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ご 挨 拶

双友会は，平成28年11月4日（金）に名古屋工業大学大学会館において総会・懇親会を開催しま

した．総会（参加者17名）において，提出された27年度の事業報告・会計報告，28年度の事業予

定・会計予算案について審議のうえ，満場一致で承認されました．その他，改組による学科名変更

に伴い会則を一部変更についても承認されました．また，双友会の名簿管理について，利便性と安

全性を鑑み，学内の卒業生連携室（すでに名簿管理を行っている）への移管を進める準備を行うこ

ととなりました．閉会の前に，H28年度で定年を迎える中西英二教授（W51）より，双友会の思い

出と今後への思いを述べられました．双友会の立て直し，運営に関して，長年ご尽力をいただきま

した教授 中西英二先生に対して，労いの拍手が送られました．その他，全ての議事を滞りなく終了

し閉会いたしました．

総会後の懇親会は，新入会員歓迎会と併せて開催いたしました．今回もOB 17名をはじめ，多く

の方々にご参加いただき，総勢85名で開催することができました．新会長の森川民雄氏（W45）よ

り，積極的に外へ出ることの勧めと，お金ではない財産を増やすことへの期待を込めたご挨拶を頂

き，続いて，ソフトマテリアル分野長（高須昭則教授）の代理，猪股克弘教授から改組（7学科か

ら5学科への変更）についての近況ついて説明をいただきました．その後，竹村皎氏（W29）の挨，

平成29年9月吉日
双友会会長 森川民雄 (W45)

今年は，この一年を振り返ってみたいと思います．
先ず，双友会関西支部の総会は，毎年4月の第3土曜日の正午から，

大阪駅から徒歩約10分の『あいおいニッセイ同和損保フェニクスタ

ワー27F』のレストラン『燦（さん）』で行われます．

双友会関西支部の名簿では会員は約300人近くおられます． 現在

支部長は缶(ほとぎ)文雄先輩（W40）で，幹事長は小山征治先輩

（W41）です． 総会には，毎年後藤和弘（W31）先輩，杉浦清潔

彦先輩（W34）をはじめ，大先輩も多数参加され，約30名の方々が

集ります．また，総会以外では，ゴルフも盛んで，毎年3～4回，名

古屋からでも近いゴルフ場で開催して頂いています．

次に，双友会東京支部では，毎年6月中旬の土曜日の正午から，銀

座4丁目の交差点から直ぐ近くの銀座コアビル7階の『クルーズクル

ーズ THE GINZA』で開催されます．双友会東京支部の支部長は，印藤嶠先輩（W43）です．

総会は，毎年20名近くの方が集まられ，山田實大先輩（W23/初代東京支部長），飯田秀郎（W33）
先輩他多数の先輩が居られますが，今年の最大トピックスは紅一点 牧原八千代さん（W59）の参

加が有り，全員が一言づつ近況等発表して，大変和やかな会となりました．

上記の会には，それぞれ双友会から，出席人数に見合った支援金を出させて頂いています．ここ

で，提案ですが，他の地域・県・市・企業でも構いませんが，双友会の集まりを計画して下さい．

事前にご連絡を頂いた所には，人数に見合った支援金を出させて頂ければと思います．

是非，双友会活動に積極的に参加して下さい．皆さんで，双友会活動を盛り上げて行きましょう．

森川民雄(W45)

平成２８年度 双友会総会・懇親会
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平成２８年度 双友会懇親会前の全体写真 ＠大学会館

OB講演会 今旬なミャンマーについて 長短期的展望

本年度も柴田敏行氏（左写真：社会医療法人 大雄会 W55）にご講演いた
だいた．柴田氏は，1996年に発展途上国に医療施設の設立を目的にミャンマー
とベトナムを訪問された．ベトナムへの展開は既に遅いということを実感され
，ミャンマーを選択されて良好な関係を作ってこられた．その時の体験を踏ま
え，学生諸君には今後の国際人として個々のあり方を考えていただきたいとの
趣旨でお話を頂いた．

