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尚醸会バイオテクノロジーセミナー(同窓会)開催のご案内	 
	 	 	 開催日	 	 	 	 平成２７年１１月１４日（土）	 
	 	 	 場所	 	 	 	 	 	 	 大阪大学吹田キャンパス	 工学研究科生命先端工学専攻	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 サントリーメモリアルホール（工学部C3棟5階）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 〒565-0871	 大阪府吹田市山田丘2-1	 
	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/campusmap.html（地図）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 阪急北千里駅より徒歩15分／大阪モノレール阪大病院前駅より徒歩15分	 

	 	 	 プログラム	 
	 	 	 １４：３０	 総会	 	 サントリーメモリアルホール	 
	 	 	 １５：００	 講演会	 	 

	 	 	 	 	 	 松永和浩氏（大阪大学適塾記念センター・准教授）	 

「マッサンが学んだ大阪高工醸造科」	 

	 	 	 	 	 	 嶋谷幸雄氏（元サントリー酒類株式会社	 取締役、昭和29年卒）	 

	 	 	 	 	 「ジャパニーズウィスキーのIdentity（特性、根拠）−	 高まる世界での評価	 −」	 

	 	 	 	 	 	 友田紀一郎氏（The	 Gladstone	 Institute	 of	 Cardiovascular	 Disease,	 Staff	 Research	 

	 	 Investigator、平成7年卒）	 「iPS細胞：応用と展望」	 

	 	 	 	 	 	 古川令氏（古川リサーチ&コンサルティング代表、昭和53年卒）	 

「研究の夢とアイデアだけで飯が食えるか？〜R&Dのコンサルタントという選択〜」	 

	 
	 	 	 	 １７：３０	 交流会	 （講演会場から移動し次第開始の予定）	 
	 	 	 	 	 	 	 吹田キャンパスGSEコモン・イースト棟15F	 レストラン「ラ・シェーナ」	 

	 	 参加費	 ５０００円	 

	 	 出欠を同封の用紙にて Fax、郵送または、E-mail(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)で	 

	 	 お知らせください。	 

GSE コモン・イースト棟 15F
レストラン「ラ・シェーナ」	 

(交流会)	 

C3 棟5 階	 サントリー

メモリアルホール	 
(総会・講演会)	 
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巻頭言 — 多様性の時代（技術バカと呼ばれるなかれ）— 
アサヒグループホールディングス（株） 川面克行（昭和 50 年卒） 
     

尚醸会会員の皆様は生物の特別の恩恵を受け、それを生業にしてこられた方々が多いと

思います。私は昭和 50 年に阪大発酵工学科を卒業してビール会社に就職し、はや 40 年が

過ぎました。この長い社会人生活を振り返って果たして自分は技術屋としてどうであった

のか？と沸々と湧いてくる自問に明解な答えを見いだせないままこの歳になりました。 

会社に長年勤めているとその人が従事した仕事の専門領域の長さによって棲み分けが行わ

れ、技術畑、営業畑、管理畑などと呼ばれるようになります。経営のトップに立つことが

サラリーマンの頂点であるかどうかの論議は別として、少なくとも経営トップはステーク

ホルダーに対して最大の責任を負わねばなりません。多くの日本の会社はこれまで、この

ような棲み分けの中から営業畑の人がトップに立つことが普通で、最近では管理畑の人も

トップに立つような時代になってきました。しかし一方、技術畑の人は相変わらず現場で

汗にまみれ、ひたすら実験を繰り返し再現性を求め、探求することの信念を勲章にしなが

ら会社生活を終えてゆく人が多いように思います。もちろん戦後の日本がここまで発展し

てきたのはこのような理系の技術屋集団の支えがあったことは間違いありません。にもか

かわらず経営トップに理系の人間がそれほど多くないのは何故か？、いわゆる理系の人間

は時折難解な技術用語を用い、非技術畑の人々を説得せねばならない状況下で、期せずし

て煙に巻くような結果となったり、科学を殆ど理解できない相手に嫌気がさしそれ以上の

説得を試みようとしないなど（もちろん私もその一員であった事は認めますが）不遜とは

言わないまでも理系の人にはそのような傾向があることは否めないのではないでしょうか。 

その結果、反感を買い技術バカとか研究オタクとか言われ、厳しい立場に追い込まれた優

秀な人材が海外へ流出し、結局は国益を損ねていると思えてなりません。お互いの多様性

を容認することが不得手な日本人にとってこの事は重要な課題だと思います。今年の大阪

大学の卒業式で平野総長から卒業生に対して発せられたキーワードは「多様性爆発の世紀

に生きる」という言葉です。20 万年前にアフリカを起源としてホモサピエンスが誕生して

以来、人類は数万年の時間をかけて各大陸に移動し、異なる言語､習慣、文化、人、宗教、

更には異なる政治形態を確立し、この多様性こそがイノベーションを創出し豊かな現代社

会へと繋がってきていると。しかし一方この多様性が故に様々な障壁や紛争をもたらし、

今この瞬間にも世界のどこかで大きな影を投げかけています。この長い長い人類の進歩の

中で 20世紀に起こった、たった 100 年間の社会変革のスピードはそれ以前に比べて圧倒的

な速さであり、更に 21世紀に入ってそのスピードを増しつつあります。このような時代に

生きてきた我々を含め、これからの時代を生きようとする若い人たちにとって、お互いに

相手を認め合う多様性認識の問題が再浮上してきたと言うことなのでしょう。少なくとも

実業における研究領域でその専門性を更に突き詰めるのは大いに歓迎されることである一

方、会社という極めて狭い範囲ではあるものの、多様な人々との調和を図ることを忘れな

いでほしいと思います。 
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教室の最近の動向 

生命先端工学専攻 生物工学コース長 福崎英一郎 

 

