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　100年前、千葉大学工学部の前身である東京高等工藝学校が
現在の東京都港区芝浦に設立されました。「工藝」は図案（産業デ
ザイン）の意味合いが強く工業学校と美術学校の境界領域を扱う
ところに特色があり、設立当初は工芸図案や印刷工芸などの６つ
の部・科から構成されていました。そして本年12月に千葉大学
工学部は開校100周年の節目を迎えます。この記念すべき年に工
学同窓会会長に就任したことは誠に光栄であり身が引き締まる思
いです。微力ではありますが、母校および工学同窓会発展のため
に努力いたしますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
　私は1986年に修士課程を修了後、民間企業２社で仕事をして
きました。2005年に学位を論文博士で取得し、その後2016年４
月から本年３月まで大学院工学研究科の客員教授を兼務しまし
た。民間からの客員教授の採用が化学系では初めてということも
あり、最初は試行錯誤の連続でしたが無事に務めを果たすことが
できたのではないかと思っています。この教員経験も会長業務に
生かすつもりです。
　さて世の中は新型コロナウイルスの出現によりすっかり変わっ
てしまいました。同窓会員の皆様の中にもお仕事などで苦労をな
さっている方が多いのではないかと拝察いたします。学生につい
ては経済的な理由で休学者や中退者が出ることを危惧していま
す。千葉大学として既に学生支援策が講じられていますが工学
同窓会としてもこれを側面からフォローしたいと思います。対面
授業や課外活動での交流制限による学生の精神的ダメージも心
配しているところです。大学における教育はオンライン授業だけ
では不十分であり、また課外活動なども含めたくさんの人に出会
うことが豊かな人間性を涵養する上で必要だからです。新型コロ
ナウイルスによる感染が一日も早く収束し社会がパンデミック以
前の姿に戻ることを祈っています。
　生体分子情報学特論という講義を担当したこともあり、新型コ
ロナウイルスについてもう少しお話ししますと、このウイルスは
インフルエンザウイルスなどと同様にエンベロープという脂質膜
を持っており、石鹸で洗ったりアルコールで消毒したりすれば確
実に死滅します。感染リスクを低減するために手洗いの徹底など
継続することが重要です。一方でこのウイルスはRNAウイルスと
しては最大の約30,000塩基ものゲノムRNAを持っており、ヒトの
自然免疫を回避しながら細胞に侵入、増殖し、複製時に校正機
能を担うエキソヌクレアーゼという酵素まで作ります。潜伏期間

が長く発症前にも感染力があることは上記と関係していると思わ
れ、とても厄介なウイルスであると言えます。本稿を執筆してい
る８月中旬時点で抗体カクテル治療などが始まりましたが当面は
ワクチン接種率の向上を目指すことになるでしょう。なお日本で
使われているワクチンはデルタ株に対しても感染予防、発症予
防、入院予防の効果があることがわかっています。
　日本の産業界に目を移すといわゆるバブル崩壊後に景気は長
期にわたり低迷しました。不良債権処理に手間取っただけでな
く、少子高齢化、長期ビジョンやリーダーシップの欠如、社会シ
ステムの硬直化とダイバーシティへの取り組みの遅れ、情報産業
の遅れなど様々な原因が挙げられます。これらの中で人工知能を
含む情報分野について私見を述べたいと思います。この分野で
日本は周回遅れの状況ですが現在のコロナ禍による社会の変化
はチャンスでもあります。社会システムや産業のデジタル化を一
気に進めプラットフォームができ上がれば日本の優秀なインプッ
トデバイスや質の高い教師データの特長が生きるようになると思
われるからです。そのためには日本人全般に欠けている統計学的
思考を強化する必要があり、大学にはその教育を期待したいと思
います。人工知能は今後も進化し、2045年に人類の知能を超え
る転換点 ‘Singularity’ を迎えると言われています。今後は人工知
能と人間の共存共栄も大きなテーマになると考えられます。千葉
大学工学部には工藝、意匠という伝統があり、人間社会を豊かに
する人工知能のグランドデザインを考える下地があるのではない
かと勝手に想像しています。
　最近の千葉大生について感じたことについても触れておきま
す。５年間の講義で約240名の大学院生と接しましたが全体的に
は昔と変わらずのんびりしている学生が多いと感じました。広い
キャンパスで多くの緑に囲まれて生活しているからでしょうか。
一方で真面目な学生が増えたとも思いました。毎年極めて優秀な
レポートを提出する学生もいて一緒に仕事がしたいと思うほどで
した。余談ですが毎年数名の学生を自宅に招きバーベキューをし
たことがよい思い出となっています。
　千葉大学には環境ISO学生委員会などの誇るべき活動があり工
学部にはリニューアルした松韻会館などもあります。機会があれ
ばぜひ母校を訪問していただきたいと思います。最後に皆様方の
工学同窓会活動への一層のご支援とご協力をお願いして私の挨
拶といたします。

■経　歴	 1984年３月	 千葉大学工学部工業化学科卒業
	 1986年３月	 千葉大学大学院工学研究科修士課程修了
	 1986年４月	 三井石油化学工業㈱入社
	 1986年10月	 通商産業省軽質留分新用途開発プロジェクト研究員（兼）　　※1991年６月まで
	 1992年５月	 キヤノン㈱入社
	 2012年７月	 キヤノン㈱技術フロンティア研究センター部長
	 2016年４月	 千葉大学大学院博士後期課程客員教授（兼）　　※2021年３月まで
	 2021年１月	 キヤノン㈱イメージソリューション商品企画センター主席

会 長 挨 拶
工学同窓会会長　　橋 本 浩 行　　HIROYUKI HASHIMOTO

卒業年／昭和59年　千葉大学工学部工業化学科卒業
　　　　昭和61年　千葉大学大学院工学研究科修士課程修了
　　　　平成17年　千葉大学大学院自然科学研究科　博士（理学）
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　平成29年４月の工学部と理工系の大学院の改組と同時
に工学部長に就任し、５年目を迎えました。本年３月に、
この改組後の新しい体制の下で最初の学部生を卒業生と
して送り出し、既に修了生を出している大学院とあわせて
全課程で学生が一巡いたしました。
　千葉大学工学部の近況をお伝えする上で、本年度も新
型コロナウイルス感染症拡大の影響に触れなければなり
ません。昨年度は、何もかもが初めての事態であり、卒
業式や学位記授与式、入学式などの大人数の集まる行事
はすべて中止となり、４月の授業開始を５月のゴールデ
ンウィーク明けに遅らせるなどの大きな変更がありまし
た。また、学内への入構が制限され、第２タームまで（７
月末まで）の授業はすべてオンラインで実施し、対面での
授業は全面的に中止となりました。このため、昨年度の
新入生は、入学したにもかかわらず大学のキャンパスに
来ることができない状態が半年近くも続く異例の事態と
なりました。
　本年度は、コロナ対応も２年目ということもあり、昨年
度の経験や反省を踏まえて、少しずつではありますが以前
の状況を取り戻しつつあります。３月末の卒業式や学位記
授与式、４月の入学式については、大学全体の学部や学
府・研究科を２つに分けて２部制とし、１回あたりの参加
者数を減らすとともに、時間を短縮するなどの措置を講じ
て対面での実施を再開しました。また、出席者数を減らす
ために学生のご家族の列席を認めないこととし、代替措置
として式典の模様がインターネット配信されました。授業
のスタートは、例年通りの４月初旬に戻り、低学年の授業
や、実験・実習などを中心に対面の授業を増やすなど、
オンライン授業を中心とする中においても、少しずつ対面
での教育の機会を増やしました。
　オンライン授業は必ずしも悪い面ばかりではなく、アッ
プロードした授業の動画を学生が自由な時間に視聴できる
オンデマンド型のオンライン授業では、理解できるまで繰
り返し視聴できるため、意欲のある学生にとっては納得で
きるまで学習できる環境が提供できるメリットも明らかに
なってきています。また、学生からの評価の高かったオン
ライン授業を行っている教員の取り組みを工学部全体で
共有するFD研修会を開催するなど、コロナ禍における教
育の質を維持するとともに、さらにはオンライン授業の可

能性を活かしきるための取り組みも進めています。
　以上のようなコロナ禍の難しい状況にはありますが、教
育・研究の両面において、新しい取り組みも進めていま
す。令和２年度からスタートした千葉大学の新しいグロー
バル人材育成戦略ENGINE	（ Enhanced	Network	for	Global	
Innovative	Education）ですが、学部・大学院の全学生に
対して必修化した留学については、実際に海外に渡航せ
ずにオンラインで留学を体験する代替プログラムの開発
を進め派遣留学を補完する手段として実施しています。
　また、本年４月には東京都墨田区の墨田キャンパスが
オープンしました。この墨田キャンパスでは、西千葉キャ
ンパスにはない大きな空間や天井の高い空間があり、大
規模なプロジェクト型教育の展開など新たな可能性をも
たらすものです。このキャンパスでは具体的な活用イメー
ジが明確にできる工学系における活用が先行してスター
トしており、中でもデザインや建築、イメージング科学の
分野におけるプロジェクト型の教育・研究での活用が始
まりました。
　さらに、時期は前後しますが、令和元年の10月からは、
次世代型アーバンエアモビリティのイノベーション創出に
向けて、飛行システム技術の研究開発と若手人材育成を
使命とした工学研究院附属インテリジェント飛行センター
が設置されました。このセンターは、株式会社東京大学エッ
ジキャピタルパートナーズと一般社団法人先端ロボティク
ス財団の寄附講座により運営されており、工学、理学、園
芸学の教員が分野横断的に参画してイノベーション創出
を目指しています。
　本年７月からは、学生や教職員などを対象とした新型
コロナワクチンの職域接種が始まりました。全国的な変異
株の蔓延に伴う感染者の増加は千葉大学内でも顕著にな
りましたが、10月に入って状況は落ち着いてきたものの、
今なお慎重な対応が求められています。コロナ禍により、
社会全体でのコミュニケーションのオンライン化が急速に
進みましたが、このことは卒業生の皆様と大学の距離が縮
まったとも考えており、卒業生の皆様の参画を得た新しい
教育の機会なども広がるのではないかと期待しています。
今後とも、工学同窓会の皆様のご理解、ご支援を賜りたく、
宜しくお願いいたします。

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

昭和38年　新潟県新潟市生まれ
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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■	退職のご挨拶

研究室活動を振り返って
教授　和泉　信之

　私が千葉大学大学院教授として、
西千葉キャンパスに着任したのは平
成20年（2008年）７月でした。今年、
令和３年（2021年）３月に定年を迎
えました。千葉大学「鉄筋コンクリ
ート構造デザイン研究室」として活
動した期間は12年と半年になります。これも、ひとえ
に皆さまの温かいご指導・ご鞭撻の賜物と深く感謝し、
心から厚く御礼申し上げます。
　この間の研究室の活動について、教育活動、研究活動、
社会活動の面から振り返ってみたいと思います。
　まず、教育活動についてです。鉄筋コンクリート構
造デザインについて、多くの学生の皆さんと語り合い、
ともに学び、研鑽することができました。研究室の卒
業・修了生ですが、博士後期課程修了生は６名、博士
前期課程修了生は57名、学部卒業論文生は75名（秋田
研・毎田研も含む）、延べ138名（修士・卒論生数の重
複有）になります。学生の皆さんは研究チームを組み、
互いに切磋琢磨して学業に励み、卒業論文や修士論文、
博士論文の作成に取り組みました。次に、研究活動に
ついてです。私は、長寿命で安全・安心なRC構造を目
指して「損傷制御型RC構造デザイン」をテーマとして
研究・技術開発・設計を実施してきました。その実現
には、「高強度プレキャストRC構造による損傷抑制」と

「免震・制振による応答制御」が重要な鍵になると考え
てきました。研究室では、３つの研究テーマを中心に
活動してきました。テーマ１は、民間では取り組みが
難しい課題である「既存超高層RC造建築物の耐震性能
評価と制振補強」に関する研究です。テーマ２は、日
本建築学会の活動として「RC構造の保有水平耐力計算」
に関する研究です。テーマ３は、民間時代からの「損
傷制御型RC構造デザイン」をさらに進展させた研究で
す。そして、社会活動についてです。民間と大学にお
けるRC構造デザインの設計・研究経験が活かせるよう
に、社会活動は学協会の委員会活動と評価機関におけ
る評価活動、建築関連の資格に関する活動が主たるも
のです。
　研究室を卒業・修了した皆さんには、建築構造分野
をはじめ、様々な分野において、幅広い視点を持ち、
独自の領域を開拓するプロフェッショナルになられる
ことを期待しています。研究室の活動にご支援・ご協
力いただきました皆さまに、あらためて御礼申し上げ
ます。12年と半年の間、本当にありがとうございました。

■	新任教員紹介

准教授　林　　和宏

　本年４月に建築学コース准教授に
着任いたしました。これまで、京都
大学防災研究所　日本学術振興会特
別研究員・特任助教を経て、昨年度
までは豊橋技術科学大学に助教とし
て在職しておりました。専門は、建
築耐震構造・防災減災で、構造実験や地震観測などを
中心に、次の３つのテーマで研究を展開しています。
①鋼・コンクリート合成構造部材の研究開発：大型建物
で最もよく用いられる鋼とコンクリートを対象として、
材料の高強度化に伴う新しい設計法の提案や合理化、
また炭素繊維素材を用いた既存建物の耐震補強法の提
案などを行ってきました。今後は、「近年開発された新
素材の建築構造部材への適用」をキーワードに、構造
実験を中心とした研究を展開したいと考えています。
②鉄筋コンクリート杭基礎構造建物の耐震性能評価：	
東北地方太平洋沖地震では、千葉県臨海部の広範囲で
地盤が液状化し、多くの建物が被害を受けました。建
物を支える杭基礎は、地震による損傷が直接目に見え
ないため既往の知見が乏しく、また地震後の調査にお
いて被害が見過ごされてしまった事例も存在します。
研究では、巨大地震下における杭基礎構造建物の耐震
性能評価法の高度化と、地震後の損傷検知技術の開発
に取り組んでいます。
③建物の地震損傷モニタリング：企業や組織における
災害時BCP（事業継続計画）を考える場合、地震後の建
物継続使用可否判断は非常に重要です。近年は、建築
構造のプロではない建物所有者や管理者の判断を工学
的に支援する損傷モニタリング技術が注目されていま
す。研究では、スマートフォンなど安価なデバイスを
用いたセンシング技術の開発と、機械学習やクラウド
コンピューティングなどを活用した解析技術を融合さ
せることで、建物損傷モニタリングの更なる普及・発
展をめざしています。
　これらの研究では、時として大型実験への参加や地
域自治体との連携を通じて、必要なデータの収集およ
び成果の社会展開を進めてきました。千葉大において
もこれを踏襲し、国内外の研究者の方々との連携など
を通しより一層学術的活動に勤しむとともに、自治体
との協同による地域防災力向上に資する活動にも取り
組み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 コ ー ス
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助教　湯淺かさね

　2020年度９月に建築学コースの助
教に着任致しました。主に、公共空
間・公共施設のマネジメントを専門
としています。2021年４月からは、
西千葉キャンパスでの設計関連講義
に加え、墨田driでの建築デザインス
タジオも担当しております。墨田は地元でもあり、教育・
研究を通して地域と関わることができる幸せを感じて
います。
　自己紹介として、私の簡単な経歴について書かせて
頂きたいと思います。私は2007年に大学を卒業した後、
株式会社NTTファシリティーズにてファシリティマネ
ジメント（FM）の担当として７年間勤務しておりまし
た。その間、赴任先であった関西圏を中心に、多くの
地方自治体の公共施設マネジメント業務を担当した経
験が、教育・研究の道に進むことの動機となっています。
当時の公共施設マネジメントはまだ緒についたばかり
という状況の中でした。その中で、建物本体や設備の
マネジメントにとどまらず、建物の屋外空間、ひいて
はまち全体のマネジメントを考えるためのFMの方法論
を見つけることができないかという思いが年々強くな
り、2014年３月に退職、翌４月に千葉大学の園芸学研
究科へ進みました。建築ではなく園芸へ進んだのは、
ランドスケープという広域的・長期的な視点からFMを
考えてみたいという思いからです。園芸学研究科では
池邊このみ先生に５年間ご指導頂きました。在学中に
は研究の傍ら、豊島区、会津若松市、立川市等の公共
空間・公共施設マネジメントにも携わりました。研究
と社会活動を通して、公共施設からより広義の公共空
間へと専門性が広がり、これまで自分がやってきたこ
ととやりたかったことが合致してきたという感覚を、
いつしか得ることができてきました。
　そして現在、同じ千葉大学にこうして籍を置き、教育・
研究に携わることができていることに、僭越ながら千
葉大学とのご縁を強く感じています。これからどうぞ
よろしくお願い致します。

助教　戸塚真里奈

　2021年度４月に建築学コース助教
に着任いたしました。専門は木質構
造、木質材料です。今後は材料・構
造系の講義に携わらせていただきま
す。学歴・経歴としては、名古屋工
業大学の博士前期課程を修了後、日
鉄建材にて研究開発を行ってきました。その間に木質構
造へ興味がわき、日鉄建材を退職し東京大学大学院　
農学生命科学研究科の博士課程へ入学しました。2021
年の３月に博士号を取得し現在にいたります。
　現在は材料・構造の面白さに魅了されアカデミック
の道に進んでいますが、学部生の頃は建築材料や構造
力学、さらには建築の面白さがあまりわかりませんで
した。当時はフォントの美しさにはまり、授業そっち
のけでポスターやフライヤーを作ったり、ロンドンの
美大に短期留学したりしていました。将来はグラフィ
ックデザイナーになりたいな、なんて思っていたもの
です。研究室配属後、市之瀬敏勝先生があまりにも楽
しそうに研究しているのを見て、研究やってみようか
な、と思ったらいつの間にかグラフィックデザインよ
り研究が楽しくなっていました。研究開発職に着き、
木質構造と鉄骨造の混構造を担当し、木質構造の未解
明点の多さに直面しました。特に、塑性域の挙動は研
究も少なく、弾性設計が主流であることが不思議でし
た。そんなときにAIJ大会で稲山正弘先生の耐力壁の塑
性変形能力に関する研究発表を見て、稲山先生と青木
謙治先生の木質材料学研究室に入学したいとメールし
ました。どこの誰かもわからない私を受け入れてくだ
さった先生方には感謝しかありません。私も多くの人
に研究の門を開いていきたいと考えています。
　博士論文は木材・木質材料の繊維方向圧縮、CLTの面
内部分圧縮に関する内容です。圧縮挙動は接合部の変
形・耐力に重要な知見で、今後、千葉大学では博士論
文の内容を接合部へ展開していきたいと考えています。
現在、木質構造は計算により変形や耐力を予測するこ
とが出来ない場合が多々あります。この点を解決すべ
く様々な研究を行っていく所存です。これからどうぞ
よろしくお願いいたします。

