


「南桜風」を同窓会ホームページで掲載しています
　工学部同窓会では会報「南桜風」を発行し、大学の近況や学科の様子、各部会
の活動状況、新卒者の就職・進路先などを紹介しております。また、創刊号から
の会報をホームページ（HP）にも掲載し多くの会員の皆様へご覧いただけるよ
うにしました。どうぞご覧ください。
　　　工学部同窓会ホームページ　http://ku-eng.mydns.jp

会報の郵送が不要の方へのお知らせ
　会報は会員の方で住所が判明しているすべての方へ無償で配布しております
が、皆様のご希望により“郵送は不要”とお申し出された方には次号より郵送を
中止とさせていただきます。下記の書式にてFAX・メールでお知らせください。
＊メール・FAXでの連絡内容
　　　会報の郵送不要：氏名・住所・卒年・学科
＊メールアドレス：dousoukai@eng.kagoshima-u.ac.jp
 　　　FAX：099(285)3494
　なお、メール・FAXで送れない方は電話にてお知らせください。（FAX番号と
同様）
　ただし今回メール・FAX・電話にて連絡された方であっても、数年後に郵送
の再開を希望される場合はご連絡いただきますと送付いたします。
　なお、郵送不要と連絡済みの方にも郵送された場合は、お許しいただきますと
ともに改めてお知らせいただければ幸甚に存じます。

住所変更の連絡のお願い
　現住所が変更になられた際は同窓会にもご連絡ください。同窓会のHP「同窓
会名簿の訂正・追記」あるいは電話・FAXにてお知らせください。同窓会より
名簿発行などのお知らせをいたします。

住所不明者の調査協力のお願い
　同窓会では平成25年度（平成26年３月）に同窓会名簿第15号を発行しました。
　発行にあたりましては会員の皆様へハガキにてお知らせすると共に名簿の掲載
内容のご意向を伺うなど個人情報の観点からも万全を期すよう鋭意努力しており
ます。しかしながら今現在、連絡先の判明しない方が多数おられます。そこで、
今回は会報の郵送とともに同期の方で住所が確認できていない方の氏名を明記し
ております。ご存知の方がいらっしゃいましたら同窓会事務局までお知らせくだ
さい。
　よろしくお願いいたします。
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　昭和２９年春、鹿児島県立大学工学部電気科の卒業証書を頂きました
が、その頃は就職先も決まっておりませんでした。家族も父は昭和２８年
私が３年の時に他界し、兄は県立加治木中学を出て陸軍士官学校卒の職
業軍人でしたが、終戦時レッドパージで就職する為には技術を身に付け
ようと、昭和２６年県立鹿児島工業専門学校建築科を卒業し八幡製鉄に就
職しており、私は自身で自立を考えざるを得ない状況下でした。ところ
が前述の通り、私の卒業した昭和２９年は「大学は出たが職はなし」と言
う時代で、現在のような求人案内は殆ど無く就職探しがまずは社会へ出
るための難関でした。そこで、職を得るために品川の叔母の処に居候の
許可をもらい卒業と同時に上京しました。
　上京後は叔母の息子（通産省勤務）の紹介で自宅待機の通知を貰い、
出社案内が来るまでは焦る事はないと云われておりましたが、日々、叔
母宅の息子・娘が勤めや学校に行くと叔父叔母３人で、並4ラジオ（４
球真空管）を聴くか、自宅近場の散歩に行く他に娯楽は無く、その状況
を打破する術も見つからず、しばらくは時間潰しに苦労しました。
　日数ばかりが経つ中で、どんな仕事でも良いので早く仕事に就きたい
一心で、叔父叔母と話し合い、自宅待機を辞退して改めて就職活動を始
める事となり、叔母の息子の友人（新宿職安勤務）の紹介で北品川駅前
の16ミリ映写機製造のメンテナンス会社に入社が決まりました。就職に
あたっては、宿直も兼務する条件でしたので、叔母宅より会社へ移り住
む形となり社会人としての第一歩を踏み出しました。
　会社の業務内容はＧＨＱ米大使館経由で米国ナトコ社製１６ミリ映写機
の修理業務が主でした。当時米国の民主主義等ユネスコ布教活動の一環
として、東京２３区の小学校校庭でナトコ映写機による映写会が開催され
ていたのですが、映写会時に故障が起きるとすぐに連絡を受けての出張
修理、及び定期点検・オーバーホールなど、思い返せば電気・機械・光
学と多岐に渡り勉強をさせてもらいました。その頃は自社に１６ミリ映写
機製造の設計部門もあり、会社での配属は設計部でしたが、製造もメン
テナンスも全てが守備範囲でした、その後会社は現在のＳOＮＹの前身東
京通信工業（株）との取引が始まり撮影所などで使用するアフレコ装置組
み立て配線など、特殊機器などを含むＮＨＫ関係の技術習得の為に短期
的に出向して技術習得と多くの人との交流を深める機会に恵まれ仕事の
基盤となる人脈作りに大いに役に立ちました。しばらくして会社は、Ｇ
ＨＱの布教活動も終了して会社も解散することになり、私もそれを契機
に次の会社に転職しました。
　その頃時を同じくして、ブラジルでメッキ技術者を募集しているので
向こうで独立したらとの話があり、転機になるかと海外へ渡ることが頭
をよぎり、米国在住の親戚経由で移民の準備を始めました。そんなさな
か、前の会社の上司であった設計部長村田四方介先輩（山口県萩の出
身。明治生まれで東京蔵前工業（現東京工業大学機械科卒）日本光学（株）
元役員）から呼び出しがあり「絶対に行っては駄目だ。貴方は日本で私
達が応援するので留まる様に」ときつく忠告され、その忠告に従いブラ
ジル行きを白紙に戻しました。今となると、日本で５０年間仕事に従事で

きた事はこの時の村田先輩の御蔭だと感謝して居ります。
　振り返りますと、私はお陰様で多くの方に
支えられて参りました。中でも村田四方介さ
んは起業した今村電機の基礎を作って頂いた
大恩人です。村田さんには私と同じ昭和６年
生まれ東京大学電気科卒の息子さんも居りま
したが、子供同然のように面倒を見ていただ
きましたし、夫婦で私を応援をして戴きまし
た。私が自身で昭和３６年春独立しようとご相
談した処、早い方が良いでしょうとすぐに賛
成をして頂き、数日後村田さんから電話があ
り下記の条件を言われました。

1…）私の日本光学時代の人を２
人紹介しましょう。

２…）自由が丘の喫茶店モンブラ
ンに1か月間だけ毎週火曜日
に４人集まりましょう。

３…）その時に一人２万円ずつ持
参しますので今村さん貴方も
持参して下さい。

４…）返済条件は有る時払いの、催
促なし、としておきます。（御
一人８万円）

５…）工場は文京区動坂に東京精
機（株）オルゴールメーカーの
空き工場を使用OＫです。

　私の会社設立に応援して頂いた村田氏、熊本出身の斎村氏と東京出身
の平井氏（共に日本光学（株））の御三人には出資して頂いた浄財を２年
後にお返し致しました。
　人生の節目でこのような出会いがあったことが私の宝であり、人との
出会いで歩んでこられた人生のような気がいたします。
　最後に社会へ第一歩を踏み出す時に忘れずに心にとめておいた私の座
右の銘を記します。
1…）鶏頭となろうとも牛尾となるなかれ（加治木中学1年漢文の先生よ
り）

２…）腹水盆に返らず（村田四方介先輩より…一度失った信頼は２度と
帰って来ない）　　　　　　　

３…）今村君　サービスエンジニアとして進みなさい（恩師薄野恒弘先生）
卒業時に言われた一言ですが、その通りまさしく私の一生の仕事とな
りました。

　私の歩んできた一端を書き記しましたが、後に続く後輩諸君、ぜひ周
りの先輩たちの言葉に耳を傾け教えを請い、良い仲間作りをし、自分で
道を切り拓く人間になってください。

Ｓ38年頃
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　平成19年２月から平成23年３月まで学部長、平成21年４月から平成25
年３月まで研究科長を務め、平成25年４月からは退職後の準備期間と
思っていましたが、平成24年末の「大学改革実行プラン」に伴う国立大
学改革の推進に関連するミッションの見直しの中で、鹿児島大学及び工
学部の特色・多様性を示すことが求められる大事ゆえに、退職までの２
年間再度学部長を引き受けました。それに関連して、
○　先進の国際的に通用する分かりやすい教育課程の体系化
①…厳格なＧＰA制度による成績評価：成績評価基準や授業内容を明示し
たシラバスに基づき、学修到達度をポイントにより評価し、進級、卒
業に至るまでの学修成果を保証

②…20単位／期のキャップ制（履修登録単位上限）による学修時間保証：
適正な履修科目数を確保しつつ、学修時間の確保を通じた単位実質化
の保証

③…プログラム・シラバス、ナンバリングの導入：履修系統図等を作成
し、授業科目の学修段階の位置付けや序列等の体系制を明示するとと
もに、各学科で開講している教育課程の目的等を明らかにし、履修計
画立案を簡素化

④…アドバイザー制による学修指導：各学生のポートフォリオに基づき教
員の個別指導による修学・履修状況等チェック制度の導入

⑤…チューター（学生相談員）制による学生指導：アドバイザー教員の指
示のもと、大学院生のチューターが、入学時から学生生活・履修相談
等をサポートする制度の導入

○　ものづくりに係る技術者養成及び地域社会への取組
①…グローバルに活躍できる高度専門職業人を育成する教育：学士課程か
ら博士前期課程へと高い進学率の下、一貫して学生を鍛える教育の実
践を通したものづくりで要求される研究開発者、生産技術者、生産管
理者、システムエンジニアなどの技術者育成

②…日本技術者教育認定機構（JABEE）の国際的通用性を踏まえた技
術者養成：ワシントンアコードを踏まえた工学教育水準を保証する
JABEEのプログラム認定（外部評価）による不断の教育改革の実践

③…我が国及び地域における工学の発展に寄与する課題への取組：環境・
エネルギーや医療工学をはじめとする工学の諸分野の研究を推進しつ
つ、島嶼及び南九州地域が抱える諸課題に関連するテーマを中心とし
た研究の実践

④…地域社会や産業界に対する社会貢献：小中学生への公開講座「ものづ
くり・科学実験」や初等中等教育への出前授業の実践や、連携・交流
協定等の実績を活かした鹿児島県とその周辺地域における自治体や企
業などに対する社会貢献の取組に尽力し、これによって暫時組織は安
泰であろうと考えています。

　「大学生として模範となる、深い使命感と社会正義を持つ優れた人材
が、鹿児島大学工学部から育つことを激励する」ことを目的としていま
す「工学部稲盛学生賞」も、1969年以来継続的に提供いただいていまし
た資金が底をつきましたので、今年度をもって、廃止せざるを得ない事
態となりましたが、稲盛名誉会長のご好意で、稲盛アカデミーからの資
金提供によって継続できることとなりました。稲盛名誉会長には、この
紙面をもちまして改めてお礼申し上げます。
　いま、工学部を去るにあたって、いままでやってきたことを振り返っ
てみますと、期待にそぐえない点も多々ありましたが、今後ともご指導、
ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　同窓生の皆様におかれましては、様々な分野でご活躍のことと拝察い
たします。
　私は昭和56年に海洋土木開発工学科を卒業後、飛島建設㈱に入社し、
最初の5年間は現場業務、その後25年間は土木設計業務、そして現在は
広報業務に従事しています。途中、平成15年に大学院理工学研究科博士
課程を修了し、北村良介先生、酒匂一成先生にご指導を受け、大変お世
話になりました。
　約４年前広報責任者へと社命を受けた時は、まさに青天のへきれきで
した。弊社の規模レベルで、「広報をやりたい」といって入社してくる
者は皆無と言っていいでしょう。一応、引き継ぎ期間1カ月はありまし
たが、1年目は大変でした。やることなすこと、まさに初体験、社内に
は広報のノウハウというか、肝を知っている人はいません。数多くの失
敗も経験しましたが、幸い会社に大きな迷惑を掛けず現在に至っていま
す。
　企業の広報部門は、一般的に「会社の顔（公式）」と言われますが、
まさに文字通りその通りです。ですがそのプロセスの中で、広報パーソ
ンとして一番大切なことは、「マスコミ（メディア）との信頼関係の構
築」だと、今は考えています。マスコミから信頼される情報源になるこ
と、これは一朝一夕では成し得ません。当然のことながら、電話、メー
ル、ＳＮＳでは無理です。こつこつと直接会って目と目を合わせお話しす
る、時には酒を酌み交わしお話しする、これを継続的に行うことが重要
です。更に、このことが世間や業界の動きへの広聴にもつながるのです。
　マスコミはどこよりも早くニュース価値の高い事実を世間に伝える
（所謂、特ダネとかスクープ）。他方、広報部門は、自社の望む時に正確
に記事にしていただきたいし、会社にとって重大なことは同日同時刻の
一斉発表が良いのです。最も良くないのは、誤報やミスリード報道が発
生することで、それを避けるためにもマスコミから信頼される情報源に
なることが大切なのです。そしてその際には、「謙虚に、感謝の気持ち
で、そして明るく、楽しく」が私のモットーです。最後の「楽しく」は
余計だと思われるかもしれませんが、どうせしなければならない仕事、
楽しくやるに越したことはありません。
　グローバル化した現在、広報戦略の善し悪しが、企業の業績や価値に
大きな影響を与える時代とも言われております。皆様の所属される組織
によって、広報のあり方は千差万別とは思いますが、建設業界広報４年
生として思っていることを述べさせていただきました。ご参考になれば
幸いです。
　最後になりましたが、皆様方のますますのご健勝とご発展を心よりお
祈り申し上げます。
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機械工学科… 学科長　井手　英夫

　機械工学科および専攻では、これまで学び、培った工学の専門知識を基に、工学の諸問
題や課題を各自が見出し、解決する能力を持ち、国際的にも活躍し、グローバル化に対応
できる技術者、研究者を育成するための教育・研究活動を推進しています。1学年あたり
学部の学生定員は、機械工学科が９４名、大学院博士前期課程（機械工学専攻）が５０名です。
学生在籍数は、学部1年生１１５（女子５、留学生２）、２年生１３１（1、０）、３年生１０３（３、
４）、４年生９７（1、1）、合計４４６（１０、７）。
　大学院は、修士1年生４６（女子1、留学生３）、２年生４７（２、1）、合計９３（３、４）で、
女子学生および留学生の入学が増える傾向にあります。
　大学院の教育では、学部の専門基礎教育をベースに、授業科目を「生産工学」、「エネル
ギー工学」、「機械システム工学」の三つのコースワークに分けて授業が行われています。
教員は、教育・研究を促進するため、これらのコースワークに対応した分野に所属します。
　専攻の教員構成は、平成２６年３月現在、２６名で、生産工学分野が９名（教授３名、准教
授３名、助教３名）、エネルギー工学分野が７名（教授３名、准教授２名、助教２名）、機
械システム工学分野が１０名（教授３名、准教授５名、助教２名）です。平成２６年３月には
機械工学科のために長年ご尽力いただきました門久義教授が定年退職され、徳永辰郎准教
授が九州工業大学に転出されました。平成２６年１０月には京都大学原子炉実験所から准教授
として、佐藤紘一先生が赴任されました。一方、平成２７年３月には、研究科長および現工
学部長として工学部・理工学研究科の発展のためにご尽力戴いている福井泰好教授が定年
退職される予定です。このためエネルギコースおよび生産工学分野の教員が欠員となり、
公募中になりますが、来年度までに教員を充足する必要があります。
　環境面では、平成２４年度末に機械工学科1号棟が改修され、新しくすっきりした講義室
や実験棟が完成し、広い空間スペースを利用し、学生や教員、企業および研究者等のディ
スカッションやコミュニケーションがこれまで以上に活発に行われています。また、一般
の方々がキャンパス内に自由に往来できるように学内の道路も整備されています。お越し
いただく機会がありましたら新しい機械工学科周辺をぜひともご散策ください。
　以上、教員構成や教育研究環境は、年々変化して行くことが考えられます。機械工学科
がさらに発展し、今後も社会に貢献し続けるためには、同窓会会員の皆様方のお力添えが
不可欠であります。引き続き変わらぬご協力とご支援を賜りますように、よろしくお願い
申し上げます。

電気電子工学科… 学科長　西川　健二郎

　はじめに、平成25年12月にご依頼いたしました電気電子工学科の教育プログラムに関す
るアンケートに多数ご回答いただき、ありがとうございました。
　電気電子工学科の最近の状況について報告いたします。平成25年４月に秋山雅裕助教が
着任されました。一方、中原啓貴助教が平成26年10月に愛媛大学に転出されました。現在
の学科スタップは教授８名、准教授８名、助教５名となっております。詳細は学科ホーム
ページ（http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp）をご覧ください。
　平成25年下期より開始されました電気電子棟の耐震改修工事も無事終了し、最新の設備
を備えた建物として生まれ変わりました。また、屋上には桜島を観測できるライブ映像カ
メラを設置し、以下のwebsiteにて公開しております。
　http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp/~haku-lab/misc/Ｓakurajima-Cam.html
　卒業生の皆様には、ぜひ一度お越しいただき新しい電気電子棟及びその周辺をご散策く
ださい。
　大学を取り巻く環境の変化、体制の変革を要請されている昨今ですが、電気電子工学科
としては一層の学生の教育を充実させ、社会に役立つ学生を送り出せるよう努力してまい
ります。また、地域産業のみならず国内外の企業、研究機関と連携した研究活動を通じて
社会に貢献してまいります。
　卒業生の皆様には、ますますのご活躍をご期待するとともに、これまでと同様のご支援
をお願いいたします。

建築学科… 学科長　二宮　秀與

　今年度は10月にJABEEの中間審査を受けました。建築学科の教育プログラムは2011年
にJABEEの継続審査を受けて認められましたが、評価にW（ウィーク）の項目があった
ため、３経過した今年中間審査がありました。継続審査で指摘された項目に対して全教員
で取り組んだ結果、教育改善が十分に進んでいるとの評価をいただきました。引き続き３
年後の継続審査に向けて、OBへのアンケートの実施を計画しておりますので、ご協力の
ほどをよろしくお願いいたします。
　同窓会との連携につきましては、教員とOBが交流する機会を増やすように武田会長か
ら提案されています。支部で勉強会などを開催される場合に関係する教員が参加すること
もできまのでお声がけください。大学では設計課題で優秀な成績を収めた学生を表彰する
AOI会賞を設けています。2008年度から始めて、毎年各学年の優秀者にAOI会の会長から
賞状と副賞を授与していただいております。またOBによる講演会を毎年秋に実施してお
ります。これは建築実務のおもしろや難しさを現役の先輩からストレートに語ってもらう
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企画で、社会の第一線で活躍されている先輩の話に学生は大いに刺激を受けているようで
す。
　教員の動向は、平成25年８月に増留助教（計画系・設計）、９月に横須賀助教（構造系・
構造力学）が赴任されました。平成26年４月に長澤助教が近畿大学に転出され、後任の松
鵜助教（環境系・空気質）が９月に赴任されました。また小山助教が本年度４月から1年
間イギリスに留学しています。役職では、本間先生が学長補佐（キャンパス計画担当）と
副学部長（FD委員長）として大学の運営に尽力されています。また本間教授は今年度の
日本建築学会賞を受賞されました。学科としては松永先生、皆川先生以来の受賞となりま
す。
　今後も建築学科･専攻では、時代の流れを捉え、卒業生が卒業後十分に活躍できるよう
に教育をより充実させてまいります。卒業生の皆様には、今後も変らぬご支援をお願いい
たします。

　

環境化学プロセス工学科… 学科長　甲斐　敬美

　環境化学プロセス工学科の学部学生定員は35名であり、下に示す４研究グループ体制で
教育・研究を進めています。現在は、教授４名、准教授３名、助教３名の教員１０名であり、
国内の工学部の中ではもっとも小さな学科であります。
　本学科は、平成16年の応用化学工学科「化学工学コース」の時代から、JABEE（日
本技術者教育認定機構）による教育プログラムの認定を受けてきました。しかし、エビ
デンス作成に多くの時間を費やすため、少人数の学科には負担が大きすぎること、さら
に、エビデンス作成そのものは教育システムの質の向上には直接つながらないことから、
JABEEの継続認定の申請をやめました。教育の成果を判断するためには、学生個人が資
格を取得できる教育システムを継続するほうが直接的であり、かつ、学生のためにもなる
と考え、「化学工学技士（基礎）」の資格を取得できるような教育プログラムの編成を平成
26年度入学生から実施しました。
　小さな学科ゆえに目の行き届いた教育ができる反面、教員にとっては研究に使える時間
が他学科の半分以下とかなり厳しい状況におかれています。それでも、極めて高い科研費
の採択率を維持し、外部のプロジェクトも多く実施しております。また、インパクトファ
クターを持つ学術雑誌においても多くの研究成果を発表しています。
　ここ数年の傾向として化学工学を学んだ学生に対する求人も多いため、頑張った学生に
とっては、就職したい企業を選択できる状況であります。これも、卒業生の皆様が各企業
であげられた実績によるものと、感謝しております。
　今後も、南九州の地域産業や全国の企業とも連携した研究活動を通じて、化学産業の発
展ならびに持続可能な社会の実現のために貢献していく所存でおります。卒業生の皆様に