平成 20 年度、26年度に続き、3度目の生物工学コース長を拝命しました福崎英一郎です。

簡単に教室の最近の動向を紹介いたします。平成 27 年 6月現在、生命先端工学専攻生物工

学講座には、教授 5 名、准教授 6 名、講師 1 名、助教 7 名が在籍しております。加えて物

質生命工学講座の極限生命工学領域の 2 名、生物工学国際交流センターの 6 名、情報科学

研究科バイオ情報工学専攻の 6名、および、産業科学研究所生体分子機能科学研究分野の 4

名の専任教員各位が協力して生物工学関連研究室（以下、当教室）といったグループを形

成し、学部、大学院教育を行っています。当教室には、専任教員に加えて、特任教員 13名、

特任研究員 29 名、技術職員 3 名、事務職員 1 名、技術補佐員 8 名、そして事務補佐員 18

名が在籍し、教育・研究に関与しています。この 1 年間に新たに二つの共同研究講座（ヘ

リオス共同研究講座と島津分析イノベーション共同研究講座）が設立され、これまでの講

座と加えて、現在、2 つの寄付講座、1 つの協働研究所、3 つの共同研究講座も教育に貢献

していただいております。学生数は、英語コース所属の大学院生を含め、博士後期課程 47

名、博士前期課程 80名、学部研究室配属学生 74名が在籍しております。 

人員の異動は頻繁大量であり、網羅は困難ですので専任教員の異動のみを報告します。

（敬称略） まず、当教室を去られた教員ですが、平成 27年 3月をもって原島俊、大竹久

夫、金谷茂則の三教授が定年退職しました。長い間、当教室の発展にご尽力いただきまし

た。誌面を借りてお礼申し上げます。他に馬場健史准教授（福崎研）（平成 27年 2月退職、

九州大学に異動）、吉川勝徳助教（清水研）（平成 27年 2月退職、小林製薬就職）が退職し

ました。当教室に新たに来られた教員を紹介します。当教室の OBである大政健史教授が徳

島大学から物質生命工学コース教授として着任されました。当教室の教授会メンバーとし

て今後お世話になります。新間秀一が国立がんセンターから准教授（福崎研）として着任

しました。さらに、助教として戸谷吉博博士（清水研）が着任しました。上記に加えて特

任教員、特任研究員、技術補佐員、事務補佐員、招へい教授、招へい研究員、研究補助員

等が数十人規模で異動しました。現在の人員については、別頁の教室メンバー情報を参照

してください。 

さて、特記事項として、教室の国際化について私見も加えて述べさせていただきます。

留学生教育は当教室のもっとも重要な教育ミッションであり、その象徴が昨年も紹介しま

した 10 月始まりの大学院英語コースです。これまで、10 数年間継続してまいりましたが、

平成 26年度から “Biotechnology Global Human Resource Development Program”として

さらにパワーアップすることになりました。加えて、数年前から大阪大学で始まった 10月

入学の学部英語コース“Chemistry-Biology Combined Major Program（CBCMP）”も平成 27

年 10 月に第 2回の卒業生を送り出すことになりました。また、昨年度から始まった「アジ

ア人材育成研究教育拠点（Center of Asia Research and Education Network）CAREN」に

おいて当教室は中心的な役割を果たしており、実績として博士前期課程ダブルディグリー

プログラム（DDP）をバンドン工科大学（インドネシア）、モンクット王工科大学（タイ王

国）、マヒドン大学（タイ王国）の 3大学との間に作りました。加えて、ユネスコバイオテ

クノロジースクールも運営しています。留学生教育に加えて、日本人学生の国際化を推進
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するために大学院博士前期課程学生を約 1 か月間東南アジアへ短期留学させる試みを地道

に続けています。その他にも各教員がプロジェクトベースで米国、欧州等の大学との学生

交流も行っています。大学院博士前期課程の講義は殆どが英語で行われており、日本人学

生と留学生とが共学し、切磋琢磨しています。3年前から日本人学生の修士論文発表会も英

語で実施しておりますが、完全に定着し学生各位は問題なくこなしています。以上のよう

に、留学生教育と日本人学生の国際化教育がうまくリンクしており、さらに生物工学講座

の特長である国際化を推進したいと思います。今後とも教室の運営にご支援賜りますよう

にお願い申し上げます。 
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教員紹介： 「生物化学工学」×「動物細胞」 

生命先端工学専攻 物質生命工学コース 大政健史（昭和 61年卒） 

 

 本年４月より生命先端工学専攻物質生命工学コース金谷茂則先生の後任にて赴任してお

ります。現在、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部の客員教授も兼任しており、

授業も夜間の授業も含めて徳島にて年間４コマあり、スタッフも特任助教３名、ポスドク

１名、社会人博士５名を含む大学院生１７名など、合計２６名を徳島に残しており、毎週

毎週徳島と大阪を移動する日々を過ごしております。また、大阪大学では准教授の古賀雄

一先生（平成８年卒）と特任助教の中島義基先生、秘書の森尾さん、さらに大学院生７名、

学部生６名の１７名の研究室になります。 

今更ながら、自己紹介させて頂きますが、昭和６１年に大阪大学工学部醗酵工学科を卒

業した後、昭和６３年博士前期課程修了、後期課程と進学し、１年余分にかかって博士後

期課程を平成４年３月に修了しました。平成４年５月に大阪大学工学部応用生物工学科の

助手になり、平成１７年に助教授（准教授）となりました。学生生活の１０年と１８年間

の大阪大勤務の後、平成２２年５月より、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部

（工学部生物工学科）に教授として赴任いたしました。徳島大学では、芝崎勲先生の下で

博士号を取得されました高麗 寛紀先生の後任として着任し、４年と１１ケ月在籍しており

ました。 

昨年の尚醸会会誌においても紹介させて頂きましたが、現在日本医療研究開発機構

（AMED）の国際基準に適合した抗体医薬等の製造技術開発のプロジェクトリーダーを拝

命しております。本プロジェクトは２５社、２大学、３機関、再委託先１０大学以上から

なる（平成２５年度事業費３２億円、FY2013-2017）大きなプロジェクトです。神戸ポー

トアイランド内の神戸大学統合拠点アネックス内にこれらを統合する研究教育の拠点とな

る GMP 準拠施設を設置することができ、本年６月２６日に無事に開所式を迎えることが

できました。式典では安倍首相ならびに宮沢経済産業

大臣にもご祝辞を頂き、改めて身が引き締まる思いで

す。現在の小生の研究テーマは「生物化学工学」×「動

物細胞」ということで、主として動物細胞の産業応用

に関する研究を総合的に行っております。小生が徳島

大学在籍時にプロジェクトをスタートさせたため、大

阪大学は技術研究組合に参加できておらず、まだ研究

環境も整備できておりませんが、これから少しずつ始

めて行きたいと思います。 

物質生命工学コースは、前身の物質・生命工学専攻の発足から本年３月で２０年、生命

先端工学専攻物質生命工学コースとなってから１０年が経過し、新たな次の１０年へのス

タートの年になりました。生物工学コース同様に皆様どうか宜しくお願い申し上げます。 
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教員紹介： 酵母リソース工学寄附講座の活動 

工学研究科 酵母リソース工学寄附講座 金子嘉信（昭和 53 年卒） 

 