拶では，心の持ち方を大切にすること，また母校から新しい関係が広がるようにと激励の言葉を頂き，
そのまま乾杯のご発声により歓談に入りました．会場では，新入会員の4年生が諸先輩と意見を交わし，
今後の生き方，就職についての情報収集を行うなど終始楽しく過ごしました．中締めは杉浦潔彦氏
（W34）より学生時代を楽しく過ごせと励まされ，最後は，飯田秀郎氏（W33）に日本語を大切にとお
言葉をいただき，そのまま万歳三唱で，閉幕いたしました．
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名古屋工業大学 （双友会） 沿革一覧

平成28年4月より学科改組・大学院改組に伴い，双友会の母体である学科組織名も変更となりました．こ
こで一度その歴史をここに纏めさせていただきました．随分と様変わりいたしましたので，ご参考いただ
けましたら幸いです．大学全体のより詳細な沿革については名工大ホームページをご参照いただけますと
お分かりいただけます．（http://www.nitech.ac.jp/intro/history.html）

生命・応用化学科 ソフトマテリアル分野（W） 所属教員 H29.8.31現在

教授 准教授 助教

稲井 嘉人 高須 昭則* 石井 大佑
（H25.4.1着任） 永田 謙二 信川 省吾

（H27.10.1着任:猪股研）

猪股 克弘* 築地 真也**
（H27.10.1着任） 岡本 茂 松岡 真一* 林 幹人

（H29.3着任:高須研）

木下 隆利
（理事） 樋口 真弘 迫 克也 山本 勝宏 吉井 達之**

（H28.12.1着任:築地研）

高木 繁 吉村 篤司 塩塚 理仁 吉里 秀雄

杉本 英樹 吉水 広明 *創造工学教育課程兼任
高木 幸治 **ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ領域所属



～ 教員紹介 ～ 最近着任された先生から研究（自己）紹介させていただきます

助教 信川省吾 先生 ／ 専門分野：高分子物性・レオロジー・光学材料

2015年10月1日づけで物質工学専攻（現 生命・応用化学専攻），猪股克弘教授の研

究室の助教として着任いたしました．私は，大阪大学理学研究科高分子科学専攻で井

上正志先生，浦川理先生にご指導を受け，高分子‐低分子混合系のレオロジーと分子ダ

イナミクスをテーマで，2011年3月に学位をいただきました．その後，2011年4月に北

陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科（現 マテリアルサイエンス

系）の山口政之教授の研究室の助教として採用していただき，ディスプレイ用位相差
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フィルムへの応用を見据えた，透明高分子材料の力学物

