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　日頃よりの工学同窓会活動へのご支援とご理解、あ
りがとうございます。私が2017年５月より工学同窓会
会長を拝命し２年目となりました。
　工学同窓会の目的は「会員相互の親交を図るととも
に、併せて母校の発展、学術文化の向上、並びに斯界
への発展に寄与すること」です。2018年６月９日、西
千葉キャンパス内のけやき会館で工学同窓会総会が開
催され、平成30年度の事業計画と予算が承認されまし
た。改めて工学同窓会の活動を見てみると、まず年間
1,000万円を超える予算規模で運営されています。活動
内容では、工学部の今を紹介する会報の発行、新たに
会員となる卒業生への記念品贈呈、学生フォーミュラ・
ロボコン・都市環展などの学生活動への資金支援、工
学部への援助、校友会への協力などが主なものになり
ます。その活動を支えている資金は、会員の皆さまか
らの会費と寄付、新入生からの入会金で賄われていま
す。一方、実際の活動や運営は、基本的に教職員の皆
さまのボランティア活動で成り立っています。自らの
研究や学生の指導の傍ら、各部会から会報、名簿、ホー
ムページ・アーカイブス委員を選出頂き、各委員会に
分かれ活動して頂いています。同窓会長として幹事会
に出席するようになり、改めて同窓会活動の意義を実
感すると共に、工学同窓会に幹事として参加頂いてい
る先生方のご苦労に頭が下がる思いです。この場を借
りて感謝申し上げたいと思います。
　先日、工学同窓会も加わっている千葉大学校友会か
ら「千葉大学の現状」という資料を頂きました。その
中に「千葉大学ブランディングの強化」の結果として、
入学者選抜試験（学部）志願者数において2016年、17
年、18年と３年連続で千葉大学が国立大学第一位となっ
ているとの報告がありました。卒業生としては大変喜

ばしいことですが、今後も第一位を維持できる様、先
輩として、また同窓会として貢献できればと考える次
第です。
　私事になりますが、私は39年勤めた自動車業界から、
2017年電気電子業界に転職しました。転職後も、専ら
技術開発に関わってきました。私が技術者としてのキャ
リアをスタートした頃は、「試作→実験→設計を手直し
する」という時間をかけての開発スタイルでしたが、
コンピュータ技術の発達と共にCAEシミュレーションを
活用し事前検討を机上で行う開発スタイルへの変化が
起こりました。現在、自動車開発は、クルマ自体がよ
り複雑なシステムの集合体となり、Vプロセスでのモデ
ルベース開発（MBD）というスタイルが一般的になっ
てきています。一方、電気電子業界に移ってみると、
組み込みソフト開発などでは、「ウォーターフォール型
開発」と呼ばれるスタイルでしたが、基本的には自動
車開発と同様のものでした。一方最近では、迅速かつ
軽量なソフトウエア開発の考え方として「アジャイル
型開発」が話題となっています。現在私の勤めている
会社には、アプリ開発の技術者、組み込みソフトの技
術者、ハード設計技術者と、開発でのスタイルやスピー
ド感の異なるエンジニアが一緒に働いています。まさ
に、異なった価値観や考え方を認め合いながら、技術
者集団として価値を生み出していく大切さを実感する
日々です。
　翻って大学を見てみると、工学部でも技術領域の融
合による新たなコースが設定されてきています。この
ような変化は、現在の社会が、多様性を認めながら、
共に価値を創りだせる技術者の育成を期待している結
果だと思います。私たち工学同窓会も、その一助とな
る様、会員の皆さまと活動していければと考えます。

■経歴	 1976年３月	 千葉大学工学部機械工学科　卒業
	 1978年３月	 千葉大学大学院工学研究科　修士課程修了
	 1978年４月	 日産自動車株式会社　入社
	 2005年４月	 同社　SVP（常務執行役員）　パワートレイン開発担当
	 2009年４月	 ジヤトコ株式会社　取締役副社長
	 2014年４月	 ジヤトコエンジニアリング株式会社　社長
	 2017年４月	 AVCテクノロジー株式会社・AVCマルチメディアソフト株式会社　代表取締役副社長		COO
	 2018年４月	 パーソルAVCテクノロジー株式会社　代表取締役社長

会 長 挨 拶
工学同窓会会長　　薄 葉 　 洋　　YO USUBA

卒業年／昭和51年　千葉大学工学部機械工学科卒業
　　　　昭和53年　千葉大学大学院工学研究科修士課程修了
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　平成29年４月に工学部と理工系の大学院の改組が行
われました。この新しい組織での教育・研究・組織運
営がスタートして２年目となりますが、最初の学部の
卒業生を送り出す平成32年度までは、様々な実施上の
課題を解決しながら先に進む状況が続きます。
　この改組では、工学部全体を総合工学科という定員
600名の１学科とし、その下に専門教育の実施単位とし
ての９コースを設置しました。従来の「学科」を「コー
ス」とすることで専門分野間の垣根を低くし、学生や
教員の行き来や連携を容易にしています。また、各コー
スの学生定員は固定されていないため、学生の志望状
況や社会の要求の変化などを踏まえて、各コースの学
生の人数を柔軟に調整することが可能です。
　このように専門分野間の垣根を低くした狙いのひと
つは、視野の広い学生を育てることです。エネルギー
や環境問題、少子高齢化の問題、レジリエンスの実現
など、現代社会が直面している諸問題を解決するには、
自分の専門分野と社会の関係を俯瞰的に捉えることが
必要です。そのためには、他の専門分野を見渡せる環
境で教育することや、異なる専門分野の学生が一緒に
プロジェクトに取り組む授業などを通して、分野横断
的なチームワーク能力を育てることが求められます。
　もう一つの狙いは、学生がより適切な進路選択がで
きるようにすることです。従来と同様に専門分野とし
ての所属コースを決めて入学しますが、これは暫定的
なもので、１年次における学修を通して十分考えた上
で２年次以降に学び進むコースを決定します。その際
に、他コースへの移動を従来よりも容易にしています。
　改組から２年目の後半を迎え、多くの教職員の努力
により実績も積み上がってきましたが、いざ実施する
段階になって浮かび上がる課題もあります。１年次で
は、「工学とは何か」、工学の専門分野全体の位置づけ、
技術者倫理、コミュニケーション能力の重要性などの
共通的な内容に関して、総合工学科全体で一元的に授
業を開講しています。これは、総合工学科のすべての
学生の学びの出発点を共通化し、総合工学科の人材育
成の理念を共有したいと考えてのことです。コース横
断的な教員の協力による教材の準備や授業の実施を何
とか実現してはいますが、担当教員間の連携や引き継
ぎ、200人余りの多人数の学生に対して授業が可能な場
所の確保、緊張感や勉学意欲の維持など、解決すべき

課題も少なくありません。
　また、２年次に学び進む際のコース決定については、
コース間移動希望者が多くなりすぎて収拾がつかなく
なる事態も懸念されましたが、面談によりコース間移
動が適当と判断された全員の希望を叶えることができ
ました。しかし、十分な理解に基づかずに安易なコー
ス移動を考える学生がいるなど、入学時からの継続的
な学修指導の必要性が明らかになる場面もありました。
　さらに、改組を行った際の心配の材料のひとつは入
学試験の志願者数に対する影響です。改組初年度の学
生に対して行った平成29年度の入試は、改組前の10学
科として実施したもので、改組後の１学科９コースで
の入試は、平成30年度が初めてでした。改組初年度は
志願者が減少するということがよく言われていますが、
総合工学科全体としての志願倍率は、前期日程で4.0倍、
後期日程で10.0倍となり、近年の高い水準を維持する
ことができました。
　以上の教育の面での変更に加えて、今回の改組では、
教員組織と教育組織を分離したことも大きなポイント
です。従来、工学系の教員は大学院の教育組織（工学
研究科、融合科学研究科）に学生と一緒に所属してい
ました。改組後は、大学院の学生は融合理工学府の各
コースに所属し、教員は教員組織として新たに設置さ
れた工学研究院に所属するようになりました。これに
より、教員が複数のコースでの教育を担当することや、
分野横断的な研究などがこれまで以上に活発になるこ
とを期待しています。しかし、これまで長年にわたり
教員が教育組織に所属してきた感覚を切替えることは
言葉で言うほど簡単ではないことがわかってきました。
これは学生に寄り添った教育を大切にする意識に基づ
くものであり素晴らしいことですが、一方で、幅広い
専門性をカバーする工学部の教員組織全体としての可
能性を狭めているとも言えます。
　以上のように、平成29年度の改組後の状況について
紹介いたしましたが、今後も１年次学生を対象とした
「工学とは何か」を理解させる授業における卒業生によ
る講演、次年度から本格実施する３年次学生を対象と
したプロジェクト型授業における産業界からの指導へ
の参画など、卒業生の皆様のご見識やご経験に頼る機
会が数多くあります。今後とも、工学同窓会の皆様の
ご理解、ご支援を賜りたく、宜しくお願いいたします。

ご　挨　拶
工学同窓会名誉会長　　佐 藤 之 彦　　YUKIHIKO SATO 
千 葉 大 学 工 学 部 長

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

　昨年度から工学部改組によるコース制が学部に導入
されたため、2018年度、2017年度入学生（学部１年生
71名、２年生75名）は総合工学科建築学コース、2015
年度、2016年度入学生（学部３年生80名、４年生94名）
は建築学科の所属となっており、異なる学科名の学生
が半々という状態です。一方、大学院は2017年度入学
生から融合理工学府創成工学専攻建築学コースとなっ
ており、修士１年生は57名、修士２年生は53名、博士
課程は１～３年生あわせて24名、所属しております。
　昨年度辺りから学部卒で就職を希望する学生が以前
に比べて多くなっており、大学院への内部進学率は
2017年３月卒業者で47%、2018年３月卒業者で41%で
す。なお、就職先としてはゼネコンやハウスメーカー
が多く見られます。
　教員の組織は下表のような構成（氏名、職位、専門
分野キーワードの順で記載）になっており、22名の教
職員で教育、研究を行っております。

■	研究室紹介　〜計画系研究室の変遷と現状〜

　70年中頃の計画系の布陣は、住居学理論の小泉先生
と東照宮研究の大河先生、人間工学の創始者である小
原先生と寺門先生、そして病院建築の伊藤先生、住宅・
住宅地計画の服部先生でした。1980年ごろに小原先生
が退任、安藤先生が赴任され構法の研究室を確立され
ました。また歴史研究室では大河先生に加えて、玉井
先生が着任、時を前後に小泉先生が退任、都市工学の
福川先生が着任、非常勤でいらした守屋先生が常勤教
授となり坂田先生とともに設計研究室を設立しました。
その後、都市系には北原先生、設計系には木島先生、
栗生先生、宇野先生、延藤先生、さらに環境研究を宮
田先生が開始されるなど、建築学科の規模の拡大と編
成の変革の中で多くの先生方が教鞭をとられ、変遷し
てきました。
［建築計画学研究室］
　建築計画学は戦後に体系化された学問で、吉武泰水
や西山夘三により創出されたものです。それまで経験
的に設計されていた建築を科学的に計画し、利用者の
誰もが納得できるものとすることを目的としたもので
す。千葉大学の建築計画研究室（講座）は伊藤誠先生
が1960年に着任し、スタートしました。建築学科が２
学科（建築学科と建築工学科）に分離さらに統合し、
ついで工業意匠学科と合併しデザイン工学科建築コー
スと称するころから、研究室名称を「施設デザイン計画」
と称するようになりました。このネイミングはなかな
か意味深いものです。すなわち、建築計画学は社会の
公共資産としての施設を合理的に計画するものですが、
建築はそこに利用者がいて、日常行為が展開されてお
り、ハードのみならず人の生活自体をデザインすると
いう意識を明確に打出した名称だったのです。ほとん
どの大学では講義名称は「建築計画（学）」ですが、千
葉大学では「施設デザイン計画」と称し、対象が人で
あることを常に忘れない教育が行なわれ、研究も行為
のデザイン、つまりソフトの計画を念頭に置いたもの
とし、今日まで受継がれています。
　現在、中山・柳澤・吉岡の３人がこの領域の教育・
研究を担っています。中山は医療施設、柳澤は文教施
設を主な対象とし、施設デザイン領域での情報発信を
行なっていますし、吉岡は人の生理・心理に注目し空
間のあり方を新しい角度から研究しています。大学内
他分野のみでなく、公共施設の設立・管理を担う国や
自治体などとの共同も多く、社会との関係性の強い研
究室としての特色を持っています。

（中山　茂樹）

教職員の分野別構成
住環境創造デザイン
中山　茂樹 教授	 施設デザイン計画
モリス　マーティン 教授 建築史
柳澤　要 教授 施設プログラミング
上野　武 教授 都市デザイン
岡田　哲史 准教授 建築デザイン
頴原　澄子 准教授 建築史
鈴木　弘樹 准教授 建築設計
松浦　健治郎 准教授 都市計画
吉岡　陽介 准教授 人間工学
伊藤　潤一 助教 建築設計
環境形成マネジメント
宗方　淳 教授 光視環境
平沢　岳人 教授 建築構法・生産
林　立也 准教授 熱・空気環境
加戸　啓太 助教 建築構法・生産
構造安全計画
高橋　徹 教授	 設計荷重
原田　幸博 教授 鋼構造
和泉　信之 教授 ＲＣ構造
平島　岳夫 教授 火災工学
中村　友紀子 准教授 耐震工学
島田　侑子 准教授 鋼構造
柏崎　隆志 助教 ＲＣ構造
菊地　毅之 技術職員

※毎田悠承助教は2018年３月退職、現在（国研）建築
研究所に勤務されています。

建 築 学 コ ー ス



4

■	卒業設計展の紹介

　建築学科の有志卒業設計展は、工学同窓会の支援を
受け、学生が主体的に企画・運営・実施をしています。
最前線で活躍する建築家を召集し、ポスターセッショ
ンと公開審査を行っています。設計展には毎年学生が
決めたテーマがあり、その年ごとに卒業設計への情熱
が反映されています。2017年度のテーマは「叫び」。大
学生活４年間の学びから社会に対する疑問・思いを叫
ぶものとなりました。2018年度は「青く」。若さゆえ
の常識にとらわれない青図（完成予想図）を描いてゆ
くことになるのでしょう。卒業設計展は午前中のポス
ターセッションで10名程度を選出し、午後に選出者の
プレゼンテーションと公開審査を行います。限られた
時間の中で説得力のあるプレゼンテーションを如何に
できるか、プロの建築家からの鋭い質疑にどのように
答えられるか、力量が試される場です。いい加減な答
えには一斉に批判が襲いかかり、素晴らしい作品には
称賛が送られるという、真剣勝負の場を学生自ら欲し、
その場をしっかりと作り上げる姿に、４年間の成長を
感じずにはいられません。

（伊藤　潤一）
　今年度の卒業設計展は2019年2月18日に公開審査
（於：工学系総合研究棟２	2Fカンファレンスルーム）、
19日に作品展示が行なわれます。
https://chibaarch2019.wixsite.com/website

■	教員・学生の活躍

・教員の研究活動、受賞など
・地元のNPO、「さすが一の宮」と協力して2007年か
ら進めてきた、千葉県長生郡一宮町の古建築調査が
2017年、一段落しました。ただ、町家に関する分析
の纏めと上総一ノ宮玉前神社の明治建設の旧社務所、
白寿庵に関する其々の報告書の完成とチェックは今
年（2018年）の３月までかかりました。長い間、建
築調査や報告書・調査対象建造物の３Dガイドの準備
及び白寿庵の１：20模型の作製の関係で、研究室の
多くのメンバーに代々協力していただき、感謝して

おります。連絡先を把握した関係者に白寿庵の報告
書を郵送致しました。白寿庵関連の活動に関わって
おられたが、報告書をまだいただいていない方でこ
れを読みましたら、報告書をまだ少し保管してあり
ますので、ご住所を教えてくれれば、お送り致します。
白寿庵を再建できるかどうかが課題として残ってお
り、その可能性と再建を実現するために必要となる
建設費の集め方について検討中です。

（モリス・マーティン）

・伊藤潤一助教が、児童養護施設「子供の家」改修及
び一連の活動で、第６回木質建築空間デザインコン
テスト		リノベーション部門賞、JIA日本建築家協会		
ゴールデンキューブ賞特別賞、JIA日本建築家協会		
2017優秀作品選の３つの賞を受賞されました。

・学生の設計作品、論文受賞
・馬場隆介君（鈴木研）がJIAの修士設計2018で最優秀
賞を受賞しました。
・菅野万里帆さん（鈴木研）と竹中祐人君（中山研）
が2017年度日本建築学会大会　若手優秀発表賞（建
築計画部門）を受賞しました。
・深津志向君（平島研）が2017年度日本建築学会大会
　若手優秀発表賞（防火部門）を受賞しました。
・日本建築学会　関東支部で孫秉勲・朱蔚・北川駿介
君が最優秀賞、王玉珏・野中翔太・小西隆仁君と斉
藤昂大・王怡・小池真央君の２グループが優秀賞、
増田大地・菅野万里帆・髙橋匠斗君が佳作を受賞し
ました（いずれも鈴木研）。
・小池真央君（鈴木研）がARCASIA学生コンペ日本審
査で２位になり､今年東京で開かれるARCASIA国際審
査に推薦されました。
・秋山光君（和泉研）が日本建築学会優秀卒業論文賞、
仁科智貴君（和泉研）が日本建築学会優秀修士論文
賞を受賞しました。
・恒成恭宏君（和泉研）が第40回コンクリート工学講
演会年次論文で奨励賞を受賞しました。

（島田　侑子）

審査員である建築家の方々との記念撮影
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■	都市環境システムコースだより

学部コース長（学科長）（教授）　松野　泰也

　OB、OGの皆様こんにちは。昨年度に引き続き、学部
コース長（学科長）を務めさせていただいております。
　昨年４月に、工学部は既設の10学科が「総合工学科」
の１学科になりました。そして、総合工学科の中に専
門分野に対応した９つのコースが設置され、その一つ
が「都市環境システムコース」となったことは、昨年
の学科だよりにてお伝えしました。されど、学科がコー
スに変わったところで、特に大きな変化は今のところ
実感しておりません。この１年間、教員の異動は無く、
教員の構成は、教授13名、准教授９名、助教５名（特
任助教１名含む）、客員教員３名の総勢30名の構成と
なっております。
　当コースの研究活動に関しては、平成29年10月26日
に、丸山喜久准教授が、「道路交通インフラの安全性向
上に向けた新展開」と題した一連の研究成果が評価さ
れ、千葉大学先進科学賞を受賞しました。その他、教
員および学生が数多くの受賞をしております。都市環
境システムコースにおける研究活動は活況を呈してい
ます。
　学部の学生に関しては、平成30年４月に、54名が入
学し、総勢312名となりました。なお、３年次編試験に
関しては、本年度からは、推薦と自己推薦のみによる
１回の受験となり、定員も約10名へと大幅に縮小され
ました。来年度から高専からの編入生が大幅に少なく
なります。大変残念に思います。本年度末に退職予定
の教員がいることから教員数も減少し、今後、コース
の再編成の必要も出てくるかと思います。
　学生の活動について紹介します。平成30年３月２～
４日に、千葉市文化センター市民サロンにて、学生主

