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■ 会 告

平成２８年度の総会を、下記のとおり開催します。会員諸兄姉の多数のご参集をお願いします。

同窓生はじめ、クラブ・同好会など関係者お誘い合せのうえ、多数のご参加をお待ちしています。

記

○ 京都工芸繊維大学同窓会 平成２８年度定期総会

日 時 平成２８年６月１８日㈯ 午後４時から

場 所 ウェスティン都ホテル京都 西館 ２階 「比叡の間」

京都市東山区三条けあげ 電話：０７５－７７１－７１１１

議 案 １．人事

２．会則の一部改正

３．平成２７年度事業報告

４．平成２７年度決算報告

５．平成２７年度会計監査報告

６．平成２８年度事業計画（案）

７．平成２８年度予算（案）

８．その他

報告事項 理事会報告

○ 京都工芸繊維大学同窓会恒例の懇親会を下記により開催します。

記

日 時 平成２８年６月１８日㈯ 午後６時から

場 所 ウェスティン都ホテル京都 西館 ２階 「愛宕の間」

会 費 １０，０００円（ただし、学生会員は３，０００円を当日受付にてお支払いください。）

〈参加申込みについて〉

総会、懇親会への多数の参加をお待ちしております。

参加される方は、別添郵便はがき（平成２８年度KIT 同窓会定期総会・懇親会 出欠のご回答）

の「出席」に○印をお付けの上、６月３日㈮までに必着するように投函をお願いします。直接同窓

会事務局に FAX又はメールによりご連絡下さっても結構です。
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■ ご 挨 拶

皆様には、日頃より京都工芸繊維大学同窓会
（略称：KITAA）の諸活動にご参加いただき、
KITAAの活性化にご尽力を賜りまして、衷心
より厚く御礼申し上げます。
KITAAには２４，０００名余の同窓生がおいでに

なりますが、KITAAはこの方々に年一回発行
される同窓会誌「工繊」を全員に配布していま
す。これが全国津々浦々の皆様に活動報告をさ
せていただく唯一の手段です。
また、インターネットにKITAAのホーム
ページを掲載して、リアルタイムで情報を提供
できる体制作りを目指しておりますが、まだ不
完全なままの状態です。このホームページは同
窓会活動の情報伝達手段としては当を得たもの
ですので、さらにご家庭にインターネットが普
及すれば、皆様の声をお聞きする有効な手段に
もなるでしょう。
KITAAの支部は、全国でまだ７支部しかあり
ませんが、全会員の７割弱を擁する近畿支部は
活発に活動されて、会員間の交流を積極的に進
められています。全都道府県にこのような支部
を創設することが重要な課題です。
会則第３条（目的）に、本会は、会員相互の

交流と親睦を図り、もって母校の発展、学術文
化及び産業の振興に寄与することを目的とする
とあります。
次の第４条（事業）には、本会は、前条の目
的を達成するために、次の事業を行うとあり、
６項目が示されています。
（１）総会、懇親会及びその他会員の交流と親

睦を図る会合
（２）会員名簿の維持管理
（３）ホームページの作成及び維持管理
（４）会誌等の図書の刊行
（５）母校の教育・研究の充実に対する援助
（６）その他本会の目的を達成するために必要

な事業
（１）～（５）項は、KITAAは定常事業として着
実に実施していますが、ここからは活性化につ
ながる事業は創出されません。
重要なのは（６）項です。目的を達成するため
に必要な事業を創出しなければなりません。
「全国津々浦々の皆様に同窓会活動の輪を広げ
る」活動を実施するための実行計画が必要です。
これが実現すれば、これまで年に一度の同窓
会誌を読んでいた方も、近くの支部に顔を出し
て参加いただくことで仲間を増やし、地域の特
色を活かした交流と親睦の輪を広げていただく
ことができます。また近隣支部と合同で懇親会
を開催し、地域交流の輪を広げることもできます。
KITAAの総会は毎年６月に京都で開催してい

ます。京都から遠く離れた地域にお住いの方々
も多数ご参加いただきたいのですが、近畿中心
の会となるのはやむをえません。
どうぞ皆様方には最寄りの支部活動にご参加
いただき、親睦と交流の輪を広げて頂きたいと
存じます。
この実行計画が軌道に乗り、全国津々浦々の
皆様に同窓会活動の輪を広げることができます
ことを宣言します。
ところで、私は三好前会長（現在、顧問）か
ら本同窓会の法人化という極めて重大な任務を
託され、平成２６年度中からほぼ二年間にわたっ
て法人化に向けて奔走してきましたが、結果的
に未だその法人化には至っておりません。私は、
会長という職務をここで終えるに当たって、な
ぜ法人化という目標に達せなかったのかという
反省を含めて、ここに総括させて頂きます。
平成２７年度総会の前に開催した理事会におい
て、それまでの法人化検討委員会で検討された
内容が審議され、様々な意見が出ましたが、最
終的には、理事会として賛成多数で法人化への
方向性について承認されました。その後の総会
においても、法人化への方向性については承認
されました。
どのような社団法人を目指すのか、法人化の
経験のある方の協力を得て、多大な時間をかけ
て一般社団法人の定款（案）を作成していただ
きました。同窓会誌「工繊」９号に緊急特集を
掲載し、法人化への移行を解説しました。
このように約二年間に及ぶ膨大な時間と労力
をかけて同窓会の法人化を目指しましたが、結
果的にその目標を達成できぬまま、私は会長と
しての任期を終えます。これは会長としては誠
に申し訳なく、皆様にこの場をお借りして深く
お詫びしなければなりません。
関係者間のコミュニケーション不足、そして
何よりも会長・副会長が法人化移行までに解決
しなければならない諸問題を十分理解せぬまま、
特定の個人の方に定款案作成や公証人役場との
対応を丸投げしてしまったことが最大の原因で
あったと感じております。誠に申し訳なく感じ
ております。
次の理事会・総会を経て、心機一転新たな体
制でKITAAが再船出することになります。こ
の同窓会の法人化は、その新たな体制の下で、
むしろこれまでの経緯を引きずることなく進め
て行って頂くことも必要ではないかと考えてお
ります。
是非、よろしくお願い申し上げます。
KITAAは母校の応援団として、世界に羽ば
たく母校のグローバル化推進を支援します。

同窓会活動 この二年間の会長在任を振り返って

（建築工芸学科 昭和３２年卒）
会長 中 村 淳
京都工芸繊維大学同窓会
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本学は、平成２５年度に、自らの歴史を振り返
り、社会の期待に応えるため、「ミッションの
再定義」を行いました。それにより明らかと
なった強みや特色、社会的な役割に基づいて、
３つの中核拠点（COG：センター・オブ・グ
ローバライゼーション、COI：センター・オブ・
イノベーション、COC：センター・オブ・コ
ミュニティ）の形成を推進しています。具体的
には、①COG（特色・強みのある分野の強化・
充実を図り、我が国におけるトップレベルの教
育研究をグローバルに展開すること）、②COI
（本学の特色ある工学専門分野の融合による最
適イノベーション創出と産学官連携による社会
実装化を推進すること）、③COC（地域課題
解決や活性化を担うため、自治体や企業等と連
携しながら地域を志向した教育・研究・社会貢
献を行うこと）としています。
このような本学独自の強みや特色を活かした
改革を推進できるのは、本学が１１０余年の伝統
を有しており、地元「京都」において「ものづ
くり」にかかわる実学中心の教育研究を展開し
てきたという実績を有しているからこそであり
ます。この個性ある学風や伝統を保っているの
は、現在の学生、教員、事務職員だけでなく、
何より卒業生をはじめとするこれまで本学に関
わられた方々のおかげであります。ここに、深
く感謝の意を表する次第であります。引き続き、
京都工芸繊維大学の機能強化に向けた様々な改
革にご注目いただき、ご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

昨年は、COGに関連する事業として、ケン
ブリッジ大学キャベンディッシュ研究所との学
術交流に関する覚書締結を行いました。ETH、
英国王立芸術学院、スタンフォード大学、シン
ガポール国立大学などの海外からの研究ユニッ
ト招致による研究活性化も着実に進めています。
また、スーパーグローバル大学創生支援事業関
連では、学生の英語鍛え上げプログラムの実施、
教職員の海外派遣、OPEN TECHシンポジウ
ム開催などを果敢に展開してきました。
さらに、昨年はCOC事業が大きく進展した

一年でした。平成２５年度に「地（知）の拠点整
備事業（大学COC事業）」に採択され、「京都
の産業・文化芸術拠点形成とK１６プロジェク
ト」という事業名の下、京都府北部を中心とし
た地域のニーズに多彩なプロジェクトで応えよ
うと頑張ってきました。本学は、日経キャリア
マガジンの企業の人事担当者から見た大学のイ
メージ調査による「就職力ランキング」では総
合１４位と高く評価されており、特に個別項目の
「地域の産業・文化に貢献している」では９位と
COC事業が社会的に評価されています。
そして１０月には、これらの成果が認められ、
大学COC事業をさらに発展させた「COC＋」
と呼ばれる「地（知）の拠点大学による地方創
成推進事業」に「北京都を中心とする国公私・
高専連携による京都創生人材育成事業」が採択
されました。これは、京都府北部・中部を中心
に大学等が自治体や企業などと力を合わせて地
域創生の中心となる人材を育成する取組です。
この中で、本学は、平成２８年４月から、グロー
バルな視野を持って工学・科学技術により地域
の課題を解決できる国際高度専門技術者を養成
するため、「地域創生Tech Program」を学部
共通プログラムとして開設することといたしま
した。本プログラムでは、各自が教養や専門基
礎を身につけたうえで、３年次後期からは福知
山キャンパスで、地域課題解決型学習（PBL）
や地元企業・海外でのインターンシップを中心
に、実践的・能動的な学習に取り組みます。
今後、「地域創生Tech Program」により京
都府北部への若者の定着や地域活性化に貢献す
るとともに、引き続き、京都府北部に求められ
る多彩なプロジェクトを進めつつ、そこで生ま
れた成果や連携を、地域の未来につなげていき
たいと考えています。

今年は第３期中期目標期間の最初の年となる
重要な一年です。第３期中期目標期間は、本学
は改革のフロントランナーとして駆け抜けてい
きたいと胸に刻んでいます。どうか引き続き温
かいご支援のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

地域創生に貢献する大学を目指して

学長 古 山 正 雄
京都工芸繊維大学
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■ 退職教員挨拶

定年を迎えるに
あたって

先端ファイブロ科学専攻の立ち上げと同時に
１９年間勤めた福井大学から本学に移動してあっ
という間の１８年、皆様方に支えていただき、な
んとかゴールにたどり着くことができました。
感謝の気持ちでいっぱいです。松ヶ崎地区がま
だまだ田舎の雰囲気がある時に下鴨北園町で生
まれ、私にとって本学は幼少の頃の遊び場で、
非常に愛着のある地に職を得たことはこの上な
い喜びでした。先端ファイブロ科学専攻も発足
時から関わっており、非常に愛着を持って教育
研究活動を行うことが出来ました。赴任当時は
学生の就職のためにも学会を始めいろいろなと
ころで「ファイブロ」を認知して頂くことに必
死であったことが昨日のように思い出されます。
今では歴代の先生方や卒業生の頑張りのお陰で
「ファイブロ」という名称は完全に市民権を得
ているように思います。
さて、我が国においては繊維産業は縮小し、
就職先としても学生の人気が低下しています。
しかし、個人的には繊維ほど愛着があり面白く
かつ可能性のあるものはないと思っています。
安ければ良いと言うだけなら繊維製品の製造は
人件費の安い国へ委ねられます。従って我が国
の繊維産業活性化には繊維並びに繊維製品に如
何に付加価値をつけるかが重要です。日本でし
か作れない繊維及び繊維製品を如何に創出する
かが課題です。それには独自の装置、機械開発
が必要不可欠です。また、消費者にアピールす
るにはデザイン力が大きくものを言います。幸
いなことに本学にはそれらの優秀なスタッフが
揃っています。ターゲットとする最終製品を定
め、本学の学科（系）を超えたプロジェクトを
結成すれば世界に通用するKIT 繊維ブランド
の実現も夢ではありません。ビッグニュースが
聞けることを楽しみにしています。定年後は１５
年間学生生活を送った愛着ある同志社で教育研
究のお手伝いをさせて頂きます。「愛着」こそ
人生の活力です。最後になりましたが皆様の
益々のご活躍を祈願しています。

木 村 照 夫
（繊維学系）

退職に当たって

１９６９年の本学入学以来学生時代を含めて４６年
は、長くもあり瞬く間のようでもあります。周
辺も一変しましたが、松ヶ崎名物のあの白花の
菜の花はまだあるのでしょうか。かつて本学が
二期校と呼ばれた時代、共通試験やセンター試
験などはなく、本学独自の入学試験のみがあり、
試験科目には国語なども含まれていましたし、
入学後の語学は今の実用志向とは異なって、
ただひたすらの文献講読でした。ドイツ語は
Kafka の Josefine 、英語ではMansfield の
The Garden Party と Forster の評論 Two
Cheers for Democracy が記憶に残っていま
す。ドイツ語では Lindenbaumや Lorelei や
Stille Nacht の歌詞なども習ったような記憶
があります。Kafka は幻想と不条理の作家と
言うことになっていましたが、ネズミ族の歌姫
の物語に託して、中身はしかし丁寧に論理をた
どる芸術論のようでした。Mansfield は、学
園紛争のすさんだ世相の中にあって、感情教育
あるいは情操教育のために選ばれたのかもしれ
ません。Forster は Democracy に対しては
万歳三唱とは行かず二唱どまりだと言っていた
のだったか、万全ではなくともこれより他には
ないとのことであったか。いずれも一語一語を
辞書にあたって訳していったのを懐かしく思い
出しますが、実際これは日本語の訓練であった
ことになります。日本語で記された、特に長く
読み継がれている古典の、言葉の一つ一つがし
かるべき意味を持っていることをたしかめ、か
つ、それぞれに美しい響きを持っていることも、
その後知ってゆくことになる契機となりました。
大学教育で専門を支える教養課程への認識を深
める一方で、後日大学設置基準の大綱化に際し
ての諸先輩方の対応に距離を感じたのでした。
退職に当たり、場違いを承知で、当時の語学の
先生方に深甚の謝意を表します。

岡 本 泰 則
（材料化学系）
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退職のご挨拶

本学に赴任したのが平成５年４月でしたので２３
年間お世話になりました。母校である京都府立
医科大学の整形外科学教室でスポーツ医学を担
当していた私に、本学での前任者（小西博喜先
生）から平成４年に突然電話がありました。小西
先生は日本ハンドボール協会の重鎮ともいえる
方で、私が中学時代に部活していたハンドボー
ル部の顧問でしたから恩師にあたります。唐突
に「うち（本学）に来てくれんか？」と言われ
たのですが、さすがに最初はピンときませんで
した。整形外科医が医学部のない工科系の大学
へ行って何すんのと思いましたが、即座にお断
りするのも申し訳なくて態度を保留（無視？）
していたところ、以降熱心に（執拗に？）何度
もお誘いを受けることになりました。当時、国
立大学の一般教育としては初めての試みであっ
た由の「広域人間科学コース」なるものが開設
されるために声をかけて頂いたようです。お話
を聞いているうちに、スポーツ医科学をライフ
ワークにと考えていた私としては面白いかもと
思うようになって、当時の私の家族の事情等々
も加わり（かなり悩んだ末に）トラバーユを決
断した次第です。
ただ、本学では研究面で個人的にはめぼしい
成果を挙げることはできませんでした。臨床の
機会が激減することは覚悟していたものの、出
身医局との共同研究の企画が破談したり、国が
難病に指定している特発性大腿骨頭壊死症に罹
患し、人工股関節全置換術を受けて障害者手帳
を交付される身体になり学会活動が思うに任せ
ない状況に陥りました（私の力不足の言い訳に
過ぎませんが）。
体調の不具合で所属する学系等には随分ご迷
惑をおかけし、この場をお借りして改めてお詫
び致します。私の不行届きをしっかりカバーし
てくれた芳田准教授（本年４月教授に昇任）を
はじめ、スポーツ科学分野の先生方の更なる躍
進を期待しています。
最後に、本学の益々の発展を祈念して退職の
ご挨拶とさせて頂きます。

常 岡 秀 行
（基盤科学系）

境界から見る

私の専門は、制御・システム工学で、一貫し
て情報学的アプローチをシステム科学／工学に
融合する教育研究を担当させていただいた。対
象とするシステムは、どのようなものでもよく
工学システムはもちろんのこと社会、経済、生
態、生命など多岐にわたり、対象のシステムを
望みどおりにするためのシステムへの働きかけ
をつくる方法を構築することが目的となる。そ
の神髄は、どのような対象であろうと対象をシ
ステムとして捉え、システムとしてアプローチ
するということである。システムズアプローチ
でまずやることは、対象に対しその振る舞いを
適切に表すモデル、あるいは実現したいことを
適切に表すモデルを作ることで、モデルができ
るとこれを対象として方法論を考えていくこと
になる。そのためモデルを作るということが非
常に重要で、通常は、対象とするシステムの境
界を決めることから始めモデルを作る。ところ
が、現実の問題はますます複雑化し、境界が変
化する、あるいは境界を決められないシステム
を取り扱うことが必要になってきている。この
ようなシステムは生体、あるいは人が介在する
システムなどありとあらゆるところに見られ、
このようなシステムを扱えるシステムズアプ
ローチの構築が急務となっている。そこでこの
ことを議論する研究会を少し前に学会に立ち上
げ、境界は決めるものではなく決まるものと見
る、また変化する境界からシステムを見るとい
うことが重要である、との認識のもと、新たな
アプローチ構築のための議論をしている。
境界から見ることの重要性は他にもある。た
とえば、科学は分野が細分化され深化するとい
うことで発展してきたと見ることができる反面、
この蛸壺にはまってしまうと創造性が失われる。
真のイノベーションは分野の境界から見ること
によってしか生まれない。本学に着任時の私の
所属は電子情報工学科だったが、その後、情報
工学部門、さらに情報工学・人間科学系と変っ
た。これは単に境界が変化したということでは
なく、本学が発展した結果として境界が決まっ
たと捉え、境界から見ることによりさらなるイ
ノベーションをもたらせるのではないかと思う。
また、今、私は本学を退職するという節目を迎
えて、本学の中と外の境界に立っている。退職
後は本学を外から見ることになるが、できれば
境界近くから見ることにより、何か本学に恩返
しできないかなと考えている。本学のますます
の発展を祈りながら。

黒 江 康 明
（情報工学・人間科学系）
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定年退職ご挨拶

国研から本学に転勤して２３年、この度無事定
年退職を迎えることとなりました。皆様には大
変お世話になりこの場を借りて厚くお礼申し上
げます。
博士課程を修了して科学技術庁の航空宇宙技
術研究所に国家公務員として任官した当時の定
年退職年齢は６０歳でした。その後、文部教官と
して本学に転任した時の定年退職年齢は６３歳で
あり、３年余計に公務員でいられることになり
ちょっと得した気分になりました。その後年金
支給開始年齢の引き下げに応じて本学の定年退
職年齢が６５歳となり、更に２年現職でいられる
ようになりました。このように定年年齢が５年
分伸びましたが、相応のことができたかどうか
いささか心配です。
本学での２３年間は無我夢中に走ってきたよう

に思います。一人で研究していればよかった国
研とは違い大学では将来ある学生に対する教育
が重大使命としてあります。幸いなことに、私
の研究室には毎年トップクラスの学生が配属を
希望してくれました。聡明な彼ら彼女らとの議
論は大いなる刺激を与えてくれ、新たな展開も
あり、教育の面では非常に幸運でした。研究の
面では、国研時代のスパコンが使い放題の環境
からそうでない状況になり、計算科学の分野を
専門とするだけに、最初は戸惑いました。理論
的な方面にテーマを絞ることとパソコンの驚異
的な発達のおかげで専門分野を変えることなく
そのまま研究を続けることができました。航空
宇宙技術研究所の研究員になった時、目標とし
て（当時はとても無理だろうと思っていました
が）退職するまでに、コンピュータの中で航空
機の飛行試験を行う（私はこれを「数値航空機」
と呼んでいますが世界的には「デジタルフライ
ト」といいます）ことでしたが、これも昨年度、
非常に優秀な学生が達成してくれました。独自
の計算アルゴリズムによって実現できたことに
満足しています。
本学での２３年間で、私にとってとくに貴重な
経験は、学域長や学部長・研究科長に選出して
いただいた７年間です。とくに研究科長として
学内の事務の方々と共に仕事ができたこと、そ
して学部長として多くの国立大学の学部長の先
生方と交流できたことは私にとって幸せであり
良い思い出です。大変な時期でしたが充実した
日々でした。本学の発展に少しでも寄与できた
なら本望です。退職後はカメラ片手に千里川土
手で飛行機でも撮ろうかと楽しみにしています。

松 野 謙 一
（機械工学系）

退職の挨拶

堀田です。退職に当たってご挨拶申し上げま
す。平成１５年１２月から１２年余りの間、本学にお
世話になりました。昭和４８年３月に本学を卒業
致しましたので、その時からこちらに奉職する
までの間、３０年の年月が経ったことになります。
本学在学中はそれ程思わなかったのですが、お
よそ３０年ぶりにキャンパスに入った時、大変懐
かしく感じられたことが思い出されます。
本学にお世話になる前の数年間で自ら開発し
た（チオフェン／フェニレン）コオリゴマーと
いう新奇の有機半導体材料を対象に、優秀な学
生さん達と光電子物性解析とデバイス応用研究
に携わり、充実した研究生活が送れました。低
分子材料と高分子材料とを橋渡しするオリゴ
マー材料という位置付けで世の中の役に立てば
嬉しいと思います。
アカデミックな世界で時間を過ごすことがで
きて有り難かったもう一つのことは、本を読み、
思索に耽る時間がもてたことです。メモを取っ
たり、計算をしたりしながら物理数学の問題を
考えることに十分な時間が取れたのは、大学と
いう世界に身を置くことが出来たことの賜物で
す。本学に奉職してから物理数学関連の計算に
用いた用紙の枚数が３，０００枚近くに及びました。
この一部を本学の紀要記事としてまとめること
ができたのは、もう一つの喜びです。
御多分に漏れず大学時代に余り勉強をしな
かったので、その眼で眺めると本学のカリキュ
ラムの充実ぶりは、私の学生時代と比較して隔
世の感があります。できれば、本学のカリキュ
ラムの下でもう一度学生生活を送りたい位です。
とは申しましても、昔から定評のある本学の数
学教育の中で、複素解析（函数論）の講義が一
部の学域にしか提供されていないことに、やや
意外な気持ちを禁じ得ません。是非とも、全学
域に拡げていただければ、と思います。
終わりに当たり、皆様の今後の益々のご健勝
とご発展を祈念申し上げます。

