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表紙写真   ラグビー部 

私たちラグビー部は関東大学ラグビーリーグ戦4
部に所属し「徹底」をスローガンに掲げ日々練習
に励んでいます。昨年は千葉大学ラグビー部創部
以来初の3部も経験しました。今シーズンは一か
らラグビーを見直し基礎的な要素から目標を定め
、選手一人一人が考えてラグビーをするよう「徹
底」しています。またその挙げられた反省から、
次に向けてやるべき課題を限られた練習時間を有
効に使い、充実した練習となるよう工夫を重ねて
真剣にラグビーと向き合っています。

またOB・OGの皆様のおかげで昨年からスクラム
マシンを用いた練習も可能になりました。この場
をお借りして感謝申し上げます。ぜひグラウンド
に足をお運び頂き、練習や試合をご覧頂ければ幸
いです。そうしていただけますと部員一同更に緊
張感が出て、より充実した時間を過ごせるかと思
います。今後とも変わらぬご支援・ご声援の程よ
ろしくお願い申し上げます。
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千葉大学は、昭和24年に5学部から

なる新制国立大学として誕生して今年

で69年目を迎えています。現在では10

学部、13大学院と多数の教育研究セン

ターからなる大規模総合大学となり、

西千葉、亥鼻、松戸、柏の葉の4キャン

パスにおいて約14,000人の学生が学ん

でいます。その間の平成14年には、同

窓生相互の情報交換や連携協力を緊

密にすることを目的として千葉大学校

友会が設立されました。さらに平成16

年には法人化され、「つねに､より高き

ものをめざして」という理念とともに独

自のビジョンを定め、世界で活躍する

人材の養成に向けて教育研究機能の

高度化を進めています。

しかし、国の長期的財政難と急速な

少子高齢化により、法人化以降国から

の運営費交付金が継続的に減額され

ており、全国の国立大学は経営面では

大変厳しい状況が続いております。さら

に平成28年から国立大学は機能強化の

方向性の違いから3つのグループに分け

られ、千葉大学は東京大学などと同じ

「全学的に世界で卓越した教育研究を

推進する大学」のグループに入りました。

このグループの大学として大学院教育

の重要性が増してきており、平成29年か

ら理学と工学の融合した大学院融合理

工学府と文学と法政経学の融合した大

学院人文公共学府を設置して、学生た

ちが専門分野の壁を越えて幅広く学べ

る教育環境を構築してきました。さらに

このグループの大学には競争的外部

資金の獲得が強く求められており、産

業連携研究推進ステーションが中心と

なって海外の大学や企業との共同研究

や連携を強化してきており、平成29年

の共同研究や受託研究の受入件数及

び受入金額が過去最高となりました。

学部教育においても、平成28年に国

際教養学部を新設してグローバル人材

養成を強化させるとともに、国際未来

教育基幹を設置して学修機能の高度

化のための改革を加速させています。

そして、平成29年には海外留学先とし

て、タイのマヒドン大学内に千葉大学

バンコクキャンパスを開所しました。タ

イは英語教育が盛んで米国人英語教

員が多数在籍しており治安も良いの

で、初めて海外留学する学部生の教育

拠点にしようとしています。異文化に触

れながらマヒドン大の学生と英語で交

流することにより、学生たちの勉学意

欲ばかりでなく英会話能力向上へのモ

チベーションが上がることを期待して

います。さらに、学生の海外留学を促進

するために多様な留学プログラムを準

備するとともに、千葉大学SEEDS基金

などによる経済的支援を行っており、
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千葉大学長

昨年の海外派遣学生数では国立大学

一位に返り咲きました。高大接続改革

においても戦略的な入試改革とブラン

ド力向上に向けた広報活動により、一

般入試における志願者数が平成28年

から３年連続で国立大学一位となって

います。

このように千葉大学は法人化以降の

厳しい財政状況のなかでも教育研究

機能の高度化に向けて全教職員が一

丸となって頑張っております。私たち教

職員にとって千葉大学校友会の皆様の

暖かいご支援が何よりの励みとなって

おりますので、引き続きご指導ご鞭撻

を、よろしくお願い申し上げます。

学長のごあいさつ

最近の千葉大学

部活動の成績

部活動・サークル紹介

卒業生便り

校友の皆様へ

Curio紹介

千葉大学校友会報
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千葉大学校友会とは･･･
学部等同窓会の会員や教職員、在学