催の都市と環境とシステム展（と展）「都市四重奏」が
開催されました。恒例の行事になっていますが、私は
着任後、学部コース長として初めて参加し、見学する
と共にトークショーに参加しました。自分の研究室で
は、薬品を用いたリサイクルの実験に日夜明け暮れ、
コテコテの工学、昭和の大学実験室そのものの環境で
あるゆえ、と展のなんとも華やかな雰囲気に陶酔しま
した。写真のように入り口から “インスタ映え” するス
ポットが多数あります（笑）。また、夜には、企業から
参加されている方々との交流会も開催され、いろいろ
な方と懇談させていただきました。こうした学生の活
動は、彼らの就職の一助にもなっているかと思います。
本年度も学生が企画しているようですので、OB、OGの
皆様も、是非とも足を運んでいただければと思います。
　今後も一人でも多くの学生が、都市環境システムコー
スを卒業して良かったと思えるよう良きコースを作れ
るよう尽力していきます。OB、OGの皆様も、当コース
をご支援いただけますようお願い申し上げます。

（まつの　やすなり）

■	教員・学生の受賞（2017.9 〜 2018.8）

【教員】
・	郭東潤助教と金延ミン君（博士後期課程１年）が、９
月10日、国際会議26th	UIA	2017	Seoul	World	Architects	
Congress（UIA	2017）にてOutstanding	Papersを受賞。
・	丸山喜久准教授は、2017年10月26日、平成29年度
千葉大学先進科学賞を受賞。
・	劉醇一准教授は、2018年３月７日、平成29年度千葉
大学優秀発明賞を受賞。

・	和嶋隆昌准教授が、2018年６月22日、国際会議
Grand	Renewable	Energy	2018	International	Conference	
にてBest	Poster	Awardを受賞。

【学生】
・	石川翔太君（荒井研D2）が、2017年９月16日、エージェ
ントワークショップ&シンポジウム（JAWS）2017に
て優秀ポスター発表賞を受賞。
・	浪越圭一君（荒井研D2）が、2017年９月16日、エージェ
ントワークショップ&シンポジウム（JAWS）2017に
て優秀ポスター発表賞を受賞。

都市環境システムコース
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■	2017年度都市と環境とシステム展「と展」の報告

都市環境システム学科 平成30年３⽉卒
統括　下泉　浩太

　都市と環境とシステム展「と展」は千葉大学都市環
境システム学科の学生有志が主体となり、学外に対し
て都市環境システム学科の知名度向上、ブランディン
グの場として、卒業研究、卒業制作の展示を中心に行っ
てきました。当学科は、都市空間計画・基盤工学・環
境工学・情報工学の四つの領域から成り、様々な視点
を通して「都市」に向き合い、研究しています。そう
した多様な研究を一つの場に展示し、対外的に示すこ
とにより、来ていただいた方に「都市」に対する興味
を持っていただき、同時に私たちは様々な意見や刺激
を受け、今後「都市」を考えていく手がかりにするこ
とを目的としています。	
　近年は都内の会場を中心に行うことが多かった本展
示会ですが、今年度は地元である千葉で開催すること
で、これまで少なかった一般の方々が多く来場してく
ださり、千葉のまちづくり、都市づくりについてのお
話をする機会を得ることができ貴重な経験とさせてい
ただきました。
　展示方法についても従来のものから変更し、私たち
のやってきたこれまでの研究、活動が一般の方々にも
伝わるような会場をめざし、レイアウトや、作品、論

文の展示の仕方の工夫を行いました。
　特別企画では都市環境システム学科の各領域から教
授をお招きし、トークセッションを行いました。様々
な視点から捉えた都市というものについて身近な話題
である、「2020年東京オリンピック」というものを通し
て議論を行っていただき、都市の複雑性、多様性とい
うものを改めて感じる機会とすることができたのでは
ないかと思います。
　展示会の成功に向け、運営メンバーが一丸となり様々
なアイデアを出してきましたが、工学部同窓会様から
のご支援がなければ、どれも実現することはできませ
んでした。この場をお借りして感謝の意を表明させて
いただくとともに、ご報告とさせていただきます。

（しもいずみ　こうた）

・	齋竹良介君（荒井研2017年３月博士前期修了）と竹
木祥太君（荒井研D1）が、2017年９月16日、エージェ
ントワークショップ＆シンポジウム（JAWS）2017
にて優秀論文賞を受賞。
・	劉依然君（郭研M2年）が、2017年10月８日、2017
年度日本建築学会大会（中国）学術講演会にて都市
計画委員会若手優秀発表賞を受賞。
・	花岡友希さん（劉醇一研M1）が、2017年10月13
日、国際会議１st	International	Conference	on	Energy	and	
Material	Efficiency	and	CO2	Reduction	in	the	Steel	Industry	
（EMECR2017）にてBest	Student	Poster	Awardを受賞。
・	平野晴也君（山崎・劉研B4）が、2017年10月27日、
国際学会第38回アジア・リモートセンシング会議
（ACRS2017）にてPoster	presentation	under	student	
categoryを受賞。
・	高木菜緒君（内山研B4）が、2017年11月1日、第76
回日本公衆衛生学会総会にて優秀ポスター賞を受賞。
・	河井大地君（丸山研M2年）が、2017年12月8日、舗
装工学論文奨励賞を受賞。

・	小島帆南海君（小林研B4）が、2018年３月10日、第
30回千葉県建築学生賞（卒業設計コンクール2018）
にて最優秀賞を受賞。
・	黒沢諒君（劉醇一研M1）が、2018年３月13日、化
学工学会第83年会にて優秀学生賞を受賞。
・	Yusupujiang	AIMAITI君（山崎・劉研D2）が、2018
年５月11日、国際学会International	Symposium	on	
Remote	Sensing（ISRS2018）にてStudent	Award	Paper	
Competitionを受賞。
・	三澤英治君（丁研B4）と笹尾吉晃君（丁研B4）が、
2018年５月28日、第３回学生論文コンテスト（卒業
論文部門・修士論文部門）にて優秀賞を受賞。
・	須原明俊君（和嶋研M1）が、2018年６月25日、国
際会議５th	International	Arsenic	Symposiumにて優
秀賞を受賞。
・	廣田海人君（和嶋研M1）が、2018年６月28日、環
境資源工学会第137回学術講演会にて優秀ポスター賞
を受賞。
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　工芸図案科、工芸彫刻部、工業意匠学科、デザイン

工学科、デザイン学科を卒業された皆様には、日頃よ

り第一部会ならびに工学同窓会をご支援いただき、誠

にありがとうございます。平成30年度の学科長および

コース長を務めております人間生活工学研究室（人間

工学研究室）の下村義弘でございます。本年度は、教

育組織としては工学部改組による総合工学科の１学科

制・コース制が導入されて、２年目となります。コー

スをまたぐセミナー形式の授業も徐々に軌道に乗って

きました。昨年度行われたデザインコースによる工学

部初のAO入試は無事終了し、今後もユニークで実力の

ある新入生の獲得に十分貢献していけるものと、実感

を得ています。新入生は忙しい課題に追われながらも、

生きいきと修学に励んでいます。一方で教員組織とし

ては研究領域をベースとして工学研究院に一本化され、

従来の学科やコースに縛られず、専門領域で組織建て

られるようになりました。デザインはもともと建築や

画像、医工学といった他領域と親和性が高いものでし

たが、これによって、個々の専門性に基づいたコース

間連携をより一層実施しやすくなった印象があります。

教育と研究の新しい両輪は回り始めました。今後は、

その内容が改めて問われることになりそうです。

　このような流れの中で、デザインコース内では現在、

墨田キャンパスにおける教育カリキュラムについて議

論がなされています。国内および世界最高レベルの実

務系演習科目を設けるにあたって、ハイレベルの実務

教育とは何なのか、その目指すものと教育方法論につ

いてコース教員が一丸となって検討を進めています。

そのベースとなるのが現在のデザインコースにおける

演習科目群ですが、“４本柱” の現状について、本紙面

で引き続きご紹介いたします。

　最後になりますが、卒業生の皆様にはお忙しいとこ

ろ、常日頃より、デザイン学科、デザインコースの発

展にご協力いただき、教員一同、心より感謝いたして

おります。今後もご指導ならびにご支援を賜りますよ

う、何卒宜しくお願い申し上げます。

（平成30年度　デザイン学科長・デザインコース長

下村義弘）

　デザインコースでは、専門教育として２年次から３

年次までの２年間にわたって、工業デザイン、トラン

スポーテーションデザイン、コミュニケーションデザ

イン、環境デザインという４本の実務系演習科目を通

して、デザインの分野ごとに基礎から応用までの一貫

した教育を受けることができます。

　工業デザインは、２・３年次合同で前後期とも複数

クラスを同時に開講しており、興味に合わせてクラス

を選んで受講できるシステムを採用しています。常勤

教員に加えメーカーのデザイン業務に関わっている複

数の非常勤講師が各クラスを担当しており、受講生が

各クラスに振り分けられるため、少人数で最新の現場

を知る教員と綿密なやり取りが行えるようにしていま

す。全クラス一貫してコンセプトを明確にする指導を

徹底する中で、一方の課題ではプロダクトの造形や機

構まで作りこむことを求めたり、他方の課題では革新

的なサービスの提案を求めたりと、教育において重視

する観点がクラス毎にそれぞれ異なっており、複数の

クラスを経験することによって工業デザインにおける

多様な視点を獲得することにつながります。

　トランスポーテーションデザインは、すべての授業

で自動車会社の現役デザイナーが非常勤講師を務めて

おり、またメーカーのデザイン部署や、デザインアワー

ドの授賞式などの見学も行うことで、学生はデザイン

の潮流を知ることができます。カリキュラムは段階的

に学べるよう構成しており、表現手法に関してはスケッ

チや模写等の基礎から、コンピューターによるレンダ

リング手法、クレイモデルによる立体造形など一通り

を学びます。コンセプト立案の教育に関しては、ユー

ザーオリエンテッドな思考の訓練に始まり、社会的ニー

ズに適した自動車および自動車を含むシステムの課題

によって社会問題を見据えた提案力を、そして最終課

■		デザイン学科・デザインコースの今年度の動向について

■デザインコースにおける実務系演習科目のご紹介

デ ザ イ ン コ ー ス
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題では既存の自動車ブランドの将来モデルの提案を行

い、実際のデザイン現場で求められる実力を養います。

　コミュニケーションデザインは、商業デザインから

公共デザインまで、さまざまな実績を持つ多彩な講師

陣が教育を担当しており、課題内容も、いわゆるグラ

フィックデザインの範疇に留まらず、モノ・サービス

と人、または人と人をつなぐための視覚的デザインを

学べるよう多岐にわたります。テーマとしては、イン

フォグラフィックス、広告制作のディレクション、商

品企画とそのパッケージデザイン、インターネットに

おけるサービスやアプリの提案、公共交通におけるコ

ミュニケーションデザイン計画などがあります。一貫

して、人の心に届くコンセプトと視覚的表現について

指導が行われ、多様なテーマの課題により多彩なコミュ

ニケーションの手法を学んでいきます。

　環境デザインは、幅広い空間・製品を課題対象とし、

段階を踏んで表現手法を身につけながら、総合的に空

間デザインを学ぶことのできるカリキュラムになって

います。対象となる商業施設、展示空間、住宅、オフィ

スに関して、全ての授業で現地またはショールーム見

学の機会を設け、実際の空間から学ぶ重要性を伝えま

す。表現に関しては模型制作に重点を置きながら、手

描きパース・CADなどの手法も用い、粘り強く試行錯誤

することを求めます。木工家具、オフィス用家具、遊

具の課題もあり、人々の身体を支え空間を構成する製

品のデザインにも取り組みます。授業に関連した企業

との協働も様々で、最終講評を対象となる商業施設内

で行ったり、学生の提案した家具を制作していただき

展示会へ出展したりと、企業と学生とが互いに刺激し

合える枠組みづくりも進めています。

　これらの実務系演習科目は、２本以上を通しで受講

することを推奨しており、学生自身が柱として据える

ことのできる専門分野を見つけ、かつ他分野のデザイ

ンのノウハウも活用できる多面的な人材の育成を目指

しています。こうした教育の取り組みは、有名企業に

就職する人材の輩出に主眼を置いたものではなく、就

職後にこそ求められる力、つまり社会全体をより良く

変革していく力をもったデザイナーを育てることを目

標として行っています。

（助教　今泉博子）

トランスポーテーションデザイン

環境デザイン

工業デザイン

コミュニケーションデザイン
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■	モノづくりの原点から機械工学の新時代へ
　	－機械工学コース・機械工学科の近況報告－

コース長・学科長　魯　云

　近代の文明は、モノづくりの機械文
明と共に創られてきたといっても過言
ではありません。いまや、機械工学には、
身の回りの安全・安心、医療・福祉、交通・
輸送など、また地球規模における環境、
資源・エネルギーなどの課題や宇宙・
深海などへの挑戦から、次世代文明の
創造に向け、幅広く貢献と役割が求め
られています。これらの希求に応える
には、モノづくりの原点に立脚した、他分野と協同・融合に
よって新たな価値を創出する機械工学の新時代を切り拓く必
要があります。この中、総合工学科･機械工学コースは、高
度化・複雑化する社会の期待を原動力として日本や世界の技
術社会で活躍できる革新的ものづくり人材の育成に注力して
います。
　これまで、教員と学生が機械工学の各分野において喜ばし
い活躍を見せています。平成29年度は、学生が各種学会等
での研究発表と受賞はそれぞれ116回、11件に上り、今年
春の叙勲で、OBの中村雅勇名誉教授が瑞宝中綬章を受章さ
れました。
　卒業生および修了生の進路について、学部生の８割弱が大
学院に進学します。例年のとおり、本学本コースの大学院に
進学する学生が最も多く、他大学の大学院へ進学する学生も
若干名おります。２割弱の学部生並びに大学院修士課程の大
半は就職します。就職先としては、重工業、自動車、精密機
器などの機械系の製造業はもちろん、化学系・食品系の製造
業、建設系・サービス業・金融系など多岐にわたっており、
機械分野の人材が幅広く求められています。
　このところ大学の教育環境への関心が高まっています。今
年度の後援会では、多くの父母方が出席され、熱心に研究室
を見学され説明に耳を傾けていました。またオープンキャン
パスでは、天候不順の中、当コースに330人もの高校生と保
護者方が参加し、各研究室を見学されました。機械・モノづ
くりに強い興味を持つようでした。
　今年度も23名の常勤教員で学科・コースの教育・研究活
動はもとより人材育成、社会貢献を積極的に進めております。

■	教員/学生の受賞（2017.9 〜 2018.8）

【教員】
・	森田昇教授が、2017年11月13日、日本学術振興会平成29
年度科研費審査委員表彰を受賞。
・	武居昌宏教授・チーム「トモグラフィ」（武居研）が、
2018年２月２日、国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）のNEDO	TCP	ファイナリスト賞
を受賞。
・	武居昌宏教授・チーム「TOMO	Cloud」（武居研）が、2018
年３月６日、経済産業省及びNEDOの先進的IoTプロジェク
ト選考会議（IoT	Lab	Selection）の「IoT	Lab	Selection」審
査員特別賞を受賞。
・	小林謙一教授が、2018年５月26日、平成29年度	日本材料
学会	支部功労賞を受賞。

・	糸井貴臣准教授、鈴木亮君、佐々木雅史君（糸井研）、他が、
2018年６月５日、軽金属溶接協会	軽金属溶接論文賞を受賞。

【学生】
・	木村真也君（D：田中研）、木村祐介（M：田中研）、田中学教授、
他が、2017年９月15日、生体医工学シンポジウム2017	ベ
ストリサーチアワードを受賞。

・	佐藤俊君、鈴木隆太君、西岡宣泰君、平井はるなさん（M2：
森田・比田井・松坂研）が、それぞれ、2017年10月１日、
the	3rd	International	Conference	on	Inventions	（ICI	2017）	
Best	Paper	Awardを受賞。

・	岡朋暉君（M2：並木研）、甲村直大君（M1：並木
研）、並木明夫准教授が、2017年10月19日、2017	IEEE	
International	Conference	on	Cyborg	and	Bionic	Systems	
（CBS2017）	Best	Student	Award	Finalistを受賞。
・	吉村秀行君（M1：森田・比田井・松坂研）が、2017年10
月20日、2017年度砥粒加工学会学術講演会	優秀講演賞を
受賞。

・	前田成貴君（M2：小山研）が、2017年11月11日、日本塑
性加工学会･第68回塑性加工連合講演会	優秀論文講演奨励
賞を受賞。

・	田島和哉君（M2：三神研）が、2017年12月25日、第９回
日韓熱流体工学会議において日本機械学会流体工学部門優
秀講演表彰を受賞。

・	佐々木雅史君（M2：糸井研）が、2018年１月31日、軽金
属学会	希望の星賞を受賞。

・	阿隅結夢さん、高木勇人君（B4：森田・比田井・松坂研）が、
それぞれ、2018年３月15日、精密工学会	卒業研究発表会
発表エクセレントプレゼンテーション賞を受賞。

・	浅利朋生君（B4：森田・比田井・松坂研）、菅谷涼太君（B4：
山崎研）、滝澤岳君（B4：田中研）、山田翔太君（同）が、
それぞれ、2018年３月16日、日本機械学会関東学生会	第
57回学生員卒業研究発表講演会Best	presentation	awardを
受賞。

・	川村拓史君（M1：森田・比田井・松坂研）、西岡宣泰君（M2：
同）が、それぞれ、2018年３月17日、精密工学会春季大
会学術講演会	ベストプレゼンテーション賞を受賞。

・浅利朋生君（B4：森田・比田井・松坂研）が、2018年３
月23日、日本機械学会	畠山賞を受賞。

・	王志龍君（D3：武居研）が、2018年３月27日、千葉大学
工学研究科長表彰を受賞。

・	西岡宣泰君（M2：森田・比田井・松坂研）が、2018年３
月27日、日本機械学会	三浦賞を受賞。

・	金子遼太君（M2：小林研）が、2018年４月６日、日本機
械学会第24期関東支部総会・講演会	若手優秀講演賞を受賞。

■	雑感　〜試験法の標準化に携わって〜

准教授　山崎　泰広

　准教授として千葉大学に赴任して１年が過ぎました。光陰
矢の如しとはこのことで、色々なことに追われる毎日で季節
が過ぎゆくことを感じる余裕もあまりない１年でした。この
度、同窓会報への寄稿のご依頼をいただき、日々感じている
ことを書かせていただくことにしました。お耳汚し（お目汚
し）とも思いますが、最後までお付き合いいただければ幸い
です。