堀 田 収
（材料化学系）
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退職にあたって

平成１５年４月に本学に奉職して、この度、本
学を“無事”定年退職することになりました。
いま振り返ると、昭和５７年から大阪市立大学生
活科学部で２１年、平成１５年に本学工芸学部に赴
任して１３年という歳月があっという間のように
感じます。この間、多くの方々と出会い、色々
なことを教えていただきました。本学において
研究・教育を無事全う出来たのも、ひとえに本
学教員・職員・学生の皆様に支えていただいた
賜物と心から感謝しております。
不思議なことに、私の転機には何かが起こり
ます。本学の工芸学部に赴任したのは大学の法
人化前年であり、法人化時に副学科長、翌年、
学科長となりましたが、ここで、学部改組とい
う大きな変革が起こりました。学科長としてカ
リキュラムの再構成や学生定員について法人と
の折衝をまかされることになるのですが、学部
の定員はすでに法人が決定しており、唯一、大
学院前期課程の定員を粘り強く折衝したことが
思い出されます。学部改組とともに“学域”と
“部門”いう新たなシステムが稼働し、最初の
学域長という大役を仰せつかりました。旧３学
科を４課程（専攻）・１学域として運営を図る必
要があり、色々な分担制を部門長の先生方と議
論していただきました。無事２年でお役をご免
していただき、このまま何もなく定年を…と
願っていましたが、定年を前に“学系”システ
ムと大学院改組と続いています。
近年、大学には様々な社会的役割が期待され
ていますが、大学の基本は「教育と研究」です。
最近の風潮は「研究」に集中しすぎのように思
うのですが、「教育」がおろそかな大学は、い
かなる役割をも十分に果たし得ないと思います。
本学がその教育理念のもとに、学生を育む素晴
らしい学び舎として成長されんことを、心より
願っています。
最後に、本学が益々発展されることを祈念し
て、筆をおきます。

川 瀨 德 三
（分子化学系）

■ 大学だより

アクセシビリティ・
コミュニケーション
支援室の新設

本学保健管理センターの一角に、このたびア
クセシビリティ・コミュニケーション支援室が
新設されました。その開設にともない、平成２７
年８月に着任いたしました藤川洋子と申します。
平成２８年４月に障害者差別解消法が施行の運
びとなりました。本学では平成２４年４月より、
コミュニケーション支援室が設けられていたの
ですが、文部科学省からは、国立大学こそ、法
の趣旨に基づいてきちんと対応するように、と
いう指示が来ています。
そこで、障害者支援の機能をより強化すると
いう意図で、「コミュニケーション支援室」の
前に、アクセシビリティという言葉が付いたの
かな、と私は理解しています。言わば、「使え
る！支援室」ですね。
ただ、本学の理系イメージから、新しいコ
ミュニケーション媒体の開発か何かですか？と
訊ねられそうなので、肩書きには、もっぱら学
生支援センターを使わせていただいています
けど。
さてこのところ、「発達障害」という用語を
目にされることが増えていると思いますが、こ
の法律にいう障害には、四肢の障害や、視覚、
聴覚等の障害に加えて、これまでの盲点でも
あった対人関係などに不器用さのある発達障害
が含まれます。
知能がどんなに高くても、感覚過敏に苦しむ
人や対人相互関係がうまく持てない人はおられ
ます。うまくいかないことを被害的に受け止め
て、大学が怖くなる人、去ろうとする人、逆に
トラブルメーカーのように見られてしまう人も
います。
周囲の者にはどんな配慮が必要なのか、それ
はひとりひとり違いがありますが、学生さんの
SOSに応じて、時には指導にあたる先生方に
配慮のお願いをすることも出てくるかと思って
います。
京都工芸繊維大学が、配慮の行き届いた大学
だと評価していただけるように、微力ですが力
を尽くしたいと思っています。同窓会の皆様に
おかれましても、ご理解とご支援をお願いいた
します。
（アクセシビリティ・コミュニケーション支援室 室長）

（教育研究基盤機構系）
藤 川 洋 子
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KIT 同窓会 定期総会
平成２７年６月２７日㈯１６時から約２時間ウエス
ティン都ホテル京都東館２階「山城の間（西）」
において、中村 淳会長以下６４名の出席者の下
で定期総会が開催されました。
議長に中村 淳会長が選出され、開会あいさ
つの後、総務委員長から、平成２７年６月１３日に開
催されたKIT 同窓会理事会の報告が行われま
した。
理事会は、正・副会長会議、総務委員会、４

委員会の報告と定期総会の議題である平成２６年
度事業報告他７件について審議され、全て賛成
多数で承認され総会に諮ることとなった旨の報
告がありました。
以上の報告の後、以下について審議されま
した。

１．平成２６年度事業報告について
審議の結果、原案どおり全会一致で承認され
ました。

２．平成２６年度決算報告について
議題３の平成２６年度会計監査報告と一括審議

されました。

３．平成２６年度会計監査報告について
村田会計担当理事から、平成２６年度収支決算
書（案）及び平成２６年度貸借対照表（案）につ
いて資料に基づき説明があった後、遠藤監事か
ら４月１１日に福井監事と共に会計監査を行い、
領収書、帳簿、預貯金通帳及び現金について、
逐一照合し、精査した結果、異常は認められな
かった旨の説明があり、審議の結果、原案どお
り全会一致で承認されました。

４．平成２７年度事業計画（案）について
以下に掲げる事項について、審議の結果、原
案どおり全会一致で承認されました。
（１）理事会開催
（２）定期総会及び懇親会（ミニコンサート）

開催
（３）会誌の発行：第９号の発行（卒業生、在学

生及び教職員に配布）
（４）会員名簿の維持管理：会員（約３１，２００名）

データの有償管理

（５）同窓会ホームページの維持管理
（６）卒業記念品の贈呈：「学位記」証書ホルダー
（７）教育支援：「KIT 同窓会教育支援事業」
（８）海外インターンシップ補助
（９）支部活動の支援
（１０）ホームカミングディの開催（平成２７年１１月

２２日 本事業は、大学主催で行われた）
（１１）その他：

①正副会長会議の開催、②総務委員会の開
催、③３委員会の開催

５．平成２７年度予算（案）について
審議の結果、原案どおり全会一致で承認され
ました。

６．支部・部会の承認について
議長から、昨年の総会以降、５団体から新た

に支部等の設置申請があったので、審議願いた
い旨の説明の後、総務委員長から、資料に基づ
き説明があり、審議の結果、１支部４部会の承認
並びに平成２７年度の支部等支援金について、全
会一致で承認されました。

７．同窓会の法人化について
議長から、平成２６年５月から法人化検討委員
会を設置し、検討を重ねた結果、同窓会を法人
化する結論に至り、先の理事会でご審議いただ
き賛成多数で承認が得られたので、本日の議題
として提案した旨と、今までの経緯について、
資料に基づき詳細な説明があった後、法人化検
討委員会で、中心となって定款（案）の作成を
進められた吉羽敏郎様から同窓会の法人化につ
いての説明と遠藤監事からの質問に対する回答
がありました。
その後、意見交換が行われ、審議時間が短い、
法律の規制が多くなる、会費を払っていない９
割の会員を切り捨て、議決権を取り上げてよい
のか、などの反対意見や、任意団体ではダメな
ので、若い人を引き付ける形で進めていただき
たい。などの賛成意見があり、採決で決するこ
ととなり、賛成多数で、同窓会の法人化への移
行が承認されました。

８．その他
なし

■ KIT 同窓会 定期総会及び懇親会報告

KIT同窓会総務委員長 森 本 一 成
（電子工学科 昭和５１年卒）
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KIT 同窓会 懇親会
平成２７年６月２７日㈯１８時から約２時間ウエス
ティン都ホテル京都２階「山城の間（東）」にお
いて、中村 淳会長以下７１名の出席者の下、盛
大に KIT 同窓会懇親会が開催されました。
中村 淳会長の開会あいさつの後、来賓の
方々の紹介（京都工芸繊維大学長古山正雄様、
元学長木村光佑様、前学長江島義道様、理事・
副学長森迫清貴様、理事・副学長森 肇様、理
事・副学長大谷芳夫様、理事・事務局長小原康
伸様）がありました。
京都工芸繊維大学長古山正雄様から来賓代表

の祝辞と、大学の１年間の主な出来事の紹介が
あった後、元学長の木村光佑様に乾杯のご発声
をいただき懇親会が始まりました。
途中、昭和５２年卒業のアメ研OB昭和４７年
グループ結成『SMACスマック』西川・田金・
石川・山本各氏による手造り楽器を引っ提げて
のミニコンサートも行われ、会員各位の懐かし
いお話を交え大変盛会の中で懇親会が進み、最
後に恒例となっている参加者全員で学歌斉唱を
行い、谷垣弘明副会長の中締めのご挨拶で懇親
会がお開きとなりました。

理事（会計担当） 村田 滋㊞
平成２７年４月１１日監査したところ異常ありません。 監事 福井忠勝㊞、監事 遠藤久満㊞

理事（会計担当） 村田 滋㊞
平成２７年４月１１日監査したところ異常ありません。 監事 福井忠勝㊞、監事 遠藤久満㊞

KIT 同窓会 平成 ２６年度収支決算書

KIT 同窓会 平成 ２６年度貸借対照表

自 平成２６年４月１日
至 平成２７年３月３１日 単位：円

平成２７年３月末日現在 単位：円
方貸方借

科 目 摘 要 決 算 額 科 目 摘 要 決 算 額
有

高

銀行預金 普通預金（京都銀行） １１，７０９，３１８ 繰 越 金 平成２６年度分 ３１，９５８，１９６
銀行預金 普通預金（京都信用金庫） １０，６３０
銀行預金 普通預金（京都中央信用金庫） １０，６３０
銀行預金 定期預金（京都信用金庫） １０，０００，０００
銀行預金 定期預金（京都中央信用金庫） １０，０００，０００
振 替 郵便振替 １３３，４８６
現 金 ９４，１３２

合 計 ３１，９５８，１９６ 合 計 ３１，９５８，１９６

出支入収
科 目 摘 要 予 算 額 決 算 額 科 目 摘 要 予 算 額 決 算 額
前年度繰越金 ４７，５１８，１８２ ４７，５１８，１８２ 会員データ管理費 平成２６年度有償管理（約３１，２００名） ２８０，０００ ２８０，８００
前年度繰越金 前年度預り金（源泉所得税） １１，４９０ １１，４９０ ホームページ作業費 更新作業費 ５０，０００ ４７，００４
会 費 平成２６年度分 ５，０００，０００ ５，３５８，５００ 会 誌 費 №８（５６頁：３１，６４０冊払込取扱票、葉書） ２，７００，０００ ２，６７８，０７６
学 生 会 費 ２６年度入学生（６６３ ５，０００） ３，３７５，０００ ３，３１５，０００ 会誌発送費 ２８，０００部、タックシール打ち出し、封入含む ３，１００，０００ ３，１８２，９７０
賛 助 金 ２６年度入学生保護者（６６３ １５，０００） １０，１２５，０００ ９，９４５，０００ 名簿製作費 名簿作成用通信費含む １１，２９０，０００ １１，２７８，８６１
利 息 預金利息 １５，０００ １３，２９５ 会 議 費 総会・懇親会補助、理事会、総務委員会等 ７００，０００ ４９５，６８１
名簿予約金 ６，０００，０００ ２，０４０，０００ 卒業記念品費 「学位記」賞状ホルダー ８００，０００ ７０６，８６０
名簿協賛金 １，０００，０００ ８７０，０００ 教育支援費 各課程・専攻単位で教育支援（１６件） １，２００，０００ ８００，０００
名簿広告費 ５００，０００ ３１０，０００ 学生活動後援費 広告料等学生行事の支援 ３０，０００ ３０，０００
源泉所得税 預り金（２６．４～２７．３月分） ９７，２００ ９７，２００ 大学寄付金 海外インターンシップ ５，０００，０００ ５，０００，０００
手 数 料 三井住友 VISA カード ８８，０００ １１８，９３６ 印 刷 費 小口印刷費等 １００，０００ ４５，３６０
懇親会会費 ５５０，０００ 事 務 費 事務局備品・消耗品等 ２００，０００ ２０９，２１３
寄 附 金 １１０，０００ 通 信 費 小口郵便料等 １００，０００ ２３，０９２

振替手数料 事務局員給与振り込み料・加入者負担振込料 ２００，０００ １５４，２０８
大学委託料 学生会費徴収、事務人件費 １，０００，０００ １，０００，０００
建物賃借料 同窓会パビリオン ７５０，０００ ７５０，０００
人 件 費 事務局職員給与・賞与 ２，５９８，０００ ２，６９８，０００
交 通 費 事務局職員・来賓等交通費 １４０，０００ １９５，８６０
雑 費 清掃用品等 ５０，０００ ６，５１７
支部活性化援助費 支部・部会活動費 １，０００，０００ ８３１，１４０
４委員会活動費 委員会開催交通費等 １，７００，０００ ８４７，１７５
若手研究者助成金 大学若手研究者への支援 ５，０００，０００ ５，０００，０００
予 備 費 Gold カードパンフレット及びHP制作費 ２，０００，０００ １，３１２，２００
源泉所得税 預り金（２６．１～２６．１２月分） ８５，０００ ８４，３９０
会 費 返 金 ５７，０００
名簿予約金返金 ４５，０００
懇親会内金 ５４０，０００
小 計 ４０，０７３，０００ ３８，２９９，４０７
繰 越 金 預り金２４，３００円を含む ３３，６５６，８７２ ３１，９５８，１９６

合 計 ７３，７２９，８７２ ７０，２５７，６０３ 合 計 ７３，７２９，８７２ ７０，２５７，６０３
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■ KIT 同窓会支部・部会

１．支部同窓会 新年会・役員会
平成２８年１月２２日、東京・霞が関で定例の新
年会と役員会を行いました。底冷えのする寒風
が吹くあいにくの天候でしたが、新年会は昭和
４３年卒のメンバーが工芸と繊維から多く集いあ
い、和気藹藹の雰囲気で、学生時代の楽しい思
い出を語り合い、お互いの活躍健康を祝し、旧
交を温めあいました。
KIT 同窓会の行く末について関心の強い方々
の集まりでしたから、他大学の動向や対策方等
を含めて話題となり、若手の方々からもいろい
ろな妙案が出て、百花繚乱の目白押し話でした。
今後さらに検討して参ります。支部長としては
機会があれば本会の同窓会で意見具申を図りた
いと存じております。
KIT の同窓会関東支部の今後のさらなる発展
を図るために、当面は facebook を活用する
方策について２月中には新たなこころみを実行
する方向で、担当役員部長を即決して、進展を
押しはかっていくことが決定されました。
facebook の会員諸兄姉各位には、KIT の
ブログにて協力してください。
２．知的財産権教育支援活動
昨今の報道によれば、人口あたりの技術論文
数が日本は世界で３７位、日の丸半導体での凋落
ニュース等と寂しいお話が目白押しです。内閣
では科学技術立国を志向することを宣言し、平
成１３年に知的財産基本法を制定してからすでに
１０数年が経過しております。
平成２８年度には文部科学省も本気で技術立国
の人材活用のための政策をと力を入れて、科学
技術政策の一端である知的財産政策についても、
幼少期の学年からが肝要と「入り口」から強化
することを志向しておられるようです。
知的財産政策の中でも、経済産業政策を推進
する一翼を担って、私の属する日本弁理士会は
産業財産権を中心に、教育各段階からの無償で
の協力を図っております。
全国の高校、高専、大学の生徒・学生を対象
として、パテントコンテスト、デザインパテン
トコンテストを、毎年、文部科学省・特許庁・
日本弁理士会・INPIT の４者協力で遂行してお
ります。表彰式は表彰委員長として宇宙飛行士・
毛利衛氏、文部科学省科学技術・学術政策局長、
日本弁理士会会長、INPIT 理事長がそろって、
日比谷・イイノホールセレモニー会場で挙行し
ており、市野も平成２７年に日本弁理士会パテン
トコンテスト委員長として列席しております。
日本弁理士会はこのほかに知的財産支援セン
ターの事業として、小学、中学、高校、高専、
大学に知的財産授業を協力実施、学校教員が知
財教育を行うための教材の作成協力、高校での

知財教育を通じた中小企業支援策・支援員の派
遣、大学・高専の知財授業支援事業、大学技術
移転協議会への参画事業（UNITT アニュアル・
カンファレンス２０１４は関西学院大学西宮で協
賛）、高専機構とのセミナーの企画・実施、中
小企業支援のためのセミナー実施、等に加えて、
個別大学に１クール単位の知的財産制度の講座
開設の協力を実施（慶応義塾大学、早稲田大学
に続けて今年度は東京農工大大学院農学府で実
行中）していることが特筆されます。
３．名物教授授業の思い出
役員会のなかでも話題になった学生時代の思
い出に、名物授業があります。
各人によってそれぞれ時代もちがいますから
いろいろでしょうが、私的には昭和４０年ころの
教授で思い入れの大きな先生が３人いらっしゃ
います。
美術史の中村昌生教授からは、日本美術史、
西洋美術史について毎回詳しい映写入りの熱心
な歴史解釈、自作映写美のご指導と美術史の大
きな流れをつかむようにと、歴史について深い
薫陶をいただきました。
わらじ履き、はかま姿の阿部哲三教授からは、
自分の顔に責任を持てと。色刷りテスト添削を
毎週実施。王将・飛車・金将・歩等の点数付け、
熱心な添削に加えて、比叡山の山登り術までご
教授・薫陶を頂きました。
恩師、宇野稔教授からは、ゼミにおいても、
すべて自分で考えて発表していく習性を強く教
えられました。独立自尊と独立責任を無言のう
ちにご教授頂きました。国家公務員上級職試験
で論文作成の際に役立ったと感謝しております。
いずれにしても、大学生の時代は学生として
人間形成の最終段階。独立自尊して自ら勉学を
完成させる時期です。自尊自立を自我の確立を
なしとげる大切な時期として、後輩の各位には
こころして勉学続けていただきたいと思います。
４．KIT 同窓会関東支部 facebook と事務局
都区内・霞が関界隈で、新人歓迎会、役員会
を適宜おこなっております。

事務局と facebook の管理運営を事務局長：
弁理士 林 佳輔 担当：特許法人高橋・林ア
ンドパートナーズ／高橋雄一郎法律事務所
電話：０３－５７１１－８１５４ 林 佳輔

〒１４４－００５２ 東京都大田区蒲田５－２４－２
損保ジャパン蒲田ビル９階

E-mail : hk@thpat.jp
URL : http : //www.thpat.jp
KIT ブログ：//www.facebook.com/home.
php#!/kitdousoukaikantoushibu

関東支部の活動と同窓会の発展のために

関東支部長 市 野 要 助
（機織工芸学科 昭和４３年卒）
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平成２７年１１月２８日㈯、名古屋駅前の「ウイン
クあいち」にて、KIT 同窓会東海支部総会およ
び講演会が、そして懇親会がキャッスルプラザ
２階にあるチャイナ＆ダイン「園」に移して開
かれました。本年度は、参加者が過去最大の９６
名（うち女性９名）となり、盛大に催すことが
できました。今回の参加者の特徴は、現役世代
（６５歳以下、昭和４６年以降の卒業年次の方）が
９０％を占めたことでした。
福永支部長の挨拶に引き続き、来賓の森本副
学長、中村同窓会長のご挨拶の後、審議事項に
入り、平成２６年度事業報告、会計報告が満場一
致で承認されました。
講演会は、始めに森本副学長から、「母校の
近況」という演題で大学の進むべき方向を紹介
されました。次いで、MHI エアロエンジン
サービス㈱の乗松静男氏（昭和５６年機械工学科
卒）から「三菱航空機MRJと航空産業」とい
う表題で、この１１月に飛行試験を開始した国産
初のジェット旅客機MRJと世界の航空機産業
とその歴史から話をされました。非常にタイム
リーな話題であり、特に最後の飛行試験のビデ
オは聴衆の関心を引きました。
次に講演された西田雅嗣教授（昭和５７年建築
学科卒）は長年フランスロマネスク建築の研究
に携わっておられ、共同出版された書籍に対し
てフランスの建築アカデミー２０１４書籍賞を受賞
されました。
今回「空間と言葉：『日本空間文化語彙事典』
のフランスでの出版の体験から」と題して講演
していただきました。書籍では複数の日仏研究
者がフランス人向けにフランス語で日本の空間
文化関連の言葉を説明する必要があり、説明内

容を決めるにあたり、風土としての建築や空間
の成り立ちの違いに起因した日仏研究者間で捉
え方の違いについて、喧々諤々何度も協議を重
ねられたそうです。
事例として話された「窓」は、日本では柱と
柱の間を埋めるものであり、西洋では厚い壁に
開けられた穴である点など、興味深いお話でし
た。またフランス人研究者は共著に関わらず、
自身の著作となる様に進めるしたたかさを持っ
ているなど、国民性の違いのお話もありました。
語学に長けていても外国人と共に仕事をする難
しさがあり、短期で成果を得られるものではな
いと感じました。
午後５時３０分からは会場を「園」に移し、懇

親会が開かれました。大いに盛り上がった懇親
会の最後は学歌を歌い、記念写真を撮って、無
事終了しました。
東海支部では本年度の総会を１１月２６日㈯に、
名古屋駅前のオフィスパーク名古屋プレミア
ホール４階での開催を予定しています。多数の
ご参加をお待ちしています。

平成２７年度KIT 同窓会東海支部総会９６名の参加者

東海支部副支部長 野 崎 駿 吉
（窯業工芸学科 昭和４４年卒）

乗松静男 氏
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平成２７年度の浜松支部の懇親会は１０月３１日に
例年と同じく、浜松駅前のアクトシテイにある
「サゴー浪漫館」にて実施致しました。今回も
前回と同じく８名と参加者が少なかったのです
が、このKIT 同窓会誌を見て初めて浜松支部
の存在を知ったとのことで連絡を頂いた、昭和
５４年電子工学科卒（S５６年院卒）の高田さんが
初参加され松ヶ崎時代の思い出話や仕事の話で
大いに盛り上がりました。昨今この地域に就職
されてきても情報が殆ど得られないため地域活
動の継続に危機感を抱いていただけに会誌での
アピール効果が現れた事は嬉しいしだいです。
今回は近いタイミング（１１月２０日）にヤマハ
発動機メンバーでの懇親会もあり、こちらは若
い方が幹事をやってくれており２０名近い参加者
で盛況でした。異業種交流の場としてまた同窓
の輪としての浜松支部の懇親会への参加を募っ
てはいますが、若い方々にとっては年寄りの会
となってしまった会への参加には勇気がいるよ
うで何か工夫が必要な状況です。新しくこの地
に就職されてくる方の情報があれば若い世代の
方々に歓迎会を企画してもらって支部として援
助金を出すなど案は考えられるのですが如何せ
ん母校からも同窓会本部からも何ら人に関する
情報は頂けずで苦労しています。できれば静岡
県西部の現役企業人たる若手同窓生が気軽に連
絡を取り合え、時には仕事の愚痴を語りあって
お互いを支えあえるような新たな会を発足して
くれたらと願っています。当然世代を超えた拡
大懇親会も継続したいと思いますが次世代への
発展なくして地域活動の存続なしです。
KIT 同窓会本部では法人化が検討され年会費
を納入した者だけを正会員とする案が協議され、
支部には年会費納入督促を会員に図るよう依頼
がありました。平成２８年度からは納入率に応じ
た支部支援金支給に変えるとの事で、活動費も
限定される方向となるので更に支部活動活性化
への取り組みには苦労しそうです。KIT 同窓会
本部の理念はともかく浜松工繊会の目的は「会
員相互の親睦により、その社会的活動を支援し
合い、地域社会の発展に寄与する。」であり、
正会員か準会員かなどは関係なく同窓の輪を地
域で広げて行きたいと思っている次第です。静
岡県西部にて生活し活動されている同窓の方、
是非とも下記にご連絡下さい。
E-mail : uenoh@yec.co.jp
ヤマハモーターエンジニアリング株式会社
E-mail : uenohpapa@aol.com（自宅）