生で構 成され、学 部の枠を越えて会

員相互の親睦・情報交換を図るため

に1 4 年 3 月 に設 立されました 。千 葉

大学と各学部同窓会等のさらなる発

展をめざし活動しております。

ご
あ
い
さ
つ
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徳久学長と受賞者記念撮影
（左から八幡さん、三谷さん、柿木さん）

連携企業4社と合同で「包括連携共同研究
推進等に関する協定」を締結

千葉大学の最近の動きをご紹介いたします。

コクヨデザインアワードで
グランプリ受賞

2018年1月18日、大学院工学研究科

デザイン科 学コ ース八 幡 佑 希さん・

柿木大輔さん・三谷悠さんのチーム

が、コクヨデザインアワード2017にて

グランプリを受賞しました。コクヨデザ

インアワードとは、使う人の視点で優

れた商品デザインを広くユーザーから

集めて、商品化を目指すコンペティショ

ンです。海 外からの応 募も含 めた作

品総数1,326点の中から、見事グラン

プリに輝きました。

CIRIC発足　
千葉県のヨウ素資源活用へ

千葉大学は今春より「千葉ヨウ素資源

イノベーションセンター：Chiba Iodine 

Resource Innovation Center」（CIRIC）

を開所しました。千葉県で生産される

ヨウ素は世界シェアのうち21%を占め

ており、同センターの設立により、これ

まで海外での生産が中心だった高付

加価値ヨウ素製品の開発・製造拠点

が千葉に置かれることとなります。次

世代太陽電池の開発や資源のリサイ

クルなど、多彩なヨウ素の利用を推進

していきます。

最近の
千葉大学

西千葉キャンパス発の
「はちみつ」販売開始

都市養蜂研究のために西千葉キャン

パス内に設置した養蜂箱から採取さ

れた蜂蜜が、このたび商品化されま

した。この蜂蜜は、研究の一環として

ミツバチが巣に持ち帰る花粉のDNA

分析がされており、商品パッケージに

は採取された月ごとの蜜源となった

植物が明示されていることが特徴で

す。西 千 葉キャンパス内や周 辺の街

路樹・公園など千葉市内の草花から

生まれた、「千産千消」にふさわしい

蜂蜜となりました。

平成30年9月21日よりそごう千葉店で取り扱いを
開始
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学生が環境へ深く取り組む
大学として国際的な賞を受賞

千葉大学は、2018年5月16日、大学

の 優 れた 持 続 可 能 性 の 取り組 みを

表 彰 する「 国 際 グリーン・ガウン賞

2017-2018」で、世界で最も深く学生

が 環 境 へ の 取り組 み を行う大 学 と

して「 学 生 関 与 部 門 」を受 賞しまし

た。15年にわたり学生主体でISO取

得を通じた環 境マネジメントシステ

ムの運用を行ってきたことや、学生に

よる環境活動が教育につながってい

る独自の仕組みなどが、世界の教育

機 関に導 入できるものであると高く

評価されました。

マルセイユで行われた授賞式に参加した
上田さん（左）と岡さん（右）

高エネルギーニュートリノ天文学
の新展開　
科研費「特別推進研究」に内定

平成30年度文部科学省科学研究費

補助金の特別推進研究に、本学のハ

ドロン宇宙国際研究センター（代表：

吉田滋教授）が申請した「IceCube-

Gen2 実験で拓く高エネルギーニュー

トリノ天文学の新展開」が採択されま

した。今後は、IceCube実験のアップ

グレード計画により観測精度を高め、

超高エネルギー放射機構の解明を目

指します。

南極点にそびえる「IceCube」観測施設
©IceCube Collaboration

パナマ・千葉大学コーヒー完成 
友好式典開催

パナマと千葉大学の今後のさらなる

発 展 を祈 念した「パナマ・千 葉 大 学

コーヒー」が、長年にわたりパナマの

コーヒー農園と深い信頼関係を築い

ているサザコーヒーの全面協力によ

り完成しました。2018年3月1日には

発売を記念したイベントならびにパ

ナマとの友好式典を行い、国際教養

学部学生とパナマの大学からの教職

員・学 生 がコーヒーを通じて交 流し

ました。

パナマ・千葉大学コーヒー
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治療学人工知能（AI）研究
センターが設置されました

