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　大学卒業以来、30年余を経て、2015年5月より、工学
同窓会会長を務めさせていただくことになり、その栄誉と
同時に緊張を感じております。同窓会員の皆様におかれま
しては、非力な会長ではありますが、母校同窓会の発展
のために、益々のご支援とご協力を賜れればと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
　ところで、同窓会の存在意義をあらためて考えてみます
と、それは、同じ場所で学んだもの同士が、時と空間の
隔たりを超えて繋がること、昨今の言い方でいえば、“ソー
シャル・キャピタル（社会関係資本）” の醸成ということに
他なりません。先輩から後輩への縦のつながり、同級生
同士の横のつながり、同じ大学、学部で学んだという分
野を超えた横のつながりが、見えない糸のように結びつい
て、私たちにとって、「頼りになる何か」を提供してくれま
す。千葉大学工学同窓会は、東京高等工芸学校設立以来
の歴史を数えると、7年後には開校100周年の節目の時を
迎えます。この時空を超えたつながりが、今まで以上に頼
りになる何かであり続けることを願ってやみません。
　しかるに、現下の我が国をとりまく状況をみると、世界
に類のない少子高齢化の進展が進み、新たに大学に進学
してくる学生たちは、1947 ～ 49年生まれの団塊世代や、
1970年代生まれの団塊ジュニア世代とは大きく異なり、
希少種ともいえるほどの貴重な人材です。この新しい種を
どうやって育て、社会と未来に向かって大きく羽ばたける
ようにするかは、日々その教育にあたっておられる教職員
の先生方のみならず、私たち同窓会員にとっても同時的な
課題です。現役学生の課外活動に対する資金的な援助な
ど、今まで以上に充実する必要があります。本同窓会か
らの援助はささやかであるにもかかわらず、現役生たちは
フォーミュラー、ロボコン、ソーラーデカスロン、東京デ
ザインウィーク等の対外活動で大きな成果を上げています。

　一方、グローバル化の進展により、千葉大学は既に千
葉県や、関東圏、日本といった境界を超えて世界と繋がっ
ています。グローバルな世界では、大学は一つの重要な
ハブであり、大学を介して多くの留学生や情報が行き勝っ
ています。千葉大学は、海に近く、成田空港があることも
あり、伝統的に海外との交流が盛んです。この特色が一
層強化され、同窓会員の皆様のグローバルな展開に、母
校の存在が大いに役立てばと思います。
　さて、大量の情報がバーチャルに行きかう高度情報社
会にあって、海外では、大学というリアルな空間の存在意
義は “コミュニティとともに” だといわれています。その意
味では、千葉大学も、地域社会におけるローカルな存在
として、あるいは、同窓生がいつでも訪れることのできる
開かれた空間としての役割が一層期待されているといえま
す。また、大学のみならず、会社も、個人も、社会や地域、
他者への貢献が問われる時代です。大学がグローバルの
みならず、ローカルにも心強い存在として多様な貢献が果
たせるよう、同窓会員の皆様とご一緒に支援したいと思い
ます。
　21世紀は9.11テロ、リーマンショック、東日本大震災と
原発事故など、世界の根幹を揺るがす大事件を経て、今、
大きな変革期を迎えています。工学分野の、精緻なエビ
デンスや実験等に基づき新しい技術開発やデザインを行
う資質を大学で培い、社会の第一線で活躍されてこられ
た工学同窓会員の皆様におかれましては、その変容を冷
静に捉え、次の展開を創造的に思考し、日々実行に移す
毎日をお過ごしのことと思います。そのDNAを次の世代に
確実に受け渡すべく、同窓会の活動にも今まで以上のご
支援とご協力を賜れればと存じます。

　どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

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 

卒 業 年／昭和54年千葉大学工学部建築学科卒業
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　同窓生の皆様に御挨拶を申し上げます。本年４月より、
北村先生の後任として、工学部長、工学研究科長に着任
致しました。どうぞ宜しくお願いを申し上げます。
　千葉大学工学部は、入学者志願状況、卒業生の進学・
就職状況、教育プログラムや卒業生に対する社会からの
評価の状況、研究成果の創出状況等、いずれを取っても、
現状において大きな問題はなく、概ね健全な状態にある
ものと考えております。このことは、前身の東京高等工
芸学校から通算すれば100年近くの長きに渡る諸先輩方の
営々たるご努力と本同窓会に関わる卒業生が社会で果た
してきた役割の着実な積み重ねによるものであり、大い
なる敬意を表するものです。一方、この間、本学工学部
では、社会の変化や時代の要請に答えるために、度重な
る改革と創造を繰り返してきた結果、今日を迎えている
とも言えるかと存じます。この伝統を大切にして行くと
同時に、新しい潮流にも寄り添って行く姿勢を忘れては
ならないと感じる次第です。
　さて、本年度は、2004年の国立大学法人化から12年目
を迎え、６年を１期とする国立大学法人の中期目標期間
の第２期の最終年度にあたっています。この間、国は、
国立大学法人の教育研究と運営機能の向上を期待して改
革を強く求めて来ました。一方、国からの財政的な支援
に相当する運営費交付金は毎年削減され、2004年から
2015年の約10年間で10％を超える削減が行われました。
結果として、その減少分は、交付金以外の外部資金の獲
得努力によって補われている状況にあります。しかしな
がら、2014年の消費増税、震災後の電気料金の高騰、円
安による電子ジャーナル経費の急騰等を、大学の経営努
力によって吸収せざるを得ない収益構造は、既に限界に
達しているものとも考えられます。
　こうした中、来年４月からの国立大学法人の第３期中
期目標期間（2016-2021）に向けて、文部科学省からは、
運営費交付金の配分方法を抜本的に変更する旨の内示が
あり、本年７月の来年度予算の概算要求に当たって、全
ての国立大学は、３つの分類のうちの一つを選択するよ
うに求められました。これが、「３つの重点支援の枠組み」
と呼ばれているもので、①地域貢献と特定分野の教育研
究の推進、②特定分野の教育研究の推進、③全ての分野
で世界的に卓越した教育研究・社会実装を推進、の３つ
です。どのカテゴリーを選択するかに悩む国立大学が多
いことは、新聞等でも報道された通りですが、本学にお

いては、法人の収益構造、研究・教育の実績等、重点支
援に関わる評価指標を熟考した結果、第３群（③）を選
択することになりました。結果として、重点支援①が55
大学、②が15大学、③が16大学となりました。今回のカ
テゴライズは、運営費交付金の配分方法に留まらない意
味があるとも言われ、本学の将来に大きな影響を与える
可能性がありますので、慎重に推移を見極めた上での適
切な対応をしていかなければならないと考えています。
　全学的には上記のような大きな方向付けがなされてい
ますが、工学部（工学研究科）に関わる部分では、本年
３月に文部科学省が公表した「理工系人材育成戦略」に
もあるように、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」が強く要
請されて来ています。これは、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。本
学においては、理学研究科、融合科学研究科、工学研究
科という３つの理工系人材育成の組織がありますが、現
在、それらが一体となった改革を進行させているところ
で、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。これまでにも様々な形で母校の発展に御援助を
頂いているところではありますが、今後、同窓生の皆様
からの御助力が、以前にも増して必要となる場面もあろ
うかと存じます。一層の御支援を賜ることができれば幸
いです。
　最後に、松韻会館の改修工事について御報告させて頂
きます。同窓生の皆様の拠り所の一つとも言える工学部
の同窓会館が、本年９月より、全面的なリフォーム工事
に入っております。耐震補強を施す必要があることから、
国の補助金が得られた機会に、内装も含めてリニューア
ルするという計画が纏まり、幸いにも同窓会の皆様のご
厚意により多額の寄付金を頂戴することが叶い、基本設
計を栗生名誉教授の設計事務所にお願いして、来年4月の
竣工を目指して作業を進めております。南門を入った正
面に位置することから、JR総武線西千葉駅からの来訪者
にとっては、千葉大学の顔とも言える建物に生まれ変わ
ろうとしています。内部には、同窓会の事務局や工学部
のアーカイブス展示コーナーを設けるほか、大学のイン
フォメーションデスクも設置される計画です。来年５月
以降に、一度お訪ね頂ければと存じます。

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
「千葉大学での教員生活を振り返って」

福川　裕一
　千葉大学には、1982年、32
歳の時から33年間勤めました。
町並み保存運動で知り合ってい
た木原啓吉先生が、その前年に
朝日新聞から千葉大学教養部へ
移られていたので「今度千葉大
へ勤めます」と言ったら、開口
一番「自由でいいよう」とおっ
しゃいました。まったくその通りで、千葉大学ではほ
んとうに自由を謳歌させていただきました。
　今、改めて勤めていた間の年表を整理してみると、
千葉大に来てからの10年にその後につながるいろん
なことが起きています。①1984年：パタンランゲー
ジで町並みを読み解いた『佐原の町並み：よみがえ
れ！　水郷の商都』（佐原は今なお都市計画研究室の
学生さんたちの活動の舞台です）、②1986年：「まち
づくり規範とまちづくり会社」という「まちづくりの
二本柱」に気づいた川越一番街のコミュニティマート
調査（まちづくり会社は今や制度としてもまちづくり
の中枢に位置付けられています）、③1987年：中曽根
民活に反対して、大谷先生を代表に「都市政策を考え
る会」をたちあげ「土地政策に関する提言」を公にし
ました（その後「都市政策を考える会」として活動、
意見を公にしてきました）、④1989年：漆器の産地長
野県楢川村に頼まれて「漆の里構想」を作りました（そ
の後、木曽暮らしの工芸館の企画・設計へつながりま
した）、⑤1992年：ベトナム・ホイアンとの関わりが
始まりました（この活動により2015年、ホイアン人
民委員会からHonorable Guest Certificatesをもらいま
した）、⑥1993年：日本の都市計画を相対化しようと、
五十嵐敬喜先生たちと行ったアメリカ調査（その後『ゾ
ーニングとマスタープラン』という「大著」へつなが
りました）。都市政策や都市計画以外の件は、学生さ

んみんなで調査に行きました。とても楽しかったです。
　21世紀に入っても楽しい日々は続きました。「都市
再生の五カ条」などを唱えて、意気軒昂でした。ちょ
っと気持ちが変わったのは、2011年3月11日の東日
本大震災です。翌年1月には民主党政権が崩壊し、今
までのように闊達に意見を言う気力が失せてしまいま
した。ちょうど大谷先生の講義録を編んでいる時で、

「高層化とオープンスペースとは異なった方式で、集
まって都市つくることができる建築のあり方」という
命題を、石巻の復興で展開できないかとそればかり考
えるようになりました。結論から言うと、大谷先生の
麹町計画を現代に再現することはとても難しく、二階
に避難フロアのある数階建ての集合住宅となりました
が、びっくりしたのは、このような「町並みインフィ
ル型」デザインをなかなか受け付けない現代日本の「都
市計画」の「高規格志向」「大規模志向」「整形志向」
です。大学で当たり前のように話していたことが社会
では常識になっていなかったというギャップに驚きつ
つ、新たな課題に取り組む毎日です。

■	新任教員自己紹介
毎田　悠承　助教

　2015年3月に東京工業大学大
学院博士課程を修了し、本年4
月付で建築学コース助教に着任
いたしました。学位論文は鉄筋
コンクリート造建築物の制振構
造を研究テーマとしておりまし
た。近年、新築鉄筋コンクリー
ト造建築物において、地震後も
建物を継続使用できる損傷制御構造が求められていま
す。また、既存鉄筋コンクリート造建築物に対する耐
震補強も推進されています。制振ダンパーを鉄筋コン
クリート造建築物に適用すれば、損傷制御および耐震
性確保に有効であります。しかし、制振ダンパー本来
の性能を発揮させるためには、鉄筋コンクリート造建
築物と制振ダンパーの接合部に作用する複合応力に対
して十分な剛性と耐力を確保する必要があります。そ
こで、鉄筋コンクリート造建築物に制振ダンパーを合
理的に活用する方法を提案し、その接合部挙動および
制振性能を、構造実験と数値解析により総合的に解明
し、具体的な設計法を構築する研究を行ってきました。
今後も、鉄筋コンクリート造建築物の耐震性・制振性
向上に資する研究活動を行っていきたいと考えており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

建 築 学 科
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この他、2015年度には以下の異動がありました。
・岡部　明子 教授（東京大学へ異動）
・宗方　淳　 教授（准教授から昇任）
・平島　岳夫 教授（准教授から昇任）
・島田　侑子 准教授（助教から昇任）

■教員・学生の活躍
・千葉市との共同研究事業による臨
海部デザイン
　平成25年度の下半期、岡田研究室
は三谷研究室（園芸学部）と協働で

「海辺のグランドデザイン策定のた
めの共同研究」というタイトルのも
と、千葉市と共同研究事業を実施し
ました。内容は、千葉市の東京湾に
面する臨海部（いなげの浜から幕張
の浜までの全長4.3キロメートルに
も及ぶ地域は日本一の人工海浜を誇
る）を対象地とし、その未来像をグ
ランドデザインとして提案するとい
うものでした。その成果の大半は、
平成27年度に千葉市がまとめたグラ
ンドデザインに反映され、平成26年
度からは千葉市のみならず千葉市経
済懇話会とも共同体制を築きながら
引き続き研究活動を行っています。
 （岡田　哲史）

・ゐのはな同窓会館（ 木弘樹准教授　設計）が千葉
県建築文化賞の入賞を受賞
　千葉県建築文化賞は、優れた建築物を表彰すること
により、うるおいとやすらぎに満ちた快適な街づくり
を推進することを目的に、平成6年度に創設されたも
のです。第21回目の今年は、52点の応募のうち、最
優秀賞1点、優秀賞3点及び入賞5点が選出され、昨年
度 木弘樹准教授が設計したゐのはな同窓会館（亥鼻
キャンパス内）が入賞を受賞しました。詳細は以下の
サイトを参照下さい。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/bunka/21.
html（千葉県建築文化賞のHP）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/bunka/
documents/21-sakuhinshu8.pdf（表彰作品のページ）

・学生の論文受賞
　学生の執筆した論文が様々な学会において受賞しま
した。
　安藤秀平君　（修士２年　平島研）
平成27年度日本火災学会研究発表会・学生奨励賞
　福岡穂菜美さん　（修士２年　和泉研）
平成27年度日本コンクリート工学会年次大会・奨励
賞
　Robert Dwiputra君　（修士１年　平島研）
平成27年度日本建築学会・優秀卒業論文賞
　題目「高力ボルト摩擦接合部の高温引張実験に基づ
く数値解析モデルの構築」
　なお、この賞の授賞式は9月の日本建築学会大会で
行われ、外国人留学生としては初めての卒業論文賞受
賞です。 （島田　侑子）

・設計課題「旧大塚家住宅」の展示会（於旧大塚家）
　毎年2年生前期（以前は1年生後期）の設計の課題
で対象としている「旧大塚家住宅（浦安市）」ですが、
今年初めての試みとして、優秀な作品を実際に旧大塚
家で展示しました（8/7 ～ 26）。博物館の館長にも大
変喜んで頂きました。夏休みということもあり、訪れ
る子供たちの視点でも楽しめるように、低い位置に模
型を展示してあります。ご協力頂いた浦安市や市民利
便施設管理事務所及びボランティアの皆様に改めて感
謝いたします。 （伊藤　潤一）

展示会の様子
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■	都市環境システム学科だより
学科長（教授）荒井　幸代

　私が当学科に着任したのが平
成17年4月、早いもので10年目
を迎えました。 着任当初は工学
部の中でも新しい学科という認
識でしたが、改組時に他学科が
再編される一方、当学科は総合
学科という旗の下にそれまでの体制を維持し、今では、
工学部10学科の中で最も長い17年間の歴史を刻んで
います。
　発足当時は、教授16名（客員4名を含む）、助教授
11名（客員1名、兼任1名を含む）、講師3名、助手8
名の計38名の教員構成でしたが、その後、予算減に
伴う大学全体の定員削減により現在は、教授11名（客
員1名を含む）、准教授12名（客員2名を含む）、助教
4名の計27名で運営しています。夜や土曜の講義・演
習など教員の負担は想像を絶する状況ではあります
が、目的意識の高い学生にパワーをもらいながら教員
一同頑張っております。
　学科長の大役を仰せつかるにあたり、学科の位置付
けとして掲げられている文言を再確認しました。「都
市にかかわる諸問題に対して多様な視点からアプロー
チすることにより、理想的な都市環境を形成するため
の手法を工学的に探求する、人と環境が共存する都市
づくりのための総合学科」。盛りだくさんの内容です
が、技術の発展が複合的な専門分野によって支えられ、
人間の生活にますます密着しつつある昨今、この立ち
位置はとても重要なことを示唆しています。両刃の剣
である技術を、人や環境への負荷などを考慮した上で
運用する包括的な思考法（システム思考）は、平成
23年の東日本大震災でクローズアップされ、そして、
来る東京オリンピックでは実践されなければなりませ
ん。ここ数年で「都市環境」「環境情報」を冠とする
学科が随分と増えましたが、その先鞭をつけた当学科
からの卒・修了生が東京オリンピックをはじめ、活躍
の場を広げられるような特色ある教育研究を教職員一
同、展開していきたいと考えております。
　学科の動向ですが、今年度、学生はもとより教職員
にもっとも影響を与えているのは、やはり「就職説明
会の解禁や採用選考開始の時期が夏以後になったこ
と」でしょう。学生は学業を優先すべきという大学の
要請に対して産業界が応えた変更でしたが、中小企業
については協定の対象外であることから、実際には（中
小企業は）これまでよりもむしろ早く説明会と選考を
開始、夏からの大手の選考と内定まで学生たちは、猛