機 械 工 学 コ ー ス
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　私自身の専門が破壊力学・材料強度学ということもあって、
様々な材料試験を行ってきました。一言で材料試験といって
も対象材料も多種多様で、また、その材料が使用される目的
に応じて必要となる特性も強度特性や機能特性など大きく異
なります。特に、研究開発においては評価が難しい特性が現
象の奥に潜む機構や力学を理解するために必要となることも
多く、その特性を評価するための新しい試験法を開発する必
要に迫られることも多々ありました。
　アカデミアの研究者としては新しい試験法を開発すること
も大切ですが、材料試験法の標準化に携わることも（携わら
ざるえないことも）多々あります。グローバリゼーションの
波を受け、産業界においても国際標準への戦略的対応が求め
られるようになり、我が国では官が主導する形で規格開発と
国際標準化機構（ISO）への提案が精力的におこなわれてき
ました。私自身も経済産業省の国際標準開発事業で溶射皮膜
の界面強度評価試験法の標準化にProject	Leaderとして携わ
り、学会や産業界の協力をいただきながら日本提案の２件
の試験法をISO化することができました。それとは別に、現
在も高温疲労・熱疲労に関する試験法標準のISO審議にも関
わっています。そこで強く感じることは国や立場によって規
格に対する考え方が大きく異なることです。また、“規格開
発は妥協の産物” ということも実感しました。
　一方で、標準化に相対する体制も国によって大きく異なり
ます。日本では産学から構成される学会・委員会が標準化事
業の中心となり、さらに、その場合でも大学や公的研究機関
が中心的な役割を担うのが多いのではないでしょうか。一方
で、官が積極的にサポートに入る点も日本の特徴のように感
じます。これが欧州では異なり、特にドイツやイギリスでは
産業界が中心となって標準化の事業に参画し、大学は学術的
な立場からのサポートが中心となる場合が多いようです、ま
た、ISO審議において官のかかわりはほとんど感じませんで
した。産業界が中心となるドイツやイギリスが相手となると
非常にタフな交渉となることが多く、私自身の場合でも非常
に苦労したことを覚えています。しかし苦労はしましたが、
材料試験法の標準化が必要となる理由を鑑みると、産業界が
主体となることが本来の姿だと個人的には考えています。
翻って我が国の現状を俯瞰すると、産官学の連携がより必要
となっているにも拘らず、十分な連携どころか認識の共有す
ら不十分ではないかと改めて感じます。現状を嘆くばかりで
なく、できることから地道に一歩ずつ進めていこうと感じる
今日この頃です。

■	リーディング研究育成プログラム「生物規範工学」

特任助教　中田　敏是

　千葉大学では、中堅・若手研究者による重点研究グループ
を創出することを目的として、リーディング研究育成プログ
ラムという取り組みが行われています。本年度から、機械工
学コースの劉浩教授を研究代表者とし、私も中核研究者とし
て参加する「生物規範工学：昆虫が拓くビッグ・イノベーショ
ン」が、リーディング研究育成プログラムの一つとして採択
されました。ここでは、我々のプログラムについてご紹介し
たいと思います。
　生物は、進化の末に獲得した多様な生存戦略によって、過
酷な自然環境で生息しています。彼らが直面する課題と我々
が直面する課題には共通する点が多く、生物の機能を知り、
そのメカニズムを理解し、そのエッセンスを我々の身の回り
のシステムに導入することで、様々な課題を、我々が想像も
できなかった形で解決できる可能性があります。サメの肌の
微細構造を模倣することで2000年のシドニーオリンピック

で多くの金メダルをもたらした競泳用水着や、フクロウの羽
根・カワセミの頭部の形状を模倣することで騒音低減に成功
した新幹線などの成功例が数多くあることから、生物を規範
とした工学を確立する、生物規範工学が、様々な分野におい
て非連続的イノベーションをもたらす鍵として期待されてい
ます。
　現在、災害時の情報収集や配達などを行うことができるド
ローンが注目を集めています。このドローンの活躍が期待さ
れる我々のすぐ頭上の空間では、古来、鳥や昆虫のような飛
翔生物が、ドローンを凌駕する安定した飛行を実現すること
で、繁栄してきました。我々のプログラム「生物規範工学」
では、昆虫や鳥のような飛翔する生物の様々な形態、構造、
センシング、知能などを総合的に理解することで、彼らの安
定飛行メカニズムを解明し、ここで得られた知見を、次世代
型ドローンなどを通して社会実装することを目的として、機
械工学コースの教員を中心に、学科・学部の枠を超えて（機
械工学コース４名の他、共生応用科学コース、園芸学部、文
学部、理学部）、11名のメンバーが集まりました。
　本プログラムでは、直接的な研究活動をグループが獲得す
る外部研究費等により推進することになっていますが、教員・
学生の海外派遣や、シンポジウムの開催等のための支援が非
常に充実しており、学生の教育という観点からも、様々な効
果が期待できます。プロジェクトはまだ始まったばかりで、
異分野連携によるイノベーション創出に向けて、課題はたく
さん残されていますが、研究者それぞれの強み・特徴を活か
し、研究を推進していきます。

■	中村雅勇名誉教授	瑞宝中綬章受章

小山　秀夫

　平成16年３月に本学を定年退職された名誉教授中村雅勇
先生は、この春の叙勲において瑞宝中綬章を受章されました。
ここに心よりお慶び申し上げるとともに、先生の数ある業績
の一端をご紹介したいと思います。
　中村先生は平成８年12月より千葉大学に赴任され、８年
にわたり本学工学部機械工学科に在籍されました。先生はそ
の研究活動を通して、特に利用価値の高い魅力ある方法の開
発においては、自然の中にそれに応用できる魅力ある挙動が
必ず存在するという独自の発想の仕方を展開して、新しい加
工法の開発や材料試験法の開発に尽力されました。
　加工技術では３次元圧延理論をはじめ、異周速圧延による
極薄板製造法や異種材の接合、特にすべりを利用した加工技
術は、接合の分野に大きな影響を与えました。また浮動拡管
プラグを用いた円管の曲げ法の開発では、管断面の形状、肉
厚ともに高精度で厳しい曲げが可能な加工を可能にし、特許
の数は15個におよび実用化もされています。
　また材料試験法では、特に硬さ試験について、不明確であっ
た「硬さ」の物理的意味を統計的に解明し、その魅力ある利
用法を含めて著書「硬さ試験の理論とその利用法」（森北出
版刊）としてまとめ、高い評価を得
ています。現在注目されているナノ
インデンテーションについても、20
年以上も前にもととなる動的押し込
み硬さ試験法を提案しています。
　以上のような中村先生の研究業績
に対し、学協会からは多くの賞が授
与されています。先生は現在、材料
試験協会の会長もされていますが、
これからもお元気に活躍されること
をお祈りしています。	 中村　雅勇先生
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■メディカルシステム工学科／医工学コースの現状

コース長・学科長　中口　俊哉

　平成16年度に設置された工学部メディカルシステム

工学科は今年で15年目を迎えました。近年ようやく千

葉大学の医工学教育が世に知れるようになり学外から

も千葉大・医工学の噂を聞けるようになりました。社

会に輩出した卒業生の数も増え、就職先企業では当学

科卒業生だけの集まりなども開催されているようです。

平成29年度の工学部の改組で総合工学科・医工学コー

スとなって２年目となります。コース制になって初と

なる２年次進級時において、他コースから２名の学生

を受け入れ、当コースから他コースへ２名の学生が移

動しました。学生に広い選択支が与えられることは良

いことだと思います。

　大学院は博士前期課程（修士課程）、博士後期課程（博

士課程）いずれも学内外から入学志願者が多く、	平成

31年４月入学の入学試験において博士前期課程は定員

31名のところ志願者は44名でした。その内、本学の内

部進学希望者は38名と多く、例年同様高い進学志願率

でした。志願者は学内外いずれも大学院本コースでの

勉学と研究活動を強く希望しており、そういった積極

的な学生全員の希望に応えられないことは少々残念に

思います。

　当学科・コースは中村亮一准教授を中心に千葉市との

連携イベントを毎年実施しています。今年は８月１日

に千葉市未来の科学者育成プログラムとして29名の中

高生を大学に受け入れました。医工学の基本レクチャー

から研究成果を交えた医療機器の体験など、参加体験

型学習を実施しました。毎年、参加した中高生の反応

は好調で２度目のリピーター参加者もいるほどです。

また今年の10月６、７日の２日間は千葉市科学館の企

画イベントに参加します。この科学フェスタイベント

では千葉市科学館の企画展示室を広くお借りして医療

機器や医工学研究の体験展示を実施します。これらい

ずれのイベントも本コース教員と学生が一体となって

展示や説明に対応します。さらに今年は千葉市科学館

の「大人が楽しむ科学教室」イベントに参加し、６名

の教員が講演を予定しています。すでに６月に実施し

た２名の講演はいずれも大盛況でありました。

　昨年度から３年生の実験科目の一環として、医学部・

看護学部・薬学部との連携により実施される亥鼻IPE	（専

門職連携教育）に参加しています。２回目となる今年

も学生の積極的な意見交換や討議が行われ、医薬看護

系と工学系の学生間の異分野交流は大変効果的で双方

に大きな刺激となっています。

　過去１年間の各種学会における学生の研究発表の受

賞が11件ありました。主に大学院生ですが、いずれも

優れた研究成果を専門分野にアピールしています。ま

た、過去１年間の学生の海外渡航は延べ47件ありまし

た。渡航目的は国際会議や研究留学、海外機関との共

同研究討議など様々です。そのうち滞在期間が30日を

超える長期留学は11件ありました。長期留学の半数は

女性であり、女子学生も積極的に海外へ留学して活躍

しています。

　平成30年３月をもって、大沼一彦准教授が定年退職

されました。長年にわたり眼光学分野の発展に貢献さ

れました。また、川平洋准教授が平成30年４月に自治

医科大学メディカルシミュレーションセンターのセン

ター長・教授としてご栄転なされました。国内最大規

模のシミュレーションセンターを統括されるお立場と

なり、さらなるご活躍を期待しております。平成30年

４月から北佳保里助教の休職に伴いまして、吉村裕一

郎助教が着任されました。吉村助教は中京大学で学位

を取得され、ご専門はコンピュータビジョン、機械学

習と大変注目されている研究領域です。ご活躍を期待

しております。

　本年度も教職員一同、医工学領域の教育・研究の発

展と社会貢献に努めてまいります。皆さま一層のご指

導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

千葉市未来の科学者育成プログラムの様子

亥鼻ＩＰＥで討議、発表する様子

医 工 学 コ ー ス
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■	新任教員自己紹介

吉村　裕一郎　助教

　2018年４月よりフロンティア医

工学センター助教に着任致しました

吉村裕一郎です。2018年３月に中

京大学情報科学研究科を修了したば

かりで、このようなチャンスを頂けたことを大変有り難

く思っております。学生時代から一環として画像処理技

術全般に興味を持っており、修士課程修了まではロボッ

トビジョンをターゲットとした、３次元画像処理技術

を中心に研究を行っておりました。その後は産学連携

プロジェクトを中心に、企業の現場の技術者の方とタッ

グを組みながら、製造現場で実際に使える、モノの診

断（検査）技術に関する研究に取り組んで参りました。

具体的には、画像処理アルゴリズムやソフトウェアを、

品質工学と呼ばれる分野の技術を用いて評価・分析す

る手法の提案や、画像処理アルゴリズムを自動構築し、

ソフトウェアを出力として得られるシステムの提案で

す。従いまして、専門分野は画像処理、機械学習関連

技術や所謂AIと言った分野となります。センサを通して

見る世界は、『モノから人』へと変化し、対象とするユー

ザも生産技術者から医療従事者へと変わりましたが、

実際に技術を使いこなすための課題は共通しています。

目先の技術に囚われずユーザファーストで、これから

新たな研究分野を開拓して参りたいと考えております。

　これまでにも企業のエンジニア向け講座の講師や、

工学系科目に関する授業補助者は勤めておりましたが、

専任教員としても社会人としても初めての勤務となり

ます。少しでも早く皆様のお役に立てるよう、何事に

も全力で取り組んで参りたいと思っております。不慣

れ故、何かとご迷惑をお掛けすることもあるかと思い

ますが、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し

上げます。

■	退職教員挨拶
　	「眼光学の基礎を確かなものに」

大沼　一彦

　凸版印刷をバブル絶頂期の昭和63

年８月に退社して、９月から電気電

子工学科の助手として働きはじめ29

年間千葉大学にはお世話になりまし

た。私の師匠である江森先生の研究の一部である眼光

学の世界にどっぷりとつかって、光学と眼球光学系の

勉強と研究に時間を使えたのは幸せでした。おかげで、

眼の中の散乱のこと、その測定方法のことを理解する

ことができ、また、その分野の世界的権威の人たちと

もお知り合いになれました。また、眼内レンズの像を

簡単、短時間に知る装置、ソフトを作ること、眼球光

学系のPSFを測定する装置に関わったことで、関係する

医師、販売及び設計会社の人たちに、わかりやすい情

報を提供できています。この過程で、光学収差を深く

理解しました。

　現在は、Lente	Verde（スペイン語で緑のレンズ）研

究所の名前で個人事業を立ち上げ、いろいろな会社か

らの仕事を忙しくこなしています。また、フロンティ

ア医工学センターの客員教授として、ときどき大学に

も顔を出しています。今後、眼光学検定試験制度を作り、

日本で眼光学に関わる人たちの基礎を確かなものにし

たいと夢見ています。

　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、工学同窓会、

フロンティア医工学センターならびに千葉大学のます

ますのご発展をお祈り申し上げます。この紙面を持ち

まして、退職のご挨拶といたします。

■	メドテック・リンクセンター

センター長　林　　秀樹

　本年４月、医学部附属病院内に新しい医工連携・産

学連携の形を目指したセンターを設立致しました。こ

れまでの医療機器開発は医療の現場から切り離された

環境で行われるのが常でありました。そのため、かな

らずしも現場からの要求を100％満たすものではなかっ

たり、患者に優しいものではなかったりしました。そ

こで病院の中に企業エンジニアなどを積極的に招き入

れ、医療の現場から直接エンジニアの手でニーズを拾

い上げてもらい、製品開発に繋げる新しい仕組みを構

築することを考えています。当センターの実行メンバー

の多くは、メディカルシステム工学科／医工学コース

の先生方から構成されており、学科長の中口教授には

副センター長を引き受けて頂いています。業務内容と

しては、これまで医療と関わることのなかった企業の

方々に、病院業務を俯瞰して頂けるような一日見学会

や、長期間医療スタッフと共に医療現場でニーズの探

索からその解決策・製品コンセプトの創造までを行う

クリニカル・イマージョンなどの企画を行っています。

このような活動を通じて、千葉大学発の新しい医療機

器が世に出ることを期待しています。
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■	電気電子工学コース便り

コース長　橋本　研也 

　今年度電気電子工学コース長を務
めております橋本です。コースは一
昨年度まで大学院並びに教員組織上
での名称で、学部は電気電子工学科
でした。それが、改組により工学部

全体が一つの学科（総合工学科）となり、それを構成
する九つのコースの内の一つが電気電子工学コースと
言う位置付けになりました。なお、修士・博士課程は
共に大学院融合理工学研究府基幹工学専攻電気電子工
学コースという名称で、教員の所属は大学院工学研究
院（電気電子工学コース）です。
　大学入試は改組前と同様に、コース毎に別れて受験
し、合否発表され、入学してきます。と言いますと、
改組以前と何も変わっていない様に聞こえますが、２
年進学時に、少数ですが、機械や情報との間でコース
変更が認められております。面接等による選抜があり
ますが、無試験です。これに伴い、電磁気学、電気回
路といった電気電子工学コースの独自科目は２年次か
らの履修となり、１年次には、これらのコースと共通
の物理、数学等の専門基礎科目や普遍教育科目（以前
の一般教養科目）に加え、これらのコースを紹介する
導入教育科目が追加されています。また、学生のコー
ス移動を容易にするために、総合工学科全体で学生定
員を定められています。
　私の入学当時はオーディオやアマチュア無線が盛ん
で、それらをきっかけに電気電子へ興味を持ち、入学
してきた学生が少なからず居りました。しかし、今で
はそれらを趣味とする学生は稀有で、かろうじてロボッ
トや鉄道が電気電子への興味に結びついているのが現
状です。このため、学生の大部分は電気電子で何を学
習するかも理解せずに入学しています。今の学生には
１年間をかけてコースの概要を理解させ、その上で選
択させるのは必須のステップなのでしょう。
　学生の大部分は大学卒業後直ちに修士課程まで進学
し、就職します。現在は全般的に求人が非常に活発で
すが、芳しくない時期であっても電気電子系学生に対
する求人は強く、就職浪人の様な事態は稀有です。就
職先としては、電気機器メーカばかりでなく、通信キャ
リアや自動車関連が目立つようになっています。
　ところで、私自身も千葉大学工学部の卒業生です。
1974年に電気工学科に入学、1980年に大学院修士課程
修了です。修了後直ちに電気工学科に助手として採用
され、以来38年にわたり本校に在職しています。

　この部会のメンバーの大多数が学び舎とした電気電
子の古い建物（旧称Ｇ棟、12号棟）は数年前に解体され、
学科全体が工学系総合研究棟２と呼ばれる９階建ての
建物の４−９階に移りました。場所は古い建物の裏側
で、以前は階段教室（旧称10番教室、110番教室）や
テニスコートがあったところです。学科事務室や学生
実験室があった旧称13号棟（Ｈ棟、５, ６番教室）はま
だ残っていますが、コースでは使用していません。近
くにいらっしゃった際はぜひお立ち寄り下さい。ただ
し、研究室や学生実験の区画に入るためにはカードキー
が必要ですので、事前にご一報下さい。

■	中間公啓氏ご着任のご挨拶

　平成30年４月１日付で技術職員と
して電気電子工学コース　システム
数理分野に着任いたしました。平成
30年３月に慶應義塾大学大学院　修
士課程を修了し、そこでは数理科学
を専攻し確率論、統計学、アルゴリ
ズム論や計算機、ネットワーク理論

に関連する研究を行っておりました。今年度からの就
職担当も兼任しております。経験も浅く勉強するべき
点も多いですが、皆さまに貢献できるよう尽力して参
ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
い申し上げます。

■	近藤圭一郎先生ご退任のご挨拶

　平成30年３月31日付けで千葉大
学を退職いたしました近藤圭一郎で
す。千葉大学に採用頂いたのは平成
19年１月１日ですので、11年と３
か月の間、電気電子工学科とその前
身の電子機械工学科にお世話になり
ました。千葉大学でお世話になる前

は、鉄道総合技術研究所（JR総研）で約16年間、鉄道
車両を駆動するためのインバータや電動機などの主回
路機器の研究開発に従事してきました。従いまして千
葉大学は大学として初めての職場であり、右も左もわ
からない中、皆様にご指導頂きながら、教員としてど
うにか12年間やってくることができました。特に、最
初に所属したパワーシステム教育研究分野（現在の電
力変換教育研究分野）の教授で、現在、工学研究院長
の佐藤之彦先生には、教員としての「いろは」を教え

電 気 電 子 工 学 コ ー ス



14

て頂きました。心よりお礼申し上げます。
　この４月１日に早稲田大学理工学術院の教授に着任
しました。早稲田大学では電気・情報生命工学科と同
専攻での教育・研究に従事しております。この学科の
特徴は電気、電子、情報、生命の各工学分野の教育・
研究領域が融合している点です。必修の専門基礎科目
にも、電磁気学、回路理論、プログラミングに加え、
分子生物学や細胞生物学を含んでいます。私自身は引
き続き、パワーエレクトロニクス、モータドライブな
どの電気工学のエネルギーとして応用する分野を担当
しております。今後、指導する学生も増えるので、研
究領域を広げることなども考えております。国立大学
と私立大学の違いを一番感じるのは、大学の収入財源
です。早稲田大学の場合、収入の半分以上が学費収入
です。私学助成金という形で文部科学省からの予算も
なくはありませんが、比率としてはかなり少ないです。
教育・研究のための予算配分も、これを反映して学費
の高い学部生に手厚くなっています。
　今年度は千葉大学でも非常勤講師として講義を担当
させて頂いており、週に一回は西千葉キャンパスにお
邪魔しております。また、千葉大学の電気電子系コー
スで指導していた大学院生は千葉大学の特任教授とし