2018年4月1日、医学研究院附属治療

学人工知能（AI）研究センターが設置

されました。本センターは、基礎医学

研究ビッグデータと医療ビッグデータ

を基盤に人工知能（AI）を構築し、実

証 研 究 及 び臨 床 現 場での利 用を展

開。そして新しい学問領域として「AI

治療学」を創成し、革新的な基礎研究

の推進、速やかで精度の高い診断法

の確立、新たな治療法の開発、「AI治

療学」を牽引する人材育成等を行って

いきます。

TWINCLEと高大連携プログ
ラムで最高のS評価

アセアンと日本の架け橋となるグロー

バル人材を育成する「ツイン型学生派

遣プログラム(TWINCLE)」と、高校生を

対象に早期から高度な科学体験・教育

を提供する「高大連携での科学教育コ

ンソーシアムによる『次世代才能スキッ

プアップ』プログラム」が、平成30年3月

の文部科学省採択事業評価において

それぞれ最高のS評価を受けました。

「飛び入学」20周年

通常より1年早く大学に入学する機会

を提供することで、若い才能の発掘と

科学者育成を促進する「飛び入学」プロ

グラムが、開始20周年を迎えました。日

本で唯一の飛び入学専門推進機関で

ある先進科学センターが1998年に飛

び入学生を3名受け入れて以来、これま

でに71名の卒業生を輩出しており、卓

抜した実績を積み重ねています。

全学的な国際教育研究の拠点
バンコク・キャンパスを開設し
ました

2017年9月、タイ及びアセアン地域の

研究・教育交流をさらに発展させ、ま

た主に学部生の留学拠点として活用

することを目的として、タイのマヒド

ン大学インターナショナルカレッジ内

に「千 葉 大 学バンコク・キャンパス」

を開設しました。

2018年5月には看板上掲式が行われました

先進科学センター創立20周年記念シンポジウム 「千葉大学バンコク・キャンパス」の開所式 ツイン型学生派遣プログラムの様子

パッケージデザインも学生自身で手がけました

千葉大学生とチバテレの
コラボアイスクリームを発売

千葉大学COC+の取り組みの一環と

して学生が商品開発した「千葉大ア

イス」が、2018年3月より数量限定で

発売されました。本企画は千葉大学

生とチバテレ、ナミキアイス工房がコ

ラボレーション。味の種 類 は 千 葉 大

学産のハチミツ、千葉県のソウルフー

ドと言 われる味 噌 ピーナッツなど、

地 産のものを使うことにこだ わって

います。販 路 開 拓 も学 生 が 手 がけ、

県 内 の道 の駅や千 葉 大 学 生 協 等で

店頭に並びました。

千葉大学生が
NHK学生ロボコン出場

千 葉 大 学 公 認 サー クル の「 C h i b a .