浜松支部 上 野 宏 史
（機械工学科 昭和５０年卒）

KIT 同窓会浜松支部
（浜松工繊会）便り

熊本においては、衣笠同窓会熊本県支部を平
成２６年４月６日発展的に解散し、同日、京都工芸
繊維大学同窓会熊本県支部の設立総会を行い、
同支部規約、同支部新役員、平成２６年度の収支
予算書等それぞれ承認を経て発足しました。
同窓会会員は、衣笠会４８名、工芸５名合計５３
名でスタ－トしました。
新役員は、支部長川上氏（養蚕S４４年卒）、副
支部長坂口氏（別科S３２年卒）、新たに副支部
長として岡氏（生産機械S４９年卒）、幹事に上野
氏（住環境H３年卒）他９名を選出しました。
この時点で衣笠会支部からの繰入金を受け入
れて、同支部の当面の運営資金としたところ
です。
今後の課題として、衣笠会はメンバ－の高齢
化に伴う出席率の低下、旧工芸会は、現在５名
の参加人員の他にも２２名在熊されているのでこ
れらへの働きかけを本会として活動を行うこと
を確認しました。
平成２７年度の支部総会を３月２８日、本部から

松原顧問、小角副会長を迎え、例年支部総会を
開催している加藤神社で開催しました。
参加人員は１６名で、小角副会長より、母校が
現在取り組んでいるス－パ－グロバル大学創成
支援についての概要の説明があり、母校の今後
のますますの活躍を祈念しました。
支部としては、ますますの会員相互の融和を
図ること、参加していない既卒の同窓会員に今
後も働きかけて行くこととしました。
また、熊本県内では、周年無菌飼育養蚕を実
施している会社が２社出現しており、その１社は、
既に冬虫夏草を、他の１社は、繭から生糸等の
生産するための工場を今年３月から着工の予定
です。
この事業に対して支部としても、協力してい
きたいと思っています。

熊本県支部長 川 上 正 人
（養蚕学科 昭和４４年卒）

熊本県支部の活動状況に
ついて

熊本県支部総会 於：加藤神社
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平成２６年５月１７日に設立総会を開催して、１年
後の平成２７年７月４日道後友輪荘において第２回
総会を開催いたしました。
第１回総会は、本部から三好会長、中村副会

長、本学から森副学長においでいただきそれぞ
れ御挨拶をいただきました。
第２回の総会は森副学長が「KIT 同窓会は一
般社団法人となること、京都工芸繊維大学は
トップレベルで、企業の人事担当者から見た大
学のイメージ調査総合ランキングで１４位に入っ
ており、卒業生が優秀であるとの証明」とあい
さつをいただきました。
今回、同窓会の活動について投稿せよとの無
理難題。
KIT 同窓会の活動内容はと問われればウ～ン
と唸るだけの情けない状況にあり、強いて挙げ
るなら総会に出席してくれる会員をつくること
に重点をおいて、第２回総会前、再度出席でき
ない会員もおられる事は承知の上で、約１００名
全員に案内状を送付しました。
次回から案内状を送付してくれるなとのお叱
りの返信が１０名チョイ。
その内訳は、老齢の為・病気・足腰が悪い・
仕事が忙しい・お付き合いしたくない等々。
謹んでお受けし、了解の返事も出しております。
総会案内状に返信葉書を同封しておりますが
全く“無しのつぶて”の方もおられ、第３回の
総会案内は、その“無しのつぶて氏”にも出す
つもりでおりますがどうなる事やら。
それでも今回新しく若い方々が総会にも出席
してくれましたし、今回は駄目ですが次回は必
ずと返事をいただいた若い方もおられ、一気に
は増えませんが、ボチボチかなあと思ってい
ます。
愛媛は東西に長く、東予・中予・南予と３つ
に区切っておりますが、交通の便も必ずしも良
いとは言えません、ほぼ中心に位置する県都松
山市は道後温泉もあり会合をするには最適なの

ですが、東予や南予の方々は泊りとなり、日常
のちょっとした交流も含め役員会も開催し難い
し、集まり難いのが現状です。
総会では、「現地研修の実施」と景気良くア
ドバルンを上げていますが実施していません。
この会誌の読者諸賢にお断りしておきますが
研修のネタが無いのではありません。沢山ある
のです。
例えば宇和島市での「伊達４００年蔡」（伊達政
宗の長男秀宗は初代宇和島藩主）四国中央市の
「マイントピア別子」（大財閥住友の別子銅山
跡）西予市の「ジオパーク」「シルク博物館」
等々ですが特筆すべきは西予市です。
衰退の一途を辿り、レッドデータブックの最
前列に鎮座する養蚕業ですが西予市では、伊勢
神宮における２０年に一度の遷宮の際の生糸奉納
に向けて養蚕に従事してくれる若者を募集して
おり、愛媛県や大日本蚕糸会を巻き込んで“破
格”の補助内容です。養蚕をやろうとする若者
がおられましたら、御紹介をお願いします。
話はそれましたが、充実した研修は可能なの
ですが、恐らく出席者はないであろうと決めつ
けて研修計画も作成しておりません。
今後の活動としては、とにかく総会に出席し
ていただくこと、総会以外の会員交流を検討す
ること、本部への会費納入のお願いの三つとし
たい。

愛媛県支部便り

愛媛県支部 事務局 家 村 真 之
（養蚕学科 昭和４５年卒）
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今まで、ここ滋賀では、衣笠同窓会滋賀支部
の有志による懇親活動が、長年、続けられてき
ました。一昨年（平成２６年１０月）、さらに大き
くその活動域を広め、KIT 同窓会滋賀支部とし
て充実発展させていきたく、工芸と繊維の有志
が集まり、その設立準備にとりかかってきまし
た。その人数も当初６人であったが、回を重ね
るごとに賛同者もふえ、昨年（平成２７年１０月）
第７回会合時には１１名になり、将来への夢もふ
くらみ、準備そのものが充実した同窓会活動に
なり、たがいの新しい絆を育みました。
そして、昨秋１１月２２日本学６０周年記念会館で

開催した設立総会において、KIT 同窓会滋賀支
部が発足いたしました。支部設立は、KIT 同窓
会本部の全面的なご支援や設立総会に参集いた
だいた、昭和２３年卒の大先輩から平成１１年卒の
新鋭まで数十名の方々はもちろんのこと、熱き
思いをもってご尽力いただいた発起人の方々の
熱意あってのことであります。われわれはここ
に、大いなる喜びと誇りをもって、滋賀支部の
活動開始をご報告いたします。
同窓会活動といえば、従来、卒業年度、出身
学科、クラブ活動など、限定的な、比較的よく
知った仲間の懇親が中心の活動でした。今回、
滋賀に住む同窓生が学部や学科などの枠を越え、
あたらしい出逢いをつくり、各自の生きがいや
ワクワク感につながるような活動を目指すこと
を、支部活動の目的としました。
具体的には次のような活動を考えています。

１．社会の先端領域の学習活動
大学および企業や各分野で、母校の在校生や
卒業生が、その最先端領域を極める活躍をなさ
れておられます。その方々の協力をえて、社会

や技術の動向を学習し、その潮流を実感するこ
とで、ワクワクした気分で「一生青春」につな
げたい。
２．大学の応援団的な活動
母校が「スーパーグローバル大学」として大
きな飛躍を遂げようとしている現在、KIT 同窓
会本部が企画する支援事業に参画したり、留学
生の生活支援、海外勤務経験者の情報提供など、
ささやかでも母校の応援に寄与したい。それに
は先ず同窓会の財政基盤の強化として、一人ひ
とりがすぐできる会費納入活動から始めたい。
３．我々の住む滋賀県の素晴らしさの再発見活動
我らの永遠の住処になる滋賀県の良さを再発
見し、ともに感動しあい、住んでいてよかった
と実感する。できれば、その思いを子や孫にも
引き継ぐキッカケになればすばらしい。滋賀は、
自然環境に恵まれ、また、古くからの歴史遺産
や故事にめぐまれた土地でもある。それら地域
の誇れるものを、それぞれ同窓が仲間に紹介す
る。そんな輪を広げる活動で、ワクワクの場を
展開していきたい。
「できる者が、できるやり方で、できること
から始める」一人ひとりが何らかの役割をもち
行動する。その結果、ひとも自分もワクワクし
た気分になるような活動。
われわれは「同窓活動で 一生青春 死ぬま
で現役」となる、支部活動を目指します。ご支
援よろしく願います。関心ある方は、一緒にや
りましよう。

支部連絡先：増田 豊
電話：０７７－５３４－０３６５
E-mail : qrmy１０５９８＠gaia.eonet.ne.jp

滋賀支部発足のご報告

支部長 中 村 成 臣
（繊維化学科 昭和４３年卒）

KIT 同窓会滋賀支部設立総会 平成２７年１１月２２日
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会長就任のご挨拶
平成２７年６月、三好会長の任期満了に伴い、
後任として推挙され誠に僭越ながら衣笠同窓会
の会長の職に就くことになりました。
立派な先輩方が多々居られる中、浅学菲才の
私が健康であるだけを理由に選ばれました。こ
のような大きな組織の長としての人格も知識も
持ち合わせておりませんが、今のところ健康だ
けは保っておりますので、ご期待に沿えるよう
頑張って行きたいと思います。皆さんのご意見、
ご支援を切にお願い申し上げます。
衣笠同窓会は１０年前の繊維学部の廃止にとも

ない、京都工芸繊維大学同窓会の一部会として
活動しています。
京都工芸繊維大学が一学部になり、同窓会も
統合された中で、やはり繊維に対する思いを大
切にする同窓会としてその機能を果たすべく、
頑張って行きたいと思っております。
大学も特徴を出すべきとの文部科学省からの
指導もあり、繊維への特徴づけをしようとして
いるようです。私達繊維学部の卒業生としては
嬉しい話です。
これからは IT 化の流れは急速に進んでいき
ます。情報についても、インターネットの活用
なくしては難しくなって来ました。同窓会の
ホームページもリニューアルされました。衣笠
同窓会もこのホームページを利用させていただ
き、お互いの活性化につながればいいと思って
おります。個人情報の管理も難しい局面を迎え
ていますが、皆さんでメールアドレスをお持ち
の方は事務局にご連絡をお願いいたします。名
簿と合わせ管理させていただきたいと思ってお
ります。
同窓会は同窓生のものであり大学のものでは
ありませんが、大学の成長に合わせ同窓会のあ
り方、大学への支援の内容も変化してきます。
大学との取り組みについてはKITAA（京都工
芸繊維大学同窓会）の一部会として対応して行
きたいと考えます。
又、支部活動も活発化しています。衣笠同窓

会のその活動の仲間として一緒に活動できれば
と思っております。
伝統ある衣笠同窓会も新規入会はなくなり、
何処まで継続すればいいかも検討しなければな
りません。
少子高齢化ではなく、高齢化のみの団体です。
今後のあり方について皆さんのご意見をお聞き
しながら対応して行きたいと考えます。忌憚の
ないご意見を頂きますようお願い申し上げす。
又、前蔭山副会長のなさっていた衣笠会誌の
復刻版の発行については、第３７号と第４２号が見
つかっておりません。皆様でお持ちの方が居ら
れましたら事務局まで御連絡ください。尚、復
刻版については書籍とCDの２種類で見積りを
取っていて、皆様のご注文に応じて対応すべく
別途ご注文のご案内をさせていただきますので
ご協力ください。
今後のご支援とご協力のお願いをし、就任の
ご挨拶といたします。

平成２８年度理事会・総会のご案内
平成２８年度衣笠同窓会理事会・総会を下記の
通り開催いたします。皆様におかれましてはご
多忙かと存じますが、ご出席下さいますようお
願い申し上げます。
日 時 平成２８年６月１８日㈯ 午後２時から
場 所 ウエスティン都ホテル京都
議 題 １．平成２７年度事業報告及び決算報告

２．平成２７年度会計監査報告
３．平成２８年度事業計画及び予算案
４．その他

衣笠同窓会の理事会・総会のみにご出席され
る方は、大変お手数ですが、次の所までご連絡
くださいませ。電話：０７５－７２４－７７７６（森）
なお、当日は同ホテルにて京都工芸繊維大学
同窓会（KIT 同窓会）の総会と懇親会が開催さ
れます（総会は午後４時から、懇親会は午後６時
からの予定）。
KIT 同窓会の総会・懇親会に御出席される方
は必ず同封の葉書にてご連絡下さい。

衣笠同窓会だより

衣笠同窓会 会長 谷 垣 弘 明
（製糸紡績学科 昭和４３年卒）
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平成２７年度（第５期）の「色染物質会」の活動
実績及び予定を報告します。
１）会誌６号発行（A４判３０ページ） 平成２７年４月
２）第５回総会、懇親会開催 ６月
於 メルパルク京都 ２２名参加

３）ゴルフコンペ開催 １０月
於 瀬田ゴルフ ６名参加

４）HPの更新 随時
（今後の予定）

５）新年会 平成２８年１月
６）散策会 ２～３月

今期は会員増強策として、昭和３０年代後半か
ら４０年代までの卒業年度の中で、当会への加入
が少ないクラスを対象に加入勧誘を行った結果、
纏まった加入者を得、予期以上の成果を収める
ことができました。来期も同様な加入勧誘策を
継続実施する予定です。HP関連は開設以来訪
問者数が延べ３万人に達し、閲覧者が大幅に増
えたようです。会誌は投稿が少なく年１回の発
行に留まりましたが、出来れば年２回発行を目
指していますので、HP掲載欄の「クラス会便
り」「エッセイ」「歴史」「技術・知識」「作品」
等の分野につきまして、各位のご寄稿をお願い
する次第です。

色染物質会 会長 佐 藤 忠 孝
（色染工芸学科 昭和３４年卒）

「色染物質会」の活動報告

KIT 同窓会の会員の皆様にKIT ゴルフ会の
近況をご報告申し上げます。
KIT ゴルフ会は衣笠ゴルフ会とマコーンゴル
フ会がその基盤となりKIT 同窓会の部会とし
て発足し既に１３回の回を重ねました。
近畿圏のゴルフ場で会員の老若男女２０代から

９０代までの１００名余りの会員を擁し年２回春と秋
の定例コンペを開催しております。
常に新入会員への勧誘を行っていますので、
ご参加ください。
KIT ゴルフ会は初参加も優勝の権利ありハン
デイは上限なしのダブルペリアで順位を決めて
いますからグロス１００前後での優勝も上位入賞
も可能です。
スコアーより懇親会でのコミュニケーション
を重視しています。９１歳の多田様も連続出場し
ていただいています。実力者のホールインワン
もあり楽しいゴルフをモットーとしています。
老若男女の多数のご参加を期待しています。

平成２７年度の成績
第１２回
平成２７年４月１６日 東城陽カントリークラブで開催
優 勝 奥村忠司（製紡 昭和４２年卒）
準優勝 小角 亨（建築 昭和３６年卒）
３位 森橋俊文（機織 昭和３９年卒）
４位 尾野凱生（製紡 昭和４２年卒）
５位 田中 博（繊化 昭和３５年卒）

第１３回
平成２７年１０月２８日 瀬田ゴルフコース西コース
優 勝 森橋俊文（機織 昭和３９年卒）
準優勝 谷垣弘明（製紡 昭和４３年卒）
３位 井上義和（繊工 昭和４９年卒）
４位 神吉 司（繊化 昭和４５年卒）
５位 辻 勝見（繊化 昭和２６年卒）

申し込みは
森橋俊文 電話：０９０－３２６６－６０９４
谷垣弘明 電話：０９０－５１５２－５８２４ です。

幹事 谷 垣 弘 明
（製糸紡績学科 昭和４３年卒）

KIT ゴルフ会近況報告と
会員募集
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平成２７年の京工大機織会（マコーン会）の活
動状況について報告します。

１）平成２７年３月３日㈫役員会：年２回発行の「マ
コーンニュース」№９５（A４サイズ、３２ペー
ジ）が出来上がり会員約４５０名への発送作
業と、平成２７年「定時総会」の準備につい
て打合せをしました。

２）平成２７年４月９日㈭クラス幹事会：京都工芸
繊維大学の「工繊会館」に、各卒業年度の
クラス幹事合計２８名が集まり、「定時総会」
への出席予定者の確認と更なる増員の勧誘
を計りました。

３）平成２７年５月１３日㈭役員会：「定時総会・懇
親会」の最終準備と打合せをしました。

４）平成２７年５月１６日㈯定時総会：創立５５周年
「定時総会・懇親会」を京都工芸繊維大学
「６０周年記念館」で開催。総会開始前に全
国学生フォーミュラ－大会で優秀賞を得た
フォーミュラーカーの展示と解説、美術工
芸資料館など学内自由見学。総会に先立ち、
古山正雄学長の「大学の現況」の講話を伺
い、母校が力強く発展しつつある様子を知
り、誠に頼もしく感じた。また大学ギター
クラブの演奏も楽しみました。
総会・懇親会には来賓５名・会員７６名が参

加して親睦を深めました。
懇親会は会場を２階に移し、先ず中村KIT
同窓会長からの来賓ご挨拶を頂き、続いて
森本副学長・KIT 同窓会総務委員長のご発
声で乾杯し、その後、会食、歓談、記念撮
影を行い、最後に京都高等工芸学校校歌、
京都工芸繊維大学学歌を合唱、和気藹々の
内に散会致しました。

５）平成２７年５月２６日㈫役員会：定時総会・懇
親会の反省点を話し合い、平成２８年の「定
時総会」の準備を開始し、更に「マコーン
ニュース」次号№９６号の編集打合せを行い
ました。

６）平成２７年９月１日㈫役員会：「マコーンニュー
ス」№９６（A４サイズ、２８ページ）の印刷・
製本が出来上がり、会員約４２０名へ発送。

７）平成２７年１２月８日㈫役員会：平成２８年５月２１
日㈯に２８年度「定時総会・懇親会」を「ホ
テルプリムローズ大阪」で開催する事を決
定し、催しとして、新井克彦氏の講話「地
球２周 南半球・北半球の船旅」と丸田
恵都子さんのハープ演奏を盛り込むことと
なりました。
次号「マコーンニュース」№９７の編集打合
せを行いました。

京工大機織会（マコーン会）の活動

マコーン会事務局長 菱 川 茂 樹
（機織工芸学科 昭和４２年卒）

17



＊定例会が下記の日程・会場で催された。
３月１５日㈰ 第２３回 東峰・交扇会
於 大宮・氷川の杜文化館 能舞台
素謡：高砂、草紙洗小町、鵺

連吟、仕舞、一調 等
６月２０日㈯ 第４５回 交扇会
於 京都東山 智積院内 智積院会館会議室
素謡：実盛、千手、富士太鼓、景清、葵上
独吟：蝉丸

９月２３日（水・祝） 第２４回 東峰・交扇会
於 大宮・氷川の杜文化館 能舞台
連吟：鐘の段 素謡：女郎花、土蜘蛛
一調：羽衣キリ、屋島キリ

１１月２１日㈯ 第４６回 交扇会
於 奈良橿原市 八木札の辻交流館
素謡：三輪、井筒、吉野天人、龍田、三山、

當間
（久々の遠足。ご当地曲でまとめた。）

＊今年の計画
東峰・交扇会は氷川の杜文化館で３月２０日㈰

と、９月頃を予定。
交扇会は次回を７月２８日㈭に大津市伝統芸能

会館能舞台として計画を進めている。
烏兎怱怱、青春の一時をサークル活動の同じ
稽古場で過ごした全国にいる仲間と、今一度、
語り合う場を作るのが当会の役目だと思ってい
る。この一文がお目に留まってご連絡いただけ
ば望外の喜びであります。

〈連絡先〉
〒５２９－２１４４ 大津市大萱２丁目３４－１－１１２
電話&FAX：０７７－５４３－１８５０
井上良一
E-mail : r-inoue@themis.oce.ne.jp

〒３６７－００２１ 埼玉県本庄市東台２－２－２
電話：０４９５－２２－３４７１
飯田 豊

＊竹本俊平氏（建４２）の奥様が管理されている
ホームページがあります。
交扇会の活動状況をご覧いただけます。
http : //www.geocities.jp/kousenkai

井 上 良 一
（繊維化学科 昭和３３年卒）

交扇会（平成２７年）活動報告

硬式野球部OB・OG会（以下、本会）は京都
工芸繊維大学同窓会（KIT 同窓会）の１部会と
して、一昨年（平成２６年度）に承認された新し
い部会です。本会は本学の硬式野球部に所属し
た部員やマネージャーを務めた卒業生より構成
され、会員相互の親睦を図るとともに京都工芸
繊維大学硬式野球部の支援を目的としています。
本会では毎年、OB・OG会誌の作成・発送（３月）、
年一回の総会開催（５月）とOB現役親睦野球
大会の開催（１１月）、さらに春期及び秋期リー
グ戦に必要な費用を一部補助しています。

本年度の主な活動は以下の通りです。
１）OB・OG会誌の発送（３月）：本学硬式野球
部の状況や主将、監督、マネージャーの挨
拶文を含んだ会誌に加え、春期リーグ戦の
試合日程表、昨シーズンの戦績、総会の開
催通知、および会費振込用紙を同封し、本
会会員約２３０名へ発送しました。

２）総会開催：平成２７年５月４日午後６時より、
京都工芸繊維大学西部構内にある学生食堂
にて、①OB・OG会の今後の運営について、
②会費納入について審議し、承認されまし
た。また、①平成２７年度春期リーグ戦の戦
績について、②平成２７年度の会計中間決算
について報告されました。総会終了後は現
役野球部員と共に懇親会を開催し、大いに
盛り上がりました。

