工学部で留学生支援をされご活躍で

すが、今後もご健康に留意され、ご活躍されることを

祈念致します。

（岸川　圭希　記）

共生応用化学科
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■	新任教員紹介
吉田　泰志

　2015年3月に大阪大学大学院

博士課程を修了し、カリフォル

ニア工科大学で博士研究員とし

て勤務したのち、同年11月1日

付で共生応用化学科特任助教に

着任いたしました。

　これまでの研究では、有機化学を通じて役に立つ化

合物を効率よく合成する手法の開発を行ってきまし

た。近年の有機化学においては、有用な化合物を合成

するだけでなく、その環境低負荷型反応への展開が求

められており、用いる試薬の低減や触媒化が盛んに研

究されています。そこで環境負荷の小さい、金属を含

まない新しい触媒の開発研究とその応用を行うことで

本問題の解決を試み、医薬品原料等の合成に有用な化

合物の合成を行ってきました。

　今後は金属を含まない、よりパワフルな触媒を開発

することで、環境負荷が小さく、かつ今まで困難であっ

た反応を容易に行うことができる化学変換プロセスの

開発を行おうと考えております。新規の有用な化合物

の高効率合成を、できる限り環境に配慮した方法で行

うことを可能にする研究活動を通じて科学の発展に貢

献したいと考えております。まだまだ経験も乏しく至

らぬ点も多いと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願いいたします。

■共生応用化学科近況

学科長　島津　省吾

　工業化学科、合成化学科、

応用化学科、機能材料工学科、

物質工学科並びに共生応用化

学科を卒業された皆様、ご健

勝のことと存じます。日頃より第V部会並びに同窓会

に対する多大なる支援を心より感謝申し上げます。

　さて、現在の共生応用化学科の近況を申し上げます

と、現在16の研究室が4つの教育研究領域（バイオ機

能化学、環境調和分子化学、無機・計測化学、資源プ

ロセス化学）に加え、共用機器センター、国際教養学

部にも研究室を構えていて、少々複雑な構成になって

います。しかしながら、学部の卒業研究発表、博士前

期課程の研究発表は以前と同様に統一して行っていま

す。研究室内の研究内容も教授と准教授は、ほぼ独立

して行う体制が整いつつあり、以前の講座制（2007

年に大学設置基準から削除）の慣習はほぼ解消してい

ます。准教授は、教授の研究に縛られること無く自由

に研究できる環境になっています。しかしながら、こ

こ数年間は新規に教員を採用することは難しく、平均

年齢が徐々に増えていくことを危惧しています。学生

の年齢は変わらないのに、教員との年齢ギャップの差

が教育に悪影響しないように努力している毎日です。

　研究面では、積極的な学会での研究発表が行われ、

各学会での学生受賞が著しく増えています。学科ホー

ムページのNews & Topics （http://chem.tf.chiba-u.jp/

news.html）に具体的な事柄を記述しています。平成

28年度のニュースだけでも、日本化学会第96春季年

会、平成28年度分離技術会年会、第65回高分子年次

大会での受賞が報告されています。これは、各研究室

の指導教員のきめ細かい指導のたまものと考えていま

す。

　さらに、各研究室での研究成果もさまざまな取り組

みを行って積極的に発信しています。例えば、第2回

千葉大学化学教育研究懇談会では、三野孝准教授と岸

川佳希教授が自身の最近の研究内容を紹介したり、生

体模倣高分子研究室の研究成果が国立科学博物館およ

び千葉県現代産業科学館での展示を行っています。

　さらには、国際的な活動も盛んに行っています。

本学は文部科学省のスーパーグローバル大学等事業

『スーパーグローバル大学創成支援』に採択され（全

国で24大学）、多様なプログラムの設置による魅力あ

る国際共同教育の推進を行っています。その一環とし

て、大学院生の日本学生支援機構支援の短期留学は頻

繁に行われ、フランス・レンヌ第１大学、インドネシ

ア科学院には、毎年のように学生が派遣されています。

また、文部科学省「とびたて！留学JAPAN」には平成

27年度、28年度と連続して採択されています。以前
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■共生応用化学科・専攻就職状況報告

　はじめに平成27年度卒業・修了生の進路状況です

が、学部卒業生の進路は、大学院進学（88名）、就職

（18名）、その他（7名）でした。分野別の就職先では、

情報（5名）、化学（3名）、商社（2名）、建築（2名）、

医薬、ガス、食品、空調、人材派遣、公務員 が各1名

でした。進学者のうち、92%が本学に進学しており、

進学率については、ここ数年は大きく変わっておりま

せん。就職先についても、化学系技術職は修士修了以

上のスキルを求めているため、システムエンジニアな

ど情報系が多くなるのも例年どおりです。

　一方、修士課程修了生については、進学（2名）、

就職（72名）、その他（2名）でした。就職先は化学（37

名）、材料（8名）、建築（7名）、自動車（4名）、機械（4

名）、印刷（2名）、食品（2名）、製紙（2名）、電気（2名）、

空調、商社、財団法人、公務員が各1名でした。就職

率は94.7%であり、例年、95%前後で推移しています。

今年の特徴としては、化学メーカーへの就職が例年よ

り多いことがあります。特に2名以上採用していただ

いた企業が10社あり、共生応用化学科・専攻のOBが

社会で高く評価されているためだと思います。また、

博士後期課程の修了者は2名おり、1名は社会人博士

で、もう1人は化学メーカーへ就職しています。

　平成27年度卒業・修了生の就職活動では、経団連

から発表された採用選考に関する指針により企業の広

報活動が3月1日以降、選考活動が8月1日以降に変更

されました。しかし、就職活動を長期化させるとの指

摘があり、平成28年度は、選考活動が6月1日以降に

変更されました。2年連続の変更のため混乱も予想さ

れていましたが、学生は臨機応変に対応しているよう

でした。また、企業側も昨年度の反省も踏まえ、短期

インターンシップやジョブマッチングなどで早めに学

生に接触する企業も多いと感じました。平成28年度

卒業・修了学生については大きなトラブルもなく、修

士課程学生に限れば8月末時点で就職希望者のほぼ全

ての学生が内々定を頂いている状況です。

　共生応用化学科・専攻では、後援会からの支援を

頂き1月中旬に合同仕事セミナー、OBによる仕事セミ

ナー、エントリーシート対策の講習会などを実施し、

就職希望学生を支援しております。今後も教員一同、

一層の学生支援に勉める所存ですので、卒業生・修了

生の皆様のご協力を今後とも宜しくお願いいたしま

す。 

に比較して格段に学生が共同研究で派遣されやすくな

りました。本年3月には唐津孝教授が中心になり、シ

ンガポール国立大学とのジョイントシンポジウムが開

催されました。また、本学科が関係する協定を結んで

いる研究機関は、フランス・レンヌ第１大学、ベルギー・

ルーヴァンカソリック大学生物工学部・集合物質ナノ

サイエンス研究所、トルコ・イスタンブール工科大学、

シンガポール国立大学理学部、インドネシア・ガジャ

マダ大学理学部、インドネシア科学院・化学研究セン

ターなど6研究機関がありグローバルな展開が今後期

待されます。
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■	画像科学科の近況
学科長　久下　謙一

【学科近況】
　融合科学研究科を含む改組計画が文科省の承認を受け、
来年の4月から実施となりました。ここでは画像科学科に
関係する部分について、概要を記します。
　改組後は学生組織と教員組織は分離されます。まず学
生組織ですが、大学院は融合科学、工学、理学研究科を
すべて合わせた大学院融合理工学府になります。現在の
画像マテリアルコースはナノ物性コースと合わさって、
先進理化学専攻物質科学コースとなります。学部は工学
部と理学部の2学部となり、工学部は総合工学科という1
学部1学科9コースの体制になります。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
す。このコースの授業には画像に関する科目も含まれま
す。大学院にはイメージング科学コースもあり、画像の
分野について興味のある学生はそちらのコースに進むこ
ともできます。
　教員の研究組織としては工学研究院と理学研究院にな
ります。各教員はそれぞれの専門性に応じて、各コース
へ教えにいくという形になります。

【学科教職員の動向】
　昨年3月に小林裕幸先生と立田光廣先生のお二人が定年
退職されたあと補充が無く、現在の教職員だけで補完す
るという多忙な状態が続いていました。その中で、分子
キラリティ研究センターのテニュアトラックの助教とし
て、新家寛正先生が着任されました。久しぶりのフレッ
シュな人材です。また、10月には、画像表現の分野で活
躍中の今泉祥子先生が、准教授へ昇任されました。