酵母リソース工学寄附講座は、大阪大学大学院工学研究科で 5 番目の寄附講座として、

微生物学研究の発展に寄与するために 2011 年（平成 23 年）10 月から公益財団法人発酵研

究所の寄付講座助成事業によって設置された講座である。生物を研究対象とする寄附講座

としては生命環境工学（住友電工）寄附講座に次ぐ 2 番目で、寄附講座の構成人員は、現

在メンター教授として定年退職された原島 俊教授の後を引き継いだ村中俊哉教授（兼任）、

そして寄附講座教授（金子嘉信）と寄附講座准教授（前川裕美）の 2 名と特任研究員 3 名、

事務補佐員 1 名である。工学研究科生命先端工学専攻生物工学講座と連携して運営されて

おり、設置期間は 5 年間で 2016 年 9 月までである。研究室は、微生物病研究所の道路向か

いにある生物工学国際交流センターの建物であるバイオテクノロジー国際交流棟にあり、

β棟の 301 と 302 号室で活動している(写真)。研究は、１）文部科学省のナショナルバイ

オリソースプロジェクト（NBRP）酵母事業、２）酵母の遺伝子発現制御機構の研究、３）

酵母のリソース開発研究を３つの柱として、酵母について遺伝子レベルから細胞レベルの

解析を行っている。また、学部の授業として、応用自然科学科応用生物工学コースの「ゲ

ノム科学 I（分担）」と「応用生物工学実験 III（分担）」を受け持ち、大学院の授業でも生

命先端工学専攻生物工学コースの「ゲノム機能工学」を分担している。 

酵母リソース工学寄附講座の活動の１つである NBRP は、2002 年度から開始された研究

用生物リソースの保存・収集・提供事業で、5

年単位で評価、継続されており、現在第 3 期 4

年目が進行中である。サル、マウス、ラットな

どの実験動物、イネ、コムギ、シロイヌナズナ

などの植物、そして酵母、大腸菌などの微生物

を網羅し、全部で 29 の生物種が選定されて、全

国にその代表機関と分担機関が設置されている。

当寄附講座では、パン酵母を中心とする出芽

酵母を取扱っており、提供したリソースが世

界中で新たな研究成果を産み出すことを願って NBRP 酵母事業を実施している。酵母リソー

スにまつわる話題を 1 つ報告しておきたい。沖縄県の泡盛醸造産業では、使用していた黒

こうじカビと泡盛酵母が太平洋戦争の戦禍で一度途絶えてしまったそうである。ところが、

泡盛モロミから分離された泡盛酵母として南満州鉄道中央試験所由来の菌株が戦前の

1933 年から我々の学科に保存されていた。そして、80 年以上もの長い間維持されてきたこ

の泡盛酵母の醸造能力が未だ健全であることを、最近大分の焼酎会社と沖縄のバイオベン

チャーの協力を得て確認することができた。我々の学科で維持されてきた戦前の泡盛酵母

が 21 世紀の新しい泡盛づくりに役立つことを願いながら酵母研究を進めていきたい。 

写真．酵母リソース工学寄附講座があるバイオ

テクノロジー国際交流棟β棟（手前）、奥はα棟 
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関東支部だより 
                              三輪治文（昭和 47年卒） 
 
 尚醸会の皆様、関東支部で幹事をしています昭和 47 年卒の三輪と申します。 
関東支部ではこれまで「バイオセミナー東京」と銘打って東京地区での同窓会を開催して

きました。昨年は 10 月 18 日に四つ谷の主婦会館で約 40 名が集い開催しました。昨年 3 月

までタイで大阪大学のバンコク事務所長を務められた関先生に講演をお願いし、タイと日

本の大学事情の違いや、タイでの多くのご経験談をお聞かせ頂きました。東南アジアの教

育事情になるほどと思う事や、意外だと驚く事など皆楽しく拝聴しました。また、この 3
月まで本会の幹事長をされていた原島先生から、「東京の会に出席するのも最後かも」と若

干さびしい挨拶を兼ねた大学及び本会関西の動向を報告頂きました。 
 講演後の懇親会はいつもどおり大いに盛り上がり、前もって自己ピーアールをエントリ

ー頂いた皆様から様々なスピーチを頂き、同窓会の開催意義の新たな側面を発見出来た様

に感じました。スピーチ頂いた皆様有難うございました。 
 先日、支部長の鶴谷さん（昭和 44 年卒）はじめ幹事役の 6 名が集まり、今年及び今後の

関東支部の同窓会のあり方について相談しました。従来どおりのセミナー形式の継続のみ

ではなく、昨年好評でした自己ピーアール形式も考慮し、懇親会中心の同窓会としていこ

うという事になりました。ただ、参加者が 40 から 50 名程度と低迷しており、メールアド

レス中心の連絡先も増やす良い手立てが見出せない状況です。この打開策として、フェイ

スブックの活用の提案があり、早速尚醸会関東支部のフェイスブックを開設する事になり

ました。そしてつい先日、IT に明るい若手幹事の西田さん（平成 9 年卒）のご尽力で立ち

上がりました。今後は、フェイスブックヘビーユーザーの古川さん（昭和 53 年卒）と西田

さんの両幹事にこの関東支部フェイスブックのメンテナンスを担当頂きます。東京方面在

住の阪大発酵卒の皆様はもちろん、関東以外の皆様も是非この関東支部のフェイスブック

を検索しアクセスしてみて下さい。これに繋がって頂ければ、今後の同窓会等の連絡が漏

れなく届く事になり、また、尚醸会の会員同士の情報交換にも活用頂けるのではないかと

期待しております。 

    
 講演頂いた関先生  報告頂いた原島先生  2014 バイオセミナー東京参加の皆さん 
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大阪工業学校初代教授坪井仙太郎先生のご子孫の来訪 

尚醸会幹事長 金子嘉信（昭和 53 年卒） 

 

同窓の皆さんは、現在の応用自然科学科応用生物工学コースのルーツをご存じだろう

か？先輩の方々には失礼な質問になってしまいましたが、後輩の方々で確かな返答をでき

る方は少ないのではないかと思います。しかし、この春 3 月に放映が終了した NHK 朝の連

続テレビ小説「マッサン」（2014 年 9 月 29 日〜2015 年 3 月 28 日）を楽しみに観ていた、

あるいは巷の話題として聞いた方は大勢いそうです。ニッカウヰスキー創始者である竹鶴

政孝氏をモデルとしたフィクションなのですが、モデルとなった竹鶴さんは我々と同窓な

のです。もちろん時代は明治の時代までさかのぼります。今回は「マッサン」こと竹鶴政

孝氏の恩師であり、我々のルーツである大阪工業学校初代教授であった坪井仙太郎先生に

まつわる報告です。 

創設百周年事業の１つとして編纂された「百年誌」（大阪大学工学部醸造・醗酵・応用生

物工学科、1996 年 11 月 15 日発行）によると、我々の学科のルーツは明治 29 年開校の大

阪工業学校化学工芸部に設けられた醸造科であり、初代教授は冶金科長も兼任された坪井

仙太郎先生です。その初代醸造科長であった坪井仙太郎先生のご子孫の方々（孫、曾孫、

玄孫）が適塾記念センター松永和浩先生の紹介で 2015 年 4 月 14 日（火曜日）に来訪され、

福崎教授（応用生物工学コース長）と私の２名で出迎え、対応しました。そして、坪井先

生の孫である後藤澄子さん（91 歳）か

ら持参された坪井先生還暦祝い記念品

寄付金の会計報告書や坪井記念館落成

記念の墨壺などを見せていただき、ま

た、吹田キャンパスへの移転完了前に

東野田キャンパスの坪井記念館を妹さ

んと訪問されたこと、大阪醸造会専務

理事を務めた土田盛一氏との思い出な

どを伺いました。坪井先生は岐阜県の

造り酒屋の三男で、奥さんは鹿児島県

出身で、1 男 5 女の家族構成というよ

うな坪井家の家系についても話を聞くこともできました。坪井先生は「活力素」という麦

を発酵させて乾燥粉末化した栄養剤の、今でいうとベンチャー企業「坪井商会」にも関係

され、坪井家にはその職人さんたちが出入りし、澄子さんも食べていたそうです。 

ニッカウヰスキー創始者竹鶴政孝氏は我らの先輩、その恩師は坪井仙太郎、明治時代を

グッと身近に感じるようになりました。 

尚醸会 Web サイト（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/main.html）にも報告を