３）OB現役親睦野球大会の開催について、平
成２７年１１月１４日１３時より京都工芸繊維大学
グラウンドにて現役部員とOBチームと
の対抗戦を予定しておりましたが、生憎、
雨天中止となりました。

４）春・秋期リーグ戦の分担金補助：リーグ分
担金は春期、秋期共に約４０万円程度、年間
８０万以上は必要ですが、今年度は春期
１４９，０００円、秋期１００，０００円を本会より補助
しました。

以上

会長 山 中 寛 城
（色染工芸学科 昭和３７年卒）

平成２７年度硬式野球部
OB・OG会活動報告

18



剣友会は母校剣道部卒業生の集まりで、昭和
４３年に発足し４７周年を迎えました。本学の前身
校の卒業生も含め、現在に至るまでの剣道部在
籍者が会員で、現在の会員登録数は２７０名、最
年長は８０歳から大学院生まで三世代にまたがる
会員で構成されています。
剣友会は、会員相互の親睦・交流を図るとと
もに、母校剣道部の発展に寄与することを目的
として、継続的に熱心な活動を続けています。
昨年（平成２７年）の年間行事の主なものを紹
介します。
①新年稽古会（１月１０日）
剣友会発足当時からの行事で、現役剣道部諸
君とOBが一緒になり新年の稽古会を武道場
にて行います。稽古の後は、各人の今年の抱負
を語る懇親会を行っております。剣友会として
はこの後新年懇親会を行いました。

②剣道部長記念大会（３月２１日）
初代剣道部長の平瀬進元工芸学部長を偲び、
現役剣道部と、剣友会会員の混合個人戦が行わ
れ剣道部長杯（平瀬杯）を目指して熱戦が繰り
広げられました。本年は、M２回生が先輩の意
地を見せて１位から３位を独占しました。
③会誌『剣友』第２２号の発行（４月）
会員の交流・情報交換の一助として会誌を年
一回継続して発行しており、今回で２２号になり
ます。
会員からの投稿、各行事の開催報告、現役報
告、事務局からのお知らせ等を掲載しており
ます。

母校や京都地区で開催される行事になかなか
参加が難しい遠方の方々や、当日都合がつかな
い方のためにも剣友会の活動を伝え会員相互の
親睦・交流を図る一助としております。

④現役行事への支援（８月２９日）
本年は六工大体育大会の開催当番校であった
ので、本学体育館にて剣道大会が開催された。
現役諸君は大いに奮闘いたしましたが、団体戦
３位、男子個人３位、女子個人２位、３位とやや残
念な結果に終わりました。
剣友会として会員に特別の呼びかけを行い１２
名の会員が応援に駆け付けてくれました。
⑤剣友祭（１１月１４日）
剣友会最大の行事で、年に一度開催しており、
本年は本学『工繊会館』にて会員・現役剣道部
員を含め５０名の参加を得て賑やかに開催いたし
ました。
内容は「剣友会総会」「会員による講演会」

「懇親会」を行いました。

京都工芸繊維大学剣友会の活動紹介

会長 中 村 良 光
（生産機械工学科 昭和４１年卒）

稽古の後の懇親会

剣友祭参加者の記念写真
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住環境学科は昭和４９年に当時の工芸学部に新
設され、平成元年に造形工学科ができるまでの
１５年間だけ存在した学科です。学科定員が４０名
でしたので、１期生から１５期生までの６００人ほど
の卒業生が部会に参加できる資格を持っていま
す。学科がまだ存在したころ、毎年、学園祭の
頃に在校生が卒業生を大学に招待するホームカ
ミングデイを開催して、先輩と後輩のタテの交
流を行っていました。在校生にとっては、最新
の業界情報が得られる貴重な機会でした。住環
境学科の設立当初は、歴史のある建築工芸学科
と違って、就職先探しに大変苦労しましたから、
こういったタテの繋がりはとても大切なことで
した。

第１回ホームカミングデイ（平成４年）

平成４年に最後の１５期生が卒業するため、在
校生が卒業生を迎えることが出来なくなるとい
う事態になったため、１５期生の有志が１期生の
私の事務所を訪れ、今後の会のことについて相
談してくれました。そこで考案したのが、学年
持ちまわり制の幹事による開催でした。まず１５
期生が卒業した平成４年の秋に１期生の私たちが
幹事となり新生の第１回ホームカミングデイを
開催し、次年からは次の学年が幹事を担当して
会を継続するというものです。１５年目に１５期生
が担当しその翌年にはまた１期生に幹事が戻っ
てきてそれを繰り返し、この世に住環境学科の
卒業生が生存する限りこの会を続けようという
意気込みで始まりました。平成１９年に１期生が２
巡目の幹事を担当し、昨年は９期生が第２４回目
のホームカミングデイを開催してくれました。
昨年の９期生は大変熱心に幹事を担当してくだ
さり、学園祭開催中の１１月２１日に、６０周年記念
会館において同窓で大学在籍の佐々木厚司先生
の講演と、大学内の工繊会館での懇親会および

同窓生によるプチ講演会を企画してくれました。
近年になく多くの会員が出席し、恩師である
相川 浩先生と西村征一郎先生のご出席も賜り、
大変盛況な会となりました。

第２４回ホームカミングデイ（平成２７年）

このままこの会が続いて、あと７年するとま
た１期生に幹事が廻ってきます。我 １々期生はす
でに還暦も過ぎ、次回は幹事することが出来た
としても、その次の幹事の時には何人が生きて
いるかわからず、幹事が出来るかどうかも不明
です。いずれこの会が消滅するのは時間の問題
ですので、このままで良いのだろうかと思うよ
うになってきました。この会の最初の趣旨は、
在校生と卒業生の交流であったわけですから、
何とかして現在もデザインや設計を学んでいる
在校生と繋がって交流できないものかと考えて
います。卒業生は各方面で活躍しており、さま
ざまな経験も積んでいます。その貴重な体験を
次世代に伝えずに去っていくのは、何とももっ
たいないような気がします。１期生が次の幹事
を担当する７年後までに、新しいシステムを模
索し、在校生と卒業生が交流できる体制を構築
したいと思っております。
この文章を読んでおられる方で、デザインや
設計を勉強されている学生や、大学の造形系の
先生方がおられましたら、是非お力をお貸しく
ださい。デザインや設計の仕事は、教科書で学
んですぐできるものではありません。先人の経
験に学び、修練し、その上に自らの一筆を加え
ることで、次世代につながる仕事ができるのだ
と思います。そういうことを念頭に、卒業生と
在校生が交流できる会になることを願っており
ます。

（有限会社テクトスタジオ 代表取締役）

住環境学科部会の生い立ちと将来

荒 川 晃 嗣
（住環境学科 昭和５３年卒）
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千花会（繊維化学科卒業生有志及びご縁のあ
る方の会）は昨年度、第８回の総会を催しまし
たので、その内容をご報告します。
�日 時：平成２７年１１月１５日㈰

１２時より１５時ごろまで
�場 所：「がんこ」二条苑

（京都木屋町二条下ル）
�参加者：４９名
�次 第：原幸代会長挨拶、講演（大学の現

状：昭和５４年卒の山根秀樹先生）、
事務連絡（KIT 部会入会の件報告、
及び今年度の会計報告）
会食（乾杯の音頭は最高齢者の昭
和２４年卒の高橋重三氏、中締めは
最年少の昭和５５年卒の石田孝氏が
行った）

�様 子：会場の「がんこ」は豪商・角倉了
以や明治の元勲・山縣有朋、日本
銀行総裁・川田小一郎の別邸を経
て、日本料亭となったもので、高
瀬川の流れを引き込んだ美しい庭
を眺めながら、思い思いに歓談し
た。その様子は、千花会のホーム
ページに詳しい：http://senkakai.
sakura.ne.jp

荒 瀬 治 夫
（繊維化学科 昭和３７年卒）

千花会の活動報告

会員総数１００名を超える当OB会は、数年に

一度の総会を開催しています。

近年では平成２６年１１月に、京都タワーホテル

にて開催しました。出席者は１８名。平成２７年３

月には、有志によるゴルフ親睦会を赤穂CCに

て行い、３人の８０歳代の会員も参加し大いに盛

り上がりました。

OB会として、ここ数年、現役部員への資金

的な援助をしています。大学から支給される額

だけでは種々の経費（大会への参加費、連盟へ

の登録費用、ボールなど備品購入等々）を賄え

ないからです。

平成２３年にバスケットボール部が廃部になり、

その後辛苦の末に、再び部として活動を再開し、

５年振りで平成２８年度に卒業生（平成２９年３月卒

業）が出ることになりました。当OB会とし

ても久し振りに若い会員が入ってくる事になり

ます。次回のOB会総会は平成２８年秋に京都で

開催予定ですので、若手OBの参加を期待い

たします。

OB会事務局 藤 田 康 弘
（機織工芸学科 昭和３９年卒）

バスケットボール部
OB会の活動報告
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一昨年（平成２５年）の秋、S４４年卒とS４５年
卒のサッカー部のOB１２名が４３年ぶりに集まり
ました。ほとんどの者が卒業してから一度も大
学に行っていないとのこともあり、当日は、ま
ず工繊に集まって、大きく変わった校舎などを
３０分ほど散策し、その後、京都駅近くの居酒屋
で懇親会を行ないました。
個別に会っている者もいましたが、これだけ
の人数で一緒に会うのは、実に４３年ぶりのこと
で、一人二人と、待ち合わせ場所にやって来る
たびに大きな声を掛け合って、お互いの風貌を
確認し合いながらの懐かしい再会でした。

工繊内を散策している写真

居酒屋での懇親会の中で、“次は、同じ時期
にボールを蹴った先輩にも声をかけよう”とい
うことになり、翌年（平成２６年）の１０月には、
１８名が京都駅前の居酒屋に集まりました（第２
回OB会）。
その居酒屋での懇親会で、出席された皆さん
から、“同じ集まるなら、正式にOB会を立ち
上げよう”という声が上がりました。私は京都
市在住ということもあり、世話役としてOB
の消息確認で何度か同窓会館を訪れていました
が、ある時、志賀専務理事から、“同窓会を立
ち上げるなら、同窓会に申請されたらどうか、
支援金も出ますよ”との話をお聞きしました。
このこともOB会の立上げの大きな後押しに
なりました。
そのような経緯を経て、昨年（平成２７年）６
月、確認できた６５名のOBの名簿を添えて「工
繊サッカー部OB会」として同窓会に申請し、
９月に承認の連絡をいただきました。
早速、華やかに「OB会」立上げパーティー
を、という所でしたが、まだまだ確認やら解決
しなければならない課題もあり、まずは、連絡
の取れる範囲の先輩の方々への声掛けや、お誘
いをしていただき、「OB会立上げ準備会」の

名目で、昨年（平成２７年）１１月に、またまた京
都駅近くの居酒屋に２１名が集まり、「OB会」の
正式立上げの報告を行ないました（第３回OB会）。
この「準備会」には、工繊サッカー部を創設
された山崎様（繊維化学科 S２８年卒）も出席
されました。また出席された大先輩の皆さまか
ら、今では信じられないようなエピソードや古
い写真を見せていただきました。
今秋には、いよいよ華やかに？「工繊サッ
カー部OB会」の立上げを計画しています。
しかし、大きな課題もあります。登録したOB
会のメンバーが全て６５歳以上という現状です。
若い世代への声掛けと、現役との繋がりをつけ
ることが当面の大きな課題です。何度かグラウ
ンドに足を運びましたが、まだ現役部員との連
絡がとれていません。これからも更に足を運び
ながら、現役部員との繋がりをつけ、何れは
OB会からの支援等も考えていきたいと思って
いる所です。

集合写真

（「工繊サッカー部OB会」の推進体制）
�会 長 南 聰（建築工芸学科 S４２年卒）
�副会長 山名 匠（窯業工芸学科 S４４年卒）
�相談役 坪井 弘光（機織工芸学科 S３３年卒）

土井 健司（繊維化学科 S３５年卒）
�幹事長 林田 直利（意匠工芸学科 S４５年卒）

「KIT 同窓会誌“工繊”」をご覧になられた
サッカー部OBの方がおられましたら、是非、
下記までご一報いただきたいと思います。
林田直利（意匠工芸学科 S４５年卒）
�住所：〒６０３－８４８４

京都市北区衣笠氷室町４８－２６
�携帯：０９０－９０９５－９３７４
アドレス：jinsho．１１０１＠ezweb.ne.jp
�E-mail : hayashida１１０１＠zeus.eonet.ne.jp

『工繊サッカー部OB会』の発足にあたって

林 田 直 利
（意匠工芸学科 昭和４５年卒）
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■ 寄 稿

昭和２２（１９４７）年３月卒業の京都繊維専門学

校A科１回生は、平成２７年５月に京都駅の地下

街「萬重」で卒業して６８年ぶりの米寿記念クラ

ス会を開いた。

在籍１２名中、６名参加。８８歳とは思えぬ気炎

をあげクラス全員の長生きを願った。

思えば、卒業した日。敗戦２年目の衣食住の

厳しい社会状況の中、国の再建は我々青年にあ

りとの心を秘め、大空のように広く深い未来に

自分の希望を実現することを夢見て正門を出た。

見慣れた文房具屋、食堂、靴屋、学生アパート、

運動具屋等が懐かしく思えた。

以来、３４名の同級生は全国に散って活動。国

の復興に多少とも貢献をし、昭和史の一端を

担ってきたと自負している。よくやったなあと

いうのが、お互いの評価であろう。

卒業時に文集「波紋」発行以来、時折、近況

報告を出し、７０歳前からは、「A科たより」を

毎年発行。クラス会も数回開いた。クラス担当

の長谷川教授に喜寿祝いを送らせて頂いたのも

遠い昔になってしまった。米寿の会の得難い話

の味を伝えられないのが残念である。

（繊維農業科 昭和２２年卒）

京繊専A科１回生、
米寿記念クラス会報告

山 本 孝

１．はじめに
旧制京都工業専門学校電気科は京都高等工芸

（明治３５年創立）に生誕の礎をおく。爾来時代
の要請を受け、昭和２０年電気通信科、同２１年電
気科として発足した。同２４年の学制改革に伴い
同２６年その使命を終え、同３４年、京都工芸繊維
大学工芸学部に電気工学科が増設されるまで、
短期大学部機械・電気科として待機存続した。
２．京都工専在学当時の学内外の状況
私が入学した昭和２３（１９４７）年は、終戦当初
の食糧難は峠を越したが、翌年には迷宮入りの
国鉄（下山、三鷹、松川）の事件が続発、社会
秩序の不安は拭えきれなかった。しかし、湯川
博士のノーベル物理学賞受賞は、敗戦国国民の
前途に勇気と希望を与える快挙であった。
一方、当時の学生生活は、戦後の学制改革の
激流に翻弄され、大学昇格問題に関する学科の
統廃合等、不安と苦悩が絶えなかった。そのよ
うな厳しい環境下で、授業は淡々と進められ、
旧制京都工専は昭和２６年３月終焉を迎えた。
３．在学中の思い出寸描
在学当時、市内交通は市電復興期に当たり、
待望の新大型ボギー１０００型が導入、京都駅から
烏丸、北大路経由の６号系統が通学に利用され
た。その市電も今は無く地下鉄が開通した。
又、毎年５月には、学内の懇親を図る済美旅

行が実施された。次に昭和２４年の北陸方面旅行
の思い出を。京都駅から満員の夜行列車に揺ら
れること６時間、午前４時金津（今日の芦原温泉）
駅に到着、初発列車を待った。訪れた東尋坊の
深遠な絶景は今日でも脳裏に焼き付く。
４．創立１００周年、大学発足５０周年行事に参加
平成１２年、本学の前身京都高等工芸創立１００
周年、又同２１年には大学発足５０周年の記念式典
が挙行された。前者の式典後の記念パーティー
では、同席の新制大学卒業の丁氏と親しく懇談、
心の絆を確かにする機会を得た。帰途、在学時
代の美術史で学んだ「優秀な工業製品の具備す
べき工芸的感覚」について思いを新たにした。
５．むすび
稿を終えるにあたり、あの学制改革苦悩の時
代に難題を乗り越え、旧制工専学徒の指導に心
血を注がれた恩師各先生に敬意と感謝の誠を捧
げたい。ここに母校の発展を祈るものである。

（電気科 昭和２６年卒）

旧制京都工専で学んだ
知恵と心

中 西 良 司

左より、山本、斉藤、酒井、大島、西田、中山。
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この歳（８５歳）になって考えてみると、今更
のように大学と私が何本もの不思議な糸で繋
がっていることを感じざるを得ない。
総ては私事になるが、お許しいただきたい。
私は１９３０（昭和５）年生まれで、生家は京都下
鴨に在った。小学校は葵小学校。夏休みともな
れば、専ら蝉獲り、小魚獲りや蟹獲り等で過ご
した。
中でも沢蟹獲りは、当時の高等工芸（今の西
部構内）南側の側溝の小石の下や、コンクリー
トの割れ目に何匹も居たものである。いつも学
校の構内への侵入は一寸怖くて遠慮したが、当
時は後日ここにお世話になろうとは夢にも考え
ていなかった。
しかしながら、今にして思えばこの「カニ」
獲りが、そもそもの高等工芸との付き合いの始
まりである。中学は、小学校西隣の京都一中で、
旧制中学としては最後の昭和２３年の卒業である。
当時の私は、理工系か文系か、自身でも判断に
迷う鵺的存在であった。また、数学が苦手であ
る意識があって、進路に迷い、三高の文科を受
験、結果は不合格。
当時は終戦後の飢餓状態からは脱したものの、
戦後のハイパーインフレで家計は逼迫していて
浪人するわけにもいかず、今度は１８０度転換し
て京都工専機械科に入学した。その理由は極め
て現実的、且つ低次元なもので、「まあ技術者
なら世の中食ってゆけるだろう」位のところで
あった。
しかし入学してみると、旧制専門学校は詰め
込みも良いところで、文系授業は英語、独語、
倫理学のみ。その他は総て理科系基礎学科と工
学系専門学科が目白押しである。私は酸素不足
になって、このまま３年間我慢してゆけるか？
実のところ、内心迷ったものである。もっとも、
製図の時間等は適当にさぼって、他科との草野
球に精を出し、時によると授業にまで食い込ん
だりもしたが……。
ところが、ご承知のように学制改革で工専が
大学に昇格することになった。私は機織工芸科
に入ることとした。学科の内容はまあ繊維工学
（紡織及び編組）である。しかし、そのお蔭で
土居先生の日本美術史、河本先生の西洋美術史、
清水先生のアメリカ文学、明石先生の日本染織
工芸史、色染科へも足を伸ばし、田中隆吉先生
の繊維高分子化学も聴講して、酸素不足は余程
解消できた。

卒業後は、運良く倉紡に就職して、定年まで
織布畑で過ごした。この間、繊維部門の縮小、
非繊維部門の拡大の波があったが、幸か不幸か、
社内転業もなかった。会社も人間の素質を見極
めた結果かもしれぬ。就職当時の繊維機械は、
人類３０００年の知恵の塊。当時コンピューターは
ないし、オートメと言ってもリレー制御回路位
の物で、総括すれば蒸気機関車並みであった。
それだけに、人間の熟練や技能の介在余地も
あって、私には面白かった。もっとも、定年前
には、機械もエアージェットルームが本格採用
される等、近代化が進んだが、私には今でもあ
のシャットル織機の音が懐かしい。
定年後は技術士としてJICAや商社等の業務
に従事し、国外繊維産業の調査や技術指導を担
当した。

これからは、他人様に公表するのに一寸気が
引けるが、あるがままに記すことにする。
父親が将来もっと広い敷地に家を建てたい希
望があったのか、今の大学の東部構内のグラウ
ンドになっている辺りに約２００坪の土地を所有
していた。これが大学拡張のため、文部省に買
い上げとなった。卒業後は大学との縁も切れて
いたのであるが、これでまた妙な所で復活する
ことになったわけである。
さらにそれから平成６年には妻の妹婿である
丸山君が学長になって、何だか隣に大学が引っ
越してきたようになった。さらに一方では、愚
息がCGの先発組の１人であったことから、造
形の山口重之先生（後の副学長、名誉教授）と
一時期ご一緒に仕事をさせて頂いたこともあっ
たようである。
その後、今年私も８５歳になり、人生の終活を
考えねばならぬ年齢となった。そこで大学にお
願いして、拙宅にある数点の物品を美術工芸資
料館に教育資料としてお引き受け頂いた。
こうしてみると、大学と私との間の赤い糸は
私の１０歳前後から８５歳の今に至る迄７５年間続い
たことになる。
結論としては、私の今日あるのは、全く大学
のお蔭である。最近、大学が益々発展している
のを拝見し、これは偏に長年の教職員の方々の
ご苦労、ご努力の賜物ではあるが、卒業生の１
人としても幸せを感じる今日この頃であること
を申し添えたい。

大学と私

（機織工芸学科 昭和２８年卒（第１回卒））
澤 井 朗
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私は昭和３６（１９６１）年に当時の繊維化学科を
卒業し、大手合成繊維企業に定年まで勤務しま
した。この間、時代環境が景気も給料も鰻登り
の高度成長期から成熟期へと大きく変化する中
で、職種も研究から営業、事業開発、企画管理
まで、また事業分野も高分子、建築、原子力、
環境・エネルギーまでの幅広い経験を積むこと
ができました。
私は、今、出会った人の名刺をパソコンで整
理していますが、その数は退職後から平成２７年
末までの１７年間に名刺交換しただけでも１，５７２
枚に上り、今さらながらその多さに驚いていま
す。退職後だけでもこの人数になるのですから、
これまで全てでは膨大な数の方々に出会ってい
たはずです。その中には楽しかったこと、苦し
かったことなどいろいろありますが、今ではみ
んな佳き思い出に変わってしまっていることに
気づきます。
そして、私の現在はそれらの方々との出会い
の中で生かされていることを痛感します。とい
うのも、これらの出会いの中で技術コンサルタ
ントを営むようになり、この１７年間に５つの大
学の研究開発に関与、８社の企業の開発を支援
し、それらに関して１１件の公的補助金を受給、
１４冊の技術書を著し、多数の特許も出願できま
した。
この間に、世界各地の登山や世界遺産巡り、
四国や西国の巡礼などの遊びも取り混ぜながら、
また、多くの人たちとの出会いが広がりつつあ
ります。私にとっては人との出会いが財産であ
り、絆のありがたさ、また、それを活かすこと
の重要さを感じている毎日です。
このような出会いを通じて、多くの方々のお
力添えで、昨秋にはKIT 同窓会滋賀支部立上
げができました（これについては、同中村支部
長執筆の別稿「滋賀支部発足のご報告」をご覧
ください）。これによって、また出会いの場が
広がって行くことを期待しています。