【画像科学科の取り組み】
　画像科学科がその前身から数えて100年目を迎えること
になります。画像同窓会のご尽力で、100周年記念事業を
行うことになりました。多額の寄付も集めていただき、
その支援で印刷実験工場の改修を行うことになりました。
その中にイメージング教育ラボラトリーを設けて、その
一部として高度光環境空間制御室を設置します。ここで
は調光できる各色の光源を配置して、色彩に関する教育・
研究を行います。千葉大生のみならず、留学生・高校生・
社会人にも色彩や色再現などの知識を習得し、究めるこ
とができるラボラトリーとする予定です。知能情報コー
スの先生方にもご協力をいただいています。それと合わ
せて、古い印刷関係の機器類の撤去や、すべてではあり
ませんが化粧直しも行いますので、来年には面目を一新
していることと思います。 
　学科の取り組みや最新情報などは下記の学科ホーム
ページに記載されておりますので、お時間がありました
ら是非ご覧いただきたく、お願いいたします。

（画像科学科URL：http://www.tp.chiba-u.jp/）

■	情報画像学科の近況
情報画像学科　学科長　関屋　大雄

【御礼とお詫び】
　情報画像学科卒業生のみなさまにおかれましては、日
頃より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございま
す。その中で本年3月末に当学科在籍学生が起こしました
不祥事に関しまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけ
しましたこと、ここに深くお詫び申し上げます。

【学科近況】
　昨年10月1日より、情報画像学科に石山智明先生、白木
厚司先生が准教授として本学科の教育研究活動に参加さ
れております（両先生とも統合情報センター所属）。石山
先生は大規模高性能数値計算・宇宙物理学を、白木先生
は表示技術、情報の可視化を専門とされており、本学科
に新しい風を吹かせてくれることと思います。また、本
年3月31日をもちまして、矢口博久先生が定年のためご退
職されました。また、名誉教授称号が授与されております。
矢口先生は長きにわたり千葉大学で教鞭を取られ、多く
の卒業生が先生の講義を受けられたことと思います。こ
こに矢口先生にあらためて感謝の意を表したいと思いま
す。さらに年度が変わりまして4月1日付で関屋が教授に、
7月1日に小室信喜先生が准教授に昇任しております。

【画像系学科創設100周年記念式典（http://gazo-chiba-u.jp/）】
　画像系学科は、創立百周年を迎えました。画像科学科、
画像工学同窓会と共に画像系学科創立百周年記念事業を
推進し、10月15日（土）に、西千葉キャンパスで記念式
典と祝賀会が催されました。多くの関係者のみなさまに
ご参加いただき盛会となりました。ご協力いただきあり
がとうございました。

【次年度以降に向けて】
　来年4月の改組に向けて準備が進んでおります。情報画
像学科は情報工学コースとなり、新たなスタートを切る
予定です。情報工学は、日々のニュースにおいてディー
プラーニング、IoT、AR、VRなど情報工学に関するキーワー
ドを聞かない日はないくらい、その重要性が増していま
す。千葉大学工学部において情報工学を教育研究する基
幹コースとして、その重要性に応えるべく教育研究環境
のさらなる充実に向けて、教員一丸となって努力する所
存です。コース名から「画像」の単語がなくなることと
なりますが、教員構成はほとんど変わりません。その意
味でも、千葉大学の伝統である「画像」に強い情報工学コー
スとして、これまでの特色を持ち続けることになります。
今後とも変わらぬご支援をいただきますよう、よろしく
お願いいたします。最新情報は学科webページに記載・更
新されていきますので、ぜひご覧いただければ幸いです

（http://www.tj.chiba-u.jp/）。

画 像 科 学 科

情 報 画 像 学 科
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■	新任教員紹介

情報画像学科　石山　智明　准教授

　平成27年3月1日付で、統合

情報センター高速計算部門准教

授に着任いたしました石山智明

と申します。同年8月末より、

工学部情報画像学科を兼務して

おります。平成22年3月に東京

大学総合文化研究科広域科学専

攻博士課程を終了した後、筑波大学計算科学研究セン

ター研究員等を経て、現在に至っております。

　主にスーパーコンピュータを用いた大規模高性能数

値計算や、天文シミュレーションに関する研究に従事

しております。並列計算のためのアルゴリズム開発、

高速化手法についてや、宇宙におけるさまざまな天体

の形成、進化過程についての研究に取り組んでいます。

　千葉大学での勤務は初めてとなりますが、これまで

以上に努力を重ね、研究、教育活動に邁進していく所

存であります。またこれまでの研究を活かし、大規模

高性能数値計算の情報、工学的応用にも取り組んでい

きたいと考えています。何卒、今後ともご指導、ご鞭

撻のほど宜しくお願い申し上げます。

■	新任教員紹介

情報画像学科　白木　厚司　准教授

　平成27年4月1日付で統合情

報センター准教授として着任

し、同年、10月1日付で大学院

融合科学研究科情報科学専攻知

能情報コースおよび工学部情報

画像学科を兼務いたしておりま

す。平成17年3月に千葉大学大

学院自然科学研究科博士前期課程を、また平成20年3

月に同大学院の博士後期課程を修了しており、在学中

は電子ホログラフィによる立体表示の研究に従事して

おりました。大学院を修了した後は、平成20年4月よ

り木更津工業高等専門学校情報工学科の助教に着任

し、平成23年4月に同校情報工学科講師、平成26年4

月に同校情報工学科准教授に就任いたしました。木更

津工業高等専門学校では広く立体表示技術について研

究するようになり、現在ではボリュームディスプレイ

を用いた立体表示に力を入れて取り組んでいます。ま

た、「高専」という学校の性質上、教育に携わる時間

が長くなり、その結果、勉学に対しての理解を助長す

る教材の開発に興味を持つようになりました。近年で

は、立体表示の研究と教育工学の研究に従事しており

ます。若輩者ではございますが、母校である千葉大学

に報いることができるよう精進してまいります。何卒

よろしくお願いいたします。

■	新任教員紹介
融合科学研究科附属分子キラリティー研究センター　特任助教

新家　寛正

　平成28年2月1日付で融合科

学研究科附属分子キラリティー

研究センター特任助教に着任致

しました。平成24年3月に東北

大学理学研究科地学専攻博士前

期課程を、平成27年3月に名古

屋大学工学研究科マテリアル理

工学専攻博士後期課程を修了した後、日本学術振興会

特別研究員として大阪大学工学研究科電気・電子情報

工学専攻にて研究に従事しました。博士前期課程から

博士後期課程にかけて結晶成長学・結晶学を専門に学

び、光学顕微鏡や透過型電子顕微鏡を用いたその場観

察法による不斉結晶化過程の研究に取り組み、博士後

期課程から固体物理学・光科学を学び、光誘起結晶化

の研究に取り組んで参りました。現在は、キラルな光

を用いた結晶キラリティ制御の研究に取り組ませて頂

いております。種々の左右非対称な光場を用いてキラ

ル物質の自己組織化過程を制御し様々なスケールの物

質キラリティ制御の実現を目指しています。様々な分

野に跨る「キラリティ」という性質を軸に、学際的に

研究を推進する所存です。未熟者で御座いますが、ご

指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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■	矢口博久教授最終講義

　情報画像学科の矢口博久教授の最終講義は、2016

年3月7日にけやき会館大ホールで開催され、学内外

から約180名の参加者がありました。講義タイトルは

「光・眼・色」という、まさに矢口先生のご研究を端

的に表すものでした。講義では、千葉大工学部写真工

学科時代のエピソードから、光計測に関する卒論・修

論、東工大大学院時代の比視感度における明るさの加

法性に関する研究、カナダ国立研究院研究所時代の等

色関数の研究、そして千葉大学での色彩工学、視覚・

色覚のメカニズムの研究について幅広くお話いただき

ました。最後は、現在のご研究とこれからの課題につ

いてのお話で締めくくられ、更なるご研究の発展に期

待が膨らむ内容でした。

　懇親会も100名以上の様々な年代の方々が集い、大

変盛況でした。先生の学生時代から今日までの写真も

矢口先生のコメントを交えながら紹介され、懐かしく

先生との思い出を振り返ることができました。

　矢口先生は千葉大学名誉教授として、研究や国際照

明委員会での活動を継続されています。30年の長き

にわたる千葉大学でのご功労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。

（溝上陽子）
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■	松芸展
　来年2017年4月9日から15日まで、「第8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。
　前回の出展者は顧問の森崇先生（1947年卒）、代
表の安生満氏（1954年卒）をはじめとして16名で
した。
　「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。
　参加ご希望の方は右記事務局までご連絡ください。