していますので、あわせてご覧下さい。 

C3 棟 玄関設置の坪井先生胸像レリーフとともに 
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大学人の自戒と展望         

                                          大阪大学名誉教授・招へい教授 小林昭雄  

 

時の経つのの早さは歳の嵩むごとに加速する！と先人から言われたのを何となく聞き流

していました。最近は痛く納得して、おせっかいながら皆さんに語るこの頃です。 

信州伊那に生まれ 18 年、京都に 16 年、米国に 3 年、岡山に 12 年、大阪に 20 年、異な

る地で過ごして来ましたが、大阪が最も合う感じがします。 

大学では有機化学に興味をもち、香り、味、色の化学、さらに、生理活性物質の単離・

構造解析に没頭し、化合物の名づけ親になることに憧れをもちました。 

1995 年、工学部（細胞工学領域）へ赴任したこともあって、植物の工学的活用を意識し、

分析手法を生かした工学的展開（杜仲ゴムの研究）、代謝工学的展開を意識して過ごした充

実した期間でした。そして、来るべき日、それが最終講義の日であり、除夜（2009 年 3 月

31 日）の鐘を聴く日であった訳です。瞬く間に時は過ぎ、還暦を迎えるや、はや、生物工

学教室を離れることになり、それは自らの将来展望を決めなければならない機会となりま

した。 

定年前の数年間は、意識して学外の方々との交流を深めることに努めましたが、企業人

から、大学人は大学以外に馴染めない存在、唯我独尊人であると断言されショックを受け

ました。また、大学の先生ができること、それは営利を出さない切り口で社会先導する役

目を担うこと！と言われました。その時持ち上がったのは、遺伝子組換え植物を市場に提

供するお手伝いをして欲しいとの要望でした。丁度、サントリーが青いバラを開発し、市

場化を目指していた時期で、その安全性評価を委託する事業体を探していました。岡山の

農家の理解を得るため各戸を訪ね同意を得、遺伝子組換え体「青いバラ」の安全性評価の

ための試験圃場開設（2000 年）に至りました。そのために設立したベンチャー会社の初事

業として、2008 年、青いバラを国産遺伝子組換え植物第一号として認可を得ることができ

ました。この試みは、大学人が教育者、研究者としての使命ばかりでなく、社会先導者で

ありえると実感する機会となり、それを試すのは、この時期（第二の青春期）しかないと

思い、学畜？仕込みの強みを生かした生き方を模索し、将来目標を「植物の社会的活用」

とすることにしました。当時、小泉内閣が推奨したベンチャー起業化は国民性と合わない

と感じ、既存の伸びしろの期待できる中小企業への育成支援事業が必要であると思いまし

た。特に、グリーンビジネスを活性化するには、植物の素晴らしさ、植物生産の必要性を

アピールする必要があります。幸い、大阪、梅田が経済再生特区として再開発が求められ

た時期でもあり、富国生命ビル開発の際、都市のみどり化提案を含む産学連携活動支援プ

ロジェクトを提案できました。この提案が認められ、学が企画し・民が設営し・産官学民

の意で運用される「植物・食物、健康」に関する企業の事業拡大を支援する新システムが

立ち上がり、現時点の組織、「社団」テラプロジェクトを事業体とする新しい産学連携支援

機構をスタートさせることができました。（是非、一度、富国生命ビル４Ｆ（１３００㎡） 是非、一度、富国生命ビル４Ｆ（１３００㎡）
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を多目的にご活用下さい） 

植物の社会的活用の呪文は、智の木協会設立や都市の未利用空間活用プロジェクトとし

て大きく展開することができ、この 7 月には、1 日 20 万人が通る、ＮＡＶＩＯ阪急前の大

阪市所有地で東梅田シンボルグリーン事業を推進する社会実装実験に結び付きました。従

来のビル建設が進んでからでは、その周辺をみどり化するのは至極難しく、まちづくりは

卓越した先見性を踏まえた青写真と先行事例が必要で、弊社団は、豊かな都市生活を実践

するためのノウハウを伝える情報中心として機能し、私、個人としては、退職時の植物の

社会的活用を第二の青春のテーマと位置付け、今後、育てる喜び、収穫する喜び、分かち

合う喜び、食する喜びに繋がる「植育」活動普及にも残力を注入して行きたいと思ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智の木協会　（企業・自治体・個人等） 

　　一般社団法人　テラプロジェクト 
　　　３Ｓ： schooling, showcase, studio 

植物・食物、健康に関する事業展開を 
進める企業への支援　（プロジェクト化） 

イベント企画、学会・研究会・勉強会 
の事務業務代行 
　 
第3世代大学　　塾ＳｉＮ　開講 
　　　　　通常科目（７科目各１０回）　 
　　　　　特別講義　（２科目各２回） 

企業 
団体 
国内外大学・研究所 
自治体 
 

連携先　（３０組織） 

樹花認定・緑化活動業務 

産学連携活動支援機構＠富国生命ビル４Ｆ 

専門会員 
　　アカデミア会員 
　　企業技術会員 

HEP NAVIO前：東梅田シンボルグリーン　フラワーケーキ 

を多目的にご活用下さい。
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定年退職後徒然思うこと 

            

 京都工芸繊維大学名誉教授 岸本通雅（昭和 56 年博士課程卒）  

 