（繊維化学科 昭和３６年卒）

人と人との出会いの中で

青 木 壽 治
（養蚕学科 昭和３８年卒、写真工学科 昭和５８年卒）

最終の卒業から早や３３年最初の卒業からは５３
年が経ちました。月謝が安く家から近い条件で
繊維学部養蚕学科に入学致しました。その頃は
まだコーサン（高等蚕糸）と周りの人達は言っ
ていました。母が布団の真綿作りに飼っていた
蚕の餌に桑の葉をよく貰いに行っていました
（あとで聞くと蚕種法違反だったらしいです）。
アルバイトと家業の手伝いをしながら卒業は
出来ました。教授の紹介で都城市の日本レーヨ
ンの工場へ行くように言われましたが遠すぎる
こともありお断りさせて頂き好きだった自動車
のディーラーに行き大阪へ３年余通いました。
その頃父は写真の修整を業としていましたが
偶には撮影もしていました、写真撮影と言って
もまだ小型カメラやデジカメも無く殆どキャビ
ネ版か八つ切りのガラスの原版で写していまし
た。照明はマグネシュウムの粉末に硝酸カリウ
ムを少し混合したものを燃焼発光させていま
した。
父が亡くなってから本格的に写真の仕事に携
わりました。当時はまだ銀塩の白黒写真が主で
現像もプリントも自分でやっていましたが写真
の勉強等した事がありませんでしたので夜間に
写真工学科があることを教えられ編入しようと
短大の教務課に行きました。『もう今年度の編
入試験は締め切りました、来年度申し込んで下
さい。でも新規入学ならまだ間に合いますが…
来年度編入されても卒業は同じ年になりますけ
ど。』と言われ『まっいいか、１年位先に入って
勉強しても』と思い昭和５５年の春短大１年生に
入学し３年後に卒業しました。写真も銀塩から
磁気記録方式に変わりソニーが最初に発表した
「マビカ」は市販には至らなかったがキヤノン
が昭和６１年最初に市販した「RC－７０１」という
デジタルカメラは１台５００万円もしました。初期
の頃はカメラメーカー以外がデジカメの開発に
力を入れていましたが平成１１年ニコンがデジカ
メ１眼レフ「D１」を２７４万画素で６５万円で発売
し、翌年キャノンが「EOS D３０」を３５万円と
低価格で売り出してからは熾烈な競争が激化し
平成１４年にはデジカメがフイルムカメラの販売
数を上回りました。カメラとパソコンがあれば
修整もはめ込みも色調や明暗も自由に出来るよ
うになりましたが写真工学科はなくなりました。
技術とセンスの要る写真は科学と芸術を標榜
する母校にあってもいいのではないかと惜しま
れます。
（株式会社ユニオン写真企画 代表取締役）

大学は出たけれど

小 櫻 武 彦
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昨年５月に、金沢新幹線が開通したことに合
わせて、われわれ“色染４０会”では、金沢旅行
を計画した。
最近では毎年大阪で開催してきたが、卒業５０

周年の記念にと、金沢への一泊旅行を決定。卒
業時の人数は３７名だったが、最終的に参加して
くれたのは１６名。嬉しいことに留学生だった李
君夫妻も香港からはるばる参加してくれた。物
故者４名を除くとほぼ半数が参加したことにな
る。全員が７０歳前半、もうなかなか一堂に会す
ることは無理ではないかと思われることから多
くが参加してくれた。女性陣では、留学生の
１名を除く３名が参加してくれたのも華やいだ雰
囲気になった。
第１日目は、兼六園での散策、その後、ひが
し茶屋街にて築１９０年にもなる金沢一のお茶屋
の懐華樓を見学。その日の宿である金沢茶屋で
宴席、更には二次会では昔に返ってのトークに
沸いた。翌日は長町武家屋敷跡を散策し、遠く
昔の武士社会を垣間見。その後寺町の忍者寺の
不思議な造りと仕掛けに感心して、１時間近い
見学を終えた。昼は近くの料理屋で金沢名物の
くずきりを食して解散した。楽しい二日間だった。
大学を卒業し、社会人になって５０年。皆離れ

ばなれになり、思い思いの人生に苦闘し、波乱
もあったであろう同期が、こうして再び心穏や
かに集まることの不思議。５０年という長い時を
消してしまいそうな楽しい語らいは、学生時代
には想像も出来なかったシーンが目の前に
あった。
まだ７０歳代前半！これからもまだまだ続く、

それぞれの楽しい人生。もう一度このようなこ
とを味わってみたい、同期の仲間との懐かしい
語らい…。

（色染工芸学科 昭和４０年卒）

卒業５０周年記念旅行 in 金沢

福 永 昭 三

私は昭和４０年に生産機械工学科を卒業した後、
新しく設置された大学院（修士課程）に進学し、
昭和４２年から定年退職までの３８年間、母校の機
械系学科において材料加工分野（特に塑性加工）
の教育と研究に携わってきた。
当時、我が国は鉄鋼や自動車、家電製品、精
密機器など製造業を中心にしたものづくり技術
の進展により、もはや欧米先進国から学ぶこと
はほとんど無いといった状況になった。その結
果、我が国の産業構造はこれまでの「キャッチ
アップ型」から「創造・開発型」への変革を余
儀なくされた。大学においては専門知識のみな
らず、見本が無い新しい技術の開発や答えがい
くつもあるような問題に適切に対処していく能
力を身につけた人材の育成が要求され、カリ
キュラムの見直しが進められた。
私が担当していた塑性加工の講義は実際的な
面が多いので、学生にとってはイメージしやす
い科目である。そこでこの点に着目し、創造性
の涵養にも重点を置いた授業を試みた。具体的
には、圧延、押出し・引抜き、鍛造、せん断、
板材成形など各種加工法の原理や基礎的事項を
説明した後、それぞれの加工法における問題点
とそれを解決した事例、ユニークな発想に基づ
く新しい加工法の開発、失敗例や試行錯誤の苦
しみなどを紹介した。そして、学生に「君なら
どう考える」と質問を投げかけ、問題対処能力
の重要さを認識させることに努めた。また、常
に自分なりの考えを持って人の話を聞き、ある
いは行間を読んで創造力・思考力を磨くことを
勧めてきた。紙面の都合により詳細＊は割愛す
るが、結局のところ、学生になるほどと思わせ、
やる気を出させることが「創造性教育」の第一
歩であると実感した。
学会等で企業の方から「あなたの大学の出身
者は面白いことをやりますね」と言われたこと、
日本塑性加工学会教育賞（第１号）を受賞した
ことなどが思い出される。KIT 同窓会若手技術
者の参考になれば幸いである。ご活躍を期待し
ています。

＊：塑性加工学会誌、３９－４５２（１９９８）、８９２－８９８。

（生産機械工学科 昭和４０年卒）

創造性豊かな人材育成の試み

山 口 克 彦
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�KIT に入学する迄
受験雑誌を読んでいると、窯業の上井 勲先生
の文章が目に入ってきた。詳細は覚えていないが、
この先生に教えてもらいたいと直感で思った。
�KIT での生活
KIT に入学出来て嬉しかった。後は上井研究室
に入れて貰える様に頑張ろうと思った。先輩たち
も好い人ばかりで楽しかったです。柴叡寮の生活
経験は今では素敵な思い出になった。
間も無く４回生の先輩が現れて、今年学園祭で
窯業も参加する事になった。１回生のお前は「子
分として働くように」と言われた。その先輩達と
は７３歳の今でもお付き合いさせて頂いています。
クラブはワンゲルと古美術研究会です。
柴叡寮では毎晩一升瓶を前に車座で夜遅くまで
飲んでいた。柴叡寮を下って行くとノーベル賞の
湯川先生宅が在って湯川スミさんに呼ばれ良くお
邪魔しました。今日は秀樹が居ないから書斎観て
いくと言われて見せて頂いた。立派だと思った。
�KIT その後
修士課程終了後当時の科学技術庁に上級甲で入
庁した。代々木競技場で入省式・研修会を受けた。
「君達は公僕として頑張って欲しい」と当時の総
理大臣に祝辞を受けた時は嬉しかったが、現場の
仕事はそれとは異なっていたのでガッカリした。
窒化ケイ素の α相（α－Si３N４）は英国の定義を
定説としていた。何か違うと感じた。単結晶作成
技術、熱力学計算、メスバワー効果、結晶内の酸
素測定など１０編以上の英文の論文を発表し、私の
説に変わった。それからイギリスのケンブリッジ
大学、アメリカのMIT、ケースウエスターン大学
等から雇ってやると offer が来た。言葉に自信が
無かったので class を持たずに博士課程の研究指
導を受け持った。それでも帰国後はNHKの同時
通訳の裏で聴こえてくる言語を聴き、ここは日本
語に訳さなかったとか、こう訳した方が良いので
はと楽しめた。
その後KIT の教授として迎えられた。学生は
優秀で現在では名古屋大学の教授、本学の助手、
東工大、現在は外国留学中の国研の主任研究員な
ど多彩な分野で活躍している。
�KIT 退職後
民間企業の顧問・参事等数社でお世話になりま
した。能力に衰えを感じ文科省の委員会、学会の
委員会、本学の同窓会の３委員会だけは残して、
７０歳を契機に全ての民間企業を辞めさせて頂いた。
その後、日本工業新聞社から「調和環境型材料
シリーズ（太陽電池、燃料電池など７冊）」やセラ
ミックスの本を出させて頂いた。
今はDCP（直流化推進）の活動を本学、名古
屋大、阪大、東大、京大などの卒業生が加わって
「新橋」で勉強会をして楽しく暮らしています。
健康寿命にも役立っています。

（窯業工芸学科 昭和４１年卒）

KIT での思い出とその後

木 島 弌 倫

本会は島津製作所に勤務しながら本校を卒業
した方々で構成されており、同窓会副会長をさ
れていた伊藤一雄氏が初代幹事です。現在、
伊藤氏と小生が幹事で会員は約３５名です。これ
までの行事は食事会をはじめ、会員の別荘での
バーベキュウ、鞍馬寺－－木の根道－－貴船神社
散策後の川床料理や関連会社の工場見学と温泉
入浴などがありました。
「新しい長岡京の散策」
近年長岡京は新しく美しく変貌しており、昨
年７月、長岡京散策の行事をおこないましたの
で紹介します。参加者は１５名でした。

しょう

おすすめコースは「JR長岡京駅東口」→「勝
りゅう じ い げの やま

竜寺城」→「恵解山古墳」→「中山修一記念館」
→「サントリービール工場」→「JR長岡京駅」
です。
各施設は全て無料で施設間は、徒歩１０分前後

ですので子供から大人まで楽しめ約４時間で廻
ることができます。
① JR長岡京駅
東口に出ますとまず古い機関車があり、村田
製作所さんの高層ツインビルとニチユ三菱
フォークリフトさんの新しいビルがあります。
②勝竜寺城（火曜日休み）
近年、勝竜寺城公園として整備され城内には
細川忠興・ガラシャ像があります。
③恵解山古墳公園
一昨年１０月、古墳公園として新しくオープン

しました。全長約１２８mの前方後円墳には多く
の埴輪が再現されその眺めは雄大です。
④中山修一記念館（火曜日休み）
中山修一先生は幻の長岡京を実在した長岡京
として私費を投じ発掘し実証されました。自宅
がそのまま記念館となっています。
⑤サントリービール京都工場
見学とビールの試飲をすることができ１時間
の行程です。必ず予約が必要です。

（機械電気科 昭和４３年卒）

島津松ヶ崎会

幹事 田 中 秀 一
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昨年末（平成２７年１２月１３日）京都駅ビル内
「がんこ」店にて製糸紡績学科昭和４３年卒の古
希祝いの会を開催しました。
遠くは関東から、また北陸から、もっと遠く
は九州からも駆けつけて頂き、約半数の２０名が
集まりました。
最初に同窓生ですでになくなった方々に黙祷
をささげ、冥福を祈りました。
その後は、酒が先か話が先か、お互いの姿を
評価しながら、顔の形、頭の毛の状態、はたま
た太りぐあい、メタボの状況など、還暦祝いの
会以来久しぶりの出会いを堪能しました。
なにせ、古希ゆえ、すでに第二の人生や、
悠々自適の人、まだまだ現役で頑張っている人
など、お互いに健康に対してはそれなりに気に
しており、やはり一番は健康であることとの結
論に達しました。
これからも健康に気をつけ、次回にも会える
ことを期待し、喜寿とまで言わず卒業５０周年を
やろうという口約束をして、古希の祝いの会を
終了しました。
この際KITKINKI総会への参加を要請するも
反応の薄いのが気になりました。
今後はもう少し同窓会への参加もお願いし、
交流の場としての役割を果たしていきたいと思
う次第でした。

（製糸紡績学科 昭和４３年卒）

古希祝いの会開催報告

中 村 信

日本の養蚕業は今まさに滅亡の危機にありま
す。和装にばかり生糸の用途を考えてきた絹業
も衰退の一途であります。
そのような状況の中、私は、「全齢無菌・周
年・無人・人工飼料・養蚕工場」でこの国の蚕
糸絹業を滅亡させることなく、日本の文化継承
のためにも何としても必要な蚕糸、絹業を残す
ことに専念、奔走しています。
１９９２年以来松原藤好先生がご提唱されていた
上記の工場養蚕がようやく実現に向けて進み始
めました。京都工芸繊維大学の研究発の事業化
です。
この繭生産方式が諸般の事情で３０有余年も生
糸生産のための繭生産工場の実現化ができな
かったのは残念なことです。しかし、従来の農
家での養蚕方式では、中国を始めとした人件費
の安い国とは価格的に太刀打ちできません。
従来の養蚕業とは違ってこの工場方式の養蚕
は、目的に応じた蚕品種を育て、季節に左右さ
れることなくほしい時にほしい用途の繭を生産
することができます。
人類が千年間以上も続けてきていた養蚕業と
は全く次元の違った昆虫工場です。工場で働く
のは蚕です人ではありません。
蚕を育てる養蚕科、糸を作る繊維工学科の旧
繊維学部だけでなく、建築科がありメカトロニ
クスの研究者のいる旧工芸学部もある京都工芸
繊維大学の衆知を集めて世界に誇れる工場を作
り上げます。
１，２００坪程度の敷地に８００坪程度の建屋があれ
ば現在日本で作られている１５０t 程度の生繭す
なわち生糸で５００俵相当の繭が作れます。
現在、ここから得られる絹蛋白が生糸だけで
なく医療品、医薬品や工業用材料にもなろうと
しています。
これらの研究もやはりわが大学が世界をリー
ドしています。
絹業を守り日本の文化を守るとともに新たな
事業への素材メーカーにもなれる工場です。
日本文化の中心地で、世界最大の絹業地で
あった京都の地にあり、養蚕をリードしてきた
京都工芸繊維大学こそがこの事業を成功させる
ことができます。
私はこれからの人生これに賭けます。

（養蚕学科 昭和５２年卒）

絹と生きる

北 丸 豊
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日本で生まれ、日本で育った我々は、とかくボー
ダーレスとかグローバル化とかいう言葉に、それは
当然だ、とか、その言葉を使っただけでそういう気
分になってはいるけれど、一人一人の“個”を見た
場合、その域に達している人はどれほどだろうか、
自分をさておき考えてみると、実際疑問が生じる。
恐らく海外駐在を一回も経験していなくても、立

派なグローバル人材もいるだろうし、逆に海外駐在
経験があっても、殻に閉じこもり、帰還の日を待ち
望む人もいれば、現地に馴染んでしまい、埋没
（チョッと極端な表現だけれど）してしまっている
人もいる。
〈海外で働く〉ってどういう意味か
多くの同窓後輩諸兄の立ち位置は、恐らくマズ

ローのいう欲求５段階説のレベル５と思うけれど、海
外旅行、バックパッカー、長・短期留学、海外長・
短期出張、そして海外駐在、これらのどれにしても、
それぞれの人にそれぞれの想いや経験があるだろう
けれど、それらのどれよりも“海外駐在”が、レベ
ル５の実現に近いと思う。
自分の技術力を活かす、自分の管理能力を活かす、

自分のキャプテンシィを活かす、そして、地球儀を
見ながらミッション遂行を通じ、〈海外で働く〉こ
とで自己実現を図る事。
〈そして、その為、必要な要素〉とは
技術者なら、勿論何よりも必要なものは、技術力

であることは間違いない。
管理技術、共通技術、専門技術、当然ながら多く

の諸兄は、専門家であるが故に専門技術が恐らくそ
の“技術力”の主要たるものでしょう。
でも、小生の経験から言えることは、勿論小生は、

テキスタイル加工技術者という一応の分類には入れ
て頂けているとは思うものの、管理技術、平たく言
えば品質管理や問題解決能力、コストマネジメント
そして共通技術、即ちエンジニアリングやエネル
ギーインフラ問題に取り組まなければならなかった。
〈海外で働く〉という事、とりわけ海外生産現地法
人においては、間違いなく限られた駐在が、現地人従
業員と共にそのような環境下で、“巻き込み力”を
発揮し、専門外の技術課題を解決するため、それぞれ
の専門性を持った自社の他部門の人材、他社の人材の
助力を得りうる能力が何よりも肝要（キモ）。勿論日
本の本社の組織的支援が前提であることは当然として。
そして、語学力もあればもっといいのだけれど、

あるレベルの教育を受けたものならば、“気合と根
性”があればコミュニケーションがとれる気がする。
何せ殆どの技術用語は、日本人にとっても外来語。
現地人にとっても外来語。ネイティブな英語人はい
ないのだから、お互い外国語でコミュニケーション
を協力し合ってとればいい。

ということは、十分な語学準備ができていなくて
も、現地に飛び込む“勇気”があれば、なんとかなる。
ていう、お話なのかもしれない。
海外の研究機関や、先端の大学で研究する場合は、

チョッと分からない。恐らく周りは十分に教育を受
けた綺麗な現場と思うけれど、多分そこでは、欧米
で鍛えられた美しい英語が飛び交っていることと思
う。その意味で、TOEICのある一定レベルのスコ
アを目指すことは当然として、メーカーの現地生産
法人で働く場合、様々な民族、複数の言語の中で、
先のマズローのいう欲求段階のレベル１もいれば、
同２、同３の従業員に囲まれ、その上異なった宗教観
を持っていることでダメを押される環境下、何より
もまずその“個”を受け入れる懐が大切。
突然デモ隊（東南アジアのデモ隊は、日本のよう

に厳かな行進ではなく、すぐにでも暴徒に発展する
ブレーキの無いコンボイ）に、事業所が囲まれる、
なんてことは、いつ起こっても不思議ではないし、
歴史的に信頼されているスタッフが、実は不正をは
たらいていたことなんて、当たり前。
日本では想定できないことが、いつ、どのように

起こるかなんて、心配してもしかたない。
想定出来うることは想定し、いつも最大振れ幅を、

特に悪い・望ましくない方向を覚悟しつつ、複数の
コンテンジェンシィプランを温めておく。そして、
それぞれが、それぞれの“個”を受け入れつつ、大
小にかかわらず、ミッションに向かうべく、ベクト
ルを合わせることで、成果が極大化（ミッションの
完遂に近づける）すると思う。
〈“海外で働くため”に必要〉なもの

へたなイメージだけれど、このようになります。
でも、これって、よく考えると、海外だけにとどま
らないことですね、多分。
このように生意気なことを書いている小生も、こ

のように考えるまでには、時間を要しました。それ
までは、日本の本社や、同僚に多々迷惑を掛けてい
たことと思います。東洋紡グループの同窓先輩方が
この寄稿を読まれる事を考えれば赤面の至りですが、
今も尚全力で頑張っている（つもり）ということで
お許し頂ければ、と思います。
同窓後輩諸兄の健闘祈ります。

（東洋紡リビングサービス株式会社）

〈海外で働くために〉
地球儀で考える。“巻き込み力”かな、やはり“気合と根性”か。でも、シンプルに“勇気”と思う。

（繊維化学科 昭和５３年卒）
橋 本 嘉 顯
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後輩女性の為に就職のお世話で小さく貢献
化粧品の研究開発職は女性の憧れの職業です。同

じ年に応用生物学科の女子学生を３名、私の勤めて
いた化粧品OEM会社の研究開発部に就職して頂け
ました。就職試験を作ったのも私なら採点したのも
私。当時の社長は、「やんちゃ娘」と言いながらも
私の希望通り、３人の女子は無事就職。森 肇副学長
の教え子は、今もその会社に勤めています。後輩女性
の就職応援にお役に立てたことは、大変光栄でした。
後輩の皆さん、就職には先輩を大いに活用して下

さい。
やんちゃなサラリーマン時代
勤めていた会社の白いブラインドが平凡だったの

で、レインボーカラーに変えました。「女子の部屋
のようだ」と男性社員からクレーム。社長から呼び
出され説教。皆さん、会社のブラインドを取り替え
るときは、勝手に変えないでくださいね（爆笑）。
開発した化粧品を製品化することで美と健康に貢献する
学生の頃から化粧品、香りが大好きな化粧品おた

くでした。化粧品の日本化粧品技術者会 広報部員
大阪支部常議員、日本化粧品工業会 基礎講習会委
員、中級開発者講習会委員、社会貢献はできるとこ
ろから小さくさせて頂いております。常に感謝の気
持ちを持ちながら、日々、Science を学び、学んだ
Science を製品化することを何よりの喜びとしてい
ます。
小さな新社屋が２０１６年４月に完成します。皆様、

お気軽に遊びにいらして下さい。
愛され、求められるMade in Japan コスメを世

界へ。
夢に向かって、もう一歩！

第一回ホームカミング day
ホームカミング dayに合わせて同級生と同窓会

をしました。お忙しいところご準備をして下さった、
大学の先生、事務職員の皆様、素敵な再開の場をあ
りがとうございました。心より感謝し、お礼申し上
げます。また、次のホームカミング dayも期待し
ております。
集まろう！つながろう！
京都工芸繊維大学 万歳！

（ビューティードア株式会社 代表取締役社長）
化粧品おたくの現役化粧品研究開発者Dr．ユリ

ピー（農学博士）

（蚕糸生物学科 昭和５９年卒）

活躍する やんちゃな京都
工芸繊維大学の卒業生として

藤 田 百合子

私は最初、京都市内にある予備校の事務職員
として働いていましたが、いろいろとあって郵
便局に転職いたしました。それと同時に、もう
一度勉強しようと思い、この大学を受験して、
見事に合格いたしました。働きながらだったの
で、入学したのは、最近は先端科学技術課程と
いうのでしょうか、夜間主コース（Bコース）
でした。
職場から大学まで片道１時間少しかかります。