暑の中でもリクルートスーツを身にまとっているのが
現状です。卒業研究や修士の研究の優先順位はいずこ
へ…という現状に、我々が学生の頃、指導教員からの

「卒業研究ができなければ就職もできないんだぞ」と
いう卒業研究最優先を暗黙に示唆する言葉を懐かしく
思い出しています。今やこの類の叱咤激励が「パワハ
ラ、アカハラ」となるかもしれない状況に、大学に求
められる教育が何かを見直す時期に来ていることを実
感しています。
　世の中の要請が何かを考えるとき、その最右翼は「グ
ローバルな人材育成」でしょう。3年前から英語力を
向上させるため導入されたe-learningシステムも定着
し、TOEICのスコアも入学時から200点以上アップす
る学生も続出しています。もちろん、グローバル化に
適応するための力は、語学力だけではありません。自
らの専門性だけではなく全体を俯瞰する力、コミュニ
ケーション能力等々。これらは、都市環境システム学
科で育成したい能力でもあります。一昨年から導入し
ている領域を横断する演習は、これらの能力を洗練化
することを目指しています。授業評価アンケートによ
る学生からのフィードバックと時代の要請に応じて、
今年も演習の構成を見直し、今年度はビッグデータ時
代に不可欠なデータ解析（R言語）を盛り込んで都市
計画、交通、災害推定、避難シミュレーション、数理
最適化を対象とした解析手法の習得が可能なプログラ
ムになっています。また、3年後期にはプレゼンテー
ションを通じて他人を理解させるための論理的構成力
を鍛える演習を用意しています。
　平成26年度の都市環境システムコース教員の受賞
として、山崎文雄教授が「平成26年防災功労者防災
担当大臣表彰」を、学生の受賞として学会賞8件があ
り、教員も学生も多様な分野で活躍しております。
　昨年度からの教員の異動としては、大坪泰文教授の
定年退職、劉醇一准教授の着任がありました。新戦力
が加わる一方で、今年度を最後に、当学科創設当初か
らのコアメンバーとして学科を支えてこられた中井正
一教授、そして、常に学科の機動力である中込秀樹教
授、そして常に新しい話題を提供し続けておられる佐
藤建吉准教授が退職されます。残される我々は非常に
不安ではありますが、これまでの先生方と卒業生の皆
様が築き上げた理念と実績を、さらに洗練、向上させ
るように努力いたしますので、今後とも皆様の温かい
ご支援をお願いいたします。
 （あらい　さちよ）

都市環境システム学科
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これまでとこれから
大坪　泰文

　1982年に公募で千葉大学工学
部に採用されて以来、画像工学科
で13年、共同研究推進センター
で3年、都市環境システム学科で
17年お世話になりました。この
間、大学院は人工システム科学専
攻（電子光システム）、多様性科

学専攻（相関物質先端科学）、建築・都市科学専攻（都
市環境システム）に所属しました。学生時代から振り
返ると、機械工学、化学工学、画像工学、電子工学、
都市工学、さらに知財関連の教育研究に携わったこと
になり、「工学は総合の学問である」を実感してきま
した。
　大学での研究の特徴は、テーマ選択の自由と発表の
自由とよく言われますが、私にとっての最大のメリッ
トは自分自身で実験ができることでした。他の研究機
関においては管理運営を担当するような年齢になった
ら、とても許されることではない特権が与えられてい
るように思えました。さらに、研究は個人の発想に基
づく創造活動であるという点も大事に思えました。こ
の二つのこだわりから、自分が第一著者になっている
論文はすべて自分で実験しました。退職の２週間前ま
で実験することができ、満ち足りた研究生活を送れた
と感謝しております。
　これは研究に対する私の基本的な姿勢で、学生の研
究においてもこだわりましたので、研究テーマは学生
が自分で見つけるように指導したつもりです。博士後
期課程の学生が行う研究に対して、それまでその研究
室で行って来たテーマの継続的発展あるいは総括とい
う意味合いを強く感じることがありますが、教育現場

における研究で最も重要なことは研究テーマを見つけ
ることであると考えます。この観点からすると、指導
した博士後期課程の学生は全員が途中でテーマを変更
しており、そのまま続けても博士論文にはならないと
自分で判断するとともに、研究の独創性を客観的に評
価してテーマを変更したものと考えております。課題
解決より問題発見を優先するという方針が理解された
ものと考えております。
　都市環境システム学科に移ってから、色々な分野の
研究に触れることができました。様々な知識を結びつ
け、複雑な都市環境問題の実践的解決に取り組むとい
うのが学科の教育方針ですので、その多様性に対して
はすぐに受け入れることができたのですが、都市計画
系の研究においてはそれまで私が行ってきた研究手法
と大きく異なることに驚かされました。特に社会性の
高い研究については、私には評価する能力がなかった
というのが率直な気持ちです。ですが、この分野の発
表には具体的に町の名前が数多く出てきました。研究
としての評価はできなくても町の様子くらいは知って
おくのも役に立つのではないかと考え、実際に行って
みることにしました。人々の生活の様子を見るという
ことになると、一人では心もとないのでいつも夫婦で
行きました。都市環境システム学科に移ってからは、
学会出張も含めて130回を数えます。観光地へも行き
ましたが、町歩きの楽しさがわかるようになりました。
私の専門はレオロジーであり、この研究は一区切りと
なりますが、町歩きは今後も続けて行くつもりです。
都市環境システム学科にいたことにより、自分の人生
の幅が広がったように思います。これまでおつきあい
いただいたすべての方々にお礼を申し上げます。
 （おおつぼ　やすふみ） 

■	新任の先生ご紹介
劉　醇一　准教授

　平成27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
准教授に着任致しました。平成14
年12月に東京工業大学大学院総合
理工学研究科化学環境学専攻博士
課程を修了後、科学技術振興機構
研究員、東京工業大学原子炉工学

研究所助教を経て、現職に就きました。
　これまでの研究では、環境問題やエネルギー問題に

対し、触媒化学、化学工学、材料化学の知識や手法を
用い、主に産業排熱の有効利用や再生可能エネルギー
の有効利用を目指した新しい材料開発を進めてきまし
た。
　本コースでは、都市に対して様々な方面から研究教
育活動が行われており、このような環境で自分の視野
を広げ、国内外の環境問題・エネルギー問題を解決す
べく、新しい研究を展開していきたいと考えております。
　至らぬ点も多いと思いますが、ご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い致します。
 （りゅう　じゅんいち）

■	定年退職の先生
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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27年度の学科長をつと
めておりますデザイン文化計画研究室の植田憲でござい
ます。
　まず、教員の動向についてお知らせします。今年の３
月に、人間生活工学研究室の勝浦哲夫教授がご定年を
迎えられ、またコミュニケーションデザイン研究室の玉
垣庸一准教授が早期退職制度を利用されました。お二
人の先生方には長らく学科を支えてくださり心より御礼申
しあげます。４月には人間工学研究室の准教授の下村
義弘先生が教授に昇進され、また、５月には客員教授
の渡邊慎二先生がデザインマネージメント研究室の専
任教授に着任なさいました。一層のご活躍を期待いた
しております。
　ところで、ご存知の通り、近年、千葉大学ではグロー
バル化に向けたさまざまな取り組みが積極的に行われて
おります。その代表的な取り組みのひとつが、ここ数年
デザイン学科で推し進めている「世界展開力強化事業 
―大陸間デザイン教育プログラム（CODEプログラム：
Continent Design Education Program）」です。今年度
は、同プログラムで準備を進めてきた「早期卒業制度」
がいよいよ正式に運用され始めました。この制度は、
学部から大学院博士前期課程までの６年間を一貫した
大学教育と見立て、学部を3.5年で早期卒業し、同年の
10月から大学院博士前期課程に入学し、同課程を2.5
年かけて修了するものです。大学院の最初の１年間が
留学期間となります。多くの海外の大学で新学期が始ま
る10月から留学を始めることで、円滑に海外での生活
や勉学が進められることを意図しており、多くの海外大
学との交流協定を有する千葉大学ならではの取り組みで
す。
　2011年の開始以来、これまでに、今年の早期卒業予
定者の７名を含め、30名程が同プログラムを通じて海
外の大学での留学経験を積んで参りました。
　このような大学による留学支援は、学生はもとより親
御さんたちからの関心も高いものがあります。本年６月
に開催された工学部後援会でも、その席上、学生の親
御さんから数々の質問が挙げられましたが、従来では、
大学の教育や生活、就職に関するものが中心であった
ものが、今回は留学へと着実にその関心が移っているこ
とがうかがえます。今後は、千葉大学のこれまでの資産
を存分に活かして、より世界的な視野で活動することの
できるデザイナー・エンジニアの育成を図っていきたい

と考えております。
　最後になりますが、今日、私どもデザイン学科が存立
できるのも、ひとえに社会で活躍されている卒業生のみ
なさまのおかげと存じております。教員一同、長い伝統
を有する千葉大学工学部デザイン学科としてのアイデン
ティティの維持、またさらなる発展に向け、一層力を合
わせ教育・研究に邁進して参る所存でございます。引
き続きご厚誼ならびにご支援賜りますよう、何卒よろし
くお願い申しあげます。
 （平成27年度　デザイン学科　学科長　植田　憲）

■新任教員の挨拶
　平成27年5月1日付けでデザイ
ンマネージメント研究室に教授と
して着任いたしました。昭和58
年に本学の工学研究科工業意匠
学専攻を修了後、㈱東芝のデザ
インセンターおよび経営企画部
に32年間勤務いたしました。並
行して、平成11年から客員准教授、客員教授として、
デザイン科学専攻博士前・後期課程の主に留学生を担
当していました。企業デザインでは、国内外の市場を対
象に、TV・携帯電話などのコンシューマ向けから交通・
エネルギーなどの社会インフラシステム向け製品・シス
テムのデザイン業務、ブランド構築、新規ビジネス開発、
最近では経営視点のデザイン（ここではコーポレートデ
ザインと呼ぶ）業務に携わってまいりました。特に、コー
ポレートデザインは企業価値および事業価値を総合的
に高める新しいデザイン領域であり、力を注ごうと考え
ています。デザインによる価値創出、イノベーションの
ためには、論理思考と直観思考を行き来する思考プロ
セスが重要と考えています。学生たちには、両思考の手
法やプロセスの実際を伝えるとともに、企業プロジェク
トやグローバルプロジェクトを実践させ、世界で通用す
るデザイン人財として育成していきたいと思っています。
 （デザインマネージメント研究室　教授　渡邉慎二）

■「35年間お世話になりありがとうございました」
　菊池安行教授に声を掛けて戴き、1980年3月1日付
けで千葉大学工学部工業意匠学科に着任致しました。
この日はちょうど長女の誕生と重なり、思い出深い日と
なりました。当時はまだ2号棟（南棟）はなく、現在の
10～12号棟辺りのK棟に人間工学講座がありました。
人間工学講座は前年4月に設置されたばかりの新しい講

デ ザ イ ン 学 科
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座で、菊池教授、大越助手に私が加わり3人で教育研
究をすることになりました。研究室には脳波計などの計
測機器が備えられておりましたが、私の研究に必要な機
器は十分ではありませんでした。それを菊池教授の計ら
いで一つ一つ揃えて戴きました。運良く数年後には新築
の南棟に研究室が移り、人工気象室も設置されました。
私の主な研究テーマは、人間と環境、特に温熱環境、
光環境との関係を生理機能を中心に研究し、人間にとっ
て快適な環境を構築することでした。このテーマは多く
の企業との共同研究としても実施され、空調機器、照
明器具などの開発にもたずさわることが出来ました。こ
うした研究の中で培われた人間を客観的に測る手法は、
製品デザイン開発においても有力な武器として活用する
ことが出来ました。学生にも恵まれました。在職中に学
部生約250名、修士142名、課程博士21名を送り出す
ことが出来ました。研究室の発展はこうした優秀な学生
に因るところが大きかったものと思っています。
　本年3月に定年退職するまでの35年間にわたり、工業
意匠学科（現デザイン科学専攻）、工学研究科・工学
部の先生方には本当にお世話になりました。野口博先
生が工学研究科長をされていた時期に副研究科長、評
議員を拝命し、工学研究科・工学部の運営にたずさわ
ることが出来ましたのも大変良い思い出になりました。
野口博先生の温かな人柄に共感し、他の副研究科長の
先生方と共に忙しくも楽しい時を過ごすことが出来まし
た。
　工学部の送別会で「定年退職はうれしさ80％、寂し
さ20％」と申し上げましたが、実際に退職しますと「う
れしさ100％」になりました。毎日、筋トレ、ランニング、
読書などを楽しんでいます。科研費研究や学会活動で
研究は続けていますが、自由人として人生を楽しんでお
ります。

　最後になりましたが、お世話になりました先生方に厚
く御礼申し上げますと共に、工学研究科・工学部の益々
のご発展をお祈り致します。
 （人間生活工学研究室　名誉教授　勝浦哲夫）

■「卒業生デザイン集」完成間近！！
　工業意匠系同窓会事業として長年取り組んできました

「卒業生デザイン集」DVDが、近々完成します。
　このDVDには、工業デザイナーの先駆けの第１回卒
業生・菊池禮さん（ナショナル）、故人となったウォー
クマン開発の黒木靖さん（ソニー）、豊口協さん（長岡
造形大学学長）、原正樹さん（三菱電機）はじめ、企
業や大学で活躍の卒業生93名とデザイン学科教員14名

（卒業生を除く）、計107名のデザイン作品、デザイン
研究、デザイン業績が収録されています。
　「卒業生デザイン集」の内容はWEB版としてすでに公
開されています。インターネットで「卒業生デザイン集」
で検索するとご覧いただけます。
　完成DVDには、「卒業生デザイン集」 に加えて、

「IDCU40」（1990年発行、工業意匠学科同窓会会員
作品集：277名参加）のPDFも収録されています。
　「卒業生デザイン集」は、千葉大学工業意匠学科、
デザイン学科の教育の成果を示すものであり、日本の
戦後デザインを概観する内容となっています。今後この
事業が同窓会で引き継がれ、続々とデザイン集が発行
されることで、デザインに対する社会的理解の促進なら
びにデザイン学科、ひいては千葉大学の広報に役立つ
ことを切に願っています。　

（コミュニケーションデザイン研究室　名誉教授　宮崎紀郎）

退職および研究室創立35周年記念祝賀会



9

■	機械工学科の近況
学科長　三科　博司

　昨年の秋、機械工学科の実習工場
が新しい建物へと移転しました。
12号棟の東側、旧19号棟があった
場所に、工学系総合研究棟２が建設
され、工場はその１階の広い空間を
占めています。今年６月に催された
工学部後援会にご出席頂いた保護者
の皆様にも、早速、真新しい実習工
場を見学して頂きました。その時の
写真を下に掲げます。現在のところ、どの教員の部屋よりも
きちんと整理された気持ちの良い空間がそこにあります。実
習工場移転については、小山先生から詳しい報告があります
のでそちらをご覧ください。
　さて、平成27年に入り、機械工学科の教員に異動がありま
した。２月末に、材料・強度・変形領域の胡　寧先生が退職
されました。現在は、中国に戻られ重慶大学にて教鞭を取ら
れています。また、本年３月末で材料・強度・変形領域の渡
辺知規先生が退職され、新設の武蔵野大学教授としてご栄転
されました。両先生におかれましては、今後の研究のご発展
を期されておられることと思います。一方、本年４月に、材
料・強度・変形領域の魯　云先生が教授に昇任されました。
魯先生には全学の留学生担当も引続きお願いすることになり
ます。また、システム・制御・生体領域の坪田健一先生が教
授に昇任されました。さらに、加工・要素領域の松坂壮太先
生が准教授に昇任されました、それぞれの研究分野で今後の
ご活躍が期待されます。
　平成27年夏、14号棟に居室を構える教員、学生は、蝉時
雨を掻き消す鋭いドリルの音と、建設用重機の騒然とした音
とともに暑い日を過ごしています。冒頭に述べました新棟建
設の後、電気電子工学科の研究室があった12号棟の解体工事
が始まり、それは秋風の吹く頃まで続きます。
　今年度に入り、工学部・工学研究科に、再び、改組という
御旗が打ち振られようとしています。平成29年度を見据えた
理工系改組です。機械工学科は工学部では基幹部門としてそ
の地位は不動ですが、「機械工学科」という名称は多少なり
とも変更しそうな昨今であります。同窓の皆様におかれまし
ては、より一層のご支援をお願い申し上げます。

■	教員/学生の受賞（2014.9 〜 2015.8）
【教員】

・大川一也助教が2014年12月17日、第15回 公益社団法人
計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演
会でSI2014優秀講演賞を受賞。

・藤原大悟助教が2015年3月18日、一般社団法人日本機械
学会 交通・物流部門 2014年度（92期）部門賞（優秀論
文講演表彰）を受賞。

・比田井洋史准教授が2015年6月22日、工作機械技術振興
財団第36次工作機械技術振興賞・論文賞を受賞。

・武居昌宏教授が2015年7月27日、米国機械学会流体工学
部門（ASME-FED）からAJK国際会議への多大なる貢献に
ついてのAwardを受賞。

・劉浩教授が2015年7月28日、2015年JACM Computational 
Mechanics Awardを受賞。

【学生】
・前田将輝君（劉研）の論文が2014年9月8日、2014 

JBSE PAPERS OF THE YEAR AWARD（JBSE: Journal of 
Biomechanical Science and Engineering）を受賞。