 大阪大学工学部発酵工学科には博士課程の学生として 4年間在籍し、その後助手として 8

年間勤務し、東京理科大に 7 年居りましたが、その後応用生物工学専攻（旧発酵工学科）

に戻り 9 年間助教授として勤務いたしました。その後京都工芸繊維大学に移っても引き続

き生物化学工学の研究を行い、今年 3月 31 日定年退職しました。以上を振り返ってみると

私のメインの仕事は大阪大学工学部発酵工学科で培った生物化学工学に関する研究と思い

ます。私の学生時代や助手として勤務していたころは、日本のバイオ産業の力は非常に強

く、学生の就職も今日と比べると遙かに容易なものでありました。それに比べて今日のバ

イオ生産技術は欧米に若干立ち後れているように見えます。 

バイオ生産技術のコアは育種技術と培養技術であります。1990 年頃までは変異処理とス

クリーニング技術を組み合わせた代謝制御発酵が日本で盛んに利用され、それと培養技術

が連携してアミノ酸や抗生物質生産などで世界をリードしていました。さらに欧米で研究

されはじめた遺伝子組換え技術を中心とするバイオテクノロジー技術が盛んに取り入れら

れ始め、その当時は日本のバイオ産業の未来は非常に明るいと思われ、多くの企業も参入

してきました。しかし期待通りにいかなかったのです。これは、日本ではバイオテクノロ

ジー技術を応用して、バイオ生産に利用したり、生体反応を解析したりする、技術を応用

する側に注目が集まり、遺伝子組換えなど最も重要なコア技術そのものの研究があまりな

されなかったためではないかと考えています。最近はゲノム解析やプロテオーム解析技術

が進歩し、組換え操作の全体的かつ定量的評価が可能になってきました。これらによって、

遺伝子組換えなどによる育種操作が、ゲノム全体さらには生体内代謝機構にどのように影

響を与えたかを推定できるので、培養操作を検討する際非常に有効な示唆を得ることにな

るでしょう。一般にミニジャー等を用いて培養条件を探索することは、思いの他、時間・

労力・コストがかかります。多くの場合、試行錯誤で最適培養条件を探ることとなります

が、なるべく探索範囲をしぼって試行錯誤の回数を少なくする必要があります。この場合

育種からの正確な情報を有効に使えれば、宿主の培養条件も活用でき、培養条件の検討は

ずっと楽になるはずです。 

昨今、科研費等各種ファンドなどに応募する場合、わかりやすく説得力ある書類を作成

する必要があり、ものがはっきり見えない操作に関する研究はやりにくくなる傾向があり

ます。しかし各操作について問題点を洗い直し、育種・培養の技術水準を高めないと、日

本のバイオ生産分野が世界レベルに復権することは難しいのではと危惧しています。 

私の現況を述べますと神戸大学の膜分離技術の研究をサポートしたり、生物化学工学の

非常勤講師や、二次元電気泳動画像解析ソフトの管理、介護など現役時代と変わらない毎

日を過ごしております。末筆ですが皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。 
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同窓会報告 

卒業 50 周年同総会（醗酵昭和 40 年卒） 

奈良先端科学技術大学院大学 新名惇彦（昭和 40 年卒） 

 

 標記同総会を平成 27年 4月 19（日）、20 日（月）に奈良にて開催した。参加者は卒業時

の 17 名（故人 1 名）のうち 13 名と好成績であった。関西在住者が多いが、関東からも 3

名が駆けつけてくれた。学生時代の恩師でご健在の高野光男、大嶋泰治、上田隆蔵の 3 先

生をご招待したが、皆さん、体調不良と言うことで叶わなかった。 

 

 教養時代を過ごした石橋、工学部時代の京橋、吹田キャンパス訪問も考えたが、京橋は

当時の工学部の面影はなく、ほぼ全員が吹田キャンパスを知らないので、幹事の土地勘の

ある奈良で開催した。19 日夕方、奈良公園内の趣のある料理旅館「江戸三」に集合した。

ここは明治 40年創業で和風の客室が公園内に点在し、鹿も寄ってくる風情があり、志賀直

哉、小林秀雄など、文人・墨客が訪れた名残が屏風、絵画、書に残されている。 

 参加者の多くはどこかに病を抱えているが、思った以上に元気で、昔ほどではないがか

なりの酒量であった。会の始めに病気のことを話すと暗くなるから止めようと提案した。

各自、昔の思い出、近況などを順に披露した。50 年前のことが鮮明に蘇るとともに、長い

海外生活、変遷した職場、最近の悠々自適の生活など、興味深い話が弾み、あっと言う間

に 3 時間が過ぎた。午後 8 時に終宴し、一旦ホテルに戻った後、近くのホテル日航奈良の

ラウンジでの 2次会が 10 時まで続いた。 

 

 翌朝は西の京の薬師寺を訪問した。私の発案で奈良先端大の学生の精神修養に 6 年間、

毎年 40-50 名の学生と写経、香道体験などに訪れており、加藤朝胤執事長、松久保伽秀執

事の歓迎を受けた。写経道場で抹茶を頂きながら 30分間、日本の仏教の流れ、薬師寺の由

来、変遷を松久保執事の流暢で迫力のある話に耳を傾けた。特に飛鳥文化の代表の法隆寺、

白鳳文化の薬師寺、天平文化の東大寺が、ちょうど 70年の間隔で建立されたとの話は興味

深かった。その後、玄奨三蔵院伽藍に場を移し、平山郁夫画伯による大唐西域壁画に仏教

伝来の歴史を学んだ。 

 金堂と薬師三尊を拝観後、解体修理中の東塔の現場を特別に見学した。塔は完全に分解

され、直径 90cm の心柱が横に移動しており、土塁、基石の発掘、調査が行われていた。1300

年前に建立されたが、大規模な解体修理は初めてで新たな発見が期待されている。 

 

 午後 1 時に解散し、次回の集まりを楽しみに心地よい二日酔い気分でそれぞれが帰途に

着いた。 
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薬師寺玄奨三蔵院伽藍前にて 

前列左より 斉藤、高松、橋本、俵谷、中央の紅一点は土方 

後列左より 新名、中野、鈴木、福田、岡部、吉岡  右端は松久保伽秀執事 

 

 

                  昭和 40 年卒同窓生名簿  

----------------------------------------------------------- 

 氏 名   卒研  学位  主たる勤務先  居住地 

--------------------------------------------------- 

岡部 節三  照井  学士  旭化成      野田市 

斉藤 良洋  照井  学士  メルシャン    神戸市 

清水 達雄＊  寺本  博士  北海道大     札幌市 

新名 惇彦  照井  博士  奈良先端大      宝塚市 
鈴木 正國  芝崎  修士  三洋化成     大津市 

高松  洋   照井  修士  キッコーマン   野田市 

俵谷 孝彦    芝崎  博士  神戸松蔭女子大  奈良市 

中野 栄次  芝崎  学士  ピアス      東大阪市 

橋本  寛   照井  学士  林原産業     泉南郡岬町 

日紫喜紀雄  寺本  学士  日澱化学     吹田市                                  

土方 康世  照井  博士  土方東洋堂漢方  茨木市 

福田 一磨  寺本  学士  自営       豊中市            

藤尾 達郎＊  照井  修士  協和発酵工業   相模原市 

宮本 三郎＊  寺本  修士  明治製菓     大阪市 

八木 秀夫  寺本  学士  キリンビール   相模原市 

吉岡徳太郎  照井  学士  アサヒビール   寝屋川市 

 

故人  

今村 武司  寺本  学士  辰馬本家酒造 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
＊50 周年同窓会 欠席者 

Web 版のため、個人情報を削除致しました。
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同窓会報告 

           奈良県立医科大学 山本惠三（昭和 62 年卒） 

 

 昨年の８月、同級生の岸本氏よりメールが入りました。関東在住の同級生６人が集まっ

た際、全体の同窓会を企画しようとなった旨、名ばかりのクラス会幹事である私と、入江

氏に幹事の指名がきました。しかしながら、卒業後 28年が経過し、音信不通の同級生も多

数。まず、尚醸会の方でまとめていただいている住所録と、入江氏、宇野氏が把握してい

た住所を突き合わせるところから始まりました。 

 その結果、メールアドレスが把握できた方が７割、実際に連絡がついた方は６割、と時

の経過による難しさを感じました。 

さて、急に決まったことなので、一か所に集まるのは無理、ということで、東京、大阪

同時開催し、両会場を Skype でつなぐことになりました。 

12 月 29 日同窓会当日、東京会場（秋葉原）に５名、大阪会場（梅田）に 10 名が集まり

ました。昔と変わらない風貌、変わった風貌にお互い驚きながら開会。帰省に合わせて参

加してくれた同級生も何名かおり、遠いところでは、嶋氏がアイルランドから当日帰国で

参加してくれました。 

 Skype とスマホを駆使しての近況の報告、大学の時の思い出など話は尽きず、２時間は

あっという間にすぎました。2016 年は卒業後 30 年ということで、十分に準備したうえで

一か所に集まって同窓会をしよう、ということで意見がまとまり、散会となりました。 

当日、都合がつかず参加いただけなかった方々にお詫びするとともに、次回のご参加を

楽しみにしております。 

大阪会場に集まってくれた同級生一同 
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11th KAIST-OSAKA U Symposium 2014 に参加して 