て早乙女英夫先生と連携しながら、引き続き研究指導
をさせて頂いております。地理的にも近くですので千
葉大学の皆様には、今後とも引き続きのご指導をお願
いできれば幸いです。末筆になりますが、12年間お世
話になりありがとうございました。また、千葉大学工
学研究院と関係の皆様のご発展を祈念しております。

■	編集委員から

・	橋本研也	教授が「平成30年度科学技術分野の文部科
学大臣表彰」を受賞しました。「高周波弾性表面波デ
バイスの高性能化に関する研究」に関わる業績が我
が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独
創的な研究として高く評価されての受賞です。
・	丸田一輝	特任助教が電子情報通信学会	無線通信シス
テム（RCS）研究会	最優秀貢献賞、	電子情報通信学会	
論文賞、電子情報通信学会	通信ソサイエティ活動功
労賞の各賞を受賞しました。
・	森川真樹さん（博士前期課程１年）が平成29年度	電
気学会優秀論文発表賞Ａ本部表彰を受賞しました。	

葉電42会たより
　葉電42会は昭和42（1967）年３月、工学
部電気工学科卒業の同期会です。卒業後約40
年過ぎた平成18（2006）年になって、有志
数人が発起人となり第１回が開催され、原則
として毎年６月に定例開催することになりま
した。その後平成22年、会員の提案により会
の名称を分かりやすい葉電42会と名付け、幹
事持ち回りで継続開催しています。
　今年平成30年は第11回となりました。卒業
後半世紀が過ぎたことから、在学時を懐かし
み、また現在の大学を知ることは有意義と考
え、開催場所を千葉大学西千葉キャンパスと
しました。同期生で現在学内の産業連携コー
ディネータとして業務に当たっている村上氏
の案内で、キャンパス内の工学系研究施設、竣工間もないヨウ素資源イノベーションセンターや新装なった図書館、
大学会館、けやき会館などを見学し、変革する千葉大学を身近に感じることができました。
　学内見学に引き続き、西千葉駅近くのすし店で22名が出席し懇親会が盛大に行われました。出欠を問わず会員全員
の近況情報が配布され、お互いに歓談しながら交流を図ることができました。年齢とともに健康年齢への関心が高まり、
健康維持法について会員から種々紹介があって参考になったと思います。最後に次回幹事の挨拶があり、次回開催を
楽しみにしつつお開きとなりました。

以上
平成30年６月15日　　　　　　　
第11回葉電42会幹事　清水　淳次

後列　左から　竹内（謙）、竹内（宰）、中島、藤、岩瀬（充）、二瓶、木村（千）
中段　同　上　高橋（宗）、村上、宮坂、清水、藤野、藤野夫人、岸田、今関、木村（尚）
前列　同　上　佐藤（鉄）、下里、市村、市村夫人、新井、木下　（敬称略）

鮨割烹「みどり」の懇親会にて（22名出席）　　平成30年６⽉５⽇（火）
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■	情報工学コースの近況

情報工学コース長　須鎗　弘樹

【コース近況】
　平成29年度の改組により、工学部総合工学科情報工学
コースも２年目に入りました。工学部は、総合工学科と
いう一学科の体制になり、学部生は１年生から２年生へ
の進学時に、条件はあるものの、希望により、所属コー
スを変更できるようになりました。この４月の２年生へ
の進級時に情報工学コースから他コースに転コースを希
望した学生はおりませんでしたが、逆に、他コースから
情報工学コースへの転コースは８名もおり、全コースの
なかでも最多でした。昨今のITへの関心の高さが反映され
ていると考えています。
　一方、教員については、本年２月１日より、川本一彦
先生が教授に、藤原祐一郎先生が准教授に、それぞれ昇
進されました。また、本年４月より、全へい東先生が電
気電子工学コースから本コース担当になりました。新カ
リキュラムの年次進行に伴い、教員の構成もおおむね固
まりつつあります。

【日本情報オリンピックを活用した飛び入学の開始】
　2020年春から情報工学コースにおいて、日本情報オリ
ンピック（特定非営利活動法人	情報オリンピック日本委
員会主催）の予選の成績及び課題論述と２次面接による
飛び入学生の受け入れを開始することになりました。７
月２日にプレスリリースが発表され、新聞など、各種報
道メディアで報じられたので、ご存じの方も多いと思い

ます。千葉大学の飛び入学が始まって、今年で20年にな
ります。当コースでは、従来方式（方式Ⅱ）に加えて、
上で書いた日本情報オリンピックを活用した新しい方式
（方式Ⅰ）の飛び入学を新たに開始します。これは、我が
国におけるIT人材不足という喫緊の課題に対し、ビッグ
データ処理、人工知能などの最先端技術を身につけた高
度IT人材育成を目指すものであり、プログラミングが得意
な飛び入学生に対して、１年次から情報科学の専門教育
を行う予定です。

【成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成事業（enPiT）】
　文部科学省の事業であるenPiTのビッグデータ・AI分野
（AiBiC）に千葉大学が連携校に参加してから、今年度で２
年目になりました。昨年度は15名の学部生が課程を修了
し、千葉大学においては初めてのenPiT修了生でした。今
年度は、17名の学生がenPiTに参加しています。

【千葉大学工学部情報系の誕生から30年】
　工学部に情報系ができてから、今年度でちょうど30年
になります。平成元年に情報工学科としてスタートし、
情報画像工学科、情報画像学科、現在の総合工学科情報
工学コースとして変遷してきました。その間、多くの方
の支援のもと、優秀な卒業生を社会に輩出してきたと考
えております。
　今後も、優秀な人材を社会に輩出すべく様々な取り組
みを進めていく予定です。変わらぬご支援を頂きますよ
う、お願い申し上げます。最新情報はコースwebページに
掲載されておりますので、ご覧頂ければ幸いです（http://
www.tj.chiba-u.jp/ie/）。

■	大学院イメージング科学コースの近況

イメージング科学コース長　堀内　隆彦

　改組により本コースが設立されて、２年目を迎えまし
た。５名の専任教員で運営する４研究室からなる非常に
コンパクトな教育・研究組織ですが、花王株式会社と連携・
協力協定を締結して五十嵐崇訓氏を客員准教授としてお
迎えし、質感設計特論の講義を新規開講するに至りまし
た。また、昨年に引き続いて、元コニカミノルタの洪博
哲氏には非常勤講師として画像解析の講義を、国際教養
学部の田中緑助教には兼担としてイメージング科学PBL
（Project-Based	Learning）の実習担当をお願いし、より強
固な教育体制の構築を行いました。特に、夏休みの２か
月を利用して実施したイメージング科学PBLには、修士課
程１年生の７割から８割の学生が参加し、昨年度は凸版
印刷とNTT、今年度は凸版印刷、NTTドコモ、NHK技研の
各研究者にご協力いただき、課題設定から進捗管理、最
終報告に至るまで、産業界の立場からご指導いただきま
した。
　研究面では、学内研究推進事業であるリーディング研

究育成プログラムの次世代研究インキュベータに昨年度
採択された本コースの研究プロジェクト「質感イメージ
ングの創成」が順調に進捗し、平成29年度の成果は、31
編を学会論文誌で公表し、国際会議で33件の研究発表を
行いました。今年度より新たに他大学および他部局の先
生方に中核推進者として加わっていただき、さらなる研
究展開を計画しています。５月には、プロジェクトのア
ドバイザー協力をお願いしている企業を中心とした24名
の外部参加者に対して中間報告会を実施し、質感オープ
ンラボを企画しました。研究の遂行には、昨年度挙行さ
れた画像系学科の100周年記念事業として、画像同窓会の
ご寄附により改修されたイメージング教育ラボラトリー
内の高度光環境空間制御実験室を有効に活用させていた
だいています。
　今年度、初めての修了生を輩出いたしますが、おかげ
さまで本コースの学生に対する求人を多くいただき、順
調に進路が決定しました。コースに関する最新情報は、
以下のwebで逐次紹介しています。引き続き、皆さまから
変わらぬご支援を賜れば幸いです。（コースweb：http://
www.tj.chiba-u.jp/imgsci/）

情 報 工 学 コ ー ス
VI・VII・VIII部会（写真・印刷・画像・情報・情報画像）
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■	画像科学科の近況

画像科学科　学科長　星野　勝義

【学科近況】
　平成29年４月に行われた改組により、画像科学科はナ
ノサイエンス学科と合流し、物質科学コースとして歩む
ことになりました。そして、本年度で物質科学コースは
２年目を迎えていますが、学生の組織は年次進行で改組
がなされますので、３年次および４年次学生は画像科学
科に在籍しています。４年次学生は、47名の在籍ですが、
そのうち29名ほどは大学院に進学し、18名ほどが就職の
見込みです。今年度も引き続き就職が好調ということも
あり、大学院進学率はかつて程高くはありませんでした
が、画像関連企業等で早くから活躍してくれることでしょ
う。また、本年３月には久下謙一先生が定年でご退職さ
れました。４月からはフェローとして画像科学科および
物質科学コースに対してご指導・ご助言をいただいてお
ります。また、４月には分子キラリティ研究センター特
任助教の新家寛正先生が、東北大学金属材料研究所へ転
出されました。新天地でのご活躍が期待されます。

【画像連合会年次大会の開催】
　平成30年６月19日から21日にかけて、千葉大学との共
催で日本最大の画像に関する学術大会「画像関連学会連
合会年次大会」を開催致しました（実行委員長	久下謙一、
副実行委員長	髙原　茂・星野勝義）。千葉大学けやき会館
全館および工学系総合研究棟２・コンファレンスルーム
が会場となり、「協創で築く豊かな画像文化」をテーマに
掲げて口頭発表105件、ポスター発表28件がなされまし
た。本年次大会は、日本画像学会、日本写真学会、日本
印刷学会および画像電子学会が合同で年次大会を実施す
るものであり、多くの大学（千葉大学、東京工業大学、
東京工芸大学、東海大学、東京大学、筑波大学など）お
よび日本を代表する画像関連企業の参加のもとで盛大に
開催されました。画像科学科の教職員と多くの学生が、
運営委員、座長、発表者として参加しました。前年度の
都心開催（学術総合センター）を上回る参加者があり（550
名）、全日を通じて活発な議論が行われました。また、海
外からの招聘講師による国際セッションでは、本学研究
担当理事	関	実先生によるご挨拶をいただきました。

●	ラクロス世界選手権参戦記

画像科学科４年　金谷　洸希

○ラクロス
　私は千葉大学に入学して、大学でなにか成し遂げたい
と思い、その内容を模索していました。本当になんでも
よかったのです。人生で１番自由とも呼べる４年間の大
学生活を無駄にしないなにかを探していました。そこで
出会ったのがラクロスでした。“４年生で日本代表になっ
て世界選手権に出場する”。これが私の成し遂げる目標と
なりました。大学まで来て、本気で部活に打ち込んで卒
業するなんてそんな人なかなかいないし、変な人です。
でも私はそれに惹かれました。周りと違う環境に身を置
くことで、人とは違う景色を見ようと思いました。

○日本代表
　１年生の夏の大会のあと、まず世代の関東選抜の選考
がありました。私はそれに通ることができませんでした。
すごく悔しかったのを今でも覚えています。それからは
自分にある時間の全てをラクロスに捧げました。朝６時
半から始まる練習の２時間前にグランドに行って練習し
ました。授業が終われば、グランドに行ってナイターの
明かりも消え、グランドの脇にある街灯の明かりで練習
しました。とにかく自分にあった全ての時間をラクロス
に捧げました。今までの人生は、言い訳も多いし、現実
から目をそらすことも多かったです。だから大学では絶
対に妥協したくなかった。結果として１年生の冬の大会
で、これに選ばれました。
　３年生の終わり頃、初めて日本代表の候補生として呼
ばれて、練習に行きました。始まったと思いました。そ
こでやっとスタートラインに立ったのです。候補生とし

て呼ばれていたわけですが、なかなか正規メンバーに入
れずに、モヤモヤした時期が続きました。
　千葉大のチームでは主将を務めていて、リーグ戦も近
くなってくる大事な時期に、日本代表の練習があるとそ
れを優先しなくてはいけない。チームを離れることがあ
るのに結果的に日本代表になれなかったら申し訳なさも
あるし、日本代表になりたいという気持ちがさらに強く
なりました。その想いもあり、ゴールデンウィークで私
はなんとか日本代表に選ばれて、７月の世界選手権に行
くことが決定しました。
　世界選手権では、上位６ヶ国で形成されるblue	division
というグループリーグがあります。日本は前回大会blue	
divisionにいたのですが、８位になってしまい、降格し
てしまいました。今大会はメダルへの挑戦と同時にblue	
division奪還という目標がありました。日本は６位という
結果で、blue	division奪還を達成することができました。
　私のラクロスの目標は “日本代表になって世界選手権に
出場する” ことであり、達成したのでラクロスやめようか
なと思っていたのですが、世界選手権に出場してからは、
また４年後に世界選手権に出場したいと思っています。
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■	物質科学コース便り

コース長　坂本　一之

　物質科学コースが誕生して２年目
を迎えた本年、改組により生まれ変
わった千葉大学工学部総合工学科の
機械・応用物理系、電気・情報系と
応用化学・環境系に所属していた73
名の学生が２年生となって正式に物
質科学コースの一員となりました。
大学院の物質科学コースには昨年から学生が在籍して
おりましたが、改組は学生年次で進みますのでこれら
73名は工学部物質科学コースの最初の学生となります。
画像科学科とナノサイエンス学科から新たに生まれた
当コースでは、先進科学センターや分子キラリティ研
究センターや客員教員を含め31名の教員と５名の技術・
事務職員にて、物理学と化学の領域を超え、工学と理
学を融合し、国際的に活躍できる人材を育てる教育を
目指しております。また、歴史ある旧両学科の特色を
生かし、産業に貢献する人材を輩出すべく教員一同日々
教育・研究に邁進しております。
　４月６日には物質科学コース配属予定の新入生ガイ
ダンスの一環として１年生・交換留学生の総勢92名が
国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS・つくば市）
に見学に行きました。研究機関で働く研究者の話を聞
き、設備を見ることで最先端の物質科学研究の一端に
触れてもらったことで今後の大学での学習や研究への
姿勢、将来のビジョンに刺激を与えられたのではない
かと思っております。
　教員の動向についてもご報告させていただきます。
今年の３月、長年にわたり旧画像科学科で教鞭をとら
れ、画像科学の発展に大きく貢献された久下謙一教授
がご定年を迎えられご退職されました。長きにわたり
学科を支えてくださりましたことを心より御礼申しあ
げます。
　また、８月８日に開催されましたオープンキャンパ
スでは、あいにくの台風接近という悪天候にもかかわ
らず165名の高校生と父兄にご参加いただきました。全

体説明では、物質科学コースの紹介やカリキュラムの
説明、最先端の物質科学研究紹介として物理系の研究
を坂本が、化学系の研究を中村一希准教授が行いまし
た。その後、研究室の雰囲気に触れてもらうべく、１
人当たり２つの研究室見学と各研究室のポスターによ
る研究紹介を行いましたが、少し緊張した面持ちの高
校生が熱心に聞き入っていました。
　昨年度卒業生の進路先についてはまだ旧学科での情
報となりますが、ナノサイエンス学科卒43人のうち、
進学34人（本学30、他大学４）、就職８人（運輸情報通
信３、サービス業２、製造業・金融・卸売等各１）、未
定１人、画像科学科卒44人のうち進学23人（本学21、
他大学２）、就職20人（製造業７、公務・運輸情報通信
各５、サービス業２、金融１）、未定１人でした。
　最後になりましたが、このように工学部の組織や大
学を取り巻く環境が変わりゆく昨今ではございますが、
卒業生の皆様には変わらぬご支援をいただいておりま
すこと、心より感謝申し上げます。コースの更なる発
展と学生への教育・研究のため教員一同邁進してまい
ります。引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上
げます。

■	サイエンスインカレ審査員特別賞受賞報告

千葉大学工学部ナノサイエンス学科３年
大原　正裕

　皆様はじめまして。工学部ナノサイエンス学科３年
の大原正裕です。このたび私は、３月３日、４日に開
かれたサイエンスインカレ第７回大会に出場してきま
したので、その結果とレポートを書かせて頂きます。
　まず、サイエンスインカレとは簡単に言うと学生の
自主研究の発表会です。私は口頭発表に選ばれ、立教
大学で開かれた本大会にて発表させて頂きました。
　そもそも私の研究はナノサイエンス学科で開講され
ている「プロジェクト研究」という授業にて進めてい
たものです。フィールドエミッションを利用したデバ
イスについて興味があり、毎週担当の先生と議論を交

物 質 科 学 コ ー ス
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わしたり、研究室の測定装置をお借りしたりして去年
度初頭から研究をスタートさせました。実は想定して
いたステージまで研究は進んでおりませんでしたが、
とりあえず結果が出たところまで発表しようといった
感じでした。
　大会当日、いよいよ口頭発表の時間となり、私は最
後のほうの発表だったのでみなさんの研究を楽しく聞
いておりました。中でも印象的だったのはブラジルか
らの帰国子女で、大阪大学の学生でした。彼はグラフェ
ンを使ったニューロモルフィックデバイスの研究をし
ており、研究のレベルもさることながら発表をすべて
英語でこなすといったずば抜けようでした。私はここ
までレベルの高い研究を持ち込んでくる発表者がいる
とは想定の範囲外だったので目を覚まされた気分でし
た。
　私の口頭発表では緊張のためか少しいらないことま
で喋ってしまい、最後30秒くらい時間が足りなくなっ
てしまいました。しかしいろんな先生から質問を頂け
たおかげで、喋り足りなかったことまで説明できたの
は幸運でした。プロジェクト研究の担当の先生方が休
日を返上して発表を見に来てくれたのも心強いことで
した。
　次にポスター発表の時間がやってきました。ここで
は自分の分野外の研究を見に行く時間も多く取れ、将
来のことなども語らいました。特に生物系の発表はな
じみがなかったので新鮮でした。たんぱく質を切った
り付けたり、大変なことをしているなあと思いました。
　夕食はなんとホテルでのディナーに無料ご招待でし
た。主催の文部科学省に感謝せねばなりません。会場
には多くの企業関係者や、文科省や大学の関係者が来
ており有意義なお話を聞くことができました。また、
途中で口頭発表優秀者の発表がありました。各分野で
優秀者に選ばれると、２日目に全参加者の前で発表で
きるのです。心臓が止まる思いでしたが、優秀者はあ
の阪大の学生でした。自分でもうすうす気づいていた
ので涙がこぼれずに済みましたが、少し残念でした。
　さて、２日目は海外研修のため、飛行機の時間まで
に会場を後にせねばなりませんでした。基調講演とし
て小林誠先生のご講演を聞き、表彰式の前に会場を出
ました。
　すると、初日に仲良くなった友達から連絡が入りま
した。なんと、私の発表が表彰されたといった内容で
した。当時私は羽田行きの電車に乗っていたのですが、

思わず嬉しさが顔に出てしまうところでした。危なかっ
たです。よくよく聞くと、頂いた賞は審査員特別賞と
いったものでした。表彰式に出られなかったのは残念
でしたが、光栄な賞を頂くことができました。
　こうして振り返るとあっという間の２日間でしたが、
私の研究を形にすることができ、素晴らしい賞を頂く
まで至ったのも、先生方や研究室の先輩のご助力があっ
たからだと思っております。この場を借りて深くお礼
申し上げ、報告の結びといたします。