は、是非お立ち寄りになって学科の現状を見ていただくとともに、これまで同様にご支援
賜りますようよろしくお願いいたします。日本の将来を担う若者を一生懸命教育して社会
におくり出していきますので、卒業生の皆様には、今後も変わらぬご支援をよろしくお願
いいたします。　

環境化学プロセス研究グループ（旧単位操作、輸送現象）
　筒井教授、水田助教、五島助教
環境バイオテクノロジー・先端複合材料プロセシング研究グループ（旧工業物理化学）
　吉田教授、武井准教授
環境反応工学研究グループ（旧反応工学）
　甲斐教授、中里准教授
機能性セラミック材料研究グループ（旧無機材料化学）
　平田教授、鮫島准教授、下之薗助教

海洋土木工学科… 学科長　山口　明伸

　海洋土木工学科の近況についてご報告いたします。昭和54年のご着任以来、土質力学・
地盤工学に関連する多くの講義を教授され、幾多の人材を育成された北村良介教授が平成
25年３月末日をもってご退職されました。同年５月25日に退職記念講演会および祝賀会が
催され、多くの卒業生および関係者が集まり、先生のご功績とご貢献に対する感謝の意を
表しました。
　一方、新たな若手教員の加入もありました。平成25年９月1日に愛媛大学沿岸環境科学
研究センターより加古真一郎先生が、平成26年４月1日に慶応義塾大学大学院より三浦
奈々子先生が、それぞれ助教として着任されました。加古先生は海洋物理学を専門とされ
ており、特に海洋域における大気海洋相互作用メカニズムの解明などに精力的に取り組ん
でおられます。三浦先生は、振動工学を専門とされており、地震に対する振動制御技術の
中でも特に構造物の機能維持に着眼した研究を進めておられます。それぞれ海洋と土木の
分野におけるユニークなテーマであり、今後の展開が期待されます。
　また、平成25年４月1日に安達貴浩先生が教授に、平成26年２月1日に酒匂一成先生が
准教授にそれぞれ昇任されました。安達先生は、沿岸環境学がご専門で、鹿児島湾などの
閉鎖性海域で特に重要となる沿岸海域での海水交換機構や水質・底質特性の解明を試みて
おられます。酒匂先生は、地盤工学がご専門で、降雨時の斜面崩壊による防災システムの
確立などに取り組んでおられます。お二方とも、研究、教育、組織運営、社会貢献など多
方面における期待と要請に応えていただけると確信しております。
　社会的にもインフラや土木工学の価値が再評価され始めている昨今、本学科の担うべき
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責任は益々高まっています。その重責を一層自覚し、有能な土木技術者と価値ある研究成
果を引き続き発信していく所存です。

情報生体システム工学科… 学科長　王　　鋼

　Ｈ21年度工学部改組に伴って立ち上げた「情報生体システム工学科」がもう５年経ちま
した。「情報生体システム工学科」は、学部学生定員８０名、博士前期課程学生定員４２名と、
工学部で規模の大きい学科・専攻です。今年度では、専攻の第一期修了生と学部の第三期
卒業生が誕生します。
　情報生体システム工学科では、情報処理とネットワークを主とする情報システム工学、
知の理解と応用と主とする脳認知工学、人の状態の計測を主とする生体計測工学の３つの
教育研究組織を有しています。博士前期課程では、情報システム工学コースと認知生体シ
ステム工学コースの２つのコースワークを設けて、新しい脳型情報処理など新しい領域の
創出を目指しています。
　学科・専攻の人事につきましては、平成25年３月に中山茂教授が定年退職されました。
塗木淳夫助教が准教授に昇任されました。今年度の教育研究は、教授８名、准教授９名、
助教６名の体制で行っています。ただいま、助教1名の募集をしており、新しい助教が年
度内に着任できるように努力しています。学科・専攻のホームページ（http://www.ibe.
kagoshima-u.ac.jp/index.html）もリニューアルされ、充実しましたので是非ご覧ください。
　同窓会の皆様には、学生への教育研究などのご支援をいただき、心から感謝いたします。
教員一丸となって、社会に貢献できる人材の輩出に一層努力して参りますので、同窓会の
皆様には今後ともご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。

化学生命工学科… 学科長　肥後　盛秀

　化学を主体とする教員を統合する目的で平成21年４月の本学部の改組により発足した
「化学生命工学科」は、その誕生から6年が過ぎようとしています。現在３回生の４年生が
卒論研究の真っ最中であり、また本学科から進学した最初の大学院２年生が修士論文の仕
上げに取りかかるなど、学生も教員も忙しい毎日を送っています。
　本学科の化学は多岐にわたっており、物理化学、分析化学、環境化学、高分子化学、生
化学、バイオテクノロジーなどの幅広い分野を得意とする教員によって、教育と研究が行
われています。昨年3月に杉村教授、板原教授、下茂准教授の３名が退職し、現在の教員
構成は、物質環境化学コースの教授として肥後、大木、准教授として吉留、上田、高梨、

金子、中島、助教として満塩の計８名、生体化学コースの教授として隅田、門川、橋本、
准教授として山元、助教として橋口、若尾の計６名となっています。学科の運営は順調で
あり、学生の指導もこれまで以上に熱が入ったものになっています。その甲斐あって、毎
年学生が学会において発表賞を獲得しており、本年度においては５名が学長表彰されるな
ど、教育・研究両面において大きな躍進を遂げています。
　また、学生の就職支援にも力を入れており、学科発足当初から独自に続けてきたキャリ
ア教育の専門家を招いての就職支援セミナーを年２回に増やし、単なる就活のテクニック
を教えるのではなく、キャリア教育の観点から企業にとって「人財」として必要とされる
学生の育成に力を入れています。さらに、来年度からこの就職支援セミナーを集中講義「化
学生命工学キャリアデザイン」としてカリキュラムに組み込むことで、本学科のJABEE（日
本技術者教育認定機構）教育の改善と共に、工学におけるより実践的な学生の育成を計画
しており、本学科独自の専門教育であると自負しています。
　高い専門知識とそれに基づくデザイン能力、そして研究や仕事を遂行する能力を身に付
けた優秀な「人財」を輩出することが本学科の使命であると考えています。そのために本
学科では常に教育の改善を続け、研究を通しての学生の育成のために、教員が一丸となっ
て努力を続けていきます。今後とも卒業・修了生の皆様のご指導・ご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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在学生から

「学生生活を通じて」
機械工学科４年
中間　雄太

　今現在、私たちの生活を快適・豊かにするために様々な機械が使用されています。皆が
目にすることの出来る自動車や航空機だけではなく、それらを作る産業機械や工作機械も
我々の生活に欠かせないものとなっています。
　しかし、これら数多く存在する機械について、どれほどの人達がその仕組みを理解、ま
たは意識しているでしょうか。目的の用途の機械を、そこにあるから使うという人がほと
んどだと思います。私もその中の一人でした。
　私がこのような機械についての興味を持ち始めたのは現在の学科に所属し、機械に関わ
る講義を受け始めてからでした。機械とは、動力に基づき動くものです。一般的には、人
間の活動を快適・円滑にする意図の下で利用され、様々な原理に基づき設計されています。
動力源となるものは、古くは蒸気、その後石炭・石油などの化石燃料を経て、現在は電気
をエネルギー源として用いる機械が主流となっています。実際に動かす機械に使用される
材料は基本的には金属が多いですが、使用する環境・用途に合わせた材料を使用していま
す。これらを利用した機械についての設計は、機械力学や流体力学・電気電子・機構学・
材料力学等に基づき設計されています。私はこれらのことを講義を通じて学び、身の回り
にあるものが様々な原理から計算により導き出されていることを改めて意識・理解し、機
械の仕組みがこれらの原理を使って求められているということへの驚きとおもしろさを感
じました。
　また、学部４年に余研究室に配属され、講義では学びきれなかった知識や経験を得るこ
とが出来ました。そして、教科書を読むだけでは理解しきれない事を、実際にものづくり
を通じ、五感を全て使って深く理解していくことが出来ました。さらに、自身が考案した
天井照明LED群による移動ロボット位置自動推定システムがなぜ上手く動かないのかを
考える上で、これまで学んできた原理だけでなく、新しいことへの知識を深めることで問
題の解決につながり、そのことが自分の成長にもつながるのだと実感出来ました。
　今後は社会に出て、技術者としてまだまだ多くのことを学んでいかなければならないと
思いますが、学生生活で得た経験を生かし、精一杯努力していきたいと思います。

在学生から

大学で学んだこと
博士前期課程　建築学専攻2年　

田中　奈津希

　幼い頃からモノづくりが好きだった私は建築学に興味を持ち、大学に入学しました。い
ま考えれば元々は意匠設計者になりたくて建築学科に入学したのですが、大学で学ぶうち
に、将来設計者になった時の自分の強みは何かということを意識するようになりました。
学科のカリキュラムでは意匠・構造・設備と細分化されていますが、一つの建物を建てる
ためには、各担当が他分野も十分に理解している必要があると考えました。また、大空間
を構成する構造形式に興味を持っていたため、構造計算工学研究室を希望しました。
　研究室に所属したばかりの頃、研究内容はただただ難しく、基礎的なプログラム作りす
ら人並みにできず、悔しかったことを覚えています。初めての学会論文提出前も思うよう
な結果を出せず、大学院への進学が不安になる時期もありました。しかし、考えるのも大
事な研究という先輩方の励ましから、研究を進めることができました。
　大学院では学部での研究を発展させ、多くの学会に参加する機会を頂きました。研究発
表では研究の難しさや新たな課題が見つかることが多く、その後の研究に大きな影響があ
りました。質疑応答では上手く表現できず、時間内に答えることができない私に休憩時間
を割いて質問して下さる先生方と多く接することで、研究の有効性や重要性を感じました。
研究発表を通じて知り合った他大学の学生とは、研究について議論するだけでなく、就職
活動や今後の活動でも重要な関係を築くことができました。学部の頃からは想像できない
ような充実した研究室生活を送り、大学院に進学して本当に良かったと思っています。
　最後に、このような貴重な機会を与えて下さった先生方に、深く感謝いたします。今後、
残り少ない学生生活を大事に過ごし、将来は立派な設計者になれるよう、これからも初心
を忘れず努力したいと思います。

13
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留学生から

理工学研究科

博士前期課程2年　化学生命・化学工学専攻

麦　冠霖（マク　グーンルム）

　留学先に日本を選んだ理由は日本の化学工学に興味があったからです。私は中学校３年
生の時からすでに化学エンジニアになろうと思っていました。しかし、マレーシアの大学
の化学工学科はまだまだレベルが低く、私立大学はさらにレベルが低いばかりか、ほとん
ど化学工学科はありません。
　そのために、私は他の国の大学に留学しようという計画をたてました。調べた結果、日
本の国立大学は他の国の大学より授業料と生活費が安く、化学工学科も整備されているこ
とが分かり、鹿児島大学にはこの分野に偉い先生がいることが分かりました。
　化学工学を選んだ理由は、化学と物理が好きで、将来、化学分野で母国のために自分の
能力を発揮し、社会に貢献したいと思ったからです。化学工学の技術を使うと地球温暖化
の問題が改善でき、これらの知識を使って、発展途上国や母国の環境問題の改善や発展の
力になりたいと思っています。また、日本は食料の自給率が低い一方で、自動車、電気製
品や化学製品などの工業が盛んです。世界中で使われる様々な精密なパーツから製品まで
作っています。これらの工業に化学工学は重要な役割を持っています。また、日本はアジ
アの中、先進国で社会的に最も成熟な国で、途上国の模範になるところがいっぱいあると
思っています。
　４年間の学部教育を卒業したあとは、さらに化学工学の知識を深めたいので、大学院に
進学することにしました。大学院修了後は、まず日本の企業で頑張ります。日本の企業で
自分を磨き、専門知識や経験を積み重ねたいと思います。そして、将来は働く会社ととも
に母国に帰って自分の知識や経験を母国の若者に還元していきたいと思います。
　工業というのは一人でできることではなく、チームワークが必要と思います。化学工学
の技術者だけではなく、他の分野の技術者も必要です。だから、日本にいる時に、日本や
他国の方々とネットワークをつくり交流することを心がけています。他国の方々とのコ
ミュニケーションは非常に重要で、新しい技術や材料などの開発に繋げることができると
思います。将来は、日本や様々な国の工学技術の架け橋の役割も果たしたいと考えていま
す。

在学生から

「これからの土木のために
学生が今できること」
理工学研究科博士後期課程
物質生産科学専攻
小池　賢太郎

　私は現在、大学院にて土木工学、とりわけコンクリート工学を専攻し研究を行ってい
ます。土木という言葉はニュースや新聞等でよく目にすると思いますが、その語源は
紀元前2世紀頃の『淮南子』という本の一節の「築土構木」が原典とされており、これ
を明治時代の先人が詰めて「土木」としました。また、英語で土木工学を表す「Civil…
Engineering」も「市民（Civil）のための工学（Engineering）」から来ているように、土
木の役割は、国民生活に必要な社会基盤を整えることにあります。例えば、毎日の生活に
欠かせない、水道・ガス・電気を供給するための施設（浄水場・ガス施設・発電所）や、人々
の移動や貨物の運搬に使う道路、橋、そして手段となる鉄道やバスといった交通機関の整
備も土木の役割です。
　そんな、人々の生活を支える土木ではありますが、実際に土木と聞いて、あなたはどの
ような印象を持ちますか？概ね、3Ｋ、不正取引、談合、ダム、環境破壊などが挙げられ
るかと思います。かつては、戦後復興や高度経済成長、東京オリンピックのあおりを受け
多くの公共事業が行われ、まさに土木熱狂時代となっていました。しかし、高度経済成長
期の粗製乱造による土木構造物の早期劣化に始まり、バブル景気を迎え金融業が台頭し、
ゼネコン汚職報道や阪神淡路大震災により徐々に土木の印象は悪くなり、2009年には政権
交代「コンクリートから人へ」のスローガンのもと、土木の信用は最悪のものとなりまし
た。2009年当時、私は大学３年生でしたが、地元の友人からも「ゼネコン？周りから良い
目で見られないよ」と言われたのは今でもよく覚えています。その後は2011年の東日本大
震災を皮切りに、2012年の笹子トンネル崩落事故などを受けて、土木構造物の維持管理の
関心が高まり、土木の必要性が見直され始めましたが、未だに土木の印象は良いものとは
言えません。
　そのため、ここ数年前から、土木の印象改善を目的として、一般向けに土木・建設現場
の見学会や、土木工学を専門とした大学教員による講演会が積極的に開催されており、鹿
児島県でも毎年11月18日（土木の日）には土木フェスタが開かれ、土木を知るための機会
が数多く設けられています。
　そういった中で、我々学生の立場からできること、今まさに土木を学んでいる学生だか
らこそ伝えられることがあるのではないかと思い、これまで、中高生を対象に、土木の大
切さ、面白さを知ってもらうために活動を行ってきました。活動の一例としては、オープ
ンキャンパスなどで、私の研究分野であるコンクリートを題材に、高校生を対象にしたコ
ンクリートづくりの体験会を開き、実際にコンクリートに触れてもらい、体験会の前後で
土木に対する印象の変化をアンケート調査しました。体験会後は全員ではないものの、土
木の印象改善が見られ、小さいながらも確かな手ごたえが感じられました。今後も、活動
は継続して行い、少しでも多くの中高生に土木に興味を持ってもらい、土木技術者を志す
学生が増えることを望んでいます。
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平成25年11月23日
　工学部体育祭でバスケットボールを通じ工学部の人たちはもちろん、鹿児島大学全体の
中を深めることができました。… （電気電子　松元　龍之介）

平成26年11月22日
　工学部体育祭ではバスケットボールを通じてみんなが切磋琢磨して体育祭を楽しむこと
ができました。… （機械　大神　悠太）

叙勲・受賞　～おめでとうございます～

受賞 （受賞年月順）

◆平成25年　瑞宝双光章
　　新澤　典雄（機械Ｓ23）

◆平成26年　瑞宝中綬章
　　鎌田　薩男（鹿児島大学名誉教授）
　　田中　安彦（鹿児島大学名誉教授）
　　前田　　滋（鹿児島大学名誉教授）

◆生体医工学シンポジウム2014　ベストリサーチアワード（平成26年９月）
　　受賞者：岡村　純也（情報生体システム工学専攻　助教）
　　　　　　王　鋼（情報生体システム工学専攻　教授）

◆映像情報メディア学会　優秀研究発表賞（平成25年11月）
　　受賞者：糟谷　望（情報生体システム工学専攻　特任助教）

◆情報処理学会　2012年度論文賞（平成25年７月）
　　受賞者：川崎　洋（情報生体システム工学専攻　教授）

◆日本生理心理学会優秀論文賞（平成25年５月）
　　受賞者：木原　健（情報生体システム工学専攻　助教）

◆電子情報通信学会　2012年度エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰（平成25年３月）
　　受賞者：西川　健二郎（電気電子工学専攻　教授）

◆情報処理学会　第150回グラフィクスとCAD研究会　優秀研究発表賞（平成25年３月）
　　受賞者：赤木　康宏（情報生体システム工学専攻　特任准教授）

◆人工知能学会　全国大会優秀賞（平成25年1月）
　　受賞者：小野　智司（情報生体システム工学専攻　准教授）

◆2014年日本建築学会論文賞　「構造形態の解析と創生に関する一連の研究」
　　受賞者：本間　俊雄（鹿児島大学教授）

工学部体育祭
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機友会本部の活動状況
　工学部同窓会総会が平成27年３月７日（土）に開催されたため、平成26年度機友会本部
総会は開催されなかった。昨年度、同窓会名簿（第15号）が発行されたため、工学部同窓
会会報「南桜風」が発行されなかったので、平成25年度の機友会総会を報告する。
　機友会総会は、平成25年11月９日（土）温泉ホテル中原別荘にて、明石靖夫関西支部
長（Ｓ42卒）、菅谷清福岡支部長（Ｓ49卒）の来賓のもと、参加者57名で、木下英二編集幹
事の司会進行により開催された。総会では、初めに高崎征忠会長（Ｓ39卒）の挨拶、議長
が選出、徳永辰也会計副幹事による会計報告、監査報告などが行われ、これらが承認され
た。総会終了後、特別講演の講師として、鹿児島県工業技術センターの南晃（Ｓ62卒）に
よる「鹿児島県における工業技術の現状と展望」と題した講演会が開催された。
　懇親会は、木下英二編集幹事の司会進行により高崎征忠会長の挨拶により開催された。
恩師の松村博久先生から来賓挨拶と乾杯を
行い、杯が酌み交わされた。その後、明石靖
夫関西支部長、菅谷清福岡支部長、恩師の
田中秀穂先生、松村博久先生、浜崎和則先生、
戸谷眞之先生らによる挨拶が行われた。宴
会の最後には、江口之浩（Ｈ 1卒）の先導
のもと、七高寮歌「北辰斜めに」の合唱で
大いに気勢が上がり、吉満正美（Ｓ53卒）に
よる万歳三唱で盛況のうちに閉宴した。
　平成26年度　機友会各支部の活動を以下
のとおり報告する。

Bukai

部会
だより
Dayori

教員の異 動

平成25年11月9日　本部総会写真　その１

南　晃氏による講演

機友会

＜昇任＞
機 械 井手　英夫 教授 平成25年　４月　１日付 機械工学専攻　准教授
海洋土木 安達　貴浩 教授 平成25年　４月　１日付 海洋土木工学専攻　准教授
情報生体 佐藤　公則 教授 平成25年　４月　１日付 情報生体システム工学専攻　准教授
情報生体 赤木　康宏 特任准教授 平成25年　４月　１日付 情報生体システム工学専攻　特任講師
電気電子 山本　吉朗 教授 平成25年１１月　１日付 電気電子工学専攻　准教授
海洋土木 酒匂　一成 准教授 平成26年　2月　１日付 海洋土木工学専攻　准教授
化学生命 山元　和哉 准教授 平成26年　４月　１日付 化学生命・化学工学専攻　助教
情報生体 塗木　淳夫 准教授 平成26年　４月　１日付 情報生体システム工学専攻　助教
化学生命 橋本　雅仁 教授 平成26年　5月　１日付 化学生命・化学工学専攻　准教授