・Ali Othman君（武居研）の論文が、2014年11月、
Process Tomography Measurement for Industrial Product 
Asia Design Engineering Workshop （DEWS2013）にお
いて、Best Presentation Awardを受賞。

・小林耕太君（M2：大川研）が2014年12月17日、第15
回 公益社団法人計測自動制御学会システムインテグレー
ション部門講演会でSI2014優秀講演賞を受賞。

・鐘ヶ江優君（M2：森吉・窪山研）の論文が2015年3月
10日、自動車技術会関東支部講演会でベストペーパー賞
を受賞。

・工藤毅暁君（B4：森吉・窪山研）が2015年3月10日、自
動車技術会関東支部講演会でベストプレゼンテーション
賞を受賞。

・野中史彦君（M2：森吉・窪山研）の論文が2015年3月
10日、自動車技術会関東支部講演会でベストペーパー賞
を受賞。

・野中史彦君（M2：森吉・窪山研）が2015年3月10日、
自動車技術会関東支部講演会でベストプレゼンテーショ
ン賞を受賞。

・野中史彦君（M2：森吉・窪山研）が2015年3月、自動車
技術会2014年度大学院研究奨励賞を受賞。

・長江史也君（M1：武居研）が2015年5月17日、23rd 
International Conference on Nuclear EngineeringにてBest 
Poster Awardを受賞。

■	機械実習工場の新校舎への移転
　材料・強度・変形教育研究領域
 准教授　小山　秀夫
　古くは旧３（熱力学）、４（機械工作）、６（自動制御）の
各講座の実験室があった、かまぼこ形の建物の東側に機械実
習工場がありました。1998年の電子機械工学科発足、大学
院自然科学研究棟２の竣工に伴い、実習工場は工学部13号棟
１階と、12号棟地下に移転しました。13号棟1階では2つの

工学部後援会当日の実習工場見学の様子

機 械 工 学 科
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教室を改造し、一部屋には主にフライス盤と平面研削盤を、
もう一部屋には旋盤などを設置しました。また12号棟の地下
実験室にはＮＣフライス盤と溶接設備をおき、機械工学実習
の授業はこの３部屋とＮＣマシニングセンター等がある創造
工学センターに分かれて行っていました。
　昨年の11月に旧115番教室（階段教室）あとに、電気電子
系が入る工学系総合研究棟２が竣工し、その1階には機械実
習工場が入りました。この校舎の新営に伴い、電気電子系の
実験室があった旧12号棟は、取り壊しになっています。
　工学系総合研究棟２の1階の面積は、約930平方メートル
ですが、そのうち約400平方メートルが新しい機械実習工場
です。そこに汎用旋盤8台、フライス盤５台、ＮＣフライス盤、
平面研削盤各1台を移設しました。また西側の仕切られた場
所には、溶接ヒューム集塵装置を5機備えた溶接作業エリア
があり、溶接作業環境の向上を図りました。実習工場内には、
周囲をガラスで囲った管理室があり、管理室には工場職員が
常駐して、様々な技術相談と機
械装置の操作指導を行っていま
す。今まで分かれて行ってきた
機械工学実習も一つの部屋で行
うことができ、実習の作業効率
も安全性も格段に向上しまし
た。現在新しい実習工場では、
前期にデザイン学科用の「機械
工作実習Ｂ」を、後期に機械工
学科3年次用の「機械工学実習」
の実習を行っています。実習指

導のほかにも他学科、他学部からの依頼も含む依頼加工、学
生フォーミュラ等の学生指導と部品加工なども行っており、
工場職員は多忙を極めています。
　「機械工学実習」は水曜と金曜の午後に、３年次生の約半
分である40人程の班に分け、旋盤、フライス盤、溶接、ＮＣ
加工及び手仕上げの5課題を教育指導しています。担当は各
曜日とも非常勤を含め合計4人の職員と3人のティーチングア
シスタントで、十分な教育体制とは言えませんが、担当職員
が工夫して安全第一で授業を行っています。
　このように機械実習工場は新しく生まれ変わりましたが、
残念ながら機器類も人員もまだ十分とは言えません。機械工
学の根幹である「ものづくり」には、機械加工は欠かせません。
最近は実習系の講義が軽視される傾向にありますが、きちん
と機械工学を学んだ学生を社会に輩出できるよう、職員一同
頑張っています。

■	前野一夫先生　ご転出
独立行政法人国立高等専門学校機構　　
木更津工業高等専門学校長　前野　一夫

　昨年４月より千葉大
学の定年までを１年残
して、木更津工業高等
専門学校（高専）に校
長として着任いたしま
した。３月まで評議員
として工学研究科・工
学部の運営に係わって
まいりましたが、今度
は高専の運営・教育に
携わることになりまし
た。独立行政法人・国
立高専機構は、国立大学法人と異なり、全国に51校ある旧国
立高専を一体化して運営する機構となっておりますが、それ
ぞれの高専が国立高専としての50年前後の歴史を有してお
り、各高専で小型の工業単科大学的な要素も強い教育機関で
す。木更津高専の規模は一学年５学科200人で５年、さらに
２年の専攻科は一学年およそ30名で標準的な高専で、教育ス
タッフは76名（内博士取得者50名以上）事務スタッフ約30
名ですが、さらに高専の特徴である技術スタッフ（博士取得
者を含む）が15名以上おり、充実した教職員陣容です。学校
教育法では教育が主となる高等教育機関なのですが、工学系
の学校の宿命で、近年は産学連携と共に研究開発を当然のご
とく要求されております（今年度科研費代表者取得は23件）。
最近では、さらにグローバル化と言うことで、欧米やASEAN
諸国を視野に英語を含む異文化交流を学生・教職員に勧めて
おり、ちょっと盛り沢山気味と言えるかもしれません。ただ、
高専教育の特徴である、数学・物理・化学等の集中的な鍛錬
や、機械・電気電子・情報・土木等の専門教育において座学
と実習・演習をバランスよく配置する少人数教育などを十分
生かして、３年次の教養特別研究、５年次の卒業研究、さら
に２年間の専攻科における特別研究を加えて、数学等、工学
に必要な実行筋力の強い学生をグローバル化するように心が
けてゆきたいと考えています。あと数年、私も、千葉大工学
部とは今後も密接な関係を構築してゆくべく活動いたします
ので、宜しくお願いいたします。

実習工場入口（工総研２・１階）

溶接実習の授業風景

旋盤実習の授業風景

実習工場内全景
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■	メディカルシステム工学科の現況
学科長　山本　悦治

　メディカルシステム工学科は2004年4月に設置さ
れ、2013年3月には当学科入学の学生が初めて博士
後期課程を修了し、工学博士号を取得しております。
それから2年が経過しましたが、僅か40名からスター
トした当学科は、現在では学部164名、大学院博士前
期課程71名、後期課程17名（2015年5月）となり、
存在感のある学科・コースへと成長してきました。
　教育・研究体制と言う点では、2013年10月に全教
員がフロンティア医工学センターに移籍し、教育と研
究を工学研究科とフロンティア医工学センターという
2つの組織が、シームレスに担う形態になりました。
まさに“6年一貫教育”が実現されつつあります。また、
昨年度から卒業研究の予備的段階として、3年次の後
期から研究室に配属する体制に改め、学生の学習・研
究に対する意欲向上に役立っています。
　当学科の特長の一つは、現役の医師が専任教員とし
て在籍（全教員の20%）していることにありますが、
これらの医学系教員の主導により、1年次において千
葉大学付属病院見学、模擬患者接遇実習及び解剖後献
体による人体構造に関する研修などを実施して来まし
た。また、県内の医療機器企業見学なども継続して行っ
ています。これらの試みは、入学の初期の段階から、
将来、医療・福祉・健康に関する機器の研究開発に携
わることの意義と生きがいを見つけられるようにする
ための導入教育です。現在では、これらの試みは当学
科独自の研修・授業として定着しております。当学科
を卒業した学生が、医療技術の分野において我が国の
国際競争力を向上させるのに貢献するのは、時間の問
題と期待しています。
　当学科の研究室はこれまで学内の4つの建物に分散
していましたが、2015年2月に工学部棟に構えてい
たほとんどの研究室が自然科学系総合研究棟2の7階
に移転し、3つに集約されました。同年4月には、フ
ロンティア医工学センターのセンター長が、伊藤公一
先生から五十嵐先生に代わりました。
　同じく2月、吉田憲司特任助教が専任助教に昇格さ
れました。ご専門は生体の音響特性計測に関する研究
です。昨年度着任した北助教も含めて助教が4人体制
となり、若返りが着実に進んでいることを実感します。
　当学科は歴史が浅いこともあり、学科全体で行う独
自の行事はありませんでしたが、今年の6月に学生と
教員とが参加する野球大会を始めて実施しました。未
成年者も参加しましたので試合後のビールは楽しめま

せんでしたが、予想
以上に盛り上がった
試合展開となり、一
体感を大いに深める
ことができました。
　大学の改革が進む
中で、当学科・コー
スの果たすべき役割
も見直されつつあり
ます。日々の着実な
活動を通して、医工
学の持続的発展のた
めに教員一同努力す
る所存です。同窓の
皆様におかれまして
は、一層のご支援と
ご鞭撻のほど、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

■	新任教員自己紹介
吉田　憲司　助教

　2015年2月より工学部メディ
カルシステム工学科の助教に着
任しました吉田憲司です。私は、
2013年6月からフロンティア医
工学センターにおいて「資源循
環型の体腔内外再灌流回路を基
盤とした次世代治療支援システ
ムの構築」プロジェクトの特任
助教として約1年半の間勤務しておりました。研究の
専門分野は超音波医用応用です。超音波を用いた生体
組織物性計測や超音波の生体作用といった基礎研究か
ら、超音波画像診断用アルゴリズム開発などの応用研
究まで幅広く扱っており、国内外を問わず様々な研究
機関と共同研究を行っております。特任助教の期間で
は、治療支援技術としての超音波画像診断という視点
でプロジェクトに関わっておりました。同センターに
は医学に役立つもの創り（工学）を強く意識できる環

ご献体を囲んで説明を受ける学生

千葉大学付属病院における
模擬患者接遇実習

初めての学科内野球大会（幕張西第2公園野球場）
約80名が参加しました

メディカルシステム工学科
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境があり、またそれを実施する設備も充実していま
す。また、医学部とのネットワークもあり臨床での意
義を意識した研究を実施でき、工学系の研究者として
非常に有益な経験を培うことができました。今後は研
究者としてのみでなく教育者としても学生に接するこ
とになります。教育者としての経験は浅いですが、講
義、学生実験などの教育活動にも全力で取り組む所存
です。ここ10年程度の間に、医と工を繋ぐことがで
きる人材の育成のために、各大学で医と工を融合した
学部、学科が設立されていると思います。このような
カリキュラムを経験した学生と接すると、幅広い知識
は持っているが専門性が弱いという印象をうけること
が多々あります。工学系の技術者として生き残ってい
くためには他の人には負けない強みを一つは持ってい
る必要があるという持論があり、このような視点から
技術者として個性の強い人材を一人でも多く育成でき
るように努力していきたいと考えています。皆様には
今後とも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。

■	International	Joint	Conference	of	Medical	
Innovation		in	Chiba	2015	開催報告

フロンティア医工学センター長　五十嵐辰男
　去る平成27年3月6日、けやき会館において表記学
術集会を開催いたしました。この学術集会は、千葉
大学COEスタートアッププログラム採択課題「消化器
がんの高精度低侵襲治療支援技術拠点」の第4回国際
ワークショップと、文部科学省特別予算採択課題「資
源循環型の体腔内外再循環回路を基盤とした次世代治
療支援システムの構築」第2回国際シンポジウムを合
同で開催したものです。前者は精細な病変の性状の可
視化と正確な局在診断による治療の変革を目的とし、

後者は新規診断技術を治療へ応用するためのプラット
ホームという位置づけです。両者の組み合わせで、従
来とは異なる診断・治療系を、本学から世界に発信す
ることで、世界で突出する研究拠点の形成を具体化で
きるものと信じて日々精進しております。この研究課
題は平成28年度から始まる、第3期中期目標・中期計
画でも当センターの研究の核のひとつとして推し進め
てまいります。
　この学術集会では、国内外から著名で馬力のある研
究者を招聘し、実りある討議が展開されました。この
カンファレンスではこれまでにイスラエル・Hebrew 
Univ. of JerusalemのLeo Joskowicz教授、中国・精華
大学のHongen Liao教授、上海交通大学・Le Xie教授
とWeidong Chen教授、米国・ハーバード大学のHiro 
Yoshida教授、国立成育医療研究センターの千葉敏雄
先生、本学附属病院長の宮崎勝教授が講演され、今回
のカンファレンスでは香港大学のAlfred C.H.Yu教授、
フランス・Rennes Univ.のPierre Jannin教授、九州大学・
橋爪誠教授、東京医科歯科大学・木原和徳教授が講演
されました。このような機会が新たな共同研究に発展
したほか国際交流も始まっており、意義のある学術集
会であったと存じます。
　本年度も来年3月9日にけやき会館で開催する予定
です。また本年11月5日にはけやき会館でフロンティ
ア医工学センターシンポジウムを、11月15日から18
日まで亥鼻キャンパス、ゐのはな同窓会館で2015 
International Symposium on InfoComm & Media 
Technology in Bio-Medical & Healthcare Application 
を開催いたします。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。

シンポジウム後の記念撮影
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■電気電子工学科便り
学科長　工藤一浩先生

　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7年が経過し

ました。昨今、文部科学省のみ

ならず社会からも大学の改革が

強く求められており、本年度は

平成29年度に向けて千葉大学

理工系の学部、大学院の改組の準備が始まっています。

改革の柱には、大学入試改革、グローバル化に対応し

た人材育成にありますが、今回徳久千葉大学長は、こ

れまでの「より高きものを目指して」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」に取組

組む姿勢が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26年3月末日付で分子機能デ

バイス教育研究分野の國吉繁一先生とシステム設計教

育研究分野に所属していた片根保技術職員が定年退職

されました。また長くに渡り、学科事務関係でお世話

になった小川久子事務職員が退職されました。なお、

片根先生は同年4月1日より、非常勤職員として引き

続き本学科の運営に携わっております。一方、同年4 

月1日付で、パワーシステム教育研究分野の近藤圭一

郎先生が准教授から教授に昇任され、大木健輔技術職

員が新しく着任されました。近藤先生、大木先生とも

に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、大木健輔先生に着任のご挨拶

をご執筆いただいております。

　本学科の教職員、学生が様々な賞を受賞しておりま

す。昨年の紹介以降、橋本研也教授が「新技術開発財

団 第47回市村産業賞貢献賞」、角江崇助教が「映像情

報メディア学会 第17回優秀研究発表賞」を受賞しま

した。学生では平山竜士さん（博士後期課程2年）が

「映像表現・芸術科学フォーラム2015人材育成パート

ナー企業賞」、上條隆明さん（博士前期課程2年）が

「第7回窒化物半導体結晶成長講演会発表奨励賞」、鈴

木智大さん、的場駿介さん、松下卓也さん（博士前期

課程1年）のチームが「日本シノプシス合同会社賞」、

その他にも多くの学生が様々な賞を受賞しております。

　昨年度の本欄で本学科が新棟に移転することの報告

がございましたが、平成26年10月下旬に建物が完成

し、11月末には新棟（写真の4−9階）に各研究室の

移転が完了しました。新棟の正式名は「工学系総合研

究棟2」で南門から入ってすぐの建物（工学系総合研

究棟1）と似た名前なのでご注意ください。また、こ

れまで本学科が入居していた工学部12号棟（旧E号棟）

は現在取り壊し中です。ご機会がございましたら、ぜ

ひ本学科をお訪ねいただき、新しい教育・研究環境を

ご覧いただければと思います。

■大木健輔先生の着任のご挨拶
　平成27年4月1日付で技術職

員として着任致しました。現在、

電気電子工学科の光エレクトロ

ニクス教育研究分野に在籍して

おります。平成24年に京都工芸

繊維大学大学院を修了（博士（学

術））した後、筑波大学プラズ

マ研究センターで研究員として勤めておりました。

　これまではプラズマ理工学を専門にしており、高温

プラズマに関する物理学全般（主に電磁気学など）や

工学の研究を行って参りました。その中でも特に、電

気回路、真空装置やプログラミング技術などを用いて

の実験研究を精力的に行っておりました。これからは、

今までの経験を活かしつつ、本学における教育・研究

にできる限り貢献できるよう、努めていく所存です。

また、技術や知識の専門分野をより広げていけるよう

にして参りたいとも思っております。未だ至らない点

も多くあると思いますが、今後ともご指導ご鞭撻のほ

ど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

完成した新棟

電気電子工学科
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■工学系総合研究棟２（新棟）紹介
　電気電子工学科の新棟を写真にて紹介します。 　全フロア土足禁止にして，きれいに使っています。

写真１　学科会議室、広くてきれいになりました。

会議以外にも色々と催し物ができそうです。

写真４　ゼミ室、研究室がある各階にあります。

プロジェクタ完備で使い勝手が良くなりました。

写真２　学生実験室、すべての班が実験できます。

昔と比べて広く、安全が確保されました。

写真５　就職資料室、コピー室も兼ねています。

広くなって、資料が閲覧しやすくなりました。

写真３　計算機室、ＰＣが20台あります。

授業や学生実験のレポート作成に使います。

写真６　エレベータホール、エレベータは２機です。

１機に比べて、待ち時間が大幅に短縮されます。
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■	ナノサイエンス学科の紹介
学科長　石井　久夫