■	久下謙一教授最終講義

　去る2018年３月２日、久下謙一教授の最終講義・懇
親会が、千葉大学西千葉キャンパスのけやき会館で開
催されました。
　久下先生は、京都大学在学中から一貫して、銀塩写
真に関する基礎研究、特にハロゲン化銀の感光機構に
関する研究に従事されてきました。1979年10月の千葉
大学ご着任以来、画像工学科、情報画像工学科、画像
科学科および総合工学科物質科学コースでの教育に携
わってこられました。また、日本写真学会において副
会長や学会誌編集委員長を歴任されるなど、学内外で
ご活躍されてきました。
　さわやかに晴れ渡った最終講義の当日は、卒業生を
はじめ、現旧教職員、企業・学会関係者など、学内外
から100人あまりの方々がご来場下さいました。「生き
ることと、活きること」のタイトルで行われた最後の
授業では、38年間の教員生活で培われた思いを語られ
ました。その後の懇親会は、和やかな雰囲気の中、久
下先生と参加者、あるいは参加者同士で旧交をあたた
める場となりました。

（柴　史之　記）
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■	共生応用化学コース近況報告

学部コース長　　唐津　　孝

　共生応用化学科の卒業生の
方々、その前身である工業化学科、
合成化学科、応用化学科、	機能材
料工学科、物質工学科の卒業生の
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
日頃より第Ⅴ部会および同窓会に
対してご支援をいただき誠にあり
がとうございます。

　昨年度の改組により工学部総合工学科共生応用化学
コースとなりましたが、この組織改革は年次進行で２
年生まで進行しました（詳しくは昨年度の会報をご覧
ください）。社会からのニーズが高い工学全体を俯瞰で
きる人材を養成でき、受験生にとっては入学後にある
程度専門分野の変更をすることができ、大学にとって
もコースの学生数や教員数の柔軟な運用につながり、
社会の要請に沿ったコース編成の改変が可能など、多
くのメリットがあると考えられています。一方で大学
院はこれまでの大学院工学研究科―共生応用化学専攻
（共生応用化学コース）から大学院融合理工学府―先進
理化学専攻（共生応用化学コース）へと大きく名称が
変わってしまいました。就職活動で自分の所属を正し
く伝えられないなどのハプニングもありましたが、在
校生の間では徐々に定着してきています。個人的には
卒業生の皆様からも愛されるように名称変更は最小限
にとどめるべきと考えています。また、一学科制への
改組に伴いこれまで実施してこなかった先進科学プロ
グラム（いわゆる飛び入学）を共生応用化学コースで
も行うこととなりました。
　世の中では私立医科大学で発覚した同一試験システ
ムでの合格者の判定基準のダブルスタンダードなどが
大きな物議を呼んでいますが、当コースではその様な
ことはありません。一方で文科省が推進する多用な入
試方法の採用を取り入れること、それらの選抜方法の
特徴を生かすことに配慮しています。AO入試を行うか
の判断が求められています。
　これまで３年次編入学試験は推薦選抜と学力選抜の
２本立てで行われてきましたが、今年度から推薦選抜
（学校推薦と自己推薦）として行われました。これまで
他大学のすべり止め的に受験する志願者のため、入学
手続きをする合格者が少ないという問題がありました
が、今後千葉大学工学部を第一希望としたモチベーショ
ンの高い志願者の入学が期待できます。
　大学院の入試でも若干の変更がなされました。例え

ば専門科目の出題分野をこれまでの無機化学、有機化
学、物理化学、分析化学、高分子生化学の５科目から
後ろの２科目を減らしたことです。基礎学力に絞り外
部の受験生にも受験しやすくする意図があります。
　平成30年７月24日にはけやき会館で本部会の卒業生
である藤田誠教授（現東京大学工学系研究科、千葉大
学工学部合成化学科1980年卒業、大学院工学研究科
1982年修了）が新しく制定された千葉大学第１号の特
別栄誉教授の称号を授与されるという栄誉に輝きまし
た（http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/po	
st_512.html）。藤田教授はイスラエルのウルフ賞も受
賞され、ノーベル賞に最も近い化学者と言われていて、
コースでも応援していきたいと思います。授賞式では
現役の千葉大生に向けて「先輩からのメッセージ	～研
究者を目指そう！～」のタイトルで講演いただきまし
た。先生の詳しい業績を広く知っていただくために以
下のコーナーで赤染元浩先生から紹介していただくこ
ととしました。
　９月14日には工学部同窓会館である松韻会館におい
て定年退職教員の会（松韻会）が開催されました。共
生応用化学コース関係の懐かしい顔ぶれでは物質工学
科時代にご退職された原田義也先生、堀善夫先生をは
じめ共生応用化学科からご退職された杉田和之先生、
北村彰英先生の４名がご参加されました。皆様お元気
そうでしたのでご紹介させていただきました。当日欠
席の先生方からも出欠の連絡に合わせて近況が寄せら
れていますので一部ご紹介させていただきます。阿久
津文彦先生：ピンポンを楽しんでおり香川や焼津の大
会に参加されるとのこと、上松敬禧先生：公私ともに
御多忙、健康診断の結果で予防薬を服用することに、
小熊幸一先生：相変わらずの日々です、小倉克之先生：
週に２日程度の仕事と月に二度のゴルフを楽しんでお
られるご様子、掛川一幸先生：３つほどの仕事を掛け
持ち、古賀修先生：娘さんの住まわれているアメリカ
に行ってきます、中平隆幸先生：年相応に元気にして
いる、善國信隆先生：車の運転をやめて残念とのこと、
服部豪夫先生：メッセージはありませんでしたがお元
気な証拠でしょうか。
　最後に、今後５年間で学科の教授の三分の一が退職
します。2019年春には、岩舘泰彦教授と斎藤恭一教授
が退職されます。両教授とご関係の深い卒業生の皆様に
は最終講義などご退職記念事業が執り行われることと
なりますので、お心積りをお願いいたします。是非、共
生応用化学コースの	HP（URL：http://chem.tf.chiba-u.
jp）も定期的にご閲覧いただき、引き続き卒業生の皆様
からのご支援と叱咤激励をお願い申し上げます。

共 生 応 用 化 学 コ ー ス
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藤田誠教授
特別栄誉教授称号記授与式及び記念講演会

　千葉大学工学部合成化学科の卒業生であり、教員（助
手～助教授）としても活躍された藤田誠先生（現東京
大学教授）は、本年、日本人で２人目となるウルフ賞
化学部門を受賞されました。１人目はノーベル化学賞
（平成13年）の野依良治先生で、ウルフ賞はノーベル賞
の前哨戦ともいわれます。
　この受賞を機に、これまでのご活躍とその栄誉を称
え、千葉大学で第１号となる「特別栄誉教授」の称号
が授与されました。授与式と記念講演会は平成30年７
月24日に、けやき会館大ホールで行われました。徳久
剛史学長と佐藤之彦工学研究院長をはじめ、多くの理
事、副学長、そして藤田先生の後輩である共生応用化
学コースの学生を中心に大ホールは満席となりました。
　授与式では、徳久学長から「特別栄誉教授」の称号
記とクリスタルトロフィーが授与されました（写真１）。
その後、「先輩からのメッセージ　～研究者を目指そ

う！～」と題して、後輩学生にエールを送る記念講演
会が行われました（写真２）。
　藤田先生の千葉大学に入学した当時の話から所属研
究室での小倉克之先生（現名誉教授）指導のもと研究
者を目指そうとした経緯、相模中央化学研究所を経て
千葉大学に教員として戻られ、現在の素晴らしい業績
のもととなる「金属配位による自己集合」のコンセプ
トが誕生した秘話をとても分かりやすく話されました。
　また、先輩研究者からのメッセージとして、「転んだ
ほうがベスト」や「化学は創造の学問」など藤田先生
のご経験にもとづく「研究をやっていて良かったと思
うこと」の数々の話は、後輩学生を激励するとても魅
力的な内容でした。
　現在、結晶科学100年の未解決問題に挑戦する「結
晶スポンジ法」はノーベル賞も期待されています。研
究の詳細は、東大藤田研究室のHP（http://fujitalab.t.u-
tokyo.ac.jp）をご覧ください。今後の藤田先生の益々の
ご活躍を同窓会の皆様とともに楽しみにしております。

（学府コース長　赤染元浩）

写真１：称号記とトロフィーを手に徳久学長とのツーショット 写真２：記念講演会のひとこま
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■	共生応用化学コース　就職状況報告

　平成29年度（平成30年３月）に卒業・修了した学生
の進路状況について紹介します。経団連が発表する採
用選考に関する指針がここ数年変更となっていますが、
平成30年３月に卒業・修了した学生の採用選考時期は、
前年度と同じ「６月１日以降」で、大きな混乱もなく、
学生の就職先および就職会社の分野についてもほぼ例
年通りでした。
　学部卒業生は、例年と同様に多くが大学院に進学し、
就職した学生は18名でした。就職先の分野は、化学を
含むメーカー（９名）、情報・通信（４名）、商社等（２名）、
公務員（２名）、高校教員（１名）でした。進学先とし
ては、77名が本学大学院に進学したほか、東大を含む
他大学への進学者も５名いました。
　博士前期課程の修了生は、71名が一般企業に就職し
ました。内訳は、化学（54名）、機械・精密機器・電気（９
名）、自動車・輸送機器（４名）、印刷（２名）、商社等（２
名）で、就職を希望した学生全員が就職しました。

　また、複数名（２～４名）を採用していただいた企
業も15社あり、これらの企業において本学科・専攻の
卒業生の皆様がご活躍されている様子がうかがえます。
　平成30年度（平成31年３月卒業・修了）の学生につ
いては、前年度、前々年度と同じ採用活動時期のため、
混乱は少ないようです。多くの学生は順調に就職活動
を進めており、８月中旬の時点で、就職を希望する学
生の大部分は内々定をいただいています。
　共生応用化学コースでは、後援会の皆様からのご支
援のもと、OB・OGによる仕事セミナーや学内での会社
説明会、３年生の工場見学、エントリーシートや面接
対策の講習会などを実施し、学生への支援を行ってお
ります。企業でご活躍の卒業生・修了生の皆様も、も
し会社説明会のご要望などがありましたら遠慮なくお
知らせください。今後とも、皆様からの温かいご支援・
ご協力をいただけますよう、何卒宜しくお願い申し上
げます。	

（桑折道済　記）	

■	教員・学生の受賞（平成29年８月以降）

・教員の受賞
矢貝史樹	教授：長瀬科学技術振興財団、長瀬研究振興
賞／佐藤智司	教授：触媒学会、平成29年度触媒学会学
会賞（学術部門）／原	孝佳	准教授：触媒学会、平成29
年度触媒学会奨励賞／原	孝佳	准教授：千葉大学先進科
学賞／桑折道済	准教授：高分子学会、2018年度高分子
学会三菱ケミカル賞
・学生の受賞（口頭発表）
平松久卓	君、福士万由	さん（バイオプロセス化学研究
室）：化学工学会東京大会2017、それぞれ優秀学生賞、
学生特別賞／伊丹涼太	君（セラミックス化学研究室）：
第33回日本セラミックス協会関東支部研究発表会、奨
励賞／伊丹涼太	君、稲垣美沙	さん（セラミックス化学
研究室）：日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウ
ム、それぞれセッション奨励賞、発表敢闘賞／大内隼
人	君（分子集合体化学研究室）：日本化学会第98春季
年会、学生講演賞
・学生の受賞（ポスター発表）
坂田渚彩	さん（計測化学研究室）：12th	International	
Workshop	on	Positron	&	Positronium	Chemistry、
優秀ポスター発表賞／慈道圭太	君（生体模倣高分子研
究室）：2017年日本液晶学会討論会、虹彩賞／平手暁
大	君、柳本賢士	君、屋代亜梨沙	さん（生体模倣高分子
研究室）：第66回高分子討論会、優秀ポスター賞／亀田
真央	さん（バイオプロセス化学研究室）：化学工学会第
49回秋季大会、バイオ部会優秀ポスター賞／神	尚孝	君
（バイオプロセス化学研究室）：化学とマイクロ・ナノ
システム学会第36回研究会、優秀発表賞／武田明子	さ

ん、五島	穣	君（セラミックス化学研究室）：日本セラミッ
クス協会第30回秋季シンポジウム、ポスター奨励賞／
渡邉康平	君（精密有機化学研究室）：JICCEOCA-7、
ポスター賞／大内隼人	君（分子集合体化学研究室）：
IUMRS-ICAM2017、Award	 for	 Encouragement	 of	
Research	in	IUMRS-ICAM	2017 ／新津敬介	君（分子集
合体化学研究室）：International	Conference	on	Novel	
Nanomaterial:	 engineering	and	properties	（ICON2-
2017）、Best	Student	Poster	Award	in	ICON2-2017 ／井
上大輔	君、鈴木篤人	君、福島卓弥	君（分子集合体化学
研究室）、渡邉康平	君（精密有機化学研究室）、柳本賢
士	君、平手暁大	君（ソフト材料化学研究室）：第７回
CSJ化学フェスタ2017、優秀ポスター発表賞／田中春
樹	君（資源反応工学研究室）：グラフェン・酸化グラフェ
ン合同シンポジウム、最優秀ポスター賞、村田昌駿	君、
正木志織	さん、優秀ポスター賞／圓城寺祐介	君、平松
慎太	君（資源反応工学研究室）：第44回炭素材料学会
年会、ポスター賞／斎藤	玲	さん（精密有機化学研究室）、
北本雄一	君（分子集合体化学研究室）：モレキュラー・
キラリティー 2018（MC2018）、それぞれ最優秀ポス
ター賞、優秀ポスター賞／小白琴菜	さん（ソフト材料
化学研究室）：第67回高分子学会年次大会、広報委員会
パブリシティ賞および優秀ポスター賞／岩舘秀樹	君、
佐伯琴音	さん（バイオプロセス化学研究室）：2018年
度生物工学若手研究者の集い・夏のセミナー、それぞ
れ優秀賞、Good	Design賞／佐伯琴音	さん（バイオプロ
セス化学研究室）：化学とマイクロ・ナノシステム学会	
第37回研究会、優秀発表賞

（松本祥治　記）
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■	第10回松芸展の紹介

　来年2019年４月14日～ 20日まで、第10回松芸展を
有楽町・交通会館１階ギャラリーパールルームで開催
いたします。
　千葉大学建築学科同窓生なら何方でも参加できます
ので奮って参加ください。作品は平面作品（油彩、水彩、
アクリル、日本画、版画）、立体作品（彫刻、陶芸）を
対象としております。今年（第９回）の参加者は顧問
の森先生、代表の安生満氏をはじめ11名、43点の出展
（一人４点～５点「６号～ 20号」）がありました。同窓
の方、絵画愛好の方のご来場を歓迎いたします。

■	高潮展レポート

　今年で第45回を迎えた高潮展は、３月２～
７日の間、品川区Ｏ美術館で盛況裏に開催さ
れました。ご来場の皆さまはじめ、永きに亘
りご支援いただいている皆様に、紙面をお借
りして御礼申し上げます。今年も出品者の力
作に加えて、例年ご遺族のご協力で、赤穴、
重田両先生の見応えある作品が会場を飾りま
した。第45回記念展の企画として「顔」をテー
マに、個性ある作品が並び、改めて「顔」に
対する出品者それぞれの着想の違いが感じら
れ興味あるスペースとなりました。また「小
品コーナー」では、旅の道すがら描いた小さ
な風景画や、身の回りの品を愛情あふれるタッチで描いた作品など、作家のスタンスが想像できる良い展示となりま
した。会期最終日には、恒例のギャラリートークを開催。作品制作にまつわる話が披露され、それぞれの作家の作品
へのアプローチの違いが伺える興味ある時間でした。今回はＯ美術館	鳥山館長のご紹介で、千葉大学「旅の会」の皆
さんの同席もあり、賑やかな懇親会となりました。出品作品を収録した「第45回高潮展作品集」を制作、出品者に配布。
　次回以降、高齢化が進む世話人会に新風を吹き込むメンバーの参加が期待できそうな気配です。

第46回高潮展（2019年）

　扨て、目下、第46回展準備が進んでおります。	次回も、旧制	先輩諸兄姉並びに工学部同窓生の皆様のご参加をお待
ちいたします。

・ 会　期：2019年３⽉29⽇（金）～４⽉３⽇（水）
・ 会　場：品川区Ｏ美術館 （大崎駅隣接）
・ 搬　入：2019年３⽉29⽇（金）午前10時～ 11時
・ 参加費：15,000円

なお	募集要項	は、10月上旬に	工学同窓会HP	に掲載予定です。
　工学部同窓生の皆様の参加をお待ちいたします。尚、本展／募集要項ご希望の方は、上記：高潮展事務局までご連
絡ください。また高潮展情報は「工学同窓会」サイト又は「卒業生との絆ニュース」サイトでもご覧頂けます。

第45回高潮展　2018年３⽉７⽇　於：品川区Ｏ美術館

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

第９回松芸展 2018年４⽉15⽇　於：有楽町交通会館

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

　「第29回凡展」をさる平成30年９月23日（日）から
９月29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29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。

■	学生活動への支援事業報告

　工学同窓会による学生活動への支援事業について紹介します。第45号では「cuad」ならびに「パルスジェットエンジン
研究会」を取り上げます。

建築サークル	cuad	＜クアッド＞
　建築サークル「cuad（クアッド）」は2009年に空間デザインの可能性を対外的に発信することを目的に、建築学科生有志（学
部１～３年生）によって発足し、様々な方に支えて頂き今年で９年目を迎えました。主に、毎年４月から11月は大学祭で「語
らいの森」を舞台に展示されるインスタレーション（体験型デザイン空間）の提案・設計から施工までを行っています。こ
こでは、昨年の作品を紹介します。

　cafe blend’s（2017）
　カフェサークル「blend’s」と提携し、
カフェ空間を設計しました。「一枚布」
というコンセプトから、木のフレーム
を折り紙のように折り曲げ構成し、布
を貼ることで見え隠れを演出し人々が
くつろげる空間を作りました。

　インスタレーション設計以外の活動として、毎週、建築の歴史を追う勉強会、映画的な側面から建築を探るための映画上
映会や、学部４年生の研究室の協力のもと輪読会を実施しております。大学祭以降は古民家の設計改修などを行っています。
建築家の指導のもと、実際に学生自ら設計し、施工を行い、実務の大変さを学んでいます。学生の共同作業で創りあげて
いくことを通し、建築的な視点から空間の可能性を日々探っています。今後は、学外から著名な建築家を講演に招くなどよ
り一層積極的に活動していく所存です。今後もご支援宜しくお願い申し上げます。

これまでの９年分の作品は写真共有サイトFlickrにて公開しています。
　　https://www.flickr.com/photos/159977354@N05/albums
その他、活動内容はtwitterやホームページ等SNSで定期的に更新しております。
　　https://twitter.com/CUAD_

（30ページにつづきます）

第29回凡展　平成30年９⽉23⽇　　於：東京交通会館

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
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　平成29年４月１日から平成30年３月31日までに実施した
主な事業について、以下の通り報告致します。

１．工学同窓会報の編集･発行
　平成29年11月４日に第44号（全32ページ、25,853部）
を会員に発送しました。

２．平成29年度工学同窓会	総会および懇親会
　前回の会報（第44号）で報告した通り、平成29年５月27
日（土）に工学部２号棟103号室で総会を、懇親会を大学会館・
生協フードコート#2で開催しました。まず平成28年度事業･
収支決算は、審議及び会計監査報告を得て承認されました。
　次いで平成29年度役員選出案が提出され、薄葉洋氏（第
III部会）が新会長に選出されるとともに新役員案が承認され
ました。さらに平成29年度事業計画･予算案について提案が
あり、審議の結果、承認されました。
　平成29年度の小林謙一･新幹事長より会則変更について主
旨説明があったあと、参加会員からの質疑を経て、一部を修
正して承認されました。改訂会則はHPに掲載してあります
ので、ご覧下さい。