 

大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 

紀ノ岡研究室 博士後期課程 2年 

中村 匡 (平成 24 年卒) 

 

私は、標記シンポジウムに大阪大学側の学生として参加しました。標記シンポジウムは、

大阪大学と韓国科学技術院(KAIST)との間で2年に1度行われる学生主体のシンポジウムで

す。第 11 回目の今回は大阪大学に KAIST から 16 名の学生と 2名の教員を迎えて、吹田キ

ャンパスサントリーメモリアルホールにてシンポジウムを行いました。運営は大阪大学の

博士後期課程の学生主体で行いました。皆様のご支援にも恵まれ、滞りなく準備を進め、

シンポジウムを運営することができました。シンポジウム前日には，KAIST の教員から彼

らの研究に関する講義をいただき、活発に議論する機会をいただきました。シンポジウム

では、計 30件の口頭発表を行い、多くの方々に参加していただき、最先端の研究発表を聞

くことができました。自分の研究を英語で面白く説明する、相手の研究を理解し議論する、

また議論する場をつくるということは、KAIST の学生との交流という意味でも、またこれ

からの自分の人生にとっても、非常に貴重な経験であったと思います。 

 シンポジウム後は、箕面のレストランで懇親会を行い、キャンパスに戻った後は、夜遅

くまで寄付していただいたお酒を楽しみました。彼らの酒量の多さには驚かされました。

このような対話を通じて、異文化交流には英語だけでなく、親しみやすさや誠実さが重要

であると感じました。 3日目には、難波・道頓堀周辺を散策しました。それぞれグループ

に分かれて楽しみましたが、私のグループは欲張りすぎてしまい、空港での集合時間に間

に合うかどうかヒヤリとするシーンもありましたが、なんとか間にあい、無事に見送るこ

とができました。最後になりましたが、本シンポジウムにご支援いただきました尚醸会様

（大阪大学工学部醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会）、アイスティサイエンス様、ジーエ

ルサイエンス様、サーモフィッシャーサイエンティフィック様、島津製作所様、HMT (ヒュ

ーマンメタボロームテクノロジーズ)様、月桂冠様、キッコーマン様、エービーサイエック

ス様、森永乳業様に感謝いたします。                                

     

道頓堀観光時の集合写真 

プレナリーレクチャー後の集合写真 
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平成 26 年度 尚醸会バイオテクノロジーセミナー回想 

 

平成 26 年度尚醸会バイオテクノロジーセミナーの総会・講演会（生物工学コース・サン

トリーメモリアルホール）と懇親会（吹田キャンパス内レストラン ラ・シェーナ）が、

同窓生（65 名）を交えて、平成 26 年 11 月 8 日に開催されました。総会では、菅会長の挨

拶に続き、原島幹事長による事業報告と福崎生物工学コース長による同コースの現状報告

が行われ、室岡監査役による会計監査報告が承認されました。続いて、新城雅子氏（昭和

52 年卒、奈良先端科学技術大学院大学客員教授）と澤田治司氏（昭和 51 年卒、ヤクルト・

バイオサイエンス研究財団理事長）による講演が行われました。新城氏からは、「ビタミン

命名 100 周年：化学からバイオへ」と題し、ロシュ（スイスバーゼル本社）におけるビタ

ミン・カロテノイド醗酵生産研究に携われたご経験に加え、バイオ系のキャリアアドバイ

ザーとしての活動について、また、澤田氏からは、「ヤクルト研究所の乳酸菌研究について」

と題し、ヤクルト研究所の歴史からプロバイオティクスのヒトでの効果に関する最新の成

果について、ご講演を頂きました。 

 懇親会では、参加人数の半数を超えた平成卒業生の活気ある再会に加え、昭和卒業生か

ら現役学生への熱のこもった話などが繰り広げられました。会の途中では、新任教員とし

て和田直樹氏（平成 22 年博士卒、国際環境生物工学寄付講座助教）、新任幹事として玉岡

邦康氏（平成 21 年卒、サントリー酒類株式会社）が紹介され、今期限りで退任する原島幹

事長ならびに次期幹事長の金子嘉信氏（昭和 53年卒、工学研究科酵母リソース工学寄付講

座教授）の挨拶をはさみ、懇親会を柳副会長の中締めにより終了しました。 

下記に記す生物工学コース関連の教員が、このセミナーに参加しております。皆様も恩

師や同窓生に再会すると共に、新しくなった生物工学コースの建物を一目、見に来ません

か？皆様のご参加を、幹事一同お待ちしております。 

 

【参加教員（敬称略・アイウエオ順）】 

大嶋泰治、大橋貴生、岡澤敦司、金子嘉信、木谷茂、紀ノ岡正博、古賀雄一、笹野佑、新

名惇彦、菅健一、杉山峰崇、關 光、高田英昭、高野光男、中野雅裕、長森英二、原島俊、

馬場健史、福崎英一郎、藤山和仁、本田孝祐、松浦友亮、松田知己、三崎亮、室岡義勝、

吉田敏臣、和田直樹、渡邉肇 

（編集部・記） 
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平成 26 年度 同窓会会計 
収入 平成 25 年度より繰越金 3,213,966 円 
 平成 26 年度会費 625,611 円 
 同窓会パーティー会費 261,000 円 
 受取利子（税引き後） 950 円 
 合計 4,101,527 円 
支出 同窓会会誌印刷費 154,872 円 
 幹事会開催費（交通費・ドリンク代） 14,000 円 
 同窓会総会運営費（アルバイト代含む） 341,000 円 
 同窓会名簿データ整理委託・発送費 305,069 円 
 学部 2 年生懇談会補助金 

関東支部補助金 
50,000 円 
50,000 円 

 合計 914,941 円 
収支 （平成 27 年度への繰越金） 3,186,586 円 
 
平成 26 年度 学生国際活動支援金会計 
収入 平成 25 年度より繰越金 4,237,198 円 
 受取利子 975 円 
 合計 4,238,173 円 
支出 KAIST-OSAKA U 合同シンポジウム補助金 300,000 円 
 合計 300,000 円 
収支 （平成 27 年度への繰越金） 3,938,173 円 
 
 

Web 版のため、印章部分を削除致しました。
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大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」会則 