仕事の都合で、毎日通学できるとも限りません。
また、いくら急いでも、仕事が終わってから行
くのですから、大学に着くのが夜８時前後にな
ります。必須科目の実験の日は、毎週１分でも
早く着けるように必死でした。やっとの思いで、
実験室の前までたどり着いたとき、扉が開いて、
「もう実験終わったで。」と言って同級生が何人
も帰っていくのとすれ違い、何故か、悲しくな
りながら帰路についたことがあったのを今も思
い出します。また、土曜日、日曜日には実験の
レポートを書くのに追われていたことも思い出
しました。
仕事の都合で、入学式には出席できませんで
した。このような状況で、奇跡的に４年間で卒
業できたのは、入学式の翌日にあったオリエン
テーションで出会った年下の友人がいろいろと
試験やレポートなどの情報をくれたことと、以
前卒業した大学の単位（英語、体育、一般教養
科目数科目）を認めていただいたことにあると
思います。
今回は、「卒業後の動き」ということでした
が、私の場合、入学と同時に転職をして、現在
に至っていますので、在学中の思い出を書いて
しまいました。
もし、「近況報告」ということでしたら、二
人暮らしの９０歳の私の母親の介護をしながら、
今も郵便局でがんばって働いています。

（電子情報工学科 平成６年卒）

入学と同時に転職

瀧 川 理 也
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中澤岩太初代校長、中澤良夫初代学長、そし
て無機材料工学科の中澤泰朗名誉教授は、創立
の明治から昭和と三代に渡り本学に携わって頂
いた先生方です。福井で化学史を研究されてい
る福井大学名誉教授沖久也氏から維新期お雇い
外国人グリフィスの弟子の一人として中澤岩太
博士の調査を依頼されたことから今回の報告と
なりました（以下、敬称略）。
中澤岩太は安政５年、越前福井御船町（現福

井市照手三丁目の足羽川北岸）に生まれ、同家
は信濃国諏訪郡中澤村に起こり越前松平家に出
仕し二十四石四人扶持で普通士分の下級とされ
火薬技師等の職に就いていた。当時、三岡八郎
（後に五箇条御誓文の由利公正）は藩政改革を
敢行し西洋砲術火薬実験をしていたので中澤家
との関係も推察できる。岩太は私塾を経て１２歳
で独逸語修業生となった。この頃藩主松平春嶽
が招聘した米国人教師ウイリアム・グリフィス
が藩校「明新館」で物理や化学の授業を行って
いた。岩太は対象年齢に達せずにも拘らず聴講
していると、偶々グリフィスが学科の質問をし
た。すると正規聴講生を上回る適切な答えをし
たので後の受講は黙許された。授業はBarker
化学書を元に化学筆記という教科書が使われ現
在と遜色ない実験が行われた。グリフィスは米
国ラトガース大学で幅広く学んだ教師で、特に
実験は機材を母国から取り寄せ、自らも工夫し
製作して演示した。
廃藩置県となり外国人を雇った藩自体が消滅
したため、グリフィスは東京の南校（東大）に
移る。その同行の一人が最年少の岩太である。
どんな経緯で許されたのかは不明で、１８７１年
９月９日付書簡によると「…数人の学生が学校を
去りました。東京の学校に行くために…私はよ
り小さな少年たちに希望を託そうと考えていま
す。彼らの多くは快活ですし利発です」とグリ
フィスは年少者に目を掛けていた。岩太はグリ
フィスから「カスパー」と呼ばれ、「私と同居
した福井の学生達」写真で中心がグリフィス、
その左下の少年「カスパー、中澤」と記されて
いる。岩太は東大を首席で卒業し、英国人アト
キンソン、ドイツ人ワグネルに師事し、東京帝
大教授、京都帝大理工科大学長を経て京都高等
工芸学校長となる。中澤家に自筆ノート等を尋
ねましたが皆無との返答でした。もし先輩方で
何か岩太博士の記憶等がありましたら御一報頂
きたくお願い申し上げます。
グリフィスの福井滞在は１８７１年３月から翌年１
月の僅か１１カ月間だったが、中澤岩太少年をは
じめ多くの若者達に自然科学への扉を開いた。

後半は新築した客館で若者たちと日夜生活を共
にした。昨年１０月福井市中央３丁目にグリフィ
ス記念館が再現され、常に内部が公開されてい
ます。母校の礎を築いた中澤岩太少年に思いを
馳せる空間となっています。

グリフィスと福井の学生達
（中央がグリフィス、その左下が中澤岩太）

福井市立郷土歴史博物館 蔵

京都高等工芸学校初代校長 中澤岩太博士とグリフィス

（無機材料工学科 昭和６３年卒）
金 森 修

和 暦 西 暦 満年齢 事 項

安政 ５年 １８５８年 ０ 福井藩士中澤甚兵衛の長男として福
井御船町で生まれる、幼名は東重郎

文久 ４年 １８６４年 ６ 岩太と改名
明治 ３年 １８７０年 １２ 藩より、独逸語修業生を命じられる

４年 １８７１年 １３ グリフィスの物理・化学を聴講

５年 １８７２年
１月 １３ グリフィスに同行して上京

５年 １８７２年
４月 １４ 南校に入学（独逸語３の組）

９年 １８７６年 １８ 開成学校の予科終了、本科に入学、
化学科

１２年 １８７９年 ２１ 東京大学理学部化学科を卒業、助教、
アトキンソンの授業と研究を補佐

１４年 １８８１年 ２３ ワグネルを補佐し陶器瑠璃（ガラス）
の研究に従事した

１６年 １８８３年 ２５ 独逸へ留学
１９年 １８８６年 ２８ 独逸より帰国

２０年 １８８７年 ２９ 東京帝国大学教授工科大学教授に任
ぜられ、応用化学の講義と実験

２２年 １８８９年 ３１ 日本舎密製造株式会社の創立を援助

２３年 １８９０年 ３２ 御料局佐渡支庁付属王子硫酸製造所
の研究に従事

２４年 １８９１年 ３３ 王子硫酸製造所長、工学博士授与

３０年 １８９７年 ３９ 京都帝国大学理工科大学長に任ぜら
れ、同大の創立に当たる、教授を兼任

３３年 １９００年 ４２ 京都高等工芸学校の創立委員、フラ
ンスへ派遣され翌年帰国

３５年 １９０２年 ４４ 京都高等工芸学校長となり、京都帝
国大学理工科大学教授を兼任

大正 ３年 １９１４年 ５６ 化学工業会調査会委員を委託される
７年 １９１８年 ６０ 京都高等工芸学校長を辞す

昭和１８年 １９４３年 ８５ 京都市上京区の自宅で逝去

中澤岩太の略歴

福井大学名誉教授 沖久也 氏 まとめ
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■ 海外インターンシッププログラム推進事業参加体験記

平成２７年１１月１５日から１ヶ月間、アメリカの
テキサス大学アーリントン校へ後輩と共に留
学研究を行い、私の研究分野の権威である
Robert Magnusson 先生の研究室で勉強をさ
せて頂きました。
現地ではこちらの大学で使用出来ないような
シミュレーションや大型の装置を用いてデバイ
スの設計や作製、研究についての議論のほか、
様々な講演会の聴講を行いました。研究では毎日
のようにトラブルが起こったにも関わらず上手く
コミュニケーションが取れないことから、現地の
研究員の方から『We have a communication
problem!』と言われた回数は数知れず。作製
をするはずのデバイスの案も二転三転し本当に
大変な研究活動になりました。そのような状況
でもなんとかたくさんの方の協力を得ることが
でき、デバイスの作製ができた上、新たなデバ
イス構造の発明をすることが出来ました。苦労
し作ったアイディアを現地の先生に報告した際
に『You are creative!!』と褒められたことは
忘れられません。
今回の研究留学を通して得た研究や語学をは
じめとする様々な経験を糧とし、今後グローバ
ルに活躍できる人材になるための成長を続けた
いと思います。
最後になりましたが、ご支援を頂いた京都工
芸繊維大学同窓会様に厚くお礼申し上げます。
また、今回の貴重な経験ができる機会を下さっ
た裏教授に心からお礼申し上げます。

（電子システム工学専攻 博士前期課程 ２回生）

テキサス大学への研究留学

浅 井 鴻 佑

私は約二ヶ月間台湾の国立交通大学にて、設
備・実験方法を見学し、実際に研究活動を行い
ました。自分の専門と近い分野の研究が複数グ
ループで並行して行われていたため、短時間で
幅広い専門知識を学ぶことができ、たいへん有
意義な経験となりました。台湾の学生は親切で、
英語で積極的に話しかけてくれたので私も物怖
じせず会話や質問ができ、この留学を通して英
語に対する抵抗感は薄れ、身近に感じるように
なりました。
一方、大学の外に出ると英語はほとんど通じ
ずに困りましたが、顔を合わせて身振り手振り
で話してみると言葉は違っても不思議と意思疎
通はできるものでそんな体験もまたおもしろく、
少し度胸もついた気がします。研究以外でも、
現地でできた友達に地元の夜市や遊び場につれ
て行ってもらい、台湾での生活をより深く楽し
むことができました。短い間でしたが友人たち
と過ごした時間は非常に楽しくかけがえのない
思い出となっています。
私は本プログラムで日本から出てみて、いか
に自分の視野が狭く、小さなことしか考えられ
ていなかったか思い知りました。今後社会に出
て活動するにあたって、ここで得た知識や経験
は大きな助けになると思います。
最後にはなりましたが、このような貴重な経
験をさせていただき、ご支援いただきました京
都工芸繊維大学同窓会の皆様に心より感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。

（電子システム工学専攻 博士前期課程 １回生）

台湾での留学を終えて

數 元 公 博
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昨年の夏、私たち建築学専攻の修士１年の８名
はタイのキングモンクート工科大学の学生と共
に、バンコクにて２週間に渡る国際交流ワーク
ショップを行いました。設計敷地はバンコク中
心市街地から少し離れたチャオプラヤー川沿岸
部で、歴史的な建造物も多く残り、多数の宗教
や人種が入り混じる複雑な地域でした。敷地周
辺を調査し、作業の合間には観光や建築見学を
行い異国の文化や生活に触れる体験をしました。
普段は日本の敷地を対象に設計課題をしている
私たちにとって、都市や建築様式を始め文化や
スケールも異なるバンコクでの設計は新鮮で良
い刺激になりました。
また、私のチームでは期間中、設計の表現方
法やプレゼンテーションのまとめ方が異なる点
がありましたが、意見を交わし互いの良い所を
補い合うことで自分達の意思がより伝わる表現
ができました。実際のプレゼンテーションでは、
キングモンクート工科大学の先生方にも講評を
して頂き、日本とは異なる角度からの建築の見
方に触れる事が出来ました。
今回のワークショップでは、日本だけでは触
れる事のできない文化や都市、宗教や人種の課
題にまで踏み込んだ貴重な体験をする事ができ
ました。これらの経験は私たちの視野を広げる
きっかけになったと共に、将来の建築設計にお
ける大きな糧となると確信しています。ご支援
下さいました同窓会の皆様に心より御礼申し上
げます。

（建築学専攻 博士前期課程 １回生）

国際交流ワークショップで
得たもの

笹 岡 健 人

私達、機能物質化学専攻１回生７名は、９月１５
日～３０日の２週間、２つの大学でベトナム人学生
と一緒に共同実験を行いました。カント大学で
は日本での予備実験を生かしてTAを務め、
ホーチミン理科大学では内容をグループ内で自
由に決めて実験に取り組みました。実験につい
ては、器具・機械が少ないので要領良く進めな
くてはいけませんでした。また環境の違いが影
響したせいか、思うような結果が得られなくて
試行錯誤を何度も繰り返しました。この経験か
ら適応能力がつきました。初めはお互いの意見
が英語でうまく伝わらなかったりしましたが、
身振り手振りを使ったり、待ち時間での自己紹
介や談話で仲を深めたりして、時間を重ねる毎
に相手を理解しあえるようになりました。ベト
ナムでできた友人達はとてもユーモアがあって
親切で、今でもメッセージ等でやりとりをして
います。日系企業訪問では社員の方との会話を
通してベトナムと日本の違いを知ることができ
ました。また、これからの就職活動へのアドバ
イスもいただけました。ベトナムで過ごした２
週間で人の温かさを知り、異文化に対する興味、
理解も深まりました。この経験を通して得たも
のは一生の思い出となり宝です。京都工芸繊維
大学同窓会の皆様、そして亀井教授、福澤准教
授には貴重な経験をさせて頂けたことを心より
お礼申し上げます。

ベトナムでの
グローバルインターンシップ

（機能物質化学専攻 博士前期課程 １回生）
柚 木 英 里
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■ 美術工芸資料館

平成２７年度の美術工芸資料館の活動をご報告
いたします。
平成２７年度は、前年度３月から開催の「京焼
の新たなる戦略－－明治期における陶磁器収集
品より－－」展、「ハンガリーのデザイン：ジョ
ルナイ工房の陶磁器と映画ポスター」展、「第
１３回村野藤吾建築設計図展－－村野藤吾の住宅
デザイン」展と３つの同時開催展で幕をあけま
した。このうち、１３回におよぶ村野藤吾建築設
計図展をはじめ「村野藤吾図面資料アーカイブ
を用いた一連の展覧会・教育・研究事業」につ
いては、永年の業績が認められ、「村野藤吾の
設計研究会」と連名で「２０１５年日本建築学会賞
（業績）」を受賞しました。
６月半ばから７月末にかけては「“倣う”から

“創る”へ－－京都高等工芸学校・京都市立美
術工芸学校の図案教育Ⅱ－－」を開催しました。
この展覧会は「京都・大学ミュージアム連携」
の活動の一環として、当館と京都市立芸術大学
芸術資料館の合同連続企画として平成２６年度か
ら開催しているもので、明治後期・大正期に時
代を移し、両校の生徒作品から当時の図案の変
化を検証しました。また、この展覧会に並行し
て学芸員資格科目「博物館実習」の受講学生に
よる「人の輪をつなぐ－－オリンピックとポス
ターデザイン展」を開催しました。歴代のオリ
ンピックポスターの変遷をたどるとともに日本
で開催された３つのオリンピックのデザインを
紹介し、デザインと社会との関わりについて考
察しました。
８月からは、第４回となる京都・大学ミュージア
ム連携スタンプラリーの関連企画として「妖怪
パラダイス！－－現れる異形のモノたち－－」
展を開催しました。会場のあちこちから愉快な
妖怪たちが顔を出し、普段と違う雰囲気に一般
の来館客はもちろんのこと、学内の教職員や学
生も興味津々の様子でした。
９月からは、平成２５年度から続く「SDレビュー

２０１５ 第３４回建築・環境・インテリアのドロー

イングと模型の入選展」を開催しました。新人
建築家の登竜門であるこの展覧会は、今年も才
能豊かな作品が集まり、来館客を魅了しました。
また同時期には、安全保障関連法案が国内を揺
るがすなか、「戦争とポスター」、「ポーランド
のポスター－－１９６０年代を中心に－－」という
ふたつの特集展示をおこない、ポスターがもつ
高い芸術性を楽しむとともに過去の歴史を反省
的に再考し、平和を希求する機会となりました。
１０月末からは、「生誕１００周年記念建築作品展
増田友也」を開催しました。増田友也の「建築
家」と「建築論研究者」という両面に光を当て、
主要作品の実施設計図と模型、写真などを展示
するとともに、これまで未公開であった貴重な
手稿、スケッチ、講演・講義テープなどの資料
も公開し、増田友也の思索の歩みを描き出しま
した。この展覧会の期間中に、博物館実習の一
環として、松ヶ崎小学校の６年生を対象とした
「美術教室」を実施して、建築物の素材や構造
について勉強してもらいました。

１１月末には、KYOTO Design Lab の企画に
よる「八木保のアッサンブラージュ展」を開催し
ました。平成２３年に出版された『THEGRAPHIC
EYE of TAMOTSU YAGI －－八木保の選択
眼』の製本前の校正刷のイメージ上に、書籍内
の作品や関連のオブジェを展示し、作品ができ
るまでのプロセスや八木保の手法が垣間見える
展覧会となりました。
１２月には、立命館大学アート・リサーチセン

美術工芸資料館の活動
並 木 誠 士
（美術工芸資料館長）
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ター「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究
拠点 デジタル・アーカイブ手法を用いた近代
染織資料の整理と活用プロジェクト」の企画に
よる「京都近代捺染産業の軌跡－－ローラー彫
刻の祖 武田周次郎とその後－－」展を開催し
ました。新出資料を手がかりに、ローラー彫刻
業の軌跡を辿るこの展覧会は、近年、本学の文
化遺産教育研究センターが企画してきたさまざ
まな機械捺染に関する展覧会の集大成となりま
した。
また、今年度は文化庁から３件の助成を得ま
した。
「平成２７年度大学を活用した文化芸術推進事
業」の助成を受け、平成２５年度より開講してい
る京都工芸繊維大学アートマネージャー養成講
座では、活動２年目となる平成２６年度生が春か
ら準備を進め、当館のデザイン資料と中部大学
民族資料博物館の民族資料とをコラボさせた
「植物≒女性－－イメージは世界をかける－－」
展を１０月から中部大学民族資料博物館にて開催
しました。また、今年度から参加した平成２７年
度生は、当館を会場として、本学の初代校長中
澤岩太に焦点をあてた「中澤岩太博士の美術工
藝物語－－東京・巴里・京都－－」展を平成２８
年１月より開催し、１９世紀末から２０世紀初頭の
京都において、京都高等工芸学校校長として実
業教育を推進し、その近代化を牽引した中澤の
業績と同校が美術工芸の近代化に果たした役割
を検証しました。

また、同じく平成２５年度より受託している文
化庁委託事業「平成２７年度次代の文化を創造す
る新進芸術家育成事業」では、若手アーティス
トを支援する「未来の途中」プロジェクトとし
て、平成２５年度から支援を受けている１期生１２

名のうち、選ばれた「谷穹」の個展を京都市立
芸術大学ギャラリー＠KCUAにて、２期生１１名
によるグループ展「９３．「未来の途中」の先を夢
見る。」を京都造形芸術大学ARTZONEにて
開催しました。また、１期生による作品購入を
想定した展覧会「オブジェダール もうひとつ
の未来の途中展」を京都工芸繊維大学D-lab
アネックスににぎにて開催し、３年間の取り組
みの成果を魅せました。さらに３期生として今
年度も１０名が選抜され、作品展「未来の途中の
リズム－－美術・工芸・デザインの新鋭１０人
展」を平成２８年１月より当館にて開催し、あら
たな才能が次々と開花しています。
また、３件目の助成として、今年度から文化
庁委託事業「アーカイブ中核拠点形成モデル事
業」のグラフィックデザイン分野を受託しまし
た。本事業は、武蔵野美術大学、文化学園大学
と協力をして、日本国内に所蔵されているデザ
イン関係資料に関する情報を収集・整理し、デ
ジタル・アーカイブ化することによって、それ
ら資料の利活用のための基盤を形成することを
目的としています。国が構想しているデザイン・
ミュージアムの準備作業の一環になります。こ
のプロジェクトでは、多くの同窓生の方々にご
協力をいただいています。
さらに、活動５年目に突入した京都・大学

ミュージアム連携では、６月から第４回目となる
スタンプラリーがスタートし、１０月下旬からは、
合同展覧会第４弾となる「京都と首里：二つの
王都－－大学は宝箱！京都・大学ミュージアム
連携出開帳 in 沖縄」を沖縄県立芸術大学附属
図書・芸術資料館で開催しました。同展では、
京都の大学に保管されてきた沖縄ではすでに見
ることのできない戦前の貴重な資料が公開され、
各種新聞でも取り上げられるなど沖縄県内で大
きな反響を呼び起こしました。
また、今年も収蔵品をつかったカレンダーの
製作をおこない、現在も好評発売中です。引き
続きポストカードの販売もしています。
今後は、３月１４日から、１階ではヨーロッパ近

代ポスターの展覧会を、２階では「第１４回村野
藤吾建築設計図展 村野藤吾の建築－－模型が
語る豊饒な世界」を開催予定です。
みなさまのご来館を心よりお待ちしています。
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■ 課外活動
学友会

部長 出 羽 裕 一
（情報工学課程 ４回生）

皆様は学友会をご存知でしょうか。
学友会は、入学時に学友会費を納めた本学におけ

る学生全員で構成される組織であり、本学における
学生の文化・体育活動の育成と学生生活全般の発展
と向上を図ることを目的としています。
そして、最高意思決定機関として学友会中央委員

会を設置し日々活動しています。
主な活動内容としては、文化系・体育系を含むすべ

ての正規課外活動団体と本会に設置されているすべて
の機関に対しての統括的な管理であり、予算の配分を
検討したり、円滑に運営するための手助けをしています。
既存の機関である、新入生歓迎行事を統括する新

入生歓迎企画運営委員会、卒業アルバム制作委員会
に、平成２７年度より新たに学園祭の指揮を執る松ヶ
崎祭実行委員会を加え、活動の幅を拡大し、より組
織が活発になりました。
今後も本学における学生の学生生活全般に関わる

組織としての自覚と責任を持ち、より良い学生生活
のために活動を続けていきます。

音楽サークルRaccoon
部長 清 水 裕 紀
（情報工学課程 ２回生）

私達Raccoon は現在６０名程度で活動しています。
主な活動の内容はメンバー内でバンドを組み、年４
回行う定期演奏会や学内で行われる文化祭に向けて
練習することです。また、主な活動の他にはBBQ
や餅つき大会等季節に合った行事を積極的に企画し
ています。メンバーの多くは初心者ですが、音楽を
楽しむことに主眼を置いて日々和気あいあいと活動
しています。平成２７年度は非常に多くの新入生に入
部していただき大人数となり、以前より活気が増し
ました。この勢いを継続して技術面でも他の音楽系
団体に負けないように楽しみつつ力をつけていくこと
が今後の目標です。今後とも音楽サークルRaccoon
をよろしくお願い致します。

茶道部
部長 東 孝 晃
（物質工学課程 ２回生）

私たち茶道部は現在１４人で活動しています。
普段の活動は週に２回で、学校の和室にて裏千家

茶道のお点前の稽古をしています。
さらに、週に１回は茶道の先生をお招きして細か

い指導をしていただいたり、お茶会形式の稽古をし
たりすることで一つ一つの所作がより綺麗になるよ
う頑張っています。
大きなイベントとしては学園祭でのお茶会や外部

のお茶室をお借りしての本茶会などがあります。どち
らも一般のお客様をお招きするお茶会で、学園祭に来
てくださったお客様やOB・OGの方々、多くの人々
に私たちの日ごろの成果を披露することができます。
OB・OGの方々には稽古を見に来ていただいたり、

お茶会でもお褒めの言葉や激励をくださったりして
いただきとても感謝しています。先輩の言葉は私た
ち部員の励みや自信になります、これからもよりよ
い茶道部を目指して頑張りますので応援、ご指導の
ほどよろしくお願いします。