■	学生の受賞
・吉原真由（吉岡研）：	 2020年度日本建築学会
	 情報シンポ	若手優秀発表賞
・菊地毅之（平島研）：	 2021年度日本火災学会
	 学生奨励賞

■	訃報
　加藤正守先生が2021年１月７日（享年92歳）、柏崎
隆志先生が2021年２月７日（享年54歳）、曽田五月也
先生が2021年９月20日（享年74歳）にご逝去されまし
た。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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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）　丸山　喜久

　卒業生の皆様、こんにちは。昨年度に引き続き2021
年度も都市環境システムコースの学部コース長を務め
ることとなりました。昨年の「都市環境システムコース
だより」で報告しましたように、教育担当コースの変
更に伴い、６人の教員が今年度から他コースへと異動
しました。具体的には、松野泰也先生、吉村彰大先生
が共生応用化学コースへ、劉醇一先生、和嶋隆昌先生
が物質科学コースへ、荒井幸代先生が電気電子工学コー
スへ、塩田茂雄先生が情報工学コースへ異動しました。
現在の学部２年生以上はこれら６人の教員を含めた４
領域体制（都市空間計画、都市基盤工学、都市環境工
学、都市情報工学）のカリキュラムが適用されますが、
今年の学部１年生からは新たな体制で新カリキュラム
が適用されることになります。
　当コースの新体制の教員構成は以下の表のようにな
ります。工学部の社会人教育を一手に担う役割を終え
たため、ミニ工学部的な位置づけからの脱却を図り、
都市空間計画と都市基盤工学の２領域体制に再編しま
す。さらに、当コースは2022年度に「都市環境システ
ムコース」から「都市工学コース」へ名称変更するこ
ととなりました。魅力ある都市の創造に貢献できるよ
うな人材を数多く輩出することを目指し、都市工学を
訴求する基幹コースとして看板を変えて再出発します。
教員構成をご覧になってわかるように、常勤教員が17
人と最も多かった時期の半分以下にまで減ってしまう

ことになりました。また、2022年度の入学者定員も現
在の52名から42名へ削減される予定です。このように
都市工学コースはこれまでよりもさらに小さなコース
となってしまいますが、世の中必ずしも図体がでかけ
ればいいというものでもありません。これまでの都市
環境システムコースの強みを活かし、都市工学コース
が魅力あるコースとなるよう、全教員一丸となって努
力していきたいと考えております。
　新型コロナウィルスの影響は今年も続いております。
私の担当する講義は、演習やゼミ等を除き、今年度も
オンラインで開講しております。学会発表や大学外部
での講演も、その多くはオンラインで実施されるため、
私も無観客講義や無観客講演にだいぶ慣れてきました。
一方で、７月から千葉大学でも新型コロナウィルスワ
クチンの職域接種が始まりました。ワクチン接種が進
めば対面講義が今までよりもやりやすくなるかと思い
ますが、オンラインにはオンラインのメリットもあり
ます。大学３年生の講義でアンケートを取ると、この
ままオンライン授業を継続してほしいと回答する学生
も非常に多いです。これからはオンラインと対面を併
用した講義が標準になるように思いますが、具体的な
あり方についてはしばらく悩みのタネとなりそうです。
　最後となりましたが、卒業生の皆様の益々のご健勝
とご活躍をお祈り申し上げます。また、都市環境シス
テムコース、都市工学コースへのご指導・ご支援を引
き続き賜りますよう、教員を代表してお願い申し上げ
ます。

主な研究分野 教　授 准教授 助　教

都市計画 村木　美貴

住環境計画 森永　良丙 丁　志映

都市デザイン 豊川　斎赫 郭　東潤

都市情報 須貝　康雄 檜垣　泰彦
吉村　博幸

都市施設構造 岡野　創

建設材料・地盤 	 近藤　吾郎
関口　徹

都市防災 丸山　喜久 劉　ウェン

都市エネルギー 小倉　裕直 廣瀬　裕二

リモートセンシング J.T.	Sri	Sumantyo
市井　和仁

都
市
空
間
計
画

都
市
基
盤
工
学

都市環境システムコース
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■	2020年度都市と環境とシステム展「と展」の報告

都市環境システムコース 令和３年３月卒　
広報　籠嶋　彩音

　都市と環境とシステム展「と展」は、本コースの４
年生を中心とした有志学生によって運営している卒業
制作展です。卒業設計・論文、演習課題作品の展示を
通し、都市環境システムコースについての知名度向上・
ブランディングを目的として行っています。
　本コースでは、都市空間計画・都市基盤工学・都市
環境工学・都市情報工学の４つの領域から構成されて
おり、都市の課題を解決するために様々な視点で研究・
提案をしています。と展では、４つの領域について知っ
てもらうことで、本学科の学際性を感じていただける
展示内容になっております。
　今年は初の試みとして、工学部建築学コース・都市
環境システムコース・デザインコースと園芸学部緑地
環境学科による４学科合同卒業制作展を行いました。
以前は学科ごとに卒業制作展を行っていました。今回
の４学科合同卒業制作展は、学部・学科の垣根を越え
た展示会にすることで、それぞれの学科の特色や魅力

を理解していただきたいという思いから実現しました。
また、今までは都内や千葉県内の会場を借りて開催し
ていましたが、今回は工学部100周年を記念して開設さ
れた東京都墨田区の墨田サテライトキャンパスにて開
催しました。
　例年の来場者数が200名未満のところ、今年は３日間
で963名の方々にご来場いただきました。COVID-19の
影響により、事前予約制を取るなどのご不便をおかけ
してしまいましたが、多くの方にご来場いただけて嬉
しく思っております。学内外の多くの方々に、都市環
境システムコースについて知っていただく機会となっ
たのではないかと思っています。他学科と意見を擦り
合わせることや、足並みを揃えて作業を進めることは
困難なこともありました。ご来場いただいた方々に、
４学科合同ならではの展覧会の良さを感じていただけ
ていれば幸いです。
　毎年と展が開催できているのも、ひとえに工学部同
窓会様のご支援のお蔭と、心より御礼申し上げます。
この場をお借りして感謝の意を表するとともに、ご報
告とさせていただきます。

■	学生の受賞（2020. ８〜 2021. ７）

・宮澤雅行君（和嶋研M２年）が、2020年８月７日、
日本素材物性学会から若手論文賞を受賞。

・白木詩乃さん（塩田研M２年）が、2020年11月、
オンラインで開催されたIEEE	 VTC2020-Fallにて
LIEEE	VTS	Tokyo/Japan	Chapter	Young	Researcher's	
Encouragement	Awardを受賞。

・高橋快君（塩田研M２年）が、2020年11月、オン
ラインで開催されたIEEE	VTC2020-FallにてLIEEE	
VTS	 Tokyo/Japan	 Chapter	 Young	 Researcher's	
Encouragement	Awardを受賞。

・藤井希帆さん（丸山・劉研M１年）が、2020年11月
１日、土木学会全国大会第75回年次学術講演会にて
優秀論文賞を受賞。

・清水健一君（檜垣研D３年）が、2020年11月20日、
イフインテリジェンスとオフィス情報システム研究
会（LOIS）研究会にてLOISグッドプレゼンテーショ
ン賞を受賞。

・黒沢諒君（劉醇一研D２年）が、2021年３月22日、
化学工学会第86年会にて学生奨励賞を受賞。
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■	デザインコースの近況報告

環境デザイン研究室　令和３年度コース長　佐藤　公信

　卒業生の皆様、お変わりございませんでしょうか。昨

年からの新型コロナウィルス感染も未だ収まる様子もな

く予断を許さない状況ですが、大学の教育・研究におい

てはこの困難をむしろチャンスとし、教員それぞれ工夫

を凝らしながら歩みを止める事なく努力しております。

　昨年に引き続き、学生とは感染防止対策を行いながら、

研究指導を行う一方で、多人数の授業科目においては、

オン・デマンド素材による予習・復習を取り入れ、遠隔

地から専門分野の講師にご参加いただき双方向のディス

カッションの機会を設けるなど、密度の高い授業も行わ

れております（写真１）。研究に関してもコロナ禍の様々

な状況を踏まえ、生活を見直す事による新たなデザイン

提案や支援ツールの開発に挑むなど、デザインの可能性

を広げる契機になっているようにも思えます。しかし残

念ながら、例年であればキャンパスを行き交う学生の姿

が多くみられる卒業式、入学式や試験の時期でも、賑わ

いや活気を感じる事はできず、また全員マスク姿である

ため、「目は口ほどに…」と申しますが、一度も対面で素

顔を見たことがない学生もいる状況です。学びの場とし

ては、人と人との繋がりが希薄にならないコミュニケー

ションの機会の創出や、面識のある人、同じ嗜好の同士

だけの閉じたコミュニティーが形成されすぎない配慮も

重要だと認識しております。

　教員スタッフの異動としては、製品デザイン研究室　

林孝一教授、デザイン心理学研究室　日比野治雄教授が

本年度で定年退職されます。それぞれの専門分野で研究・

学生指導に多大なご尽力をいただきました。また、樋口

孝之先生、原寛道先生、小野健太先生が教授に、張益準

先生が准教授に昇任され、デザイン文化計画研究室に青

木宏展助教、システムプランニング研究室にはChacon	

Quintero	Carlos助教を迎える事ができ、これからの活躍

が期待されているところです。

　さて、デザインコース全体としては大きな変化がござ

いました。それは、本年度より、デザインコースの教員

全てが、dri（design	research	institute；デザイン・リサー

チ・インスティチュート）の専任教員となったことです。

driは、墨田サテライトキャンパスにございますが、各研

究室の所在地は、変わらず西千葉です。実際は、教育面

においては、西千葉でのデザイン教育および研究の良さ

を生かしつつ、driとしての新しいカリキュラムを工学部

並びに工学研究院で開講される授業科目として担当し、

兼任として運営に関する業務を担当しておりますので、

特段大きな変化はございませんが、研究面においては工

学部・工学研究院に所属するコースとしてではなく、dri

として研究成果が評価されることとなりますので、一部

局として運営していくために課せられた責務をひしひし

と感じているところでございます。

　一方で、最新の設備や教育・研究環境として様々な工

夫が凝らされている空間となっており、コロナ禍の折、

現時点ではフルに活用できておりませんが、卒業生の皆

様にも機会がございましたら、是非お立ち寄りいただけ

ればと思います。

　教員一同、引き続きデザイン研究の発展、社会で活躍

できる人材の育成等、更なるコース発展のために尽力し

て参りますので、倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い

申し上げます。

コンテクスチュアルデザイン研究室　教授　樋口　孝之

　2021年４月に始動しました墨田サテライトキャンパ

スを紹介いたします。東京の下町の色濃い墨田区文花

に位置し、最寄り駅は小村井という小さな駅で東京ス

カイツリー前の押上からもアクセスできます。キャン

パスは、ものづくり企業が集積した墨田区において地

域企業の経営・技術支援を行っていた「すみだ中小企

業センター」をコンバージョンした、東棟と西棟が連

結したかたちの建物です。地上５階・地下１階の建物

全体を「未来の生活をシミュレートする」実験場所と

考えて施設計画がなされ、屋内の多くで内装壁や天井

を撤去したスケルトン化やオープン化の改修を施し、

利用の自由度を高めるとともに、内部で行われる活動

の可視化、交流の誘発をはかっています。旧建物の特

徴を生かし、元は体育館で実寸大の空間模型が設置可

能なダブルハイトのイノベーションアトリエ、地下の

設備機械室を転換した幅24m×高さ４mの映像投射面

を有する大型スタジオ（写場）、加工や計測が行われて

いた技術指導室を転換しディジタル工作や木工を行う

モデルショップ（工作室）、墨田区の堂宮彫刻師の手に

よる精緻な欄間を保存しながら再構成した和室などが

デ ザ イ ン コ ー ス
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あり、さまざまな利用へポテンシャルが高く、デザイ

ン教育や研究でどう使っていくか、何ができるか工夫

次第です。

　キャンパスは３階から５階が本学の専用スペース、

地下１階から２階が地域と共用する地域開放スペース

として使われています。５階はプロジェクト型教育研

究の拠点として、木の角材を組み合わせユニット変更

可能な実践家具を配置しています。環境デザインが主

となって、キャンパスに近接する商店街の活性など地

域と連携したデザインプロジェクトを行っています。4

階には企業とのコラボレーションエリアがあります。

キャンパス内でプロトタイプ評価を行う研究や地域を

フィールドとした実証的デザインの共同研究を進めて

います。３階は演習やワークショップ活動を行うエリ

アとして、機器備品設置可能な天井レールシステムや

可動間仕切りによって授業形式に応じた構成ができる

ようになっています。ここではプロダクト、UI/UX、グ

ラフィックのデザイン演習を進めています。地域開放

スペースである１階はさっそく５月中旬から墨田区の

新型コロナワクチン接種会場として地域活用されてい

ます。張益準先生がワクチン接種会場で密集・密接を

生まないための誘導サインをデザインし、墨田区内の

接種会場に展開されて利用されています。２階はリビ

ングシミュレーションとして居住行為の検証を行える

エリアや小さなライブラリースペースがあります。建

物全体として各様の空間構成が展開され、家具はチー

ムワーク、立ち作業、オンライン、配置替え、交流・

休息など、学生にとって多様な居場所・活動場所とな

るよう設えられています。また、本学デザイン領域の

キャンパスということで、東京高等工藝や工業意匠学

科の卒業生がデザインした家具を適所に使っています。

　キャンパス開設と同時にdriが発足し、デザイン分野

の総合的教育・研究拠点としてデザイン、建築、イメー

ジング科学、都市環境システム、ランドスケープ、予

防医学の領域が連携する活動を行っています。一昨年

から領域融合や相互乗り入れのカリキュラムの打ち合

わせを重ね、集積的に価値創出を行うデザイン活動を

「コレクティブデザイン」として掲げ大学院で授業展開

を始めました。実施授業の一つはイメージング科学の

画像処理プログラミングとデザインのコンテンツ作成

を掛け合わせてプロジェクションマッピングの演習を

行いました。イメージング科学、建築、デザインの学

生が異なる立場からの議論と協働を進め成果として映

像を和室や地階ギャラリーなどの空間へ投影しました。

別の一つは予防医学の領域から地域センサスデータを

活用した健康まちづくりの演習においてインフォグラ

フィクスとして視覚化の観点の導入を行っています。

このようなコース連携活動は共創を経験して理解する

機会となっています。その際に、墨田サテライトキャ

ンパスという新たな拠点が、学生ならびに教員の活動

参加への動機を高め、見通しよい空間が相互の関心と

交流を生じさせ紐帯を生み出していると感じます。

　都内立地の新たな拠点を得て、学生・教員ともにた

いへん活発に活動していますと声高に報告したいもの

の、御多聞に漏れず集まることへの制約があってもど

かしい実情があります。今般の状況下で、西千葉との

二拠点活動を試行錯誤で進めているところです（写真

２）。墨田サテライトキャンパスでは、実地・応用の教

育研究の場として地域との連携、企業との協働、海外

大学との活動を促進していくと同時に、卒業生・プロ

フェッショナルとの連携を大切な活動と位置付けてい

ます。ものづくり、デザインイベント、作品展示など、

同窓会の皆様にご活用いただける場所とも考えていま

す。ともあれ、状況が落ち着き、卒業制作展や意匠系

同窓会で皆様とお会いできることを願っています。

写真１　dri墨田サテライトキャンパスにおける研究発表会 写真２　driと西千葉でのオンラインツールを使った授業
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■	機械工学コースの近況報告

コース長　糸井　貴臣

　コロナ禍の中、令和３年度を迎えました。
この３月には、機械工学コースの79名が卒
業し、うち58名が本学大学院融合理工学
府の博士前期課程へ進学しました。また、
21名が、民間企業へ就職しました。大学
院への進学率は７割以上と今まで通り高く
なっています。
　博士前期課程では、56名が修了し、9割
の学生が重工業、自動車等の製造業の分野へ就職しました。初
めてのコロナ禍での就職で、教員も心配しておりましたが、企業
の求人が大きく減ることはなく、順調に社会へ羽ばたいていきま
した。このような状況下においても本学学生が社会に必要とされ
ていると痛感し、本学を卒業・修了していった卒業生が、社会
で大いに活躍・評価されていることを改めて実感しました。
　今年は教職員の異動がありました。令和３年１月に技術職員と
して西岡悠樹さんが着任されました。民間企業での職務経験も
あり、今後も大いに活躍を期待しております。
　一方、４月には２年ぶりに入学式も行われ、本コースには78名
の１年生が、また、61名の博士前期課程の学生が就学しました。
マスク着用があたりまえの生活となりましたが、徐々に我々も対
応できるようになり、本年度は、私もガイダンスで１年生と対面
で話すことができました。入学試験（前期日程）では、機械工学コー
スの倍率は3.3倍で、例年と大きく変わりませんでしたが、情報
工学コースは5.0倍と高く、このような社会状況が高校生の進路
にも影響したものと考察しています。
　今年度の第１ターム～第２タームでは、約３割程度の授業は対
面で行っていますが、いまだにリモートでの授業が多いのが現状
です。本コースでは、昨年度の経験をもとに、各教員がそれぞ
れ工夫をこらして、機械工学実験、機械工学実習および製図等
の授業を対面式で行っております。卒業研究もしかり、機械工
学の本質を教員自らが教育・指導できるように日々努力しており
ます。各学会の発表・参加も全てwebとなっておりますが、「習
うより慣れよ」、と言わんばかりにTeams、ZoomまたはWebexを
駆使して活発に研究活動も行っています。
　この感染症の災いが一日でも早く収束することを祈るととも
に、同窓会の会員の皆様の今後のご健勝とご活躍を願っており
ます。

■	訃報
　
本学名誉教授	本間　弘樹先生（84歳）	 令和２年12月25日ご逝去
本学名誉教授	吉田嘉太郎先生（87歳）	 令和３年９月28日ご逝去
先生方のご逝去の報に接し、心より哀悼の意を表します。