　毎年、同窓会会報の原稿を書くたびにナノサイエン
ス学科の歳がひとつずつ進むのを実感いたします。い
つまでもできたての若い学科だと思っているうちに、
ついに8年目を迎え、一人前の学科になってまいりまし
た。この3月には、4期生が無事に卒業し、4月には8期
生38名（留学生2名を含む）を迎えることができました。
例年の通り、入学式よりも前に新入生をガイダンス合
宿に連れて行きました。写真は、つくばの高エネルギー
加速器研究機構（KEK）の見学の様子で、シンクロト
ロン放射光実験施設の実験ホールを案内してもらって
いるところです。1年生では見学時に質問するのは難し
いのですが、今
年の新入生はと
ても積極的に質
問する学生が多
かったのが印象
的でした。来年
は、大学の学年
歴が大幅に変更
になるため、こ
の合宿を実施できるか危ぶまれていますが、なんとか
続けたいと考えております。教員の方は、いろいろと
動きがあり、一昨年度退職された上野信雄先生の後任
として、吉田弘幸教授が京都大学化学研究所から着任
されました。吉田先生は有機半導体の測定で独自の装
置を開発して活躍されている先生です。また、ナノサ
イエンス学科の坂本一之准教授が4月に教授に昇任いた
しました。これに合わせて、お手伝いいただいていた
小林範久教授は３月末で画像科学科に戻られました。
これらの先生方のご協力も得て引き続き研究・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あげます。

■新任教員の自己紹介	  吉田　弘幸　教授
　2015年4月1日付でナノサイエ
ンス学科に着任いたしました。
東京大学大学院で学位を取得し、
フランスで1年研究生活をした
後、京都大学化学研究所に助手・
助教として19年間勤務しました。
　千葉大学に勤めるのは初めて
ですが、なじみの先生方が多く、
学会、ワークショップ、共同研
究でも度々訪問してきたことから、以前から親しく感
じています。 京都を離れる際に、仲良くしていただい
た年輩の先生から、「これまで好き勝手に研究してきた
のだから、これからはみんなのために働きなさい」と
の餞（はなむけ）の言葉をいただきました。これまで
決して好き勝手をしていたつもりはありませんし、研
究も順風満帆ということは全くありませんでしたが、
他の研究者とは少し異なる経験をしてきたかもしれま
せん。このような経験を活かして、教育では、学生さ

んを懇切丁寧に指導しつつ、研究では、有機半導体の
空準位・負イオン状態・電子伝導というこれまで手を
付けられなかった大問題に全力で取り組み、この分野
をリードしていきたいと考えています。今後とも、ご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

■新任教員の自己紹介	  山田　豊和　准教授
　本年4月に准教授として着任い
たしました山田豊和と申します。
2010年4月よりテニュアトラッ
ク特任准教授としてナノサイエ
ンス学科の学生を指導してまい
りましたが、この度テニュアを
取得した次第です。千葉大学に
来て早5年。学生と共に装置開発
に明け暮れ、現在5台の超高真空
走査トンネル顕微鏡（STM）を立ち上げることができ
ました。これらのSTM装置を用いて、今後、1個の原子
や分子の形状を観るだけでなく、その電子スピン状態の
直接測定（STM電子分光）を精力的に行ってまいります。
磁場をかけながらSTM電子分光測定を行うため、超高
真空対応の超電導コイルの自作と取り付け作業を学生
とともに実施しています。1ナノメートルの世界で発現
する、新たな電子・磁気・量子特性をSTM電子分光に
より明らかにしていきます。測定対象は、1個の磁性原
子、1個の有機磁性分子、グラフェン分子、Fe/MgO系
など、多岐にわたります。今後とも、ご指導・ご鞭撻、
宜しくお願い申し上げます。

■中山泰生先生からのご挨拶
　平成26年度末付けで千葉大学
を退職し、東京理科大学理工学
部工業化学科へ講師として赴任
いたしました。ナノサイエンス
学科の在籍は平成25年4月から
の2年間だけですが、平成19年
度より先進科学センターの特任
教員として籍をおいており、千
葉大学には8年間お世話になりま
した。特に、石井久夫教授には研究室の立ち上げから
発展に携わる貴重な体験をさせて頂きました。また、
一昨年度退官された上野信雄特別教授に、研究室の「最
後の代」の一員として、滑り込みで御指導頂けたのは、
大変ラッキーなことでした。この他、折りにふれて多
くの方々からかけて頂いた御厚誼や激励に、この場を
お借りして感謝申し上げます。新任地では『有機材料
研究室』というグループを新たに立ち上げ、千葉大学
において進めてきた研究を継続・発展させていく所存
です。私が所属している野田キャンパスは、例の赤い
マスコットでいうとちょうど鼻に位置しており、目の
辺りにある西千葉とは文字通り「目と鼻の先」にあり
ます。ぜひ活発に交流させて頂ければと思います。今
後ともよろしくお願いいたします。

ナノサイエンス学科
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■共生応用化学科近況
　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、共生応用化学科を卒業された皆様、

如何お過ごしでしょうか。日頃より第V部会並びに同

窓会に対してご支援賜り心より感謝申し上げます。

　これまでに学科の名称が幾度となく改変し、2004

年に現在の共生応用化学科となって10年が経過しま

した。この名称も皆様の中で定着し、社会的にも認め

られるようになってきたと感じています。環境を保全

しつつ、また有効に活用しながら最先端化学を志向し、

人類の真の福祉に貢献するという学科の理念を掲げ、

高いレベルの教育と研究を継続して展開してきまし

た。物質工学科から共生応用化学科に改組したときは

教員数が43名でしたが、徐々に定員が削減され、現

在は33名となりました。また、年々運営交付金も削

減され厳しい状況が続いているのも事実です。このよ

うな状況下に於いても、全教員が世界に目を向けて頑

張っていることをどうぞご理解下さい。当学科の多く

の独創性の高い研究成果が学術誌に掲載されており、

また、多くの教員や学生が学会等から受賞されていま

す。例えば、2014年12月には山田泰弘助教が、「X線

光電子分光分析によるグラフェンの欠陥構造解析」に

関する業績が高く評価され、炭素材料学会で研究奨励

賞を受賞しました。また、2015年4月には、斎藤恭

一教授が、第27回中小企業優秀新技術・新製品賞の

優秀賞を受賞しました。この賞は、（公財）りそな中

小企業振興財団と日刊工業新聞社が主催し、経済産業

省中小企業庁が後援している賞です。「放射性汚染物

質の吸着除染材料の開発と製造」という技術につい

て、千葉大学が株式会社環境浄化研究所とともに『優

秀賞』を受賞し、さらに千葉大学は『産学官連携特別

賞』を受賞しました。この他にも、多くの学生が活発

に学会発表を行い、昨年の9月からの1年間で30件を

超える講演賞やポスター賞を受賞しています。共生応

用化学科が高いレベルの教育と研究を展開している証

拠でしょう。

　国立大学法人は、「国立大学改革プラン」によって、

第２期中期目標期間（平成22年度～ 27年度）の後半

3 ヶ年を、「改革加速期間」と位置づけて、「ミッショ

ンの再定義」等を踏まえた強み・特色の重点化、グロー

バル化、イノベーション創出、人材養成機能の強化を

視点とする「機能強化」の取組を進めています。千葉

大学でも、グローバル人材育成プログラムに採択され、

学生のグローバル教育に力を入れ、留学や英語教育の

機会が格段に増えたのはすばらしいことと考えていま

す。

　また、平成26年度には法経学部が改組して法政経

学部となりました。さらに、平成28年度には、国際

教養学部が新設され、文学部の改組も予定されていま

す。工学部や大学院工学研究科を含む理系の学部も例

外ではありません。第3期中期目標期間（平成28年度

～ 33年度）においては、各国立大学の強み・特色を

最大限に生かし、自ら改善・発展する仕組みを構築す

ることにより、持続的な「競争力」を持ち、高い付加

価値を生み出す国立大学への転換を推進していく必要

があり、28年度からの新たな目標と成果に向けての

改革を求められています。ここでは、年度ごとに進捗

状況が評価され、優れた取組については、重点支援に

反映され、運営費交付金の配分に一定の加算が行われ

ることになります。工学部・工学研究科においても理

学部・理学研究科や融合科学研究科を包括した理工系

の改組が進んでおり、入試制度や大学院教育に大きな

変化がありそうです。

　どのような変革の波が押し寄せようとも共生応用化

学の盤石な地盤は揺るぎ無いように思いますが、 これ

まで以上に皆様の温かいご支援とご協力が不可欠に

なってくると感じておりますので、皆様の母校を暖か

く見守り下さいますよう心よりお願い申し上げます。

 （学科長　坂本　昌巳）

共生応用化学科

■北村彰英先生の御退職記念事業
　北村彰英先生は、平成27年3月末をもって定年退職

されました。先生は、東北大学理学部化学科を卒業さ

れ、筑波大学大学院化学研究科化学専攻（理博）を修

了された後、昭和56年1月から千葉大学教養部講師に

採用され、昭和59年1月に助教授に、平成6年2月に
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■学生の受賞（平成26年8月以降）（敬称略）
　⑴講演発表での受賞　川口満梨奈：第51回アイソトープ・放射線研究発表会 若手優秀講演賞／北川陽一：

第66回日本生物工学会大会 セルプロセッシング計測評価部会優秀学生発表賞／山内光陽：IUMRS-ICA 2014, 

Award for Encouragement of Research in IUMRS -ICA2014 ／山内光陽：日本化学会第95春季年会（2015） 学

生講演賞／ Karla	Marlene	MENA	AGUILAR：Water and Environment Technology Conference （WET 2015） 

WET Excellent Presentation Award ／伊藤央徳：第59回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会 第13

回ベストプレゼンテーション賞

は教授に昇任されました。平成6年4月には学部改組

により教養部から工学部に配置換えになり、平成18

年4月には普遍教育センターに、また平成20年4月よ

り大学院工学研究科に配置換えになり、退職まで教授

職を務められました。

　この間、平成14年4月より2年間、千葉大学評議員を、

平成18年4月より3年間、普遍教育センター長（この間、

最初の2年間評議員も兼任されました）を、平成20年

4月より3年間、教育担当の理事・副学長ならびに経

営協議会委員の重責を務められ、平成23年4月より退

職まで工学研究科長・工学部長を務められました。ま

た、平成25年より1年間、経営協議会委員を再度務め

られました。

　先生は千葉大学へ奉職されてから33年間、一貫し

て有機光化学の分野で研究を行い、学生および後進の

指導教育に尽力されました。また最近では、フーリエ

変換赤外線吸収スペクトル法を用いた非侵襲的血液分

析法を研究され、その成果は国際特許となり、広く関

心を集め、平成19年4月には「ちばぎんひまわり賞」

を受賞されました。

　退職祝賀会は3月21日に三井ガーデンホテル千葉に

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「古

きよき時代～北村彰英の履歴を20分でまとめると～」

と題してお話し頂きました。ご趣味の愛車遍歴などに

もふれられ、先生の意外な一面を垣間見ることもでき

ました。ご夫妻で旅行がお好きということで、旅行券

を記念品として差し上げました。

　現在は千葉市産業振興財団理事としてご活躍です

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。

 （唐津　孝･矢貝　史樹　記）
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■	共生応用化学科・専攻就職状況報告
　平成26年度の学部卒業生の進路は、進学 （84人）、就

職 （18人）、その他 （2人）でした。就職の分野別では、

公務員 （1人）、情報 （6人）、機械（2人）、人材派遣（2）、

化学、医薬、材料、エネルギー、商社、測量、印刷が

各１人でした。進学者のうち、94％が本学に進学して

おり、平成25年度の93％と殆ど変わりませんが、10年

前の平成16年度では80％が本学進学でしたから、他大

学進学者が減り、本学への進学者が大幅に増えました。

進 学 率 を 男 女 別 で 比 較 す る と 平 成16年 度 で は、 男

（77％）、女（68％）で、平成26年度では、男（86.6％）、

女（66.7％）となり、女子の進学率はほぼ横ばいなの

に対して、男子の進学率が上昇したことになります。

10年前に就職担当であった当時、男女差は縮まると予

測した記事を書きましたが、大きく外れました。

　一方、修士修了生の進路は、進学 （3人）、就職 （71人）、

その他 （5人）でした。就職先は、化学 （29人）、電気 （7

人）、材料 （7人）、自動車（5人）、建築（5人）、鉄鋼（3

人）、印刷（3人）、エネルギー（2人）、食品 （1人）、そ

の他製造業 （4人）、財団法人 （2人）、サービス、公務員

が各１人でした。就職率は、97.3%で、昨年の94％よ

りも増えています。また、平成16年度と比較して気づ

いたことがあります。それは、電気業界への就職が大

幅に減少し（15人から7人）、逆に自動車業界ではゼロ

から5人へと著しく増加したことです。これは、電機業

界の不況と自動車業界ではガソリン車から燃料電池車

への移行に伴う化学技術者需要増を反映していると思

われます。

　博士後期課程には、4人の修了者がおり、そのうち2

人は社会人博士で、残り1人は民間企業に就職し、もう

1人はポストドクターとしてアカデミックポジションを

目指して研究生活を送っています。

　さて、私の担当した平成27年度の就職状況は、昨年

度と大きく変わりました。安倍晋三首相の要請により、

2016年３月卒の大学生から、就職活動の解禁時期が12

月から３月へ繰り下げられ、経団連に加盟する大手企

業の面接が、去年より４か月遅くなり、８月１日に解

禁されました。この変化に対して、各社のリクルート

担当者は、どのような採用計画を立てるか手探り状況

でした。まず、就職説明会解禁前に学生とコンタクト

するために行われたことは、（１）OBによるセミナー、

（２）インターンシップなどがありました。本学科では、

（１）を出来るだけ開催して学生に情報を与えることに

しました。３月の解禁後からは、各社リクルート担当

者の訪問を多く受けました。ここで、気づいたことは、

殆どの会社が採用計画をまだ決めていないことでした。

そこで、当学科の希望を出来るだけ多くの会社に伝え

ました。つまり、学生にとって、８月は９月からの学

会発表に向けて、実験を精力的に行う時期であり、８

月前、あるいは遅くとも、８月初旬には内定を頂きた

いという希望を伝えました。その結果、就職内定に２

つのピークが出るという現象が見られたのです。６月

と８月初旬です。今回の就職の短期化を図った繰下げ

は、当学科のような実験系には、不利に作用すると思

われます。卒論・修論のための実験期間を確保したう

えで、就職活動ができるような制度に戻して頂きたい

と念じております。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。 

（島津　省吾　記）

　⑵ポスター発表での受賞　中嶋菜月：新学術領域研究「超高速バイオアセンブラ」第3回若手シンポジウム 

優秀ポスター発表賞／中嶋菜月：化学とマイクロ・ナノシステム学会第29回研究会 優秀ポスター賞／矢嶋祐也：

化学工学会第79年会 学生賞（銅賞） ／島田光基：化学工学会新潟大会 学生賞（銅賞）／瀬古	航：化学工学会

新潟大会 学生賞（特別賞）／南日優里：第63回高分子討論会 優秀ポスター賞／南日優里、野々下奬、佐川　弥、

池ヶ谷誠斗、山内光陽、山田裕樹、千葉陽介、西澤佑実子：第4回CSJ化学フェスタ2014優秀ポスター発表賞

／枝野寛弘、高橋佳苗：ICIE2014, Winner of the Poster Presentation ／瀬古	 航：2014 International 

Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science, Best Paper Award ／山腰健太：化学とマイクロ・

ナノシステム学会 第30回研究会 優秀ポスター賞／田邉剛大：第41回炭素材料学会年会 ポスター賞／河合美

紀、藤本彩花：第3回酸化グラフェンシンポジウム 最優秀ポスター賞／梶	優輝、白附	洸：モレキュラー・キ

ラリティー 2015 ポスター賞／片桐瑞基：分離技術会年会2015 学生賞／矢嶋祐也：第22回HAB研究機構学術

年会 最優秀ポスター賞／矢嶋祐也：化学工学会第80年会 学生賞（銀賞）／山田朝海：第13回日本セラミック

ス協会関東支部研究発表会 ポスター賞

　⑶論文での受賞　後藤駿一：The 23rd International Conference on Nuclear Engineering, 日本およびアジア

での論文賞 

（斎藤　恭一　集計）
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■	画像科学科の近況
学科長　久下謙一

【学科近況】
　現在、文科省の「国立大学改革プラン」に沿った大学
の機能強化に基づく、次の改組が計画されています。平
成28年度の政府予算の概算要求の段階です。工学部・工
学研究科と、理学部・理学研究科を含めた大きな改組に
なります。現在の学部は工学部、大学院は融合科学研究
科という体制から大きく変わり、教育組織は融合理工学
府になり、それと連動して工学部も1学部1学科体制（総
合工学科、入試はおおくくり入試）へと、大きく変わる
予定です。
　昨年の概算要求で画像マテリアルコースが関係する分
子キラリティ研究センターの設置が認められ、平成27年
度より発足しました。初代センター長には尾松孝茂教授
が就任しました。