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43回高潮展のご報告（3月開催）
　今年の高潮展は、3月11日～16日の
間、品川区O美術館で開催され、盛況
の裡に幕をとじました。
　ご来場者はじめ、永きに亘りご支援
頂く皆様に、誌面をお借りして御礼申
上げます。
　今回は、油彩、水彩、岩彩等の作品
に加えて、「時間をスリップさせた」
写真や、練り込まれた木版画、或いは
ユニークなコンセプトのアクリル画な
ど、初参加者による作品が目を惹いて
いました。
　一方、伝統的なモチーフに依る作品
にも、コンセプトや表現に工夫や苦心
のあとが見られ、ここでも時代の変化という圧力とたたかう作者のイメージが見られました。「小品コーナー」は
このところ出品数が増す傾向で、シックな小品たちに混じって「実験作品」も期待したい雰囲気となって来ました。
また、高潮展では今年、新しい試みとして、同窓生家族に依る出品が「F展示」として実現しました。（次回高潮
展にもこの出品範囲は、適用されます。参加ご希望の方は、下記事務局までご連絡ください）
　扨、来年の第44回高潮展の募集が始まりました。会期：H29年3月22日（水）〜26日（日）、会場：目黒区美術館区
民ギャラリーでの開催となります。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。
　高潮展に関する情報は「工学同窓会」サイト及び「卒
業生との絆ニュース」サイトで、ご覧頂けます。

○高潮展代表代行：藤尾正明（意匠33卒）
　　　　同事務局：鎌田成樹（意匠51卒）
　　〒350－0151　比企郡川島町八幡5－10－25
　　電話：0492－97－9355 ／ 090－6314－6371
　　Mail：appleorangestrawberry2012@gmail.com

第43回高潮展��2016年3月16日��品川区�O美術館にて
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■	凡展
　「第27回凡展」をさる平成28年9月25日（日）か
ら10月1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27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。

■		学生活動支援団体の紹介
田島　翔太

　フランス・ベルサイユで開催された世界16カ国20大学によるゼロエネルギー住宅設計・建設・運用コンペ（ソー
ラーデカスロン・ヨーロッパ2014）に、千葉大学は日本から唯一のチームとして参加しました。
　千葉大学チームは多くの企業や団体の協力も得ながら、総合大学の強みを活かしたチーム編成で、災害復興住宅
の新しい提案「ルネ・ハウス」にて本大会に挑みました。
　総合成績は11位でしたが、千葉大学チームは10部門中の「Architecture」「Engineering & Construction」「Energy 

Balance」の3部門で3位以内入賞を果たし、
途中段階では1位を独走する場面もあり、世
界の建築界に強い存在感を示しました。
　大会は施工期間、コンテスト期間、解体
期間の40日間に及びますが、工学部同窓会
様からのご支援は、施工期間の２週間、総勢
30名分の食費に活用させていただきました。
帯同の先生方が買い出し、調理を主に担当し
てくださり、他国に自慢できる暖かい食事の
配給を実現しました。ここに記して、感謝の
意を表明させていただくとともに、報告させ
ていただきます。

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

　「千葉大学フォーミュラプロジェクト」は、千葉大学自然科学研
究科材料加工学教育研究室のメンバーを中心に2004年8月に発足し
ました。大学のカリキュラムの中では体験することのできない、企
画から販売までのものづくりの本質を経験することを目的に、毎年
行われる自動車技術会主催の「全日本学生フォーミュラ大会」に参
加し、総合優勝を目指すことはもとより千葉大学としてオリジナリ
ティを発信することを目的として活動しています。

千葉大学フォーミュラプロジェクト2016年度プロジェクトリーダー
千葉大学工学部　機械工学科4年　小川　和也

入賞した３部門のトロフィーを前に「ルネ・ハウス」にて撮影

第27回凡展　平成28年9月25日　　於：東京交通会館
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　平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業報告を
します。

1．工学同窓会会報の編集・発行
　第42号（30ページ、約25,000部）を11月に発行、会員
の皆様に送付しました。

2．平成27年度総会・懇親会
　平成27年5月29日（金）浦安ブライトンホテルにおいて
総会・懇親会が開催されました。平成26年度事業・収支決
算等が報告・承認され、平成27年度事業計画・予算も承認
されました。

3．松韻会館耐震補強工事支援寄付
　総会において承認された標記寄付事業を千葉大学宛に実
施しました。これは大学が実施しているSEEDS基金に目的を
特定（松韻会館工事費）して行ったものです。原資は特別
会計ですが、実際の支払いは平成28年度に入ってから行わ
れましたので、今回の会計報告には含まれていません。

4．学生活動への支援
　学生の主体的な活動に対して、支援を行っています。総額
は100万円です。27年度は7件の活動に対して実施しました。

5．卒業生と新入生への記念品贈呈等
　例年、男性卒業生にはネクタイピン、女性卒業生にはリン
グを贈呈しています。27年度は744名が対象でした。千葉
大学旗をモチーフとしたデザインです。新入生には入学記念
品（多色ペン）を進呈しています。

6．工学部への支援
　工学部には例年賛助金をお渡ししています。また、日ごろ
の事務の方々には大変にお世話になっているので、事務の
方々の懇親会の補助も寄贈させていただいています。さらに
実験器具や開発製品などの歴史的な貴重品を展示する活動
への支援も行っています。

7．千葉大学校友会（http://www.chiba-u.ac.jp/general/
alumni/alumni/index.html）
　大学全体の同窓会として校友会が平成14年に発足してい
ます。工学同窓会はその一員として会費を支払っています。
設立趣旨は、私立大学などでは顕著ですが、大学と同窓会

（生）がもっと連携して、大学と同窓生がより発展しようと言
うところにあります。毎年総会を開催しています。現在は工
学同窓会が管理している同窓生名簿も大学の用務として一
括管理するようなことも検討中です。具体的なことは決まっ
ていませんが、改めて進捗を報告します。

■収入の部	 　（単位：円）

費　目 予　算① 決　算② ①－②

前年度繰越金 732,103 732,103 0

入会金 6,920,000 6,930,000 △ 10,000

会費 2,300,000 1,780,000 520,000

寄付金 2,500,000 2,145,974 354,026

総会参加費 120,000 51,000 69,000

利息・雑収入 1,000 38 962

特別会計から繰入 0 400,000 △ 400,000

合　計 12,573,103 12,039,115 533,988

■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 4,123,146 76,854

入学・卒業記念品費 1,050,000 1,068,768 △ 18,768

総会経費 1,000,000 831,508 168,492

名簿管理費 216,000 216,000 0

ＨＰ費 54,000 51,840 2,160

部会・支部活動補助費 800,000 751,000 49,000

工学部賛助金 800,000 800,000 0

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 500,000 480,000 20,000

会議費 120,000 50,860 69,140

渉外費 50,000 47,929 2,071

学内懇親会費 170,000 0 170,000

慶弔費 50,000 16,200 33,800

郵送通信費 400,000 334,100 65,900

交通費 70,000 52,090 17,910

幹事担当部会運営費 100,000 0 100,000

事務員費 1,200,000 1,151,500 48,500

消耗品費 70,000 94,918 △ 24,918

事務運営費 150,000 174,188 △ 24,188

事務室備品費 200,000 0 200,000

雑費 50,000 39,160 10,840

創立100周年
記念事業準備費 100,000 0 100,000

特別会計繰入金 0 0 0

予備費 73,103 0 73,103

繰越金 0 605,908 △ 605,908

合　計 12,573,103 12,039,115 533,988

平成27年度工学同窓会事業報告

平成27年度
千葉大学工学同窓会  決算
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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27年度（平成27年４月１日〜平成28年３月31日）寄付者一覧

■　30口　■
林　　孝一 （Ⅰ）

■　29口　■
岡田歩久登 （電機）

■　25口　■
S45年工化・合化同期会 （Ⅴ）

■　20口　■
山田　雅敏 （Ⅱ）

■　19口　■
峰田　富康 （Ⅵ）
岡田　智恭 （電機）

■　18口　■
大宮　秀一 （Ⅴ）

■　17口　■
下知　一皓 （Ⅳ）

■　10口　■
内藤　亮一 （Ⅱ）
小泉　勝也 （Ⅱ）
桑田　　昭 （Ⅱ）
伊藤　秀夫 （Ⅱ）
澤田悠紀夫 （Ⅱ）
白石　輝光 （Ⅱ）
大角　　忠 （Ⅲ）
森田　　實 （Ⅲ）
小野原　勉 （Ⅲ）
松谷　正明 （Ⅲ）
寺川　隆成 （Ⅳ）
山下　和郎 （Ⅳ）
柏村　博之 （Ⅳ）
白川　誠之 （Ⅴ）
川嶋　一夫 （Ⅴ）
田中　秀典 （Ⅴ）
原　　正美 （Ⅶ）
小川　圭一 （Ⅶ）
古城　宏史 （共生）