1. （名称） 

   本会は大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」と称する。 

2. （会員の構成） 

   本会は次の会員で構成する。 

(1) 正会員 

イ 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科生命

先端工学専攻生物工学コース（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、

専攻の出身者。 

ロ 上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職

員。 

ハ 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、

実習生など）で、入会を希望し会長が承認したもの。 

(2) 名誉会員 

会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。 

(3) 賛助会員 

本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総

会の承認を得たもの。 

(4)  学生会員 

大阪大学工学部応用自然科学科応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科

生命先端工学専攻生物工学コースに所属する学生。 

3. （目的） 

   本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。 

 

4. （所在地） 

   本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。 

 

5. （役員） 

   本会には次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 正会員の中から総会で選出する。 

(2) 副会長 ２名 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。 

(3) 幹事長 １名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(4) 幹事    若干名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(5) 監査  ２名 正会員の中から総会で選出する。 

 

（注）常任幹事を削除。 

6.  (役員の任務） 

   本会役員は、役員会を構成し、本会の運営を図る。役員の任務は次のとおりである。 

(1) 会長は本会を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐する。 

(3) 幹事長は幹事を総括して会務を掌理する。 

(4) 幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。 

(5) 監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。 

（注）常任幹事の任務を削除。 

 

7.  （役員の任期） 

   役員の任期は２年とし再任を妨げない。 
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8. （名誉会長） 

(1) 本会に、名誉会長をおくことができる。 

(2)  名誉会長は幹事会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。 

 

9.  （会議） 

(1) 本会は原則として２年に１回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、

その他重要な事項を議する。 

(2)  総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。 

 

10. （会計） 

(1) 本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。 

(2) 会費は付則に定める金額とする。 

(3) 名誉会員および学生会員からは徴収しない。また、卒業後50年以上の会員は会

費を免除する。 

(4)  本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

11.（会則の変更） 

本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することが

できる。ただし、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。 

 

付則 

1.  大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科生命先端工

学専攻生物工学コースの関連講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学

工学研究科物質・生命工学専攻極限生命工学講座、同大学産業科学研究所生体分子機

能科学研究分野、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻代謝情報工学講座、

同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻生物共生情報工学講座およびその前

身をさす。 

 

2. 本則第９条の会費は次のとおりとする。 

(1)  会費   正会員は年額 2、000円、賛助会員は年額１口 5、000円。 

 

3. 本則第4条の規定に従い、本会に関東支部を置く。 

 

4. 付則の変更は役員会の議をもって行う。 

 

5． 本会則は平成８年１１月１５日から施行する。 

  

平成18年11月11日改訂 
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☆同窓会現組織（平成 27 年度） 

 

会長 菅 健一（昭和 37 年卒） 

副会長 新名惇彦（昭和 40 年卒） 柳 謙三（昭和 43 年卒） 

幹事長 金子嘉信（昭和 53 年卒） 

幹事  

（企業幹事）増田康之 （平成 15年卒） 菊正宗酒造（株） 

            大東美穂浪（平成 20年卒） 江崎グリコ(株) 

玉岡邦康 （平成 21年卒） サントリー酒類（株）   

（庶務担当） 馬場健史（平成 13 年博卒）、三崎 亮（平成 9年卒）、山内朝夫（平成 9年卒）、

原田和生（平成 14 年卒）、岡野憲司（現教員） 

（財務担当） 福崎英一郎（昭和 58年卒）、高田英昭（平成 14年卒） 

（名簿担当） 大政健史（昭和 61 年卒）、岡澤敦司（旧教員）、杉山峰崇（現教員） 

（編集担当） 長森英二（現教員）、關 光（現教員）、松田知巳（平成 9年卒） 

（企画担当）古賀雄一（平成 8年卒）、増田康之（平成 15 年卒；企業幹事兼）、大東美穂浪 

           （平成 20 年卒；企業幹事兼）、玉岡邦康（平成 21 年卒；企業幹事兼） 

監査 柴谷武爾（昭和 38 年卒）、室岡義勝（昭和 41 年修卒） 

 

 

☆会員の動向(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい) 

 

●教職員の異動（平成 26 年 7 月から平成 27 年 6月まで） 

平成 27 年 2月 3日 新間秀一 准教授 着任（福崎研） 

平成 27 年 2月 28 日 馬場健史 准教授 退職（九州大学・教授に着任） 

平成 27 年 2月 28 日 吉川勝徳 助教 退職（小林製薬に勤務） 

平成 27 年 3月 31 日   大竹久夫 教授 退職（早稲田大学・客員教授に着任） 

平成 27 年 3月 31 日   金谷茂則 教授 退職（大阪大学・招へい教授に着任） 

平成 27 年 3月 31 日   原島 俊 教授 退職（崇城大学・教授に着任） 

平成 27 年 4月 1日 大政健史 教授 着任 

平成 27 年 4月 1日 中島義基 特任助教 着任（大政研） 

平成 27 年 4月 1日 藤井聡志 特任助教 着任（四方研） 

平成 27 年 4月 1日 円谷徹之 特任助教 着任（永井研） 

平成 27 年 4月 16 日 戸谷吉博 助教 着任（清水研） 

平成 27 年 6月 1日 角南武志 特任教員 着任（四方研） 

 

 

 

Web 版のため、個人情報を削除致しました。



20

●会員訃報 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

江頭 松次（昭和 15年卒） 

村山 忠治郎（昭和 16 年卒） 

関口 敬介（昭和 18年卒） 

大野 千春（昭和 22年卒） 

森 淳一（昭和 22 年卒） 

遠藤 滋俊（昭和 24年卒） 

飯田 万寿次（昭和 25 年卒） 

宍戸 純（昭和 26 年卒） 

宮尾 新也（昭和 26年卒） 

大西 通彦（昭和 28年卒） 

小高 俊彦（昭和 28年卒） 

立花 裕彦（昭和 28年卒） 

西田 淳三良（昭和 28 年卒） 

秦 昌造（昭和 28 年卒） 

大野 實（昭和 30 年卒） 

國田 稔（昭和 30 年卒）      

林田 伝兵衛正典（昭和 34年卒） 

 

●平成 27 年 3 月卒業、修了生進路等 （工学研究科教務掛提出資料より） 

学部卒業 

大阪大学大学院工学研究科博士前期課程生命先端工学専攻進学 

芦谷 舞、足立航平、阿知和弘樹、荒尾拓斗、出田周也、井上敬太、猪熊洋子、梅田綾香、

岡田隼貴、小幡佑季、北村仁見、木下恭子、木村圭佑、近藤伸彦、杉村理恵、世戸良子、

高野 築、竹内一博、竹尾麻恵、辻 勇祐、富岡寿也、中井大志、中島広裕、中谷航大、

中野洋介、平田大智、前田晶子、松永光平、松本健司、間平由梨佳、MARLIZA MADUNG、三

浦 潤、蓑手佑尚、山上修平、山栗瑞希、山ノ井晴可、山本 陸、横田智也、吉田光輝 

 

大阪大学大学院情報科学研究科博士前期課程バイオ情報工学専攻進学 

柿園絵理、齊藤紘美、高橋侃佑、田中基輝、野村悠太、前田昂亮、増田亜美、村瀬由樹、

祐村実旺 

 