３．学生活動への支援
　例年通り、工学部学生が主体となっている課外活動に対し、
公募後に応募があった６団体（パルスジェットエンジン研究
会、フォーミュラ･プロジェクト、ロボコン、建築卒業計画
展2017、cuad、都市環展）に総額100万円を支援しました。
受領したうちの２団体は６月開催の総会で学生が活動報告を
行いました。

４．新入生と卒業生への記念品贈呈
　新たに672名の新入生が準会員となりました。例年通り、
入会時に多色ボールペンを贈呈しました。また、３月および
９月（前期卒業）に卒業した会員にはネクタイピン（男性）、
リング（女性）をそれぞれ贈呈しました。

５．工学部への支援
　会費徴収等でもお世話になっている工学部の各種活動に賛
助金として支援しました。このほか工学部アーカイブ整備に
も利用されています。

６．非常勤講師に対する援助
　実社会で活躍されている卒業生の皆様から在学生へのメッ
セージなど、講義の一部で非常勤講師として活動して頂いた
謝金として援助を行いました。

７．千葉大学校友会
　工学同窓会は、全学の同窓会組織を束ねている校友会の主
体メンバーとして参加しています。平成29年11月３日に校
友会･ホームカミングデーが開催され、卒業生の大木佑太さ
ん（日産自動車㈱）の講演、OBプロ落語家	桂歌之助さん（工
学部卒）の上方落語が披露されました。平成30年度も同様に、
11月３日（土）に総会とホームカミングデーが開かれます。
詳しくは下記ＨＰをご参照願います。
http://www.chiba-u.ac.jp/general/alumni/alumni/index.html

■収入の部	 （単位：円）

費　目 予算① 決算② ①－②
前年度繰越金 825,462 825,462 0
入会金 6,700,000 6,720,000 △ 20,000
会費 2,100,000 1,924,000 176,000
寄付金 2,300,000 2,172,000 128,000
総会参加費 60,000 42,000 18,000
利息・雑収入 100 0 100

合　計 11,985,562 11,683,462 302,100

■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 4,160,052 39,948
入学・卒業記念品費 1,100,000 965,466 134,534
総会経費 500,000 349,281 150,719
名簿管理費 216,000 216,000 0
HP費 52,000 105,840 △ 53,840
部会・支部活動補助費 800,000 685,000 115,000
工学部賛助金 800,000 700,000 100,000
校友会費 150,000 150,000 0
学生援助費 1,000,000 1,000,000 0
非常勤講師援助費 500,000 450,000 50,000
会議費 50,000 28,264 21,736
渉外費 50,000 27,512 22,488
学内懇親会費 100,000 127,107 △ 27,107
慶弔費 50,000 0 50,000
郵送通信費 400,000 345,830 54,170
交通費 80,000 74,680 5,320
幹事担当部会運営費 50,000 21,600 28,400
事務員費 1,000,000 968,000 32,000
消耗品費 50,000 78,646 △ 28,646
事務運営費 50,000 0 50,000
事務室備品費 100,000 0 100,000
雑費 50,000 39,160 10,840
創立100周年記念事業準備費 50,000 0 50,000
予備費 587,562 0 587,562
繰越金 0 1,191,024 △ 1,191,024

合　計 11,985,562 11,683,462 302,100

平成29年度

千葉大学工学同窓会  決算

雪夜の松韻会館

平成29年度工学同窓会事業報告
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平成30年度工学同窓会・定時総会および懇親会の報告

　平成30年６月９日（土）に、平成30年度の総会が西千
葉キャンパスにある「けやき会館」大ホールにて、その
後の懇親会が同会館３階にあるレセプションホールで
開催されました。
　平成30年度の会長は前年度に引き続き薄葉　洋氏（第
Ⅲ部会）が務め、議長として総会を進行しました。総会
出席者は65名でした。
　最初に小林謙一・幹事長（第Ⅲ部会）から平成29年度の
事業報告がなされました。次いで平成29年度の決算報
告と、平賀祐二･学外会計監事（第Ⅶ部会）からの会計監
査結果の報告があり、事業報告と決算報告は承認され
ました。引き続き、平成30年度事業計画と予算案につ
いて小林謙一･幹事長より提案と説明がありました。平
成30年度は、昨年度の会則変更のような大きな事案は
なく、ほぼ前年度を踏襲した事業計画が組まれました。
なお2021年度に工学部創立100周年記念事業実施に向
けて、小圷成一･実行委員長（第Ⅳ部会）が中心となって
本格的に始動します（別稿参照）。これらを含めた事業
計画と予算案を審議した結果、ともに原案通り承認さ
れました。
　また校友会について中山茂樹･幹事（第Ⅱ部会：都合に
より小林謙一・幹事長が代理報告）から全学同窓会（千葉
大学校友会）への対応･事業報告がなされました。最後
に橋本研也･副会長（第Ⅳ部会）の閉会の辞で定時総会を
終了しました。
　引き続き、場所を「けやき会館」３階･レセプション
ホールに移し懇親会を開催しました。最初に薄葉	洋･会
長の挨拶の後、佐藤之彦･名誉会長（工学部長）の乾杯の
音頭で懇親会を開催しました。最近、懇親会の場では、
課外活動支援費を得た学生の活動報告を行っています。
今年度は、「cuad」と「都市と環境とシステム展」の学生ら
が懇親会内でプレゼン報告しました。卒業生･会員同士
の近況報告など２時間近く和気藹々の中で歓談しまし
た。最後は前工学部長･関　実先生（千葉大学理事）のご
挨拶と一本締めで終了しました。
　次年度の総会･懇親会も西千葉キャンパスで開催の予
定です。是非一度再訪して頂ければと思います。

■収入の部	 （単位：円）

費　目 30年度予算額① 29年度決算額② ①－②
前年度繰越金 1,191,024 825,462 365,562
入会金 6,700,000 6,720,000 △ 20,000
会費 2,000,000 1,924,000 76,000
寄付金 2,200,000 2,172,000 28,000
総会参加費 50,000 42,000 8,000
利息・雑収入 10 0 10

合　計 12,141,034 11,683,462 457,572

■支出の部	 （単位：円）

費　目 30年度予算額① 29年度決算額② ①－②
会報編集発行 4,200,000 4,160,052 39,948
入学・卒業記念品費 1,100,000 965,466 134,534
総会経費 500,000 349,281 150,719
名簿管理費 216,000 216,000 0
ＨＰ費 150,000 105,840 44,160
部会・支部活動補助費 800,000 685,000 115,000
工学部賛助金 800,000 700,000 100,000
校友会費 150,000 150,000 0
学生援助費 1,000,000 1,000,000 0
非常勤講師援助費 500,000 450,000 50,000
会議費 50,000 28,264 21,736
渉外費 50,000 27,512 22,488
学内懇親会費 100,000 127,107 △ 27,107
慶弔費 50,000 0 50,000
郵送通信費 400,000 345,830 54,170
交通費 80,000 74,680 5,320
幹事担当部会運営費 50,000 21,600 28,400
事務員費 1,000,000 968,000 32,000
消耗品費 50,000 78,646 △ 28,646
事務運営費 50,000 0 50,000
事務室備品費 100,000 0 100,000
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
予備費 595,034 0 595,034
繰越金 0 1,191,024 △ 1,191,024

合　計 12,141,034 11,683,462 457,572

平成30年度

千葉大学工学同窓会  予算

薄葉会長が議長として定時総会を進行 定時総会の模様 （けやき会館･大ホール）
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松韻会館の利用のご案内

　会報第44号でご報告の通り、昭和36年（1961年）に
工学部創立40周年記念事業として、卒業生･教職員･後
援会などの醵金により建設された工学同窓会館（松韻
会館）は、耐震補強工事も兼ねて平成28年３月にリ
ニューアル･オープンしました。１階の一区画は、千葉
大学および西千葉キャンパスのインフォメーションセ
ンター機能も一部になっています。会議室も備わって
います。卒業生･会員の皆様にも、ご自身のクラス会や
同窓会などにも是非ご利用/ご活用頂ければと思いま
す。利用を希望される場合、以下に示す各部会の代表
幹事の先生方に連絡をして、予約して下さい。なお連
絡先等は下記websiteをご参照願います。
http://www.eng.chiba-u.jp/outLstProfileSearch.tsv

第Ⅰ部会　渡邉慎二、第Ⅱ部会　平島岳夫
第III部会　太田匡則、第IV部会　小圷成一
第Ⅴ部会・第Ⅺ部会　岸川圭希
第Ⅵ～VIII部会　川本一彦
第Ⅹ部会　檜垣泰彦、第Ⅺ部会　吉田憲司
第Ⅻ部会　板東弘之

　このほか、工学同窓会では各地方の支部設立も可能
です。少し離れた地域で同窓会活動を希望される場合
は、ご遠慮なく事務局までお問い合わせ下さい。

Tel：043−254−6358	（事務担当：山中）
Email：chiba-u.kogakudosokai@nifty.ne.jp

懇親会での薄葉会長挨拶 懇親会での佐藤名誉会長（学部長）乾杯発声

懇親会会場（レセプションホール）でのひとこま 工学同窓会から援助を受けた学生のプロジェクト事業の報告

学生のプロジェクト援助事業の報告を聞く会員

松韻会館・館内見取り図
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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29年度（平成29年４⽉１⽇～平成30年３⽉31⽇）寄付者一覧

■　29口　■
岡田歩久登	 （電機）

■　20口　■
山田　雅敏	 （Ⅱ）

■　19口　■
井之川英正	 （Ⅱ）
峰田　富康	 （Ⅵ）

■　15口　■
鎌田　友礼	 （Ⅲ）

■　13口　■
薄葉　　洋	 （Ⅲ）

■　11口　■
高柳　英麿	 （Ⅵ）

■　10口　■
内藤　亮一	 （Ⅱ）
西脇　昭二	 （Ⅱ）
桑田　　昭	 （Ⅱ）
横田　正之	 （Ⅱ）
野々村　隆	 （Ⅱ）
小林　良洋	 （Ⅱ）
白石　輝光	 （Ⅱ）
飯田　益三	 （Ⅲ）
大角　　忠	 （Ⅲ）
三浦　邦夫	 （Ⅲ）
小野　原勉	 （Ⅲ）
松谷　正明	 （Ⅲ）
田中　敏光	 （Ⅳ）
寺川　隆成	 （Ⅳ）
山下　和郎	 （Ⅳ）
玉沢　　学	 （Ⅳ）
岩瀬　公夫	 （Ⅳ）
保田　広安	 （Ⅳ）
伊藤　一郎	 （Ⅴ）
工化40白ばら会	 （Ⅴ）
田中　秀典	 （Ⅴ）
垣生　知則	 （Ⅸ）
大坪　将史	 （電機）
鈴木　　邁	 （職員）

■　９口　■
豊田　喜夫	 （Ⅰ）
大木　康次	 （Ⅱ）
吉田　　司	 （Ⅱ）
渡邉　和宣	 （Ⅱ）
村田　　実	 （Ⅲ）
西村　　亮	 （Ⅲ）
大川原忠義	 （Ⅳ）
今別府　隆	 （Ⅳ）
川合　忠章	 （Ⅳ）
吉田　俊夫	 （Ⅴ）
水谷　惟恭	 （Ⅴ）
乗越　厚生	 （Ⅴ）
谷中　浩志	 （Ⅴ）
佐藤　雅代	 （Ⅴ）
大宮　秀一	 （Ⅴ）
正田　　章	 （Ⅶ）
古屋幸一郎	 （Ⅶ）
宮本　るり	 （意建）

■　８口　■
緒方　一裕	 （Ⅲ）

■　６口　■
村上　武志	 （Ⅳ）
成毛喜一郎	 （Ⅳ）
小野　義光	 （Ⅴ）

■　５口　■
戸祭　正和	 （Ⅰ）
森川　　明	 （Ⅰ）

柳澤　朋夫	 （Ⅱ）
松永　敏男	 （Ⅱ）
中川　利夫	 （Ⅱ）
小川　秀司	 （Ⅲ）
藤代　　裕	 （Ⅲ）
野口　誠治	 （Ⅲ）
新垣　強二	 （Ⅲ）
斎藤　英司	 （Ⅲ）
青木　一郎	 （Ⅲ）
中村　紀雄	 （Ⅳ）
目黒　雅昭	 （Ⅳ）
石崎　達也	 （Ⅳ）
神山　恵夫	 （Ⅴ）
鈴木　貫之	 （Ⅴ）
山崎　　肇	 （Ⅴ）
馬養　友之	 （Ⅴ）
梶山　　至	 （Ⅴ）
福山賛次郎	 （Ⅴ）
矢田健一郎	 （Ⅴ）
山本　芳正	 （Ⅵ）
佐藤　直也	 （Ⅵ/Ⅶ）
高倉　正幸	 （Ⅷ）
解良　　聡	 （Ⅸ）
足立　　誠	 （メ）
小杉　太希	 （電機）
馬場　直志	 （職員）

■　４口　■
大沼　　隆	 （Ⅰ）
浅野　英昭	 （Ⅰ）
中野清一郎	 （Ⅱ）
富田　　純	 （Ⅱ）
蕪木　　脩	 （Ⅱ）
木村　嘉道	 （Ⅱ）
藤井　　茂	 （Ⅱ）
大倉　　優	 （Ⅱ）
金城　重光	 （Ⅱ）
中村喜久雄	 （Ⅱ）
若松　　永	 （Ⅱ）
坂口　秋一	 （Ⅱ）
森　　勝一	 （Ⅱ）
渡邉　　孝	 （Ⅱ）
彦坂　誠次	 （Ⅱ）
橋本　克巳	 （Ⅲ）
永野　俊男	 （Ⅲ）
林　　忠雄	 （Ⅲ）
五十嵐　実	 （Ⅲ）
藤田　秀一	 （Ⅲ）
小久保重暢	 （Ⅲ）
小山　　裕	 （Ⅲ）
渡辺　謙一	 （Ⅲ）
柳澤　　章	 （Ⅲ）
遠山　雅夫	 （Ⅳ）
近岡　　宏	 （Ⅳ）
草深　博好	 （Ⅳ）
林　　宣雄	 （Ⅳ）
飯塚　矩規	 （Ⅳ）
増田　豊一	 （Ⅳ）
和久津啓治	 （Ⅳ）
茂出木敏雄	 （Ⅳ）
清水洋太郎	 （Ⅳ）
兼八　　薫	 （Ⅳ）
中富　　仁	 （Ⅳ）
鈴木　孝志	 （Ⅳ）
宮原　一敏	 （Ⅳ）
林　　久雄	 （Ⅳ）
加藤　洋一	 （Ⅳ）
中野　和則	 （Ⅳ）
松尾　弘任	 （Ⅴ）
大野　寿彦	 （Ⅴ）
砂原　三利	 （Ⅴ）
芳野　禎文	 （Ⅴ）
谷山　暁彦	 （Ⅴ）
若松　二郎	 （Ⅴ）
太田　正和	 （Ⅴ）
塩田　孝夫	 （Ⅴ）

関口　洋一	 （Ⅴ）
瀬倉　　尚	 （Ⅴ）
藤澤　義和	 （Ⅴ）
田中　昌幸	 （Ⅴ）
稲見　一郎	 （Ⅴ）
大谷　博之	 （Ⅴ）
砂原　一夫	 （Ⅴ）
入山　　隆	 （Ⅵ）
平賀　祐二	 （Ⅵ）
末光　裕治	 （Ⅵ）
駒野　善信	 （Ⅵ）
酒井　伸和	 （Ⅵ/Ⅶ）
井下　　広	 （Ⅶ）
青山　俶雄	 （Ⅶ）
岩田　克彦	 （Ⅶ）
山田　　旬	 （Ⅶ）
工藤　泰代	 （院全）
小泉　佑介	 （情報）
鈴木　航海	 （情報）
小林　　航	 （電機）
木村信太郎	 （電機）
鈴木　洋行	 （意建）
山内　裕斗	 （意建）
葛西健太郎	 （ナノ）

■　３口　■
森　　美恵	 （Ⅰ）
西田　義隆	 （Ⅰ）
鈴木　　進	 （Ⅰ）
林　　 一	 （Ⅱ）
小幡　和夫	 （Ⅱ）
椎名　國雄	 （Ⅱ）
松本　靖司	 （Ⅱ）
山田　憲司	 （Ⅱ）
伊藤　　明	 （Ⅱ）
木原　幹夫	 （Ⅱ）
藤原　博昭	 （Ⅱ）
久保寺　淳	 （Ⅱ）
小林　英夫	 （Ⅲ）
森本　敏夫	 （Ⅲ）
斎藤　晴朗	 （Ⅲ）
有戸　立也	 （Ⅲ）
梶川　　清	 （Ⅲ）
笹川　俊勝	 （Ⅲ）
飯沼　敏夫	 （Ⅲ）
坂本　和也	 （Ⅲ）
阿波野康彦	 （Ⅲ）
佐藤　龍夫	 （Ⅳ）
隈　　久雄	 （Ⅳ）
田口　　濶	 （Ⅳ）
篠﨑　國雄	 （Ⅳ）
永井　良一	 （Ⅳ）
柳田　利幸	 （Ⅴ）
小林　　徹	 （Ⅴ）
竹村　利男	 （Ⅴ）
篠田　次男	 （Ⅴ）
山崎　泰洋	 （Ⅴ）
瀬戸　　潔	 （Ⅴ）
中村佐紀子	 （Ⅴ）
渡辺　淳一	 （Ⅴ）
松尾　廣一	 （Ⅴ）
美濃口正典	 （Ⅴ）
高橋　雅樹	 （Ⅴ）
秋葉　　斉	 （Ⅵ）
鴨井　正文	 （Ⅵ）
原　　千恵	 （Ⅶ）
芝木　儀夫	 （Ⅶ）
小野　正和	 （Ⅶ）
山岡　輝正	 （院全）
大場　裕晃	 （院全）
飛田　優子	 （電機）