■　9口　■
中澤　文隆 （Ⅰ）
大木　康次 （Ⅱ）
蕪木　　脩 （Ⅱ）
中村喜久雄 （Ⅱ）
笠原　直哉 （Ⅱ）
三好　次郎 （Ⅲ）
坂戸　和朗 （Ⅲ）
笠原　武義 （Ⅲ）
河合栄一郎 （Ⅲ）
菊池　和夫 （Ⅲ）
長沢　秀雄 （Ⅲ）
外山　保広 （Ⅳ）
茂出木敏雄 （Ⅳ）
吉田　俊夫 （Ⅴ）
南木　　昂 （Ⅴ）
近藤　隆明 （Ⅴ）
下山田恭男 （Ⅴ）
福田　隆夫 （Ⅵ）
武田　圭二 （電機）

■　8口　■
飯田　益三 （Ⅲ）
森　　　元 （Ⅴ）

鈴木　洋行 （意建）

■　7口　■
田中　昌幸 （Ⅴ）

■　6口　■
田中　敏光 （Ⅳ）
成毛喜一郎 （Ⅳ）

■　5口　■
佐々木　佑 （Ⅰ）
戸祭　正和 （Ⅰ）
小笠原伸一 （Ⅰ）
森川　　明 （Ⅰ）
宮崎　　清 （Ⅰ）
西脇　昭二 （Ⅱ）
重綱　博美 （Ⅱ）
田邉　宏志 （Ⅱ）
張替　勝雄 （Ⅱ）
藤代　　裕 （Ⅲ）
古作　康幸 （Ⅲ）
中村　紀雄 （Ⅳ）
松尾　達樹 （Ⅳ）
中富　　仁 （Ⅳ）
馬養　友之 （Ⅴ）
福山賛次郎 （Ⅴ）
美濃口正典 （Ⅴ）
山本　芳正 （Ⅵ）
山本　芳孝 （Ⅵ）
寺松浄太郎 （Ⅶ）
竹村　晃一 （情報）
松原　亮介 （電機）
鈴木　　輔 （電機）
馬場　直志 （職員）
裕福会有志一同 （Ⅱ）

■　4口　■
米村　　勉 （Ⅰ）
甲斐　　茂 （Ⅰ）
中野　浅義 （Ⅱ）
中野清一郎 （Ⅱ）
若松　　永 （Ⅱ）
森　　勝一 （Ⅱ）
大桃　利正 （Ⅱ）
橋本　克巳 （Ⅲ）
永野　俊男 （Ⅲ）
林　　忠雄 （Ⅲ）
加藤　栄一 （Ⅲ）
五十嵐　実 （Ⅲ）
大上　　登 （Ⅲ）
横尾　道隆 （Ⅲ）
英　　聖一 （Ⅲ）
飯沼　敏夫 （Ⅲ）
西村　　亮 （Ⅲ）
新垣　強二 （Ⅲ）
清水　政志 （Ⅲ）
壱岐　良輔 （Ⅲ）
田村　重雄 （Ⅳ）
武田　茂男 （Ⅳ）
中台　照幸 （Ⅳ）
近岡　　宏 （Ⅳ）
横山　勝重 （Ⅳ）
田口　　濶 （Ⅳ）
上羽　譲一 （Ⅳ）
川田　有造 （Ⅳ）
齋藤　　輝 （Ⅳ）
林　　宣雄 （Ⅳ）

飯塚　矩規 （Ⅳ）
榎本　丈司 （Ⅳ）
清水洋太郎 （Ⅳ）
兼八　　薫 （Ⅳ）
宮原　一敏 （Ⅳ）
伊藤　公一 （Ⅳ）
林　　久雄 （Ⅳ）
柳田　利幸 （Ⅴ）
鈴木　　勲 （Ⅴ）
谷山　暁彦 （Ⅴ）
石丸　貞冬 （Ⅴ）
塩田　孝夫 （Ⅴ）
長尾　輝哉 （Ⅴ）
矢野　敬弥 （Ⅴ）
野口　暁男 （Ⅴ）
稲見　一郎 （Ⅴ）
大谷　博之 （Ⅴ）
河辻　輝之 （Ⅴ）
鈴木　健一 （Ⅴ）
江越　壽雄 （Ⅵ）
梅原　幸彦 （Ⅵ）
土屋　元彦 （Ⅵ）
山本　　明 （Ⅵ）
斉藤　　彰 （Ⅵ）
湯根　陽児 （Ⅵ）
鈴木　英夫 （Ⅵ）
鈴木　章方 （Ⅵ）
秋葉　　斉 （Ⅵ）
佐藤　直也 （Ⅵ/Ⅶ）
酒井　伸和 （Ⅵ/Ⅶ）
北村　維敏 （Ⅶ）
岩田　克彦 （Ⅶ）
正田　　章 （Ⅶ）
沼野　博文 （Ⅶ）
鈴木　康浩 （Ⅶ）
押田　祐希 （院全）
工藤　泰代 （院全）
小林　　航 （電機）

■　3口　■
宇賀　洋子 （Ⅰ）
森　　美恵 （Ⅰ）
高橋　　正 （Ⅰ）
進藤　俊夫 （Ⅱ）
小幡　和夫 （Ⅱ）
岩堀　道男 （Ⅱ）
山田　憲司 （Ⅱ）
石橋　文男 （Ⅱ）
高山　光夫 （Ⅱ）
笹谷　輝雄 （Ⅱ）
小幡　敏夫 （Ⅱ）
渡辺　光雄 （Ⅱ）
榎本　良治 （Ⅲ）
金山　　進 （Ⅲ）
松田　隆雄 （Ⅲ）
岩井　隆夫 （Ⅲ）
有戸　立也 （Ⅲ）
梶川　　清 （Ⅲ）
中里　充夫 （Ⅲ）
井出　正人 （Ⅲ）
斎藤　英司 （Ⅲ）
坂本　和也 （Ⅲ）
内田　　彰 （Ⅲ）
杉田　明彦 （Ⅲ）
佐藤　龍夫 （Ⅳ）
長田　正造 （Ⅳ）
赤井　康亮 （Ⅳ）

尾崎　元昭 （Ⅳ）
角田　幸紀 （Ⅳ）
新井　道郎 （Ⅳ）
石﨑　長俊 （Ⅳ）
中村　幸男 （Ⅴ）
浅見　栄二 （Ⅴ）
竹村　利男 （Ⅴ）
稲木　秀次 （Ⅴ）
篠田　次男 （Ⅴ）
萩原　勇一 （Ⅴ）
中村佐紀子 （Ⅴ）
渡辺　淳一 （Ⅴ）
清水　博之 （Ⅴ）
鈴木　　淳 （Ⅴ）
松尾　廣一 （Ⅴ）
高橋　雅樹 （Ⅴ）
地曳　広志 （Ⅴ）
平賀　祐二 （Ⅵ）
中島　允子 （Ⅵ）
芝木　儀夫 （Ⅶ）
神子澤幹子 （Ⅹ）
有原康太郎 （Ⅹ）
山岡　輝正 （院全）
皆川　将史 （院全）
土屋　和芳 （物工）
高木　正紀 （意建）
室木　　巧 （職員）

■　2口　■
村上　輝義 （Ⅰ）
天野　睦子 （Ⅰ）
境田　　潤 （Ⅰ）
藤田　　勉 （Ⅰ）
西田　義隆 （Ⅰ）
御園　秀一 （Ⅰ）
児玉　萬平 （Ⅰ）
関野　　元 （Ⅰ）
中村　　穣 （Ⅰ）
佐藤　信晴 （Ⅰ）
岡田　　優 （Ⅰ）
斎藤　隆子 （Ⅰ）
安逹　知明 （Ⅰ）
星　　　勇 （Ⅰ）
鹿久保  よ （Ⅰ）
福本　卓治 （Ⅱ）
金子誠之助 （Ⅱ）
林　　 一 （Ⅱ）
鈴木　貞寛 （Ⅱ）
秦　　孝一 （Ⅱ）
安藤　伸治 （Ⅱ）
井上　謙吉 （Ⅱ）
小川三之助 （Ⅱ）
野口　　伸 （Ⅱ）
堂　　健二 （Ⅱ）
内藤　洪一 （Ⅱ）
保坂　徹郎 （Ⅱ）
大林　和彦 （Ⅱ）
鎌形　良男 （Ⅱ）
川村　尚夫 （Ⅱ）
正法地紀之 （Ⅱ）
中島　將好 （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）
黒田　満男 （Ⅱ）