性，光学物性制御を中心に研究を行ってきました．

現在は，猪股先生や大学院生，学部生のみなさんに協

力していただきながら，これまでの光学素子の研究に加

え，光応答性複屈折材料やガラス状高分子材料の強靭化

をテーマに研究を進めています．また，高分子科学の基

本にも立ち返り，新しい分野にも挑戦しようと日々精進

しておりますので，今後ともご指導，ご鞭撻のほど宜し

くお願い申し上げます．

教授 築地真也 先生 ／ 専門分野：ケミカルバイオロジー・生体分子工学

【研究内容紹介】化学は，生物学，薬学，医学といったあらゆる生命科学領域の更な

る発展の鍵を握っています．築地研究室では，有機化学と分子生物学の技術を活用し

，「細胞を見る・操る・作る」ための新しい化学（ケミカルバイオロジー）を開拓す

ることを目指しています．特に当研究室では，小分子プローブ，機能性リガンド，設

計蛋白質，合成情報伝達経路など，さまざまなタイプ・階層の分子や分子システムを

独自のデザインで設計し，作り，それらを細胞機能の解析・イメージングや人工制御

へと展開しています．当研究室では，従来にない革新的な化学ツールや分子コンセプ

トを考案・創出することで，ライフサイエンスや創薬研究にブレイクスルーをもたらすことを目指して

います．

【築地から一言】このたびご縁があり，名古屋工業大学の歴史ある「W」に加わらせて頂くことになり

ました．高分子をやっていない私がなぜWの所属になったのか不思議ではありますが，このWで，一流

の研究と教育を目指したいと思います．今後ともどうぞご指導のほど，よろしくお願いします．



双友会では，大学院や学部に在学中に学会(各種学術団体などが開催する研究成果発表会)にて研

究発表を行った者に対し，「研究助成金」(一回一万円で年一回まで．ただし東海三県を除く)を贈

呈しています．平成23年度は下記に示した41件の学会発表に対し研究助成金を贈呈しました．会員

の皆様に謹んで御礼申し上げます．

平成28年度研究助成報告

～ 謝 辞 ～

双友会の皆様のご支援により，平成29年度の第66回高分子学会年次大会での研究成果発表に対し

，研究助成を頂く機会に恵まれました．昨年度に続き，双友会から助成を頂いたのは2度目となりま

す．今回の口頭発表では，多くの方に研究成果を伝えることができ，大変有意義な経験となりました

．学会参加を後押しして下さった双友会および先輩方に心より感謝申し上げます．

双友会懇談会に併せて開催して頂きました新入会員歓迎会から2年が経ち，私は現在修士の学位取

得に向けて研究を進めております．大学での学術研究に携わることができる時間も残り少なくなりま

したが，皆様が支えてこられた名工大の研究の一端を担うことが出来るよう，集大成に向けて取り組

みたいと思います．

最後になりましたが，伝統ある双友会のさらなる発展と会員の皆様のますますのご健勝・ご活躍を

お祈り申し上げます．

生命・応用化学専攻ソフトマテリアル分野 博士前期課程2年 佐竹好輝（山本勝宏研究室）
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5月 第65回高分子学会年次大会（神戸）26名

6月 平成28年度繊維学会年次大会（東京）2名

6月 接着学会（東京）1名

9月 第65回高分子討論会（横浜）10名

11月 基礎有機化学討論会（広島）1名

3月 日本化学会（横浜）1名

教員退官 中西英二先生が平成29年3月末を持ちまして，定年を迎えられました．双友会存亡の危機
であった時期に双友会の立て直しにご尽力いただき，現在の双友会が成り立っているものと思いま
す．ここに感謝申し上げます．本当にお疲れ様でした！
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平成28年度卒業生進路

平成28年度の卒業生の就職先を紹介します．（敬称略）

大学院：アイカ工業 2名，アイシン精機 2名，愛知県庁，アスモ，アドビックス，イビデン，きもと，

キョーラク，グッドマン，小糸製作所3名，小島プレス，CKD，住友ゴム，住友電装，住友理工，

ジェイテクト，大同メタル2名，デンソー 2名，東亞合成2名，東京応化，トヨタ自動車，トヨタ紡織，

トンボ鉛筆，ニプロ，伯東，ホーユー，メニコン，矢崎総業，

学部：オンダ製作所，気象庁，CCI，住友電装，トヨタ紡織

大学院進学: 本学，他大学（名市大，阪大，名大，東工大）, 海外留学

事 務 局 だ よ り

住所等の誤り，変更がございましたら双友会本部事務局までご連絡ください．

本学の卒業生連携室により，各単科会の名簿データを，大学が管理する統一データベースへ

移管する事業が進められています．双友会では総会におきまして名簿の維持管理・更新を大

学へ移管すること準備を進めることを決定しております．詳しくは双友会ホームページに掲

載しておりますのでご確認いただけますようお願い申し上げます．既にCE会, 電影会, 緑会,

計測会が移管完了しており，巴会は移管の意向でございます．移管に同意されない場合はお

手数ですが，事務局までご一報下さい．
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双友会の運営は会員諸兄姉の年会費（2,000 円）にかかっています．