【学科教職員の動向】
　今年３月には、初代融合科学研究科長を務められた小
林裕幸先生と、立田光廣先生のお二人が共に定年退職さ
れました。定員削減のため、昨年の小関先生と同じくこ
れらの先生方の代替わりの予定が無く、現在の教職員だ
けで抜けられた穴を埋めるという、多忙な状態がまだし
ばらく続きそうです。教授ポストに空きができたことか
ら、国際交流に活躍されている髙原茂先生が准教授から
教授に、新進気鋭の中村一希先生が助教から准教授に昇
進されました。

【画像科学科の取り組み】
　グローバル教育の拡充の中で、今年もグローバル人材
育成事業として、「画像科学に関するアジア学生ワーク
ショップ2015」が、引き続きアジアを中心とした海外の
大学との間で進められています。今年はこれまでのタイ
のチェラロンコン大学、キングモンクット大学トンブリ
工科大学、マレーシアのマラヤ大学に加え、タイのラジャ
マンガラ工科大学タンヤブリ校が加わりました。学生を
中心とする相互交流が、髙原教授をチーフに学科一丸と
なって盛んに行われています。
　これに合わせて留学生の受け入れ施設の整備が進んで
います。昨年退職された小関先生の研究室の後に、これ
まで研究室が手狭であった尾松・宮本研究室が移動し、
その空いた後を留学生控え室として整備しています。イ
スラム教徒のためのお祈りの場を設けるなど、文化の違
いにも配慮したものとなっています。
　基礎を重視したカリキュラムの改革が年次進行で完成
年度になりました。学生の能力向上の期待が高まってい
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
学科長　須鎗弘樹

【学科近況】
　2008年度からスタートした情報画像学科も今年度で８
年目を迎えました。同窓の皆様におかれましては、日頃
より、多大なるご支援とご高配を賜りまして、厚くお礼
申し上げます。
　教員について、今年４月に、藤原祐一郎助教が新たに
着任されました。藤原助教はカリフォルニア工科大学の
客員研究員など海外で活躍されていた新進気鋭の若手研
究者で、符号理論、量子情報、組合せ論などの情報数理
の分野が専門です。本学科の教育と研究に、多大なご貢
献が期待されています。
　学生について、今年春に行われました学部入試では、
昨年度に比べて、工学部全体では志願者数が減少してい
るものの、本学科は増加しており、期待の大きさが数字
に表れています。この傾向は、今年５月と７月に実施さ
れた学部３年次編入試験でも変わらず、学部全体では若
干減少でしたが、本学科は大幅に増加しています。一方、
就職状況でも、本学科の好調な傾向は変わりません。こ
れは、本学科の学術分野への社会のニーズが年々高まっ
ていることの表れであると感じています。しかし、来春
卒業・修了予定の学生から、就職活動スケジュールが大
幅に繰り下げられたことにより、学生の進路決定や研究
に大きな影響を与えています。今まで大学を取り巻く数々
の社会的変化を経験してきた教職員で、学生の就職に柔
軟に対応していきたいと考えております。
　組織としての体制も、報道などで報じられているよう
に、国立大学の変革に伴い、改組の準備が進んでいます。
まずは、大学院の融合科学研究科の改組が進み、それに
合わせて、工学部の改組が進み、全体として、社会のニー
ズに今まで以上に柔軟に応じることができるようになり
ます。決まり次第、工学部あるいは大学院のホームペー
ジなどで掲載されると思いますので、ご期待ください。
　また、本年の大学祭期間中の10月30日（金）午後に、
新築の工学系総合研究棟２の２階で、第６回情報画像産
学技術交流会を画像科学科とともに開催します。学科の
教育研究内容を広く社会に公開すると同時に産業界から
の社会的要望などに関する意見交換を行う場を設け、産
学の交流を図りたいと考えています。
　さらに、来年2016年10月15日（土）に、西千葉キャ
ンパスで、千葉大学工学部画像系学科創設百周年記念式
典と祝賀会を開く予定です。詳細は、URL：http://gazo-
chiba-u.jp/をご覧の上、是非ご参加を検討していただけれ
ばと思います。
　本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、ご覧いただければ
幸いです。（URL：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　藤原祐一郎　助教

　平成27年４月１日付で融合

科学研究科情報科学専攻知能情

報コース助教に着任いたしまし

た。同日より、工学部情報画像

学科を兼務しております。平成

17年3月に慶應義塾大学大学院

理工学研究科博士前期課程を、

また平成19年9月に名古屋大学大学院情報科学研究科

後期博士課程を修了した後、日本学術振興会特別研究

員として筑波大学大学院システム情報工学研究科にて

研究に従事しました。以後、平成21年8月よりミシガ

ン工科大学数理科学科（Department of Mathematical 

Sciences，Michigan Technological University）、平成

24年9月よりカリフォルニア工科大学物理・数学・天

文学研究科（Division of Physics, Mathematics and 

Astronomy, California Institute of Technology）にて

客員研究員を歴任いたしました。慶應義塾大学での学

生時代は離散数学を学び、以後名古屋大学と筑波大学

ではその計算機科学及び情報工学への応用を研究して

おりました。渡米後は量子物理にも興味が湧き始め、

中でも離散数学と計算機科学に関連が深い、量子情報

理論の研究を始めました。現在は離散数学、計算機科

学、情報工学、そして量子物理のそれぞれを有機的に

つなげる学際的研究を進めると共に、自らの知の地平

線を広げるべく、色々な分野を興味にまかせて探訪し

ています。未熟者でございますが、何卒ご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願いいたします。

■	創設100周年、
	 2016年10月に式典を行う画像系学科
　Ⅵ部会（写真系）、Ⅶ（印刷系）を中心とした画像

系学科は、千葉大学工学部の前身である東京高等工芸

学校の前から存在し、周年事業を行おうとするとき、

どの部分を最初に持ってくるか意見が分かれるところ

があります。千葉大学工学部画像工学同窓会では、

「1915 年（大正 4 年）に、当時の東京美術学校に写

真学科、製版学科が創設され、1926 年（大正 15 年）

に東京美術学校の写真科が、工学部の前身の東京高等

工芸学校の印刷工芸科に移管された」ことにより、

1915 年を画像系学科設立の年とし、2015 年が設立

100 周年としました。

　本件を現在の情報画像学科と画像科学科に提案し了

承が得られ、また、徳久剛史学長、関実工学部長の賛

同も得られ、101 年目になってはしまうのですが、

2016 年 10 月 15 日（土）に西千葉キャンパスのけ

やき会館にて、記念式典などを行うことになりました。

　主催は画像系学科になりますが、千葉大学工学部画

像工学同窓会が運営をバックアップする形で、次のよ

うな企画（予定）が進んでいます。

（1）創設百周年記念式典と祝賀会の開催

　前述のように、2016 年 10 月 15 日（土）に西千

葉キャンパスのけやき会館とフードコートにて、実施

いたします。

（2）記念誌『千葉大学工学部画像百周年記念　未来

への画像』（仮称）の発行

（3）画像技術の粋を集めた『千葉大学工学部画像百

周年　記念画像集』（仮称）の発行

（4）イメージング教育ラボ（仮称）

　印刷実験工場をリニューアルし、工場の一部を未来

の画像のあり方を思考する画像系学科独自の展示　と

し、整備・管理をしていきます。

（5）画像系学科画像教育事業の支援

　千葉大学として価値あり続ける未来への画像教育・

研究のための寄付および人的支援を同窓会として検

討・実施していきます。

　100 周年事業の Web サイトが、千葉大学工学部画

像百周年会として、http://gazo-chiba-u.jp/ にありま

す。

　画像系学科の卒業生でない方でも、一度、Web サ

イトを覗いてみていただけるとうれしいです。

　画像系学科の卒業生の方は、ぜひ、ご登録フォーム

http://gazo-chiba-u.jp/entry_form/ より、登録をお願

いいたします。

中村 幹（なかむら・かん）

1990 年画像応用工学科卒、千葉大学画像工学同窓会 

幹事、株式会社印刷学会出版部 代表



21

■	小林裕幸教授最終講義

　画像科学科教授の小林裕幸先生が2015年3月に定

年退職されました。最終講義は、３月２日（月）に

「写真って何だろう」と題して、本学けやき会館大

ホールで開催されました。当日は、OB、OGをはじ

め、学内外関係者あわせて200名もの方々からご出席

頂きました。

　小林先生は、1972年に千葉大学工学部を卒業後、

同大院工学研究科、Erlangen大学大学院（ドイツ）を

それぞれ修了され、1980年に千葉大学に着任されま

した。以来35年間に渡り、本学において、教育・研

究に大きく貢献されました。特に、2007年から4年

間は、融合科学研究科の初代研究科長として、研究科

の運営と発展にご尽力頂きました。

　最終講義では、先生と写真との長い歴史と深い繋が

りについて、これまでの化学分野でのご研究やメディ

ア論、芸術論を交えながら、とてもわかりやすくお話

しくださいました。あっという間の一時間で、その後

開かれた懇親会にも会場に入りきれないほど多くの

方々に参加頂き、先生のご退職を惜しむ声でいっぱい

となりました。

　小林先生は、千葉大学名誉教授の称号を授与されま

した。現在は、これまでのご経験を活かし、本学でシ

ニアアドバイザーとしてハラスメントの防止対策にご

協力頂くとともに、放送大学で客員教授を務め、教鞭

を執っておられます。また、日本写真学会では2012

年より会長としてもご活躍されています。

　先生の今後の益々のご活躍とご健勝をお祈りいたし

ます。 （今泉祥子）

■	立田光廣教授最終講義
　立田光廣教授の最終講義「研究生活を振り返って」

が、平成26年3月6日、工学系総合研究棟2・コンファ

レンスルームにおいて行われた。聴講者は50名であっ

た。大学院時代から千葉大学融合科学研究科画像マテ

リアルコースに至る長い研究人生を振り返りながら、

光との関わり、特に、光ファイバーに関わる数多くの

研究成果を紹介された。ファイバー性能評価に従事し

て いた立田教授の研究に酷似するものが他の研究機

関から同時期に発表された事例など、光通信の黎明期

の研究開発競争の厳しさを感じられる講演が印象に残

る。発表論文134、取得特許70を数え、立田教授は

平成20年電子情報通信学会フェロー表彰を受けられ

た。

　また、懇親会では、指導された卒業学生から立田教

授の熱心な教育指導や人柄に関する楽しいエピソード

も紹介された。

　19年の長きにわたる千葉大学での研究教育活動に

感謝の意を表するとともに、今後ますます充実された

人生を享受されることを心より祈念する。本当にご苦

労様でした。 （尾松孝茂）



22

■	東京オリンピックの翌年は母校創立100年
　千葉大学工学部は、大正10年12月東京芝浦に東京高等工芸学校として設立されました。
　戦時下の昭和19年4月に、東京工業専門学校と改称、昭和20年5月の戦災による校舎焼失のため、昭和20年10
月に千葉県松戸市に移転しました。昭和24年5月、学制改革により千葉大学工芸学部として発足し、26年4月に工
学部と改組され、39年7月に現在の西千葉キャンパスに松戸から移転し、今日に至っております。平成33年（2021
年）には、100周年を迎えることになります。
　東京高等工芸学校をご卒業になった方々は、近代日本の発展に多大なる貢献をしてくださいました。例えば伊藤
憲治（工芸図案科）、やなせたかし（工芸図案科）、小林安正（木材工芸科）、塩崎　進（精密機械科）、岩淵喜一（写
真科）、吉岡専造（写真科）の諸氏です。 
　東京高等工芸学校をご卒業された方々によって作られた会が、「東高芸の会」です。
　東高芸の会では、長年にわたって会誌を発行し、最近まで懇親会の開催などいろいろな 活動を活発に行ってき
ましたが、今や会員のほとんどがアラベイ（around Beiju-米寿）か90代で、高齢のため会の活動は停止状態です。
　「東京高等工芸学校」の校名や、「三田の慶応」に迫った「田町の高芸」という呼び名を知る人も、ごく少数にな
りました。
　工学同窓会の皆様、田町の高芸校舎跡（現在、東京工大附属科学技術高校の所在地）に 建立された記念碑があ
りますので、田町・芝浦界隈にお出かけの際には、ぜひ記念碑を見て、千葉大学工学部の歩みに思いをはせていた
だければ、と思います。
 江越壽雄

高等工芸（田町）正門 （松戸）正門 現在の工学部（西千葉）

■	第６回松芸展の紹介
　「松芸展」は今年も、第６回展が２月に西新宿エ
ステック情報ビル２階のクリスタルスポットで開
催されました。同窓の皆さんの交流の場でもあり
ますので次回も是非お立ち寄りください。「高潮展」

「凡展」と併せてご愛顧お願いいたします。
　出展者は顧問の森崇先生（1947年卒）、代表の安
生満（1954年卒）をはじめとして16名です。作品
は油彩、水彩、水墨日本画、版画など平面作品を展
示しています。「松芸展」の由来は東京高等工芸の

「芸」と戦後移転した松戸の「松」からとった名称
です。「松芸展」には松戸での卒業生に限らず西千
葉で卒業した方も建築学科同窓生なら、何方でも
参加できます。第７回「松芸展」は同じ西新宿で、
2016年２月20日から26日に開催いたします。参加
ご希望の方は下記事務局までご連絡ください。

第6回 松芸展  2015年 2月14日  於 西新宿クリスタルスポット

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

ありがとうございました
昨年度の会報で第０号～４号迄の会報の寄贈のお願

いを致しましたところ、廣橋名誉教授よりご寄贈頂

きました。

これにより会報第０号～41号迄すべて揃いました。

ありがとうございました。
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■	凡展
　「第26回凡展」をさる平成27年9月27日

（日）から10月3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

開催いたした。

　凡展も今年度で第26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。また、前回の25回は節目でもあり、「凡展　第25回記念誌」の発行も行いました。

　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

願い致します。

　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。

第26回　凡展　平成27年9月27日　　於：東京交通会館

■第42回　高潮展ご報告
　今回で42回を迎えた高潮展は、3月10日

～15日にかけて目黒区立美術館/区民ギャ

ラリーで開催され、盛況の裡に終了する事

ができました。ご来場者をはじめご協力い

ただきました皆様に、この場をお借りして

御礼申上げます。高潮展の歴史と共に出品

を続けて居られるベテランの作品に加えて、

今回から新しく参加された皆さんのバラエ

ティに富んだ作品群が、会場を彩り新鮮さ

を加えました。会場の一画に設けられた小

品コーナーは、昨年を上回る数の作品が展

示され、親しみある楽しいスペースとなり

ました。第41回展終了後に行った出品者対象のアンケートでは、多くの建設的なご意見をいただき、今展の運営

に反映させて頂きました。今後も楽しく内容のある展覧会を目指して参ります。次回第43回展へ、皆様のご参加

をお待ち致します。

　＊第43回高潮展開催予告	／ 来年の第43回高潮展の会場と会期は、以下のとおりです。

　　会場：O美術館（ＪＲ大崎駅隣接）
　　会期：2016年2月26日（金）〜3月2日（水）
　　 10月中旬/募集要項発送を予定しております。併

せて工学同窓会／高潮展サイトにも掲載いたしま

す。ご確認いただき、奮ってご参加ください。

第42回高潮展　於	目黒美術館区民ギャラリー　2015-3-15

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

高潮展代表：下田　常三（意匠2回、S29卒）
同　事務局：宮智英之助（意匠8回、S35卒）
 〒362-0075　上尾市柏座3-2-6-1106
 Tel / Fax：048-770-6929
 Mail Address：pathos@ff.em-net.jp
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　平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業

報告をいたします。

１．工学同窓会会報の編集・発行
　第41号（30ページ、約25,000部）を11月中旬に発

行、会員の皆さまに発送しました。

２．平成25年度総会・懇親会報告
　平成26年5月30日（金）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。例年とほぼ同数の111名の方々にご参加をいただ

きました。塩田孝夫会長のもと、平成26年度事業報

告、収支決算報告、会計監査報告、平成27年度事業

計画、予算などが承認されました。引き続き懇親会が

開催され、北村彰英名誉会長（工学部長）からご挨拶、

前野一夫先生（木更津高専校長）の乾杯の辞をいただ

きました。これまでに同窓会として学生支援を行って

きた団体の中で、特に顕著な成果を上げている学生団

体に活動奨励賞として記念の盾を贈呈し表彰いたしま

した。授与式後に受賞したフォーミュラ、ロボコン、

iGEMの3団体の代表による活動成果報告がなされ大

いに盛り上がり、終始和やかな雰囲気の交流の場とな

りました。

３．学生活動への支援
　フォーミュラ、ロボコン、ソーラーデカスロン、東

京デザイナーズウィーク、都市環展、CUAD、建築学

科卒業設計展への支援を行いました。

４．卒業生・新入生への記念品の贈呈
　男性卒業生623名にネクタイピン、女性卒業生137

名にリングを贈呈しました。また新入生には入学記念

品（多色ペン）を贈呈しました。

以上

■収入の部	 　（単位：円）

  費 　目 予　算① 決　算② ①－②

前年度繰越金 1,170,726 1,170,726 0

入会金 7,140,000 7,160,000 △20,000

会費 2,300,000 2,177,000 123,000

寄付金 2,500,000 2,547,130 △47,130

総会参加費 120,000 84,000 36,000

利息・雑収入 1,000 26 974

合　計 13,231,726 13,138,882 92,844

■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 3,974,856 225,144

入学・卒業記念品 1,000,000 961,152 38,848

総会経費 1,000,000 905,064 94,936

名簿管理費 210,000 210,000 0

ＨＰ費 52,000 51,840 160

部会・支部活動補助費 800,000 761,000 39,000

工学部賛助金 700,000 699,994 6

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 500,000 465,000 35,000

会議費 120,000 90,007 29,993

渉外費 150,000 148,200 1,800

学内懇親会費 170,000 173,800 △3,800

慶弔費 50,000 0 50,000

郵送通信費 400,000 376,397 23,603

交通費 70,000 68,620 1,380

運営費 100,000 73,105 26,895

事務員費 1,200,000 1,185,000 15,000

消耗品費 50,000 17,984 32,016

データ管理費 60,000 54,600 5,400

事務室備品費 0 0 0

雑費 50,000 39,160 10,840

特別会計繰入金 0 1,001,000 △1,001,000

予備費 1,199,726 0 1,199,726

繰越金 0 732,103 △732,103

合　計 13,231,726 13,138,882 92,844

平成26年度工学同窓会事業報告

平成26年度
千葉大学工学同窓会  決算



25

（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26年度（平成26年４月１日〜平成27年３月31日）寄付者一覧