大阪大学大学院理学研究科博士前期課程生物科学専攻進学 

上田賢太朗 

 

就職、他大学進学、その他 

石川 洸（大阪大学工学部研究生）、石川達也（特殊免疫研究所）、伊藤春菜（高知県庁）、

Web 版のため、個人情報を削除致しました。

Web 版のため、個人情報を削除致しました。
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伊藤美咲（木更津市役所）、小椋康平（大阪大学工学部研究生）、神谷 知（丸紅）、木下翔

平（慶應義塾大学政策メディア研究科）、田中健斗（日東システム開発）、仲尾有祐（TIS 株

式会社）、松尾羽純（高知県庁） 

      

大学院前期課程修了 

大阪大学大学院工学研究科博士後期課程生命先端工学専攻進学 

上田祥平、太田直樹、加藤雄真、守随恵理、田村啓太、原田里紗、松尾晃子 

 

就職、他研究科進学、その他 

浅香 潤（住友ゴム工業）、井上航太（第一三共）、井上瑞葉（西日本電信電話株式会社）、

岩田利彦（ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）、大田恵里佳（住友ゴム工業）、金

澤光司（サラヤ）、川村大地（三栄源エフ・エフ・アイ）、北王彩加（住友ゴム工業）、呉 俊

元（興人ライフサイエンス）、近藤統翔（小野薬品工業）、佐藤功規（カルピス）、嶋田大起

（大正製薬）、鈴木知紀（久光製薬）、高垣太緒（三和澱粉工業）、竹田浩章（九州大学大学

院システム生命科学府）、竹本高広（ニトリ）、田中真理子（JCR ファーマ）、長澤宏器（住

友ゴム工業）、中西良太（田辺三菱製薬）、野口真悟（第一三共）、林 啓太郎（江崎グリコ）、

林 真帆（西日本電信電話株式会社）、原 直矢（大日本住友製薬）、松原佳史（アシック

ス）、Manakul Patcaraporn（三翠社）、宗京香織（第一三共）、吉安勇人（住友ゴム工業）、

山田祐太朗（旭化成）、山本泰久（西日本旅客鉄道） 

 

大学院後期 課程修了、単位取得退学 

角田省二（林原）、長澤由美子（資生堂）、中山泰宗（崇城大学）、沼本 穂（大阪大学大

学院工学研究科） 

 

 

 

同窓会からのお願い 

 近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって、住所変更や所属変更となる会員が増

えておられます。これらに変更が生じた場合、同窓会(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)まで

ご一報ください。なお、お寄せ頂いた個人情報は、尚醸会個人情報保護方針

（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/jusho.html）に従い、適切に対応いたします。 
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●教室の構成 

Web 版のため、個人情報を削除致しました。
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●クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会への連絡をお

願いいたします） 

昭和 12 年  昭和 42 年 卜部  格 平成 4 年 内山圭司 

昭和 15 年  昭和 43 年 関口順一 平成 5 年 滝口 昇 

昭和 16 年 武田六郎 昭和 44 年 土戸哲明 平成 6 年 松浦友亮 

昭和 18 年  昭和 45 年 古川憲治 平成 7 年 永久圭介 

昭和 19 年  昭和 46 年 山本忠行 平成 8 年 金谷 忠 

昭和 21 年  昭和 47 年 島田裕司 平成 9 年 小林 肇 

昭和 23 年 佐瀬 勝 昭和 48 年 曽根良昭 平成 10 年 田中礼央 

昭和 24 年 野口祐一 昭和 49 年 小西喜朗 平成 11 年 永塚由佳 

昭和 25 年 足立 有 昭和 50 年 中塚正博 平成 12 年 井戸芳博 

昭和 26 年 辻阪好夫 〃 東浦忠司 平成 13 年 後藤優治 

昭和 27 年  昭和 51 年 溝口晴彦 平成 14 年 有岡伸悟 

昭和 28 年

(旧制) 
斎藤 宏 昭和 52 年 根来誠司 平成 15 年 新家康弘 

昭和 28 年

(新制) 
高野光男 昭和 53 年 金子嘉信 平成 16 年 和田 悠 

昭和 29 年 嶋谷幸雄 昭和 54 年 高木 睦 平成 17 年 藤井健治 

昭和 30 年 大嶋泰治 昭和 55 年 滝沢 昇 平成 18 年 鳳桐智治 

昭和 31 年 遠藤靖夫 昭和 56 年 阿野貴司 平成 19 年 高木康弘 

昭和 32 年 細見正明 昭和 57 年 片倉啓雄 平成 20 年 木村修一 

昭和 33 年 中桐義隆 昭和 58 年 森川正章 平成 21 年 外尾竜太 

昭和 34 年 野本哲也 昭和 59 年 藤山和仁 平成 22 年 井村 誠 

昭和 35 年 森元英雄 昭和 60 年 中嶋幹男 平成 23 年 吉田真理 

昭和 36 年  昭和 61 年 大政健史 平成 24 年 吉田隆史 

昭和 37 年 菅 健一 昭和 62 年 山本恵三 平成 25 年 長澤宏器 

昭和 38 年 吉田敏臣 昭和 63 年 向由起夫 平成 26 年 都倉知浩 

昭和 39 年 藤田正憲 平成元年 永尾寿浩 平成 27 年 小幡佑季   

昭和 40 年 新名惇彦 平成 2 年 松本雄大   

昭和 41 年 関 達治 平成 3 年 鈴木市郎   

＊ クラス幹事が空欄の学年は、ご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。 

＊ 各学年での同窓会等の行事を開催した場合は、是非同窓会までご一報ください．その

際には、簡単な概要説明と写真などを添えて頂けると幸いです． 
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会員各位 

 

 2011年の東日本大震災では、岩手・宮城・福島の三県を中心に、多くの方々が甚大

な被害に遭遇されました。特に上記三県にご在住あるいは職場を持つ方々の中には未

だ復興途中の方もおられると考え、年会費を徴収しないことを継続していますので、

会費納入が困難な方はお支払いの必要はありません。他の会員の皆様には、下記記載

の要領で平成２７年度会費の納入をお願い申し上げます。 
 

記 

１）郵便振替にて納入される場合 

 同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 金額：2、000円 

尚、岩手・宮城・福島の三県にご在住あるいは職場を持つ会員の方々につきま

しては、通知票が送付されますが、お支払いただく必要はございません。 
２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合 

 最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。 

 今後、毎年11月30日に貴口座より、年会費2、000円を自動引き落としさせて 

 いただきます。手続きの都合上10月15日までにお願い申し上げます。 

 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 払込開始月：平成27年11月から 

 払込日：30日 

 払込の種別：会費 

（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。 

自動払込手続をされた方は振込用紙で振り込まないようご注意ください。） 

 

♪♪♪♪♪♪♪ 同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ ♪♪♪♪♪♪♪ 

いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。 

同窓生のみなさまは卒業後５０年経過しますと会費免除となります。 

平成２７年度は昭和４０年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸行事への参加

などは今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及びすでに免除

になっておられる同窓生の皆様には、長い間会費を納入していただきまして有り難

う御座いました。今後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。 
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