増田　裕保 （Ⅱ）
清水　四郎 （Ⅱ）
福田　俊夫 （Ⅱ）
吉田　博公 （Ⅱ）
上坂　省二 （Ⅱ）
福地旗一郎 （Ⅱ）
松崎　　徹 （Ⅱ）
山崎　誠三 （Ⅱ）
善養寺圭吾 （Ⅱ）
小林　孝至 （Ⅱ）
高橋　八朗 （Ⅱ）
大家　教正 （Ⅱ）
竹石　潤子 （Ⅱ）
加藤　宏一 （Ⅱ）
山﨑　眞詠 （Ⅱ）
濱上　興一 （Ⅱ）
室殿　一哉 （Ⅱ）
中嶋　成夫 （Ⅱ）
神谷　宏紀 （Ⅱ）
杉山　勝征 （Ⅱ）
渡邉　　孝 （Ⅱ）
清水　　茂 （Ⅱ）
幡　　好明 （Ⅱ）
佐々木敏也 （Ⅲ）
大澤　　肇 （Ⅲ）
小泉　和男 （Ⅲ）
長谷川繁治 （Ⅲ）
渡部　富治 （Ⅲ）
滝沢　　暁 （Ⅲ）
山下　　曻 （Ⅲ）
河田　　進 （Ⅲ）
湯本　　良 （Ⅲ）
志賀　元弘 （Ⅲ）
川井　秀夫 （Ⅲ）
斎藤　晴朗 （Ⅲ）
小川　秀雄 （Ⅲ）
中村　雅勇 （Ⅲ）
三上　正樹 （Ⅲ）
武富　義次 （Ⅲ）
石井千世紀 （Ⅲ）
高山　臣旦 （Ⅲ）
下村　　孝 （Ⅲ）
武之内教男 （Ⅲ）
和田　　勝 （Ⅲ）
桑名　一隆 （Ⅲ）
小久保重暢 （Ⅲ）
池田克登志 （Ⅲ）
小林　孝雄 （Ⅲ）
小間喜三郎 （Ⅲ）
蝿庭　正信 （Ⅲ）
吉沼　幹夫 （Ⅲ）
中村　良太 （Ⅲ）
根本　一郎 （Ⅲ）
林　　靜男 （Ⅲ）
小川　秀司 （Ⅲ）
桑原　健郎 （Ⅲ）
園部　一之 （Ⅲ）
山岡　史之 （Ⅲ）
河野　尚司 （Ⅲ）
中村　一馬 （Ⅲ）
小林　貞彦 （Ⅲ）
三代川滋則 （Ⅲ）
照井　　隆 （Ⅲ）
出口　伸幸 （Ⅲ）
小川　貴史 （Ⅲ）
吉野　耕司 （Ⅲ）
小川　育男 （Ⅲ）
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山澤　智仁 （Ⅲ）
菊池　健二 （Ⅲ）
三中　英治 （Ⅲ）
永田　　朗 （Ⅲ）
塩原　正美 （Ⅲ）
粟屋　育造 （Ⅲ）
小出　　勝 （Ⅲ）
早川順次郎 （Ⅳ）
坂　　篁一 （Ⅳ）
戸田　暉良 （Ⅳ）
坂田孝三郎 （Ⅳ）
青山　宏一 （Ⅳ）
天野　譯溥 （Ⅳ）
高山　建三 （Ⅳ）
櫛渕　光彦 （Ⅳ）
田村　和男 （Ⅳ）
井本　一彦 （Ⅳ）
石原　　亮 （Ⅳ）
尾崎　裕治 （Ⅳ）
金沢　一良 （Ⅳ）
福部　國弘 （Ⅳ）
前田　稔展 （Ⅳ）
柴　　忠敏 （Ⅳ）
山下　重雄 （Ⅳ）
末石　元晴 （Ⅳ）
根崎　一信 （Ⅳ）
蔭山　之雄 （Ⅳ）
高野　律朗 （Ⅳ）
石山　　明 （Ⅳ）
和久津啓治 （Ⅳ）
志村　俊夫 （Ⅳ）
永地　康人 （Ⅳ）
佐々木一人 （Ⅳ）
今田　伸司 （Ⅳ）
佐藤　光一 （Ⅳ）
杉本　和英 （Ⅳ）
関　　真一 （Ⅳ）
莇　　伸一 （Ⅳ）
中村　哲哉 （Ⅳ）
山岸　正尚 （Ⅳ）
村上　武志 （Ⅳ）
田島　好和 （Ⅳ）
小原　健司 （Ⅳ）
髙塚　　肇 （Ⅳ）
丹野　雅行 （Ⅳ）
志村　政留 （Ⅳ）
草野　祐一 （Ⅳ）
斉藤　　塡 （Ⅴ）
若林　義昭 （Ⅴ）
白井　　栄 （Ⅴ）
伊倉賢一郎 （Ⅴ）
栗林　敏郎 （Ⅴ）
上條　堅次 （Ⅴ）
奥山　敏樹 （Ⅴ）
田辺　敏夫 （Ⅴ）
小高　幸治 （Ⅴ）
川田　晃嗣 （Ⅴ）
渡辺　明朗 （Ⅴ）
反保　一雄 （Ⅴ）
府中　裕一 （Ⅴ）
尾崎　和人 （Ⅴ）
斎藤　晴夫 （Ⅴ）
江原　　仁 （Ⅴ）
赤沼　一弘 （Ⅴ）
山本　晋介 （Ⅴ）
川嶋　静雄 （Ⅴ）
平島　　敬 （Ⅴ）
田村　英和 （Ⅴ）
浜谷　　輝 （Ⅴ）
竹中　史夫 （Ⅴ）
齋田　正之 （Ⅴ）
浦和茂登男 （Ⅴ）

竹川　文靖 （Ⅴ）
川窪　紀彦 （Ⅴ）
吉田　　博 （Ⅴ）
蛭海　　進 （Ⅵ）
久保　走一 （Ⅵ）
高橋　恭介 （Ⅵ）
河野　　功 （Ⅵ）
地引　　勝 （Ⅵ）
斉藤　光範 （Ⅵ）
貴船　和司 （Ⅵ）
宮田　弘幸 （Ⅵ）
大森　雅久 （Ⅵ）
今井　　力 （Ⅵ）
末光　尚志 （Ⅵ）
安斉　孝之 （Ⅵ）
中村　勝利 （Ⅵ）
久野　　治 （Ⅵ）
今城　力夫 （Ⅵ）
小林　俊弼 （Ⅵ）
渋谷　岳人 （Ⅵ/Ⅶ）
江川　好古 （Ⅶ）
小出　敏明 （Ⅶ）
高野　正秀 （Ⅶ）
大久保安浩 （Ⅶ）
田林　　勲 （Ⅶ）
磯貝　三郎 （Ⅶ）
鈴木　重敏 （Ⅶ）
小野　正和 （Ⅶ）
山田　秀夫 （Ⅶ）
安達　昭三 （Ⅶ）
内田　敏夫 （Ⅶ）
島　　基之 （Ⅶ）
高橋　　愛 （Ⅷ）
藤巻　史郎 （Ⅸ）
安藤　賢孝 （Ⅹ）
山本　正美 （Ⅹ）
江田　隆正 （Ⅹ）
岡野　直美 （Ⅹ）
蛭間　崇元 （院全）
藤井　真人 （院全）
田原　　輔 （院全）
赤木　卓也 （院全）
鈴木　俊介 （院全）
佐々木良輔 （院全）
島田　麻未 （共生）
久保　宏子 （職員）
水澤　伸也 （職員）
小門　　宏 （職員）
塩川　安彦 （職員）

■　1口　■
大堀　治宣 （Ⅰ）
川井　孝二 （Ⅰ）
渋谷　久紀 （Ⅰ）
水野　晃一 （Ⅰ）
出村　慶次 （Ⅰ）
山田　卓生 （Ⅰ）
澤口　正武 （Ⅰ）
高橋　和靖 （Ⅰ）
二木　盈行 （Ⅰ）
足立　和彦 （Ⅰ）
赤瀬　達三 （Ⅰ）
伊集　盛善 （Ⅰ）
前川　　健 （Ⅰ）
岩佐　直利 （Ⅰ）
野村　俊人 （Ⅰ）
桜井　秀紀 （Ⅰ）
八代　正美 （Ⅰ）
小竹　　修 （Ⅰ）
栗原志緒里 （Ⅰ）
渡邊　晃一 （Ⅰ）
中村麻日奈 （Ⅰ）