＜採用＞
機 械 村越　道生 准教授 平成25年　４月　１日付 東北大学大学院工学研究科　助教
機 械 定松　　直 助教 平成25年　４月　１日付
電気電子 秋山　雅裕 助教 平成25年　４月　１日付 独立行政法人国立高等専門学校機械一関工業高等専門学校　助教
建 築 鰺坂　　徹 教授 平成25年　４月　１日付 株式会社三菱地所設計　建築設計二部　部長
建 築 柴田　晃宏 准教授 平成25年　４月　１日付 独立行政法人国立高等専門学校機構小山工業高等専門学校　准教授
環境化学 五島　　崇 助教 平成25年　４月　１日付 富士フイルム株式会社　研究員
環境化学 下之薗太郎 助教 平成25年　４月　１日付 独立行政法人産業技術総合研究所　特別研究員
情報生体 山下和香代 助教 平成25年　４月　１日付 中央大学研究開発機構　専任研究員（機構助教）
情報生体 青木　広宙 特任准教授 平成25年　４月　１日付 広島市立大学大学院情報科学研究科　特任准教授
情報生体 糖谷　　望 特任助教 平成25年　４月　１日付 独立行政法人産業技術総合研究所　特別研究員
情報生体 藤原　研人 特任助教 平成25年　6月　１日付 情報生体システム工学専攻　特任研究員
海洋土木 安達（小橋）乃子 特任助教 平成25年　７月　１日付 海洋土木工学専攻　プロジェクト研究員
建 築 増留麻紀子 助教 平成25年　8月　１日付 MANA建築設計事務所　代表
建 築 横須賀洋平 助教 平成26年　９月　１日付 昭和女子大学
海洋土木 加古真一郎 助教 平成26年　９月　１日付 愛媛大学沿岸環境化学研究センター
海洋土木 三浦奈々子 助教 平成26年　４月　１日付
建 築 松鵜さとみ 助教 平成26年　９月　１日付 久留米工業大学
機 械 佐藤　紘一 准教授 平成26年１0月　１日付 京都大学原子炉実験所

＜転出＞
情報生体 青木　広宙 特任准教授 平成25年　6月30日付 学校法人千歳科学技術大学　准教授

＊平成25年４月１日から平成25年6月30日
機 械 德永　辰也 准教授 平成26年　3月3１日付 九州工業大学
情報生体 長澤　康弘 助教 平成26年　3月3１日付 近畿大学
電気電子 中原　啓貴 助教 平成26年　９月30日付 愛媛大学

＜任期満了＞
情報生体 平佐　知典 特任助教 平成25年　3月3１日限り 平成2４年４月１日から平成25年3月3１日
情報生体 付　　星斗 特任助教 平成25年　９月30日限り
情報生体 藤原　研人 特任助教 平成25年　９月30日限り
建 築 皆川　洋一 特任助教 平成26年　3月3１日限り
情報生体 赤木　康宏 特任准教授 平成26年　3月3１日限り
情報生体 Marcos Paulo Berteli Slomp 特任助教 平成26年　3月3１日限り
情報生体 糖谷　　望 特任助教 平成26年　3月3１日限り

＜定年退職＞
機 械 有冨　正男 教授 平成25年　3月3１日限り 昭和50年４月１日から平成25年3月3１日
建 築 友清　貴和 教授 平成25年　3月3１日限り 昭和60年９月１日から平成25年3月3１日
海洋土木 北村　良介 教授 平成25年　3月3１日限り 昭和5４年6月１日から平成25年3月3１日
機 械 門　　久義 教授 平成26年　3月3１日限り 昭和62年１月１日から平成26年3月3１日
化学生命 杉村　和久 教授 平成26年　3月3１日限り 平成４年９月１6日から平成26年3月3１日
化学生命 板原　俊夫 教授 平成26年　3月3１日限り 昭和52年４月１日から平成９年3月3１日　鹿児島大学教養部

平成９年４月１日から平成26年3月3１日　鹿児島大学工学部　大学院理工学研究科
情報生体 中山　　茂 教授 平成26年　3月3１日限り 平成９年７月１日から平成26年3月3１日
化学生命 下茂　徹朗 准教授 平成26年　3月3１日限り 昭和４8年４月１日から平成26年3月3１日



20 Faculty of engineering Kagoshima university 21

会の辞で始まり、明石支部長（昭４２年卒）の挨拶、そして、ご来賓のお二人の先生に鹿児
島大学の近況のお話を含めたご挨拶を頂きました。続いて懇親会では、川上満州夫氏（昭
３０年卒）の乾杯でスタートし、歓談の後、各テーブル毎の紹介及びスピーチと和やかに進
み、応援歌である七高寮歌の「北辰斜めに」を唱和し、下茂忍氏（昭３４年卒）の万歳三唱
で盛況の内に閉演した。来年度は平成２７年７月４日（土）に大阪のホテル第一ビルで開催
の予定です。

中京支部の活動状況
　「中京支部」の総会は、平成26年７月11日（金）に愛知県知立市の「ホテルクラウンパ
レス知立」で開催しました。上谷俊平先生の御来賓を仰ぎ、総勢60名で盛会しました。司

福岡支部の活動状況
　「福岡支部」では、平成26年９月６日（土）に福岡市にある西鉄イン福岡にて、井手英
夫先生（Ｓ48卒）の来賓のもと、福岡北
辰斜の会2015（鹿児島大学同窓会連合会
福岡支部の全体会合）が16名の参加で開
催した。今回は機友会が二巡目の当番幹
事ということで、Ｓ44年卒の高塚汎（ひ
ろむ）氏（大学卒業後三菱重工業勤務、
Ｈ22年～太陽光発電技術研究組合専務理
事）が太陽光発電に関して講演をする…
予定になっている。毎回当番幹事の同窓
会関係者が講演を行っており、平成25年
は農学部が当番幹事でし…たので、福岡
県農業試験場で苺の「あまおう」の品種
開発に携わった方が講演を行った。

関西支部の活動状況
　「関西支部」の総会は平成26年７月５日（土）に大阪市内の「ホテル阪急インターナショ
ナル」にて、門　久義先生、余　永先生の来賓のもと、３０名で開催した。総会に先立ち講
演会として、ダイキン工業の矢野幸正氏（昭６０年卒）に『滋賀製作所・国内生産生き残り
をかけた挑戦！』と題した講演をして頂いた。総会は玖村信夫代表幹事（昭４７年卒）の開

平成25年11月9日　本部総会写真　その２

平成26年9月6日（土）　
福岡支部・福岡北辰斜の会2015の写真

平成26年７月５日（土）　関西支部総会写真

平成26年7月11日（金）　中部支部総会写真
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平成25年度　本部総会
　平成25年10月26日（土）、鹿児島市のパレスイン鹿児島において、４９名の参加者で開催
されました。会則により、本部総会は３年に一回の開催となります。昭和23年から平成22
年までの卒業生・修了生が参加しました。全国から支部長が集まり、元教官の村島定行先
生、山口純一先生、山下義信先生、現教員の電気電子工学科長…寺田教男先生、新任教員…
秋山雅裕先生、きばっど会講師の鶴丸氏と岩﨑氏、そして学内から10名の現役学生が参加
し、盛会となりました。次回の本部総会は、平成28年に開催予定です。

◇関東支部だより◇
鹿児島大学工学部関東合同同窓会

　平成25年11月16日（土）東京都目
黒区の三州クラブで開催されました。
錦水会関連では、大学から、電気電
子工学科長…寺田教男先生と情報生体
システム工学科長…湯ノ口万友先生が
ご出席されました。

会は幹事会社アイシン・エィ・ダブリュ（株）のもと、米山國弘氏（Ｓ28卒）の乾杯に始
まり、支部長の斎藤和幸（Ｓ47卒）の挨拶につづき大学近況の御報告を御来賓の先生から
頂きました。宴では、会社組織ごとの近況報告が各人から報告され大いに親睦を深めまし
た。最後は「機械科節」「北辰斜めに」の合唱で大いに気勢があがり、副支部長青木幸久
氏（Ｓ49卒）による万歳三唱で盛況のうちに閉宴しました。

関東支部の活動状況
　平成26年９月28日開催の鹿児島大学合同同窓会関東支部総会に、機友会より会員９名が
出席しました。参加者は昭和世代の卒業生のみで少なかったが、他学部、学科の皆様との
交流を図ることができました。今後若い機友会会員の参加を促して盛り上げを図るべく、
今年１１月1日（土）開催予定の機友会関東支部総会に向けて、準備を進めてまいります。

平成26年9月28日（日）　鹿児島大学合同同窓会関東支部総会

錦水会

工学部関東合同同窓会
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平成25年度　関西支部総会

　平成26年３月15日（土）大阪市の道頓
堀ホテルにて開催されました。電気電子
工学科…野見山輝明先生と情報生体シス
テム工学科…山下和香代先生がご出席さ
れました。野見山先生にレクチャーをい
ただき、山下先生には学内の近況をご報
告いただきました。

◇福岡支部だより◇
平成25年度　福岡支部総会

　平成25年11月30日（土）福岡市の天神
テルラスカイホールにて開催されまし
た。学内から、電気電子工学専攻…川越
明史先生がご出席されました。

平成26年度　福岡支部総会

　平成26年11月29日（土）福岡市の天神
テルラスカイホールにおいて、大学から
情報生体システム工学専攻…水野和生先
生にご出席いただき、総勢約40名で開催
されました。

◇熊本支部だより◇
平成25年度　熊本支部総会

　平成25年10月5日（土）熊本市のＫＫR
ホテル熊本において、学内から情報生体
システム工学専攻…二宮公紀先生にご出
席いただき、総勢９名で開催されました。

平成26年度　熊本支部総会

　平成26年10月４日（土）熊本市の
AＮAクラウンプラザホテル熊本ニュー
スカイにおいて、学内から電気電子工
学専攻…秋山雅裕先生にご出席いただき、

鹿児島大学同窓会連合会関東支部総会

　平成26年９月28日（土）東京都千代田区の東海大学校友会館にて開催されました。

工学部産学交流会

　平成25年９月９日（月）と平成26年８月26日（火）に、新宿オペラシティー 53F…
Cafe53にて開催されました。本会は、工場見学のために上京した学生と引率教員を迎え、
卒業生との交流を行うために開催しているものです。平成25年は電気電子工学科と情報生
体システム工学科、平成26年は電気電子工学科を対象に開催されました。

平成25年度　工学部産学交流会 平成26年度　工学部産学交流会

◇東海支部だより◇
平成25年度　東海支部総会

　平成25年11月23日（土）名古屋市の
ＫＫRホテル名古屋にて開催されました。
学内から、情報生体システム工学専攻…
王鋼先生がご出席されました。

平成26年度　東海支部総会

　平成26年11月22日（土）名古屋市の
ＫＫRホテル名古屋において、大学から電
気電子工学専攻…小原幸三先生にご出席
いただき、総勢23名で開催されました。

◇関西支部だより◇
平成24年度　関西支部総会

　平成25年3月23日（土）門真市の松心会館にて開催されました。電気電子工学科…田中哲
郎先生と情報生体システム工学科…中山茂先生がご出席されました。中山先生にレクチャー
をいただき、田中先生には学内の近況をご報告いただきました。

平成26年度　東海支部総会

平成25年度　関西支部総会

平成26年度　熊本支部総会

平成26年度　福岡支部総会
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学生向け講演会「きばっど会」

　平成25年度と平成26年度ともに、例年通り、これから就職活動を迎える学生を対象に、
稲盛会館にて開催されました。Ｈ25/10/26は、ルネサスエレクトロニクス（株）代表取締
役社長兼COOの鶴丸氏とソニー（株）の岩﨑氏、Ｈ26/11/1は、（株）リクルートの尾上氏と
関西電力（株）の森永氏から、ご講話をいただきました。

平成25年度　きばっど会 平成26年度　きばっど会

川口淳一郎先生講演会の開催

　平成26年２月17日（月）に、小惑星探査機「はやぶさ」のプロジェクトマネージャを務
められた川口淳一郎先生をおむかえして、情報工学科棟71号教室において、錦水会主催の
講演会を開催いたしました。学生、教員、一般会員、約100名の参加者がありました。

海上自衛隊海将 蔵迫兼志氏 講演会の開催

　平成26年５月28日（水）に、工学部の卒業生である蔵迫兼志氏をおむかえして、工学部
主催の講演会を、機友会との共催で、稲盛会館にて開催いたしました。

電気電子工学科棟のリニューアル

　昭和44年竣工の電気電子工学科棟が改修され、平成26年７月４日に竣工いたしました。
耐震対策をはじめ、ロビー部分の増床、表玄関の南側への移動、エレベータの大型化、太
陽光パネルの設置など、全面的なリニューアルにより、機能的で明るく開放的な空間に生
まれかわりました。屋上には、カメラが設置され、桜島のライブ映像をインターネット配
信しています。錦水会学内ホームページ上のリンクから、新しい電気電子棟の写真紹介と

総勢10名で開催されました。
…

◇宮崎支部だより◇
平成25年度　宮崎支部総会

　平成25年10月19日（土）宮崎市の杉の
子にて開催されました。学内から、電気
電子工学専攻…大畠賢一先生がご出席さ
れました。

平成26年度　宮崎支部総会

　平成26…年10月25日（土）大正時代の
名建築物の県庁本館近くの「和食の橘」
において、大学から情報生体システム工
学専攻の渕田孝康先生にご出席いただ
き、総勢17名で開催されました。

◇鹿児島支部だより◇
平成26年度　鹿児島支部総会

　平成26年11月1日（土）鹿児島市のパ
レスイン鹿児島にて、49名の参加者で開
催されました。旧教職員から廣岡繁先生、
山下義信先生、柚木謙一先生、南竹力先
生が、特別会員の現教員から昨年に引き
続き秋山雅裕先生にご出席いただきまし
た。きばっど会講師の尾上氏と森永氏に
もご参加いただき、学内から14名の現役
学生を招待しました。

◇学内だより◇
新入生歓迎ウェルカムパーティー

　平成25年度と平成26年度ともに、鹿児島サンロイヤルホテルの昼食バイキングを利用し
開催されました。Ｈ25/5/10とＨ26/5/9は電気電子工学科、Ｈ25/5/24とＨ26/5/16は情報生
体システム工学科の開催でした。
…… …

平成26年度　鹿児島支部総会

H26年度　ウェルカムパーティー（電気電子） H26年度　ウェルカムパーティー（情報生体）

平成26年度　宮崎支部総会
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ライブ映像のページへアクセスできます
ので、ご覧下さい。
h t t p : / /www . e e e . k a g o s h im a - u .
ac.jp/~kinsuikai/

◇同期会だより◇
※詳細は、錦水会ＨＰ（http://kinsuikai.sakura.ne.jp）で紹介しております。
昭和35年電気工学科卒同期会（満月会）、平成25年5月24日～25日開催

　国民宿舎「レインボー桜島」にて、16名の参加で、Ｈ25.５.２4～25に開催されました。

昭和49年卒＆45年入学同期会、平成25年10月6日開催

　福岡市「天神テルラ　スカイホール」にて、廣岡先生と浦上先生をお迎えし、総勢15名
で開催されました。

昭和49年卒＆45年入学同期会、平成26年9月20日開催

　門真市「松心会館」にて、廣岡先生をお迎えし、総勢14名で開催されました。

電気工学科卒業50周年記念同窓会（電気昭和39年卒）、平成26年10月8日開催

　昼の部では、母校にて、学生向けの基調講演と12名の参加者からのスピーチがあり、錦
水会会長　葉山氏から祝辞がありました。夜の部は、山下義信先生をお迎えし、サンロイ
ヤルホテルにて開催されました。

◇学生の受賞◇… ※受賞日順、学年は受賞当時（＊は発表当時）
・高森　凌（電気電子工学専攻２年、指導教員　西川　健二郎）
　IEEE…Fukuoka…Ｓection…「2014年ＩＥＥＥ福岡支部学生研究奨励賞」、Ｈ27年３月
・益山　仁（情報生体システム工学専攻２年、指導教員　川崎　洋）
　情報処理学会「平成26年度山下記念研究賞」、Ｈ27年３月
・榊　裕翔　（電気電子工学専攻2年、指導教員　西川　健二郎）
　…2014…Thailand-Japan…Microwave,…"Thailand-Japan…Microwave…2014…Ｙoung…Researcher…
Encouragement…Award",　Ｈ26年11月

・落水　大輝、鹿毛　健広、中村　太海（情報生体システム工学科４年、指導教員　升屋

　正人）
　「ビジネスモデル発見＆発表会」九州大会「ICTビジネス研究会賞」、Ｈ26年11月
・華山　達也（情報生体システム工学専攻1年、指導教員　川崎　洋）
　…The…4th…IIEEJ…International…Workshop…on…Image…Electronics…and…Visual…Computing…

2014,…"Best…Ｐaper…Award",　Ｈ26年10月
・塚本…裕明…（電気電子工学専攻1年、指導教員　寺井　慶和）
　International…Conference…and…Ｓummer…Ｓchool…on…Advanced…Ｓilicide…Technology,
　"Ｙoung…Ｓcientist…Award",　Ｈ26年７月21日
・益山　仁（情報生体システム工学専攻２年、指導教員　川崎　洋）
　MIRU2014　第17回画像の認識・理解シンポジウム「MIRU優秀賞」、Ｈ26年７月
・宮島　洋文…（博士後期課程1年、指導教員　重井　徳貴）
　…The…2014…IAEＮＧ…International…Conference…on…Artificial…Intelligence…and…Applications,…

"Certificate…of…Merit",　Ｈ26年５月
・満永　一武輝　（電気電子工学専攻２年＊、指導教員　宮島　廣美）
　日本知能情報ファジィ学会九州支部「学生優秀講演賞」、Ｈ26年４月
・榊　裕翔　（電気電子工学専攻1年、指導教員　西川　健二郎）
　電子情報通信学会　「平成25年度学術奨励賞受賞」、Ｈ26年３月
・岩切　浩亮（情報生体システム工学専攻1年、指導教員　渡邊　睦）
　ＮTTドコモ九州スマートフォンアプリコンテスト「優秀賞」、Ｈ26年３月
・宮脇　悠（情報生体システム工学専攻1年、指導教員　佐藤　公則、鹿嶋　雅之）
　ＮTTドコモ九州スマートフォンアプリコンテスト「優秀賞」、Ｈ26年３月
・中田　達也　（情報生体システム工学専攻1年、指導教員　佐藤　公則）
　電子情報通信学会　バイオメトリクス研究会「学生貢献賞」、Ｈ26年２月
・山口　智嗣（情報生体システム工学専攻、指導教員　湯ノ口　万友、塗木　淳夫）
　…Ｎational… Instrumentsグラフィカルシステム開発コンテスト「学生部門優秀賞」、Ｈ25年
11月

・木佐貫　恵（情報生体システム工学専攻、指導教員　小野　智司）
　…情報処理学会…数理モデル化と問題解決研究会「ベストプレゼンテーション賞」、Ｈ25年
10月

・Anis…Ur…Rehman（博士後期課程３年、指導教員　大塚　作一、木原　健）
　The…9th…Asia-Ｐacific…Conference…on…Vision,…"…Ｇraduate…Travel…Award",…Ｈ25年７月
・松本　徳幸（情報生体システム工学専攻、指導教員　水野　和生）
　ＮTTdocomo主催・MEDIAＳ…W…アプリ開発コンテスト「優秀賞」、Ｈ25年７月
・宮脇　悠（情報生体システム工学専攻1年、指導教員　佐藤　公則、鹿嶋　雅之）
　2013東京国際スマートフォンアプリアワード　学生部門「特別賞」、Ｈ25年４月
・井ノ上　桃子（情報生体システム工学科４年、指導教員　大塚　作一、木原　健）
　ＨCＧシンポジウム2012「学生優秀インタラクティブ発表賞」、Ｈ24年12月
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　ＡＯＩ会の会員の皆様、ご健勝のこととお慶び申し上げます。ＡＯＩ会関係の近況をご
報告します。

○第９回、第10回建築ナビ「先輩と進路・就職を語る会」の開催報告
　同会は2002年から開催され、昨年度と今年度、それぞれにおいて開催されました。
　学生にとつて極めて有意義なものになったようです。今後も継続して同会を開催できる
ようにＡＯＩ会も支援してゆく計画でおります。
　日：2013年10月５日（土）　講演：…倉富　宗一郎氏（平成13年卒、北山創造研究所ディレ

クター）
　　　　　　　　　　　　　講演：……内田　隆之氏…（平成９年卒、ウチダアーキテクトオ

フィス代表）
　　　　　　　　　　　　　講演：…森川　しのぶ（旧姓：橋口）さん…（昭和57年卒、大林組）
　日：2014年９月27日（土）　講演：…味園　千草（旧姓：佐藤）…さん（昭和58年卒、地元…