昨今は赤字傾向であり，このうちの大半は年会費の減収分であります．このままでは数年後には財

源が枯渇してしまいかねない深刻な状況です．本双友会の円滑な運営の為にどうか会費を納めてくだ

さるよう，会員諸兄姉のご理解とご協力をお願いします．なお，寄付の申し込みを受け付けています

（一口5,000円から）．会誌またはホームページでご芳名を掲載させていただきます．

個人年会費などのご納入は，①銀行振込，または②郵便振込でお願いします．

個人会費（2,000 円），終身会費（30,000 円）を以下の①あるいは②の方法でご送金をお願いします．

① 銀行振込の場合：下の口座（双友会会費用）に振り込んでください．

三井住友銀行・上前津支店・普通口座

（店番号）482 （口座番号）6309868 （登録名）双友会

② 郵便振込の場合：同封の振込用紙（会費納入と兼用）をご利用ください．

会費納入・寄附のお願い

終身会員として30,000円を納入されますと以後の会費は免除される制度です．
平成29年3月までに終身会員（198名）の方は次の通りです．（敬称略）

学年別終身会員数（W:昭和卒, Wh:平成卒, 括弧内は人数，下線は不確定）W12(1), W13(2), W24(1), W25(1),
W26(1), W28(2), W29(6), W30(1), W31(5), W32(4), W33(6), W34(9), W35(5), W37(8), W38(6), W39(8),
W40(10), W41(3), W42(4), W43(3), W44(2), W45(8), W46(4), W47(3), W48(6), W51(6), W52(3), W54(3),
W55(6), W56(7), W57(2), W58(3), W59(1), W60(1), W61(1), W62(2), W63(1), Wh1(3), Wh2(3), Wh3(4),
Wh4(2), Wh5(5), Wh6(2), Wh7(3), Wh8(1), Wh9(1), Wh10(5), Wh11(1), Wh12(4), Wh13(5), Wh14(1), Wh16(3),
Wh18(3), Wh19(1), Wh21(1), Wh22(1), Wh23(1), Wh24(1), Wh26(1), Wh27(1)

終身会員（下線はご逝去された方々）田中鉄三郎, 加藤武, 山口武雄, 安在和夫, 冨田義晴, 猪飼精, 今枝勉,
鈴木健治, 太田鑑吾, 柏木鉄雄, 鈴木重夫, 竹村皎, 長谷川準三, 服部國治郎, 安藤保, 木村常男, 後藤和弘,
須加井喬, 松岡八郎, 鷲田一雄, 井田武彦, 今井博, 玉田欽也, 瀧澤直人, 伊藤晃, 片岡忠明, 川口文夫,
日比宣夫, 福田竺, 宮本浩二, 奥村巳善, 兼松勇夫,下山幸重, 杉浦潔彦, 長崎義一, 丸地孝男, 宮崎幹士,
箕浦靜, 森川勲, 氏原義文, 酒井麓郎, 山口儀康, 横地邦廣, 蜂須賀辰雄, 青山實, 赤塚正明, 伊藤周雄,
芝崎暢彦, 西尾弘之, 西川尚武, 堀紀久雄, 水谷忠正, 井塚淑夫, 高橋信行, 中村勤, 丹羽信男, 長谷川隆男,
牧紀久夫, 伊藤弘, 神谷昇, 桑原宏吉,柴田富造, 城山義見, 高橋英生, 高橋正清, 濱嶋徳充, 市橋洋志,
今井啓祐, 北村公英, 後藤共子, 近藤高可, 谷憲治, 田村広志, 恒川昭夫, 長島徹, 西川宣昭, 永坂友康,
森井敏彦, 西澤郁朗, 黒宮清,酒井敏彦, 椿泰広, 長江正純, 印藤矯, 奥山晋三, 山田芳光, 泉地正章,
牧野昭二, 伊藤哲夫, 小坂寧, 加藤喬士, 児玉孝次, 住吉和夫, 谷岡明彦, 水野和博, 森川民雄, 斉藤秀夫,
所義勝, 山中一, 山本恒男, 森田健次, 今井貞幸, 浅井幹夫, 稲波弘明, 佐藤紀夫,白木雅雄, 棚瀬裕明,
服部善久, 平野治夫,亀岡直樹, 柵木和正, 三宅宣幸, 足立哲士, 釆誠次, 矢部敏之, 磯本恒之, 加納章,
草川章, 朝倉睦美, 廣田英幸, 嵯峨久直,小谷一郎, 三上鉄也, 水野喜仁, 伊藤聰, 立川満, 玉置達夫,
向後孝則, 榊原啓介, 佐藤和雄, 松村秀司, 山田基美子, 内山高,吉木満, 荒川みはる, 花井陽一, 伊藤健一郎,
杉村貴代, 鈴木司朗, 木村敦志, 松野一郎, 牧野博文, 小野晃, 山本武志, 山本哲也, 永田寛知, 高木登,
武居正和, 青木知明, 片岡真理, 小塚佳明, 植手貴夫, 大谷誠一郎, 濱口尚久, 松田淳二, 安田正弘, 鹿糠悟,
佐藤嘉洋, 高木幸治, 冬頭美乃, 光橋裕之, 鈴木晃, 林修二郎, 山本勝宏, 木野喜隆, 長坂直紀, 水野慎吾,
土井智清, 佐藤佳治, 岡恭子, 原滋郎, 井上慎一郎, 黒川裕司, 大室幸絵, 藤川誠二, 中村賢一, 辻隆幸,
藤澤佳右, 水口良, 小森久敏, 杉野裕介, 竹内孝行, 中井祐介, 堀部峰雄, 森下豪人, 久保田篤優, 成田宏司,
伴亜瑳美, 坂本悠, 角谷信裕, 中林千浩, 杉浦宜匡, 山門陵平, 林拓希, 加藤輝将, 秋濱秀宜, 亀山友美,
窪田宰明 記載漏れがございましたら事務局までご連絡下さい．