Robot. Studio（CRS）」が、 2018年

6月10日に開催されたNHK学生ロボ

コン本 戦 へ 出 場しました。今 年 度の

ルールは布で装飾を施したシャトル

を投 げ飛 ばして点 数を競うもので、

ベスト８入賞は逃したものの、エアシ

リンダーを活かした力強いスローイ

ングを特徴とするマシンで健闘しまし

た。同サークルが本戦 へ 出場するの

は4度目で、2016年から3年連続での

出場です。

C R S の 活 動
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当番大学 競技種目
成績

優勝 準優勝 第３位

長岡技術
科学大学

テニス
男 千葉大学 筑波大学 宇都宮大学

女 千葉大学 宇都宮大学 都留文科大学

水泳
男 横浜国立大学 筑波大学 埼玉大学

女 筑波大学 千葉大学 新潟大学

弓道
男 筑波大学 埼玉大学 信州大学

女 信州大学 筑波大学 宇都宮大学

信州大学

ソフトテニス
男 横浜国立大学 茨城大学 群馬大学

女 都留文科大学 宇都宮大学 筑波大学

剣道
男 信州大学 埼玉大学 宇都宮大学

女 新潟大学 宇都宮大学 埼玉大学

空手道
防具

自由 群馬大学 筑波大学 埼玉大学

硬式野球 横浜国立大学 筑波大学
宇都宮大学

埼玉大学

サッカー 新潟大学 千葉大学
筑波大学

横浜市立大学

体操
男 筑波大学 新潟大学 千葉大学

女 筑波大学 新潟大学 宇都宮大学

柔道 男 筑波大学 埼玉大学
茨城大学

信州大学

新潟大学

陸上競技
男 筑波大学 横浜国立大学 千葉大学

女 筑波大学 茨城大学 横浜国立大学

バスケットボール
男 筑波大学 埼玉大学 信州大学

女 筑波大学 茨城大学 千葉大学

準硬式野球 横浜国立大学 都留文科大学
宇都宮大学

筑波大学

ラグビー
A 新潟大学 茨城大学 群馬大学

B

バレーボール
男 筑波大学 山梨大学 宇都宮大学

女 宇都宮大学 筑波大学 都留文科大学

バドミントン
男 筑波大学 新潟大学 茨城大学

女 新潟大学 筑波大学 宇都宮大学

卓球
男 新潟大学 筑波大学

埼玉大学

千葉大学

女 新潟大学 千葉大学 横浜国立大学

競技種目別成績上位大学一覧(団体戦）第
67
回
関
東
甲
信
越
大
学
体
育
大
会

部
活
動
の
成
績
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Circle Play

DLC

部活動・サークル紹介

私たちジャグリングチーム Possum 

は、101名という大人数で仲良く活動し

ています。ジャグリングとは、様々な道

具を巧みに操り、人々を楽しませるこ

とです。普段は「かたらいの森」 にて週 

2回の公式練習を行っている他、各々

昨今の日本では各所でストリート文化

が隆盛し、Undergroundの世界に少しず

つスポットライトが当たってきています。

義務教育としてダンスが必修化されたこ

とやファッション、テレビ番組などでも身

Possum が自主練習に励んでいます。

最も主要な活動は、大学祭への出

演です。演者やMC・裏方などでチーム

を作り、特設ステージ・ライセン前スト

リートなどで、劇を織り交ぜたジャグリ

ングショーを行います。夏季休業中か

ら約 2 か月間にわたって、ジャグリング

の技術は勿論、衣装・脚本に関しても

近に感じることが多くなったと思います。

皆さんはDLCというサークル名を聞い

て何を思い浮かべるでしょうか。練習時間

や費用などを考えても「常識外」なイメー

ジが大きいかもしれません。確かにそうか

もしれませんが、僕らはそれだけダンスに

真剣に、夢中になっているのです。

リハーサルを繰り返し、皆さんを楽しま

せられるように準備を行います。また、

バルーンアートを実演販売する “バルー

ンテント”を出店し、様々な動物やキャラ

クターのバルーンを販売します。

また、地域の学校やイベントからショーや

体験会のご依頼を受け、地域の方 や々子供た

ちと交流を行うのも重要な活動の1つです。

昨年度は18件ものイベントに出演しました。

昨年度には、JJF(ジャパン・ジャグリン

グ・フェスティバル)での優勝など、外部

大会でも実績を残しています。

近隣のイベントへの出演や大学祭な

ど、機会がありましたら是非、私たちの

ショーをご覧ください。

最近では地元の商店街から幕張メッセ

まで大小さまざまなイベントに呼んでいた

だいたり、グループがダンスの学生連盟の

コンテストで入賞したりと活動範囲が拡大

しており、おそらく千葉大学の中でも有数