ベガハウス）
　　　　　　　　　　　　　講演：…山花　絵里…さん…（平成19年卒、内藤建築設計事務所…

意匠設計）
　　　　　　　　　　　　　講演：…松永　広幸…氏…（平成19年卒、大気社　九州支店長）

○AOI会設計優秀賞の受賞式
　武田敏郎会長の発案で新たに2008年に「AOI会設計優秀賞」が創設されました。これは
同窓会が在学生の設計活動を励ます主旨のものです。1学年から３年生が対象で、各学年
で年間を通して優秀集な設計課題の作品を最も多く提出した学生に送られます。第５の受
賞は以下のとおりです。
　2012年度受賞者　1年生：…高橋　一貴、竹島　光志郎
　　　　　　　　　２年生：木村　明寛、ベンライサミ
　　　　　　　　　３年生：伊藤　郷志、畠中　美穂子
　2013年度受賞者　1年生：…北之園　裕子、佐々木　麻結
　　　　　　　　　２年生：齋藤　雅敏、戸村　奈央
　　　　　　　　　３年生：平　知紘、西田　哲朗

○第２回平成２年卒業生同窓会
　2014年11月23日（日）に鹿児島市内で、昭和61年鹿大建築入学生と平成２年卒業生によ
る同窓会が開催されました。第1回は2009年に開催されています。参加者は卒業生32名に
土田先生、友清先生、赤坂先生、久米先生、揚村先生の５名が招待されました。

・坂元　里菜（情報生体システム工学科４年、指導教員　大塚　作一、木原　健）
　ＨCＧシンポジウム2012「学生優秀インタラクティブ発表賞」、Ｈ24年12月
・内田　功哉　（電気電子工学専攻1年、指導教員　宮島　廣美）
　日本知能情報ファジィ学会九州支部「学生優秀ポスター賞」、Ｈ24年12月
・山口　洋平　（電気電子工学専攻1年、指導教員　重井　徳貴）
　日本知能情報ファジィ学会九州支部「学生優秀ポスター賞」、Ｈ24年12月
　

錦水会ホームページのリニューアル

　平成25年12月に錦水会ホームページ
をリニューアルいたしました。新しい
ホームページのアドレスは以下の通り
です。
　http://kinsuikai.sakura.ne.jp/

AOI 会
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　　　　　　　厄払い会　　　　毎年２月　　　　　　　（連絡先:塩屋まで）
　大 分 支 部　工学部同窓会として開催（毎年）　連絡先：０９７７-２５-１２２１…（和田支部長）
　北九州支部　毎年12月の第1土曜日　　　　　　連絡先：０９２-８７１-８４５０…（守　支部長）
　関 西 支 部　毎年９月ごろ　　　　　　　　　　連絡先：０７５-９２２-００８６（小林支部長）
　関 東 支 部　工学部同窓会として開催　　　　　連絡先：０３-３２６３-６５５４（楊　支部長）

○ＡＯＩ会の名称の由来
　卒業してから「あ、おい、飲もうかい」の「あ」、「おい」の「お」と「い」、および「飲
もうかい」の「かい（会）」をとって「あおい会（ＡＯＩ会）」になったとのことです。

文責　庶務幹事　塩屋　晋一（昭和57年卒業）

　会場は旧県庁の「県政記念館」で、二次会にもほぼ全員が参加し“大盛会”となりまし
た。次回は2019年の卒業３０年で開催予定です。会の開催前に鹿大建築棟２階会議室にて現
役学生と卒業生との「語る会」を開催し、学生・院生さんたちのお悩み相談（笑）と、我々
OBが学生時代何をやっていたか、また社会人になってどういう仕事をして来たかを、い
ろいろな職種のOB11名が「語り」ました。この情報は廣崎雅之さんより提供していただ
きました。

○皆川洋一教授が御退職されました。
　2014年３月31日に本大学を退職されました。退職後は出身地の水戸市に居を移されまし
た。先生は本学科の構造力学の教育水準を全国トップレベルまで引き上げられました。
　かなり厳しく鍛え上げられた卒業生はかなりいらっしゃると思います。今後の御健勝と
御活躍を祈念致したいと思います。

○本間俊雄教授が日本建築学会賞を受賞
　「構造形態の解析と創生に関する一連の研究」で2014年日本建築学会論文賞を受賞され
ました。

○厄払い会
　鹿児島本部では毎年、２月に厄払い会を開催しております。AOI会の総会が開催される
年は総会の懇親会と合同でやることになっております。都合がつけば是非参加して頂きた
いと思います。

○関西ＡＯＩ会の総会
… …平成26年９月27日に大阪市で関西支部の支部総会と懇親会が開催されました。参加者は
31名で、本学の本間教授先生が出席されております。若い卒業生の参加が少ないようで
す。最近の卒業生も是非、参加して頂きたいと思います。

○ＡＯＩ会北九州支部の総会
… …平成26年12月６日に福岡市でＡＯＩ会北九州支部の支部総会と懇親会が開催されまし
た。参加者は53名で、元教官の三島先生、黒木（康）先生また本学の澤田先生が出席され
ております。また毎年、12月初めの土曜日と決まっておりますので、最近の卒業生も是非、
参加して頂きたいと思います。

○各支部の年会と日程
　各支部では定期的に年会が開かれております。機会がございましたら各支部の年会に出
席して同窓生間の交流を深めていただきたいと思います。
　鹿児島本部　次回の本部総会　２０１４年２月………………

昭和61年鹿大建築入学生と平成２年卒業生による同窓会2014年11月23日

関西AOI会総会（平成26年 9月27日）
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　南窓舎密会の部会便りとしまして、平成25年に開催された、第21回南窓舎密会総会およ
び平成26年に開催された第22回南窓舎密会総会に関する報告を致します。

　平成25年10月19日に「第21回南窓舎密会総会および講演会」が開催されました。卒業生
を招いての講演会には、Ｈ5年化工卒、（財）化学物質評価研究機構　角氏、Ｓ46年応化卒、
合資会社エスシーエフテクノリンク代表　福里氏を講師としてお招きし、以下のような講
演タイトルにて貴重なお話をしていただき、約100名の参加者がありました。本講演会は、
大学を出て10年以上経過した先輩がどのような仕事をしているのか、どのような学生を企
業は望んでいるのか等々、本音の話を聞き、「先輩の話を聞いて就職活動に勝とう」を合
言葉にした講演会で、毎年総会と同日に開催しております。また、講演会後、会場を鹿児
島市内のジェイドガーデンパレスに移し、総会および懇親会を開催いたしました。

■講演会
会場：鹿児島大学工学部…稲盛会館
　講演1．「人と化学と環境の調和、それが私たちの仕事です　
　　　　　　～パラダイムシフトする未来に向けて～」　角　慎一郎……氏
　講演２．「超臨界流体（ＳCF）技術の現状と将来
　　　　　　－事例に基づく技術紹介（主に廃棄物の有効利活用）－」　福里　隆一　氏
■総会・懇親会
会場：ジェイドガーデンパレス（鹿児島市上荒田町）

平成26年建築学科３年生による建築展

北九州AOI会総会（平成26年12月6日）

南窓舎密会
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議題：1）一般報告、本部報告（庶務幹事）、支部報告（各支部長）
　　　２）…会計報告、平成24年度決算報告（会計幹事）、監査報告（監事）、平成25年度予

算案（会計幹事）
　　　３）…その他、南窓舎密会の活性化（新入生歓迎会での会長挨拶等）について

　総会および懇親会には、来賓として染川賢一会長、田中安彦先生、高橋武重先生、前田
滋先生にご出席していただきました。また、関東支部長　三宅征夫様、東海支部長　種子
田實郎様、関西支部長　大町凱彦様、北部九州支部長　黒田眞也様にもご出席していただ
きました。総会及び懇親会の出席者は総計45名でした。

　第22回南窓舎密会総会および講演会については、平成26年10月18日に開催されました。
前年同様に、総会に先立って、卒業生を招いて講演会が開催され、Ｓ61年化工卒、新日鐵
住金　柏原氏、Ｓ59年応化卒、旭硝子（株）…和田氏を講師としてお招きし、以下のような
講演タイトルにてお話をしていただきました。本年度は、約90名の聴講がありました。講

演会後、昨年同様、ジェイドガーデンパレスにて、総会および懇親会を開催いたしました。
■講演会
会場：鹿児島大学工学部…稲盛会館
　講演1．「文明を支え未来を拓く「鉄メタラジー」
　　　　　　～省エネ・省資源への挑戦～」　柏原　司氏
　講演２．「仕事を楽しみ、ベストを尽くそう！」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　浩志氏
■総会・懇親会
会場：ジェイドガーデンパレス（鹿児島市上荒田町）
議題：1）…一般報告、本部報告（庶務幹事）、支部報告（各支部長）
　　　２）…会計報告、平成25年度決算報告（会計幹事）、監査報告（監事）、平成26年度予

算案（会計幹事）
　総会および懇親会には、来賓として染川賢一会長、田中安彦先生、鎌田薩男先生、高橋
武重先生、前田滋先生、旗手泰雄先生、下茂徹朗先生にご出席していただきました。また、
各支部より、関東支部長　三宅征夫様、東海支部庶務幹事　小木戸慎二様、関西支部長　
大町凱彦様、北部九州支部長　黒田眞也様にご出席していただき、その他48名の方にご参
加いただきました。宴では、染川会長はじめとする恩師の方々にも近況を語っていただき、
また現役学生も多数参加し、同窓生の方々と焼酎を酌み交わしつつ話を弾ませておりまし
た。

恩師叙勲のお知らせ
　南窓舎密会より、恩師である田中安彦名誉教授、鎌田薩男名誉教授、前田　滋名誉教授
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「しらなみ会会長挨拶」
萩　亮（昭和52年卒）

　しらなみ会の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
　平成26年12月には、アベノミクスの継続かどうかをかけて、衆議院解散総選挙となりま
した。皆様の手に、この会報が届く頃は、いずれにしても、景気も経済も希望が持てる日
本になっていることを心から願う次第です。
　さて、昨年1年は、しらなみ会は総会のない年でしたが、平成25年４月総会で承認いた
だいた計画に基づき活動して参りました。一つ目は、新たに現役学生会員に対する研究活
動助成事業を始めたことです。昨年３月の卒業式で、卒業論文優秀者４名に「しらなみ
賞」の賞状と記念品を贈呈し、学生時代の総仕上げたる卒論での頑張りを讃え、卒業して
次のステップへと進む学生諸君の励みとしてもらったところです。また、研究活動の活性
化に役立ててもらうため、学生の学会参加者等にも多少の助成を行いました。二つ目は、
かねてから準備してきた「しらなみ会ホームページ」の本格運用です。今後、しらなみ会
に関する情報をできるだけリアルタイムで会員の皆様に届けられるよう、努力して参りま
す。これらをはじめ、皆様に喜んでいただける活動を展開すべく、少しずつでも活動内容
を充実していきたいと思いますので、今後ともご理解とご協力を、ご意見をよろしくお願
いします。
　また、支部においても、それぞれ活動がなされているところですが、昨年９月には、関
西支部で、支部外からの参加も募って拡大会が開催され、参加した1期生の還暦祝いもな
されました。私も参加させていただきましたが、支部長をはじめ関西支部の皆様の意欲的
な取り組みに、そして暖かいご厚情に心からお礼を申し上げます。
　今年は、２年に1回の総会の年ですので、来る４月18日に第17回しらなみ会総会を予定
しています。たくさんの参加をお待ちしております。全国1800余名の会員の皆様の一層の
ご活躍とご健康を祈念申し上げます。

「本部活動報告」
しらなみ会本部庶務幹事　木佐貫　浄治（平成２年卒）

　本部における活動を報告します。
　平成25年４月に開催された第16回しらなみ会総会において、承認いただいた「しらなみ
会研究活動助成事業」を平成25年度から実施しています。
　この事業は、学生会員の研究成果の向上を支援するとともに同窓会活動に対する理解を
深めてもらうことを目的に年間10万円を限度に、学生会員に対して助成を行っています。

の３名の先生方が平成26年秋の叙勲において瑞宝中綬章を受章されました。1月には研究
室主催の祝賀会も企画されているようです。これまでの先生方が一心に取り組まれました
教育・研究の賜物であると存じ上げます。ご受章誠におめでとうございます。南窓舎密会
会員一同お祝い申し上げます。

教員の退官・昇任・移動等
　平成25年度末において、南窓舎密会関連の化学生命・化学工学専攻所属の杉村和久教
授、板原俊夫教授、下茂徹朗准教授の３名の先生方が退官されました。また、平成26年度
末において、筒井俊雄教授が退官されます。長らく教育研究活動のみならず、同窓会活動
にもご協力いただきました。特に、下茂先生におきましては、旧舎密会より幹事の職をお
引き受けいただき、本会の発展に尽くしていただきました。この紙面をお借りして感謝の
意を示したいと思います。大変ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い
申し上げます。
　また、平成27年1月現在の教員配置について、下記に記しておきたいと思います。３名
の先生方がＨ26年度においてご昇任されました。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

教員配置（平成27年1月現在）

大学院博士前期課程　理工学研究科（工系）　化学生命・化学工学専攻
　教　授：甲斐敬美、筒井俊雄、平田好洋、吉田昌弘
　　　　　大木　章、門川淳一、隅田泰生、肥後盛秀、橋本雅仁（Ｈ26年５月昇任）
　准教授：鮫島宗一郎、武井孝行、中里　勉、
　　　　　上田岳彦、金子芳郎、高梨啓和、吉留俊史、山元和哉（Ｈ26年４月昇任）、
　　　　　中島常憲（Ｈ27年1月昇任）
　助　教：五島　崇、下之園太郎、水田　敬、橋口周平、満塩　勝、若尾雅広
工学部　環境化学プロセス工学科
　教　授：甲斐敬美、筒井俊雄、平田好洋、吉田昌弘
　准教授：鮫島宗一郎、武井孝行、中里　勉
　助　教：五島　崇、下之園太郎、水田　敬
工学部…化学生命工学科
　教　授：大木　章、門川淳一、隅田泰生、肥後盛秀、橋本雅仁（Ｈ26年５月昇任）
　准教授：上田岳彦、金子芳郎、高梨啓和、吉留俊史、山元和哉（Ｈ26年４月昇任）、
　　　　　中島常憲（Ｈ27年1月昇任）
　助　教：橋口周平、満塩　勝、若尾雅広

退　職（平成26年３月）…
　板原俊夫、下茂徹朗、杉村和久

しらなみ会
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助成の内容としては、学会の参加旅費の
一部負担、及び、卒業論文の優秀講演者
に対して、賞状と副賞を授与しており、
去る３月25日、卒業式と併せて行われた
授賞式において、萩会長から学生に渡さ
れました。
　また、しらなみ会のホームページの充
実に取り組んでいます。このホームペー
ジは、故間庭愛信先生（Ｈ24.５逝去）の
御家族からいただいた寄付を基に作成さ
れたものであり、各支部の活動など各種
同窓会活動の情報を提供しています。
　同窓会の皆様も、御覧にいただくとと
もに、情報提供をいただければ、逐次、
更新したいと考えています。
　ＨＰ：http://oce.oce.kagoshima-u.
ac.jp/~shiranami/index.html
　情報提供は、編集幹事（学内）酒匂
（sako@oce.kagoshima-u.ac.jp）まで。
　来る平成27年４月18日（土）に鹿児島
市のジェイドガーデンホテルにおいて
「第17回しらなみ会総会（総会：午後４時、特別講演会：５時、懇親会：６時）」を開催予
定です。詳細については、今後、案内状を発送予定ですが、併せて、ホームページでも掲
載しますので、たくさんの参加をお待ちしております。
　本部では、年２回定例の幹事会を開催し議論しています。同窓生の方々の御意見や御要
望、又は情報提供等がありましたら、上記アドレスに連絡いただければ幸いです。
　本部としても参考にさせていただきながら、同窓会活動を盛り上げたいと思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。　

「関東支部活動報告」

＜平成25年度活動＞　平成25年11月16日（土）に、東京目黒にある三州郷土館にて…鹿児
島大学工学部関東合同同窓会が開催されました。海洋土木工学科からは、学科長の武若
耕司教授と…平成８年に退官され現在横浜にお住いの豊田昭三先生がお越しになりました。
我々しらなみ会関東支部メンバーは11名が同窓会に参加し…先生方を囲んで旧交を温めま
した。また、同窓会終了後にJR目黒駅前の居酒屋で行ったしらなみ会には…さらに６人の

会員が駆けつけてくださり、楽しいひと
時を過ごすことができました。
＜平成26年度活動＞　平成26年９月28日
（日）に、霞ヶ関ビル35Fの東海大学校
友会館にて…鹿児島大学同窓会連合会関
東支部第3回総会が開催されました。全
学部より鹿大OB200名以上が参加する
中、しらなみ会関東支部からは10名が参
加し、医学部OBの太田先生による講演
会で貴重なお話を伺い…懇親会では「鹿
児島の香り漂う大抽選会」で多くの景品をゲットしました。今回も、総会終了後に霞ヶ関
ビル近くの居酒屋に再集合しあとから参加した６名とあわせて総勢16名でしらなみ会を行
いました。しらなみ会にご参加いただいた皆さんの表情から…楽しそうな「のんかた」の
雰囲気が少しは伝わりましたでしょうか？…
　関東地方に在住される海洋土木OBの方々はたくさんいらっしゃると思いますが…事務局
で連絡先を把握できている方は全てではありません。また、個人情報保護の問題で連絡先
情報の入手が困難なこと…お仕事の関係で転勤・異動により連絡がとれなくなることもあ
り…しらなみ会の開催に関する通知を届けられていない方々も少なくありません。先輩・
後輩・御友人等を通じてなんとか事務局とつながることができた方には…ご連絡をとりた
いと存じますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。

「関西支部活動報告」
大田　英司（平成7年卒）

＜しらなみ会関西支部　定例会＞　開催日時：2014年８月1日（金）　19：00～、14名
　今回は、９月に大阪大学で開催される
土木学会全国大会に合わせて関西支部
会を開催するための意見交換を行いまし
た。その際、関西のみならず全国のしら
なみ会の方々も参加できるように呼びか
けることにしました。
　また、前回の支部会（2/21）でこの定
例会で新体制を決定することになってい
ましたが、次回の関西支部・拡大会で発
表することになりました。
＜しらなみ会関西支部・拡大会＞
開催日時：2014年９月11日（木）　19：00 ～、36名
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　今回は、土木学会全国大会が大阪大学（9/10～12）で開催され、また海洋土木開発工学
科（現在の海洋土木工学科）の第1期生が還暦を迎えられる節目の年であるということも
あり、関西支部のみならず関西以外の方々にも参加いただきました。また、第1期生であ
ります武若教授の呼びかけにより学生の方々にも参加していただき、大変盛大に開催する
ことができました。
　また、関西支部の支部長として結成当初から永きにわたり牽引していただいた石田支部
長の発表により、新体制へと移行することを決定しました。なお、石田支部長には「名誉
支部長」として引き続きご支援いただくことになっております。
　この新体制への移行は、関西支部だけではなく、しらなみ会のさらなる活性化に向けて
若手会員の参加やこれから卒業される学生に対するフォローができるようにコミュニケー
ションを深めていかねばとの思いから、若返りを図ったものです。
　大学はもとより各支部間の連絡を密にし、会員全員にしらなみ会の情報を発信していく
ことが、より一層必要との思いを新たにしました。
事務局新体制：支部長：大田（Ｈ７）、副支部長：中西（Ｓ57）、事務局：緒方（Ｈ14）、
事務局補佐：下部（Ｈ24）

「福岡支部活動報告」
福岡支部長　梁木　英寿（昭和54年卒）

　福岡支部は年に1回の総会と懇親会を実施しており、平成25年11月15日（金）に開催し
た総会では、福岡県内を中心とした九州北部地域から20数名が参加しました。20代から50
代まで幅広い年齢層が集まり、懐かしき大学時代の話に花を咲かせるとともに、ひとりず
つ今年1年間の仕事や家族等に関する近況報告を行い、同窓生の親交を深め、楽しいひと
時を過ごしました。
　また、普段福岡では会合の最後に「博多手一本」（博多祇園山笠祭に由来）で締めるこ
とが多いのですが、支部総会ではもちろん恒例の「巻頭言」と「北辰斜めに」で盛大に終
了致しました。今年の総会と懇親会は平成26年11月28日（金）に、福岡市中央区渡辺通２
丁目にある「旬菜食房ぎょくちょう」にて開催予定です。
　例年福岡支部内外の出入りが多く、支
部会員の移動状況を把握することが困
難な状況です。福岡支部内に移動されま
した場合はぜひご連絡をお願いいたしま
す。また、福岡支部総会の開催日に福岡
へお立ち寄りの際は、ぜひご参加頂ける
と幸いに思います。今後もより多くの同
窓生と楽しく交流できることを期待して
おります。