■	教員・学生の受賞（2020年９月〜 2021年８月）
　
・今関太一君（修士２年・森田・比田井・松坂研）：『優秀講演

賞』、砥粒加工学会、2020年10月。
・小泉咲人君（博士１年・劉・中田研）：『優秀発表賞』、第５回

千葉大学グローバルプロミネント研究基幹シンポジウム、2020
年11月。

・福田翔太郎君ほか（修士２年・並木研）：『SI2020優秀講演
賞』、計測自動制御学会システムインテグレーション部門、
2020年12月。

・三枝大希君ほか（修士１年・並木研）：『SI2020優秀講演賞』、
計測自動制御学会システムインテグレーション部門、2020年12
月。

・米中優人君（修士２年・大川研）：『SI2020優秀講演賞』、計測

自動制御学会システムインテグレーション部門、2020年12月。
・土井翔馬君（修士２年・大川研）：『SI2020優秀講演賞』、計測

自動制御学会システムインテグレーション部門、2020年12月。
・小川良磨君（修士１年・武居研）：『「ジャパン・ヘルスケアビ

ジネスコンテスト2021」アイデア部門優秀賞』、経済産業省、
2021年１月。

・小川良磨君（修士１年・武居研）：『「ちばぎん・はまぎん学生
ビジコン2020」準大賞』、千葉銀行および横浜銀行、2021年３
月。

・奥田陸君（修士１年・森田・比田井・松坂研）：『千葉県加工
技術研究会第23回大学等委員による研究事例発表会　優秀講演
賞』、千葉県加工技術研究会、2021年３月。

・小川佑太君（修士１年・森田・比田井・松坂研）：『千葉県加工
技術研究会第23回大学等委員による研究事例発表会　優秀講演
賞』、千葉県加工技術研究会、2021年３月。

・西岡宣泰君（博士３年・森田・比田井・松坂研）：『千葉大学大
学院融合理工学府長賞』、千葉大学、2021年３月。

・唐津貴志君（修士２年・武居研）：『千葉大学大学院融合理工学
府長賞』、千葉大学、2021年３月。

・唐津貴志君（修士２年・武居研）：『日本機械学会三浦賞』、日
本機械学会、2021年３月。

・今関太一君（修士２年・森田・比田井・松坂研）：『日本機械学
会三浦賞』、日本機械学会、2021年３月。

・河野美優香君（学部４年・森田・比田井・松坂研）：『卒業研究
発表講演会エクセレントプレゼンテーション賞』、精密工学会、
2021年３月。

・宇佐川諒君（学部４年・山崎研）：『Best	Presentation	Award
（学生優秀発表賞）』、日本機械学会	関東支部、2021年３月。

・小川良磨君（修士２年・武居研）：『「第19回ベンチャー・カッ
プCHIBAビジネスプラン発表会」学生部門グランプリ』、（公
財）千葉市産業振興財団、2021年４月。

・山崎泰広准教授：『学術貢献賞』、日本材料学会、2021年５
月。

・佐藤将貴君（修士２年・並木研）：『ROBOMECH表彰（学術研
究分野）』、日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門、
2021年６月。

・佐藤将貴君（修士２年・並木研）：『若手優秀講演フェロー
賞』、日本機械学会、2021年６月。

・小川良磨君（修士２年・武居研）：『「第19回なのはなコンペ
2021」優秀賞、三井住友銀行賞、サーマス賞』、千葉大学、
2021年８月。

・原将太君・日高航輔君・前沢優斗君（修士２年・修士２年・修士
１年・劉・中田研）：『「第19回なのはなコンペ2021」双葉電
子記念財団賞』、千葉大学、2021年８月。

■	日本機械学会2021年度年次大会（千葉）

武居　昌宏

　グローバル社会がますます加速される中、新型コロナウィルス
の蔓延に代表されますように2020年と2021年下半期は激動の時
代となりました。図１は、2016年ニッセイ基礎研シンポジウムに
おけるJesper	Koll氏の講演で用いられた象徴的な図で、パソコン
の前で進化し続けた人類は、この分岐点で、自分はロボットに進
化するべきかどうかを悩んでいるのかと見受けられます。現在の
私たちは、この分岐点にいるパソコンの前で進化し続けた人類に
思え、次の進化の方向性を決める重要な時を過ごしているので
はないでしょうか？「グローバル・クライシス」という言葉が用
いられるようになり、感染症の蔓延、価格競争の激化、失業率
の増加、産業の空洞化、技術や人材の流出、	貧富の格差、他国
経済状況による影響などなど、グローバル社会の負の側面に我々
人類は直面しているといっても過言ではないかと思います。しか
しながら、このようなグローバル社会の分岐点にいるからこそ、

機 械 工 学 コ ー ス
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あらためて真剣に「機械工学は何をすべきか?」をご議論いただ
く場を千葉の地に催し、国内のみならず世界に向けて、「グロー
バル・クライシス」に打ち勝つ最新研究成果を発信できればと
思っております。
　このようなキャッチフレーズ「グローバル社会の分岐点に機械
工学は何をすべきか？」のもと、３つの大会テーマを掲げました。
機械と情報は切っても切り離せない仲であることはご承知の通り
でございますが、５Ｇ社会に突入し、次世代通信６Ｇ社会も見据
えている今、「5G	IoT	における機械」は、鍵となる本大会テーマ
です。また、これからの機械は社会との融和・調和が重要なキー
であると痛感し、「外見的な違い（人種や性別、年齢など）や内
面的な違い（宗教、価値観、性格など）を認め合う社会におけ
る機械ってなんだろう？」を念頭に、とても斬新なテーマである

「ダイバーシティ＆インクルージョン」を２つ目の大会テーマに
いたしました（図２）。さらに、千葉県は、工業、商業、農業、
水産業、観光業といったあらゆる産業が凝縮された土地柄だと
言われており、産業の枠を超えた新しいチャレンジのモデルケー
スとして、よく利用される地域です。「新しいチャレンジのモデ
ルケース」として機械に何かを加えることで次のシーズを生み出
すきっかけにできたらとの思いから、「新産業革命」というテー
マを３つ目に設けました。別の言い方をすれば、機械に新しい何
かを足したり、掛けたり、割ったり、引いたりすると次の主役に
なる機械が生まれるのではという発想です（図３）
　以上のキャッチフレーズと大会テーマのもと、2021年度日本
機械学会年次大会は、2021年９月５日（日）から８日（水）まで、
千葉大学の西千葉キャンパスをベースとして、新型コロナウィル
スの蔓延に配慮し、特別講演を除いては、インターネットによる
開催といたしました。日本機械学会関東支部千葉ブロック、千葉
県、千葉市、地元企業の全面的な協力を得て、また、大会委員、
実行委員をはじめとする関係者の総力を結集し、「コロナに負け
ない」「with	コロナ」「after	コロナ」の印象を残す大会となりました。
　特別講演には、お２人の千葉にゆかりのある先生を講師として
お招きしました。お１人目は、一般財団法人先端ロボティクス財
団　理事長　野波健蔵先生（千葉大学名誉教授）で、「大学発
ベンチャーから上場企業へ、そして、新たな挑戦」と題して、ご
講演いただきました。野波先生は、2013年11月に㈱自律制御シ
ステム研究所（ACSL）を創業し、業務組み込み型ドローンシス
テムを一気通貫で社会に提供し、業務自動化／無人化／ IoT化
を実現しました。2018年12月には、千葉大学関連ベンチャー企
業の中で唯一の東証マザースに上場を果たした会社で、時価総額：
368億円（2019.２.21時点）もの大きな会社に成長しました。野
波健蔵先生には、大会テーマのひとつである「新産業革命」に
ふさわしい講演内容として、ベンチャー起業という偉業を成し遂
げたその熱い思いを述べていただき、次なる機械工学の研究者
と学生諸君に大きな刺激となりました。
　お２人目は、㈱ZOZOテクノロジーズ代表取締役社長、㈱
ZOZO執行役員の久保田竜弥氏で、「アパレル生産工程における	
DX」と題して、ご講演いただきました。㈱ZOZOは、千葉に本社
を持ち、千葉大学の西千葉キャンパスの正門前にも社屋を構え、
高いテクノロジーを背景に、ZOZOタウンなどのネットショップ
などで有名な企業です。特に、ZOZOスーツやZOZOマットといっ
た普通の機械エンジニアでは考えられない革新的な製品を世に
送りだしています。久保田竜弥氏には、大会テーマのひとつであ
る「5G	IoT	における機械」にふさわしい講演内容として、進化

したIT技術を浸透させたDX（デジタルトランスフォーメーション）
を駆使した、最新のモノづくりについてお話しいただきました。
ファッションにも、機械工学が大きく関わっていることを改めて
感じ、研究者、教員、学生の皆様も、そのMade	in	Chibaの技術
のすごさに驚いておりました。

■	大学院工学研究院附属インテリジェント飛行センター

センター長　劉　　　浩

　2016年頃から、様々な産業用途でのドローンの活用を目指し
て、「空の産業革命」という言葉が使われるようになってきました。
ドローンの産業用途には、観測・インフラ点検・測量・農業・物
流・閉所作業などがあります。ドローンは、すでに成熟した自動
車や航空機などの産業と比べて、技術的には、安全性や信頼性、
耐久性や飛行性能に課題が多く、黎明期の段階にあると言って
も過言ではありません。小型無人航空機（ドローンや空飛ぶ車）
は、殆ど高度1,000m以下の空域を飛んでいます。機体が小さく、
自然環境や人工的な建造物により生じた空気の乱れを受けて飛
行が不安定で落ちやすいため、落ちないためのロバスト性や様々
なミッションを効率的にこなす知能性などを向上することが大き
な課題です。しかし、小型無人機や空飛ぶ車などの未来社会の
電動航空機エア・モビリティ基盤産業を目指す新産業創出の観
点で、ドローン市場や技術開発は急速に世界的な高揚時期に入っ
ており、これらのボトルネックとなる基盤技術には、まだ理論体
系ができておらず、大きな機運と挑戦があります。「空の移動革命」
は、拡大するドローン市場の中で、特に人や物の移動に関して、
日本で新たな産業を育成できるよう官民協同で取り組まれている
目標です。
　このような背景を受けて、ドローンなど次世代型UAM（アー
バンエアモビリティ）の飛行システム技術を研究開発するととも
に関連分野の若手人材を育成するために、2019年10月１日に、
千葉大学大学院工学研究院附属インテリジェント飛行センター

（Center	for	Aerial	Intelligent	Vehicle、以下：CAIV）（https://caiv.
chiba-u.jp/index.html）が新たに発足しました。現在は、千葉大
学大学院工学研究院の教員を中心とした12名の常勤教員と、２
名の寄付講座研究員がCAIVに所属しています。CAIVは、自然界
の生物を手本に持続可能な技術を生み出す「生物規範工学」と、
これまでにない新しい「人工知能」、それに未来志向の「人材育
成」を加えた３つの軸を基に、しなやかで強く、環境負荷の低い
技術開発を進めていきます。
　小型無人飛行機の活躍が期待される低空域（高度1,000m以下）
では、複雑な自然環境を巧みに飛ぶために進化した昆虫や鳥が
いました。こうした生物の飛行には、風外乱に強いロバストな飛
行技術や制御知能、衝突回避知能など、ドローンの解決の鍵と
なる無数の知恵が隠されています。CAIVでは、これらの飛翔生
物の高い飛行性能をもたらすエッセンスを抽出し、環境負荷の
低い次世代のドローンを開発し、電動型のエア・モビリティ産業
につなげようとしています。
　また、CAIVでは、博士後期課程の大学院生を対象とした「イ
ンテリジェント飛行プログラム」を実施しています。このプログ
ラムでは、次世代飛行ロボット・小型無人航空機（ドローン）の
分野において、理学から工学までを俯瞰できる専門的な研究力、
研究を社会的な課題解決に展開する能力、研究を国際的に実践
できる能力を高めることを目的としています。対象となった学生
には、学際的な研究力はもちろん俯瞰力、コミュニケーション能
力、実践展開力などグローバルリーダーとして活躍できる資質を
養えるよう、学生が主体的に学習するProject-based	learning、海
外研究機関における派遣研究、キャリアパスに合わせた研究戦
略指導などの様々な教育カリキュラムを提供していく予定です。
　この寄附講座の設立にあたっては、千葉大学名誉教授、一般
社団法人先端ロボティクス財団野波健藏理事長より多大なご提
言、そして先端ロボティクス財団（ARF）と東京大学エッジキャ
ピタルパートナーズ（UTEC）の皆様に並々ならぬご支援を頂き
ました。イノーベーション創出と人材育成という共通目的の実現
にお力添え頂いておりますこと、改めて感謝申し上げます。

図３　機械に何かを足したり掛けたりすると第４次産業革命の次の主役になる機械は？

図２　 個々の「違い」を認め合う社会に
おける機械ってなんだろう？

図１　進化はどこに進んでいくのか？
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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　兪　　文偉

　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17年目を迎えました。また平成29年度

の工学部の改組で総合工学科・医工学コースとなって

４年目となります。昨年度は医工学コースから43名、

工学部メディカルシステム工学科から10名が卒業し、

融合理工学府基幹工学専攻医工学コースからは32名の

学生が修士課程を修了、３名の学生が博士後期課程を

修了し学位が授与されました。

　今年度は新しく41名の学部新入生が医工学コースに

入学しました。また３年次には高等専門学校から５名、

他大学から１名の計６名の編入生が入学しました。今

年度の学生を指導する年次担任教員として、１年次が

中川	誠司教授と平田	慎之介准教授、２年次が中口	俊哉

教授と吉田	憲司准教授、３年次（兼	修士１年次）が鈴

木	昌彦教授と菅	幹生准教授、４年次（兼	修士２年次）

が山口	匡教授と高橋	応明准教授に担当していただいて

います。

　医工学コース３年生の実験科目の一つとして、医学部・

大学院修了式の集合写真（令和３年３月25日撮影）

学部卒業式の集合写真（令和３年３月23日撮影）

コースオンライン授業受講室 オンライン授業が受講できる就職資料室 千葉市未来の科学者育成プログラムの様子

医 工 学 コ ー ス
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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。５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。

　現在は新型コロナウイルスの影響で対面での講義が

できず、ほとんどオンラインによる講義を行っており

ます。コースとしては、学生のオンライン授業の支援

策として、学生実験室の一部をオンライン授業受講室

として利用できるように整備しました。加えて、コー

スの就職資料室についても、同様に整備し、2021年６

月16日より、コースの学生のオンライン授業受講用に

開放しました。

　当学科・コースの地域貢献として千葉市との連携イ

ベント（千葉市未来の科学者育成プログラム “医療を支

える「医療機器」の最先端を見よう・知ろう・体験しよう”）

を毎年実施しています。今年は８月５日（木）に千葉

市未来の科学者育成プログラムとして９名の中学生と

５名の高校生、計14名の生徒を受け入れました。今年

はコロナ禍のため参加人数を絞り感染対策をした上で

開催しました。生体計測実習として磁気共鳴診断装置、

超音波診断装置、感覚・知覚・認知機能、ロボット技

術を活用する機器の体験の４つを、手術・治療実習と

して電気・電波メス、舌診断・聴診断訓練の体験の２

つを実施しました。参加した中高生の反応は良好で、

質問なども多く大変好評でした。

　教員の異動もご報告いたします。今年度７月１日付

で野村	行弘准教授が東京大学から着任されました。野

村准教授は、医用画像処理、コンピュータ支援検出／

診断（CAD）を専門とされ、豊富な医工連携の実績を持

ち、教育と研究に大いに力を発揮してくださるものと

思います。

　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。

■	新任教員自己紹介

准教授　野村　行弘

　2021年７月よりフロンティア医工

学センター（総合工学科医工学コー

ス）の准教授に着任いたしました野

村行弘です。1998年に東京都立医

療技術短期大学診療放射線学科を卒

業後すぐに千葉大学工学部情報工学科Bコースへ編入

学し、2006年に大学院自然科学研究科情報科学専攻を

修了しました。その後は東京大学医学部附属病院にて

特任研究員、特任講師を勤めてまいりました。専門は

医用画像処理、医療情報システムで、主にCTやMRIな

どの画像診断における医師の負担を軽減し、かつ診断

精度の向上を目的としたコンピュータ支援診断／検出

（CAD）ソフトウェアの開発を進めています。併せて、

CADソフトウェアの開発／臨床応用を促進するための

統合的なプラットフォームであるCIRCUSシステムの開

発にも携わっており、このシステムを利用したCADソフ

トウェアの臨床応用についても複数の医療施設との共

同研究を行ってまいりました。

　このたびは、母校で教育・研究を行う機会を頂けた

ことを大変嬉しく思っております。これまでに特任教

員や非常勤講師を勤めてきましたが、専任教員として

は初めての勤務となります。何かと至らない点がある

かと存じますが、これまでの経験を活かして医学と工

学のかけ橋となり得る学生を育成していきたいと考え

ています。今後とも先生方のご指導ご鞭撻のほど何卒

よろしくお願い申し上げます。
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■	電気電子工学コース便り

コース長　宮城　大輔

　今年度電気電子工学コース長を務
めております宮城です。工学部の改
組に伴い、電気電子工学科が「総合
工学科電気電子工学コース」に生ま
れ変わり５年目に突入し、昨年度の
３月には、電気電子工学コースとし
ての初めての卒業生を輩出しまし
た。「総合工学科」の特長は、学生

は１年目の共通教育を経て自分の進むべき道を再確認
してから自分の進むべきコースを再選択できることで
す。これにより各自の適性にあった工学教育が可能と
なりました。実際に、他コースからの転入や他コース
への転出をする学生がおり、「総合工学科」の特長が生
かされていることを実感しております。
　コース教職員の近況報告ですが、４月１日付で量子
デバイス分野の森田健先生が教授に昇任され、電気電
子基礎分野の教授になられました。電子の「スピン」
と呼ばれる量子に着目した研究を行われており、物理
学と工学との橋渡しとなる電気電子基礎分野の発展と
今後のご活躍が期待されます。また、小林宏泰先生が
早稲田大学から助教として電気エネルギー応用分野に
着任されました。ご専門は電気機器・パワーエレクト
ロニクスを柱としたシステム設計で、電気システム工
学領域内での３分野を横断した新しい発想でのご活躍
が期待されます。７月１日付で電力変換分野の名取賢
二先生が准教授に昇任されました。ご専門はモーショ
ンコントロールとパワーエレクトロニクスでこれまで
の多くのご経験から異分野を融合した新しい発想での
ご活躍が期待されます。また、長年、コースの運営に
ご尽力いただいた、電子通信システム分野の橋本研也
教授が今年３月にご退職されました。橋本研也教授は
高周波弾性表面波デバイスの研究で世界的に知られた
研究者であり、多くの後進を育成されています。また、
昨年度から都市環境システムコースの荒井幸代先生に
も電気電子工学コースの教育・運営により深く加わっ
ていただいております。
　次に、本コース教職員と学生の活躍ぶりの一部をご
紹介致します。下馬場朋禄	教授が令和３年度科学技術
分野の文部科学大臣表彰	科学技術賞（研究部門「計算
ホログラフィの高性能化に関する研究」）を受賞しまし
た。また、荒井甲さん（指導教員：安昌俊教授）が電子
情報通信学会の論文誌	IEICE	Communications	Express	