終身会員制度のご案内

平 成 2 8 年 度 寄 付 者

双友会の運営の為に，ご寄付をお寄せいただき，心から感謝致します．感謝の意を込めまして，ご芳名をここ

に掲載させていただきます．(敬称略, 下線はご逝去された方）

竹村皎(W29)，高橋信行(W29)，飯田秀郎(W33)，杉浦潔彦(W34)，蜂須賀辰雄(W35)，氏原義文(W35)

服部國治郎(W38)，濱嶋徳充(W39)，罐文雄(W40)，黒宮清(W42)，近藤昭征(W42)，森川民雄(W45)

今井貞幸(W47)，朝倉睦美(W55)，山田健二(W62)，渡辺哲矢(Wh3)
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平成29年度『双友会総会・懇親会』のご案内

今年度の「双友会総会・懇親会」を下記の要領にて開催いたします．今年も名工大ホームカミングデー

の前日開催となります．万障お繰り合わせのうえ,ご参加くださいますようご案内申し上げます．参加希望

の方は,枠内必要事項明記の上，FAX：052-735-5277，E-mail：yamamoto.katsuhiro@nitech.ac.jp，または

郵送で双友会本部事務局（山本勝宏）までご連絡願います．※大学会館の耐震改修工事も終わり，新しく

なった大学会館を是非ご覧下さい．

会場 総会，懇親会：名古屋工業大学 大学会館（生協）
日時 平成２９年１０月２７日(金)

１７：００～１７：５０ 総 会（生協２階 集会室）
１８：００～１９：３０ 懇親会（生協１階 大食堂）

会費 ５,０００円 (当日徴収)

平成２９年度 双友会総会，懇親会 参加申込書

ご氏名： ご卒業年度：

ご住所：〒

TEL: FAX:

E-mail:

法人でご参加の方は下記にもご記入お願いいたします．

貴社名(部署名)：

ご住所：〒

TEL:

総会 参加 ・ 不参加 / 懇親会 参加 ・ 不参加

連 絡 先

幹事長 吉木 満 (W56) 〒                                                           

◇双友会本部事務局
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
名古屋工業大学 生命・応用化学科 ソフトマテリアル分野

☎ 052-735-5264（高木幸治 Wh5）052-735-5277（山本勝宏 Wh6）052-735-5270（杉本英樹 Wh6)
教員連絡先は生命・物質工学科HPをご覧ください http://www.lme.nitech.ac.jp/staff/staff-seitai.html

◇本部
会 長 森川 民雄(W45) 〒

幹事長 吉木 満 (W56) 〒                                                           

◇関西支部（大阪支部より名称変更）
支部長 罐 文雄(W40) 〒
幹事長 小山 征治(W42) 〒

◇東京支部
支部長 印藤 矯 (W43) 〒
幹事長 波多野 靖(W56) 〒

◇東海支部
支部長 泉地 正章(W44) 〒