の意欲的かつ大規模なサークルとなってい

るのではないでしょうか。

そんな私たちは11月11日（日）、青葉の森

公園芸術文化ホールにて自主公演を行い

ます。誰かに何かを伝えたくなるような心に

残る公演を全身全霊で作り上げますので、

ご都合がよければ足をお運びください。

最後まで読んでいただきありがとうござ

いました。
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私たちボルダリング部は主に大学外

のクライミングジムで活動している体育

会に所属する部活動です。ボルダリング

とはスポーツクライミングの１種で、ロー

プを使わずに4m前後の壁を己の体ひと

つで登る競技です。

主な活動としては日本学生スポーツ

クライミング大会の団体戦及び個人戦

への参加、春夏の合宿等です。学生選

手権においては、2016年度は団体戦優

ボルダリング部

セパタクロー部

勝、2017年度は団体戦2位という成績を

修めています。また、春夏の合宿におい

ては本物の岩を登りに行きます。

他大学のボルダリング部と比べると、

施設等の面から見て決して恵まれてい

る環境ではないですが、一人一人が高

い目標を持って日々切磋琢磨しながら

練習に打ち込んでいます。これからも精

進していきますので、よろしくお願いし

ます。

私たちセパタクロー部は、1年生14

名、2年生3名、3年生6名、4年生11名で

構成されていて、週4回練習をおこなっ

ています。最近の成績としては、全日本

学生大会で男子が準優勝、ビギナーズ

カップで女子が準優勝という結果を残

しています。そもそもセパタクローとは

東南アジア発祥のスポーツであり、セパ

タクローの「セパ」はマレー語で「蹴る」、

「タクロー」はタイ語で「(藤で編んだ)

ボール」という意味です。ネットをはさん

えれちば 千葉大学エレクトーンサークルえれ

ちばは、千葉大学・千葉県内ともに唯

一のエレクトーンサークルです。エレ

クトーンは3段の鍵盤をもつ電子オル

ガンで、1台で様々な音色を奏でられ

るのが大きな魅力の楽器です。今年度

は20名の新入生を迎え、1～3年生49

名を中心に、和気あいあいと活動して

います。

主な活動には、外部ホールでのコン

サート(夏・冬)、大学祭での演奏・テント

出店、全国大学エレクトーンサークル

ジョイントコンサートなどがあります。コ

で足や腿または頭を使ってボールを相

手コートに返しあう競技でバレーボール

に似たゲームです。私たちセパタクロー部

は、横のつながりも縦のつながりも強

く、とても仲の良い部活です。まだまだ

マイナーなスポーツですが徐々に全国

でセパタクロー人口は増えています。

セパタクローの魅力をより多くの人に

伝えられるよう、様々な大会で良い結

果を残せるよう、これからも日々の練

習に励んでいきたいと思います。

ンサートでは話題の曲からクラシックま

で幅広く趣向を凝らしたアンサンブルを

披露しています。昨年度からは地域の公

民館でもコンサートを開き、地域の方々

とも音楽を通して交流を深めています。

OB・OGのみなさまがコンサートに

足を運んでくださることが、私たちに

とって大きな励ましとなっています。来

年度、えれちばは創立20周年を迎え

ます。さらに精進していきますので、こ

れからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。
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千葉大学人文学部法経学科法学専攻卒業

東京大学大学院法学政治研究科入学（労働法専攻）／

司法試験合格

同研究科を修了

司法研修所入所修了

厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委

員に就任（～2007年4月）

首都大学東京法科大学院講師（労働法）、青山学院大学客

員教授に各就任(～2018年3月)

千葉大学大学院専門法務研究科（法科大学院）客員教授

に就任（～2017年3月）

明治学院大学大学院客員教授就任

「注釈労働組合法｣（上・下）（共著、有斐閣）

「労使関係の法律相談 第3版」（共著、有斐閣）

「注釈労働時間法｣（共著、有斐閣）

「注釈労働基準法｣（上・下）（共著、有斐閣）

「労働法実務大系」（民事法研究会）

「実務労働法講義 第3版」（上・下）（民事法研究会）

「変貌する労働と社会システム」（共著、信山社、所収「『過労死・過労

自殺』等に対する企業責任と労災上積み補償制度」外多数)

ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー           岩出　誠

1973年

1975年　  

1977年

2001年

2006年

2008年

2018年～

いわで　　   まこと

略歴 主な著書

https://www.loi.gr.jp/
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　この原稿を依頼された本年10月には、人文学部法経学科

法学専攻生1973年卒業同期会（弥生会）は、5年毎に開催し

ている旅行会を計画しています。毎年の同期会の席で盛り上

がる話は、やはり、なつかしい千葉大学時代のことです。それ

は、1969年4月～1973年3月までの４年間です。

　当時の千葉大学も時代の影響を強く受けていました。高校・

大学時代に、1968年のパリの5月革命や、1969年安田講堂事

件・東大入試中止、大管法反対、1970年沖縄返還闘争、全世

界でのベトナム反戦運動らが活発な時代を体感し、それらの

運動に身を挺したか否かは措いても、その時代感覚を共有し

ていました。千葉大学内でも、事務局棟が全共闘系に占拠さ

れ、校舎の占拠を防止すべく逆バリケードを設けたこともありま

した。そのため、コンパでも反戦歌、プロテストソングに留まらず、

今ではほとんど聞かれなくなったインターナショナル、ワルシャワ

労働歌などの革命歌がしょっちゅう飛び出す情勢でした。

　しかし、私も勉学自体には真面目に取り組み、卒業単位を

120単位ほど超過して取得するまで講座や演習に参加してい

ました。特に、当時、東大社研から千葉大学に奉職されたばか

りの手塚和彰先生の下で、労働法Ⅰ・Ⅱの講義、労働法特別

講義、外書購読等で、労働法を集中的に学びました。同時期、

兄が都庁の労政事務所（現在の東京都労働情報センター）

で働いていた影響もあり、当時、学問としては未だ確立されて

いない若い労働法に打ち込んでみようと思い、東大大学院に

進みました。しかし、内心は、国家公務員試験や都庁の試験

も受かり、迷った末の進学でした。

　進学したものの、当時は、今日のように研究職に就ける機

会が少なく、生活のため、司法試験を受けることを勧められ、

千葉大学を卒業し、大学院1年の研究生活を続けながら司

法試験の受験勉強も続けたところ、たまたま運よく1973年

に合格しました。しかし、直ぐには司法研修所に行かず、修

士論文に集中し、先輩からミニ博士論文とも評された比較

法研究も含んだ大作の修論を書き上げ、修士課程を修了し

ました。その後の進路につき、助士（今の助教）に残れとも

勧められましたが、法曹界を見てから判断したいと思い、研

修所に進み、当時は、丸2年間、給与を貰いながら、法曹3者

（裁判官・検察官・弁護士）の生活や活躍をじっくりと見さ

せてもらいました。そのうえで、研究者への道にも未練を残し

ながら、1977年弁護士となり、千葉大学・東大大学院で学

んだ労働法を活かした弁護士業務も、既に41年になります。

　幸いにも、その間、1982年～1986年は母校の法経学部

で、2008年～2017年は同法科大学院で、労働法の講義を担

当させていただき、並行して、厚労省労政審議会公益代表委

員となり立法に関与しつつ、著作は、労働法体系書（岩出誠

「労働法実務大系」〔民事法研究会〕等）5冊を含んで、90冊

以上、論文は200本以上を書き散らかして、研究職への思い

も一定程度は実現できました。

　