岡本　浩志 （Ⅰ）
内田　　大 （Ⅰ）
中野　正孝 （Ⅰ）
澤田　　均 （Ⅰ）
安齋　利典 （Ⅰ）
川添　集朗 （Ⅰ）
武藤　栄希 （Ⅰ）
安井　　敏 （Ⅰ）
寺田　重順 （Ⅰ）
加藤　照子 （Ⅰ）
藤江　　彰 （Ⅰ）
戸谷　一雄 （Ⅰ）
小嶋　良一 （Ⅰ）
山際　延夫 （Ⅱ）
三瓶　和夫 （Ⅱ）
松本　　明 （Ⅱ）
大森　信次 （Ⅱ）
浅野　盛治 （Ⅱ）
大和田麭明 （Ⅱ）
岩崎　哲朗 （Ⅱ）
大山　　弘 （Ⅱ）
川口　　登 （Ⅱ）
富永　慶宇 （Ⅱ）
矢作　　茂 （Ⅱ）
𠮷澤　輝三 （Ⅱ）
田中　修一 （Ⅱ）
三好　尚武 （Ⅱ）
川田　暢子 （Ⅱ）
野口　哲夫 （Ⅱ）
丹羽　正徳 （Ⅱ）
小倉　弘安 （Ⅱ）
清水　　猛 （Ⅱ）
林　　靖男 （Ⅱ）
榑林　和夫 （Ⅱ）
伊東　正人 （Ⅱ）
森本　健二 （Ⅱ）
東　　正一 （Ⅱ）
菅野　良司 （Ⅱ）
藤巻　慎一 （Ⅱ）
竹生　敏俗 （Ⅱ）
真柴　正徳 （Ⅱ）
増田　俊一 （Ⅱ）
内田　和弘 （Ⅱ）
小島　健司 （Ⅱ）
作間　　健 （Ⅱ）
木谷　勤治 （Ⅱ）
高原　正弘 （Ⅱ）
松永　敏男 （Ⅱ）
近藤　昭男 （Ⅱ）
木下　昭彦 （Ⅱ）
田中　明夫 （Ⅱ）
白鳥　雅和 （Ⅱ）
石月　謙一 （Ⅱ）
江川　太吉 （Ⅱ）
栗谷川哲雄 （Ⅱ）
和氣　正輝 （Ⅱ）
阿部　隆廣 （Ⅱ）
瀬戸　　守 （Ⅱ）
布施　　肇 （Ⅱ）
佐藤　光徳 （Ⅱ）
室　　英治 （Ⅱ）
橋本　康夫 （Ⅱ）
石橋　　実 （Ⅱ）
西本　好男 （Ⅱ）
鳥飼　説夫 （Ⅱ）
立道　郁生 （Ⅱ）
橋本　孝紀 （Ⅱ）
室伏　　毅 （Ⅱ）
太田　達見 （Ⅱ）
増田　正樹 （Ⅱ）
長瀬　　悟 （Ⅱ）
佐谷　和江 （Ⅱ）

宮本　圭一 （Ⅱ）
原　　健二 （Ⅱ）
引地　健彦 （Ⅱ）
土居　和雅 （Ⅱ）
塚本　正臣 （Ⅱ）
瀬川二三男 （Ⅱ）
斎藤　敏夫 （Ⅱ）
吉崎　春雄 （Ⅱ）
広瀬　辰男 （Ⅱ）
藤本　　匡 （Ⅱ）
森　　敏章 （Ⅱ）
山下　雅央 （Ⅲ）
高尾　新生 （Ⅲ）
岡部　　弘 （Ⅲ）
寺西　　敏 （Ⅲ）
山崎　良夫 （Ⅲ）
林　　和夫 （Ⅲ）
細井　信生 （Ⅲ）
中村　　均 （Ⅲ）
戸澤　孝壽 （Ⅲ）
山口　智之 （Ⅲ）
野和田信一 （Ⅲ）
日野　俊昭 （Ⅲ）
松井　雅男 （Ⅲ）
吉田嘉太郎 （Ⅲ）
金子　和弘 （Ⅲ）
相馬　一朗 （Ⅲ）
谷本　浩務 （Ⅲ）
岡田　信近 （Ⅲ）
音山　芳徳 （Ⅲ）
小出　富夫 （Ⅲ）
谷本　信雄 （Ⅲ）
平出　　明 （Ⅲ）
山崎　克英 （Ⅲ）
小杉　夏彦 （Ⅲ）
白鳥　邦治 （Ⅲ）
林　　侑孝 （Ⅲ）
小手　一洋 （Ⅲ）
伊藤　健一 （Ⅲ）
柴崎　喜重 （Ⅲ）
武野　忠男 （Ⅲ）
徳屋　友彦 （Ⅲ）
藤田　尚美 （Ⅲ）
松本　嘉己 （Ⅲ）
滝下　寿一 （Ⅲ）
猪野　三夫 （Ⅲ）
宮内　達夫 （Ⅲ）
小口　博義 （Ⅲ）
久力　正一 （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）
田中　章順 （Ⅲ）
山崎　英昭 （Ⅲ）
遠藤　誠久 （Ⅲ）
上田　俊弘 （Ⅲ）
市川　浩伸 （Ⅲ）
岩佐　弘志 （Ⅲ）
田辺　照男 （Ⅲ）
広瀬　次郎 （Ⅲ）
三宅　伸治 （Ⅲ）
山口　正明 （Ⅲ）
山本　直樹 （Ⅲ）
田村　髙志 （Ⅲ）
徳澤　拓郎 （Ⅲ）
山崎　秀夫 （Ⅲ）
石橋　康正 （Ⅲ）
川尻　順一 （Ⅲ）
根岸　葊介 （Ⅲ）
小田　金雄 （Ⅲ）

小池　幸仁 （Ⅲ）
嶋津　政行 （Ⅲ）
岡野　史明 （Ⅲ）
槍　　康治 （Ⅲ）
鈴木　幹人 （Ⅲ）
宮原　修身 （Ⅲ）
佐藤　圭司 （Ⅲ）
遠藤　秀年 （Ⅲ）
日向　武夫 （Ⅲ）
塚越　一基 （Ⅲ）
山田　佳孝 （Ⅲ）
石井ひでみ （Ⅲ）
小池　憲浩 （Ⅲ）
森岡　　光 （Ⅲ）
神戸　　聡 （Ⅲ）
山下　嘉久 （Ⅲ）
俣木　秀久 （Ⅲ）
斎藤　　徹 （Ⅲ）
麻生　　正 （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）
田畑　竜也 （Ⅲ）
中井　一孝 （Ⅲ）
近藤　信雄 （Ⅲ）
佐藤　雄三 （Ⅲ）
吉岡　　洋 （Ⅲ）
平原　一豊 （Ⅲ）
鈴木　　誠 （Ⅲ）
森田　芳行 （Ⅲ）
井上　浩一 （Ⅲ）
川口　　晃 （Ⅲ）
田久保宣晃 （Ⅲ）
高木　章次 （Ⅲ）
小川　元一 （Ⅲ）
松崎　幹康 （Ⅲ）
渡辺　信彦 （Ⅲ）
福田　　昭 （Ⅲ）
綾部　正明 （Ⅲ）
高木　　滋 （Ⅳ）
山本　政則 （Ⅳ）
宮本　正憲 （Ⅳ）
田中　　昌 （Ⅳ）
西塚　晶彦 （Ⅳ）
松﨑　茂夫 （Ⅳ）
髙田　　洋 （Ⅳ）
茂木　節雄 （Ⅳ）
畔上　栄輔 （Ⅳ）
倉上　一郎 （Ⅳ）
田村　　均 （Ⅳ）
山田　隆之 （Ⅳ）
小西　　寛 （Ⅳ）
酒井　　洋 （Ⅳ）
三國　宏一 （Ⅳ）
三宅　正高 （Ⅳ）
森川　淳平 （Ⅳ）
米須　清英 （Ⅳ）
是久　公宣 （Ⅳ）
今関　　浩 （Ⅳ）
清水　淳次 （Ⅳ）
田辺　喜彦 （Ⅳ）
田村　一男 （Ⅳ）
津田　健士 （Ⅳ）
見月　真人 （Ⅳ）
佐藤　次市 （Ⅳ）
大津　　博 （Ⅳ）
棚橋　俊夫 （Ⅳ）
塚本　允孜 （Ⅳ）
藤倉　信之 （Ⅳ）
福田　康夫 （Ⅳ）
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金澤　伸春 （Ⅳ）
塚本　明人 （Ⅳ）
小島　啓三 （Ⅳ）
田口　　忠 （Ⅳ）
武内　　寿 （Ⅳ）
三木　克巳 （Ⅳ）
吉田　生雄 （Ⅳ）
岩田　春久 （Ⅳ）
池田　健二 （Ⅳ）
茂木　　稔 （Ⅳ）
小久保　優 （Ⅳ）
徳田　　茂 （Ⅳ）
橋本　　聡 （Ⅳ）
二宮　　功 （Ⅳ）
長森美園子 （Ⅳ）
古川　秀樹 （Ⅳ）
川畑　　裕 （Ⅳ）
坂原　義夫 （Ⅳ）
相馬　敦郎 （Ⅳ）
青木　基郎 （Ⅳ）
高村　　智 （Ⅳ）
山本　吾郎 （Ⅳ）
階上　　保 （Ⅳ）
鈴木　千春 （Ⅳ）
鈴木　孝志 （Ⅳ）
岡部　真也 （Ⅳ）
木村　千秋 （Ⅳ）
玉虫　彰弘 （Ⅳ）
浅野　元晴 （Ⅳ）
岡本　勇三 （Ⅳ）
中村　太一 （Ⅳ）
上野　文男 （Ⅳ）
川村　正夫 （Ⅳ）
武田　広也 （Ⅳ）
高須　伸夫 （Ⅳ）
片岡　良彦 （Ⅳ）
尾上　浩三 （Ⅳ）
三浦眞由美 （Ⅳ）
神崎　　実 （Ⅳ）
上野　　豊 （Ⅳ）
市原　　勲 （Ⅳ）
石渡　隆男 （Ⅳ）
笠川　英樹 （Ⅳ）
金子　啓三 （Ⅳ）
山﨑　和次 （Ⅳ）
神山　恵夫 （Ⅴ）
宇梶　次男 （Ⅴ）
塩原　秀夫 （Ⅴ）
大和田英昭 （Ⅴ）
杉山　　武 （Ⅴ）
栗原　信介 （Ⅴ）
三枝　赳夫 （Ⅴ）
村田　正行 （Ⅴ）
後藤　晴司 （Ⅴ）
田中　　満 （Ⅴ）
石川　治男 （Ⅴ）
三平　忠宏 （Ⅴ）
武内　芳夫 （Ⅴ）
鳥居　秀康 （Ⅴ）
松丸　博昭 （Ⅴ）
清水　　朗 （Ⅴ）
森元　忠夫 （Ⅴ）
山田　信彦 （Ⅴ）
浅見　誠一 （Ⅴ）
前田　　満 （Ⅴ）
細井　映司 （Ⅴ）
守　　敏男 （Ⅴ）
熊野　清彦 （Ⅴ）
田村　清晃 （Ⅴ）
野末　修二 （Ⅴ）
安西　敞彦 （Ⅴ）
高橋　建司 （Ⅴ）