（ComEX）	Top	Downloaded	Letter	Awardを受賞、山﨑
淳平さん（指導教員：中田裕之准教授）、明石徹寛さん

（大矢浩代助教）が日本大気電気学会第99回研究発表会
発表賞を受賞しました。
　さて、今年の大きな事件も昨年度に引き続きコロナ
禍でしょう。この影響はコースの研究・教育にも大き
な影響を与えておりますが、コースとして出来ること
を精一杯実施しております。今年３月に定年退職され
た橋本研也教授の最終講義はハイブリッド式で多くの
方が参加できたことはコースにとって良かったことで
す。昨年度は新入生と教職員が顔を合わせる機会が極
端に少なかったですが、今年度の２年生時のガイダン

スにてようやく顔を合わせる機会が持てたことも良い
ことでした。
　４月の新学期は例年通り８日からの開始となり、昨年
度の経験を十分に生かしてほとんどの講義はオンライ
ンで行っております。オンラインでは実験系の科目（電
気電子工学実験など）の実施が大変難しく、昨年度の
後期から教職員・学生の入構が緩和されたことを受け
て、アルコール消毒やマスク・手袋を着用することで
感染対策を徹底的に行った上での対面での実施を行っ
ています。学生・教職員の皆の協力により、昨年度後
期から２期にわたりクラスターを発生することなく実
施することができました。関係者の工夫と努力に敬意
を表したいと思います。
　けやき会館にて、７月より新型コロナウイルスワク
チン接種（大学拠点接種）が行われ始め、接種を希望
する学生・教職員の接種が随時行われています。コロ
ナ禍の克服をワクチン接種にのみ頼ることは問題です
が、関係各所のご尽力により一歩ずつですが前進して
いると感じられます。コロナ禍での様々な問題が落ち
着くまでにはもうしばらく時間を要しそうですが、教
職員一同が一致団結してこの困難を乗り切る決意です。
卒業生の皆様には、今まで以上に温かいご支援、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

■	橋本　研也先生ご退職の挨拶

　この３月末を持って千葉大学を定
年退職した。助手になってから41
年、学生時代を含めると47年間も千
葉大学に居続けてしまった。バンド
活動に明け暮れ、超低空飛行を続け
ていた大学３年までは全く思いもし
なかったことだが、卒業研究で研究
の楽しみを知ると共に、多くの尊敬

すべき方々に出会い、彼らを手本に後追いし続けた賜
と理解している。ここに、私をここまで育ててくれた
幾多の方々に感謝申し上げたい。
　驚くべきことに、研究内容は卒業研究から現在まで
一貫して弾性波デバイスである。日本国内の方々が実
学重視と理論を軽視する中、計算機を活用した波動解
析に取り組み、それがまず海外で高い評価を受け、後
追いで国内の産業界からも注目されることとなった。
正直を言えば、発端は物理数学が好きだったことと、
その当時、大学に産業界と勝負できるものが大型計算
機しかなかったためである。
　その後も国内外の産業界と密接に連携し、世界的に
誇れる多くの成果を遂げることができた。ここ30年ほ
どで弾性波デバイスの市場規模が桁違いに拡大したが、
筆者も少なからず寄与できたのではと自負している。
　千葉の成田空港に近く、東京からも近いと言う立地
条件と、年配者へ過剰に気遣うことなく若手が自由に
活動できる千葉大電気電子の雰囲気が、この私のキャ
リアパスを可能としたのは間違いない。
　なお、学会活動は海外（IEEE）が殆どで、日本国内
は殆ど依頼講演のみである。
　私の両祖父は教育長、父は小学校校長と言う家系で
あったが、自分は教育者に向かないと思っていた。今

電 気 電 子 工 学 コ ー ス
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でも小中高の教員には向かないと思うが、技術者・研
究者の育成に情熱を注いできたつもりでいる。多くの
優れた人材を輩出できたことが研究者人生最大の誇り
である。長年同じ仕事を続けていると時代遅れとおっ
しゃる方々が居るが、長年の知識の蓄積があってこそ
産業界に貢献できると思うが如何であろうか？	
　さて、６月に成都（中国）にある電子科技大学（UESTC）
に赴任した。契約上、任期は５年だが、希望次第で延
長可とのことである。当初は４月に着任の予定であっ
たが、コロナ禍のために就労ビザ取得に手間取り、２
月遅れてしまった。日本の大学からも誘いがあったが、
UESTCを選んだ最大の理由は、日本の大学では自分名
義で博士前期・後期学生を取れないためである。これ
では筆者の手足が削がれてしまう。また、自分で獲得
した研究費で自分が雇えないのもしゃくに障る。一方、
企業の方々からは一社に囲い込まれるのは止めて欲し
いと懇願されており、八方塞がりである。
　筆者が属するUESTC	電子科学与工程学院（示范性微
電子学院）は、UESTCの中核学部で、日本の文科省に
相当する中国教育部から中国第１位の評価を受けてい
る。光栄なことにそこからの懇願である。
　移籍に備え、数年前よりUESTC学生を指導しており、
今では研究室に博士後期課程５名、博士前期課程13名
が在籍している。なお、博士前期課程の在籍期間は３
年間で、１年目は主に座学である。学生は皆優秀で、
数学やプログラミングに抵抗がなく、波動問題の理論
解析にも挑戦してくれる。また、在学中に成果を挙げ、
より高収入のところに就職したいという願望からであ
ろう、研究に極めて熱心に取り組む。残念ながら、日
本では味わえない心地よさである。
　今後も体力が続く限り弾性波デバイス業界の人材育
成に取り組んで行きたいと思う。
　成都ではパンダ基地が有名だが、武侯陵、都江堤等
の歴史的遺構も多く、また九寨溝、四姑娘山等の自然
遺産にも近い。気候も温暖で、夏でも35度を超すこと
はめったに無い。コロナ禍が終息すれば、成田との直
行便が回復するはずなので、是非成都並びにUESTCを
訪ねて欲しい。歓迎します。

■	小林　宏泰先生ご着任の挨拶

　令和３年４月１日付で千葉大学工
学研究院・助教に着任いたしました。
私は2019年に千葉大学博士後期課
程を修了し、同年４月より２年間、
早稲田大学理工学術院・助教として
在籍したのち、縁あって電気電子工
学コースに戻ってくることとなりま
した。

　私の専門分野は、パワーエレクトロニクス・電気機
器で、特に鉄道システムの省エネルギー化を目指した
電動機駆動制御法や蓄電システムの電力制御法に関す
る研究を行ってきました。現在所属している電気エネ
ルギー応用教育研究分野では、宮城大輔教授と早乙女
英夫准教授の下、これまでの研究内容に加えて、磁性
材料の鉄損解析技術の開発および電気機器設計への応
用や超電導応用技術の開発、大容量非接触給電システ
ム開発に取り組んでおります。
　電気電子工学コース在学中、私は電気電子工学分野
の基礎的な知識・スキルや、研究者として必要な論理
的思考能力を学びました。それらは、私が研究活動を

行っていく上での重要な基礎となっています。私も、
これからの教育研究活動を通じて、電気電子工学コー
スの学生が社会で活躍する手助けができるよう努力す
る所存です。至らぬ点もあるかと思いますが、同窓会
の皆様のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

■	森田　健先生ご昇任の挨拶

　４月から教授に昇任させていただ
きました森田です。2013年に千葉
大学に着任してから電子の「スピン」
と呼ばれる量子に着目し、その基礎
的な振る舞いとその高速制御につい
て光パルスで調べる研究を行ってい
ます。実験室の光学系は指導学生た
ちが中心となり、ゼロから立ち上げ

てくれました。おかげで着任時に思い描いていた以上
の光学系が完成し、毎年進化を遂げています。講義で
は「量子力学」「統計力学」「光エレクトロニクス」といっ
た物理系科目を担当しています。学問の面白さを伝え
るという使命を果たすことは容易ではありませんが、
学生の皆さんと関わる教員生活は楽しく、充実した日々
に感謝しております。コロナ禍で千葉大学における環
境は大きく変化しています。変化に対応しつつ、学生
にとって魅力的な教育環境を実現させなくてはいけま
せん。同時に研究でも質の高い成果が求められます。
一つ一つを地道にやり抜き、コースの活性化と千葉大
学の発展に貢献できるよう精一杯頑張りたいと思って
います。

■	名取　賢二先生ご昇進の挨拶

　令和３年７月１日付で准教授に昇
任させていただきました名取賢二と
申します。大変僭越ながら本紙面を
お借りしましてご挨拶をさせていた
だきます。
　私は平成24年４月に千葉大学に助
教として着任しました。学生時代か
らロボットなどを制御するモーショ

ンコントロールの研究をしておりましたが、千葉大学
では電気エネルギーを制御するパワーエレクトロニク
スの研究を新たに始める予定であり、期待と不安の入
り混じった着任であったと記憶しております。これは、
その前年に発生した東日本大震災による甚大な被害を
目の当たりにしてエネルギーセキュリティの重要性を
改めて認識し、自分が貢献できることは何かと考えた
末の大きな決断でした。
　それから約９年が経ち、本稿執筆に際して当時を思
い出す機会を得ることができました。当時と変わらぬ
熱意を持ち続けているつもりではおりますが、新鮮な
気持ちは若干薄らいでしまったと反省もしております。
これを機に、改めて気合を入れ直して、教育・研究に
更に精進したいと思います。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。

※電気電子工学コースの近況は以下もご参照ください
　http://www.te.chiba-u.jp/
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■	情報工学コースの近況

情報工学コース長　関屋　大雄
　
　最初に大変残念なお知らせとなりますが、平井経太先
生におかれましては、急性疾患のため令和３年５月１日
にご逝去されました。私としましても未だに信じられな
い思いです。平井先生が心配されないよう、コース教員
が一丸となってよりよいコースを目指していく所存で
す。平井先生のご冥福をお祈りいたします。

【コース近況】
　昨年３月に情報工学コースの一期生が卒業しました。
情報はいまや重要な社会インフラであり、あらゆる産業
隆興の基礎となる学問分野です。情報工学コースでは、
千葉大学工学部において情報工学を教育研究する基幹
コースとして、その重要性に応えるべくカリキュラムを
構築しました。そのカリキュラムで学んだ卒業生が社会
で活躍することを願っております。
　また、本年度４月１日より、情報工学コースに計良宥
志先生、佐藤弘美先生が助教として情報工学コースの教
育研究活動に参加されております。計良先生は機械学習、
計算代数、近似基底計算を、佐藤先生は視覚情報処理、
心理物理学、視覚認知などを専門とされております。本
コースに新しい風を吹かせてくれることと思います。

【コロナ禍での大学】
　本稿はオリンピックが開催されている８月初旬に執筆
しておりますが、コロナの波は引いては押し寄せを繰り
返しており先が見えない状況です。前期も実験科目など
一部講義は対面で行いましたが、ほとんどはオンライン
による講義となりました。国内外の学会のほとんどはオ
ンラインカンファレンスとなっており、学会を通じた他
大学の学生との交流も難しくなっています。また、海外
に在住しているコース研究生のほとんどが日本に来られ
ない状況が続いています。今後ワクチン接種が広まって
いくことが予想されますが、先が見通せない状態がしば
らくは続くと思います。早くコロナ禍が収束し、元の状
態に戻ることを期待しつつ、ICT技術を活用したあらた
な形を今後も模索していきたいと考えています。

【コース紹介ビデオ】
　コロナ禍の中、対面のオープンキャンパスができない
中、情報工学コースでは、コースの紹介ビデオを作成し
ました。また、多くの学生が研究活動や種々のコンテス
トで表彰されており、対外的に高い評価を受けておりま
す。これら、コースの情報は適宜情報工学コースのweb
ページにて更新しておりますので、ぜひお立ち寄りくだ
さい。
　情報工学コースwebページ
　　http://www.tj.chiba-u.jp/ie/
　〈YouTube〉情報工学コースの紹介
　　https://www.youtube.com/watch?v=o_MkLnHwl3Y

■	大学院イメージング科学コースの近況報告

イメージング科学コース長　溝上　陽子

　イメージング科学コースの本年度は、４月に佐藤弘美
先生の助教着任という嬉しいニュースの矢先、５月に平
井経太先生ご逝去という信じがたい出来事があり、波乱
の幕開けとなってしまいました。平井先生は本コースの
将来を担う方と誰もが期待していただけに、断腸の思い
でおります。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
　予想外の事態となりましたが、研究・教育を滞りなく
行うよう、コース教員一丸となって対応してきました。
さらに、視覚情報処理、視覚認知等をご専門とされてい
る佐藤弘美先生が加わりましたので、画像工学から認知
まで、より幅広く複合的な研究・教育を発展させていけ
ればと考えております。
　講義は、昨年度からほとんどがオンライン開講となっ
ております。しかし、研究室活動は、研究室により程度
は異なりますが、対面に戻しつつあります。今後も、感
染対策には万全の注意を払いながら、教育・研究を進め
てまいります。大学院の講義では、佐藤先生ご担当の「ビ
ジョンサイエンス」が開講します。墨田キャンパスのデ
ザイン・リサーチ・インスティテュート（DRi）においても、

「コレクティブデザイン演習A」を新開講しました。建築、
デザイン、イメージング科学コース等の学生が協力して、
プロジェクションマッピングの演習に取り組みました。
　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「質感・
情動イメージングの創成」（代表：津村徳道准教授）の
活動で、他大学、他学部との連携プロジェクトを推進し
ております。これらの研究活動や、５研究室に所属する
４年生合同の卒業研究中間発表会など、研究室の垣根を
越えた共同研究や学生交流も、オンラインと対面を組み
合わせながら、活発に行われています。
　国際交流については、残念ながら、学生の派遣や受
け入れは休止している状態ですが、オンラインでの交
流は継続しております。画像・情報系の国際学生交流
プログラムであるアジア学生ワークショップ（ASW）
も、2021年３月に、１週間に渡ってオンラインで実施
しました。初日の国際シンポジウムでは、Prof.	Mitsuo	
Ikeda	（Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi,	
Thailand）	の基調講演と９名の招待講演が行われました。
２日目以降は、千葉大学から35名以上、タイ、ベトナム、
カンボジア、トルコ、台湾から35名以上の学生がプロジェ
クト課題に取り組み、最終日に発表会を行いました。
　まだコロナ禍の先行きは不透明ではありますが、教員
一同、研究・教育の発展に一層努めてまいりますので、
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。
※	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。
　コースweb：	http://www.tj.chiba-u.jp/imgsci/

情 報 工 学 コ ー ス VI・VII・VII 部会（写真・印刷・画像・情報・情報画像）
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■	新任教員自己紹介

佐藤　弘美

　2021年４月よりイメージング科学
コース助教に着任いたしました、佐
藤弘美です。2016年に東京大学で心
理学の学位を取得し、2019年までは
工学院大学で学振PDを、その後は東
京大学でポスドクを勤めてまいりま
した。専門は視覚情報処理および心
理物理学で、これまでの研究では視知覚の基礎メカニ
ズムと感性的認知への影響に関する研究と、知覚的意
思決定に関する研究を行ってきました。具体的には、
画像の評価・感性的判断に大きな影響を与える画像の
コントラストや画像のぼけの知覚がどのような視覚情
報処理に基づいて実現されてきたかなどについての検
討であり、また人間が変動する視覚情報の中から全体
の傾向を推定する際の判断特性についての検討です。
このように、これまでは基礎研究として人間の初期視
覚情報処理メカニズムの解明を目指して研究を行って
まいりましたが、今後はさらにこれらの知見に工学的
な技術を組み合わせることによって応用研究も発展さ
せていきたいと考えております。私はこれまで研究室
や学務運営の経験がないため、何かと至らない点もあ
るかと存じますが、メンター教員の溝上陽子先生や研
究室の学生の皆さんと協力して活気ある研究室を目指
していく所存です。まだまだ未熟者ではございますが、
ご指導・ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
	

計良　宥志

　2021年４月より工学研究院助教に
着任しました。2020年に東京大学
で学位を取得し、その後同大学で特
任研究員をしていました。専門は近
似計算代数と機械学習で、両分野の
技術を横断的に組み合わせて研究を
行っております。データ解析を行う
にあたりその近似的代数的表現を獲得し、機械学習的
タスクに適用するといったようなものです。適用のた
めに取り組むべき基礎的課題が多くあり、現在はその
点に対し理論的なアプローチをしています。また最近
は、深層学習を「騙す」敵対的サンプルの研究を通じ
て深層学習の理解に取り組んでいます。敵対的サンプ
ルは強力な深層学習の「穴」として研究されていまし
たが、近年その手法が深層学習の性能向上などに利用
できることがわかり新たな展開を迎えています。計算
代数からの理論的なアプローチ、機械学習からの応用
的なアプローチ、またその両者の組み合わせで研究を
発展させていく考えです。新型コロナウィルスの影響
がある中でなかなか難しいですが、学生とも積極的に
コミュニケーションをとり、巻き込みながら研究を進
めていければと思います。至らぬ点も多いと思います
が、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