■　２口　■
香西　一雄	 （Ⅰ）
大井　義雄	 （Ⅰ）
菊地　孝夫	 （Ⅰ）

関　　壮一	 （Ⅰ）
御手洗昌子	 （Ⅰ）
藤田　　勉	 （Ⅰ）
御園　秀一	 （Ⅰ）
和田　精二	 （Ⅰ）
関野　　元	 （Ⅰ）
中村　　穣	 （Ⅰ）
佐野　禎彦	 （Ⅰ）
原田　雅美	 （Ⅰ）
秋岡　敏郎	 （Ⅰ）
北山　睦人	 （Ⅰ）
栗山　　孟	 （Ⅱ）
金子誠之助	 （Ⅱ）
西山　正春	 （Ⅱ）
秦　　孝一	 （Ⅱ）
安藤　伸治	 （Ⅱ）
小川三之助	 （Ⅱ）
堂　　健二	 （Ⅱ）
大林　和彦	 （Ⅱ）
川村　尚夫	 （Ⅱ）
正法地紀之	 （Ⅱ）
中島　將好	 （Ⅱ）
神山　正樹	 （Ⅱ）
三田村隆司	 （Ⅱ）
坂口　守夫	 （Ⅱ）
金沢　健蔵	 （Ⅱ）
小山　嘉弘	 （Ⅱ）
吉澤　輝三	 （Ⅱ）
河津　　亘	 （Ⅱ）
勢木宇太郎	 （Ⅱ）
黒田　満男	 （Ⅱ）
三好　尚武	 （Ⅱ）
上坂　省二	 （Ⅱ）
松崎　　徹	 （Ⅱ）
菅野　良司	 （Ⅱ）
竹生　敏俗	 （Ⅱ）
善養寺圭吾	 （Ⅱ）
小林　孝至	 （Ⅱ）
高橋　八朗	 （Ⅱ）
大家　教正	 （Ⅱ）
古戸　睦子	 （Ⅱ）
加藤　宏一	 （Ⅱ）
吉田　英雄	 （Ⅱ）
山﨑　眞詠	 （Ⅱ）
笹谷　輝雄	 （Ⅱ）
馬場　祐輔	 （Ⅱ）
室伏　　毅	 （Ⅱ）
安田征一郎	 （Ⅱ）
杉　富士雄	 （Ⅱ）
塚本　正臣	 （Ⅱ）
杉山　勝征	 （Ⅱ）
張替　勝雄	 （Ⅱ）
幡　　好明	 （Ⅱ）
吉崎　春雄	 （Ⅱ）
山下　雅央	 （Ⅲ）
渡部　富治	 （Ⅲ）
金山　　進	 （Ⅲ）
高橋　　茂	 （Ⅲ）
中野　一郎	 （Ⅲ）
湯本　　良	 （Ⅲ）
粟屋　育造	 （Ⅲ）
松田　隆雄	 （Ⅲ）
伊集院　忠	 （Ⅲ）
小川　惠也	 （Ⅲ）
中村　雅勇	 （Ⅲ）
武富　義次	 （Ⅲ）
岩井　隆夫	 （Ⅲ）
高山　臣旦	 （Ⅲ）
戸原　　荵	 （Ⅲ）
島田　雅吉	 （Ⅲ）
下村　　孝	 （Ⅲ）
武之内教男	 （Ⅲ）
楠川　則正	 （Ⅲ）
豊嶋　　洋	 （Ⅲ）
中山　勝博	 （Ⅲ）
松本　　理	 （Ⅲ）

坂本　初男	 （Ⅲ）
大上　　登	 （Ⅲ）
園山　　芳	 （Ⅲ）
蝿庭　正信	 （Ⅲ）
中村　良太	 （Ⅲ）
根本　一郎	 （Ⅲ）
山崎　秀夫	 （Ⅲ）
英　　聖一	 （Ⅲ）
川尻　順一	 （Ⅲ）
桑原　健郎	 （Ⅲ）
荒井　秀夫	 （Ⅲ）
飯島　　勉	 （Ⅲ）
河野　尚司	 （Ⅲ）
中村　一馬	 （Ⅲ）
平井　秀明	 （Ⅲ）
小林　貞彦	 （Ⅲ）
窪寺　雅雄	 （Ⅲ）
田谷　耕一	 （Ⅲ）
三代川滋則	 （Ⅲ）
照井　　隆	 （Ⅲ）
山下　嘉久	 （Ⅲ）
津下　豊彦	 （Ⅲ）
山澤　智仁	 （Ⅲ）
川添健一郎	 （Ⅲ）
菊池　健二	 （Ⅲ）
粕谷　一雄	 （Ⅲ）
鈴木　　誠	 （Ⅲ）
永田　　朗	 （Ⅲ）
佐々木裕幸	 （Ⅲ）
田村　重雄	 （Ⅳ）
長田　正造	 （Ⅳ）
椿　　桂三	 （Ⅳ）
天野　譯溥	 （Ⅳ）
豊田　純男	 （Ⅳ）
高山　建三	 （Ⅳ）
細尻　佳久	 （Ⅳ）
大川　澄雄	 （Ⅳ）
斎藤　　収	 （Ⅳ）
井本　一彦	 （Ⅳ）
尾崎　元昭	 （Ⅳ）
川田　有造	 （Ⅳ）
石原　　亮	 （Ⅳ）
金沢　一良	 （Ⅳ）
後藤　良男	 （Ⅳ）
末石　元晴	 （Ⅳ）
高橋　盛広	 （Ⅳ）
蔭山　之雄	 （Ⅳ）
外井　英雄	 （Ⅳ）
山田　明弘	 （Ⅳ）
片岡敬一郎	 （Ⅳ）
石山　　明	 （Ⅳ）
吉田　生雄	 （Ⅳ）
松尾　達樹	 （Ⅳ）
志村　俊夫	 （Ⅳ）
今田　伸司	 （Ⅳ）
佐藤　光一	 （Ⅳ）
杉本　和英	 （Ⅳ）
相馬　敦郎	 （Ⅳ）
吉成　　裕	 （Ⅳ）
伊藤　公一	 （Ⅳ）
石﨑　長俊	 （Ⅳ）
山口　正泰	 （Ⅳ）
丹野　雅行	 （Ⅳ）
草野　祐一	 （Ⅳ）
芳賀　光雄	 （Ⅳ）
斉藤　　塡	 （Ⅴ）
塩原　秀夫	 （Ⅴ）
白井　　栄	 （Ⅴ）
橘　　宗昭	 （Ⅴ）
浜田　孝夫	 （Ⅴ）
伊倉賢一郎	 （Ⅴ）
曽我　恒彦	 （Ⅴ）
静谷　英夫	 （Ⅴ）
上條　堅次	 （Ⅴ）
奥山　敏樹	 （Ⅴ）
田辺　敏夫	 （Ⅴ）
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物井　惠一	 （Ⅴ）
渡辺　好之	 （Ⅴ）
小高　幸治	 （Ⅴ）
成川　　攻	 （Ⅴ）
川田　晃嗣	 （Ⅴ）
荒井　　薫	 （Ⅴ）
倉田　研一	 （Ⅴ）
浅見　栄二	 （Ⅴ）
小泉　幹夫	 （Ⅴ）
川嶋　一夫	 （Ⅴ）
反保　一雄	 （Ⅴ）
勝田信一郎	 （Ⅴ）
高野　　力	 （Ⅴ）
府中　裕一	 （Ⅴ）
加藤　文雄	 （Ⅴ）
斎藤　晴夫	 （Ⅴ）
野崎　隆生	 （Ⅴ）
大野　　悟	 （Ⅴ）
杉森　由章	 （Ⅴ）
生駒　昌弘	 （Ⅴ）
川嶋　静雄	 （Ⅴ）
平井　公徳	 （Ⅴ）
梁田　賢悦	 （Ⅴ）
伊藤　邦男	 （Ⅴ）
稲村　清之	 （Ⅴ）
高坂　信夫	 （Ⅴ）
竹中　史夫	 （Ⅴ）
石川　健次	 （Ⅴ）
清水　博之	 （Ⅴ）
鈴木　　淳	 （Ⅴ）
池永淳一郎	 （Ⅴ）
川窪　紀彦	 （Ⅴ）
河辻　輝之	 （Ⅴ）
吉田　　博	 （Ⅴ）
蕪木　健二	 （Ⅴ）
地曳　広志	 （Ⅴ）
楠本　幸二	 （Ⅵ）
勝田　禎治	 （Ⅵ）
土屋　元彦	 （Ⅵ）
斉藤　光範	 （Ⅵ）
貴船　和司	 （Ⅵ）
宮田　弘幸	 （Ⅵ）
大森　雅久	 （Ⅵ）
中村　勝利	 （Ⅵ）
小林　俊弼	 （Ⅵ）
菊島　俊吉	 （Ⅵ）
渋谷　岳人	 （Ⅵ/Ⅶ）
江川　好古	 （Ⅶ）
浜口　正俊	 （Ⅶ）
林　　武夫	 （Ⅶ）
沼野　博文	 （Ⅶ）
横澤　佑治	 （Ⅶ）
大塚　康信	 （Ⅶ）
平山　　巌	 （Ⅶ）
高橋　英夫	 （Ⅶ）
島　　基之	 （Ⅶ）
磯貝　三郎	 （Ⅶ）
鈴木　重敏	 （Ⅶ）
山田　秀夫	 （Ⅶ）
高橋　　愛	 （Ⅷ）
阿宗　大輔	 （Ⅸ）
藤巻　史郎	 （Ⅸ）
安藤　賢孝	 （Ⅹ）
岡野　直美	 （Ⅹ）
岡田　和之	 （Ⅹ）
林　　優希	 （メ）
押田　祐希	 （院全）
浦部　裕亮	 （院全）
福田　　優	 （院全）
森　　雅成	 （院全）
稲垣　友梨	 （院全）
飯嶋　健憲	 （共生）
田中　康弘	 （情報）
南日　康男	 （電機）
別府　諒一	 （電機）
安江沙希子	 （意建）
林　　真那	 （意建）
牧野　孝宏	 （ナノ）
鈴木　　伸	 （職員）
水澤　伸也	 （職員）

■　１口　■
大堀　治宣	 （Ⅰ）
川井　孝二	 （Ⅰ）
渋谷　久紀	 （Ⅰ）
出村　慶次	 （Ⅰ）
山田　卓生	 （Ⅰ）
山本　　豊	 （Ⅰ）
澤口　正武	 （Ⅰ）
高橋　和靖	 （Ⅰ）
高橋　公明	 （Ⅰ）
増田　忠良	 （Ⅰ）
赤瀬　達三	 （Ⅰ）
前川　　健	 （Ⅰ）
岩佐　直利	 （Ⅰ）
吉井　將充	 （Ⅰ）
桜井　秀紀	 （Ⅰ）
神谷　　清	 （Ⅰ）
大沢　隆男	 （Ⅰ）
小笠原伸一	 （Ⅰ）
伊藤　文隆	 （Ⅰ）
小林　宏司	 （Ⅰ）
栗原志緒里	 （Ⅰ）
鈴木りよ子	 （Ⅰ）
岡本　浩志	 （Ⅰ）
安成　　彰	 （Ⅰ）
小内　朝子	 （Ⅰ）
内田　　大	 （Ⅰ）
比嘉　明子	 （Ⅰ）
中仙道太郎	 （Ⅰ）
佐藤　信晴	 （Ⅰ）
岡田　　優	 （Ⅰ）
中野　正孝	 （Ⅰ）
松木　恭子	 （Ⅰ）
立部　紀夫	 （Ⅰ）
澤田　　均	 （Ⅰ）
川添　集朗	 （Ⅰ）
武藤　栄希	 （Ⅰ）
安逹　知明	 （Ⅰ）
米村　　勉	 （Ⅰ）
鹿久保さちよ	 （Ⅰ）
藤江　　彰	 （Ⅰ）
小嶋　良一	 （Ⅰ）
原田　善之	 （Ⅱ）
山際　延夫	 （Ⅱ）
和田　文吾	 （Ⅱ）
西方健太郎	 （Ⅱ）
武田　和弥	 （Ⅱ）
松本　　明	 （Ⅱ）
赤塚　　巌	 （Ⅱ）
尾上　孝一	 （Ⅱ）
内藤　洪一	 （Ⅱ）
浅野　盛治	 （Ⅱ）
大和田包明	 （Ⅱ）
鈴木　忠道	 （Ⅱ）
岩崎　哲朗	 （Ⅱ）
大山　　弘	 （Ⅱ）
田口　裕一	 （Ⅱ）
川口　　登	 （Ⅱ）
柴原　達明	 （Ⅱ）
富永　慶宇	 （Ⅱ）
飯沼　秀晴	 （Ⅱ）
田中　修一	 （Ⅱ）
渡辺　泰男	 （Ⅱ）
長田　勝彦	 （Ⅱ）
川田　暢子	 （Ⅱ）
丹羽　正徳	 （Ⅱ）
中里　政春	 （Ⅱ）
林　　靖男	 （Ⅱ）
榑林　和夫	 （Ⅱ）
清水　四郎	 （Ⅱ）
三川　光司	 （Ⅱ）
伊東　正人	 （Ⅱ）
今関　一美	 （Ⅱ）
吉原　敏裕	 （Ⅱ）
村中　恭一	 （Ⅱ）
和田　高清	 （Ⅱ）
高山　弘昭	 （Ⅱ）
真柴　正徳	 （Ⅱ）
池澤　信之	 （Ⅱ）
作間　　健	 （Ⅱ）
山本　　晃	 （Ⅱ）

越智　英明	 （Ⅱ）
田中　明夫	 （Ⅱ）
蜂須賀貴之	 （Ⅱ）
石月　謙一	 （Ⅱ）
小市　浩伸	 （Ⅱ）
髙久　真一	 （Ⅱ）
岩瀨　真理	 （Ⅱ）
今枝　宏之	 （Ⅱ）
栗谷川哲雄	 （Ⅱ）
下川　厚子	 （Ⅱ）
阿部　隆廣	 （Ⅱ）
竹内　宣行	 （Ⅱ）
田中　絹子	 （Ⅱ）
田中　健太	 （Ⅱ）
中川　治彦	 （Ⅱ）
室　　英治	 （Ⅱ）
山脇　康弘	 （Ⅱ）
橋本　康夫	 （Ⅱ）
鳥飼　説夫	 （Ⅱ）
竹田　知平	 （Ⅱ）
前原　信達	 （Ⅱ）
太田　達見	 （Ⅱ）
増田　正樹	 （Ⅱ）
長瀬　　悟	 （Ⅱ）
引地　健彦	 （Ⅱ）
堀　　　保	 （Ⅱ）
瀬川二三男	 （Ⅱ）
尾形　廣信	 （Ⅱ）
斎藤　敏夫	 （Ⅱ）
広瀬　辰男	 （Ⅱ）
小林　章二	 （Ⅱ）
桐谷　治孝	 （Ⅱ）
藤本　　匡	 （Ⅱ）
森　　敏章	 （Ⅱ）
竹内　亀之	 （Ⅲ）
青木　一雄	 （Ⅲ）
山崎　良夫	 （Ⅲ）
林　　和夫	 （Ⅲ）
山下　　曻	 （Ⅲ）
酒井　政夫	 （Ⅲ）
戸澤　孝壽	 （Ⅲ）
山口　智之	 （Ⅲ）
加藤　實男	 （Ⅲ）
草間　　尚	 （Ⅲ）
日野　俊昭	 （Ⅲ）
松井　雅男	 （Ⅲ）
市野　正雄	 （Ⅲ）
金子　和弘	 （Ⅲ）
相馬　一朗	 （Ⅲ）
村瀬　英俊	 （Ⅲ）
小出　富夫	 （Ⅲ）
志賀　元弘	 （Ⅲ）
山崎　克英	 （Ⅲ）
白鳥　邦治	 （Ⅲ）
石橋　範宣	 （Ⅲ）
大野　忠義	 （Ⅲ）
三上　正樹	 （Ⅲ）
伊藤　健一	 （Ⅲ）
柴崎　喜重	 （Ⅲ）
武野　忠男	 （Ⅲ）
融　　成三	 （Ⅲ）
徳屋　友彦	 （Ⅲ）
橋本　茂男	 （Ⅲ）
藤田　尚美	 （Ⅲ）
松本　嘉己	 （Ⅲ）
米田　　喬	 （Ⅲ）
谷口　光政	 （Ⅲ）
倉林　克行	 （Ⅲ）
小林　亮一	 （Ⅲ）
鈴木　則道	 （Ⅲ）
田川　正洋	 （Ⅲ）
本忠　瑞穂	 （Ⅲ）
溝部　正彦	 （Ⅲ）
深山　健也	 （Ⅲ）
池田克登志	 （Ⅲ）
福田聡三郎	 （Ⅲ）
山田　干城	 （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）
山本　直樹	 （Ⅲ）
覚張　文夫	 （Ⅲ）
田村　髙志	 （Ⅲ）
林　　靜男	 （Ⅲ）
石橋　康正	 （Ⅲ）
根岸　葊介	 （Ⅲ）
嶋津　政行	 （Ⅲ）
園部　一之	 （Ⅲ）
山崎　主雄	 （Ⅲ）
大木　繁夫	 （Ⅲ）
神蔵準一郎	 （Ⅲ）
鈴木　幹人	 （Ⅲ）
馬場　和幸	 （Ⅲ）
日向　武夫	 （Ⅲ）
塚越　一基	 （Ⅲ）
山本　賀彦	 （Ⅲ）
石井ひでみ	 （Ⅲ）
小池　憲浩	 （Ⅲ）
小川　貴史	 （Ⅲ）
斎藤　　徹	 （Ⅲ）
吉野　耕司	 （Ⅲ）
麻生　　正	 （Ⅲ）
脇田　康之	 （Ⅲ）
板倉　祐夫	 （Ⅲ）
小林　　隆	 （Ⅲ）
宮島　宗一	 （Ⅲ）
近藤　信雄	 （Ⅲ）
佐藤　雄三	 （Ⅲ）
吉岡　　洋	 （Ⅲ）
中村　寿夫	 （Ⅲ）
山田　陽二	 （Ⅲ）
藤井　卓美	 （Ⅲ）
杉山　周作	 （Ⅲ）
森田　芳行	 （Ⅲ）
井上　浩一	 （Ⅲ）
細矢　泰弘	 （Ⅲ）
杉田　明彦	 （Ⅲ）
塚越　孝一	 （Ⅲ）
加藤　次雄	 （Ⅲ）
山根　和敏	 （Ⅲ）
小川　元一	 （Ⅲ）
塩原　正美	 （Ⅲ）
松崎　幹康	 （Ⅲ）
平出　礼一	 （Ⅲ）
福田　　昭	 （Ⅲ）
早川順次郎	 （Ⅳ）
西田　誠夫	 （Ⅳ）
瀬川　　繁	 （Ⅳ）
本橋　昭二	 （Ⅳ）
西塚　晶彦	 （Ⅳ）
山上　　晃	 （Ⅳ）
茂木　節雄	 （Ⅳ）
小笠原弘適	 （Ⅳ）
倉上　一郎	 （Ⅳ）
村木　哲三	 （Ⅳ）
田村　　均	 （Ⅳ）
丸山　敏夫	 （Ⅳ）
小西　　寛	 （Ⅳ）
酒井　　洋	 （Ⅳ）
柴　　忠敏	 （Ⅳ）
三國　宏一	 （Ⅳ）
三宅　正高	 （Ⅳ）
米須　清英	 （Ⅳ）
岸田　　勇	 （Ⅳ）
小板橋　徹	 （Ⅳ）
田辺　喜彦	 （Ⅳ）
田村　一男	 （Ⅳ）
見月　真人	 （Ⅳ）
宮田　正彦	 （Ⅳ）
平塚今朝人	 （Ⅳ）
塚本　允孜	 （Ⅳ）
中井　延雄	 （Ⅳ）
藤倉　信之	 （Ⅳ）
槙　　一光	 （Ⅳ）
高野　律朗	 （Ⅳ）
藤井　　盛	 （Ⅳ）
宮崎　茂雄	 （Ⅳ）