トピックス

北村良介先生退職記念祝賀会報告

　鹿児島大学大学院理工学研究科海洋土木工学専攻教授　北村良介先生におかれまして
は、平成25年３月末日をもって退職されました。先生は、京都大学防災研究所助手として
奉職されました後、昭和54年に講師として鹿児島大学工学部海洋土木開発工学科（現在の
海洋土木工学科）に御着任されました。その後昭和58年には助教授に昇任、昭和63年には
教授に昇任され、幅広い見識と指導力を持って教育・研究活動に取り組まれてこられまし
た。平成２年には、オーストラリアの西オーストラリア大学において訪問研究員として研
鑽を積まれ、また学内では、平成16年度に、工学部副学部長の要職にも従事されました。
この間、先生は御専門とされる土質力学・地盤工学に関連して、学部・大学院で土質力学、
地盤工学、土木計画学、土質工学実験、土質力学特論等、多くの講義を教授され、幾多の
人材を育成されました。研究の面においては、確率・統計を援用した不飽和土質力学、地
盤工学、斜面防災工学、火山工学などの分野において幅広く研究を重ねられ、これまで土
質工学会論文奨励賞、土木学会論文賞、地盤工学会功労賞など多くの論文や著書などにそ
の成果を記しておられます。また、主査として13名の博士学位論文の指導を行い、これら
の分野における研究の発展ならびに後進の研究者の育成に尽力されました。
　去る平成25年５月25日（土）に鹿児島市の「ジェイドガーデンパレス」に於いて北村良
介先生の退職記念祝賀会及び記念事業を開催いたしました「北村良介先生退職記念祝賀会」
は、先生御夫妻ほか138名の方々から御出席いただき、盛大に行われました。北村先生も
懐かしい卒業生に囲まれて大変喜んでおられました。記念事業には当日御都合により御出
席できなかった先生、卒業生の方々を含む、251名の方々から92万円の醵金を賜り、北村
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先生にノートパソコンと旅行券が記念品として贈られました。（当日の講演会及び祝賀会
の様子：http://oce.oce.kagoshima-u.ac.jp/~shiranami/index.html）
…

新任挨拶
海洋土木工学専攻　助教　加古　真一郎

　平成25年９月1日付で、…理工学研究科海洋土木工学専攻の助教として着任いたしました
加古真一郎と申します。私は、平成19年９月に東海大学大学院海洋学研究科海洋工学専攻
で学位を所得し、平成19年10月から平成20年3月までは九州大学大学院総合理工学府で、
平成20年４月から平成25年８月までは、愛媛大学沿岸環境科学研究センターでそれぞれポ
ストドクターを勤めていました。専門は海洋物理で、人工衛星データの解析、数値モデル
による海洋循環や大気循環などの再現、大気海洋相互作用メカニズムの解明などが主な研
究テーマです。加えて、海岸漂着ゴミなどの環境問題へも海洋物理の面からアプローチを
しています。着任前は、初めての土地ということもあり、少々の不安もありましたが、海
洋土木の先生をはじめ、多くの方に親切に接して頂き、少しずつ仕事を覚えながら前進し
ております。不慣れな部分も多く、皆様に教えを請うこともあるとは思いますが、お力添
えをいただきたいと存じます。新しい気持ちで全力をつくし、海洋土木の学生とともに成
長してまいりたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

鹿児島大学稲盛賞
（平成25年度・26年度）

平成25年度
［環境化学プロセス工学科］　　　竹添　　凌
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　中川　智文

平成26年度
［情報生体システム工学科］　　　野崎　裕嗣
［化 学 生 命 工 学 科］　　　下津　尭子

鹿児島大学工学部稲盛学生賞
（平成25年度・26年度）

平成25年度

［機 械 工 学 科］　　　新川田圭介　　　眞方山航平
［電 気 電 子 工 学 科］　　　椎屋　美咲　　　福山　貴之
［建 築 学 科］　　　奥山　尚美　　　畠中美穂子
［環境化学プロセス工学科］　　　緒方　伸也　　　松本英里子
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　加賀　惇也　　　中川　智文
［情報生体システム工学科］　　　吉松　裕貴　　　江口　翔太
［化 学 生 命 工 学 科］　　　中島　麻美　　　林　　洋美

平成26年度
［機 械 工 学 科］　　　上笹貫滉大　　　橋本　裕貴
［電 気 電 子 工 学 科］　　　森川　朋美　　　前野真智子
［建 築 学 科］　　　西田　哲朗　　　佐々木真美
［環境化学プロセス工学科］　　　谷吉　祐哉　　　宮田　英和
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　垣田　菜美　　　酒井　都晃
［情報生体システム工学科］　　　野崎　裕嗣　　　上鶴　晃平
［化 学 生 命 工 学 科］　　　下津　尭子　　　松元　拓也
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累積学部長賞・成績優秀賞
（平成24年度・25年度）

平成24年度累積学部長賞
［機 械 工 学 科］　　　飯尾　泰士　　　上野　良輔　　　田畑　　亮
… 森山　晃貴
［電 気 電 子 工 学 科］　　　上別府由佳　　　椎原康士郎　　　帖地　宏典
… 袁　　　汀
［建 築 学 科］　　　鎌田　彩夢　　　三池もも子　　　髙野瀬　健
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　小原　圭祐　　　小牧　裕幸　　　立和田英樹
… 田中　翔平　　　新坂　将行　　　福田　拓郎
… 山口　元気
［環境化学プロセス工学科］　　　尾原　翔伍　　　白桃　佐典　　　田中　啓寛
… 松崎　　陽
［情報生体システム工学科］　　　集　　美輝　　　安徳　知博　　　東中　陽平
… 堀田　祐樹　　　益山　　仁
［情 報 工 学 科］　　　佐多　恵悟
［化 学 生 命 工 学 科］　　　植田　紗世　　　神田　圭輔　　　宮地　健人

平成25年度累積学部長賞
［機 械 工 学 科］　　　田中　達也　　　真方山航平　　　菊永　昌大
… 新川田圭介　　　福島　寛仁　　　山口　修平
［電 気 電 子 工 学 科］　　　櫛山　賢佑　　　塚本　裕明
［建 築 学 科］　　　奥山　尚美　　　畠中美穂子　　　公文　祐斗
［環境化学プロセス工学科］　　　緒方　伸也　　　松本英里子　　　竹添　　凌
… 和田　祥平　　　衛藤　慶大
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　中川　智文　　　加賀　惇也
［情報生体システム工学科］　　　江口　翔太　　　吉松　裕貴　　　森永　寛紀
［化 学 生 命 工 学 科］　　　林　　洋美　　　中島　麻美　　　信田　彩夏
… 安中　　彩　　　杉元　貴哉　　　有島由紀子

平成24年度累積成績優秀賞
［機 械 工 学 科］　　　赤坂　虎大　　　上野　直也　　　大神寿太郎
… 奥津　智恵　　　前畑　亮太　　　吉崎　俊樹
… 松下　正龍

［電 気 電 子 工 学 科］　　　今村　寿郎　　　岩下　真也　　　岩元雅太郎
… 尾迫　佑樹　　　帶田　啓太　　　河原　史倫
… 溝上　竜馬　　　酒瀬川健人
［建 築 学 科］　　　関　　恭太　　　田中さゆり　　　西森　裕人
… 野元　麗生　　　花岡　晶子　　　新留　洋平
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　立山　正秋　　　徳満絵莉香　　　中尾　侑輔
… 櫨元　郁弥　　　肥後　　武　　　前村　周作
… 松尾　俊平　　　南　　翔太
［環境化学プロセス工学科］　　　麻生　正博　　　久保　翔平　　　重光　孝政
… 島崎　拓也　　　鶴田　公平　　　福島真理成
… 村田　祐馬
［情報生体システム工学科］　　　倉光　　輝　　　古賀　道雄　　　諏訪原信也
… 中田　達也　　　平部　裕子　　　松ヶ野祐紀
… 山内　　佳　　　濵石　麻菜
［化 学 生 命 工 学 科］　　　石井　拓洋　　　織田　隆誠　　　高山　佳穂
… 田中　康平　　　徳永　貴大

平成25年度累積成績優秀賞
［機 械 工 学 科］　　　柳　　純平　　　松葉　正寛　　　増山　　翼
… 後藤　優介　　　福田　雅樹　　　古川　臨夢
… 清次　陽介
［電 気 電 子 工 学 科］　　　椎屋　美咲　　　金丸　尚裕　　　福山　貴之
… 山口　陽己　　　服部　　哲　　　吉田　大理
… 田中　　亮
［建 築 学 科］　　　日向加奈恵
［環境化学プロセス工学科］　　　本坊　真也　　　高濱　　遥　　　吉永　浩士
… 田島　祐典　　　齋藤　諒太　　　板垣　亮平
… 市成　　淳　　　松尾　郁哉
［海 洋 土 木 工 学 科］　　　面矢　晴紀　　　村田　純孝　　　薗田　祐希
… 畠中　優成　　　加治原　誠　　　今村　賢治
… 森下　瑛亮
［情報生体システム工学科］　　　猿渡真太郎　　　牛之濱宅哉　　　新名　　恵
… 松本　敏也　　　小林　弘和　　　大島　　仁
［化 学 生 命 工 学 科］　　　徳永　麗雅　　　道添　結衣　　　大嶋　志保
… 山内　咲希　　　五反田龍矢　　　田中　和也
… 糸満　桃子　　　松崎　直樹　　　中倉　大彰
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岸　園　賞

　平成21年４月故岸園司前同窓会会長からの寄付により、平成23年に創設されたのが岸園
賞です。対象者は工学部の同窓会会員、学生、大学院生で次の各号の一に該当し、拡大幹
事会で決定した会員に与えられます。
　1）鹿児島大学工学部の名を高めた者
　２）工学部同窓会活動に尽力した者
　３）その他前1）２）号と同等以上の表彰に価する行為があったと認められる者
　＊平成25年８月23日の会則改正により個人のほか団体も対象となりました。

平成25年度受賞者
　安井建築設計事務所ＡＯＩ会グループ（関西ＡＯＩ会事務局）
　代表者名：守安　聡司（建築平成元年卒）
　　　　　　…長崎大典（建築Ｈ５卒）、中原岳夫（建築Ｈ７卒）、奥貴人（建築Ｈ９卒）、

山本善宏（建築Ｈ11卒）
　　　　　　…2001年から安井建築設計事務所に所属する建築学科卒業生でグループを構成

し関西ＡＯＩ会の事務局を務める。会報発行や総会開催、名簿管理、ゴルフ
会、鹿児島大学２年生現場見学会／懇親会、ウォーキング会を毎年開催し、
これらの企画・準備に献身的に貢献している功績が認められた。

　末永勝郎旧工学部長（昭和49年４月から昭和52年３月）が岸園司前同窓会会長の思
い出話をＢ５の用紙６枚に渡り書いてくださいました。その中からの抜粋です。

　岸園司さんが逝かれて満6年が経過いたします。今年は七回忌と云うことになりましょ
うか。
　当時岸園さんは鹿大工学部同窓会の第9代会長として、法人化されて間もなくの鹿大の
同窓会連合会の創設に異常な情熱を傾けておいでで、病床から、工学部同窓会の幹事にい
ろいろと指示を出しておられたようであります。岸園さんご自身、このようには早く世を
去ることになろうとは、夢想もしておいでではなかっと思います。
　岸園さんとは長い長いご縁でした。岸園さんは昭和30年機械工学科のご卒業。私はこの
年度の方々のclassの世話役、就職担当をさせていただきました。大変な就職難の時期で、
卒業式までに就職が決まった方は26名中６名だけ。卒業式が終わった後、その足で鹿児島
市内の自動車修理工場を駆け回ったことを思い出します。
　そう云う状況の中で、前年度の就職を担当された八濱康和先生から、東京に鹿児島出身

の変わった事業家がおいでです。会社は「日本オイレスベアリング」と申し、それまでに
鹿大卒の２名を採ってもらいましたとのこと。そういう厳しい時代でしたので、私も学生
の売り込みに上京の機を捉え、虎の門文部省の比較的近いところ明舟町に在った会社を訪
ねました。
　オイレスベアリングは鋳鉄を素材としながら、鋳鉄を外注しているのを改め、大和に鋳
造工場を作られた折も若い技術者に一切を任されていました。岸園さんも技術課長だけで
なく、労務課長、総務課長、営業課長を歴任されたようでした。
　岸園さんは海外の工場の創設などのceremonyにもよく出向いておられたようで、写真
を添えてお便りを何回となくいただきました。敏子夫人のお姿がありませんので、欧米で
は夫人同伴というのが習慣ではと手紙を差し上げたこともありました。
　海外に出られると私にまでもお土産を求めてきてくださいました。高級ブランドのネク
タイだったり、高級酒であったり。私が傘寿を迎えました折は、中国から縦横1メートル
を超すような「壽」の書を求めて来て贈ってくださったこともありました。早速表装、床
の間に掲げては楽しませていただいておりました。
　また応用化学のご出身ではありますが、同期京セラの稲盛和夫さんを中心にした盛友会
（最初の築地のお寿司屋さんでの集いに岸園さんの勧誘で私も加えていただきました）も
岸園さんが中心だったことを思い出します。
　岸園さんは生まれ育った郷里（現姶良町）
を想う念の強い方でした。集落の公民館が
老朽化していることを伝え聞かれた岸園さ
んは新築の費用を寄進されましたし、また
地方行政の単位が広域化する中で当時の姶
良町長が加治木町、蒲生町との合併を嫌っ
ていることを聞かれ、自ら姶良町長を訪ね、
説得されるということもありました。
　数々のご功績で藍綬褒章を受章なさいま
したのも、また長年特別顧問として会社に
在籍なさったのも宜なるかなと思います。
　岸園さんの亡き後を受けて、同窓会会長に就任された加治木高校での同窓今村彬氏（早
くから独立、独特の経営哲学を有する）との並々ならぬ交流は、オイレス工業の経営にも
大きな貢献があったはずと思っております。
　私は今年満93歳を迎えました。岸園さんとは確か10歳の違いだったように記憶しており
ます。
　まだまだなさるべきお仕事も山積されておりましたし、それなりに意欲的に取り組んでお
いででしたのに。オイレス工業にとっては無論、鹿児島大学工学部、鹿大同窓会連合会さら
には鹿児島県にとっても大変貴重な方を余りにも早く失ったとの思いを深くしております。
　長い長い、並々ならぬご好誼を省み、改めてご遺徳をお偲びいたしております。

平成26年８月28日　末永　勝郎

後列中心：末永先生　右：今村彬会長
中央：岸園司氏　その右斜め下：稲盛和夫氏
＊築地“銀寿司にて”今村彬会長　所有写真
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機械工学科

【平成26年】

㈱アドヴィックス
㈱エクシード
鹿児島市役所
川崎重工㈱
㈱共立電気製作所
京セラドキュメントソリューションズ㈱
㈱きんでん
神戸工業試験場グループ
㈱三五
シチズン時計鹿児島㈱
スズキ㈱
太平電業㈱（２名）
ダイハツ工業
凸版印刷㈱
ＳOLIZE…Engineering㈱
日星電気㈱
パナホーム㈱
日比谷総合設備㈱
福岡市消防局
㈱牧野フライス製作所
三菱自動車㈱
三菱重工㈱
㈱メイテック（２名）
㈱やずや
鹿児島大学大学院（４３名）
九州大学大学院（２名）
東北大学大学院

【平成27年】

アイシン・エイ・ダブリュ㈱
㈱アテック
アルバック九州㈱
㈱アンサー倶楽部
飯塚製作所（推）
井上喜㈱
㈱川副機械製作所
九州電力㈱
京セラ㈱
㈱サニックス
㈱サムソン
シチズン時計鹿児島㈱
新菱冷熱工業㈱
㈱ジャパンファーム
スズキ㈱

太平電業㈱
第一精工㈱
㈱ダイフク
東京ファブリック工業㈱
トヨタ自動車九州㈱
ＮＯＫ㈱
ヒロセ電機㈱
福岡県庁
ホンダカーズ佐賀㈱
㈱ホンダロック
㈱三井三池製作所
宮崎アスモ㈱
鹿児島大学大学院（56名）
九州大学大学院

機械工学専攻
【平成26年】

㈱ＩＨＩ
㈱アマダ
ＮＯＫ㈱（２名）
王子ホールディング
オルガノ㈱
九州管区　警察局
川崎重工㈱
川重冷熱工業㈱
京セラ㈱（２名）
山九㈱
住友化学㈱
ダイキン工業㈱
ダイダン㈱
ダイハツ九州㈱
㈱ダイフク
ＴＯＴＯ㈱
東海興業㈱
トヨタ自動車九州㈱
㈱トヨタ車体研究所
日本発条㈱
濱田重工㈱
日立建機㈱
日立工機㈱
㈱日立パワーソリューションズ
Ｈitz日立造船㈱
富士重工㈱
富士電機㈱
㈱三井三池製作所　九州事業所
三菱電機㈱（２名）

三菱電機エンジニアリング㈱
三菱電機ビルテクノサービス㈱
三菱マテリアル㈱
㈱安川電機
㈱山根精機
ヤンマークリーンシステム㈱
リョービ㈱
ＹＫＫ㈱
鹿児島大学大学院
大阪府立大学大学院

【平成27年】

㈱ＩＨＩ
アイシン精機㈱
アイシン・エィ・ダブリュ㈱
いすゞ自動車㈱
ＳMC㈱（２名）
ＮＯＫ㈱（２名）
㈱荏原製作所
鹿児島県工業技術センター
九州電力㈱
京セラ㈱
㈱クボタ
㈱神戸製鋼所
新日鐵住金㈱（２名）
大王製紙㈱
ダイキン工業㈱
中越パルプ工業㈱
㈱長府製作所
東京エレクトロン九州㈱
㈱トヨタ車体研究所
トヨタ自動車九州㈱
日産自動車㈱
㈱日本製紙
日本発条㈱
パナソニック㈱
日立造船㈱
日之出水道機器㈱
㈱フォーラムエンジニアリング（２名）
富士テクノサービス㈱
三菱電機㈱
三菱電機エンジニアリング㈱（２名）
三菱日立パワーシステムズ㈱
宮崎県庁
リョービ㈱
ローム・アポロ㈱
ＹＫＫ　ＡP㈱

鹿児島大学大学院（２名）

電気電子工学科
【平成26年】

アイコム㈱
旭化成テクノシステム㈱
鹿児島市役所
神田通信機㈱
㈱キューヘン
京セラ㈱
京セラＳLCテクノロジー㈱
木城町役場
㈱きんでん（２名）　
栗原工業㈱
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
JＡ熊本
スズキ㈱
住友電気工業㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱トレードバンク
日本ガス㈱
三菱自動車工業㈱
九州工業大学大学院
九州大学大学院
筑波大学大学院
鹿児島大学大学院（51名）

【平成27年】

アイコム㈱
アロン電機㈱
㈱Ａ・Ｒ・P
ＮＴＴ西日本㈱
㈱ＮＴＴフィールドテクノ
㈱オービック（２名）…
㈱九南
㈱キューヘン
京セラＳLC㈱
㈱きんでん
㈱JPハイテック
新東日本製糖㈱
全日本空輸㈱
㈱ソフト流通センター
太平電業㈱
タカラスタンダード㈱
㈱田中設計事務所
長島町役場

平成26・27年3月卒業及び修了生進路 南国システムサービス㈱
日本プロセス㈱（３名）
野里電気工業㈱
パナソニックEＳシステムソフトウェア㈱
富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱
富士電機㈱
㈱前川製作所
三菱ビルテクノサービス㈱
三菱自動車工業㈱
宮崎県庁
ローレルバンクマシン㈱
九州大学大学院
鹿児島大学大学院（52名）

電気電子工学専攻
【平成26年】

㈱ＩＨＩ
旭化成㈱
㈱アドバンテスト
いすゞ自動車㈱
エアウォーターメンテナンス㈱
川崎重工業㈱
関西電力㈱
京セラ㈱

京セラＳLCテクノロジー㈱
九州電力㈱（２名）
シャープ㈱
新日鐵住金㈱
ソニーLＳＩデザイン㈱
ソニーセミコンダクタ㈱
㈱ダイヘン
中部電力㈱
電源開発㈱
東京エレクトロン九州㈱
㈱東京設計事務所
東郷メデキット㈱
㈱トヨタ車体研究所（２名）
ニチコン㈱
日本軽金属㈱
㈱日立製作所
㈱日立ビルシステム
㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン
富士通㈱（４名）
富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱
富士電機㈱（２名）
本田技研工業㈱
三井化学㈱
㈱ミツトヨ
三菱電機㈱（３名）