	■平井経太先生追悼

　大学院イメージング科学コース・学部情報工学コー
スを担当されていた平井経太准教授が、急性疾患によ
り令和３年５月１日に39歳の若さで急逝されました。
本学にとって大きな損失であり、残念でなりません。
連休前まで元気にお仕事をされており、あまりに突然
のことに、教職員一同は茫然自失となりました。平井
先生が担当されていた講義、学生への指導、学内の管
理運営業務、対外的な共同研究、学会の業務などへの
対応を通じて、あまりに多くの重責を担われていたこ
とを知り、敬愛の念を禁じ得ません。本同窓会におい
ても副幹事長を務め、同窓会の発展に尽力されてきま
した。
　高校球児であった平井先生は、千葉大学に入学後も
体育会の硬式野球部で活躍されました。その後、大学
４年生で配属された研究室で色彩工学と出会い、三宅
洋一先生、津村徳道先生らの著名な先生方の指導のも
とで色彩画像工学の研究を極め、2010年に「人間の視
覚特性を考慮した動画像の画質改善と評価」に関する
ご研究で、博士（工学）の学位を取得されました。卒
業後は、富永昌治先生と私で運営していた研究室に助
教として招き、2018年10月に准教授に昇任されてから
様々な分野に活躍の場を広げている最中でした。
　平井先生の代表的なご業績の一つとして、分光プロ
ジェクタの開発が挙げられます。所望のスペクトルを
有する光を、画素単位で制御してプロジェクションす
るシステムであり、当時の学生を含めて一緒にアイディ
アを練り、実機を制作した想い出が蘇ります。その再
現精度は桁違いに高く、若くして招待講演を受けるこ
とも度々でした。最近は、深層学習を画像処理に積極
的に取り入れるご研究をされており、様々な企業との
共同研究も数多く実施されていました。それらのご研
究の評価は高く、多くの学会賞を受賞され、今後の活
躍に益々期待が膨らむ矢先のことでした。
　思いもよらぬご急逝に接し、あれこれと募る思いが
尽きませんが、ここに平井経太先生のご遺徳とご功績
を偲び、心より感謝の意を捧げますとともに、謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます。

（堀内　隆彦）
（日本色彩学会誌、Vol.45、No.3	追悼記事より一部改変）
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■	物質科学コース便り

コース長　吉田　弘幸

　2017年に物質科学コースが設立

されてから４年が経過し、昨年度、

初めての卒業生を送り出しました。

卒業生74名のうち53名が大学院に

進学、13名が就職しました。学部教

育は４年間で１サイクルですので、

今年度からは次のステップに向けて新たな一歩を踏み

出すことになります。たとえば、４年間の経験を踏ま

えて、授業カリキュラムの改訂作業にも着手しました。

学問は常に進歩しており、学問分野もそれに伴って変

わっていきます。これまで境界分野と言われていた学

問領域が脚光を浴び、新たな研究分野として確立して

いきます。世界中で旧来の学科を改組して物質科学を

専門とするコースや学科が設立されています。これら

は、物理や化学だけでなく生物学を含むこともあり、

基礎から応用まで、実験から理論だけでなくシミュレー

ション科学やデータ科学のような新しい分野も含みま

す。私たちの物質科学コースは、物理系のナノサイエ

ンス学科と化学系の画像化学科が合併して成立しまし

た。物理と化学の両方を学び、広い分野を俯瞰し応用展

開できる人材を育成することを標榜しています。幸い、

私たちの千葉大学工学部物質科学コースも、ユニーク

な新しいコースとして認識されつつあるようで、2021

年度入学試験の志願者数は大きく増えました。今後の

物質科学コースのあり方については継続的に議論をし、

より魅力的なコースとなるよう不断の努力をしていき

たいと考えています。

　教育・研究については、昨年に引き続き新型コロナ

ウイルス感染症の影響が大きく出ています。一方で１

年前には手探りだった感染対策もある程度の見通しが

つくようになりました。多くの授業がオンラインとなっ

ていますが、期末試験は対面で行うなど、オンライン

と対面をバランス良く取り入れる工夫を進めています。

一方で、学生実験については、実地で体験することが

不可欠であるとの考えから、実験室に入れる人数を制

限したり、換気を行うなどの厳重な対策をしながら、

対面で進めています。卒業研究などの研究活動は、研

究室ごとに対策が任されていますが、対面を基本とし

ながら、オンラインでのミーティングやディスカッショ

ンを適宜とりいれている研究室が多いようです。

　このような環境では、自分で生活を律して学習でき

る学生とそうでない学生の格差ができやすいことは否

めません。従来は、大学に出て普通に講義を受けてい

れば卒業できていたものが、現在は、自分で情報を集

め、自分で学ぼうとしなければなりません。大学で学

問をしたいと入学してきた学生を迷わせないように、

学年担任を中心に教員が精一杯の努力をしています。

一例として、十分な感染対策をした上での遠足やスポー

ツイベントなどの企画も検討しています。残念ながら、

新型コロナウイルス感染症が急速に拡大したため今の

ところ実現していません。コースのことではありませ

んが、サークル活動も制限を受けています。私は管弦

楽団の顧問も務めています。管弦楽団では、年に２回

の定期演奏会を行ってきましたが、昨年度は１回が中

止、もう１回は無観客で開催、今年度も６月の演奏会

が中止になりました。また、新入生の勧誘活動も思う

ようにできず、新入部員の数も減っているようです。

従来のような勉学に励みながらサークル活動を楽しむ

「キャンパスライフ」が成立しない状況が続いています。

　この新型コロナ感染症のために、学生生活だけでなく

社会全体が大きく変わろうとしています。大きな危機に

直面して、信頼できる情報を収集し、的確な判断を迅速

におこなうことの重要性が明らかになってきたと思いま

す。最近の学生を観察していると、残念ながら高校まで

の学校教育では、与えられた課題から素早く正確を導

きだすことを高度に訓練されていると思うことがありま

す。今は、課題を正確に解く能力よりも、むしろ混沌と

した状況の中から課題を見つけ出す能力が必要とされて

います。千葉大学の理念である「つねに、より高きもの

をめざして」、目標として掲げられている「社会で生じ

るさまざまな問題の本質を、事実を踏まえて深く考察し」

に立ち返り、物質科学の専門教育をするだけでなく、研

究・教育活動を通じて、広い視野をもち事実に基づいて

自ら判断できる人材を育てていくことも、私たち物質科

学コースの教員の責務であると考えています。このよう

にコースのさらなる発展と教育・研究の充実を目指し、

教員一同さらに邁進してまいります。ご指導ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

物 質 科 学 コ ー ス
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■	新任教員自己紹介

助教　岩原　直也

　2021年１月に物質科学コースに

着任した岩原直也です。2012年３

月に京都大学大学院工学研究科分子

工学専攻で学位を取得した後、博士

研究員として2012年４月から京都

大学化学研究所、2012年６月から

KU	Leuven（ベルギー）、そして2019年６月からシンガ

ポール国立大学で研究を行ってきました。今年からは

Krüger研究室で助教として研究、教育を行う機会を与

えていただきました。

　私は分子や化合物の電子物性についての理論研究を

行っています。特に電子状態が（擬）縮退した系が示

す特異な物性に興味を持っています。縮退系では電子

軌道がスピンもしくは格子振動と量子エンタングルメ

ントを形成することがあり、この強い量子性を起源と

する非従来型物性が発現します。このような視点に立

ち、フラーレン分子や希土類単分子磁石からフラーレ

ン超伝導体、遷移金属酸化物、希土類化合物まで、様々

な分子や物質の電気的、磁気的性質や分光スペクトル

の研究を行ってきました。今後も新たな知見を取り入

れながら、量子物性の理論研究を進めていく予定です。

　これまで培ってきた様々な物質に関する知見を活か

し、また足りないことを学びながら物質科学コースで

の研究、教育に全力で努めていきたいと考えています。

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

■退職のご挨拶

松末　俊夫

　2021年３月をもって千葉大学を

定年退職しました。1993年８月に、

機能材料工学科の講師に着任してか

ら27余年の長きにわたり、多くの

方々に大変お世話になりました。こ

の場を借りて、感謝の気持ちを表し

たいと思います。また、コロナ禍で困難な中、最終講

義等を催していただいたり、退職前の研究室撤去作業

にご協力いただいたり、関連の教職員や学生の方々に

は大変感謝しています。

　赴任した当時は、化学と物理の融合を理念とする新

学科が誕生して間もない時期で、そこに新設された研

究室に加わりました。立ち上げの苦労もありましたが、

議論を重ねながら、新しい組織を作り上げていく貴重

な経験ができました。また、物理系の自分とは異なる

化学系の先生方から多様な考え方を学べた点も、得る

ものが大きいことでした。その後の組織換えで、物質

工学科、電子・機械工学科、ナノサイエンス学科を経て、

現在の物質科学コースへと移りましたが、それぞれの

学科やコースで、異なる分野の先生方と交わる機会に

恵まれ、ありがたく思っています。また、飛び入学や

飛び級、高大連携をはじめとする千葉大学の進取な取

り組みに接することができたことなど、様々な経験も

させていただきました。

　一方、千葉大学、あるいは社会にどれほど貢献でき

たかを考えると、反省することが多々あります。教育・

研究では、「化合物半導体に形成した微細・量子構造に

おいて、光電子物性の新規な現象や機能を探り、それ

を応用すること」を目指しましたが、道半ばの思いです。

ただ、指導学生に、様々な経験と「本質を探り、それ

を応用につなげる」という姿勢を伝えることはできた

かと思っています。彼らが、社会に出て活躍する土台

になってくればと願っています。

　定年退職して研究室がなくなり寂しさを感じていま

すが、まとめ切れていない研究内容など、やり残した

ことを少しずつ進めるつもりです。

　コロナ禍が続き、大学の皆様も大変なご苦労をされ

ていることと案じています。どうか、早く収束して、

平穏な日常が戻ることを祈っています。また、社会の

動きが速くなったり、予想外の出来事が起きたり、先

行きが見通し辛くなっていますが、これまで同様、長

期的なビジョンと進取の取り組みで、千葉大学がます

ます発展されることを願っています。

　末筆ながら、昨年、長年一緒に研究室を運営してい

ただいた坂東弘之助教が急病でご逝去されるという悲

しいことがありました。これまでのご活躍に感謝する

とともに、ご冥福をお祈りします。

松末先生最終講義の後の写真
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■	コース近況報告

共生応用化学コース　学部コース長　上川　直文

　卒業生の皆様、いかがお過ごしで

ございますでしょうか。2017年に共

生応用化学科からコースへと改組し

2021年３月にコースとしての初めて

の卒業生を送り出しました。私も担

任として４年間を共にして感慨深いものがありました。

特に、2020年度はコースにとって一つの重要な区切り

となる年でしたが、それ以上に現在もまだ収束の見えな

いコロナウイルス感染症の影響を受け、先の見えない中

を進まなければならない新たな始まりの年ともなりまし

た。卒業研究もある程度軌道に乗って始められたのは10

月ごろからとなり、学部生活の総括となる大切な卒業研

究の時間が削られることとなりました。また、共生応用

化学コースの教育の重要な特色の一つを形成する実験科

目については、１年生の基礎化学実験は対面でほぼ例年

通り実施できましたが、２年生の分析化学実験は完全に

オンラインとなり３年生の共生応用化学実験は対面での

通常の実施実験数は最終的に時間数で例年の1/4程度と

なってしまいました。この実験科目は単に実験技術を身

に着けるだけでなく、コミュニケーション能力や協調性

の涵養など教育課程の中で非常に大きな役割を有してお

り、今後この影響が学生の勉学意欲や進路選択などにど

の様に表れてくるか注視したいと考えております。

　また、年度末の恒例の行事であり卒業判定に欠かせな

い卒業研究発表会も完全にオンラインで実施となりま

した。これも初めてのことで学生も戸惑うことも多かっ

たかと思います。いつもですと、原稿を完全に暗記して

多くの聴衆の前でプレゼンと質疑応答をしなければなり

ませんが、オンラインですと緊張感を生み出す多くの先

生方の面前で話す必要が無く、その点緊張が和らぎ少し

良かったのかもしれません。ただ、社会に出てから多く

の人の面前でプレゼンすることは、何か新しいことをし

ようとした時に必ず必要になるスキルですから、教員の

立場からすると卒業研究発表会がオンラインになってし

まったことは残念でもあります。ただ時代は大きく変化

していますからコロナ禍が収束してもオンラインでのコ

ミュニケーションやプレゼンなどは基本的手段として今

後その重要性がより増していくとも思われます。振り

返ってみると、卒研発表の手段として模造紙にポスター

を作成して掲示し説明していた時代が長く続き、OHP

シートやスライドを使用するようになりその時代が20

年ほど続き、PCとプロジェクターを用いるのが主流に

なったのは10数年前からです。そしてオンラインと技

術の進歩の変化が早くなると共にコロナ禍に関係なくオ

ンラインでの実施は時代と技術の変化による必然だった

のかもしれないとも思ったりしております。この様な、

大きな環境の変化は就職活動などの在り方にも多大なる

影響を与え始めています。昨年度も、選考の早期化が見

られておりましたが、本年度は夏前から多くの企業がイ

ンターンシップを実施しており大学院生などは例年にな

く積極的に参加するようになっております。

　共生応用化学コースでは、この１年間で教職員のメン

バーも変化しております。長きにわたり奉職された島津

省吾教授が2021年３月に定年退職されました。最終講

義については別にご紹介させていただきます。また、

2021年３月にはエネルギー変換材料化学研究室（第８

研究室）の谷口竜王先生が准教授から教授へご昇任され、

環境化学研究室（第15研究室）の天野佳正先生が助教

から准教授へご昇任されました。また、４月にはバイオ

マテリアル研究室（第２研究室）の梅野太輔教授が早稲

田大学へ転任されました。

　コロナ禍の中で混乱している部分もありますが着実に

新しい時代への変化も進んでおります。この様な状況の

中で我々共生応用化学コース教職員は、感染防止という

非常に制限のある環境の中で様々な創意工夫により「環

境調和とバイオをキーワードとする新しい応用化学」の

基本理念を堅持しつつ教育・研究活動を活発に継続して

いく所存です。卒業生の皆様におかれましては第V部会

を構成する共生応用化学コースの今後の発展にご期待い

ただければと思います。

共 生 応 用 化 学 コ ー ス
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■	教員／学生の受賞（2020.10 〜）

・教員の受賞

矢貝史樹教授（分子集合体化学研究室）：第17回日本学

術振興会賞

・学生の受賞（口頭発表）

2020年日本液晶学会オンライン研究発表会：若葉賞		増

田匡哉くん、渡由さん（ソフト材料化学研究室）／第30

回日本MRS年次大会：奨励賞		佐伯勇哉くん、増田匡哉

くん（ソフト材料化学研究室）／令和２年電気学会セン

サ・マイクロマシン部門研究会電気学会：優秀論文発表

賞		新名菜摘さん（バイオプロセス化学研究室）／化学

工学会秋田大会：学生特別賞		高木真惟さん、学生奨励

賞		逸見るなさん（バイオプロセス化学研究室）／2021

年度生物工学若手研究者の集い（若手会）夏のオンライ

ンセミナー：優秀発表賞		高木真惟さん（バイオプロセス

化学研究室）

・学生の受賞（ポスター発表）

第69回高分子討論会：優秀ポスター賞		磯崎祐嘉さん（エ

ネルギー変換材料化学研究室）、有馬大就くん、玉木健

太くん（分子集合体化学研究室）／化学とマイクロ・ナ

ノシステム学会第42回研究会：新名菜摘さん、高木真惟

さん（バイオプロセス化学研究室）／化学工学会第51回

秋季大会：三浦菜摘さん、高木真惟さん（バイオプロセ

ス化学研究室）／生命金属に関する合同年会：生命金属

科学研究推進賞		阿由葉里奈さん（バイオマテリアル研

究室）／第10回CSJ化学フェスタ2020：最優秀ポスター

発表賞（CSJ化学フェスタ賞）相澤匠くん（分子集合体

化学研究室）、中川雅之くん（エネルギー変換材料化学研

究室）、優秀ポスター発表賞：齋藤卓穂くん、加藤泰輝く

ん、磯辺篤くん、有馬大就くん、玉木健太くん（分子集

合体化学研究室）、秋山吾篤くん、渡由さん（ソフト材料

化学研究室）、古川龍明くん、磯崎祐嘉さん、清水大也く

ん（エネルギー変換材料化学研究室）／第29回ポリマー

材料フォーラム：優秀ポスター賞		小島佑樹くん（ソフト

材料化学研究室）／第23回液晶化学研究会シンポジウム：

学生ポスター賞		秋山吾篤くん（ソフト材料化学研究室）

／第29回日本MRS年次大会：奨励賞		佐伯勇哉くん（ソ

フト材料化学研究室）／第38回高分子学会千葉地域活動

若手セミナー：最優秀ポスター賞		藤田勇太くん、奨励ポ

スター賞		小見山夏緒さん、吉岡大輝くん（ソフト材料化

学研究室）／第12回日本セラミックス協会マテリアル・

ファブリケーション・デザイン研究会：プロセッシング

デザイン奨励賞		氏家和也くん（セラミックス化学研究室）

／2020年度量子ビームサイエンスフェスタ：中村恭子

さん（触媒化学研究室）／化学工学会第86年会：優秀学

生賞		新名菜摘さん（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43回研究会：優秀発

表賞（学生ポスター賞）三浦菜摘さん（バイオプロセス

化学研究室）／第42回光化学若手の会優秀ポスター賞：

今井咲希さん（分子集合体化学研究室）

・学生の受賞（その他）

2020年度日本工業英語協会主催の第124回技術英語能力

検定（技術英検）文部大臣賞		前田芳紀くん（３年）

（河合繁子　記）

■	共生応用化学コース　就職状況報告

　令和２年度（2021年３月）学部卒業生・博士前期課程

修了生の採用選考開始日は、従来までのスケジュールを

踏襲した６月１日とすることが早々に決定していました。

しかし、2020年１月から世界的に拡大した新型コロナウ

イルス感染症の影響により、コース内で開催していました

OB・OGによる仕事セミナー（会社説明会）などの各種イ

ベントは中止となりました。また、学外でも就職・採用活

動が一時的に中断されたため、序盤の内々定率は低調で

あったものの、再開後はオンライン形式の面接による採用

選考が頻繁に実施されるようになり、終盤では従来まで

と変わらない内々定率となりました。卒業生については、

84名が本学大学院、３名が他大学大学院に進学し、20名

が就職しました。就職先は、公務員（２名）、化学を含む

製造業（８名）、情報通信（８名）、自営業（２名）でした。

修了生については、６名が本学大学院博士後期課程に進

学し、72名が就職しました。就職先は、公務員（１名）、

民間企業（71名）でした。民間企業の内訳は、化学（50名）、

機械・電気（13名）、自動車（２名）、情報通信（２名）、

建設業（１名）、小売業（２名）、特許事務所（１名）でし

た。また、複数名を採用していただいた企業も多く、卒業生・

修了生の皆様のご活躍により、当コースの学生を高く評価
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していただいていることをありがたく受け止めています。