ギター部
部長 小 崎 友 博
（物質工学課程 ２回生）

私たちギター部は、現在２２名で活動しています。
ギターと言えばよくエレキギターやアコースティッ
クギターを連想する人が多いですが、私たちが使用
しているのはクラシックギターで柔らかい音色が特
徴です。
全体としての練習日は週１回ですが、授業の合間

などに部員がよく自由練習にきており、個人練習や
重奏の練習、合奏のパート練習など練習日以外にも
熱心に練習に取り組んでいます。主な活動としては
６月の独重奏会や１２月の定期演奏会、春と夏２回の演
奏技術の向上を目的とした合宿があります。１２月の
定期演奏会では１年間の集大成である大合奏があり、
現役生だけでなくOB・OGの方々にも参加していた
だいてギター部全員で一つの曲を奏でます。
今後もギター部をより発展させていけるよう日々

精進してまいりますので、OB・OGの方々をはじめ
皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
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京都工芸繊維大学広報チームK-NOSBY
岸 田 彩 花

（デザイン経営工学課程 ２回生）

私たち京都工芸繊維大学広報チームK-NOSBYは、
工繊大の魅力を学生の目線で発掘・発信し、京都で、
日本全国で、世界の中での工繊大の知名度、ブラン
ド価値の向上を目的に、平成２５年７月末に発足しま
した。本チームの活動としては、工繊大の公式ソー
シャルネットワーキングサービス（SNS）アカウント、
Facebook、Twitter、LINEによる情報発信をはじめ、
京都新聞水曜夕刊「＠キャンパス」による記事掲載、
高校生向け大学生活紹介紙の制作・配布、学長と学
生の交流の場「古山サロン」開催など多岐にわたり、
大学職員と協力し活動しています。また、週に一度の
チーム会議にて今後の活動の方針を決定しています。
本学の公式 SNSアカウントは以下の通りです。

是非ご覧になってください。
Facebook:https://www.facebook.com/KIT.Kyoto
Twitter : @pr_kit
LINE : @k-i-t
最後に、この活動を支えていただいている皆様、

本学 SNSアカウントをいつもご覧になっていただ
いている皆様、また本チームを応援していただいて
いる皆様に感謝申し上げます。

新入生歓迎企画運営委員会
委員長 斉 藤 健 人

（機械システム工学課程 ３回生）

新入生歓迎企画運営委員会は本学所属の課外活動
団体が公平で適切に新入生への勧誘が行えるような
行事を企画、運営をすることで新入生に本学の課外
活動団体の活動を広く知ってもらい、新入生が有意
義な学生生活を開始できるようにサポートすること
を目的とし活動しています。具体的には、入学式へ
一緒に行く友達作りや、新入生同士の交流の場とな
る新入生交流行事「KIT Welcome Party」の開催や、
課外活動団体がテントを並べ、実演施設での実演等
をおこない新入生へ自身の団体の紹介を行う「新入
生オリエンテーション」、そして各課外活動団体の
ビラがすべて掲示できる「新歓掲示板」の設置といっ
たものです。昨年度の「KIT Welcome Party」には
およそ８割もの新入生に参加していただき大盛況で
した。大学生活最初の思い出となるようなイベント
をこれからも企画し、本学課外活動団体を盛り上げ
ていきたいと思います。

男子バレーボール部の活動
部長 落 合 健 斗
（物質工学課程 ３回生）

現在、男子バレーボール部はプレイヤー１０人、マ
ネージャー３人の計１３人で活動しています。月、水、
土の３回程度で練習は短いですが、少ない時間を利
用し、楽しく、日々努力しています。部員たちの仲
は良く、部活の後にご飯を食べに行ったり、遊びに
行ったりしています。また、夏は練習合宿、冬はス
ノボード合宿など、チームの親睦をさらに深める活
動も行っています。公式大会には、春、秋のリーグ
のほか、近畿国立大学大会や信州大学、東京農工大
学との三大学大会に参加しています。
前回の大会では、不本意な結果に終わってしまい

ましたが、次の大会に向けて、部員一同、前向きに
練習に取り組んでいます。
部員は塾講師や飲食店などのバイトやバレーボー

ル以外のサークルにも積極的に参加し、一度きりの
大学生活を楽しんでいます。

アメリカンフットボール部
部長 熊 野 豊
（造形工学課程 ４回生）

私たちアメリカンフットボール部は、現在、学内
最大級規模の部員約６０名で活動しています。練習は
週に５回グラウンドで行っています。創部して今年
で４５周年を迎えます。年々部員も増え、色々な新し
い取り組みに挑戦できるようになりました。昨年度
は関西アメリカンフットボール連盟のDiv．３にて全
勝し、優勝することができました。しかし、目標で
あったDiv．２昇格はあと一歩の所で達成できません
でした。そこで、今年度の目標は変わらず、「Div．２
昇格」です。昨年度味わった悔しさを忘れず、チー
ム全体が１年間Div．２昇格への思いを切らさずに、
互いに高め合いながら日々の練習に励んでいきます。
OG・OBの皆様、いつも様々な面で支えてくださ

り、ありがとうございます。皆様が築きあげてこら
れたCOUGARSを大切にし、またさらに良いチー
ムにできるように一丸となって活動していきます。
これからも引き続き、応援やご指導のほど宜しくお
願い致します。OB戦や練習や試合に足を運んでい
ただけたら幸いです。
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■ 叙勲
○ 工業短期大学部機械工学科 昭和４１年卒業 川添正道 氏に、平成２７年１１月３日、瑞宝単光章（伝統工芸業務功
労）が授与されました。

■ 教員の受賞
所 属 職 名 氏 名 受 賞 名 授 与 機 関 受 賞 日

情報工学部門 教 授
准教授

黒江康明
飯間 等

SSI ２０１４優秀論文賞（計測自動制御
学会システム・情報部門学術講演会
２０１４優秀論文賞）を受賞

計測自動制御学会 システム・
情報部門 平成２６．１１．２３

建 築 学 部 門 准教授 清水重敦
日本イコモス奨励賞２０１４（Japan
ICOMOS EncouragingPrize２０１４）
を受賞

日本イコモス国内委員会 平成２６．１２．１３

情報工学部門 教 授
准教授

中森伸行
福澤理行

医用画像に関する国際会議２０１５ ポス
ター論文賞をグループ受賞 国際光工学会 平成２７．２．２３

機械システム
工 学 部 門 准教授 軽野義行 日本機械学会 生産システム部門 優

秀講演論文を表彰
一般社団法人 日本機械学会
生産システム部門 平成２７．３．１６

分 子 化 学 系 助 教 本柳 仁 ポリマー材料フォーラム 優秀発表賞
を受賞 公益社団法人 高分子学会 平成２７．１１．１７

デ ザ イ ン ・
建 築 学 系 准教授 清水重敦 ２０１５年日本建築学会賞（論文）を受賞 日本建築学会 平成２７．５．２９

電気電子工学系 教 授 小林和淑 優秀リコンフィギャラブルシステム
論文賞をグループ受賞

電子情報通信学会 リコンフィ
ギャラブルシステム研究専門
委員会

平成２７．６．１９

機 械 工 学 系 准教授 高木知弘
Modeling of Casting, Welding
and Advanced Solidification
Processes XIV Best Poster
Award をグループ受賞

MCWASP 平成２７．６．２４

情 報 工 学 ・
人 間 科 学 系 准教授 水野 修

Second place: COMPSAC ２０１５
student research symposiumを
グループ受賞

IEEE COMPSACcommittee 平成２７．７．５

分 子 化 学 系
美術工芸資料館

准教授
非常勤
研究員

佐々木 健
佐々木良子 日本文化財科学会 第九回論文賞を

グループ受賞 日本文化財科学会 平成２７．７．１２

デ ザ イ ン ・
建 築 学 系 教 授 木村博昭 名誉スコットランド建築家会員を授称 英国王立スコットランド建築

家協会 平成２７．７．１６

分 子 化 学 系 教 授 中 建介 平成２６年度特別研究員等審査会専門
委員（書面審査）の表彰を受賞 独立行政法人 日本学術振興会 平成２７．７．３１

機 械 工 学 系 教 授 曽根 彰 日本機械学会 機械力学・計測制御
部門 学術業績賞を受賞

日本機械学会 機械力学・計
測制御部門 平成２７．８．２７

機 械 工 学 系 准教授 西田耕介 ２０１４年度優秀論文賞を受賞 公益社団法人 化学工学会 平成２７．３．１３

デ ザ イ ン ・
建 築 学 系

教 授

准教授

中川 理
石田潤一郎
西田雅嗣

矢ケ崎善太郎
大田省一
笠原一人

第１９回工学教育賞を受賞 日本工学教育協会 平成２７．９．２

電気電子工学系 教 授 大柴小枝子
The ８th Lighting Conference of
China, Japan and Korea Best
Paper Award をグループ受賞

Chairman of International
Organizing Committee,
Lighting Conference of
China, Japan and Korea

平成２７．８．２１

材 料 科 学 系 教 授 Giuseppe
PEZZOTT

未来の京都まちづくり推進表彰 活
性化部門の表彰を受賞 京都市 平成２７．１０．１５
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■ 平成27年度 博士学位取得者と学位論文題名
○課程修了によるもの（課程博士）

○論文提出によるもの（論文博士）

○課程修了によるもの（課程博士）

（平成２７年９月２４日授与）

（平成２７年９月２４日授与）

（平成２８年３月２５日授与）

専 攻 申 請 者 論 文 題 目 （ ）は 和 訳 を 掲 載

生命物質科学
専攻

NGUYEN THO HUU
（ぐぇん とー ふー） （ショウジョウバエ organic solute carrier partner１の構造と機能の解析）

生命物質科学
専攻

YAOWAKULPATTANA PANITPICHA
（やわくんぱったな ぱにっとぴちゃ）（ZnO-Al２O３－SiO２ガラスの結晶化挙動に対する添加剤の影響）

生命物質科学
専攻

丹下 理永
（たんげ りえ） 現代的なリズムのダンスにおける楽しさと感情表現に関する研究

生命物質科学
専攻

安川 隆司
（やすかわ たかし）

ショウジョウバエのDNAグリコシレースOgg１の酸化損傷修復における役割に関す
る研究ならびにショウジョウバエ遺伝学の生物教育への応用

設計工学専攻 梶川 翔平
（かじかわ しょうへい） 木質系材料の流動・自己接着特性を生かした成形加工に関する基盤技術の開発

設計工学専攻 井ノ本 健
（いのもと たけし） 移動格子有限体積法の展開と応用に関する研究

設計工学専攻 AZIZAH BINTI MD AJIS
（あじざ びんてぃ まど あじす）

（コミュニケーションの量に着目した空間のレイアウトと仕事の断片化がナレッジ
ワーク行動の改善に与える影響に関する研究）

造形科学専攻 TIRAPAS CHAMNARN
（てぃらぱす ちゃむなーん） （創造的コミュニティ再生のためのショップハウスの順応型設計アプローチ）

造形科学専攻 WANVIRATIKUL SUPPATA
（わんうぃらてぃくん すっぱた） （タイの伝統的な文様に関する研究：モチーフの図案化について）

先端ファイブロ
科学専攻

杉本 卓也
（すぎもと たくや） 金属組織試料の研磨技能における暗黙知の抽出および獲得に関する基礎的研究

先端ファイブロ
科学専攻

李 奕
（り い）

（電界紡糸高分子・複合ナノファイバーのモルフォロジー、構造および物性に関する
研究）

先端ファイブロ
科学専攻

池坊 由紀
（いけのぼう ゆき） いけばな技術の工学的研究

先端ファイブロ
科学専攻

遠藤 淳司
（えんどう あつし） 漆工芸における職人の特徴認識と材料特性に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

菊地 哲雄
（きくち てつお） ハンドレイアップ複合材料成形における熟練技術の定量化に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

齋藤 毅
（さいとう たけし） 組物複合材料シャフトの内部構造および力学的特性に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

菅原 寿秀
（すがはら としひで） （一方向炭素繊維複合材の破壊挙動および力学特性に関する研究）

先端ファイブロ
科学専攻

山本 晃嘉
（やまもと あきよし） 高品位介護の実現に向けた総合的研究

先端ファイブロ
科学専攻

SIRISUWAN PORAKOCH
（しりすわん ぽらこっち） （普通旋盤のチャッキングにおける熟練の技の解析）

先端ファイブロ
科学専攻

富樫 宏介
（とがし こうすけ） ポリウレタンを用いた界面制御による複合材料の機械的特性に及ぼす影響の研究

先端ファイブロ
科学専攻

金 珉珠
（きむ みんじゅ） 認知工学に基づく方位図形のデザイン構成要素に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

大岡 知子
（おおおか のりこ） 医療用グローブのフィット感と操作性に関する研究

バイオベース
マテリアル学専攻

玄 定燁
（ひょん じょんよぷ）

（制御されたステレオコンプレックスおよびハイブリッド形成によるポリ乳酸の新規
材料設計）

専 攻 申 請 者 論 文 題 目 （ ）は 和 訳 を 掲 載

BRYAN JAY MCENTIRE
（ぶらいあん じぇい まっきんたいあ）（窒化ケイ素：人工関節置換術における特異的生体機能セラミックス）

村瀬 裕明
（むらせ ひろあき） （電子移動反応を用いた有機化合物の還元法とその有機合成への応用）

専 攻 申 請 者 論 文 題 目 （ ）は 和 訳 を 掲 載

生命物質科学
専攻

加藤 拓路
（かとう たくじ） （有機ヒ素ホモ環状化合物から誘導される機能性材料の開拓）

生命物質科学
専攻

入江 康行
（いりえ やすゆき） （かご型シロキサン構造から構成される機能性材料の合成）

生命物質科学
専攻

辻村 翔
（つじむら しょう）

（有機トリフェニルアミンフォトリフラクティブ材料におけるトラップとその役割の
検討）

生命物質科学
専攻

中村 遼太郎
（なかむら りょうたろう）

（フェムト秒パルスレーザーを用いた二光子金属イオン光還元による金属構造構築に
関する研究）

生命物質科学
専攻

BOFFELLI MARCO
（ぼっふぇっりっ まるこ） （合成生体材料および生物起源物質の定量分析のための先進的分光理論）
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○論文提出によるもの（論文博士） （平成２８年３月２５日授与）

専 攻 申 請 者 論 文 題 目 （ ）は 和 訳 を 掲 載

生命物質科学
専攻

西田 圭佑
（にしだ けいすけ） （シダ植物の光合成特性に関する葉の機能の解析）

生命物質科学
専攻

水野 尊文
（みずの たかふみ） 真社会性昆虫への共生と捕食に関する行動化学生態学的研究

生命物質科学
専攻

池田 卓也
（いけだ たくや） 銅表面の有機および無機被膜による酸化耐性の付与と電気伝導性への影響

設計工学専攻 坂戸 達陽
（さかと たつや） 報酬に基づく協調問題解決のための注目点の獲得に関する研究

設計工学専攻 魁元
（ちょう かいげん）

（デバイスレベルと物理レベルシミュレーションを用いた対放射線回路のソフトエ
ラー耐性の評価手法と予測手法に関する研究）

設計工学専攻 HASANOV TOFIG
（はさのふ とふぃぐ） （物流や金融へのクラウドソーシングとマルチエージェントシステムの応用）

設計工学専攻 本宮 潤一
（ほんぐう じゅんいち） 神経振動子を用いたアクティブ動吸振器の設計と特性解析

設計工学専攻 上原 義貴
（うえはら よしたか） 油潤滑下における摩擦低減のための微細塑性加工に関する研究

造形科学専攻 中川 可奈子
（なかがわ かなこ）

チェコスロヴァキアのグラフィックデザインに関する研究―映画ポスターとマッチラ
ベルを中心に

造形科学専攻 矢部 仁見
（やべ ひとみ）

ジョージ・ネルソンの作品に見るミッドセンチュリー・モダンスタイルとその変容に
ついて

造形科学専攻 三木 勲
（みき いさお）

アルベルティの建築理論における表現媒体を示す言葉と概念についての研究―
lineamentumを中心に―

先端ファイブロ
科学専攻

井川 一久
（いがわ かずひさ） 温水用ポリエチレン管の長期信頼性に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

阪本 浩規
（さかもと ひろき） バイオマス材料とナノ材料を用いた高環境性・高機能性樹脂複合材料の開発

先端ファイブロ
科学専攻

岩元 美由紀
（いわもと みゆき）

ICT を用いた高齢者のQOL向上に向けた支援技術に関する研究―高齢者と若年者に
おける会話支援システムの提案―

先端ファイブロ
科学専攻

内田 敏一
（うちだ としかず） オートクレーブ成形の積層工程における熟練技術の定量化に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

内丸 もと子
（うちまる もとこ） 色をベースにした繊維リサイクルシステムに関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

CHOUWATAT PATCHARIDA
（ちゃおわたっ ぱちゃりだ） （アクリル系ハードコートのスクラッチ荷重下における表面破壊挙動に関する研究）

先端ファイブロ
科学専攻

HTET HTET HTIKE
（てっ てっ たい） （様々な湿度環境下における綿クレープ織物の構造と物性）

先端ファイブロ
科学専攻

成田 智恵子
（なりた ちえこ）

定性的・定量的手法を用いた伝統工芸における社会・産業的実態の解明―京蒔絵を対
象として―

先端ファイブロ
科学専攻

前田 恵介
（まえだ けいすけ） 薄肉ポリプロピレン射出成形品の内部構造と物性発現に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

横田 香世
（よこた かよ） 画家の表現を支える日本製ソフトパステルの色の特徴と材料特性に関する研究

先端ファイブロ
科学専攻

佐竹 敏之
（さたけ としゆき） 自転車運動時におけるビンディングペダルの有用性に関する運動生理学的研究

バイオベース
マテリアル学専攻

山田 博一
（やまだ ひろかず） ポリ－L－乳酸を用いた薬剤溶出生体分解吸収性ステントの開発

バイオベース
マテリアル学専攻

野村 圭一郎
（のむら けいいちろう） （環状オリゴ乳酸の合成と物性）

バイオベース
マテリアル学専攻

PIVSA-ART WERAPORN
（ぴぶさあーと うぃーらーぽーん）（ポリマーブレンドによるポリ乳酸の機械的熱的特性の向上）

専 攻 申 請 者 論 文 題 目 （ ）は 和 訳 を 掲 載

野中 秀樹
（のなか ひでき） ミクログリアのMAP２陽性およびGFAP陽性細胞への分化転換機構に関する研究

CHAWEEPACK TIDAPORN
（ちゃうぃーぱっく てぃだぽーん）

（ガランガル（Alpinia galanga Linn．）抽出物によるバナメイエビ（Litopenaeus
vannamei）の感染症の制御）

森 真理
（もり まり） 生活習慣病の一次予防のための栄養評価と発育期からの栄養改善法の検討

山本 以和子
（やまもと いわこ） 入学者選抜とレディネス開発の連携による高大トランジション達成に関する研究
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■ 卒業生・修了生の就職先・進学先
（平成２７年度 進路先内定状況一覧）
（☆印は進学先を示す）

工芸科学部

大学院工芸科学研究科博士前期課程

学生サービス課就職支援室
応用生物学課程

企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数
タカミブライダル １ 奈良交通 １ 三菱東京UFJ銀行 ２ メロディアン １
UHA味覚糖 １ ☆京都工芸繊維大学 ３４ ☆お茶の水女子大学 １ ☆京都大学 ６
☆京都府立大学 １ ☆同志社大学 １ ☆奈良先端科学技術大学院大学 １
生体分子工学課程
アレクシード １ 京都市公立学校教員（中学校） １ 熊本市 １ 廣貫堂 １
サンスター技研 １ 東洋クロス １ パナソニックコンシューマーマーケティング １ ☆京都工芸繊維大学 ３５
☆京都大学 ４
高分子機能工学課程
NECフィールディング １ 厚生労働省 １ 神戸屋 １ たけびし １
☆京都工芸繊維大学 ４６ ☆大阪大学 １
物質工学課程
鹿児島水処理 １ 三和ダイヤモンド工業所 １ 博報堂プロダクツ １ ヤマウチ １
☆京都工芸繊維大学 ５９ ☆九州大学 １ ☆京都大学 ４
電子システム工学課程
アット東京 １ 京都市公立学校教員（中学校） １ 自営（家業継承） １ シャープ １
ダイキン １ ツバキE&M １ ニチコン １ 船井電機 １
三菱電機 １ 淀川製鋼所 １ ☆京都工芸繊維大学 ４７ ☆東北大学 １
情報工学課程
アイテム １ アルテクナ １ さとう １ ジークス １
滋賀中央信用金庫 １ 奈良県立病院機構 １ パナソニックアドバンストテクノロジー １ 深江学院 １
富士通四国インフォテック １ マイナビ １ 三井住友カード １ ワークスアプリケーションズ １
☆京都工芸繊維大学 ４９ ☆京都大学 １ ☆奈良先端科学技術大学院大学 １
機械システム工学課程
京都製作所 １ シーアールイー １ トヨタ自動車 １ 中西金属工業 １
日立造船 １ ☆京都工芸繊維大学 ６６ ☆大阪大学 １ ☆京都大学 ３
☆東京大学 ２ ☆名古屋大学 １
デザイン経営工学課程
アシックス １ ヴィス １ エスビルド １ 岡村製作所 １
ギークピクチュアズ １ 京セラ １ コーエーテクモホールディングス １ コンセント １
千趣会 ２ 大和証券 １ ダイワハイテックス １ 東芝 １
名古屋電機工業 １ 西松屋チェーン １ ニフコ １ バウハウス丸英 １
パナソニックコンシューマーマーケティング １ 富士エンジニアリング １ フジテック １ 船井総合研究所 １
丸一鋼管 １ LIXIL １ ロックオン １ ロックフィールド １
☆京都工芸繊維大学 １３ ☆九州大学 １
造形工学課程
itou １ SDネットワーク １ 旭化成ホームズ １ イオンモール １
一条工務店 １ エクセデイ １ 鹿島建設 ２ クツワ １
呉竹 １ 国際化工 １ サイバーリンクス １ サン・フロンティア不動産 １
ジェイアール西日本ビルト ２ 静岡市 １ 清水建設 １ 住友林業 １
住友林業ホームテック １ セイコーインスツル １ ダイダン １ 大和証券 １
高松建設 １ タカラスペースデザイン １ 竹中工務店 ２ チャーリー １
東急不動産 １ 野村不動産 １ ヤマハ発動機 １ Unisys １
横河電機 １ ワークスアプリケーションズ １ ☆京都工芸繊維大学 ８１ ☆京都大学 １
☆東北大学 １ ☆兵庫県立大学 １
先端科学技術課程
カリモク家具 １ （既職）京都府立医科大学附属病院 １ （既職）シオノギ製薬 ２ トップ精工 １
（既職）フェニテックセミコンダクター １ 洛東化成工業 １ ☆京都工芸繊維大学 １１