木村　和男 （Ⅴ）
小山　正泰 （Ⅴ）
小林　敬古 （Ⅴ）
長岡　哲夫 （Ⅴ）
藤田　和己 （Ⅴ）
谷口　　徹 （Ⅴ）
坂田　純二 （Ⅴ）
岩崎　安雄 （Ⅴ）
浦和正太郎 （Ⅴ）
上山紳一郎 （Ⅴ）
横尾　　朗 （Ⅴ）
佐久間隆司 （Ⅴ）
杉森　由章 （Ⅴ）
山崎　泰洋 （Ⅴ）
中野　睦子 （Ⅴ）
田中　聖之 （Ⅴ）
佐藤　直人 （Ⅴ）
大原　美絵 （Ⅴ）
山本　光一 （Ⅴ）
滝澤　文彦 （Ⅴ）
北谷　純治 （Ⅴ）
岩瀬　章代 （Ⅴ）
矢島　久夫 （Ⅴ）
近藤　清彦 （Ⅴ）
佐藤　栄司 （Ⅴ）
石田　　琢 （Ⅴ）
石井　尚文 （Ⅴ）
中野　雅文 （Ⅴ）
竹田　和俊 （Ⅴ）
斉藤　清高 （Ⅴ）
石川　健次 （Ⅴ）
石塚　　聡 （Ⅴ）
河野　誠式 （Ⅴ）
斎藤　順教 （Ⅴ）
砂原　一夫 （Ⅴ）
大久保和彦 （Ⅴ）
大木　　優 （Ⅴ）
高月　健一 （Ⅴ）
藤本　克宏 （Ⅴ）
三浦　恵美 （Ⅴ）
戸森　　浩 （Ⅴ）
澤野　　守 （Ⅴ）
岡久　正俊 （Ⅴ）
境　　祐司 （Ⅴ）
飯島　　剛 （Ⅴ）
善場　研也 （Ⅴ）
鈴木　　裕 （Ⅴ）
織間　　勇 （Ⅵ）
岡田　　貢 （Ⅵ）
鈴木　　洋 （Ⅵ）
武田市太郎 （Ⅵ）
設樂　　清 （Ⅵ）
山田　義彦 （Ⅵ）
曽我部　  （Ⅵ）
橋本　　博 （Ⅵ）
益田　　聖 （Ⅵ）
三村　一俊 （Ⅵ）
渡辺　　惇 （Ⅵ）
小松　　元 （Ⅵ）
原　　忠義 （Ⅵ）
手塚　辰保 （Ⅵ）
坂本　洸二 （Ⅵ）
村越　位光 （Ⅵ）
丸山　良克 （Ⅵ）
諸岡　征之 （Ⅵ）
佐野　和雄 （Ⅵ）
冨山　昌史 （Ⅵ）
的場　　峻 （Ⅵ）
斉藤　延夫 （Ⅵ）
沼田　　清 （Ⅵ）
松木　　毅 （Ⅵ）
石田　浩男 （Ⅵ）

白鳥真太郎 （Ⅵ）
菅原　一郎 （Ⅵ）
難波　　毅 （Ⅵ）
早川　忠雄 （Ⅵ）
木村　重雄 （Ⅵ）
小田　　透 （Ⅵ）
小出　哲司 （Ⅵ）
福田　　信 （Ⅵ）
油井　勇飛 （Ⅵ）
渡辺　幸保 （Ⅵ）
山田　英治 （Ⅵ）
浅井　禎和 （Ⅵ）
厚見　　透 （Ⅵ）
鎌江　春憲 （Ⅵ）
川堀　昌樹 （Ⅵ）
田村　知久 （Ⅵ）
柳沢　栄二 （Ⅵ）
山高　修一 （Ⅵ）
久保　敬司 （Ⅵ）
徳江　雅宏 （Ⅵ）
大澤　郁夫 （Ⅵ）
竹村　和彦 （Ⅵ）
篠田　　豊 （Ⅵ）
市來　逸彦 （Ⅵ）
大澤　　勝 （Ⅵ）
菅原　大作 （Ⅵ）
照井　與泰 （Ⅵ）
大橋　康男 （Ⅵ）
中村　甚継 （Ⅵ）
日比野哲也 （Ⅵ/Ⅶ）
今田　幸一 （Ⅵ/Ⅶ）
藤井　信行 （Ⅵ/Ⅶ）
山本　　衛 （Ⅵ/Ⅶ）
宮脇　修三 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人 （Ⅵ/Ⅶ）
青木　　功 （Ⅵ/Ⅶ）
菅原　勝彦 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格 （Ⅵ/Ⅶ）
金子　　実 （Ⅶ）
佐久間　悌 （Ⅶ）
竹原　　悟 （Ⅶ）
松村　喜好 （Ⅶ）
當麻　守彦 （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）
小山　恵裕 （Ⅶ）
髙橋登志雄 （Ⅶ）
田口　英明 （Ⅶ）
樋口　宗治 （Ⅶ）
神本　喜之 （Ⅶ）
柏原　克昭 （Ⅶ）
野中　通敬 （Ⅶ）
山田　敏雄 （Ⅶ）
河野　幸司 （Ⅶ）
田口　慎一 （Ⅶ）
土屋　宜司 （Ⅶ）
程谷　　隆 （Ⅶ）
柏崎　正男 （Ⅶ）
中島　昭博 （Ⅶ）
大木　繁一 （Ⅶ）
佐々木　孝 （Ⅶ）
原口　米夫 （Ⅶ）
手塚　景二 （Ⅶ）
小澤　　寛 （Ⅶ）
原　　好知 （Ⅶ）
下川原厚男 （Ⅶ）
新宮　領慧 （Ⅶ）