三菱電機プラントエンジニアリング㈱
ミツミ電機㈱（２名）
㈱宮崎放送
㈱明電舎
㈱安川電機
鹿大院後期課程物質生産科学専攻

【平成27年】

オムロン㈱
川崎重工業㈱
関西電力㈱
九州電力㈱（２名）
京セラ㈱（２名）
京セラＳLC㈱
栗田工業㈱
㈱神戸製鋼所
JX日鉱日石石油基地㈱
JFＥ条鋼㈱
シャープ㈱
ジャパンマリンユナイテッド㈱
スズキ㈱
住友重機械工業㈱
住友電気工業㈱
ソニーセミコンダクタ㈱
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
㈱大一商会
㈱デンソー
デンソーテクノ㈱
東京電力㈱
日本ガス㈱（２名）
日本軽金属㈱
日本郵便㈱
パナソニック㈱
㈱日立製作所
㈱日立パワーソリューションズ
富士通㈱（２名）
富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱
富士通テレコムネットワークス㈱
富士電機㈱（３名）
富士紡ホールディングス㈱
本田技研工業㈱
三菱電機㈱（４名）
三菱電機ビルテクノサービス㈱
ミツミ電機㈱

建築学科
【平成26年】

UTコンストラクションネットワーク株式会社
ＹＫＫap

インフラテック
エルクホームズ
サンヨーホームズ
大成建設
パナソニックエコソリューションズ住宅設備
リクシル
横浜国立大学大学院
株式会社ベルハウジング
鹿児島県庁
鹿児島市役所
鹿児島大学大学院（25名）
上野建築研究所
清水建設
積水ハウス（３名）
大建設計工務
大昌工芸株式会社
大和ハウス（４名）
東レ建設（２名）
東建コーポレーション
防衛省地方防衛局
名古屋市役所

【平成27年】

㈱新菱冷熱工業
ヤマサハウス
永園設計株式会社
横浜国立大学大学院Ｙ-ＧＳA
株式会社ベガハウス
宮崎県庁（２名）
建装工業株式会社
高砂熱学工業（２名）
佐藤工業株式会社
斎久工業株式会社
鹿児島県庁
鹿児島大学大学院（26名）
十八銀行
松元寛文建築設計事務所
水俣市役所
清水建設株式会社
竹中工務店

建築学専攻
【平成26年】

UG都市建築
浦野設計
京都建築事務所
鹿児島市役所（３名）
昭和電工
清水建設

大建設計
大林組
大和ハウス（５名）
竹中工務店（３名）
類設計

【平成27年】

ＩＡＯ竹田設計
ＹＫＫ ＡP株式会社
ポラス株式会社
宇部興産株式会社
株式会社あい設計
株式会社内藤建築設計事務所
交建設計
高砂熱学工業
株式会社IＮA新建築研究所
大建設計
前田建設工業
鹿島建設
大林組
静岡鉄道
穴吹工務店㈱
松尾建設株式会社

環境化学プロセス工学科
【平成26年】

IＨIプラントエンジニアリング
英進館
化学及血清療法研究所
化学物質評価研究機構
鹿児島銀行
鹿児島水処理
肝属共済組合
新興プランテック
ダイキン工業
高田工業所
千代田工商
日本澱粉工業
日阪製作所
鹿児島大学大学院理工学研究科

【平成27年】

㈱高田工業所
ラピスセミコンダクタ宮崎㈱
鹿児島大学大学院理工学研究科
㈱VＳＮ
サツマ酸素工業㈱
㈱QＥＳ
日本ガス㈱
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㈱パル
鹿児島大学大学院（二次募集受験）
最所産業㈱
㈱ホンダロック
九州大学大学院工学研究院
㈱日阪製作所
日軽パネルシステム㈱
ヤマエ久野㈱
鹿児島県警
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱
鹿児島大学大学院理工学研究科（二次募集）
早稲田大学大学院（本庄キャンパス）

海洋土木工学科
【平成26年】

五洋建設株式会社
鹿児島大学大学院
北九州市役所
鹿児島県庁
九鉄工業
鹿児島市役所
国土交通省九州地方整備局
大分県庁
東亜建設株式会社
西部電気工業
駒井ハルテック
ジーアンドエスエンジニアリング株式会社

【平成27年】

五洋建設
鹿児島大学大学院
児湯食鳥
九鉄工業
大成建設
不動テトラ
ＮＩPPＯ
五省コンサルタント
北九州市役所
大鉄工業
熊本市役所
佐賀県庁
オリエンタルコンサルタント
鹿児島県庁
大分県庁
鶴屋百貨店
鹿児島土木設計
長大
東洋建設
JＲ西日本

五洋建設
東電設計
中央コンサルタンツ
東亜建設工業
国家公務員（農林水産省）
フジタ
三洋コンサルタンツ
久留米市役所

海洋土木工学専攻
【平成26年】

清水建設㈱
五洋建設
インフラテック株式会社
株式会社エコー
株式会社フローリック
株式会社　東京久栄
JＲ西日本
大鉄工業株式会社
竹中土木㈱
株式会社　横河ブリッジ
㈱建設技術コンサルタンツ
アジアプランニング株式会社
株式会社安藤・間
東洋建設㈱
東北大学災害科学国際研究所

【平成27年】

ピーエス三菱
三洋テクノマリン
エコー
東洋建設
福岡県庁
日本港湾コンサルタンツ

情報生体システム工学科
【平成26年】

アイ・ティー・エス・ジャパン㈱
㈱ＮＴＴフィールドテクノ
㈱オーイーシー
㈱科学情報システムズ
鹿児島県信用保証協会
川澄化学工業㈱
九州旅客鉄道㈱
京セラドキュメントソリューションズ㈱
㈱グローバルハピネス
㈱コア
㈱向学社

サツマ酸素工業㈱
㈱シティアスコム
㈱スリーエイ・システム
ソフトウェア情報開発㈱
ドコモエンジニアリング九州㈱
ドコモ・システムズ㈱
西日本高速道路ファシリティーズ㈱
ピクオス㈱（２名）
㈱日立システムズ
㈱富士通九州システムサービス
三菱自動車エンジニアリング㈱
㈱南日本情報処理センター（２名）
㈱メイテック
㈱リンネット
鹿児島大学大学院進学（４５名）

【平成27年】

㈱健康家族
MUＳ情報システム㈱
アイ・エイチ・ジェイ㈱
エコー電子工業㈱
㈱カーネルコンセプト
てまひま堂
トラストテック
ピクオス㈱
福岡県警察
ミナト医科学㈱
㈱立岩
㈱インフォテクノ朝日
㈱エイチ・アイ・エス
㈱えがお
㈱サンテク
㈱親和銀行
熊本国税局
鹿児島県
鹿児島市役所
川澄化学工業
東横システム㈱
名古屋市消防局
日新シール工業㈱
富士通エフ・アイ・ピー九州㈱
富士通九州システムサービス
鹿児島大学大学院理工学研究科進学（47名）

情報工学科
【平成26年】

アイ・ティー・エス・ジャパン㈱（２名）
岩崎産業㈱
鹿児島大学大学院進学

【平成27年】

㈱アイ・ピー・ピー
㈱カーネルコンセプト
日向市役所

情報生体システム工学専攻
【平成26年】

アイ・ティー・エス・ジャパン㈱
㈱アイ・ピー・ピー
イー・アンド・エム㈱
岩崎産業㈱
ＳCＳＫ㈱
㈱ＮＥC情報システムズ
㈱エヌ・ティ・ティ…ネオメイト
㈱…エヌ・ティ・ティ・データ九州
㈱ＮＴＴファシリティーズ
㈱MJC
大分キヤノン㈱
国立大学法人　九州大学
京セラコミュニケーションシステム㈱
㈱健康家族
㈱コア
セントラルソフト㈱
ソフトバンクグループ
ソフトマックス㈱
㈱ソフト流通センター
千代田興産㈱
デンソーテクノ㈱
東芝情報システム㈱
凸版印刷㈱
日鉄日立システムエンジニアリング㈱
㈱ニデック
ピクオス㈱（２名）…
㈱日立公共システムサービス
㈱日立システムズ
㈱日立メディコ
㈱VＳＮ
富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱
三菱電機㈱（２名）
㈱南日本情報処理センター
宮崎県農業協同組合中央会
㈱メイテック
㈱リコー
鹿児島大学大学院後期課程進学（２名）

【平成27年】

ＲＫＫコンピュータサービス
キヤノン㈱
コーエーテクモホールディングス㈱

㈱JMＳ
シティーアスコム（２名）
セントラルソフト（２名）
中央システム㈱
DＮP情報システムズ
㈱東芝（３名）
東芝ＩＴサービス㈱
東芝ソリューション㈱
凸版印刷
トヨタテクニカルディベロップメント㈱
日本電気通信システム㈱
ピクオス㈱（３名）
日立オートモティブシステムズ
㈱日立産業制御ソリューションズ
ファナック㈱（２名）
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー㈱
富士通エフサスシステムズ㈱
㈱富士通システムズ・ウエスト㈱
三菱自動車工業㈱
三菱電機
三菱電機情報ネットワーク㈱（MIＮD）（2名）
安川電機
リコーＩＴソリューションズ㈱
㈱リコー（２名）
ルネサスエレクトロニクス

化学生命工学科
【平成26年】

小野薬品工業
化学及血清療法研究所
釜屋
川崎技研
霧島酒造
沢井製薬
三省製薬
JＲ九州ドラッグイレブン
シーテック
情報技術開発
新日本科学
親和銀行
大正富山医薬品
日新薬品
富士通鹿児島インフォネット
やまやコミュニケーションズ
山形屋
ＳMＢCフレンド証券
宮崎県警
鹿児島大学大学院理工学研究科
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

九州大学大学院総合理工学府
九州大学大学院システム生命科学府
九州保健福祉大学

【平成27年】

朝日航洋
株式会社えがお
大分キヤノンマテリアル
鹿児島興業信用組合
鹿児島トヨペット
共立製薬
九電工
再春館製薬
城山薬品
学校法人昌平学園
田辺三菱製薬工場
日本食研ホールディングス
濱田重工
フィード
マルハチテクノロジー
八代ひかり福祉会
渡辺組
高千穂町役場
中津市役所
鹿児島大学大学院理工学研究科
九州大学大学院生物資源環境学府
九州大学大学院システム生命科学府

化学生命・化学工学専攻
【平成26年】

旭化成アミダス
井原築炉工業
イーピーエス
医療システム研究所
医療法人健勝会
大分ＮＳソリューションズ
京セラ
クリタ工業
財宝
新光糖業
西部石油
シスメックス
綜研化学
総合水処理
大気社
田辺三菱製薬工場
東ソー
トヨタ車体研究所
中井工業
西日本プラント

日新薬品工業
日阪製作所
日本ケミファ
日本触媒
日本ハム惣菜
濱田酒造
林テレンプ
フジミインコーポレーテッド
ビオフェルミン製薬
ピクオス
不二ライトメ…タル
プロゴワス
富士レビオ
本坊酒造
マルハチテクノロジー
三井化学
三菱化学エンジニアリング
ヤマト電子
JＳP

【平成27年】

株式会社えがお
オーベクス
鹿児島県職員
鹿児島県薬剤師会
杏林製薬
セメダイン
チューケン日本医薬中央研究所
バブコック日立
富士化学
藤森工業
日産化学
日本ケミファ
ミズノ
三菱レイヨン
JCＲファーマ
ＫＹＢ-ＹＳ株式会社
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同窓会役員名簿及び部会
平成27年1月現在

顧　　問　　　福　井　泰　好　（工学部長）
会　　長　　　今　村　　　彬　（電気29）
副 会 長　　　５部会会長（次頁）
庶務幹事　　　渕　田　孝　康　（電子63）
会計幹事　　　山　城　　　徹　（海土55）
編集幹事　　　山　元　和　哉　（応化工Ｈ８）
監　　事　　　塩　屋　晋　一　（建築57）
　　　　　　　米　倉　眞　一　（機械40）

【 評 議 員 】

▪機友会（機械工学科・機械工学第二学科） ▪南窓舎密会（ 応用化学科・化学工学科・応用
化学工学科・生体工学科（生体
機能材料工学コース）・環境化学
プロセス工学科・化学生命工学
科）

田 中 秀 穂（31） 浜 崎 和 則（39） 鎌 田 薩 男（34） 染 川 賢 一（39）
米 倉 真 一（40） 井 手 英 夫（48） 下 茂 徹 朗（46） 大 竹 孝 明（52）
迫 　 義 人（56）　　　 大 重 俊 則（60） 吉 留 俊 史（60） 安 藤 浩 毅（Ｈ２）
谷 村 和 彦（63） 江 口 之 浩（Ｈ1） 伊 藤 博 雅（44） 中 島 常 憲（Ｈ６）
上 谷 俊 平（特別会員） 小田 美紀男（特別会員） 小 幡 　 透（Ｈ７） 有 水 伸 一（Ｈ７）

▪錦水会（ 電気工学科・電子工学科・電気電子
工学科・情報工学科・生体工学科（生
体電子工学コース）・情報生体システ
ム工学科）

▪しらなみ会（ 海洋土木開発工学科・海洋土
木工学科）

永 野 　 博（46） 権 藤 正 信（52） 武 若 耕 司（52） 萩 　 　 亮（52）
野 﨑 公 憲（48） 小 田 博 昭（47） 北 﨑 義 隆（53） 新 屋 隆 浩（58）
吉 留 　 進（47） 白 石 　 巌（51） 山 城 　 徹（55） 三 隅 浩 二（57）
池 田 浩 二（51） 渕 田 孝 康（63） 濱 田 成 敏（61） 吉 川 　 宏（Ｈ２）
山 本 吉 朗（62） 重 井 徳 貴（Ｈ４） 木佐貫 浄治（Ｈ２） 木 村 至 伸（Ｈ10）

▪ＡＯＩ会（建築学科）

下 山 道 男……（55） 揚 村 　 固（48）
梅 野 一 郎……（50） 宮 城 泰 児（58）
肥後 潮一郎（Ｈ4） 渡 島 秀 夫（Ｈ２）
日 野 真 琴……（Ｈ７） 川 畑 忠 行（Ｈ10）
増留 麻紀子（Ｈ11） 峯 元 信 明（Ｈ13）

工学部同窓会事務局
窪 田 玲 子　　ＴＥL／FＡX 099－285－3494
　　　　　　　 学内ＴＥL／FＡX 8317

部会各支部役員名簿
▪機友会 ▪南窓舎密会
会 長 髙　崎　征　忠（39） 会 長 染　川　賢　一（39）
庶 務 幹 事 井　手　英　夫（48） 副 会 長 安　藤　浩　毅（Ｈ2）
会 計 幹 事 上　谷　俊　平（特別会員） 監 事 高　橋　武　重（39）
会 計 副 幹 事 中　尾　光　博（特別会員） 監 事 伊　藤　博　雅（44）
編 集 幹 事 小　田　美紀男（特別会員） 代 表 幹 事 下　茂　徹　朗（46）
編 集 副 幹 事 余　　　　　永（特別会員） 庶 務 幹 事 吉　留　俊　史（60）
監 事 大　脇　研　二（44） 庶 務 幹 事 小　幡　　　透（Ｈ7）　
監 事 吉　満　正　美（53） 庶 務 幹 事 有　水　伸　一（Ｈ7）
関 東 支 部 長 内　門　暉　史（43） 会 計 幹 事 大　竹　孝　明（52）
中 京 支 部 長 齋　藤　和　幸（47） 会 計 幹 事 神　野　好　孝（Ｈ10）
関 西 支 部 長 明　石　靖　夫（42） 会 計 幹 事 満　塩　　　勝（Ｈ6）
福 岡 支 部 長 菅　谷　　　清（49） 編 集 幹 事 山　本　高　師（53）

編 集 幹 事 中　島　常　憲（Ｈ6）
▪錦水会 教 官 評 議 員 甲　斐　敬　美
会 長 葉　山　勝　年（41） 関 東 支 部 長 三　宅　征　夫（43）
副 会 長 永　野　　　博（46） 東 海 支 部 長 種子田　実　郎（41）
副 会 長 小　田　博　昭（47） 関 西 支 部 長 大　町　凱　彦（34）
庶 務 幹 事 白　石　　　巌（51）　　 北部九州支部長 黒　田　真　也（41）
会 計 幹 事 吉　留　　　進（47）
編 集 幹 事 池　田　浩　二（51） ▪しらなみ会
監 事 濱　田　信　之（41） 会 長 萩　　　　　亮（52）
監 事 原　口　俊　幸（53） 副 会 長 新　屋　隆　浩（58）
学内庶務幹事 渕　田　孝　康（63） 庶 務 幹 事 木佐貫　浄　治（Ｈ2）
学内会計幹事 山　本　吉　朗（62） 庶務幹事（学内） 木　村　至　伸（Ｈ10）
学内編集幹事 重　井　徳　貴（Ｈ4） 会 計 幹 事 濱　田　成　敏（61）
関 東 支 部 長 萩　原　　　健（41） 会計幹事（学内） 三　隅　浩　二（57）
関 西 支 部 長 小　牧　正　博（54） 編 集 幹 事 吉　川　　　宏（Ｈ2）
東 海 支 部 長 永　野　　　博（46） 編集幹事（学内） 酒　匂　一　成（Ｈ13修）
福 岡 支 部 長 権　藤　正　信（52） 監 事 北　崎　義　隆（53）
熊 本 支 部 長 小　田　博　昭（47） 関 東 支 部 長 黒　木　敬　司（56）
宮 崎 支 部 長 野　㟢　公　憲（48） 関 西 支 部 長 石　田　　　覚（52）
鹿児島支部長 葉　山　勝　年（41） 福 岡 支 部 長 梁　木　英　寿（54）

▪AOI会 ▪工学部同窓会大分支部
会 長 武　田　敏　郎（42） 支 部 長 大　石　　　喬（応化37）
副 会 長 四　元　俊　男（25） 副 支 部 長 福　田　公　則（電気38）
副 会 長 徳　富　久　二（42） 副 支 部 長 清　田　善　之（建築46）
顧 問 前　田　隆　造（23） 幹 事 長 渡　辺　高　行（機械49）
顧 問 川　上　道　夫（34）
庶 務 幹 事 塩　屋　晋　一（57）
会 計 幹 事 二　宮　秀　與（59）
編 集 幹 事 曽　我　和　弘（Ｈ6）
監 事 守　真　和　弘（41）
監 事 友　清　貴　和（48）
関 東 支 部 長 塘　　　直　樹（41）
関 西 支 部 長 小　林　一　彦（42）
北九州支部長 守　　　道　明（42）
大 分 支 部 長 和　田　正　遠（25）
宮 崎 支 部 長 田　中　睦　巳（43）
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平成25年度　鹿児島大学工学部
同窓会　拡大幹事会　議事録
1．日　時：平成25年８月23日（金）
　　　　　　17：10～18：35
２．場　所：ジェイドガーデンパレス
３．出席者：…今村彬、渕田孝康、山城徹、

山元和哉、塩屋晋一、米倉眞
一、髙﨑征忠、井手英夫、木
下英二、徳永辰也、葉山勝年、
山本吉朗、重井徳貴、武田敏
郎、二宮秀與、曽我和弘、染
川賢一、吉留俊史、満塩勝、
中島常憲、萩亮、新屋隆浩、
木村至伸、三隅浩二、窪田玲
子… 計25名

４．議事
　1）会長あいさつ
　　・…11月には関東合同同窓会が執り行わ

れる。世話役は南窓舎密会の三宅征
夫氏。

　２）平成24年度同窓会運営報告
　　①平成24年度行事および会議報告
　　　・…渕田庶務幹事より報告がなされた。
　　　・…Ｑ：総会は24年度に開催されたの

では？Ａ：23年度の行事であった
為掲載していない。

　　②平成24年度本部会計決算報告
　　　・…山城会計幹事より説明がなされた。
　　　・…一般会計の歳入、歳出の項の説明。

備考の補足説明。
　　　・…岩崎基金の支出なし
　　　・…みずほ定期預金の利子は５年ごと

につく。次回は平成27年である。
　　　・…岸園基金へは前オイレス副会長の

槌田氏より寄付があった。
　　③会計監査報告

　　　・…監事の塩屋先生より平成25年６月
５日に行われた監査報告がなされ
た。

　　④会報12号発行報告
　　　・…山元編集幹事より報告がなされた。
　　　・…発行部数、学内配布数、返送数の

説明。昨年より返送数が減少した。
　　　・…発行経費の報告。予算との比較が

なされた。
　　⑤名簿第14号追録第3版発行報告
　　　・…発行数、発行費の説明がなされた。
　　　・…名簿第14号の1版から3版までの発

行のまとめがなされた。　
　　②～⑤に関しての質問事項はなし。
　３）平成25年度同窓会運営計画
　　①…平成25年度同窓会行事および会議報

告と計画
　　　…・例年通りの行事を執り行う
　　　・…関東合同同窓会が11月に開催され

る。部会からの出席者を依頼
　　②平成25年度本部会計予算案
　　　・…歳入、支出案の説明がなされた。
　　　・…今年度は関東合同同窓会が開催さ

れるので役員出張旅費を昨年度よ
り増で計上していた。

　　　・…岩崎基金の予定はない
　　　・…岸園基金については岸園賞の賞金

と司会の補助金の予算を計上して
いる。

　　③…会費納入状況及び本部・部会への配
分額

　　　・…会計幹事会では詳細を説明済み。
　　　・…返金額を含めた割当金の報告がな

された。
　　　・…９月中旬までに入金予定である。
　　④…名簿第15号発行計画
　　　・…印刷業者、発行部数、金額につい

ての説明がなされた。
　　　・…追録名簿を今回も渡す。15号は部

会の負担金はなし。
　　　・…恩師へも不明者情報の提供協力を

仰ぐ。お礼に1冊贈呈予定。
　　　・…不明者リストを８月までに部会へ

鹿児島大学工学部同窓会

本　部
だより

渡す予定。
　　　・…判明率が現在は5割程度。
　　　・…14号第３版のデータは本部にある

ので使用してもらえる。使用の際
は申請書を提出する。

　　⑤…関東合同同窓会について
　　　・…本部からの出席者は本部より、部

会からはそれぞれの部会での旅費
となる

　　⑥…工学部同窓会学生諸活動助成金につ
いて

　　　・…各学科３万円までの助成を行う。
　　　・…庶務幹事の押印が必要。
　　①～⑥に関しての質問事項はなし
　４）各部会行事報告と計画
　　①…平成24年度行事報告ならびに平成25