■　29口　■
寺沼　　功 （Ⅳ）
岡田歩久登 （電機）

■　20口　■
山田　雅敏 （Ⅱ）
寺川　隆成 （Ⅳ）
外山　保広 （Ⅳ）

■　19口　■
塩田　孝夫 （Ⅴ）

■　11口　■
水谷　惟恭 （Ⅴ）

■　10口　■
内藤　亮一 （Ⅱ）
小泉　勝也 （Ⅱ）
桑田　　昭 （Ⅱ）
深津　秀夫 （Ⅱ）
白石　輝光 （Ⅱ）
大角　　忠 （Ⅲ）
坂戸　和朗 （Ⅲ）
小野原　勉 （Ⅲ）
橋本　一雄 （Ⅲ）
松谷　正明 （Ⅲ）
山下　和郎  （Ⅳ）
末木　隆夫  （Ⅳ）
柏村　博之  （Ⅳ）
伊藤　一郎 （Ⅴ）
吉田　俊夫 （Ⅴ）
乗越　厚生 （Ⅴ）
中里　雄一 （Ⅴ）
田中　秀典 （Ⅴ）
桂　　義郎 （Ⅴ）
白 バ ラ 会 （Ⅴ）
中島　允子 （Ⅵ）
永谷　宗次 （Ⅶ）
小川　圭一 （Ⅶ）
伊東　克弘 （Ⅷ）
榊　　　陽 （職員）

■　9口　■
中澤　文隆 （Ⅰ）
豊田　喜夫 （Ⅰ）
宮田　昭男 （Ⅰ）
森　　　崇 （Ⅱ）
蕪木　　脩 （Ⅱ）
友水　宏之 （Ⅱ）
中村喜久雄 （Ⅱ）
中野　喜直 （Ⅱ）
秋元　和之 （Ⅱ）
笠原　直哉 （Ⅱ）
松本　啓二 （Ⅱ）
増田　康雄 （Ⅲ）
下山　　高 （Ⅲ）
市野　正雄 （Ⅲ）
市橋　繁之 （Ⅲ）
三浦　邦夫 （Ⅲ）
芳野　俊二 （Ⅲ）
松山　哲也 （Ⅲ）
薄葉　　洋 （Ⅲ）
茂出木敏雄  （Ⅳ）
菊地　大介  （Ⅳ）
南木　　昂 （Ⅴ）
川嶋　一夫 （Ⅴ）
功刀　正博 （Ⅴ）
大多和保彦 （Ⅴ）
高橋　利明 （Ⅴ）
堺　　泰人 （Ⅶ）
湯本　好英 （Ⅶ）
田代　洋平 （物工）

■　8口　■
桜井　吾郎 （Ⅲ）
緒方　一裕 （Ⅲ）
柳田　利幸 （Ⅴ）

■　7口　■
田中　昌幸 （Ⅴ）
清水　博之 （Ⅴ）

■　6口　■
室伏　　毅 （Ⅱ）
田中　敏光 （Ⅳ）
成毛喜一郎 （Ⅳ）
宇田川　泰 （情報）

■　5口　■
戸祭　正和 （Ⅰ）
大沢　隆男 （Ⅰ）
富田　　純 （Ⅱ）
柳澤　朋夫 （Ⅱ）
高野　　博 （Ⅱ）
菅野　良司 （Ⅱ）
古我　大作 （Ⅱ）
飯田　益三 （Ⅲ）
石川　義雄 （Ⅲ）
笹川　俊勝 （Ⅲ）
藤代　　裕 （Ⅲ）
奥田　直英  （Ⅳ）
池和田　暁  （Ⅳ）
中富　　仁  （Ⅳ）
沢村　敬一 （Ⅴ）
高橋　建司 （Ⅴ）
馬養　友之 （Ⅴ）
酒井　　功 （Ⅴ）
阿久津文彦 （Ⅴ）
福山賛次郎 （Ⅴ）
石津　恒雄 （Ⅴ）
西嶋　孝之 （Ⅴ）
日高　芳典 （Ⅵ）
山本　芳正 （Ⅵ）
解良　　聡 （Ⅸ）
武田　圭二 （電機）
青柳　象平 （職員）
タカヤマシゲアキ

■　4口　■
浜本　克哉 （Ⅰ）
大津　　豊 （Ⅰ）
黒川　敏雄 （Ⅰ）
今井　啓天 （Ⅰ）
浅野　英昭 （Ⅰ）
宮崎　　清 （Ⅰ）
中野清一郎 （Ⅱ）
椎名　國雄 （Ⅱ）
吉原　貞一 （Ⅱ）
井之川英正 （Ⅱ）
畔上　　豊 （Ⅱ）
賀井伸一郎 （Ⅱ）
若松　　永 （Ⅱ）
𠮷田　　究 （Ⅱ）
森　　勝一 （Ⅱ）
彦坂　誠次 （Ⅱ）
石母田　達 （Ⅲ）
橋本　克巳 （Ⅲ）
永野　俊男 （Ⅲ）
林　　忠雄 （Ⅲ）
長谷川繁治 （Ⅲ）
半田　千秋 （Ⅲ）
福田　忠夫 （Ⅲ）
五十嵐　実 （Ⅲ）
前地　秋雄 （Ⅲ）
岩井　隆夫 （Ⅲ）

小久保重暢 （Ⅲ）
英　　聖一 （Ⅲ）
梶山　隆市 （Ⅲ）
横井　　学 （Ⅲ）
清水　政志 （Ⅲ）
柳澤　　章 （Ⅲ）
山崎　政雄 （Ⅲ）
遠山　雅夫  （Ⅳ）
新垣　　晃  （Ⅳ）
近岡　　宏  （Ⅳ）
上羽　譲一  （Ⅳ）
飯塚　　清  （Ⅳ）
飯塚　矩規  （Ⅳ）
大岡　隆雄  （Ⅳ）
後藤　良男  （Ⅳ）
篠﨑　國雄  （Ⅳ）
平塚今朝人  （Ⅳ）
金澤　伸春  （Ⅳ）
布施　武志  （Ⅳ）
清水洋太郎  （Ⅳ）
兼八　　薫  （Ⅳ）
中野　和則  （Ⅳ）
春田　　修  （Ⅳ）
小川　忠良 （Ⅴ）
森元　忠夫 （Ⅴ）
谷山　暁彦 （Ⅴ）
霜崎　徳雄 （Ⅴ）
森　　　元 （Ⅴ）
関口　洋一 （Ⅴ）
加藤　祐一 （Ⅴ）
飛田　　俊 （Ⅴ）
掛川　一幸 （Ⅴ）
稲見　一郎 （Ⅴ）
大谷　博之 （Ⅴ）
河辻　輝之 （Ⅴ）
江越　壽雄 （Ⅵ）
勝田　禎治 （Ⅵ）
土屋　元彦 （Ⅵ）
入山　　隆 （Ⅵ）
宮田　弘幸 （Ⅵ）
鈴木　英夫 （Ⅵ）
井下　　広 （Ⅶ）
岩田　克彦 （Ⅶ）
正田　　章 （Ⅶ）
古屋幸一郎 （Ⅶ）
鈴木　重敏 （Ⅶ）
村田　佑人 （院全）
渡邉　直人 （電機）
片岡淳之介 （電機）
上野　義雪 （職員）
辻内　順平 （職員）
小門　　宏 （職員）

■　3口　■
三橋　慎一 （Ⅰ）
竹原あき子 （Ⅰ）
森　　美恵 （Ⅰ）
西澤　　裕 （Ⅰ）
庄司　　環 （Ⅰ）
小幡　和夫 （Ⅱ）
岩堀　道男 （Ⅱ）
松本　靖司 （Ⅱ）
山田　憲司 （Ⅱ）
石橋　文男 （Ⅱ）
竹田　知平 （Ⅱ）
関根　誠司 （Ⅱ）
榎本　良治 （Ⅲ）
石田　昌彦 （Ⅲ）
田口　芳美 （Ⅲ）
斎藤　晴朗 （Ⅲ）
横田　　稔 （Ⅲ）
小松　信行 （Ⅲ）

梶川　　清 （Ⅲ）
小川　秀司 （Ⅲ）
相馬　一夫 （Ⅲ）
野老　秀光 （Ⅲ）
斎藤　茂樹 （Ⅲ）
菊池　健二 （Ⅲ）
坂本　和也 （Ⅲ）
廣瀬　喜明 （Ⅲ）
阿波野康彦 （Ⅲ）
佐藤　龍夫  （Ⅳ）
椿　　桂三  （Ⅳ）
沓掛　正一  （Ⅳ）
大滝　正道  （Ⅳ）
鈴木　信二  （Ⅳ）
三國　宏一  （Ⅳ）
比田井　裕  （Ⅳ）
永地　康人  （Ⅳ）
永井　良一  （Ⅳ）
反保　一雄 （Ⅴ）
稲木　秀次 （Ⅴ）
萩原　勇一 （Ⅴ）
楠瀬　暢彦 （Ⅴ）
鈴木　　淳 （Ⅴ）
松尾　廣一 （Ⅴ）
地曳　広志 （Ⅴ）
平賀　祐二 （Ⅵ）
渡辺　　信 （Ⅵ）
渋谷　岳人 （Ⅵ/Ⅶ）
土方　英彦 （Ⅶ）
芝木　儀夫 （Ⅶ）
小野　正和 （Ⅶ）
有原康太郎 （Ⅹ）
中川さゆり （Ⅹ）
赤木　卓也 （院全）
山岡　輝正 （院全）
土屋　和芳 （物工）
細野　亮平 （電機）
上谷田真幸 （電機）
高木　正紀 （意建）
室木　　巧 （職員）
蜂屋　弘之 （職員） 

■　2口　■
村上　輝義 （Ⅰ）
天野　睦子 （Ⅰ）
鈴木　昭治 （Ⅰ）
関　　壮一 （Ⅰ）
藤田　　勉 （Ⅰ）
田鎖　和哉 （Ⅰ）
千葉　健吉 （Ⅰ）
岩佐　直利 （Ⅰ）
児玉　萬平 （Ⅰ）
関野　　元 （Ⅰ）
中村　　穣 （Ⅰ）
本城　信善 （Ⅰ）
小林　宏司 （Ⅰ）
錦織　憲治 （Ⅰ）
秋岡　敏郎 （Ⅰ）
安逹　知明 （Ⅰ）
寺田　重順 （Ⅰ）
甲斐　　茂 （Ⅰ）
坂野　一郎 （Ⅱ）
進藤　俊夫 （Ⅱ）
西山　正春 （Ⅱ）
林　　 一 （Ⅱ）
森　　恭子 （Ⅱ）
安生　　満 （Ⅱ）
秦　　孝一 （Ⅱ）
安藤　伸治 （Ⅱ）
井上　謙吉 （Ⅱ）
小川三之助 （Ⅱ）
野澤　　守 （Ⅱ）

岸田　敬三 （Ⅱ）
内藤　洪一 （Ⅱ）
浅野　盛治 （Ⅱ）
大林　和彦 （Ⅱ）
鎌形　良男 （Ⅱ）
川村　尚夫 （Ⅱ）
小島　義雄 （Ⅱ）
正法地紀之 （Ⅱ）
中島　將好 （Ⅱ）
神山　正樹 （Ⅱ）
三田村隆司 （Ⅱ）
坂口　守夫 （Ⅱ）
田口　裕一 （Ⅱ）
金沢　健蔵 （Ⅱ）
後藤　　誠 （Ⅱ）
吉澤　輝三 （Ⅱ）
河津　　亘 （Ⅱ）
勢木宇太郎 （Ⅱ）
黒田　満男 （Ⅱ）
渡辺　泰男 （Ⅱ）
清水　　猛 （Ⅱ）
北清　一郎 （Ⅱ）
澤本　保夫 （Ⅱ）
吉田　博公 （Ⅱ）
加藤由紀子 （Ⅱ）
上坂　省二 （Ⅱ）
伊藤　文男 （Ⅱ）
福地旗一郎 （Ⅱ）
松崎　　徹 （Ⅱ）
加藤　清彦 （Ⅱ）
村井　　敬 （Ⅱ）
善養寺圭吾 （Ⅱ）
小林　孝至 （Ⅱ）
高橋　八朗 （Ⅱ）
大家　教正 （Ⅱ）
久保　寺淳 （Ⅱ）
小市　浩伸 （Ⅱ）
加藤　宏一 （Ⅱ）
福田　泰孝 （Ⅱ）
山﨑　眞詠 （Ⅱ）
長瀬　　悟 （Ⅱ）
杉富　士雄 （Ⅱ）
杉山　勝征 （Ⅱ）
船井　洋一 （Ⅱ）
渡辺　光雄 （Ⅱ）
渡邉　　孝 （Ⅱ）
清水　　茂 （Ⅱ）
幡好　　明 （Ⅱ）
須藤　　茂 （Ⅱ）
寄水　義雄 （Ⅲ）
鹿島　　完 （Ⅲ）
三好　次郎 （Ⅲ）
佐々木敏也 （Ⅲ）
大澤　　肇 （Ⅲ）
平井　英男 （Ⅲ）
宮嶋　　實 （Ⅲ）
石川　博彦 （Ⅲ）
滝沢　　暁 （Ⅲ）
溝尾　　久 （Ⅲ）
河田　　進 （Ⅲ）
松野　忠男 （Ⅲ）
湯本　　良 （Ⅲ）
松田　隆雄 （Ⅲ）
小川　惠也 （Ⅲ）
佐藤　純英 （Ⅲ）
髙橋　正章 （Ⅲ）
中村　雅勇 （Ⅲ）
三上　正樹 （Ⅲ）
島田　雅吉 （Ⅲ）
武之内教男 （Ⅲ）
和田　　勝 （Ⅲ）
有戸　立也 （Ⅲ）
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岩渕　松治 （Ⅲ）
倉林　克行 （Ⅲ）
桑名　一隆 （Ⅲ）
田辺　照男 （Ⅲ）
山口　正明 （Ⅲ）
大上　　登 （Ⅲ）
武井　健治 （Ⅲ）
蝿庭　正信 （Ⅲ）
覚張　文夫 （Ⅲ）
中里　充夫 （Ⅲ）
中村　良太 （Ⅲ）
林　　靜男 （Ⅲ）
山崎　秀夫 （Ⅲ）
桑原　健郎 （Ⅲ）
島途日出男 （Ⅲ）
園部　一之 （Ⅲ）
飯島　　勉 （Ⅲ）
中村　一馬 （Ⅲ）
小林　貞彦 （Ⅲ）
田谷　耕一 （Ⅲ）
新垣　強二 （Ⅲ）
三代川滋則 （Ⅲ）
山本　賀彦 （Ⅲ）
照井　　隆 （Ⅲ）
石井ひでみ （Ⅲ）
出口　伸幸 （Ⅲ）
山下　嘉久 （Ⅲ）
山澤　智仁 （Ⅲ）
山口　　優 （Ⅲ）
三中　英治 （Ⅲ）
安達　博一 （Ⅲ）
鈴木　　誠 （Ⅲ）
永田　　朗 （Ⅲ）
押谷　　豊 （Ⅲ）
杉田　明彦 （Ⅲ）
高木　章次 （Ⅲ）
塩原　正美 （Ⅲ）
早川順次郎  （Ⅳ）
星野　　敏  （Ⅳ）
長田　正造  （Ⅳ）
戸田　暉良  （Ⅳ）
桑原　詮三  （Ⅳ）
小林　一博  （Ⅳ）
青山　宏一  （Ⅳ）
横山　勝重  （Ⅳ）
田村　和男  （Ⅳ）
井本　一彦  （Ⅳ）
石原　　亮  （Ⅳ）
金沢　一良  （Ⅳ）
中村　紀雄  （Ⅳ）
前田　稔展  （Ⅳ）
酒井　　洋  （Ⅳ）
柴　　忠敏  （Ⅳ）
角田　幸紀  （Ⅳ）
米須　清英  （Ⅳ）
宮田　正彦  （Ⅳ）
根崎　一信  （Ⅳ）
宮坂　満雄  （Ⅳ）
蔭山　之雄  （Ⅳ）
塚本　允孜  （Ⅳ）
槙　　一光  （Ⅳ）
大塚　正善  （Ⅳ）
吉田　生雄  （Ⅳ）
立花　研司  （Ⅳ）
今田　伸司  （Ⅳ）
佐藤　光一  （Ⅳ）
杉本　和英  （Ⅳ）
相馬　　毅  （Ⅳ）
岡部　真也  （Ⅳ）
村上　武志  （Ⅳ）
小原　健司  （Ⅳ）
岡本　　浩  （Ⅳ）
加藤　洋一  （Ⅳ）
丹野　雅行  （Ⅳ）
草野　祐一  （Ⅳ）
斉藤　　塡 （Ⅴ）
白井　　栄 （Ⅴ）
橘　　宗昭 （Ⅴ）