堀越　　忠 （Ⅶ）
渡辺　功典 （Ⅶ）
藤森　　博 （Ⅶ）
川島　　誠 （Ⅶ）
岡松　暁夫 （Ⅶ）
仙波　季長 （Ⅶ）
西村　幸雄 （Ⅶ）
鈴木　　敦 （Ⅶ）
前出　博幸 （Ⅶ）
丸山美恵子 （Ⅶ）
岩田　耕平 （Ⅶ）
喜多村　淳 （Ⅶ）
松本　哲雄 （Ⅶ）
高橋　英夫 （Ⅶ）
杉本　浩之 （Ⅶ）
李　　　岩 （Ⅶ）
貫井　義昭 （Ⅶ）
礒　　芳也 （Ⅶ）
伊丹　　孝 （Ⅶ）
蛯原　貞夫 （Ⅶ）
岩井　龍三 （Ⅶ）
平沢　荘一 （Ⅶ）
森口　　孟 （Ⅶ）
野本　　林 （Ⅶ）
永澤　智昭 （Ⅷ）
谷野　信吾 （Ⅷ）
倉持　匠弘 （Ⅷ）
佐々木　宏 （Ⅷ）
大塚　　武 （Ⅷ）
中島雄一郎 （Ⅸ）
西岡　潤二 （Ⅸ）
福永　博哉 （Ⅸ）
柳　　昭男 （Ⅸ）
白石　雅士 （Ⅹ）
平塚　四郎 （Ⅹ）
大木　　登 （Ⅹ）
鈴木　純子 （Ⅹ）
秋元　文江 （Ⅹ）
清水いそ江 （Ⅹ）
塚田　秀雄 （Ⅹ）
原田　佑美 （Ⅹ）
長谷川雄祐 （Ⅹ）
吉井　昭宏 （Ⅹ）
大関奈津子 （Ⅹ）
喜美候部継示 （Ⅹ）
岩井　玲子 （Ⅹ）
岡田　和之 （Ⅹ）
塚越愛樹彦 （Ⅹ）
弓田　　博 （Ⅹ）
海田　悠作 （Ⅹ）
山口　英明 （Ⅹ）
片野　正彦 （Ⅹ）
潤米　　亮 （メ）
高橋　　穂 （メ）
菅野　修平 （院全）
佐藤　剛史 （院全）
吉井　孝子 （院全）
羽鳥　修平 （院全）
宮井　俊平 （院全）
岡本　一真 （院全）
王　　　豊 （院全）
古川　　隆 （院全）
北澤　智志 （院全）
高橋　恭佑 （院全）
大澤　佑介 （院全）
根岸　健多 （院全）
木村　友紀 （共生）
松田　高博 （物工）
大野　裕介 （物工）
濱野　一平 （物工）
佃　えり子 （物工）
今野　良彦 （情報）

小笠原　悟 （情報）
藤井　良平 （画像）
神場　寛之 （画像）
田仲　研吾 （電機）
内田　　亮 （電機）
藤田　智行 （電機）
松村　浩志 （電機）
峯岸　寛典 （電機）
氏原　芳朗 （電機）
小川　尚記 （電機）
松嵜　泰士 （電機）
大石　将幸 （電機）
熊谷　　恕 （電機）
中村　昌史 （電機）
稲垣　友梨 （電機）
水田　篤秀 （電機）
小久保康太 （電機）
瀬尾　　篤 （電機）
大川　裕子 （意建）
久良木基広 （意建）
照井　丈大 （意建）
千葉　真也 （意建）
音丸　　馦 （職員）
安藤　正雄 （職員）
高田　潤一 （職員）
五十嵐一男 （職員）
富永　昌治 （職員）
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■	工学部創立100周年記念事業について

　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
には工学部創立100周年となります。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。この松韻会館改修工事
の費用補助とは別に、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。具体的な事業内容が決まりま
したら、本誌を通じて、同窓会員の皆様方にお知らせ
いたします。

（準備委員会委員長　小圷 成一）

■	松韻会館改修工事竣工

　昨年の会報でお知らせしましたとおり、平成27年
度に松韻会館（工学部同窓会館）の耐震補強工事（基
本設計：栗生明名誉教授）が行われ、新たに大学イン
フォメーションセンターを含む全学の研究者交流セン
ターを兼ねた同窓会館として、平成28年3月に竣工し
ました。躯体は補強されただけでそのままですが、外
観はそれまでのコンクリートづくりの
近代建築から、全体に明るい色彩で、
金属パネルや２階の細い連窓など、軽
快な印象のデザインに変わりました。
また、1階の開口部は全面的に開放す
ることもできるもので、前面に設けら
れた木製デッキと大きな庇によって活
動的な外部空間ができあがり、内部と
外部の連続的な利用も可能となってい
ます。
　この工事については、工学同窓会も
SEEDS基金を通じて工事費の多くの部
分を寄付しました。
　7月1日に竣工式が執り行われ、学
長の挨拶に続いて、工学同窓会長 園
田眞理子氏も挨拶され、賑々しく披露
されました。

　松韻会館は昭和36年（1961年）の「工学部創立40
周年記念事業」の一環として卒業生・教職員・後援会
員などの醵金により建設されたものです。昭和42年

（67年）に竣工し、建物は工学部に寄付され、松韻会
館と命名されました。すでに50年を超えようとする
年月が経過していますが、今回の工事により見違える
ような姿となって再登場しました。
　内容としては、集会（セミナー）施設のほか、学習室・
工学部アーカイブ（展示コーナー）・インフォメーショ
ンセンターなどで構成されています。もちろん工学同
窓会事務室も含まれています。なお、これまでにあっ
た宿泊機能は、その利用がめっきり減っていること、
大学ゲストハウスが至近の位置にあることなどから、
今回は設けられていません。ご存知のように、西千葉
駅に最も近い南門を入ってすぐに目に飛込む建物です
ので、千葉大学全体のインフォメーション機能も併せ
持つことになり、専任の事務の方が常駐しています。
　これまでと同様、論文発表会、研究集会などに自由
に利用できるものです。また、同窓生の集会にも使う
ことができます。

（工学同窓会幹事長　中山茂樹）

■	竣工式の様子
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１階ロビー

総合受付

２階吹き抜け

インフォメーションコーナー

交流ルーム

２階多目的室

エントランス残された銘板
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懇親会会場の様子

■	平成28年度総会・懇親会報告

　平成28年5月27日（金）に、浦安ブライトンホテ

ル1階フィーストの間において総会・懇親会が開催

されました。

　園田眞理子会長の進行で総会審議が議論され、平

成27年度の事業･収支決算･会計監査報告と平成28

年度の事業計画案･予算案が承認されました。また、

松韻会館改修工事に関する報告も行われました。

　続いて行われた懇親会では、園田眞理子会長の挨

拶の後、徳久剛史学長代理の中谷晴昭理事・猿渡政

範理事より、千葉大学SEEDS基金寄付（松韻会館改

修工事の支援）に対する感謝状が会長に贈呈されま

した。続いて、関実名誉会長（工学部長）からご挨

拶と乾杯のご発声があり、しばしの歓談をはさんで、

同窓会が活動支援を行っている学生主体活動の中

で、「パルスジェットエンジン研究会」、「千葉ロボッ

トスタジオ（CRS）」より昨年度の活動報告が行わ

れました。両グループとも論文発表さながらのプレ

ゼンテーションをわかり易く行ってくれました。池

田先生の中締めご発声により、盛会のうちに会を閉

じました。

　以下に会場の様子を掲載いたします。
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総会・懇親会のご案内
会場・日程が変わります！

新しくなった松韻会館のお披露目も兼ねて、
平成29年度は千葉大学松韻会館にて開催されます。

　平成29年度の総会・懇親会を下記の通り開催致します。皆様、お誘いあわせの上、
是非ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

記
　日時　平成29年5月27日（土曜日） 受　付　13：30より　総　会　14：00 ～ 14：30
 懇親会　15：00 ～ 17：00
　会場　（総　会）：松韻会館・１階交流ゾーン　　（懇親会）：松韻会館・2階交流ゾーン
　　　　（懇親会場は参加者人数によっては会場を生協食堂に移す可能性がありますが、懇親会からご参加の方も、
　　　　　　まずは松韻会館にお越しください。当日、ご案内します。）

　会費　2,000円（当日受付にて）
　　　　●出席のお申し込みは、同封はがきで、5月8日（月）までに必着するようお願いします。

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
●事務局員が代わりました。
　・新担当より（山中）
　　 　平成28年4月1日より千葉大学工学同窓会の事務局・事務員として勤務を致しております山中英美と申します。
　　 　甘利さんの後任として働く事にとてもプレッシャーを感じましたが、役員の先生方や工学同窓会に携わっている先生方のご指導の下、

日々努力致しております。何かとご不便をお掛けしてしまうこともあるとは思いますが、工学同窓会がより良い同窓会になるよう一生
懸命努めさせていただきます。

　　　皆様、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
　・前担当より（甘利）
　　 　工学同窓会の事務局員として何も解らないスタートでしたが、役員の先生方をはじめ、会員の皆様の温かいご指導、励ましを頂き事

務局の仕事をすることができました。皆様のお陰で事務局の仕事もどうにかできるようになり、私も少し成長できたような気持がして
おり、心より感謝致しております。

　　 　工学同窓会のますますのご発展と、会員皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。
●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：
　　　原　寛道（委員長）、島田侑子、藤原大悟、小圷成一、上川直文、柴　史之、劉ウェン、北　佳保里、坂東弘之

●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。

JR 西千葉駅

松韻会館

附属幼稚園

正門 & 生協
工学部

工学部

2 号棟

至 東京

至 千葉

1 号棟

南門