年度行事報告と計画
　　　・…機友会：井手先生、錦水会：渕田

先生、AOI会：塩屋先生、南窓舎
密会：吉留先生

　　　　…しらなみ会：木村先生よりそれぞ
れの部会の報告がなされる。

　５）岸園賞
　　①…申合せ事項の追加と修正について
　　　・…個人に限らず団体も被推薦者とす

る。
　　　・…団体での推薦に合わせ文言の追加

修正を提示。
　　②…受賞者選考
　　　・…AOI会の塩屋庶務幹事より関西

AOI会の推薦理由の説明がなされ
る。

　　　　…～その後の投票により満場一致で
決定～

　　　・…関西AOI会には塩屋先生より連絡
していただく。

　６）その他
　　①同窓会役員名簿
　　　・…変更がある部会は連絡を本部へ。
　　②キャリア教育
　　　・…工学部の共通科目の中に組み込

む。適任者がいたら連絡いただき
たい。

　　③藩校サミット報告
　　　・…工学部同窓会より協賛金の協力を

行った。サミットは盛会のうちに
終了。次回は行田市。以上

平成26年度　鹿児島大学工学部
同窓会　拡大幹事会　議事録
1．日　時：平成26年８月22日
　　　　　　17：00～18：00
２．場　所：ジェイドガーデンパレス
３．出席者：…今村彬、渕田孝康、山城徹、

山元和哉、塩屋晋一、米倉眞
一、髙﨑征忠、上谷俊平、余
永編、山本吉朗、重井徳貴、
二宮秀與、曽我和弘、染川賢
一、吉留俊史、満塩勝、中島
常憲、萩亮、新屋隆浩、木佐
貫浄治、木村至伸、三隅浩二、
酒匂一成、松永洋文、窪田…玲
子… 以上25名

４．議事
　1）会長あいさつ
　　・…９月28日は同窓会連合会総会が開催

される。
　２）平成25年度同窓会運営報告
　　①平成25年度行事および会議報告
　　　・…渕田庶務幹事より詳細の報告がな

された。
　　②平成25年度本部会計決算報告
　　　・…山城会計幹事より決算額について

詳細の報告がなされた。
　　③会計監査報告
　　　・…塩屋会計監事より適切に処理され

ているとの報告がなされた。
　　④同窓会名簿15号発行報告
　　　・…発行部数、発行費などの詳細の報

告がなされた。
　　①～④に関して質問事項はなし。
　３）平成26年度同窓会運営計画
　　①…平成26年度同窓会行事および会議報

告と計画

HONBU DAYORI
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　　　・…渕田庶務幹事より計画について説
明がなされた。

　　②平成26年度本部会計予算案
　　　・…山城会計幹事より予算の概要の説

明がなされる。
　　　・…岩崎基金に関しては支出の予定は

なし。岸園基金については司会の
補助費が予算として計上されてい
る。

　　③…会費納入状況および本部・部会への
配分額

　　　・…山城会計幹事より質問を含め問い
合わせ等があれば各部会の会計幹
事へ連絡をしていただくよう伝え
られた。

　　④…会報「南桜風」第13号発行計画につ
いて

　　　・…山元編集幹事より印刷業者、発行
部数、予算についての説明がなさ
れた。

　　　・…発送不要との連絡があったところ
へは発送しない。

　　　・…今回は発送と同時に不明調査を行
う。（発送者の同期の不明者氏名
を掲載）

　　⑤…同窓会名簿第15号第２版発行計画
　　　・…卒業生に向けて発行する。部会か

らの負担はなし。
　　⑥…工学部同窓会学生諸活動助成金につ

いて
　　　・…学生、教員が参加する行事に関し

ての助成を本年度も行う。
　　　・…申請はいつでも可である。
　　①～⑥に関しての質問事項はなし。
　４）各部会行事報告と計画
　　①…平成25年度行事報告ならびに平成26

年度行事報告と計画
　　　・…機友会：上谷先生、錦水会：渕田

先生、ＡＯＩ会：塩屋先生、南窓
舎密会：吉留先生、しらなみ会：
木佐貫庶務幹事より各部会の報告
がなされる。

　５）役員改選について

　　・…次期役員（案）の紹介がなされる。
参加している方は紹介がなされた。

　　・…正式には総会で決定となる。次期役
員の任期は平成27年度から３年間。

　６）岸園賞について
　　・…今年は候補者なし。したがって選考

もなし。
　７）その他
　　①同窓会役員名簿
　　　・…変更のある部会は事務局へ連絡
　　②その他
　　　・事務員の給料について
… 以上。

平成25年度会計報告
会計幹事　山城　徹（海土昭和55年卒）

　平成24年度から本部会計幹事を担当させ
て頂いています。宜しくお願い申し上げま
す。同窓会本部の一般会計、岩崎基金、岸
園基金について、別表に従って収支決算を
報告させて頂きます。
　一般会計の主な収入は前年度繰越金
（９,０１７,１94円）と学部の新入生、編入
学生等が入学時に納入する同窓会終身
会 費（２０,０00円/人×429人=8,５８０,000
円）です。これらの収入に名簿部会負担
金、預貯金利子等を合わせて、歳入の合
計金額は１７,６１４,９23円となりました。主
な支出としては、各部会への終身会費の
支払い（３,７８０,０00円）、本部運営関連経
費（１,３２０,962円）がありました。その
ほかには、平成26年同窓会名簿15号の発
行費（４６５,６４0円）、役員会・評議会等運
営費（９２,１22円）、同窓会連合会分担金
（１００,０00円）、本部役員出張費（380,000
円）、大分支部総会補助費（４４,００0円）同
窓会本部部屋の借り受け金と工学部事務
助成費（19５,６00円）、学生の活動助成費
（1６５,００0円）等がありました。歳出の合計
は６,５４３,３２4円でした。この結果、歳入か
ら歳出を差し引いた１１,０７１,５99円を次年度

へ繰り越すことになりました。
　岩崎基金については、支出はなく、前年
度繰越金と預金利息を合わせた1５,８３２,０56
円を次年度へ繰り越すことになりました。
岸園基金については、岸園賞受賞者1名へ
の副賞（5０,０00円）と司会開催費用（1０２,５05
円）を支出し、９,５８８,803円を次年度へ繰
り越すことになりました。

鹿児島大学同窓会連合会だより
平成25年度
　○…平成25年度は４月６日に総会・懇親会

を開催
＜役員会・幹事会の主な協議内容＞
　・…各同窓会の現状や問題点について話し

合いがなされた。
　・…会報を関東支部、福岡支部、ブラジル

支部に送付することが決まる。２月発
行分は新入生にも配布する。

　・…若年層の同窓会離れをなくす方策につ
いて協議がなされた

＜支部>
　・…平成26年２月15日福岡支部総会・懇親

会「北辰斜の会」開催

平成26年度
　○…平成26年度は４月12日に総会・懇親会

を開催
＜役員会・幹事会の主な協議内容＞
　・…就職支援、会費について各学部同窓会

の取り組みの報告がなされた。
　・…役員改選についての協議がなされた。
　・…会報は例年通り２回発行。各支部、新

入生にも配布。
＜支部＞
　・…９月28日関東支部総会・懇親会開催
　・…平成27年２月17日福岡支部総会・懇親

会「北辰斜の会」開催
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平成24年度一般会計収支決算
（平成24年４月1日～平成25年３月31日）
歳入総額 １８,０６２,２１０ 
歳出総額 ９,０４５,０１６ 
差引残高 ９,０１７,１９４ 
通帳1：鹿銀普通預金 ２,３６９,５２４ 
通帳２：郵便貯金 ６,０８９,６２８ 
現金 ５５８,０４２ 

合　　計 ９,０１７,１９４ 
（歳入） 平成25年３月31日現在

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額 差額 Ｈ24決算の備考
前年度繰越金 ９,０５５,０２０ ９,０５５,０２０ （注1)
本年度入学者納付金 ９,１４０,０００ ７,７４０,０００ －１,４００,０００ 387名×2万
本年度外国人入学者納付金 ４０,０００ ４０,０００ ０ 　2名×2万
本年度編入学者納付金 ４００,０００ ４６０,０００ ６０,０００  23名×2万
本年度博士課程入学者納付金 ０ ０ ０ 　0名×2万
以前の入学者納付金 ２０,０００ ３２０,０００ ３００,０００  16名×2万
以前の編入・外国人・博士納付金 ０ ６０,０００ ６０,０００ 　3名×2万

小　　計 ９,６００,０００ ８,６２０,０００ －９８０,０００ 
名簿部会負担金等 １５０,０００ ２７３,８００ １２３,８００ 1名購入､ Ｈ23年度AOI会・南翔会分含む
会報１１号広告代
会報12号広告代 ５０,０００ １００,０００ ５０,０００ 
総会残金
預貯金利子 １０,５００ １３,３９０ ２,８９０ 鹿銀（365円）郵貯（１３,０２５円）

合　　計 １８,８６５,５２０ １８,０６２,２１０ －８０３,３１０ 
（注1）…Ｈ24予算額の前年度繰越金：９,０５５,０２０円=（Ｈ23歳入額）１８,８８４,０３８円－（Ｈ23歳出額）９,８２９,０１８円
（歳出）

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額 差額(注2) Ｈ24決算の備考
<各部会割当金＞
機友会 １,０２０,０００ ５９０,０００ －４３０,０００  75/95　 編3　外1
錦水会 １,８００,０００ １,５６０,０００ －２４０,０００ 149/168　編12　編前1　外前1　前6　
AOI会 ６３０,０００ ６１０,０００ －２０,０００  51/58　 編6　編前1　前5
南窓舎密会 ９３０,０００ ６７０,０００ －２６０,０００  74/88　 外1　前1　応化2
しらなみ会 ５１０,０００ ３４０,０００ －１７０,０００  38/48　 編2　前2
南翔会 ０ ０ ０ ………0/0
未納学生の退学・除籍の部会への返金 ７０,０００ ７０,０００ ０ 機3　錦3　AOI1

小　　計 ４,９６０,０００ ３,８４０,０００ －１,１２０,０００ 
＜本部運営関連＞
会長経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
庶務経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
会計経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
編集経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
事務員給与 ９５０,０００ ９２２,７００ －２７,３００ 
通信費 ９０,０００ ５４,０２０ －３５,９８０ 振込手数料含む
事務費 ２００,０００ １５９,５４９ －４０,４５１ 

小　　計 １,４００,０００ １,２９６,２６９ －１０３,７３１ 
同窓会総会・懇親会費
旅費補助

小　　計
会報12号発行費 ２,２００,０００ ２,２２５,０８８ ２５,０８８ 製本・郵送料含む
追録名簿（14号）発行費 ９００,０００ ７９０,０００ －１１０,０００ Ｈ24年度分追録代金
役員会・評議会等運営費 １５０,０００ ８６,０１９ －６３,９８１ 
鹿児島大学同窓会連合会分担金 １００,０００ １００,０００ ０ 
本部役員出張旅費 ３００,０００ ２７１,０４０ －２８,９６０ 
大分支部総会補助金 ４６,０００ ４６,０００ ０ 
不動産借り受け金 ７５,６００ ７５,６００ ０ 
工学部事務助成費 １２０,０００ １２０,０００ ０ 
学生諸活動助成費 ２２５,０００ １９５,０００ －３０,０００ 

小　　計 ４,１１６,６００ ３,９０８,７４７ －２０７,８５３ 
慶弔費 １００,０００ ０ －１００,０００ 
予備費 ８,２８８,９２０ ０ －８,２８８,９２０ 

小　　計 ８,３８８,９２０ ０ －８,３８８,９２０ 
合　　計 １８,８６５,５２０ ９,０４５,０１６ －９,８２０,５０４ 

（注２）差額はＨ24決算額-Ｈ24予算額
平成24年度の歳入決算額１８,０６２,２１0円－平成24年度の歳出決算額９,０４５,０１６円＝９,０１７,１９４円を平成25年度へ繰り越す

平成24年度　岩崎基金収支決算
　（平成24年４月1日～平成25年３月31日）

歳　入　総　額 １５,７８０,２１４ 

歳　出　総　額 ０

差　引　残　高 １５,７８０,２１４ 

通帳①　UFJ定期預金 １０,０００,０００

通帳②　UFJ普通預金 ２４２,７６７

通帳③　みずほ定期預金 ５,５３７,４４７

合　　計 １５,７８０,２１４

（歳入）

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額

前年度繰越金 １５,７２８,０３２ １５,７２８,０３２

UFJ定期預金利息 ０ ５２,１４４ 

UFJ普通預金利息 ０ ３８ 

合　　計 １５,７２８,０３２ １５,７８０,２１４ 

（歳出）

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額

合　　計 0 0…

差引残高15,780,214円を平成25年度へ繰り越す

平成24年度　岸園基金収支決算
（平成24年４月1日～平成25年３月31日）

歳　入　総　額 ９,９３０,０００ 

歳　出　総　額 １８９,５０５ 

差　引　残　高 ９,７４０,４９５ 

(歳入）

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額

前年度繰越金 ９,９００,０００ ９,９００,０００ 

寄付金 ０ ３０,０００ 

郵便貯金利息 ０ ０ 

合　　計 ９,９００,０００ ９,９３０,０００ 

（歳出）

項　　目 Ｈ24予算額 Ｈ24決算額 差　額

岸園賞賞金 100,000 50,000 －50,000

司会費用 150,000 139,505 －10,495

合　　計 250,000 189,505 －60,495

差引残高9,740,495円を平成25年度へ繰り越す
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　　　　　　　　　　　……… … … …　　　
　　　　　　　　　　　　

平成25年度一般会計収支決算
（平成25年４月1日～平成26年３月31日）
歳入総額 １７,６１４,９２３ 
歳出総額 ６,５４３,３２４ 
差引残高 １１,０７１,５９９ 
通帳1：鹿銀普通預金 ２,３６９,９０２ 
通帳２：郵便貯金 ８,２２８,６４７ 
現金 ４７３,０５０ 

合　　計 １１,０７１,５９９ 
（歳入） 平成26年３月31日現在

項　　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額 差額 Ｈ25決算の備考
前年度繰越金 ９,０１７,１９４ ９,０１７,１９４ （注1）
本年度入学者納付金 ９,３００,０００ ７,６８０,０００ －１,６２０,０００ 384名×2万
本年度外国人入学者納付金 ２０,０００ ２０,０００ ０ 　1名×2万
本年度編入学者納付金 ２４０,０００ ２８０,０００ ４０,０００  14名×2万
本年度博士課程入学者納付金 ４０,０００ ４０,０００ ０ 　2名×2万
以前の入学者納付金 ０ ４８０,０００ ４８０,０００  24名×2万
以前の編入・外国人・博士納付金 ０ ８０,０００ ８０,０００ 　4名×2万

小　　計 ９,６００,０００ ８,５８０,０００ －１,０２０,０００ 
名簿部会負担金等 １０,５００ ６,６００ －３,９００ 名簿14号個人購入2名
会報12号広告代
総会残金
預貯金利子 １０,５００ １１,１２９ ６２９ 郵便普通685円+1０,０66円、鹿銀普通378円

合　　計 １８,６３８,１９４ １７,６１４,９２３ －１,０２３,２７１ 
（注1）…Ｈ25予算額の前年度繰越金：９,０１７,１９4円=（Ｈ24歳入額）１８,０６２,２１0円－（Ｈ24歳出額）９,０４５,０１６円
（歳出）

項　　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額 差額（注2） Ｈ25決算の備考
<各部会割当金＞
機友会 １,０１０,０００ ５８０,０００ －４３０,０００  76/98……編4
錦水会 １,７７０,０００ １,５９０,０００ －１８０,０００ 147/170…編6　編前3　博前1　前博前1　前12
AOI会 ６３０,０００ ４３０,０００ －２００,０００  44/59　編2　外1　博前1　前5
南窓舎密会 ８９０,０００ ８３０,０００ －６０,０００  78/88　編1　前7
しらなみ会 ５００,０００ ２９０,０００ －２１０,０００  39/50　編1
南翔会 ０ ０ ０ 
未納学生の退学・除籍の部会への返金 ６０,０００ ６０,０００ ０ 錦4、ＡＯＩ1、しらなみ1

小　　計 ４,８６０,０００ ３,７８０,０００ －１,０８０,０００ 
＜本部運営関連＞
会長経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
庶務経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
会計経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
編集経費 ４０,０００ ４０,０００ ０ 
事務員給与 ９５０,０００ ９７８,８００ ２８,８００ 
通信費 ７０,０００ ３１,３２７ －３８,６７３ 通帳手数料を含む
事務費 ２００,０００ １５０,８３５ －４９,１６５ 

小　　計 １,３８０,０００ １,３２０,９６２ －５９,０３８ 
同窓会総会・懇親会費
旅費補助

小　　計
名簿15号発行費 ５２０,０００ ４６５,６４０ －５４,３６０ Ｈ25年度分、郵送料
役員会・評議会等運営費 １５０,０００ ９２,１２２ －５７,８７８ 連合会懇親会費を含む
鹿児島大学同窓会連合会分担金 １００,０００ １００,０００ ０ 
本部役員出張旅費 ４００,０００ ３８０,０００ －２０,０００ 大分支部総会・関東合同同窓会など
大分支部総会補助金 ４４,０００ ４４,０００ ０ 2,000円/人
不動産借り受け金 ７５,６００ ７５,６００ ０ 部屋代
工学部事務助成費 １２０,０００ １２０,０００ ０ 助成費
学生諸活動助成費 ２２５,０００ １６５,０００ －６０,０００ 各学科諸活動、工学部体育祭

小　　計 １,６３４,６００ １,４４２,３６２ －１９２,２３８ 
慶弔費 １００,０００ ０ －１００,０００ 
予備費 １０,６６３,５９４ ０ －１０,６６３,５９４ 

小　　計 １０,７６３,５９４ ０ －１０,７６３,５９４ 
合　　計 １８,６３８,１９４ ６,５４３,３２４ －１２,０９４,８７０ 

（注２）差額はＨ25決算額－Ｈ25予算額
平成25年度の歳入決算額１,７６１４,９23円－平成25年度の歳出決算額６,５４３,３24円＝1１,０７１,５９9円を平成26年度へ繰り越す

平成25年度　岩崎基金収支決算
（平成25年４月1日～平成26年３月31日）

歳　入　総　額 １５,８３２,０５６ 

歳　出　総　額 ０

差　引　残　高 １５,８３２,０５６ 

通帳①　UFJ定期預金 １０,０００,０００

通帳②　UFJ普通預金 ２９４,６０９

通帳③　みずほ定期預金 ５,５３７,４４７

合　　計 １５,８３２,０５６

（歳入）

項　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額

前年度繰越金 １５,７８０,２１４ １５,７８０,２１４

UFJ定期預金利息 ０ ５１,７９６ 

UFJ普通預金利息 ０ ４６ 

合　　計 １５,７８０,２１４ １５,８３２,０５６ 

（歳出）

項　　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額

合　　計 0 0…

差引残高15,832,056円を平成26年度へ繰り越す

平成25年度　岸園基金収支決算
（平成25年４月1日～平成26年３月31日）

歳　入　総　額 ９,７４１,３０８ 

歳　出　総　額 １５２,５０５ 

差　引　残　高 ９,５８８,８０３ 

通帳①総合通帳 ４,５８７,９９０

通帳②定期預金 ５,０００,８１３

合　　計 ９,５８８,８０３

（歳入）

項　　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額

前年度繰越金 ９,７４０,４９５ ９,７４０,４９５ 

寄付金 ０ ０ 

郵便貯金利息 ０ ８１３ 

合　　計 ９,７４０,４９５ ９,７４１,３０８ 

（歳出）

項　　目 Ｈ25予算額 Ｈ25決算額 差　額

岸園賞賞金 １００,０００ ５０,０００ －５０,０００

司会費用 １５０,０００ １０２,５０５ －４７,４９５

合　　計 ２５０,０００ １５２,５０５ －９７,４９５

差引残高９,５８８,８０３円を平成26年度へ繰り越す

HONBU DAYORI
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 司
つかさかい

会 の 報 告 

庶務幹事　渕田　孝康

　平成24年度に発会した司
つかさかい

会も今年度で３回目を迎えました。この会は同窓生の交流を深
めることはもとより、研究・開発と世界に通用する主体性を持った学生を育てる為に工学
部に関わる教員同士の連携を密にすること、また南九州を中心とした産学官の連携を推進
し将来性のある工学部を創るための一助になればとの趣旨でスタートした会です。
　今年度は８月22日開催の拡大幹事会後に引き続き執り行われ、昨年岸園賞を受賞された
関西AOI会の代表者中原氏、長崎氏にご講演いただいたあと、各テーブルに分かれて懇談
となりました。科を超えて、研究内容を超えての顔合わせは少ないため、日頃は持てない
交流の時間が参加者同士の距離を縮めたように感じられる会となりました。今後はますま
す充実した会となるよう努めて参ります。