小島　啓三	 （Ⅳ）
武内　　寿	 （Ⅳ）
中村巳三雄	 （Ⅳ）
三木　克巳	 （Ⅳ）
宮治　通雄	 （Ⅳ）
岩田　春久	 （Ⅳ）
池田　健二	 （Ⅳ）
白木　淳一	 （Ⅳ）
小久保　優	 （Ⅳ）
鴫原　勝久	 （Ⅳ）
仁田　　昇	 （Ⅳ）
橋本　　聡	 （Ⅳ）
二宮　　功	 （Ⅳ）
保科　雅裕	 （Ⅳ）
大久保盛也	 （Ⅳ）
松岡　　孝	 （Ⅳ）
古川　秀樹	 （Ⅳ）
高井　昭夫	 （Ⅳ）
相馬　　毅	 （Ⅳ）
鈴木　高徳	 （Ⅳ）
坂原　義夫	 （Ⅳ）
大塚　秀樹	 （Ⅳ）
青木　基郎	 （Ⅳ）
高村　　智	 （Ⅳ）
浮谷　典孝	 （Ⅳ）
村上　豪厚	 （Ⅳ）
大丸　　誠	 （Ⅳ）
山本　吾郎	 （Ⅳ）
階上　　保	 （Ⅳ）
鈴木　千春	 （Ⅳ）
内田　武志	 （Ⅳ）
高橋　　勉	 （Ⅳ）
高野　哲自	 （Ⅳ）
玉虫　彰弘	 （Ⅳ）
鈴木　郁夫	 （Ⅳ）
小原　健司	 （Ⅳ）
中村　太一	 （Ⅳ）
上野　文男	 （Ⅳ）
武田　広也	 （Ⅳ）
髙塚　　肇	 （Ⅳ）
大平　芳史	 （Ⅳ）
岡本　　浩	 （Ⅳ）
高須　伸夫	 （Ⅳ）
片岡　良彦	 （Ⅳ）
三浦眞由美	 （Ⅳ）
上野　　豊	 （Ⅳ）
市原　　勲	 （Ⅳ）
金子　啓三	 （Ⅳ）
藤枝　昌行	 （Ⅳ）
宇梶　次男	 （Ⅴ）
板倉　　健	 （Ⅴ）
杉山　　武	 （Ⅴ）
野尻　雅弘	 （Ⅴ）
栗原　信介	 （Ⅴ）
三枝　赳夫	 （Ⅴ）
八木　　章	 （Ⅴ）
村田　正行	 （Ⅴ）
石塚　　洋	 （Ⅴ）
田中　　満	 （Ⅴ）
阿部　徹彦	 （Ⅴ）
石川　治男	 （Ⅴ）
三平　忠宏	 （Ⅴ）
武内　芳夫	 （Ⅴ）
中村　幸男	 （Ⅴ）
香川　　喬	 （Ⅴ）
大月　正義	 （Ⅴ）
森元　忠夫	 （Ⅴ）
山田　信彦	 （Ⅴ）
前田　　満	 （Ⅴ）
沢村　敬一	 （Ⅴ）
細井　映司	 （Ⅴ）
守　　敏男	 （Ⅴ）
石丸　貞冬	 （Ⅴ）
熊野　清彦	 （Ⅴ）
嶋根　義憲	 （Ⅴ）
安西　敞彦	 （Ⅴ）
高橋　建司	 （Ⅴ）
多喜田一郎	 （Ⅴ）
西山　　充	 （Ⅴ）
有田　　潔	 （Ⅴ）
小山　正泰	 （Ⅴ）
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平成29年度工学部改組による新コース名と対応する各部会、ならびに旧学科の対応関係は以下の通りです。

工学部改組とこれに伴う同窓会部会の対応について

小林　敬古	 （Ⅴ）
本間　茂男	 （Ⅴ）
岩田　　顕	 （Ⅴ）
相澤　　馨	 （Ⅴ）
腰山　伊彦	 （Ⅴ）
渡辺　光司	 （Ⅴ）
横尾　　朗	 （Ⅴ）
佐久間隆司	 （Ⅴ）
関根　　均	 （Ⅴ）
中谷　　宏	 （Ⅴ）
杉山　孝久	 （Ⅴ）
野田　賢治	 （Ⅴ）
大原　美絵	 （Ⅴ）
増田　啓司	 （Ⅴ）
滝澤　文彦	 （Ⅴ）
通山優美子	 （Ⅴ）
岩瀬　章代	 （Ⅴ）
鯨岡　陽子	 （Ⅴ）
星　　善浩	 （Ⅴ）
佐藤　栄司	 （Ⅴ）
石井　尚文	 （Ⅴ）
高浜　吉隆	 （Ⅴ）
佐々木健一	 （Ⅴ）
竹田　和俊	 （Ⅴ）
安達　龍二	 （Ⅴ）
斉藤　清高	 （Ⅴ）
村田　　潔	 （Ⅴ）
浦和茂登男	 （Ⅴ）
石塚　　聡	 （Ⅴ）
高月　健一	 （Ⅴ）
林　日出夫	 （Ⅴ）
鶴田　利彦	 （Ⅴ）
藤本　克宏	 （Ⅴ）
高橋龍太郎	 （Ⅴ）
三浦　恵美	 （Ⅴ）
中澤　大地	 （Ⅴ）
熊田　浩明	 （Ⅴ）
澤野　　守	 （Ⅴ）
境　　祐司	 （Ⅴ）
飯島　　剛	 （Ⅴ）
片野　　彰	 （Ⅴ）
善場　研也	 （Ⅴ）
高澤　　祐	 （Ⅴ）
畠　好太郎	 （Ⅴ）
渡辺　善一	 （Ⅴ）
池原　郁夫	 （Ⅴ）
武田敏比己	 （Ⅴ）
織間　　勇	 （Ⅵ）
久保　走一	 （Ⅵ）
内田美恵子	 （Ⅵ）
山本　之彦	 （Ⅵ）
武田市太郎	 （Ⅵ）

設樂　　清	 （Ⅵ）
影山　雅英	 （Ⅵ）
関根　二郎	 （Ⅵ）
山田　義彦	 （Ⅵ）
伊藤　晴夫	 （Ⅵ）
河野　　功	 （Ⅵ）
三村　一俊	 （Ⅵ）
豊田　芳州	 （Ⅵ）
原　　忠義	 （Ⅵ）
地引　　勝	 （Ⅵ）
手塚　辰保	 （Ⅵ）
平野　長愛	 （Ⅵ）
広井　敏男	 （Ⅵ）
佐野　和雄	 （Ⅵ）
冨山　昌史	 （Ⅵ）
的場　　峻	 （Ⅵ）
斉藤　延夫	 （Ⅵ）
石田　浩男	 （Ⅵ）
白鳥真太郎	 （Ⅵ）
金子　　茂	 （Ⅵ）
安藤　啓子	 （Ⅵ）
塚越　初雄	 （Ⅵ）
寺沢　賢一	 （Ⅵ）
渡辺　康博	 （Ⅵ）
足立　純一	 （Ⅵ）
小田　　透	 （Ⅵ）
小出　哲司	 （Ⅵ）
吉岡　正臣	 （Ⅵ）
斉藤　　彰	 （Ⅵ）
福田　　信	 （Ⅵ）
井上　充夫	 （Ⅵ）
浅井　禎和	 （Ⅵ）
厚見　　透	 （Ⅵ）
林　　　努	 （Ⅵ）
山高　修一	 （Ⅵ）
次田　　誠	 （Ⅵ）
末光　尚志	 （Ⅵ）
久保　敬司	 （Ⅵ）
徳江　雅宏	 （Ⅵ）
田村　嘉廣	 （Ⅵ）
根本　浩幸	 （Ⅵ）
高橋日出美	 （Ⅵ）
久野　　治	 （Ⅵ）
菅原　大作	 （Ⅵ）
高橋　英昭	 （Ⅵ）
半田　隆治	 （Ⅵ）
照井　與泰	 （Ⅵ）
大橋　康男	 （Ⅵ）
山本　　衛	 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人	 （Ⅵ/Ⅶ）
青木　　功	 （Ⅵ/Ⅶ）
荒木　祐一	 （Ⅵ/Ⅶ）

菅原　勝彦	 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格	 （Ⅵ/Ⅶ）
竹原　　悟	 （Ⅶ）
松村　喜好	 （Ⅶ）
國分　守信	 （Ⅶ）
髙宮　敬二	 （Ⅶ）
大川　竹夫	 （Ⅶ）
木下　堯博	 （Ⅶ）
黒河　忠市	 （Ⅶ）
鳥海　　昇	 （Ⅶ）
原　　淨隆	 （Ⅶ）
蛯原富司也	 （Ⅶ）
木城　茂雄	 （Ⅶ）
清時　竹彦	 （Ⅶ）
平本　泰章	 （Ⅶ）
山木　健一	 （Ⅶ）
森島　　毅	 （Ⅶ）
西　　邦夫	 （Ⅶ）
平田　　忠	 （Ⅶ）
上曽　秀孝	 （Ⅶ）
樋口　宗治	 （Ⅶ）
久保田　豪	 （Ⅶ）
柏原　克昭	 （Ⅶ）
加瀬　元礼	 （Ⅶ）
野中　通敬	 （Ⅶ）
山田　敏雄	 （Ⅶ）
龝谷　久人	 （Ⅶ）
河野　幸司	 （Ⅶ）
田口　慎一	 （Ⅶ）
程谷　　隆	 （Ⅶ）
玉井　正義	 （Ⅶ）
中島　昭博	 （Ⅶ）
山内　亮一	 （Ⅶ）
佐々木　孝	 （Ⅶ）
原口　米夫	 （Ⅶ）
手塚　景二	 （Ⅶ）
林　三千男	 （Ⅶ）
下川原厚男	 （Ⅶ）
新宮領　慧	 （Ⅶ）
緑川　文男	 （Ⅶ）
植竹　優一	 （Ⅶ）
藤森　　博	 （Ⅶ）
横関　秀俊	 （Ⅶ）
川島　　誠	 （Ⅶ）
仙波　季長	 （Ⅶ）
鈴木　　敦	 （Ⅶ）
今場　正好	 （Ⅶ）
中田　規夫	 （Ⅶ）
川口　恵造	 （Ⅶ）
長谷川隆史	 （Ⅶ）
丸山美恵子	 （Ⅶ）
岩田　耕平	 （Ⅶ）

永田　智久	 （Ⅶ）
喜多村　淳	 （Ⅶ）
中村　州宏	 （Ⅶ）
伊東　郁男	 （Ⅶ）
内田　敏夫	 （Ⅶ）
榎本　哲巳	 （Ⅶ）
足立　裕行	 （Ⅶ）
松本　哲雄	 （Ⅶ）
九門　　明	 （Ⅶ）
貫井　義昭	 （Ⅶ）
金　　東君	 （Ⅶ）
蛯原　貞夫	 （Ⅶ）
三浦　叙之	 （Ⅶ）
鎌田　　克	 （Ⅷ）
谷野　信吾	 （Ⅷ）
倉持　匠弘	 （Ⅷ）
ポァ	ジュンシェン	（Ⅷ）
佐々木　聡		 （Ⅷ）
佐々木　宏	 （Ⅷ）
二見　泰雄	 （Ⅸ）
中島雄一郎	 （Ⅸ）
西岡　潤二	 （Ⅸ）
柳　　昭男	 （Ⅸ）
岡固　典和	 （Ⅸ）
野本　耕一	 （Ⅹ）
白石　雅士	 （Ⅹ）
中村　淳子	 （Ⅹ）
原　　安雄	 （Ⅹ）
大木　　登	 （Ⅹ）
安藤　幸次	 （Ⅹ）
鈴木　純子	 （Ⅹ）
古月　美惠	 （Ⅹ）
秋元　文江	 （Ⅹ）
石橋　　保	 （Ⅹ）
北岡　勝江	 （Ⅹ）
高橋　和克	 （Ⅹ）
長谷川雄祐	 （Ⅹ）
吉井　昭宏	 （Ⅹ）
岩井　玲子	 （Ⅹ）
塚越愛樹彦	 （Ⅹ）
弓田　　博	 （Ⅹ）
山口　英明	 （Ⅹ）
髙相　房夫	 （Ⅹ）
山田　悠司	 （Ⅹ）
片野　正彦	 （Ⅹ）
森　　隼慎	 （Ⅹ）
瞿　　成功	 （Ⅹ）
藤本　椋子	 （メ）
赤江　信哉	 （院全）
菅野　修平	 （院全）
五十嵐　純	 （院全）
吉井　孝子	 （院全）

水野　鉄浩	 （院全）
竜﨑　達也	 （院全）
伊東　直貴	 （院全）
宮井　俊平	 （院全）
丸門　　祥	 （院全）
遠藤　　優	 （院全）
大澤　佑介	 （院全）
和田　賢二	 （院全）
林　　知輝	 （院全）
郷田　理羽	 （院全）
青木　茂樹	 （院全）
木村　友紀	 （院全）
上野　修平	 （院全）
小池　那拓	 （院全）
齋藤　　慧	 （院全）
安芸　恵太	 （院全）
稲葉　大貴	 （院全）
田中　貴大	 （院全）
野崎　彩花	 （共生）
大野　貴也	 （共生）
坂本　朋義	 （共生）
綿引　慶太	 （共生）
高橋　大介	 （情報）
日改　　武	 （情報）
横山　真紀	 （情報）
松村　悠平	 （情報）
志村　祥隆	 （画像）
小島　洋介	 （電機）
武田　圭二	 （電機）
峯岸　寛典	 （電機）
森山　貴司	 （電機）
山本　教介	 （電機）
小川　尚記	 （電機）
森脇　悠介	 （電機）
佐藤　裕紀	 （電機）
池田　裕樹	 （電機）
川口　晃平	 （電機）
久良木基広	 （意建）
照井　丈大	 （意建）
德田　周太	 （意建）
舘　　智子	 （意建）
山崎　奈菜	 （意建）
小川　文徳	 （意建）
脇田　知明	 （ナノ）
泉澤　　魁	 （ナノ）
上野　義雪	 （職員）
犬丸　矩夫	 （職員）
室木　　巧	 （職員）
春田　　修	 （会友）

新コース名称 対応部会 対応する旧学科

建築学コース 第Ⅱ部会 木材・建築・デザイン工学科建築系

都市環境システムコース 第Ⅹ部会 都市環境システム

デザインコース 第Ⅰ部会 図案・彫刻・造形・意匠・デザイン工学科意匠系

機械工学コース 第Ⅲ部会 金属・精機・機械・機械第二・電子機械工学科機械系

医工学コース 第Ⅺ部会 メディカルシステム

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

物質科学コース 第Ⅻ部会 ナノサイエンス

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

共生応用化学コース 第Ⅴ,Ⅸ部会 工業化学・合成化学・応用化学・機能材料工学・物質工学
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パルスジェットエンジン研究会

　パルスジェットエンジンは、ジェットエン

ジンには欠かせない圧縮機やタービンといっ

た回転部品を持たず、間欠燃焼が発生する特

徴を持つ。また、パルスジェットエンジンに

はＵ字タイプと単管タイプの２種類に分類で

き、両タイプとも連続運転を実施させるには

経験によるノズル長さや燃料流入位置の微調

整が必要となる。

　本研究会ではそれらを微調整し、両タイプ

の連続運転に成功した。図１はＵ字タイプエンジンの写真であり、サイズ比較用に500mlのペットボトルと30cmの鋼

尺も同時に撮影した。数多くの実験により、計測したエンジン推力は最大値が30Ｎ（約3.1kg）であり、間欠燃焼は１

秒間に73回発生していたことが確認された。本研究会はこのエンジンを航空機や自動車といった乗り物の推力原や発

電機兼給湯器のコージェネレーションシステムに応用できると考えている。その応用に向けた活動をしただけでなく、

工学部祭へ参加し、このエンジンを身近に感じてもらうための広報活動も積極的に実施した。

（パルスジェットエンジン研究会　会長　廣瀬裕介）

■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

工学部は創立100周年を迎えることとなります。工学同

窓会では、この記念の年を迎えるにあたり、2015年５

月29日の総会において、100周年記念事業の準備委員

会の設置が認められました。あわせて、100周年記念事

業の手始めとして、松韻会館改修工事の費用の一部を

工学同窓会が補助することが認められました。松韻会

館は、工学同窓会の皆さまの寄付金により1967年に創

建され、工学部に寄付され、管理・運営されておりま

した。近年、老朽化が著しく、このたび耐震補強を兼

ねて、改修されることになりました。松韻会館改修工

事は2015年10月に着工し、2016年３月に竣工しまし

た。工学同窓会からの費用補助は、本学のSEEDS基金へ

の寄付を通じて、2016年４月までに実施されました。

工学同窓会会員の皆さまへの改修工事後の新しい松韻

会館のお披露目も兼ねて、2017年の工学同窓会総会は、

５月27日（土）に本学の西千葉キャンパスで開催いた

しました。その際、工学同窓会総会の受付として、松

韻会館のエントランス部分を利用いたしました。2017

年の工学同窓会総会にご出席いただきました同窓会員

の皆さまは、改修工事後の新しい松韻会館を、間近で

ご覧になられたかと存じます。

　さて、この松韻会館改修工事の費用補助とは別に、工

学同窓会は、今後も100周年記念事業の実施を検討して

まいります。その内容は、準備委員会で審議すること

となります。昨年度（2017年）は、各部会からの委員

を準備委員会に迎え入れて委員会の機能強化をはかり

ました。本年度（2018年）は、工学同窓会顧問の宮崎

紀郎先生に準備委員会に加わっていただき、第１回の

準備委員会を７月20日（金）に開催して、具体的な事

業内容の検討に着手いたしました。ここでは、70周年

記念の際は、記念講演会、記念祝賀会、70周年記念碑「新

しい波」設置、「写真で見る70年史」作成を実施してい

たことを確認いたしました。これらを参考にしながら、

今後、100周年記念事業の内容を検討してまいりたく存

じます。現時点では「千葉大学工学部100年の歩み（仮）」

の動画を含めたwebコンテンツまたはDVDの作成、100

周年記念碑の設置などの案があがっております。また、

具体的な100周年記念事業の内容が決まりましたら、事

業実施のために、皆さまから寄附を募ることも検討し

てまいりますので、その際はご支援いただきますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。

　工学同窓会とは別に、工学部でも、今後、工学部創

立100周年記念事業について、具体的な検討が始められ

ることと存じます。工学同窓会としても、工学部とも

協力しながら、具体的な事業内容の検討を進めていき

たいと存じます。工学同窓会の工学部創立100周年事業

の具体的な内容につきましては、今後も引き続き本誌

を通じて、同窓会員の皆さまにお知らせいたします。

（準備委員会委員長　小圷）

（23ページからのつづき）

図１　Ｕ字タイプパルスジェットエンジン
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総会・懇親会のご案内

記

日　時　　2019年５月25日（土曜日） 受　付  13：30より
 総　会  14：00〜14：40　　懇親会  15：00〜17：00
会　場　　（受　付）けやき会館・１階ホール
　　　　　（総　会）けやき会館・１階大ホール　（懇親会）けやき会館・３階レセプションホール
会　費　　２，０００円（当日受付にて）
出席のお申し込みは、同封はがきにて2019年５月７日（火）までに事務局まで必着するようにお願いします。

会費納入とご寄付のお願い

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

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

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

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

会報編集委員：大森達也（委員長）、下村義弘、島田侑子、藤原大悟、天野佳正、柴 史之、劉ウェン、吉田憲司、田中有弥

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

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

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

ページの充実、工学部資料室設置への協力など、毎年の運営費以外の事業費に充てられればと思います。

●年会費およびご寄付のご送金は
　　両方とも、同封いたしました郵便振替用紙にてお願いいたします。
　　なお毎年この振込用紙が同封されますが、すでに本年度分の年会費を前納されている方は必要ありません。

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

　2019年度工学同窓会の総会および懇親会を下記の通り開催致します。皆様お誘い合わせの上、ご参加下さい
ますようご案内申し上げます。
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