　令和３年度（2022年３月）卒業生・修了生については、

前年度のような大きな混乱を受けることなく比較的順調に

就職活動を進めており、就職希望の多くの学生は内々定

を獲得し、進路が確定しています。ここ２年ほどは対面形

式ではなくオンラインによる就職・採用活動が広く行われ

ており、社風を直接的に感じられる機会が減ってしまった

ことは残念ではありますが、学生にとっては移動に伴う時

間や交通費を抑制することができるなど、負担軽減のメ

リットもあるようです。なお、通年採用への動向を踏まえ

てインターンシップを拡充する企業が増加しており、学生

はこれまで以上に勉学と就職活動とを両立させることが求

められるのではないかと思われます。

　当コースでは、後援会からのご支援のもと、３年生の工

場見学、仕事セミナー、面接対策の講習会などを開催し

て参りましたが、上述の通り、感染拡大防止の観点からこ

れらを見合わせざるを得ませんでした。そこで、３年次必

修科目である共生応用化学実験を安全な環境で受講でき

るよう、後援会からの補助金をフェイスシールドの購入に

充てさせていただきました。また、当コースは工学部４号

棟３階に求人票などを閲覧することができる就職支援室を

設置しておりますが、補助金を活用することにより、学生

が就職情報収集に利用しているPCを更新することができ

ました。企業で活躍されているOB・OGの皆様の率直なご

意見に接することができる仕事セミナーは、学生が進路を

選択する際に参考となる貴重な機会となっております。仕

事セミナーのご要望などございましたら、遠慮なく就職担

当にお知らせ下さい。教育・研究活動と同様に、教職員

一丸となって学生の就職活動を引き続き支援して参る所

存ですので、卒業生・修了生の皆様からのご協力の程、

よろしくお願い申し上げます。

（谷口竜王　記）

■	島津省吾先生	最終講義

　島津省吾先生が、令和３年３月末

をもって定年退職されました。先生

は、京都工芸繊維大学をご卒業後、

大阪大学大学院理学研究科で修士課

程を終えられ、昭和58年12月にテキサスA&M大学で博

士課程を修了され、Ph.Dを取得されました。住友電気

工業株式会社に勤務された後、昭和60年６月より千葉

大学工学部に助手として着任され、講師、助教授を経て、

平成17年４月に教授へご昇任され、ご退職されるまで

教授職をお勤めになりました。

　先生は触媒化学の教育・研究にご尽力され、無機化学、

なかでも錯体化学を活かした触媒研究を精力的に行っ

てこられました。その研究内容は、無機・有機のイオ

ン交換体をホスト材料として用いた層状化合物層間固

定化錯体、さらに無機層状化合物と金属錯体を組み合

わせたナノ構造体の創製へと発展させ、分子認識触媒

反応だけでなくバイオマス変換反応へと応用展開され

てきました。これらの業績は200編近い研究論文、14

編の総説などに発表されています。

　学位を海外で取得されたこともあり、国際活動には熱

心で、インドネシア環境化学国際会議実行委員を2002

年から2018年まで続けられ、日本イオン交換学会での

国際会議実行委員長、国際規格委員長を歴任されただ

けでなく、イオン交換国際会議議長を務められていま

す。また、インドネシア科学院化学研究センターとの

部局間交流協定締結に尽力され、それを機にインドネ

シアへの学生の短期派遣、また国費留学生の研究室へ

の受け入れなどを通じて、千葉大学の国際化に貢献さ

れました。共生応用化学コースで「インドネシアとい

えば島津先生」とまで言われたものです。

　最終講義は、コロナ禍ということもあり対面での実

施は叶わず、令和３年３月３日にオンラインで「定年

退職：これまでの歩み」というお話をいただきました。

対面での実施ができなかったことは本当に残念でした

が、多くの卒業生が参加してくれたこと、何よりイン

ドネシアからも卒業生たちが参加してくれたことは先

生のお人柄や国際性を表しているものと改めて感じ入

りました。

　定年後はインドネシアにお住まいになるのではない

かと話題になりましたが、京都のご実家でゆっくり過

ごされるとのことでした。今後も、健康に留意され、

後進たちをご指導いただければと思います。

（原孝佳・一國伸之　記）



22

■	第13回　松芸展のお知らせ

　来年2022年４月17日～ 23日まで、第13回松芸展を

有楽町・東京交通会館１階ギャラリーパールルームで

開催予定しております。千葉大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

12回、４月11日～ 17日）の参加者は顧問の森先生、代

表の安生満はじめ10名、45点の出展がありました。

　1990年以来、一昨年には30回を重ね、出品者も近年

は50名前後の方に参加いただいています。昨年はコロ

ナ禍のため、残念ながら開催中止となり、今年は何とか

再開をと準備を進めていましたが、８月時点での著しい

感染拡大の状況から、会期までに大幅に改善する確証は

ないと判断し、世話人会で中止やむなしとの結論に至り

ました。

　凡展には毎年、絵画や写真、CG、書、立体造形など、

幅広いジャンルの作品が寄せられ、それがこのグループ

展の大きな特徴です。一般来場者とともに、出品者の同

窓生や先輩・後輩たちの交流の場ともなっており、その

和やかさを大切にする本展の特色を損なうことを危惧し

ての苦渋の判断でした。

　２年続けての中止となるため、出品を予定していた作

品について写真を収録したアルバムだけでも作成し、で

きれば工学部同窓会のホームページなどを通じてご紹介

できればと考えています。なお、来年は10月２日～８日、

同会場にて開催予定です。

　本展開催にあたっては、これまで大学関係者や同窓生

の皆さまのご支援をいただき、心より感謝しております。

今後とも引き続きましてご支援のほど、よろしくお願い

いたします。

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

凡 展 代 表：森　　　崇（専建 3 回卒）
事　務　局：蔦谷　邦夫（意匠25回卒）
	 〒108−0073
	 東京都港区三田4−3−15
	 電　話：03-3453-2567
	 メール：tsuta-3@nifty.com

2019年（第30回）の作品アルバム

第12回松芸展　2021年４月11日　於：東京交通会館

松 　 芸 　 展

凡 　 　 　 展
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　令和２年４月１日から令和３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

　令和２年11月16日に第47号（全32ページ、24,053部）

を会員に発送しました。会報には、工学部創立100周年記念

事業（令和４年）の趣意書ならびにご寄付のお願いも掲載し

ました。

２．令和２年度工学同窓会	総会および懇親会

　令和２年12月５日に、コロナ禍のため開催延期していま

した総会を、千葉大学工学系総合研究棟２・２階コンファレ

ンスルームにて開催しました。コロナ禍対策として、役員・

顧問・部会幹事のみの出席とし（オンライン参加も含む）、

同窓生の皆さまには事前の書面審議をもって総会議決とさせ

ていただきました。総会では、まず令和元年度事業報告・決

算報告・会計監査報告があり、原案通り承認されました。次

いで、規定により小柴会長が議長に指名され、令和２年度事

業計画・予算案の提案があり、原案通り承認されました。最

後に、校友会活動の報告、100周年記念事業の準備報告およ

びご支援のお願いがありました。懇親会はコロナ禍のため中

止としました。

３．学生活動への支援

　例年通り、工学部学生が主体となっている課外活動に対し、

３団体（フォーミュラ･プロジェクト、ロボコン、卒業設計

展2021）に総額90万円を支援しました。

４．新入生・卒業生および退職教員への記念品贈呈

　新入生638名に多色ボールペン、男性卒業生563名にネク

タイピン、女性卒業生128名にリングを贈呈しました。さら

に、同窓会にご貢献いただいた橋本研也先生（Ⅳ部会）に金

のネクタイピンを退職記念として贈呈しました。

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。工学部アーカイブ整備にも活用さ

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学外講師による講義の実施のため

に、講演謝金を援助しました。

７．千葉大学校友会

　令和２年度校友会総会につきましてはコロナ禍により中止

となりました。

■収入の部	 （単位：円）

費　目 予算① 決算② ①－②
前年度繰越金 563,219 563,219 0
入会金 6,500,000 6,370,000 130,000
会費 2,200,000 1,562,000 638,000
寄付金 2,100,000 2,061,000 39,000
総会参加費 50,000 0 50,000
利息・雑収入 10 0 10

合　計 11,413,229 10,556,219 857,010

■支出の部	 （単位：円）

費　目 予算① 決算② ①－②
会報編集発行 4,600,000 4,765,682 △ 165,682
入学・卒業記念品費 1,000,000 913,176 86,824
総会経費 450,000 11,511 438,489
名簿管理費 220,000 220,000 0
HP費 100,000 52,800 47,200
部会・支部活動補助費 650,000 639,000 11,000
工学部賛助金 600,000 696,800 △ 96,800
校友会費 150,000 150,000 0
学生援助費 1,000,000 900,000 100,000
非常勤講師援助費 500,000 285,000 215,000
会議費 100,000 0 100,000
渉外費 50,000 23,635 26,365
学内懇親会費 100,000 0 100,000
慶弔費 50,000 0 50,000
郵送通信費 450,000 441,622 8,378
交通費 90,000 64,280 25,720
幹事担当部会運営費 30,000 0 30,000
事務員費 1,000,000 966,000 34,000
消耗品費 50,000 42,695 7,305
事務運営費 20,000 0 20,000
事務室備品費 50,000 0 50,000
雑費 50,000 29,700 20,300
創立100周年記念事業準備費 100,000 83,932 16,068
予備費 3,229 0 3,229
繰越金 0 270,386 △ 270,386

合計 11,413,229 10,556,219 857,010

令和２年度

千葉大学工学同窓会  決算

８．工学部創立100周年記念事業

　前年度に引き続き、会報やホームページを通して、100周

年記念事業へのご寄付のお願いをしました。また、100周年

記念誌発行へ向けて、資料整理・収集の一環として、過去の

会報を製本し、工学部に寄贈しました。

令和２年度工学同窓会事業報告
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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

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・画像科学
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

　令和３年５月22日（土）、千葉大学工学同窓会定時総会を

開催いたしました。本来は、例年通り西千葉キャンパスけや

き会館大ホールにて定時総会を行い、続いて同会館３階レセ

プションホールにて懇親会を開催して卒業生の皆様との交流

を深めさせていただく予定でした。しかし、令和２年の春か

ら続くコロナ禍が収まる気配もない事から、令和３年度も昨

年度に引き続きオンラインと現地でのハイブリッド開催とな

りました。千葉大学での会場は、松韻会館大会議室とし、現

地会場には新幹事長および100周年記念事業にご尽力いただ

いている宮崎紀郎千葉大学名誉教授、小林謙一千葉大学名誉

教授などがご出席されました。定時総会では、上川直文・副

幹事長（V部会）が議長として指名され、副幹事長の岸川圭

希教授（V部会）の司会のもと始まりました。最終的な出席

者は32名でした。最初に、川本一彦・幹事長（VI・Ⅶ・Ⅷ

部会）より令和２年度の事業報告ならびに決算報告があり、

次いで多田勝美・学外会計監事（V部会）から会計監査報告

がありました。これらの議案について、賛成多数にて承認さ

れました。次に、令和３年度の役員選出が提案され、これに

ついても賛成多数にて承認され、会長として第V部会より推

薦された橋本浩行氏が選出されました。役員の任期は２年で

す。ここで、議長交代があり、橋本浩行会長が議長として選

出され、以降の審議・報告が進められました。まず、上川直

文・令和３年度幹事長（V部会）より令和３年度の事業計画

および予算案が提案され、質疑のあと、賛成多数にて承認さ

れました。次に、川本一彦・令和２年度校友会幹事より、校

友会活動について報告がありました。次いで、小圷成一・

100周年記念事業委員長より、100周年記念事業について準

備報告が行われた後、コロナ禍の状況が改善されないため

100周年記念式典の開催の１年延期が提案され承認されまし

た。さらに、同事業に対する寄付金の募集について現状報告

がありました。最後に、砂原一夫・新副会長（V部会）より

閉会宣言があり、定時総会は終了しました。来年度の定時総

会と懇親会は、状況が改善されましたらけやき会館にて令和

４年５月21日（土）に開催予定です。是非お越しください。

また、総会開催方法などについては状況により変更がござい

ますので工学同窓会ホームページでのご確認もお願いいたし

ます。

2021 年 度 総 会 に つ い て
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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

令和２年度（令和２年４月１日〜令和３年３月31日）寄附者一覧
■　100口　■

三浦　邦夫	 （Ⅲ）

■　30口　■
澤田悠紀夫	 （Ⅱ）

■　20口　■
山田　雅敏	 （Ⅱ）
小野原　勉	 （Ⅲ）

■　19口　■
峰田　富康	 （Ⅵ）

■　11口　■
深石　　準	 （Ⅴ）

■　10口　■
白石　輝光	 （Ⅱ）
山本　　晃	 （Ⅱ）
内田　優子	 （Ⅲ）
岡野　敏次	 （Ⅲ）
中村　良太	 （Ⅲ）
松田　隆雄	 （Ⅲ）
村田　　実	 （Ⅲ）
石田裕一郎	 （Ⅳ）
櫛渕　光彦 （Ⅳ）
田中　敏光	 （Ⅳ）
玉沢　　学	 （Ⅳ）
寺川　隆成	 （Ⅳ）
松嶋　　昭	 （Ⅳ）
工化40白バラ会	 （Ⅴ）
鈴木　貫之	 （Ⅴ）
田中　秀典	 （Ⅴ）
正田　　章	 （Ⅶ）
荻原健比古	 （情報）
大坪　将史	 （電機）
小門　　宏	 （職員）
髙梨　晃一	 （職員）

■　９口　■
中澤　文隆	 （Ⅰ）
鎌田　成之	 （Ⅲ）
小林　春彦	 （Ⅲ）
照井　　隆	 （Ⅲ）
中村　　正	 （Ⅲ）
森本　敏夫	 （Ⅲ）
柳澤　　章	 （Ⅲ）
大原　直樹	 （Ⅳ）
阿久津文彦	 （Ⅴ）
大宮　秀一	 （Ⅴ）
霜崎　徳雄	 （Ⅴ）
山崎信一郎	 （Ⅴ）
吉田　俊夫	 （Ⅴ）
永岡　　望	 （院全）
土井公一朗	 （メ）

■　８口　■
五十嵐　実	 （Ⅲ）

■　６口　■
緒方　一裕	 （Ⅲ）
丹野　雅行	 （Ⅳ）
成毛喜一郎	 （Ⅳ）
馬養　友之	 （Ⅴ）

■　５口　■
窪川　正治	 （Ⅱ）
関口　正巳	 （Ⅱ）
中川　利夫	 （Ⅱ）
小川　秀司	 （Ⅲ）
田久保信也	 （Ⅲ）
藤代　　裕	 （Ⅲ）
米澤　太志	 （Ⅲ）
中村　紀雄	 （Ⅳ）
中村　唯男	 （Ⅳ）
田中　昌幸	 （Ⅴ）
福山賛次郎	 （Ⅴ）
内田　忠伸	 （Ⅵ）
満生　雅和	 （情報）
米地　正大	 （電機）

■　４口　■
ＷＯＮＧ美枝子	 （Ⅰ）
大沼　　隆	 （Ⅰ）
森川　　明	 （Ⅰ）
菅野　良司	 （Ⅱ）
高久　広樹	 （Ⅱ）
中野清一郎	 （Ⅱ）
森田　宏夫	 （Ⅱ）
柳澤　朋夫	 （Ⅱ）
山川由紀夫	 （Ⅱ）
青木　一郎	 （Ⅲ）
新垣　強二	 （Ⅲ）
壱岐　良輔	 （Ⅲ）
春日　孝介	 （Ⅲ）
佐々木裕幸	 （Ⅲ）
関　知耻忠	 （Ⅲ）
塚原　興治	 （Ⅲ）
新井　道郎	 （Ⅳ）
飯塚　矩規	 （Ⅳ）
上羽　譲一	 （Ⅳ）
草深　博好	 （Ⅳ）
小西　　寛	 （Ⅳ）
清水洋太郎	 （Ⅳ）
中富　　仁	 （Ⅳ）
中野　和則	 （Ⅳ）
比田井　裕	 （Ⅳ）
相沢　輝樹	 （Ⅴ）
稲見　一郎	 （Ⅴ）
岩村　　響	 （Ⅴ）
大谷　博之	 （Ⅴ）

勝田信一郎	 （Ⅴ）
河辻　輝之	 （Ⅴ）
科野　裕克	 （Ⅴ）
長谷川静史	 （Ⅴ）
柳田　利幸	 （Ⅴ）
入山　　隆	 （Ⅵ）
日比野繁雄	 （Ⅵ）
平賀　祐二	 （Ⅵ）
有川　　徹	 （Ⅶ）
大野　　仁	 （Ⅶ）
久家　　毅	 （Ⅶ）
高野　博明	 （Ⅶ）
中村　　幹	 （Ⅶ）
工藤　泰代	 （院全）
竜﨑　達也	 （院全）
加藤　泰輝	 （共生）
鈴木　洋行	 （意建）
蜂屋　弘之	 （職員）

■　３口　■
浅野　英昭	 （Ⅰ）
竹原あき子	 （Ⅰ）
森　　美恵	 （Ⅰ）
大林　和彦	 （Ⅱ）
田邉　宏志	 （Ⅱ）
谷口　寛明	 （Ⅱ）
山田　憲司	 （Ⅱ）
阿波野康彦	 （Ⅲ）
石橋　範宣	 （Ⅲ）
坂本　和也	 （Ⅲ）
島田　雅吉	 （Ⅲ）
武之内教男	 （Ⅲ）
中村　一馬	 （Ⅲ）
山口　隆照	 （Ⅲ）
渡辺　謙一	 （Ⅲ）
隈　　久雄	 （Ⅳ）
佐藤　龍夫	 （Ⅳ）
平塚今朝人	 （Ⅳ）
浅見　栄二	 （Ⅴ）
池野　義行	 （Ⅴ）
清水　博之	 （Ⅴ）
関根　　均	 （Ⅴ）
高橋　雅樹	 （Ⅴ）
地曳　広志	 （Ⅴ）
中村佐紀子	 （Ⅴ）
平井　公徳	 （Ⅴ）
堀　　雅樹	 （Ⅴ）
松尾　廣一	 （Ⅴ）
森　　　元	 （Ⅴ）
山本　康司	 （Ⅴ）
若松　二郎	 （Ⅴ）
瀬戸口宣彦	 （Ⅵ）
西岡　利恭	 （Ⅶ）
早川勝一郎	 （Ⅸ）