平成26年8月22日　於：ジェイドガーデンパレス

　　　　　　　今村会長のあいさつ　　　　　　　　　　　　　　　関西ＡＯＩ会中原氏・長崎氏

HONBU DAYORI

　この度会報13号作成にあたり、旧教官の山下義信先生、今村彬同窓会会長と昼食を兼ね
て同窓会に関する思い出話を聞かせていただこうと座談会を企画いたしました。お二人は
旧知の間柄でいらっしゃるため、お話も多岐にわたり、終始和やかな雰囲気で思い出話が
進んでいきました。紙面の都合上、同窓会名簿に関すること、岩崎基金に関すること、当
時の就職に関する内容を抜粋し、紹介いたします。
（日時：平成26年８月21日（木）　11：30 ～ 14：00　ワシントンホテルにて）

山元（同窓会編集幹事）：工学部同窓会
では、会報誌を３年に２回発行しており
ます。今回は、新しい試みとして、座談
会形式でお言葉を頂き、会報誌に掲載さ
せていただこうと企画いたしました。よ
ろしくお願いします。

名簿について
山下：最初の名簿は昭和33年に国立（移管）になったときに、学部長が交代されて同窓会
を作りたいということで教授会に諮られました。名簿作成の責任者は時の主任教授の指名
で機械科の田中義弘先生と電気科の山口純一先生となったのですが、両先生が生憎諸々の
理由で大学にご不在の状況になってしまいました。そこで、機械科は石神重男先生、電気
科は私、建築科は横須（東）和先生、応用化学科は吉福功美先生となったのです。実務的
な仕事は主として吉福先生と私で行いました。本来
は鹿児島工学会という名称で昭和29年位にはできて
おり、名簿も1号は発行されていたのですが田中先
生と山口先生がご不在でしたから、当時の教授会の
メンバーの先生方はどなたもご存じなく、改めて新
しく作ることになったようです。その頃は個人情報
の問題も無く、学生時代の住所にはがきを出したり、
或いは役場に問い合わせたりして何とか完成しまし 写真①昭和33年発行の同窓会名簿第1号

座談会
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た。当時はがきの回収率も良く割合ス
ムーズにいきました。そうしていざ出
来上がったのですが（写真①）当時の
同窓会にはお金が無く私が立て替えま
した。卒業生の数も少なく名簿も小型
軽量で印刷代送料とも安かったと思い
ます。
山元：第1号の名簿は、何名くらい纏
められたのですか？
山下：工専の方々は1学科40～50名、
大学では1学科25名で1学年100名、

一般教養だけは医学部進学課程が30名おり計130名でした。一般教養の講義はこれを２ク
ラスに分けて行っていましたが、他学科の人でも姓名は大体知っていました。
山元：現在は、工学部に入学する学生は、大体400名～500名程度です。現在（2014年８月）
までに、卒業・修了生の延べ数で24,０00名くらい。学部卒業生と修士課程の修了生の重複
分を考えても２万人くらい同窓生がいることになり、名簿も電話帳くらいの大きさになっ
ています。
山下：当時は電話も学部に２、３台しかなかったので、事務所から構内電話で連絡がある
と自転車で走って行き受けていました。電話を掛ける時も、市内でも交換手経由ですから
時間がかかっていました。
山元：第1号の名簿は、どのくらい発行したのですか？
山下：卒業生の数くらいでした。
今村：この名簿は山下先生が現物を所有しており（写真①）、コピーが取れるので、保存
しなくてはね（＊1）。　
山下：名簿は全部（第1号～15号）1冊ずつあります。
山元：当時は、はがきで収集されていた、すごい事ですね。今、工学部の同窓会名簿は15
号を発刊しています。ただ判明率となると６割ほどです。４割の方は分かりません。

＊1　後日、山下先生から原本をお借りして、複製させていただき、同窓会本部に保管し
ております。

岩崎基金について
山下：話したいことは岩崎さんのからお金のことです。年数をはっきり覚えていないが
…。
山元：工学部50周年記念誌に確か載っていたと思います。
山下：最初の庶務幹事が田中義弘先生、山口先生が会計幹事で、次の庶務幹事が田中秀穂

山下義信旧教官　電気29年卒

先生と入佐俊幸先生、次が機械の玉利先生と私でした。田中秀穂先生の時に250万円か300
万円いただき、それで来年もやるからおいでと言われたとのことで、私と玉利先生とで訪
ねていきました。その時は自分の車で訪ねました。その時は（岩崎）與八郎さんも大変ご
機嫌もよくこの調子ならお金をいただけるだろうと期待していたのですが見事な空振り。
今村：岩崎さんがお金を出してくれるとの話は広まるのだけど、なかなか実現には至らな
かった。
山下：翌年は岩崎與八郎さんがハワイで白内障の手術のためご不在、その翌年、三菱信託
銀行の店長さんから與八郎さん在麑との電話をいただき、今度は鹿児島交通のタクシーで
訪問し鹿児島交通のタクシーで訪れた旨を伝えました。この日もご機嫌麗しく、空振りを
用心しながら話を進め帰る間際に１,000万円あげようと云われ銀行に電話されたのですが、
生憎店長不在で又駄目か、とがっかりしながら岩崎さんの車で大学まで送って貰い部屋に
帰りました。すると暫くしたら、銀行から「1,000万円の預金有り難うございました」と
の電話があり、一件落着となりました。
…
山元：当時のお金は現在でどのくら
い？　　　　　　　　　　　　
今村：役所に勤めると半人官というの
があって２,000円くらい。
これが月給だった。我々が昭和29年
の卒業時に自衛隊で９,000円くらいで
あったはず。私が品川の会社に入った
時が７,000円。1万円なかった。

就職について
山元：旧教官（教員）や先輩が築きあげた実績があるので、電気関係は優良企業に入る学
生が多いですね。
今村：山下先生などが力をいれてくれた。日立など。企業が来ると接待をし、車で回り、
就職先に関しては最高の時期だった。
山下：日立・東芝は大きくて会社を分社化していますので、日立・東芝系に就職した人は
多かった。毎年数名ずつ就職していました。その他、電電公社への推薦受付は九州管内で
は九州工大、九州大、熊本大、鹿児島大…（鹿児島本線沿いの）４大学だけでした。しかし
修士課程が出来たときは流石に鹿児島大学もふるい落とされてしまいました。そこで私が
就職担当の時、どうしても就職させてやりたい学生が一人いましたので、夜の懇親会の席

今村彬同窓会会長　電気29年卒
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で今年だけでも良いから推薦枠を一人
だけでも認めて貰いたいとお願いした
ところ本人が優秀だったせいもあって
か、以後推薦枠が認められました。企
業は一般に「優秀な学生を是非お願い
したい」と云う言葉が決まり文句です
が、私は“優秀な学生は今まで壁にぶ
つかったことが無いから壁を乗り越え
る術を知らないが、1年留年の学生は
その術を知っている”と話して採用し
てもらった事もあります。その他に
も留年した人が電気系には向かないと
言っていた人が高専で電気科の先生に
なった人もいます。

最後に
山元：今回の座談会をまとめさせていただきますが、かなり長くなってしまいます。
今村：今回だけではなく、また続きをしたらいいよ。
山元：同窓会としては現役の学生や卒業生に対して幅広い情報を発信できる会報誌を作っ
ていきたいと思っています。その観点からもお二人のお話はとても貴重なものとなりまし
た。ありがとうございました。

山元和哉准教授・本部編集幹事
応化工H8年卒

　工学部同窓会学生諸活動助成金の募集について　

学生諸活動助成金報告　（平成25年度・26年度）
学　　科：環境化学プロセス工学科

企　　画：…環境化学プロセス工・化学生命工ソ
フトボール大会

活 動 日：平成25年５月25日
活動場所：教育学部グランド（96名）

事業報告：…学部生から修士・博士まで多くの学生が参加しとても楽しくソフトボールをす
ることができました。助成金は大会運営や商品購入に活用させていただきまし
た。本当にありがとうございました。（榎園慎也）

学　　科：情報生体システム工学科　
企　　画：IＮFO　CUＰ2013　
活 動 日：平成25年６月８日
活動場所：鴨池ドーム（60名）
事業報告：…学部1年生から院生まで情報生体システム工学科の多くの学生が参加し、仲間

との繋がりだけでなく上下の関わりもあり、大変楽しく汗を流すことができ
た。ケガ人もでず運営も順調に行い、皆満足する大会だった。（別府俊哉）

学 科：電気電子工学科

企 画：第44回電気電子工学科バトミントン大会
活 動 日：平成25年11月９日
活動場所：教育学部第２体育館（51名）
事業報告：…日常的に学生同士、先生方との交流の場が少なくなっているので、このようの

学科全体で大会を通してコミュニケーションをとる場を作ることができてとて
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もよかったと思います。助成金により参加者の負担もなく開催できました。本
当にありがとうございました。（椎屋美咲）

学　　科：化学生命工学科

企　　画：環境化学プロセス・化学生
命工学科ソフトボール大会
活 動 日：平成25年11月24日
活動場所：教育学部グランド（90名）

事業報告：…早朝は肌寒く天候も不安でしたが、昼過ぎにはあたたかくなりけがなく過ごす
ことができました。参加できなかった研究室もありましたが、学科内、他研究
室と交流できる良い機会となりました。今回、トーナメント優勝は吉田研究室
となり、思い出に残る1日になったと思います。（中本健太）

学　　科：建築学科

企　　画：…建築学科1年生と教員の懇
親会

活 動 日：平成25年12月３日
活動場所：…教育学部食堂エデュカ（72

名）

事業報告：…建築学科1年生と教員、TA、また1年生同士が懇親を深めた会となりました。
1年生は先生方から建築に対する心構えや将来に向けてのアドバイス等をいた
だき、それをしっかり受け止めていました。なた、1年生同士がお互いを知る
ことができた良い機会となりました。（濵田美紀）

学　　科：機械工学科

企　　画：…平成26年度新入生との親睦
ソフトボール大会

活 動 日：平成26年４月９日
活動場所：教育学部球技場（154名）

事業報告：…ソフトボールを通じて、同窓会新会員との新魚籠を深めることができた。平成
26年度から始まるアドバイザー制について、新入生がアドバイザー（指導教員）
と学生相談員（大学院生）と打ち解けることができた。本事業によって順調な
アドバイザー制のスタートを切ることができた。（信田清哉）

学　　科：化学生命工学科

企　　画：…環境化学プロセス・化学
生命工学ソフトボール大
会

活 動 日：平成26年５月24日
活動場所：教育学部グランド（86名）

事業報告：…普段から運動する機会が少なくなっている中でソフトボール大会を開催でき、
けがなく楽しく過ごすことができて良かったです。助成金は優勝賞品や大会運
営費に使わせていただきました。本当にありがとうございました。（加藤政和）
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学　　科：情報生体システム工学科

企　　画：IＮFO　COＰ2014
活 動 日：平成26年７月19日
活動場所：鴨池ドーム（80名）
事業報告：…学士、修士、博士の学年同士の親睦、学生と先生の親睦が深まる大会となっ

た。ケガ人も出ず、和気藹々とフットサルを行うことができた。助成金のおか
げで、大会に必要な備品や景品を揃えることができ、とても助かりました。（河
﨑拓人）

学　　科：建築学科

企　　画：…建築学科1年生と教員の
懇親会

活 動 日：平成26年10月14日
活動場所：…教育学部食堂エデュカ（71

名）

事業報告：…建築学科1年生と教員、相談員、また1年生同士が懇親を深めた次回となりま
した。1年生は先生方から建築に対する心構えや将来に向けてのアドバイス等
をいただきそれをしっかり受け止めていました。相談員からも、課題を含めた
学生生活のアドバイスがありとても有意義な会となり、1年生同士もお互いを
知る機会となりました。このような機会に本助成金が出ることはありがたいで
す。（岡田帆奈）

学　　科：環境化学プロセス工学科

企　　画：…環境化学プロセス・化学生
命工学ソフトボール大会

活 動 日：平成26年11月30日
活動場所：…鹿児島大学教育学部グラウ

ンド（127名）

事業報告：…ソフトボール大会の開催にあたり、研究室の団結を強める、他のグループとの
交流、運動不足の改善という目的を達成できたと思います。また、けがなく楽
しく過ごすことができてよかったです。（吉川貴之）

学　　科：電気電子工学科

企　　画：…第45回電気電子工学科バドミントン大会
活 動 日：平成26年11月８日
活動場所：…鹿児島大学教育学部第２体育館（42名）
事業報告：…日頃、学科全体でスポーツを通して、学生同士、先生方との交流を図ることは

少ないので、今年も大会を開催できたことを嬉しく思います。助成金により、
参加者の負担もなく開催できました。本当にありがとうございました。

（四元信一朗）
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本部編集幹事・山元　和哉
　ここに工学部同窓会会報“南桜風”第13号をお届け致します。
　昨年度は、工学部同窓会名簿（15号）の発行に伴い会報誌を休刊としたため、本13号には平成25年度・26年度
の二年分の情報を掲載しております。旧教官の山下義信先生、今村彬工学部同窓会会長との座談会や、旧教官の
末永勝郎先生からの寄稿（岸園司前会長との思い出）も掲載しておりますので、是非、ご一読ください。
　工学部同窓会は、平成27年３月時点で、機友会、錦水会、AOI会、南窓舎密会、しらなみ会の５部会から構成
されており、会員数は約2４,００0名（延べ数）です。最新の同窓会名簿は、個人情報を考慮して発刊しております
が、判明率は60％程度であり、まだまだ十分ではございません。住所不明者の情報や住所変更など、同窓会本部
もしくは各部会にご連絡頂きますようお願い致します。
　また、各部会の近況や活動状況をホームページ（http://ku-eng.mydns.jp/）でも紹介しております。ホームペー
ジには、南桜風のバックナンバーもございますので、是非、ご閲覧ください。会員の皆様からのご意見や情報提
供により内容を充実させ、親睦を深めることを目的とした情報交換や活動が活性化することを願っております。
　最後に私事ですが、３年間、同窓会本部の編集幹事を担当させていただきました。会員の皆様、各部会の編集
幹事や旧教職員の皆様に多大なお力添えを頂きましたこと、深くお礼申しあげます。全会員の益々のご発展とご
健勝をお祈り申し上げます。

機友会編集幹事・小田　美紀男
　昨年度まで編集副幹事でしたが、今年度から編集幹事となり、今回が初めての会報作成作業に行ったので、色々
と状況が分からず、多方面の方に色々ご迷惑をお掛けしました。次号からスムーズな作業を行えるように心がけ
て行きます。また、機友会の場合は、卒業生ではない教員が数年で幹事が変わるので、作業の引き継ぎもしっか
りと行うように心がけます。最後に、執筆をして頂いた皆様方に感謝を申し上げます。

錦水会学内編集幹事・重井　徳貴
　２年ぶりの発刊でしたが、話題が盛りだくさんの２年間でした。恒例行事である、本部・支部総会、工場見学
での交流会、学内行事の「新入生ウェルカムパーティー」と「きばっど会」に加え、川口淳一郎先生をお迎えし
ての講演会など２件、同期会４件、そして電気電子工学科棟のリニューアルなどについて紹介させていただきま
した。限られた紙面で、十分な紹介はできなかったと思いますが、錦水会ＨＰ（http://kinsuikai.sakura.ne.jp/）
でも紹介しておりますので、こちらもご覧いただければと思います。

ＡＯＩ会編集幹事・曽我　和弘
　AOI会の同窓会名簿を数えると、建築学科卒業生は2千名以上いらっしゃるのですが、AOI会が連絡先を把握
しているのは、そのうちの約60％です。できるだけ多くの卒業生の皆様に建築学科や同窓会の活動状況をお知ら
せしたいと思いますので、ご転居などの際には、同窓会までご一報ください。
最後になりましたが、原稿をご執筆いただいた皆様に感謝申し上げます。

南窓舎密会編集幹事・中島　常憲
　南窓舎密会の母体である、環境化学プロセス工学科、化学生命工学科においてもＨ25－26年度において、３名
の先生方がご退官され、また３名の教員がご昇任されました。同窓会のほうも染川賢一会長のもと現役会員の各
行事への参加を活性化すべく、新たな試みを企画していかねばと考えているところです。会員の皆様方よりお知
恵を拝借しつつ、南窓舎密会を盛り上げていきたいと思っております。最後に、原稿等の執筆にご協力いただき
ました皆様へ感謝申し上げます。

しらなみ会学内編集幹事・酒匂　一成
　会報を作成するに当たり、しらなみ会本部および各支部の担当者の皆様、OBの方々には多忙な時期に原稿を
ご執筆頂き、ありがとうございました。関東、関西、九州の各支部で活発に活動がされている様子が伝わってき
ました。さて、しらなみ会のホームページが開設されました。よい情報をしらなみ会の皆様にお伝えできるよう
に編集を頑張りたいと思います。

編集後記
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　個人情報に関する基本方針 
　 プライバシーポリシー

　鹿児島大学工学部同窓会名簿15号は平成26年３月に発行されました。発行に先立ち、会員の皆様には
ハガキ・電話による個人情報の調査を実施いたしました。これは平成17年４月に施行された個人情報保
護法に則り、個人の意思を確認した上での編集作業を行う必要があるためです。本会では平成22年度よ
り外部の名簿専門業者へ委託し、情報の収集・製作を依頼しております。その結果、異動された会員の方々
の情報も得られ判明率が上昇しました。
　次回の名簿16号以降においても、個人情報の調査をした上で名簿を作成し、発行したいと考えており
ますので会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

同窓会名簿の取扱いについて
　新たに皆様から頂く個人情報および従来から本会で保有しております個人情報につきましては、個人
情報保護法に従い下記のように取り扱います。
１　個人情報の収集・利用目的
　　　本会では以下の情報を収集いたします。
　　　⑴　名簿で取り扱う情報
　　　　 ①名前、②自宅住所、③自宅電話番号、④勤務先、⑤勤務先電話番号
２　個人情報の利用目的
　　　 収集した情報は次に掲げる目的で利用いたします。
　　　⑴　卒業生データの作成・管理を目的とするもの
　　　⑵　総会等運営のために必要な文書等の送付を目的とするもの
　　　⑶　会報、名簿および各種お知らせ等の送付を目的とするもの
　　　⑷　大学への情報提供を目的とするもの
３　委託先および第三者提供先
　　　 　この文書に定める利用目的に関連して、機密保持契約を締結した委託先に会員等の個人情報を

提供する場合は、適格性を十分に審査し、本会が求める個人情報保護体制を維持するように管理・
監督致します。

４　安全管理措置
　　　 　本会は、この文書で定める事項に適合するように収集した個人情報を安全に取り扱い、不正ア

クセス、紛失、改ざんまたは漏洩が生じないよう適切な措置を講じます。すでに配布された名簿
はシリアルナンバーによって管理されており、第三者が利用した場合はそのシリアルナンバーよ
り所有していた卒業生が判明しますので、取り扱い等には十分に留意してください。

５　個人情報の開示・訂正・利用の停止等の申し出先
　　 　本人が当該本人に関する個人情報の開示・訂正・追加・利用停止の請求ならびに個人情報の取り
扱いに関する問い合わせを行う場合の連絡先は以下の通りです。

〒890-0065 鹿児島市郡元一丁目21-40
ＴＥＬ 099-285-3494（内線8317）
ＦＡＸ 099-285-3494（内線8317）
E-mail：dousoukai@eng.kagoshima-u.ac.jp
同窓会ホームページ http://ku-eng.mydns.jp
同窓会事務局開局日：月・水・金（10時～17時）

　名簿は会員のみの完全予約制での販売としております。したがって発行後の販売は承っておりません。
何卒ご了承下さい。

発　行：鹿児島大学工学部同窓会
発行日：平成27年３月
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