伊倉賢一郎 （Ⅴ）
村雄　弘尚 （Ⅴ）
片岡　　正 （Ⅴ）
上條　堅次 （Ⅴ）
奥山　敏樹 （Ⅴ）
佐野　道雄 （Ⅴ）
田辺　敏夫 （Ⅴ）
物井　惠一 （Ⅴ）
小高　幸治 （Ⅴ）
川田　晃嗣 （Ⅴ）
浅見　栄二 （Ⅴ）
長谷川　治 （Ⅴ）
林　　房司 （Ⅴ）
清田　　謙 （Ⅴ）
安藤　　豊 （Ⅴ）
小林　敬古 （Ⅴ）
長谷川康行 （Ⅴ）
府中　裕一 （Ⅴ）
斎藤　晴夫 （Ⅴ）
西村　　淳 （Ⅴ）
篠田　次男 （Ⅴ）
竹内　　透 （Ⅴ）
若松　信哉 （Ⅴ）
野崎　隆生 （Ⅴ）
三須　安雄 （Ⅴ）
川嶋　静雄 （Ⅴ）
三田菜穂子 （Ⅴ）
梁田　賢悦 （Ⅴ）
浅見　正広 （Ⅴ）
齋田　正之 （Ⅴ）
菅原　理二 （Ⅴ）
豊島　晴子 （Ⅴ）
川窪　紀彦 （Ⅴ）
吉田　　博 （Ⅴ）
高橋　雅樹 （Ⅴ）
飯島　　剛 （Ⅴ）
髙野　　茂 （Ⅴ）
蛭海　　進 （Ⅵ）
久保　走一 （Ⅵ）
関根慶治郎 （Ⅵ）
荒川　光男 （Ⅵ）
楠本　幸二 （Ⅵ）
日比野繁雄 （Ⅵ）
地引　　勝 （Ⅵ）
斉藤　光範 （Ⅵ）
山本　　明 （Ⅵ）
花畑　雅之 （Ⅵ）
平林　俊樹 （Ⅵ）
浅井　禎和 （Ⅵ）
生澤　　豊 （Ⅵ）
春田　昌宏 （Ⅵ）
末光　尚志 （Ⅵ）
徳江　雅宏 （Ⅵ）
安斉　孝之 （Ⅵ）
中村　勝利 （Ⅵ）
鈴木　章方 （Ⅵ）
小西　　勇 （Ⅵ）
杉本彩二郎 （Ⅵ）
岸本　靖彦 （Ⅵ・Ⅶ）
後藤　尚子 （Ⅵ・Ⅶ）
江川　好古 （Ⅶ）
中田　定良 （Ⅶ）
大川　竹夫 （Ⅶ）
沼野　博文 （Ⅶ）
小出　敏明 （Ⅶ）
北島義市郎 （Ⅶ）
中田　規夫 （Ⅶ）
伊東　郁男 （Ⅶ）
田林　　勲 （Ⅶ）
坂本　敬亮 （Ⅶ）
金　　東君 （Ⅶ）
礒　　芳也 （Ⅶ）
中島　宣英 （Ⅶ）
定田　　明 （Ⅶ）
東野　孝也 （Ⅷ）
小谷野一郎 （Ⅸ）
垣生　知則 （Ⅸ）
安藤　賢孝 （Ⅹ）

原　　安雄 （Ⅹ）
山本　正美 （Ⅹ）
岡野　直美 （Ⅹ）
相武　範昭 （Ⅹ）
喜美候部継示 （Ⅹ）
山口　英明 （Ⅹ）
新村　和彦 （Ⅹ）
高橋　由衣 （院全）
阿部　雄大 （院全）
鈴木　俊介 （院全）
草間　拓真 （院全）
佐々木良輔 （院全）
南日　優里 （共生）
平澤　雄輔 （情報）
田中　康弘 （情報）
甲山　貴章 （電機）
内田　　亮 （電機）
小林　　航 （電機）
安江沙希子 （意建）
原田　和馬 （意建）
和田　賢二 （ナ）
久保　宏子 （職員）
水澤　伸也 （職員）

■　1口　■
南部　　章 （Ⅰ）
川井　孝二 （Ⅰ）
香西　一雄 （Ⅰ）
中嶋　昭彦 （Ⅰ）
徳光　宏一 （Ⅰ）
渋谷　久紀 （Ⅰ）
佐渡山安彦 （Ⅰ）
山田　卓生 （Ⅰ）
澤口　正武 （Ⅰ）
高橋　和靖 （Ⅰ）
和田　精二 （Ⅰ）
足立　和彦 （Ⅰ）
吉良　康宏 （Ⅰ）
鈴木　　進 （Ⅰ）
溝部　正次 （Ⅰ）
児山　啓一 （Ⅰ）
前川　　健 （Ⅰ）
野村　俊人 （Ⅰ）
桜井　秀紀 （Ⅰ）
祝井　正人 （Ⅰ）
小竹　　修 （Ⅰ）
伊藤　文隆 （Ⅰ）
阿部　　稔 （Ⅰ）
中澤　　守 （Ⅰ）
佐野　禎彦 （Ⅰ）
岡本　浩志 （Ⅰ）
小内　朝子 （Ⅰ）
内田　　大 （Ⅰ）
佐藤　信晴 （Ⅰ）
最上　昌哉 （Ⅰ）
澤田　　均 （Ⅰ）
川添　集朗 （Ⅰ）
境野　広志 （Ⅰ）
垂水　茂喜 （Ⅰ）
井上　　勉 （Ⅰ）
武藤　栄希 （Ⅰ）
渡辺　　昇 （Ⅰ）
池田　訓江 （Ⅰ）
安井　　敏 （Ⅰ）
中村　秀生 （Ⅰ）
福間　信義 （Ⅰ）
小関理恵子 （Ⅰ）
戸谷　一雄 （Ⅰ）
堀　　俊一 （Ⅰ）
小嶋　良一 （Ⅰ）
晝間　英二 （Ⅱ）
栗山　　孟 （Ⅱ）
山際　延夫 （Ⅱ）
金子誠之助 （Ⅱ）
三瓶　和夫 （Ⅱ）
和田　文吾 （Ⅱ）
松本　　明 （Ⅱ）
赤塚　　巌 （Ⅱ）

尾上　孝一 （Ⅱ）
堂　　健二 （Ⅱ）
髙石　昌明 （Ⅱ）
大和田麭明 （Ⅱ）
大山　　弘 （Ⅱ）
川口　　登 （Ⅱ）
富永　慶宇 （Ⅱ）
矢作　　茂 （Ⅱ）
和田　為義 （Ⅱ）
田中　修一 （Ⅱ）
楠原　素子 （Ⅱ）
石垣　修亨 （Ⅱ）
高野　正道 （Ⅱ）
畑野　　肇 （Ⅱ）
谷口　徳治 （Ⅱ）
笹谷　輝雄 （Ⅱ）
三好　尚武 （Ⅱ）
池和田有宏 （Ⅱ）
丹羽　正徳 （Ⅱ）
林　　靖男 （Ⅱ）
大塚　泰二 （Ⅱ）
榑林　和夫 （Ⅱ）
西田　和夫 （Ⅱ）
福田　俊夫 （Ⅱ）
三川　光司 （Ⅱ）
塚越　　潤 （Ⅱ）
竹中　一雄 （Ⅱ）
村中　恭一 （Ⅱ）
森本　健二 （Ⅱ）
大竹　　明 （Ⅱ）
和田　高清 （Ⅱ）
高山　弘昭 （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）
山本　　晃 （Ⅱ）
小松　　淳 （Ⅱ）
高原　正弘 （Ⅱ）
西澤　正宏 （Ⅱ）
越智　英明 （Ⅱ）
木下　昭彦 （Ⅱ）
中山　友弘 （Ⅱ）
田中　明夫 （Ⅱ）
岩瀨　真理 （Ⅱ）
町山　　誠 （Ⅱ）
若林　晶子 （Ⅱ）
阿部　隆廣 （Ⅱ）
松本　和浩 （Ⅱ）
田中　絹子 （Ⅱ）
田中　健太 （Ⅱ）
吉田　英雄 （Ⅱ）
中村　洋子 （Ⅱ）
冨島　誠司 （Ⅱ）
室　　英治 （Ⅱ）
橋本　康夫 （Ⅱ）
濱上　興一 （Ⅱ）
西本　好男 （Ⅱ）
鳥飼　説夫 （Ⅱ）
立道　郁生 （Ⅱ）
前原　信達 （Ⅱ）
桧垣　　歩 （Ⅱ）
室殿　一哉 （Ⅱ）
太田　達見 （Ⅱ）
佐藤　健一 （Ⅱ）
宮本　圭一 （Ⅱ）
引地　健彦 （Ⅱ）
塚本　正臣 （Ⅱ）
岩城　康隆 （Ⅱ）
瀬川二三男 （Ⅱ）
尾形　廣信 （Ⅱ）
吉崎　春雄 （Ⅱ）
佐藤　初美 （Ⅱ）
桐谷　治孝 （Ⅱ）
藤本　　匡 （Ⅱ）
森　　敏章 （Ⅱ）
高尾　新生 （Ⅲ）

青木　一雄 （Ⅲ）
岡部　　弘 （Ⅲ）
村上　五雄 （Ⅲ）
木村　年治 （Ⅲ）
谷口　武知 （Ⅲ）
山崎　良夫 （Ⅲ）
林　　和夫 （Ⅲ）
細井　信生 （Ⅲ）
戸澤　孝壽 （Ⅲ）
山口　智之 （Ⅲ）
石井　信維 （Ⅲ）
田代　賢一 （Ⅲ）
三田　邦夫 （Ⅲ）
日野　俊昭 （Ⅲ）
本間　貞雄 （Ⅲ）
松井　雅男 （Ⅲ）
新井　敏夫 （Ⅲ）
相馬　一朗 （Ⅲ）
中野　一郎 （Ⅲ）
小出　富夫 （Ⅲ）
谷本　信雄 （Ⅲ）
平出　　明 （Ⅲ）
小和田　茂 （Ⅲ）
山崎　克英 （Ⅲ）
伊藤　　修 （Ⅲ）
白鳥　邦治 （Ⅲ）
中庭　輝元 （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）
渡辺　紀之 （Ⅲ）
田中　　豊 （Ⅲ）
藤田　尚宣 （Ⅲ）
谷口　光政 （Ⅲ）
猪野　三夫 （Ⅲ）
星野　幸士 （Ⅲ）
小口　博義 （Ⅲ）
小林　亮一 （Ⅲ）
鈴木　則道 （Ⅲ）
田川　正洋 （Ⅲ）
本忠　瑞穂 （Ⅲ）
深山　健也 （Ⅲ）
池田克登志 （Ⅲ）
関　知耻忠 （Ⅲ）
田中　章順 （Ⅲ）
福田聡三郎 （Ⅲ）
遠藤　誠久 （Ⅲ）
上田　俊弘 （Ⅲ）
丹野　晃弘 （Ⅲ）
市川　浩伸 （Ⅲ）
岩佐　弘志 （Ⅲ）
岩本　光則 （Ⅲ）
広瀬　次郎 （Ⅲ）
三宅　伸治 （Ⅲ）
田村　髙志 （Ⅲ）
千野　　誠 （Ⅲ）
徳澤　拓郎 （Ⅲ）
根本　一郎 （Ⅲ）
石橋　康正 （Ⅲ）
安藤　裕之 （Ⅲ）
根岸　廣介 （Ⅲ）
千葉　春樹 （Ⅲ）
鈴木　幹人 （Ⅲ）
佐藤　圭司 （Ⅲ）
井出　正人 （Ⅲ）
日向　武夫 （Ⅲ）
塚越　一基 （Ⅲ）
田村　　健 （Ⅲ）
山田　佳孝 （Ⅲ）
神戸　　聡 （Ⅲ）
俣木　秀久 （Ⅲ）
斎藤　　徹 （Ⅲ）
吉野　耕司 （Ⅲ）
大森　一樹 （Ⅲ）
麻生　　正 （Ⅲ）
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津下　豊彦 （Ⅲ）
脇田　康之 （Ⅲ）
本間　　亮 （Ⅲ）
川添健一郎 （Ⅲ）
戸羽　貴弥 （Ⅲ）
宮島　宗一 （Ⅲ）
金指　圭洋 （Ⅲ）
仲岸　　優 （Ⅲ）
青木　一郎 （Ⅲ）
近藤　信雄 （Ⅲ）
佐藤　雄三 （Ⅲ）
吉岡　　洋 （Ⅲ）
中村　寿夫 （Ⅲ）
平原　一豊 （Ⅲ）
山田　陽二 （Ⅲ）
藤井　卓美 （Ⅲ）
森田　芳行 （Ⅲ）
井上　浩一 （Ⅲ）
川口　　晃 （Ⅲ）
加藤　次雄 （Ⅲ）
山根　和敏 （Ⅲ）
小川　元一 （Ⅲ）
松崎　幹康 （Ⅲ）
渡辺　信彦 （Ⅲ）
小櫻　俊夫 （Ⅲ）
福田　　昭 （Ⅲ）
高山　雅道 （Ⅲ）
田村　重雄  （Ⅳ）
坂　　篁一  （Ⅳ）
山形　和夫  （Ⅳ）
田中　重信  （Ⅳ）
西田　誠夫  （Ⅳ）
早瀬　壽雄  （Ⅳ）
瀬川　　繁  （Ⅳ）
本橋　昭二  （Ⅳ）
田中　　昌  （Ⅳ）
西塚　晶彦  （Ⅳ）
蓮見　彰良  （Ⅳ）
松崎　茂夫  （Ⅳ）
髙田　　洋  （Ⅳ）
山上　　晃  （Ⅳ）
茂木　節雄  （Ⅳ）
倉上　一郎  （Ⅳ）
丸山　敏夫  （Ⅳ）
三宅　正高  （Ⅳ）
是久　公宣  （Ⅳ）
田辺　喜彦  （Ⅳ）
見月　真人  （Ⅳ）
柳井　　滋  （Ⅳ）
花香郁太郎  （Ⅳ）
藤倉　信之  （Ⅳ）
石踊　　誠  （Ⅳ）
藤井　　盛  （Ⅳ）
黒田　綱紀  （Ⅳ）
田口　　忠  （Ⅳ）
武内　　寿  （Ⅳ）
岩田　春久  （Ⅳ）
神田　憲治  （Ⅳ）
池田　健二  （Ⅳ）
茂木　　稔  （Ⅳ）
小久保　優  （Ⅳ）
小川　光弘  （Ⅳ）
橋本　　聡  （Ⅳ）
二宮　　功  （Ⅳ）
藤平　　淳  （Ⅳ）
古川　秀樹  （Ⅳ）
川畑　　裕  （Ⅳ）
坂原　義夫  （Ⅳ）
鈴木　廣信  （Ⅳ）
木村　輝彦  （Ⅳ）
小越　　剛  （Ⅳ）
大塚　秀樹  （Ⅳ）
相馬　敦郎  （Ⅳ）
嶋　　直樹  （Ⅳ）
青木　基郎  （Ⅳ）
高村　　智  （Ⅳ）
山本　吾郎  （Ⅳ）
階上　　保  （Ⅳ）

鈴木　孝志  （Ⅳ）
内田　武志  （Ⅳ）
高橋　　勉  （Ⅳ）
木村　千秋  （Ⅳ）
岡村　光祐  （Ⅳ）
玉虫　彰弘  （Ⅳ）
田村　安昭  （Ⅳ）
宮原　一敏  （Ⅳ）
田島　好和  （Ⅳ）
中村　太一  （Ⅳ）
上野　文男  （Ⅳ）
武田　広也  （Ⅳ）
鹿野　　隆  （Ⅳ）
髙塚　　肇  （Ⅳ）
高須　伸夫  （Ⅳ）
片岡　良彦  （Ⅳ）
尾上　浩三  （Ⅳ）
三浦眞由美  （Ⅳ）
上野　　豊  （Ⅳ）
今野　　修  （Ⅳ）
市原　　勲  （Ⅳ）
石渡　隆男  （Ⅳ）
芳賀　光雄  （Ⅳ）
金子　啓三  （Ⅳ）
藤枝　昌行  （Ⅳ）
山﨑　和次  （Ⅳ）
宇梶　次男 （Ⅴ）
戸村　行秀 （Ⅴ）
大和田英昭 （Ⅴ）
浜田　孝夫 （Ⅴ）
杉山　　武 （Ⅴ）
三枝　赳夫 （Ⅴ）
千葉　友介 （Ⅴ）
友森　隆洋 （Ⅴ）
萩原　　宏 （Ⅴ）
村田　正行 （Ⅴ）
石塚　　洋 （Ⅴ）
山口　進介 （Ⅴ）
後藤　晴司 （Ⅴ）
田中　　満 （Ⅴ）
原　　　健 （Ⅴ）
松永　得雄 （Ⅴ）
阿部　徹彦 （Ⅴ）
石川　治男 （Ⅴ）
鈴木　直幸 （Ⅴ）
三平　忠宏 （Ⅴ）
香川　　喬 （Ⅴ）
太田　　浩 （Ⅴ）
山田　信彦 （Ⅴ）
浅見　誠一 （Ⅴ）
前田　　満 （Ⅴ）
野上　哲雄 （Ⅴ）
細井　映司 （Ⅴ）
守　　敏男 （Ⅴ）
熊野　清彦 （Ⅴ）
有田　　潔 （Ⅴ）
小山　正泰 （Ⅴ）
古田　博一 （Ⅴ）
田中　典義 （Ⅴ）
尾崎　和人 （Ⅴ）
麻生　一夫 （Ⅴ）
浦和正太郎 （Ⅴ）
腰山　伊彦 （Ⅴ）
新田　勝久 （Ⅴ）
横尾　　朗 （Ⅴ）
佐久間隆司 （Ⅴ）
長尾　輝哉 （Ⅴ）
杉森　由章 （Ⅴ）
生駒　昌弘 （Ⅴ）
中野　睦子 （Ⅴ）
田中　聖之 （Ⅴ）
佐藤　直人 （Ⅴ）
大原　美絵 （Ⅴ）
滝澤　文彦 （Ⅴ）
北谷　純治 （Ⅴ）
通山優美子 （Ⅴ）
岩瀬　章代 （Ⅴ）
鯨岡　陽子 （Ⅴ）