応用生物学専攻
企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数

アークレイ １ アシスト １ イオンリテール １ 栄研化学 １
エムエス機器 １ 大原薬品工業 １ 共和薬品工業 １ クインタイルズ・トラディショナル・ジャパン １
クミアイ化学工業 １ 佐藤薬品工業 １ 三栄源エフ・エフ・アイ １ シミック １
JMS １ スペースタイム １ 住友ゴム工業 １ 住江織物 ２
生晃栄養薬品 １ 成基学園 １ 積水樹脂 １ ゼクシス １
WDB １ 中外製薬工業 １ 中野製薬 １ 日澱化學 １
日本曹達 １ 坂角総本舗 １ 不二製油 １ 富士通システムズ・ウエスト １
マリンフード １ 丸大食品 ３ 有楽製菓 １ ローム １
ワールドインテック １ ☆京都工芸繊維大学 ３
生体分子工学専攻
アークレイ ２ 荒川化学工業 １ オーディオテクニカ １ 大山崎町 １
京都府公立学校教員（高等学校） １ 三栄源エフ・エフ・アイ １ サンスター １ 静岡朝日テレビ １
島津製作所 １ シミック １ 住友精化 １ 積水化学工業 １
セメダイン １ 大日本印刷 １ テルモ １ 東洋紡 １
凸版印刷 １ 豊田合成 １ トヨタ自動車 １ ニチリン １
新田ゼラチン １ 日本写真印刷 １ 日本電気硝子 １ 日本品質保証機構 １
日本山村硝子 １ ハリマ化成 １ マイクロンメモリジャパン １ 丸石製薬 １
丸大食品 １ ミルボン １ メック １ MORESCO １
レジノカラー工業 １ ワールドインテック １ ワイエムシー １ YKK １
渡辺化学工業 １
高分子機能工学専攻
IHI １ アイカ工業 １ 会津オリンパス １ エア・ウォーター １
エイアイシー １ 大阪府公立学校教員（高等学校） １ カケンテストセンター １ 京セラドキュメントソリューションズ １
コニシ １ シキボウ １ 松風 １ 信越化学工業 １
住友ゴム工業 １ タイガー魔法瓶 １ タカラベルモント １ ディスコ １
TDK ２ 東洋ゴム工業 ３ 東洋紡 １ 東レ ２
日亜化学工業 １ 日清紡ホールディングス １ ニッタ １ パナソニック ３
ハリマ化成グループ １ バンドー化学 １ 三井化学 １ 村田製作所 １
USEN １ ローム １ ☆京都工芸繊維大学 １
物質工学専攻
アオイ化学工業 １ アトックス １ アマダホールディングス １ 荒川化学工業 １
アルプス技研 １ アルプス薬品工業 １ 稲畑産業 １ NGKエレクトロデバイス １
大塚化学 １ 牛乳石鹸共進社 １ 京セラドキュメントソリューションズ ２ クラレ １
クレハ １ 互応化学工業 １ 三京化成 １ GSユアサ １
島津製作所 １ 新日鐵住金 １ 住友電装 ２ タイガー魔法瓶 １
ダイキン工業 １ ダイニック １ 太平洋セメント １ 田岡化学工業 １
東洋紡 ２ 凸版印刷 １ 豊田合成 １ ニチコン １
日新電機 １ ニッタ １ 日本写真印刷 １ 日本特殊陶業 ３

（H２８.２.２９現在）
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大学院工芸科学研究科博士後期課程
生命物質科学専攻

企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数
京都工芸繊維大学（ポスドク） １ 積水化学工業 １ （既職）ティオクリエート １ 徳島大学（ポスドク） １
ハノイ歯科大学 １ 三菱化学 １
設計工学専攻
住友電気工業 １ 電気通信大学 １ （既職）東レ １ 鳥取大学 １
（既職）日産自動車 １
造形科学専攻
京都工芸繊維大学 １ （既職）帝塚山大学 １ Rangsit University １
建築学専攻
該当者なし
先端ファイブロ科学専攻
池坊総務所 １ （既職）UCHIDA １ （既職）大阪ガス ２ 岡墨光堂 １
（既職）京都府 １ （既職）KOYO熱練 １ SCREENホールディングス １ （既職）テキスタイルデザイナー １
（既職）東雄技研 １ （既職）Myanmar Textile Industries, Ministry of Industry １
バイオベースマテリアル学専攻
（既職）東レ １ （既職）ラジャマンガラ大学 １

企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数 企 業 名 等 人数
日本ペイントホールディングス １ バンドー化学 １ 東ソー １ 船橋市 １
マツイカガク １ 村田製作所 ３ MORESCO １ ヨータイ １
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ １
電子システム工学専攻
いすゞ自動車 １ エスユーエス １ エネゲート １ 沖電気工業 １
オムロンソーシアルソリューションズ １ 科学情報システムズ １ カネカ １ クボタ １
GSユアサ ３ 積水化学工業 １ ダイキン工業 １ 大日本印刷 １
ダイハツ工業 １ デンソーウェーブ １ 東芝 １ トヨタ自動車 ３
豊田自動織機 １ 西日本旅客鉄道 １ 日亜化学工業 １ 日産自動車 １
日新イオン機器 １ 日新電機 １ 日本電気 １ パナソニック １
HILL TOP １ ファナック １ 堀場製作所 １ 三菱電機 ８
村田製作所 ２ 横河電機 １ リコー電子デバイス １ ローム １
情報工学専攻
アドヴィックス １ イシダ １ ウイングアーク１st ２ AJS １
NTTデータ・アイ １ エムティーアイ ２ オムロン １ オムロンソフトウェア １
ガイアックス １ 関電システムソリューションズ ３ 京信システムサービス １ グローリー １
ケイ・オプティコム １ サイバーエージェント １ JIEC １ JRCエンジニアリング １
日本電気 ３ パウレック １ パナソニック １ 富士通 １
富士通テン １ 古野電気 １ 堀場製作所 ２ 三菱電機 １
ヤフー ２ ラプラス・システム １ リクルートホールディングス １ リンクレア １
☆京都工芸繊維大学 ２
機械システム工学専攻
IHI １ IHI 運搬機械 １ NTN １ 旭化成 １
生田産機工業 １ イシダ ２ いすゞ自動車 １ 大阪市 １
オムロンソーシアルソリューションズ １ オリンパス １ 川崎重工業 １ 川重冷熱工業 １
クボタ １ 神戸製鋼所 １ 小松製作所 １ GSユアサ １
JR西日本テクシア １ ジェイテクト ２ シチズン時計マニュファクチャリング １ 島津製作所 １
SCREENセミコンダクターソリューションズ １ 神鋼環境ソリューション １ 住友電機工業 １ セイコーエプソン １
ダイキン工業 １ ダイハツ工業 １ ダイフク １ 椿本スプロケット １
椿本チエイン １ DMG森精機 １ 鉄道総合技術研究所 １ 東芝エレベータ １
豊田自動織機 １ 日亜化学工業 １ ニチユ三菱フォークリフト １ 日本電気硝子 １
日本電産 １ 日本電産コパル １ パナソニック １ パナソニックエコシステムズ １
日立造船 ４ ブリヂストンサイクル １ マツダ １ 三菱電機 ２
村田機械 １ ヤマハ発動機 １ ヤンマー １
デザイン経営工学専攻
XSOL １ NTTファシリティーズ １ アイ・ビー・エス １ アトリエシムラ １
大阪ガス都市開発 １ 京都科学 １ CBRE ２ TOTO １
豊明木工 １ パイオニア １ フジテック １ 富士フイルム １
本田技研工業 １ 三菱電機 １ ヤマザキマザック １ 読売広告社 １
ワイズデザイン一級建築士事務所 １ ☆龍谷大学 １
造形工学専攻
京都府 １
デザイン科学専攻
アルテクナ １
建築設計学専攻
久米設計 １ 松田平田設計 １ 三菱地所設計 １
建築学専攻
アール・アイ・エー １ 淺沼組 １ 梓設計 １ イトーキ １
イリア １ NTTファシリティーズ １ NTTファシリティーズ関西 １ 大林組 １
海遊館 １ 鹿島建設 １ 京都市 ２ 京都府 ３
近鉄不動産 １ 熊谷組 １ コーナン建設 １ 国土交通省中国地方整備局 １
JR西日本不動産開発 １ ジェイアール東日本ビルテック １ 清水建設 １ スペース １
積水ハウス ２ 船場 １ ダイビル １ 大和ハウス工業 ２
高松建設 １ 竹中工務店 ４ 谷口工務店 １ デザインアーク １
奈良県 ２ （既職）奈良県 １ 日総研 １ 日鉄住金テックスエンジ １
日本設計 １ 野村不動産 １ 平和不動産 １ 北條建築構造研究所 １
前田建設工業 １ 松井建設 ２ ミラノ工務店 １ 文部科学省 １
安井建築設計事務所 １ 類設計 １ ☆京都工芸繊維大学 ２
デザイン学専攻
ウィル １ カプコン １ 京セラ １ スタンレー電気 １
ソニー １ 東芝 １ 日本メナード化粧品 １ Hamee １
ヤマハ発動機 １ ワークスアプリケーションズ １ ☆京都工芸繊維大学 １
先端ファイブロ科学専攻
TMTマシナリー １ 青山製作所 １ エア・ウォーター １ オークマ １
川崎重工業 １ 京セラ １ 佐藤鉄工所 １ GSユアサ １
新明和工業 １ 住友重機械工業 １ 都市再生機構 １ 豊田合成 １
トヨタ自動車 １ 日揮 １ 富士電機 １ ブルーフォグソリューション １
ボーケン品質調査機構 １ 堀場エステック １ ヤマハ発動機 ２ ☆京都工芸繊維大学 ２
バイオベースマテリアル学専攻
オイレス工業 １ 京都医療設計 １ クオリカプス １ 倉敷紡績 １
松風 １ 東京ファブリック工業 １ 東洋紡 １ 日立造船 １
日立マクセル ２ 三菱樹脂 １ LIXIL １ ☆京都工芸繊維大学 ２

42



１．会費の役割等について
（１）「KIT 同窓会」は、会員相互の交流と親睦を図り、もって母校の発展、 学術文化及び産業の振興

に寄与することを目的とし、会員の皆様方からの年会費のほか、寄付金（賛助金）等により、
「KIT 同窓会」の充実・発展・運営・活動を実行して参ります。 このことは本会のみならず、母
校への強い支援になります。今後とも会員の皆様方のご支援・ご協力をお願いします。

（２）平成２２年度から、「年額制」（３，０００円）に加え「終身会費制」（３０，０００円）が導入されました。
（３）平成２５年度から前納による割引制度は廃止されました。複数年の払込は、３，０００円の整数倍をお

振込下さい。
（４）新同窓会設立（平成１８年度）以後に納入された年会費を終身会費額に至る一部としてカウント

しておりますので、３０，０００円に至る残額を納入されることにより、終身会費納入済みとなり
ます。
なお、一旦、納入された会費は返金出来ませんのでご了承下さい。

（５）工芸科学部を卒業された方で、入学時に賛助金と学生会費（２０，０００円）を納められた方は、卒
業後１０，０００円の納入で終身会費納入となります。

（６）長期間にわたり会費未納の会員の方は何卒会費納入にご協力のほどよろしくお願いいたします。
２．会費納入を確認する方法
（１）終身会費制が導入されたことに伴う平成１８年度以降の年会費納入済額については、直接事務局

にお問い合わせください。
（２）平成２８年度年会費及び終身会費が納入済の方には、会費納入の振込用紙は同封しておりません。
３．終身会費納入済の方
終身会費が納入済みの方は、氏名に「☆」マークを付しております。また、平成２８年度以降の会

費納入済の再掲載は省略しております。
４．旧工芸学部同窓会（京都工大会）、旧繊維学部同窓会（衣笠同窓会）との関係につきまして
京都工大会は解散し、一方、衣笠同窓会は本同窓会の部会となりました。このため、KIT 同窓会

へは新たに会費を納入して頂きますよう重ねてお願い申し上げます。衣笠同窓会の会費（終身会費）
は KIT 同窓会の部会活動のためのものです。
５．KIT 同窓会年会費・前納会費納入者報告〔順不同・敬称略〕
平成２８年３月２２日までに、平成２７年度以降の年会費を納入された方は下記のとおりです。
なお、紙面の関係上、京都工芸繊維大学の学部卒業後大学院を修了された方の専攻名及び修了年
は省略しております。
記載漏れ等お気付きのことがございましたら事務局にご一報ください。調査のうえご連絡申し上
げます。
平成２７年度（２０１５）の
年会費納入済の方

工 芸 学 部
色染科

☆大西 禎三 昭１５
小原 究 昭１９
宮永 正夫 昭１９

☆小黒 清明 昭２０
☆阿野 善吉 昭２０
☆黒田 規正 昭２２
☆福江 澄夫 昭２２
☆勝田 房治 昭２３
澁谷 公順 昭２３

☆瀧本 顕一 昭２３
中川 益男 昭２３
吉田 高久 昭２４
佐藤 幸一 昭２５
色染工芸学科
萩原 理一 昭２８
北村 勇耕 昭２９
山方 秀夫 昭２９

☆井上 治彦 昭３０
☆末包 光太 昭３０
安田 吉郎 昭３０

☆大野 博 昭３１
☆中山 茂 昭３１
米長 粲 昭３１

☆和田 弘 昭３１
佐川雄次郎 昭３２
佐藤 浩一 昭３２
塩路 貴 昭３２

☆原 栄 昭３２
☆佐々木忠夫 昭３３
☆井上 雅雄 昭３３
福田 雍弘 昭３３

☆石川 甫 昭３４
佐藤 忠孝 昭３４
高瀬 進 昭３４
萩原 章司 昭３４
間 照夫 昭３４
横山清一郎 昭３４

☆安部田貞治 昭３５
衛藤 嘉孝 昭３５
黒田 恒哉 昭３５
中村 準市 昭３５

☆坂東 久平 昭３５
林 俊郎 昭３５
山田 英二 昭３５
井上 博仁 昭３６

☆飯田 武 昭３６
☆植田 茂 昭３６
熊谷 駿夫 昭３６

☆菅原 啓高 昭３６
☆山野 富生 昭３６
池田 晴充 昭３７
奥山 正夫 昭３７

☆川崎 登也 昭３７
☆阪口 文雄 昭３７
三崎 歩 昭３７
佐原 肇 昭３７

☆高井 禎之 昭３７
福西 興至 昭３７
珠数 滋 昭３７
山中 寛城 昭３７
石野 博吉 昭３８
酒井 紘 昭３８
早貸 正幸 昭３８
別所 義雄 昭３８
三河 明義 昭３８

☆黒羽満智子 昭３９
岡部 孝夫 昭３９

☆木下 郁也 昭３９
宮内信之助 昭３９

☆酒井 展弘 昭４０
鈴木 允子 昭４０
田中 興一 昭４０

☆鶴岡 英樹 昭４０
☆西村 幸男 昭４０
福永 昭三 昭４０
森田 正直 昭４０
山本 元祥 昭４０

☆石原 隆正 昭４１
池田 佳隆 昭４１
塚脇 諄子 昭４１
森 俊峯 昭４１
吉岡 啓 昭４１

☆和田 明絋 昭４１
水島 鼎 昭４２
今井 洋爾 昭４３

☆山平 知伸 昭４４
石塚 令子 昭４５
坂本 修三 昭４５

☆嶋田幸二郎 昭４５
西村 元廣 昭４５

☆堀田 英志 昭４５
☆米本 公一 昭４５
☆桑原 正樹 昭４６
☆小柴 雅昭 昭４６
☆寺嶋 久史 昭４６
☆角野 幹夫 昭４７
高木 恒男 昭４７
瀧本 哲雄 昭４７
犬伏 康郎 昭４８
服部 和正 昭４８
元木 一郎 昭４９
吉田 理郎 昭４９
中村まゆみ 昭５０
水野 庸子 昭５０

☆老田 達生 昭５１
☆鹿島満喜子 昭５１
☆宮城 恭子 昭５１

☆荘野 京香 昭５２
☆高橋 伸和 昭５３
☆清水 穂積 昭５４
☆荒木 泰博 昭５５
☆佐藤 哲也 昭５５
小森 正博 昭５６

☆神野友香子 昭５７
☆奥田 勇 昭５８
☆垣田 直彦 昭５８
姫野 貴司 昭５８

☆辻 宏康 昭５９
☆篠田 幹雄 昭６１
岸名 実 昭６２

☆芝淵 弘 昭６２
島添美葉子 昭６２

☆徳田 宏 昭６３
仲居 浩史 昭６３

☆赤谷 宜樹 平元
☆見尾 渡 平元
窯業科

☆栗田 好雄 昭１６
☆山中 鍈一 昭２０
田村貞次郎 昭２２
中山 茂樹 昭２３
折井 久彦 昭２５

☆松本 巌 昭２５
☆角本 辰雄 昭２５
奥田 宏 昭２６
熊谷 昭 昭２６
藤木 英清 昭２６
窯業工芸学科
植月 徹 昭２８
奥田 正一 昭２８

☆川端 一彌 昭２９
加藤 郁夫 昭３０
加藤 信晴 昭３０

☆坪内 晃 昭３０
植月 倫夫 昭３２

☆木村 脩七 昭３２
林 安茂 昭３２
大塚 寛治 昭３３

☆湯川 信孝 昭３３
泉 冨修 昭３３
阿部 兵治 昭３４

☆古川 正 昭３４
小林 隆 昭３４

☆磯田 治久 昭３４
富村 道雄 昭３４

☆森本 高行 昭３５
☆浮田 斂 昭３５
☆浜中 茂夫 昭３５
加藤 正晴 昭３５
大和 芳宏 昭３５
大渕 隆一 昭３６

☆角野 良平 昭３６
馬詰 勝治 昭３６

☆神谷 牧男 昭３６
☆上林 宗夫 昭３６
但馬 明 昭３６

☆畑中 恭平 昭３６
森 周二 昭３７

☆今崎 輝雄 昭３７
橋本 晋 昭３７
竹中 民男 昭３７

☆藤沢 寿郎 昭３７
新宅 祟義 昭３７
浦野 義弘 昭３８

☆大橋 浩二 昭３８
☆志村 卓平 昭３８
☆塚本 俊介 昭３８
中嶋 晴夫 昭３８

☆柿本 和伸 昭３８
小谷 晃久 昭３８
南出 廣 昭３８

■ 年会費等の納入について
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■ お知らせ

KIT同窓会事務局

平素は同窓会活動にご支援とご協力をいただ
き厚く御礼申し上げます。
平成２７年２月に、１２年ぶりに発行いたしまし

た同窓会名簿はおかげさまでたくさんの方々に
ご購入いただきました。名簿には旧制学校から
平成２６年１２月現在までの会員の皆様を対象とし
て収録しており、会員相互の皆様の親睦・交流
に役立てていただけるものと存じます。
現在、若干まだ予備がございます。次期発行
は未定ですので、ご購入をご検討中の皆様には、
この機会にぜひご購入いただきますようお願い
いたします。
名簿の購入を希望される方は、同窓会事務局
へ代金５，０００円を添えてお申し込み下さい。申
し込み・入金を確認後、着払い（送料は、各自
ご負担ください。京都府内５７０円、京都府以外
の近畿圏６２０円、他全国）にてお送りいたします。
代金振替口座（ゆうちょ銀行）
００９６０－３－２２４５２４
他金融機関からの振込用口座番号
〇九九（ゼロキュウキュウ）店 （０９９）
当座 ０２２４５２４

住所等の変更異動通知について
会員データの変更に伴う修正等がある場合は、
氏名・卒業年・卒業学科等、訂正・変更がわか
るように、下記何れかの方法でご連絡ください。
郵便の場合は、〒６０６－０９５６ 京都市左京区

松ヶ崎鞍馬田町１５－１ 京都工芸繊維大学同窓会
事務局 宛へ
FAXの場合は、０７５－７２４－７２３２へ
E-mailの場合は、kit-obog@jim.kit.ac.jp又は、
同窓会ホームページの「お問合わせ」フォーム
からご連絡下さい。

氏名・自宅住所・電話番号・メールアドレス・
勤務先名・勤務先所在地・勤務先電話番号・そ
の他の変更がある場合、同窓会事務局までご連
絡下さい。

■ 編集委員
理 事 森本 一成 電子工学科 昭和５１年卒

京都工芸繊維大学副学長
理 事 森 肇 蚕糸生物学科 昭和５７年卒

京都工芸繊維大学理事・副学長
事務局 志賀 均 専務理事
事務局 荒木 克己 ＫＩＴビューロー
事務局 藤井ひろみ 事務局員

２０１５年版同窓会名簿について

衣笠同窓会事務局

昭和２３年６月３０日に「衣笠学報」として第１号
が発行されて以来、平成２１年３月３０日発行の
「衣笠同窓会誌」第５４号までを１枚のCDにまと
めました（ただし、第３７号、第４２号はありません）。
ご希望の方は郵便番号、住所、氏名、卒業学
科、卒業年度を明記の上、下記まで申し込みを
頂きましたら無償でお送りさせて頂きます。
申し込みの締め切りは、平成２８年６月３０日㈭

とさせていただきます。
締め切り後、製作し８月に発送致します。
なお、印刷物（３部の書籍版）の製作も可能で
すが希望される方が多ければ製作し有償にて配布
致します。希望者が少なければ製作できません。
仮に５０部製作した場合は￥８，０００～１０，０００／１冊

程度になります。
申込先
はがきの場合
〒６０３－８１０４ 京都市北区小山東玄以町２１

澤野井 裕文 宛
E-mail : hsawanoi@woody.ocn.ne.jp

国際センター

官民海外協力留学制度「トビタテ！留学
JAPAN日本代表プログラム」の第４期生が最
終選考で７名採択されました（全国の応募学生
総数１，４５１名、学校数２６０校で最終選考に残った
のは４３７名）。理工系単科Bグループで見ますと、
１位の東工大の１９名に続いて２位という高成績で
した（３位は東農工大６名）。１期３名、２期２名、３
期５名、そして４期７名と順調に数を伸ばし累計
は１７名になりました。これは東工大の５３名、東
農工大１９名に次ぐ、３位です。この効果もあっ
てか第５期の応募者は２３名と一気に前回の２倍に
なりました。今後もこの傾向を維持しさらに学
生の海外派遣に拍車をかけたいと思います。
同窓会や諸先輩方から頂きました寄付金がこ
うした学生の海外
派遣事業に結実し、
あたたかい応援が
学生の励みになっ
ております。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。

衣笠同窓会誌がコンパクトディ
スク（CD）盤になりました。

トビタテ！留学 JAPAN
第４期生採択、理工系単科２位

第４期生のうち６名が学長と歓談