坂口　　森	 （院全）
新村　和彦	 （Ⅹ）

■　２口　■
天野　睦子	 （Ⅰ）
岡田　　優	 （Ⅰ）
岡本　浩志	 （Ⅰ）
甲斐　　茂	 （Ⅰ）
栗原　洋子	 （Ⅰ）
関　　壮一	 （Ⅰ）
高橋　　正	 （Ⅰ）
寺田　重順	 （Ⅰ）
御園　秀一	 （Ⅰ）
水野　晃一	 （Ⅰ）
水野　哲哉	 （Ⅰ）
山本　　豊	 （Ⅰ）
安藤　伸治	 （Ⅱ）
雨川　充宏	 （Ⅱ）
井上　謙吉	 （Ⅱ）
尹　　好晃	 （Ⅱ）
尾上　孝一	 （Ⅱ）
大家　教正	 （Ⅱ）
長田　勝彦	 （Ⅱ）
加藤　宏一	 （Ⅱ）
金沢　健蔵	 （Ⅱ）
神山　正樹	 （Ⅱ）
川上　信二	 （Ⅱ）
河津　　亘	 （Ⅱ）
久保寺　淳	 （Ⅱ）
小林　孝至	 （Ⅱ）
小林　裕之	 （Ⅱ）
坂口　守夫	 （Ⅱ）
笹谷　輝雄	 （Ⅱ）
柴原　達明	 （Ⅱ）
鈴木　忠道	 （Ⅱ）
田口　裕一	 （Ⅱ）
高橋　八朗	 （Ⅱ）
高原　正弘	 （Ⅱ）
塚田　英武	 （Ⅱ）
徳田　彰士	 （Ⅱ）
中島　將好	 （Ⅱ）
西山　正春	 （Ⅱ）
幡　　好明	 （Ⅱ）
松崎　　徹	 （Ⅱ）
松本　　明	 （Ⅱ）
丸山　利幸	 （Ⅱ）
三好　尚武	 （Ⅱ）
安田征一郎	 （Ⅱ）
山﨑　眞詠	 （Ⅱ）
吉崎　春雄	 （Ⅱ）
𠮷澤　輝三 （Ⅱ）
吉田　英雄	 （Ⅱ）
渡辺　光雄	 （Ⅱ）
麻生　純一	 （Ⅲ）

荒井　　茂	 （Ⅲ）
荒木　武夫	 （Ⅲ）
荒田　里志	 （Ⅲ）
池田克登志	 （Ⅲ）
池田　　理	 （Ⅲ）
石橋　康正	 （Ⅲ）
小川　貴史	 （Ⅲ）
河田　　進	 （Ⅲ）
菊池　健二	 （Ⅲ）
倉林　克行	 （Ⅲ）
小林　亮一	 （Ⅲ）
小林　貞彦	 （Ⅲ）
小林　　隆	 （Ⅲ）
坂上　金一	 （Ⅲ）
笹川　俊勝	 （Ⅲ）
塩尻　英児	 （Ⅲ）
下村　　孝	 （Ⅲ）
末永　時和	 （Ⅲ）
杉田　明彦	 （Ⅲ）
鈴木　　誠	 （Ⅲ）
瀬戸　勝幸	 （Ⅲ）
園田　治朗	 （Ⅲ）
永田　　朗	 （Ⅲ）
根本　一郎	 （Ⅲ）
蝿庭　正信	 （Ⅲ）
橋本　茂男	 （Ⅲ）
英　　聖一	 （Ⅲ）
林　　靜男	 （Ⅲ）
平井　秀明	 （Ⅲ）
廣瀬　喜明	 （Ⅲ）
葊橋　光治	 （Ⅲ）
福田　忠夫	 （Ⅲ）
三代川滋則	 （Ⅲ）
村瀬　英俊	 （Ⅲ）
安江　克美	 （Ⅲ）
山崎　秀夫	 （Ⅲ）
山澤　智仁	 （Ⅲ）
山田　陽二	 （Ⅲ）
横田　　稔	 （Ⅲ）
青木　基郎	 （Ⅳ）
莇　　伸一	 （Ⅳ）
畔上　栄輔	 （Ⅳ）
天野　譯溥	 （Ⅳ）
井本　一彦	 （Ⅳ）
今田　伸司	 （Ⅳ）
岩瀬　健志	 （Ⅳ）
岩瀬　俊夫	 （Ⅳ）
小笠原弘適	 （Ⅳ）
岡安　　香	 （Ⅳ）
加藤　洋一	 （Ⅳ）
蔭山　之雄	 （Ⅳ）
金沢　一良	 （Ⅳ）
兼八　　薫	 （Ⅳ）
川畑　　裕	 （Ⅳ）
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沓掛　正一	 （Ⅳ）
佐藤　光一	 （Ⅳ）
坂原　義夫	 （Ⅳ）
杉本　和英	 （Ⅳ）
鈴木　孝志	 （Ⅳ）
田辺　喜彦	 （Ⅳ）
田村　重雄	 （Ⅳ）
高橋　　勉	 （Ⅳ）
中川　敏裕	 （Ⅳ）
芳賀　光雄	 （Ⅳ）
丸山　敏夫	 （Ⅳ）
保田　広安	 （Ⅳ）
吉田　生雄	 （Ⅳ）
相澤　　馨	 （Ⅴ）
井関喜八郎	 （Ⅴ）
石丸　貞冬	 （Ⅴ）
大木　剛夫	 （Ⅴ）
奥山　敏樹	 （Ⅴ）
片岡　　正	 （Ⅴ）
川嶋　静雄	 （Ⅴ）
栗原　信介	 （Ⅴ）
小高　幸治	 （Ⅴ）
佐々木健一	 （Ⅴ）
斎藤　晴夫	 （Ⅴ）
白井　　栄	 （Ⅴ）
杉山　　武	 （Ⅴ）
鈴木　　淳	 （Ⅴ）
田辺　敏夫	 （Ⅴ）
竹村　利男	 （Ⅴ）
反保　一雄	 （Ⅴ）
豊島　晴子	 （Ⅴ）
梨子田敏也	 （Ⅴ）
乗越　厚生	 （Ⅴ）
府中　裕一	 （Ⅴ）
水谷　惟恭	 （Ⅴ）
村雄　弘尚	 （Ⅴ）
梁田　賢悦	 （Ⅴ）
山崎　泰洋	 （Ⅴ）
浅井　禎和	 （Ⅵ）
市來　逸彦	 （Ⅵ）
今城　力夫	 （Ⅵ）
大森　雅久	 （Ⅵ）
柏倉　良而	 （Ⅵ）
末光　裕治	 （Ⅵ）
高橋　恭介	 （Ⅵ）
徳江　雅宏	 （Ⅵ）
中澤　克紀	 （Ⅵ）
中村　勝利	 （Ⅵ）
宮田　弘幸	 （Ⅵ）
穐谷　久人	 （Ⅶ）
有賀　能久	 （Ⅶ）
柏原　克昭	 （Ⅶ）
芝木　儀夫	 （Ⅶ）
高山　蹊男	 （Ⅶ）
中島　昭博	 （Ⅶ）
沼野　博文	 （Ⅶ）
三村　　到	 （Ⅶ）
山田　秀夫	 （Ⅶ）

渋谷　岳人	 （Ⅵ/Ⅶ）
沼田　　学	 （Ⅵ/Ⅶ）
瀬戸山寛之	 （Ⅸ）
福永　博哉	 （Ⅸ）
安藤　賢孝	 （Ⅹ）
岡野　直美	 （Ⅹ）
鈴木　純子	 （Ⅹ）
長谷川雄祐	 （Ⅹ）
稲垣　友梨	 （院全）
浦部　裕亮	 （院全）
長田　　直	 （院全）
川口　晃平	 （院全）
野崎　彩花	 （院全）
増田　健二	 （院全）
皆川　将史	 （院全）
髙山　瑞貴	 （共生）
小林　　航	 （電機）
角田祥次郎	 （電機）

■　１口　■
赤瀬　達三	 （Ⅰ）
伊藤　文隆	 （Ⅰ）
岩間由紀子	 （Ⅰ）
小内　朝子	 （Ⅰ）
大堀　治宣	 （Ⅰ）
加藤　照子	 （Ⅰ）
川井　孝二	 （Ⅰ）
川添　集朗	 （Ⅰ）
木村　　宏	 （Ⅰ）
菊地　孝夫	 （Ⅰ）
栗原志緒里	 （Ⅰ）
小岩井由道	 （Ⅰ）
小嶋　良一	 （Ⅰ）
小林　宏司	 （Ⅰ）
酒井　重彌	 （Ⅰ）
渋谷　久紀	 （Ⅰ）
鈴木りよ子	 （Ⅰ）
関野　　元	 （Ⅰ）
髙橋　和靖	 （Ⅰ）
富岡　　慶	 （Ⅰ）
中仙道太郎	 （Ⅰ）
中野　正孝	 （Ⅰ）
野口　義博	 （Ⅰ）
比嘉　明子	 （Ⅰ）
松木　恭子	 （Ⅰ）
安井　　敏	 （Ⅰ）
山田　卓生	 （Ⅰ）
米村　　勉	 （Ⅰ）
阿部　隆廣	 （Ⅱ）
東　　正一	 （Ⅱ）
伊藤　　明	 （Ⅱ）
池上　龍治	 （Ⅱ）
石月　謙一	 （Ⅱ）
石橋　　実	 （Ⅱ）
石原　弘仁	 （Ⅱ）
岩崎　哲朗	 （Ⅱ）
上坂　省二	 （Ⅱ）
江川　太吉	 （Ⅱ）

榎本　茂治	 （Ⅱ）
尾崎　　匠	 （Ⅱ）
越智　英明	 （Ⅱ）
大久　　徹	 （Ⅱ）
大桃　利正	 （Ⅱ）
大和田麭明	 （Ⅱ）
太田　達見	 （Ⅱ）
神﨑　　健	 （Ⅱ）
川田　暢子	 （Ⅱ）
川村　尚夫	 （Ⅱ）
木下　理智	 （Ⅱ）
木谷　勤治	 （Ⅱ）
桐谷　治孝	 （Ⅱ）
佐藤　初美	 （Ⅱ）
佐藤　光徳	 （Ⅱ）
斎藤　敏夫	 （Ⅱ）
作間　　健	 （Ⅱ）
清水　　猛	 （Ⅱ）
清水　四郎	 （Ⅱ）
鈴木　哲夫	 （Ⅱ）
瀬川二三男	 （Ⅱ）
瀬戸　　守	 （Ⅱ）
田中　明夫	 （Ⅱ）
高野　正道	 （Ⅱ）
竹生　敏俗	 （Ⅱ）
塚本　正臣	 （Ⅱ）
寺岡　哲平	 （Ⅱ）
富永　慶宇	 （Ⅱ）
長瀬　　悟	 （Ⅱ）
丹羽　正徳	 （Ⅱ）
橋本　康夫	 （Ⅱ）
林　　靖男	 （Ⅱ）
深尾　　仁	 （Ⅱ）
藤本　　匡	 （Ⅱ）
古戸　睦子	 （Ⅱ）
真柴　正徳	 （Ⅱ）
前原　信達	 （Ⅱ）
増田　正樹	 （Ⅱ）
松本　和浩	 （Ⅱ）
三川　光司	 （Ⅱ）
三国　政勝	 （Ⅱ）
宮本　圭一	 （Ⅱ）
村岡　博之	 （Ⅱ）
村中　恭一	 （Ⅱ）
室　　英治	 （Ⅱ）
室伏　　毅	 （Ⅱ）
森本　健二	 （Ⅱ）
矢作　　茂	 （Ⅱ）
山田　雄一	 （Ⅱ）
渡邉　　孝	 （Ⅱ）
赤間　松三	 （Ⅲ）
井上　浩一	 （Ⅲ）
伊藤　健一	 （Ⅲ）
生駒　達一	 （Ⅲ）
石田　修一	 （Ⅲ）
市川　浩伸	 （Ⅲ）
岩井　隆夫	 （Ⅲ）
岩佐　弘志	 （Ⅲ）

岩本　光則	 （Ⅲ）
上田　俊弘	 （Ⅲ）
遠藤　誠久	 （Ⅲ）
遠藤　範夫	 （Ⅲ）
小口　博義	 （Ⅲ）
尾高　猛敏	 （Ⅲ）
岡野　史明	 （Ⅲ）
木下　高志	 （Ⅲ）
草間　　尚	 （Ⅲ）
小池　幸仁	 （Ⅲ）
小出　富夫	 （Ⅲ）
小出　　勝	 （Ⅲ）
近藤　信雄	 （Ⅲ）
佐藤　雄三	 （Ⅲ）
斎藤　　徹	 （Ⅲ）
塩原　正美	 （Ⅲ）
篠塚　智之	 （Ⅲ）
柴田　秀雄	 （Ⅲ）
鈴木　幹人	 （Ⅲ）
関根　　清	 （Ⅲ）
相馬　一朗	 （Ⅲ）
田川　正洋	 （Ⅲ）
田谷　耕一	 （Ⅲ）
田村　　健	 （Ⅲ）
谷本　信雄	 （Ⅲ）
千葉　全紀	 （Ⅲ）
塚越　一基	 （Ⅲ）
徳屋　友彦	 （Ⅲ）
富澤　　務	 （Ⅲ）
中野　一郎	 （Ⅲ）
根岸　葊介	 （Ⅲ）
林　　和夫	 （Ⅲ）
馬場　和幸	 （Ⅲ）
日野　俊昭	 （Ⅲ）
日向　武夫	 （Ⅲ）
兵藤　正哉	 （Ⅲ）
平出　礼一	 （Ⅲ）
広瀬　次郎	 （Ⅲ）
福島　成次	 （Ⅲ）
福田　　昭	 （Ⅲ）
藤田　尚美	 （Ⅲ）
本忠　瑞穂	 （Ⅲ）
松井　雅男	 （Ⅲ）
松本　嘉己	 （Ⅲ）
三宅　伸治	 （Ⅲ）
森岡　　光	 （Ⅲ）
森下　明典	 （Ⅲ）
諸橋　久重	 （Ⅲ）
山岸　祐二	 （Ⅲ）
山口　智之	 （Ⅲ）
山崎　英昭	 （Ⅲ）
山崎　主雄	 （Ⅲ）
山下　嘉久	 （Ⅲ）
山田　光男	 （Ⅲ）
山本　直樹	 （Ⅲ）
山本　賀彦	 （Ⅲ）
米田　　喬	 （Ⅲ）
脇田　康之	 （Ⅲ）

渡邉　　豊	 （Ⅲ）
渡辺　清和	 （Ⅲ）
渡辺　信彦	 （Ⅲ）
秋山　利一	 （Ⅳ）
浅野　元晴	 （Ⅳ）
伊藤　哲夫	 （Ⅳ）
池田　健二	 （Ⅳ）
石井　忠夫	 （Ⅳ）
石山　　明	 （Ⅳ）
岩田　春久	 （Ⅳ）
上野　文男	 （Ⅳ）
上野　　豊	 （Ⅳ）
薄葉　光弘	 （Ⅳ）
榎並　　誠	 （Ⅳ）
小原　健司	 （Ⅳ）
大蜘蛛　篤	 （Ⅳ）
岡村　光祐	 （Ⅳ）
鬼塚　利行	 （Ⅳ）
笠川　英樹	 （Ⅳ）
金子　啓三	 （Ⅳ）
金澤　伸春	 （Ⅳ）
神田　憲治	 （Ⅳ）
木村　千秋	 （Ⅳ）
岸田　　勇	 （Ⅳ）
倉上　一郎	 （Ⅳ）
小板橋　徹	 （Ⅳ）
小久保　優	 （Ⅳ）
齊藤　裕之	 （Ⅳ）
酒井　　洋	 （Ⅳ）
篠﨑　國雄	 （Ⅳ）
篠原　　稔	 （Ⅳ）
柴　　忠敏	 （Ⅳ）
鈴木　郁夫	 （Ⅳ）
鈴木　千春	 （Ⅳ）
関　　真一	 （Ⅳ）
相馬　　毅	 （Ⅳ）
相馬　敦郎	 （Ⅳ）
田口　晴久	 （Ⅳ）
田村　一男	 （Ⅳ）
武内　　壽	 （Ⅳ）
近岡　　宏	 （Ⅳ）
塚本　允孜	 （Ⅳ）
塚本　明人	 （Ⅳ）
富沢　隆史	 （Ⅳ）
二宮　　功	 （Ⅳ）
西塚　晶彦	 （Ⅳ）
橋本　　聡	 （Ⅳ）
布施　武志	 （Ⅳ）
藤井　　盛	 （Ⅳ）
藤木　　仁	 （Ⅳ）
藤倉　信之	 （Ⅳ）
古川　秀樹	 （Ⅳ）
細井　正男	 （Ⅳ）
松原　聡志	 （Ⅳ）
三木　克巳	 （Ⅳ）
見月　真人	 （Ⅳ）
宮田　正彦	 （Ⅳ）
宮田　忠明	 （Ⅳ）
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■　400口　■
玉木　髙夫

■　200口　■
玉木　髙夫

■　150口　■
上松　敬禧

■　120口　■
高橋　盛広

■　100口　■
島﨑　　隆
渡邉　淳一
河村　信夫
掛川　一幸

中川　敏裕
山本　芳正
中村　良太

■　50口　■
木村　　裕
藤代　　裕

■　20口　■
福山賛次郎

■　12口　■
山岸　祐二

■　10口　■
高野　博明

高田　潤一
中村　　修
高橋　直宏
下瀬川正幸
小谷野憲司
山口　隆照
横山　勝重
川尻　順一

100周年記念事業寄附者一覧
※お名前のみ掲載しております。
※振込用紙のお名前の公表の有無について未記入の方のお名前は掲載しておりません。予めご了承ください。

宮原　一敏	 （Ⅳ）
村上　武志	 （Ⅳ）
茂木　節雄	 （Ⅳ）
茂木　　稔	 （Ⅳ）
本橋　昭二	 （Ⅳ）
矢地　竹男	 （Ⅳ）
山口　正泰	 （Ⅳ）
山﨑　和次	 （Ⅳ）
山本　吾郎	 （Ⅳ）
米須　清英	 （Ⅳ）
有田　　潔	 （Ⅴ）
伊倉賢一郎	 （Ⅴ）
石塚　　洋	 （Ⅴ）
上田　　充	 （Ⅴ）
内田　　至	 （Ⅴ）
浦和茂登男	 （Ⅴ）
江澤　晴雄	 （Ⅴ）
大塚　一徳	 （Ⅴ）
大野　　悟	 （Ⅴ）
大原　美絵	 （Ⅴ）
岡野真樹子	 （Ⅴ）
香川　　喬	 （Ⅴ）
金森　彦二	 （Ⅴ）
北谷　純治	 （Ⅴ）
熊田　浩明	 （Ⅴ）
小島　　弘	 （Ⅴ）
小林　敬古	 （Ⅴ）
小山　正泰	 （Ⅴ）
近藤　清彦	 （Ⅴ）
境　　祐司	 （Ⅴ）
澤野　　守	 （Ⅴ）
沢村　敬一	 （Ⅴ）
須賀　純一	 （Ⅴ）
須藤　邦昌	 （Ⅴ）
砂原　一夫	 （Ⅴ）
善場　研也	 （Ⅴ）
田中　　満	 （Ⅴ）
田中　聖之	 （Ⅴ）
多喜田一郎	 （Ⅴ）
高澤　　祐	 （Ⅴ）
高月　健一	 （Ⅴ）
高橋　建司	 （Ⅴ）
高橋比等良	 （Ⅴ）
滝川　裕幸	 （Ⅴ）