榮田　　博 （Ⅴ）
佐藤　栄司 （Ⅴ）
石井　尚文 （Ⅴ）
中野　雅文 （Ⅴ）
成田　高秀 （Ⅴ）
末松征比古 （Ⅴ）
佐々木健一 （Ⅴ）
竹田　和俊 （Ⅴ）
安達　龍二 （Ⅴ）
塚越普佐雄 （Ⅴ）
川上　　徹 （Ⅴ）
石川　健次 （Ⅴ）
河野　誠式 （Ⅴ）
砂原　一夫 （Ⅴ）
大久保和彦 （Ⅴ）
高月　健一 （Ⅴ）
林日　出夫 （Ⅴ）
岡本　芳浩 （Ⅴ）
三浦　恵美 （Ⅴ）
澤野　　守 （Ⅴ）
境　　祐司 （Ⅴ）
片野　　彰 （Ⅴ）
善場　研也 （Ⅴ）
加藤　　崇 （Ⅴ）
大塚　一徳 （Ⅴ）
織間　　勇 （Ⅵ）
小松　康世 （Ⅵ）
山本　之彦 （Ⅵ）
武田市太郎 （Ⅵ）
設樂　　清 （Ⅵ）
奥田　恒雄 （Ⅵ）
影山　雅英 （Ⅵ）
高橋　恭介 （Ⅵ）
関根　二郎 （Ⅵ）
山田　義彦 （Ⅵ）
河野　　功 （Ⅵ）
三村　一俊 （Ⅵ）
渡辺　　惇 （Ⅵ）
豊田　芳州 （Ⅵ）
中島　淳哉 （Ⅵ）
原　　忠義 （Ⅵ）
手塚　辰保 （Ⅵ）
村越　位光 （Ⅵ）
山﨑　　孝 （Ⅵ）
池松　勝紀 （Ⅵ）
樋口　　武 （Ⅵ）
諸岡　征之 （Ⅵ）
山田　信之 （Ⅵ）
内田　忠伸 （Ⅵ）
柏倉　良而 （Ⅵ）
佐野　和雄 （Ⅵ）
冨山　昌史 （Ⅵ）
斉藤　延夫 （Ⅵ）
石田　浩男 （Ⅵ）
白鳥真太郎 （Ⅵ）
金子　　茂 （Ⅵ）
塚越　初雄 （Ⅵ）
寺沢　賢一 （Ⅵ）
前嶋　邦男 （Ⅵ）
小田　　透 （Ⅵ）
小出　哲司 （Ⅵ）
福田　　信 （Ⅵ）
渡辺　幸保 （Ⅵ）
井上　充夫 （Ⅵ）
寺松　真一 （Ⅵ）
厚見　　透 （Ⅵ）
川堀　昌樹 （Ⅵ）
大森　雅久 （Ⅵ）
田村　知久 （Ⅵ）
今井　　力 （Ⅵ）
山高　修一 （Ⅵ）
久保　敬司 （Ⅵ）
向山　典之 （Ⅵ）
井駒　秀人 （Ⅵ）
篠田　　豊 （Ⅵ）
山室　義弘 （Ⅵ）
市來　逸彦 （Ⅵ）
久野　　治 （Ⅵ）

今城　力夫 （Ⅵ）
三浦　恵寿 （Ⅵ）
荻野　洋二 （Ⅵ）
高橋　英昭 （Ⅵ）
石田　研三 （Ⅵ）
大橋　康男 （Ⅵ）
樋野　栄一 （Ⅵ）
中村　甚継 （Ⅵ）
山本　　衛 （Ⅵ/Ⅶ）
宮脇　修三 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人 （Ⅵ/Ⅶ）
吉川　和寿 （Ⅵ/Ⅶ）
青木　　功 （Ⅵ/Ⅶ）
田中　智行 （Ⅵ/Ⅶ）
菅原　勝彦 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格 （Ⅵ/Ⅶ）
酒井　伸和 （Ⅵ/Ⅶ）
飯田　　均 （Ⅶ）
金子　　実 （Ⅶ）
佐久間　悌 （Ⅶ）
竹原　　悟 （Ⅶ）
石川　惠一 （Ⅶ）
加藤　幹郎 （Ⅶ）
木下　堯博 （Ⅶ）
横山　　弘 （Ⅶ）
木城　茂雄 （Ⅶ）
清時　竹彦 （Ⅶ）
平本　泰章 （Ⅶ）
山内　　進 （Ⅶ）
西　　邦夫 （Ⅶ）
内堀　隆裕 （Ⅶ）
黒川　　静 （Ⅶ）
田口　英明 （Ⅶ）
平田　　忠 （Ⅶ）
樋口　宗治 （Ⅶ）
沖　　尚武 （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）
程谷　　隆 （Ⅶ）
中島　昭博 （Ⅶ）
煙山　恵一 （Ⅶ）
佐々木　孝 （Ⅶ）
原口　米夫 （Ⅶ）
手塚　景二 （Ⅶ）
山口　収一 （Ⅶ）
原　　好知 （Ⅶ）
斉藤　芳彦 （Ⅶ）
下川原厚男 （Ⅶ）
新宮　領慧 （Ⅶ）
緑川　文男 （Ⅶ）
仙波　季長 （Ⅶ）
鈴木　　敦 （Ⅶ）
中村　　威 （Ⅶ）
山口　　章 （Ⅶ）
足立　茂聡 （Ⅶ）
丸山美恵子 （Ⅶ）
岩田　耕平 （Ⅶ）
喜多村　淳 （Ⅶ）
玉虫　幸雄 （Ⅶ）
榎本　哲己 （Ⅶ）
鈴木　　進 （Ⅶ）
足立　俊和 （Ⅶ）
松本　哲雄 （Ⅶ）
大塚　武史 （Ⅶ）
李　　　岩 （Ⅶ）
根本　安規 （Ⅶ）
益永　三生 （Ⅶ）
蛯原　貞夫 （Ⅶ）
百瀬　　巖 （Ⅶ）
天野　高男 （Ⅶ）
山田　秀夫 （Ⅶ）
井野　長英 （Ⅷ）
谷野　信吾 （Ⅷ）
倉持　匠弘 （Ⅷ）
佐々木　聡 （Ⅷ）

佐々木　宏 （Ⅷ）
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）
古月　美惠 （Ⅹ）
山中　一郎 （Ⅹ）
石橋　　保 （Ⅹ）
小田川　薫 （Ⅹ）
長谷川雄祐 （Ⅹ）
吉井　昭宏 （Ⅹ）
岩井　玲子 （Ⅹ）
岡田　和之 （Ⅹ）
塚越愛樹彦 （Ⅹ）
弓田　　博 （Ⅹ）
村方　賢介 （Ⅹ）
片野　正彦 （Ⅹ）
大柿　宏人 （メ）
伊藤　暢浩 （メ）
河本　翔太 （メ）
岩倉　大輔 （院全）
福田　雄太 （院全）
菅家　　信 （院全）
浦部　裕亮 （院全）
蛭間　崇元 （院全）
吉井　孝子 （院全）
三上　弘文 （院全）
丸門　　祥 （院全）
宮井　俊平 （院全）
林　　公成 （院全）
上杉　直也 （院全）
細田　和馬 （院全）
遠藤　　優 （院全）
大澤　佑介 （院全）
西澤佑実子 （共生）
松田　高博 （物工）
藤川　　徹 （物工）
濱野　一平 （物工）
佃　えり子 （物工）
堀江　幸二 （情報）
今野　良彦 （情報）
鎌田のぞみ （情報）
藤井　良平 （画像）
大橋　　昇 （電機）
小佐野智之 （電機）
加藤　晋吾 （電機）
丸門　直登 （電機）
平野　正泰 （電機）
氏原　芳朗 （電機）
小川　尚記 （電機）
松村　光浩 （電機）
三輪　善広 （電機）
多田　裕作 （電機）
田中　賢治 （電機）
忽滑谷浩史 （電機）
阿部広太郎 （電機）
観音　千尋 （意建）
原山　聡子 （意建）
島田　侑子 （意建）
加藤わかな （意建）
照井　丈大 （意建）
松井菜月希 （意建）
阿賀　雄一 （意建）
竹内　真人 （意建）
右田　周平 （意建）
岡庭　美紀 （意建）
千葉　真也 （意建）
鳥居　今子 （職員）
原田　義也 （職員）

昨年　不手際により掲載ミス
がありました。陳謝し、掲載
させて頂きます。
　寄付　２口
 田辺　雄次（１部会）
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・松韻会館改修工事費の一部寄付

　この会報は表紙に2015とありますが、24ページ

にある事業報告は2014年度に関する事項を取扱っ

ていますので、総会の様子は昨年開催されたものが

掲載されています。これはいろいろな経緯から、遅

れた報告を掲載せざるを得ないのですが、今回は、

今年の5月に開催された総会の審議の様子を、ぜひ

ここで紹介申し上げたいと思います。重要な案件が

審議されたからです。

　今年の総会での重要な審議事項は、本年10月か

ら開始される予定の松韻会館の耐震化工事につい

て、工学同窓会がその工事費の一部を寄付によって

負担するとことを決議したことです。本ページの小

圷先生の記事にも触れられています。この経緯につ

いて紹介します。

　松韻会館の歴史をさかのぼれば、昭和36年（61年）

に工学部創立40周年を迎えることになり、「創立40

周年記念事業会」が設立（会長：科学技術庁金属材

料技術研究所長 橋本宇一（OB）、副会長：工学部長 

長谷川一郎）されました。卒業生・教職員・後援会

員などを対象に募金活動が展開され、その醵金によ

り工学部会館が建設されたのです。昭和42年（67年）

に竣工、建物は工学部に寄付され、松韻会館と命名

されました。

　以来、54年が経過し、老朽化が課題ですが、何

よりもその耐震性が低く安全を欠いていることにつ

いて早急な対応が求められています。一方、大学と

しては、松韻会館が南門に至近の距離、すなわちJR

西千葉駅に最も近い施設であり、利便性にも優れ、

多くの利用者に開放される位置であるとして、耐震

補強工事に加えて全学利用を前提とした研究者交流

機能を併せ持たせることを計画しました。

　これに対して工学同窓会としては、すでに工学部・

大学に移譲しているとはいえ、もともとは工学部の

OBや学生、教職員の醵金で建てられた経緯を尊重

していただきたいこと、また工学同窓会の事務室機

能を充実して残すことや工学同窓会活動の保証など

を申し入れることと、同時に改修工事費の一部を負

担することを、今年の工学同窓会総会で決議しまし

た。

　寄付金の財源は一般会計とは別の特別会計から支

出することとします。特別会計はこれまでのOB諸

兄姉が、将来の大規模な同窓会活動を思い描いてコ

ツコツと貯めてきたものですが、具体的な使途につ

いては議論されたことがありませんでした。漏れ聞

いたところでは、「東京に同窓会館を建てよう」とか、

「松韻会館をもっと大規模に改築しよう」などの夢

があったとのことですが、積立額と希望には相当な

乖離があるので、今回の修繕工事の援助をすること

により、工学同窓会、工学部の活動が円滑に行くよ

う、いくつかの要求をさせていただくこととしたも

のです。明年3月に竣工の予定です。

　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、先の

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、本年度中に実施される

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創建され、工学部に寄付

され、管理・運営されています。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、本格的な100周年記念事業の実施も

検討しております。その内容は、準備委員会で審議

することとなりますが、具体的な事業内容が固まり

次第、本誌等を通じて、同窓会員の皆様方にお知ら

せいたしたく存じます。

■工学部創立100周年記念事業について	 準備委員会委員長　小圷 成一

■	平成27年度総会・懇親会および松韻会館改修事業
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・新松韻会館のすがた

　現建物は鉄筋コンクリート造、地上2階。竣工後

48年が経過し、Is値は0.43（X方向）と診断され、

耐震性能が極めて脆弱な状態です。今回、Is値を基

準値にまで引き上げると同時に、将来の南門付近の

再整備計画と絡めて全学利用の研究者交流施設とし

て整備することが大学本部で検討されました。具体

的な運営概要等については未定ですが、これまでに

行われていた研究発表会や作品展示会などに加え、

工学部と工学同窓会が収集している研究・実験用具、

開発成果物などを展示するアーカイブスペースも持

つものです。また、同窓会事務室も包含し、従前同

様、工学同窓会活動の拠点ともなるものです。

　工事は、本年10月着工、明年3月竣工を予定して

おり、工事概算費用は約180,000千円程度が見込ま

れています。竣工後の面積は約596㎡で、増築面積

はわずかに37㎡程度ですが、エレベータも備えた、

機能向上した建築となります。

2階平面図

1階平面図（2015.6時点資料より）
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懇親会会場の様子

・懇親会

　総会終了後、懇親会は今年から替わられた新同窓

会長　園田眞理子氏のご挨拶から始まりました。園

田会長は大学運営に当たっての同窓会の位置づけ、

力の重要性に触れられました。ご自身は現在、明治

大学教授をお務めですが、私立大学の運営に同窓会

がどれだけの影響力を持っているのか、大学が繁栄

するために同窓会のサポートがどれだけ重要かとい

う点について強調されました。

　ついで、関工学部長（特別会員）のご挨拶で大学

（工学部）の将来改革のご紹介がありました。厳し

い状況が続いている中、千葉大学が輝く教育・研究

機関になるための将来像に触れられました。今年3

月まで2年間、会長をお務めいただいた塩田孝夫前

会長の音頭で乾杯となり、歓談の時間となりました。

　途中、学生支援の補助を得た学生フォーミューラ

参加（機械系）とソーラーデカスロン参加（建築系）

のプレゼンテーションがありました。学生の主体的

な活動を対象に同窓会はその申し出に対して資金支

援をしています。2014年度は7グループに合計100

万円の資金を援助しましたが、その一端を紹介して

もらいました。中締めとしてOBの広橋先生にご発

声いただき、楽しいひと時を締めくくりました。

 （幹事長　中山 茂樹　記）
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総会・懇親会のご案内
浦安ブライトンホテルにて

開催されます。
　平成28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28年５月27日 （金）
　　　　　受　付　午後５：00より
　　　　　総　会　５：30〜６：00
　　　　　懇親会　６：00〜８：00
　　会場：浦安ブライトンホテル
　　　　　１階フィーストの間
　　　　　千葉県浦安市美浜１の９
　　　　　電話　047-355-7777
　　会費：3,000円（当日受付にて申し受けます）

● 出席のお申し込みは、同封のはがきで、５月６日
（金）までに必着するようにお願い致します。

会費納入とご寄付のお願い

事務局からのお願い ── 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知らせ下さい。
　　 これらに変更がありました際には、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、天野佳正、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。

電車で：
JR京葉線・武蔵野線「新浦安駅」直結
JR 「東京駅」より快速で約17分
JR京葉線「海浜幕張駅」より快速で約12分
JR武蔵野線・総武線「西船橋駅」より快速で約9分
地下鉄日比谷線「八丁堀駅」よりJR線乗り換え快速で約15分
地下鉄有楽町線「新木場駅」よりJR線乗り換え各駅停車で約9分

●当ホテルは、
　JR 「新浦安駅」から歩いて1分。
ペデストリアンデッキで直結して
いますので、ステーションプロム
ナードからホテル・アトリウムま
で、そのままお越しになれます。

■ＪＲ京葉線・武蔵野線「新浦安駅」直結

■東京方面からのアクセス
①首都高速湾岸線を浦安で降り200ｍ先の立体交差点を上り			鉄鋼団地			方面に右折、京葉線高架手前
を左折して1.4km

■千葉方面からのアクセス
②首都高速湾岸線を浦安で降り１ツ目の信号を			鉄鋼団地			方面に左折、京葉線高架手前を左折して1.4km

■湾岸市川方面からのアクセス
③国道357号より			入船			方面に左折、浦安市街からの道に合流して、すぐの			美浜			交差点を右折し１ツ目
の信号を左折、更に１ツ目の信号を左折

●東西線浦安駅からのバスのご案内
東京ベイシティ交通バスの2系統（舞浜駅行き）で６ツ目の「新浦安駅北口」下車
　　　　　　　　　　　　3系統（マリナイースト21行き）で６ツ目の「新浦安駅」下車が便利です。