竹田　和俊	 （Ⅴ）
武内　芳夫	 （Ⅴ）
遠西　正数	 （Ⅴ）
中澤　大地	 （Ⅴ）
野上　哲雄	 （Ⅴ）
畠　好太郎	 （Ⅴ）
原　　　健	 （Ⅴ）
原田　順子	 （Ⅴ）
樋口　治雄	 （Ⅴ）
藤本　克宏	 （Ⅴ）
増田　啓司	 （Ⅴ）
三浦　恵美	 （Ⅴ）
村田　正行	 （Ⅴ）
守　　敏男	 （Ⅴ）
森元　忠夫	 （Ⅴ）
山内　　広	 （Ⅴ）
山田　信彦	 （Ⅴ）
横尾　　朗	 （Ⅴ）
厚見　　透	 （Ⅵ）
井上　充夫	 （Ⅵ）
石田　浩男	 （Ⅵ）
石田　研三	 （Ⅵ）
小田　　透	 （Ⅵ）
大澤　郁夫	 （Ⅵ）
大原　　仁	 （Ⅵ）
岡本　道夫	 （Ⅵ）
影山　雅英	 （Ⅵ）
片桐　　徹	 （Ⅵ）
金子　　茂	 （Ⅵ）
小出　哲司	 （Ⅵ）
河野　　功	 （Ⅵ）
斉藤　延夫	 （Ⅵ）
斉藤　　彰	 （Ⅵ）
新川　幸治	 （Ⅵ）
地引　　勝	 （Ⅵ）
鈴木　英夫	 （Ⅵ）
田村　知久	 （Ⅵ）
高橋　英昭	 （Ⅵ）
塚越　初雄	 （Ⅵ）
次田　　誠	 （Ⅵ）
手塚　辰保	 （Ⅵ）
寺沢　賢一	 （Ⅵ）
照井　與泰	 （Ⅵ）
豊田　芳州	 （Ⅵ）

中島　正晴	 （Ⅵ）
中村　甚継	 （Ⅵ）
野呂伊佐美	 （Ⅵ）
林　　　努	 （Ⅵ）
原　　忠義	 （Ⅵ）
春田　昌宏	 （Ⅵ）
半田　隆治	 （Ⅵ）
馬場　信幸	 （Ⅵ）
比良　文男	 （Ⅵ）
平野　長愛	 （Ⅵ）
広瀬　祐三	 （Ⅵ）
福田　　信	 （Ⅵ）
船戸　広義	 （Ⅵ）
三村　一俊	 （Ⅵ）
村上　　隆	 （Ⅵ）
諸岡　征之	 （Ⅵ）
柳沢　栄二	 （Ⅵ）
山田　義彦	 （Ⅵ）
山田　信之	 （Ⅵ）
山高　修一	 （Ⅵ）
吉村　節子	 （Ⅵ）
渡辺　幸保	 （Ⅵ）
足立　裕行	 （Ⅶ）
石田　知仁	 （Ⅶ）
岩田　耕平	 （Ⅶ）
植竹　優一	 （Ⅶ）
蛯原富司也	 （Ⅶ）
蛯原　貞夫	 （Ⅶ）
河野　幸司	 （Ⅶ）
清時　竹彦	 （Ⅶ）
九門　　明	 （Ⅶ）
倉澤　直則	 （Ⅶ）
小出　敏明	 （Ⅶ）
今場　正好	 （Ⅶ）
佐藤　行夫	 （Ⅶ）
下川原厚男	 （Ⅶ）
柴田　芳文	 （Ⅶ）
島　　基之	 （Ⅶ）
定田　　明	 （Ⅶ）
新宮領　慧	 （Ⅶ）
鈴木　　敦	 （Ⅶ）
鈴木　　進	 （Ⅶ）
相馬　太郎	 （Ⅶ）
田口　慎一	 （Ⅶ）

田林　　勲	 （Ⅶ）
竹原　　悟	 （Ⅶ）
手塚　景二	 （Ⅶ）
西　　邦夫	 （Ⅶ）
貫井　義昭	 （Ⅶ）
莅戸　　進	 （Ⅶ）
長谷川隆史	 （Ⅶ）
林　三千男	 （Ⅶ）
樋口　宗治	 （Ⅶ）
菱山　幹夫	 （Ⅶ）
緑川　文男	 （Ⅶ）
山内　亮一	 （Ⅶ）
山田　敏雄	 （Ⅶ）
山梨　　誠	 （Ⅶ）
青木　　功	 （Ⅵ/Ⅶ）
金木　真人	 （Ⅵ/Ⅶ）
佐藤　直也	 （Ⅵ/Ⅶ）
菅原　勝彦	 （Ⅵ/Ⅶ）
沼本　　格	 （Ⅵ/Ⅶ）
宮本　　崇	 （Ⅵ/Ⅶ）
山本　　衛	 （Ⅵ/Ⅶ）
伊藤　靖浩	 （Ⅷ）
池谷　友仁	 （Ⅷ）
大塚　　武	 （Ⅷ）
倉持　匠弘	 （Ⅷ）
佐々木　聡	 （Ⅷ）
佐々木　宏	 （Ⅷ）
西岡　潤二	 （Ⅸ）
柳　　昭男	 （Ⅸ）
安藤　幸次	 （Ⅹ）
赤石　　理	 （Ⅹ）
秋元　文江	 （Ⅹ）
岩井　玲子	 （Ⅹ）
大木　　登	 （Ⅹ）
大塚　貫司	 （Ⅹ）
喜美候部継示	 （Ⅹ）
北岡　勝江	 （Ⅹ）
白石　雅士	 （Ⅹ）
高橋　和克	 （Ⅹ）
武石　和行	 （Ⅹ）
塚越愛樹彦	 （Ⅹ）
福本　崇徳	 （Ⅹ）
古月　美惠	 （Ⅹ）
山口　英明	 （Ⅹ）

弓田　　博	 （Ⅹ）
吉井　昭宏	 （Ⅹ）
安芸　恵太	 （院全）
稲葉　大貴	 （院全）
大川　将平	 （院全）
木村　友紀	 （院全）
鈴木　俊介	 （院全）
鈴木　啓太	 （院全）
千葉慎之介	 （院全）
原田陽紗子	 （院全）
吉井　孝子	 （院全）
葛西健太郎	 （院全）
牧野　孝宏	 （院全）
和田　賢二	 （院全）
岡　　綾子	 （メ）
齋藤慎之介	 （メ）
中村　俊平	 （メ）
有賀　俊輔	 （共生）
三浦　菜摘	 （共生）
加籐　康一	 （物工）
佃　えり子	 （物工）
土屋　和芳	 （物工）
松田　高博	 （物工）
林　　　穏	 （情報）
志村　祥隆	 （画像）
朝緑　紗希	 （電機）
氏原　芳朗	 （電機）
内田　　亮	 （電機）
小川　尚記	 （電機）
小佐野智之	 （電機）
紙谷　珠生	 （電機）
佐藤　裕紀	 （電機）
武田　圭二	 （電機）
藤岡　玄明	 （電機）
三宅広一郎	 （電機）
河口みのり	 （意建）
久良木基広	 （意建）
德田　周太	 （意建）
長谷部　匠	 （意建）
松井菜月希	 （意建）
村田　匠互	 （意建）
池田　幸治	 （職員）

令和２年４月１日〜令和３年３月31日
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奥山　敏樹
大野　　仁
太田　敏行
深石　　準
湯浅　良男
安達　博一
豊田　　隆
山田　憲司
波多野　侃
川田　暢子
奥原　一成
岩田　　顕
関口　正巳
宮内　政弥
髙橋　　威
米地　正大
松嶋　　昭
今別府　隆
谷本　信雄
伊東　和美
佐藤　彰人
福田　　至
小島　幸一
助川　健一
亀田　裕介
村中　広志
堀　　善夫
松岡　　孝
佐藤　裕紀
植草　敬一

渡邉　　志
中村　　正
土井　公明
横浜　寿一
駒井　恒雄
久保寺　淳
木村　和男
弓田　　博
村上　武志
上野　　豊
山木　一美
篠崎　國雄
篠田　　豊
清水　博之
沓掛　正一
大宮　秀一
布施　武志
相沢　輝樹
日野　　遥
後藤　辰男
岩瀬　健志

■　７口　■
小林　孝至

■　５口　■
関　知耻忠
比嘉　明子
中村　一馬
園田　治朗

地引　　勝
松永　得雄
永野　　務
川口　晃平
福田　忠夫
玉虫　幸雄

■　４口　■
佐藤　雅生

■　３口　■
栗原志緒里
船戸　広義
武内　芳夫
緒方　一裕
金澤　健蔵
鈴木　　淳
天野　睦子
岡　裕太郎
小澤　　慶
土屋　和芳
山下　嘉久
中島　昭博
杉田　明彦

■　２口　■
富沢　隆史
島　　基之
西塚　晶彦
栗原　徳郎

蝿庭　正信
境　　祐司
丸山　利幸
石橋　康正
赤石　　理
菅野　素行
俣木　秀久
瀬川二三男
伊藤　　明
杉山　　武
加瀬　　礼
山﨑　主雄
安藤　伸治
藤倉　信之
酒井　　洋
竹生　敏俗
富岡　　慶
長野　浩俊
蛯原　貞夫
荒井　　茂
川添　集朗
田中　純一
武田　圭二
前川　　健
本忠　瑞穂
田中　　満
中田　規夫
相馬　太郎
中澤　大地
青木　基郎

染谷　　勝
花澤　周志
田村　　健
片田　敏幸
宮島　宗一
山口　正泰
小内　朝子
瀬戸　　守
安田　忠弘
千葉　全紀
橋場　淑行
鈴木　孝志
関根　　清
照井　與泰
中川　紀元

■　１口　■
塚本　明人
菅原　勝彦
山田　芳則
田川　正洋
森岡　　光
中村　泰章
徳田　　茂
久手　俊彦

　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。

　工学部では工学同窓会と共同で、工学部創立100周年

記念事業を計画しております。本来であれば、本年度に

各種記念事業の実施を計画しておりましたが、新型コロ

ナウィルスの影響を考慮して、５月22日（土）の工学

同窓会総会において、記念事業の１年以上の延期を決定

いたしました。記念事業の延期に伴い、寄附金の募集も

引き続き実施いたします。なお、現時点（2021年８月末）

までに、約880万円のご支援をいただいておりますが、

目標額（３千万円）の約30％に留まっておりますので、

さらなるご支援をお願いいたします。

　さて、100周年記念事業の一つとして、これまでに発

行した工学同窓会会報をハードカバー製本いたしまし

た。同じものを２冊作成して、１冊は工学同窓会事務局

にて保管し、他の１冊は工学部に贈呈することにして、

３月26日（金）に工学部長室にて贈呈式を実施いたし

ました。

　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。

（創立100周年記念事業実行委員会委員長　小圷）

佐藤工学部長に製本した同窓会会報を贈呈

工学部創立100周年記念事業について
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　千葉大学工学部の前身校「東京高等工藝学校」は、

1921（大正10）年12月に官立専門学校として東京市新

芝町（現在の東京都港区田町）に創立されました。そ

の後1944（昭和19）年に「東京工業専門学校」と改称

され、終戦後1949（昭和24）年５月には、学制改革と

して公布された国立大学設置法により生まれた新制「千

葉大学工芸学部」の母体となりました。翌年、千葉大

学「工芸学部」は「工学部」と改称され、今日に至っ

ています。

　本年2021（令和３）年に創立100周年を迎えること

になりますが、新型コロナ感染症のため、下記のよう

に計画していました記念事業は１年間延期する予定で

す。何卒ご了承願います。

１．「工学部100年史」（仮称）の発行

２．記念碑・銘板の設置

３．記念講演会、記念祝賀会の開催

４．	学生・教職員の教育研究支援ならびに工学部設備

の充実

　以上事業の目的は、「創立100周年を記念して、本学

工学部の100年にわたる歴史を振り返り、その業績を顕

彰して後世に引き継ぐとともに、工学部の教育研究活

動を支援すること」です。寄附金目標は3,000万円を予

定しています。

　なお、100周年記念事業の前倒しとして、「工学部松

韻会館の改修費補助」の支出が行われています。この

改修工事は、2016（平成28）年３月に完成。リニュー

アルされた松韻会館は同年の工学同窓会報に掲載され

ています。

　100周年記念事業の実行には皆様のご賛同とご協力が

必須です。工学部100周年を意義あるものとして歴史に

刻むために、皆様には何卒温かいご支援をいただけま

すようお願いいたします。

　　2021年10月

　　　　千葉大学工学部創立100周年記念事業委員会

　　　　委員長（工学部長・同窓会名誉会長）

　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　之　彦

　　　　工学同窓会会長　　　　橋　本　浩　行

　　　　100周年記念事業実行委員長

　　　　　　　　　　　　　　　小　圷　成　一

千葉大学工学部創立100周年記念事業ご支援のお願い千葉大学工学部創立100周年記念事業ご支援のお願い

趣　意　書趣　意　書
記念事業は１年間延期します記念事業は１年間延期します

装丁はデザインです。

個人で10,000円以上、法人で100,000円以

上ご寄附いただいた場合「100年史」一冊を

贈呈します。
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■ 寄附金について
・個人　１口　	1,000円

　（２口以上ご寄附いただければ幸いです）

・法人　１口		10,000円

　（10口以上ご寄附いただければ幸いです）

■ 寄附の方法
　100周年記念事業への寄附は、「千葉大学SEEDS基

金」を通して行います。ここに集まった皆様からの寄

附金が、100周年記念事業の諸経費への支出に充てら

れます。この度、この方法を採用した理由は、「千葉

大学SEEDS基金」への寄附は「所得控除」（右記※１

を参照ください）が得られるためです。

　寄附は、同封の「千葉大学SEEDS基金払込取扱票」

を使用して、金融機関（※２）で振り込みください。

これをもって100周年記念事業への寄附となります。

　なお、SEEDS基金への寄附はクレジットカードを使

用しての振り込みもできます。「千葉大学SEEDS基金」

ホームページを使って、以下の手順で行ってください。

この際、寄附金の使途を特定しないと100周年記念事

業に使われないことになりますのでご注意ください。

（１）	「千葉大学SEEDS基金」にアクセス

（２）	トップページ中央下部「寄附する」をクリック

（３）	「クレジットカードによるご寄附はこちら」をク

リック

（４）	寄附目的のプルダウンから「個別のプロジェクト

への支援」を選択

（５）	支援先のプルダウンから「工学部100周年記念

事業への支援」を選択

■ 寄附の特典
・	個人で10口（10,000円）以上ご寄附いただいた方には

「工学部100年史」（仮称：前ページ写真）を贈呈します。

・	個人で100口（100,000円）以上ご寄附いただいた方、

ならびに法人で50口（500,000円）以上ご寄附いただ

いた場合は、本学内に設置の銘版にご芳名を掲げます。

※１【寄附金に対する所得控除（免税措置）】

　「千葉大学SEEDS基金」への2,000円を越える寄附金は、

確定申告をすることで、寄附金額から2,000円を差し引い

た額が、総所得から控除されます。送金後に大学から領

収書が送られますので、確定申告の際にご利用ください。

お住まいの都道府県・市町村によっては、所得税のほか

住民税の「税額控除」が受けられます。当該の都道府県・

市町村にお問い合わせください。

　なお法人の場合の寄附金は、全額損金算入が可能です。

※２　次の金融機関では払込（振込）手数料が無料にな

ります。郵便局（ゆうちょ）、千葉銀行、千葉興業銀行、

京葉銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行。

※３【個人情報の取り扱いについて】

　寄附により取得した個人情報につきましては、本学か

らの領収書とお礼状の送付、寄附者の顕彰に関する業務

のほか、本学から寄附者にご連絡する必要がある場合の

みに利用します。

【お問い合わせ先】
千葉大学工学同窓会事務局内

「千葉大学工学部創立100周年記念事業実行委員会」

〒263-8522　千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

TEL	043-254-6358（月水金10：30～17：30）

E-Mail：	chiba-u.kougaku-dosokai@nifty.com

URL：	http://chiba-kougaku-dosokai.jp

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

千葉大学工学部創立100周年記念事業千葉大学工学部創立100周年記念事業

ご寄附のお願い（再掲載）ご寄附のお願い（再掲載）
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総会・懇親会のご案内

記
日　時　　2022年５月21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2022年４月30日（土）までに事務局まで必着するようにお願いします。

※状況によって、総会・懇親会を延期または中止する場合があります。

会費納入とご寄附のお願い

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

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

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

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

会報編集委員：下村 義弘、平島 岳夫、鈴木 智、大森 達也、大窪 貴洋（委員長）、難波 一輝、劉 ウェン、平田 慎之介、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。
●ご寄附のお願い
　　	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、皆様からのご寄附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。
●年会費およびご寄附のご送金は
　　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

　2022年度工学同窓会の総会および懇親会を下記の通り開催いたします。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。

　　	画像系の平井経太准教授が、令和３年５月１日に39歳で逝去されました。画像工学同窓会では、残された奥様と
お嬢様のための募金を取扱っています。

振込先：三井住友銀行	千葉支店	（066）	普通	8525808　千葉大学画像工学同窓会

●平井経太先生急逝　ご家族へ募金のお願い
画像工学同窓会からのお願い
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