　現在の本業の弁護士業務に話を戻すと、上記執筆関係とも

関連しますが、今まで、大きな労働法改正の度に、出版・論文・

講演を続け、事務所としては、業界では珍しく、労使双方に中立

的・複眼的に対応することを強みとして全面的に表に出し、主

に、上場企業（子会社を含む）25社を始めとして合計140社以

上の顧問企業へのコンサルを中心に業務を展開してきました

（詳細はロア・ユナイテッド法律事務所のHPをご笑覧願います）。

　折しも、本年2018年は、働き方改革の総合的かつ継続的な

推進のための雇用対策法、長時間労働の是正、多様で柔軟な

働き方の実現等のための2015年改正労基法案を廃案として

同法案の一部を修正（企画業務型裁量労働制の適用範囲拡

大の削除）した内容と、政府の働き方改革実現会議が2017年

3月28日打ち出した働き方改革実行計画に沿って、労基法36

条の時間外限度基準や特別条項の上限時間の罰則付きで

の規制強化した内容を合体した労基法とこれに関連した安衛

法、労働時間等設定改善法、雇用形態にかかわらない公正な

待遇の確保を目的とし、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の

確定施行に合わせた労働契約法、パート労働法、労働者派遣

法、じん肺法の8本の法律の一括改正法である「働き方改革を

推進するための関係法律の整備に関する法律」が難産の末、

成立し、早いものでは、公布日から施行されています。

　これに対応すべく、現在、速報版の論文、著作から、政省令・

通達等を踏まえた本格的実務書や書式例集まで、5冊程度の

執筆に追われています。

千葉大学を振り返って

一昨年の同窓会にて
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校友の皆様へ

千葉大学校友会
Address ・ 〒 263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33　
Tel・043-290-2014 / 3902　Email ・ koyukai@office.chiba-u.jp

「ホ―ムカミングデー」企画募集
平成28年より秋に校友会総会と併せて「ホ―ムカミングデー」
を開催しております。これまで本学教員・卒業生による講演・落
語などを行って参りましたが、今後、より卒業生の皆様が楽し
めるホームカミングデーとなるように、皆様からの企画案等を
募集しております。下記連絡先までご意見をお寄せください。

同窓会・同期会・サークル等の
イベントを母校で開催しませんか
校友会事務局では学内の会場確保や施設案内等の支援をさ
せていただいております。事前のご連絡をお待ちしております。
ご検討ください。

千葉大学SEEDS基金へのご支援、
ご協力のお願い
千葉大学は、平成１８年にSEEDS基金を創設し、多くの皆様
からご支援いただいております。寄せられた寄附金は、大切に
運用しながら、本学の教育研究活動等に活用しております。
なお、遺贈によるご寄附も承っております。詳しくは下記連絡先
までご相談ください。
校友の皆様のご支援・ご協力を心よりお待ちしております。
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  千葉大学校友会は2007年から独自のSNS

であるCurioを運営しており、現在までに

6,700名を超える卒業生、教職員、学生の皆

さんに会員登録をしていただくことができ

ました。

大きな時間の中での懐かしい人との交流
  インターネットが生活の中に浸透した現代

社会では、さまざまな種類のSNSが利用さ

れています。その中で千葉大学校友会があ

えて独自のSNSを運営しているのはなぜで

しょうか。それは、千葉大学の卒業生の皆さ

んの中に、一般的なSNSとは異なる大きな

時間の流れの中での人と人との交流を育み

たいという思いがあるためです。

  今、多くの皆さんに利用されている一般的

なSNSの中での時間の流れはとても急です。

毎日大量の書き込みがあり、数日前の書き

込みがあっという間に過去のものになって

いきます。しかし、人と人の繋がりの中には、

もっとゆっくりとした時間の中で育むべきも

のもあります。そしてその1つが、学生時代

に培われた人間関係ではないでしょうか。

卒業して10年、20年が経ってから、ふと思い

ついて連絡を取ろうと思う。それが学生時

代の友人でしょう。Curioはそんな大きな時

間の流れの中での懐かしい人との交流を培

う仕組みでありたいと考えています。

　Curioの運営では、会員の皆さんに毎月

1回程度の頻度で長期にわたって継続して

アクセスしていただくことを基本的な方針

としています。目指しているのは、ゆっくりと

した長い時間の流れの中で安定した運営を

続けることです。営利目的ではないCurioは

慌ててアクセス数を稼ぐ必要はありません。

そこに千葉大学校友会が独自にSNSを運

営する意味があります。

安心できる人との交流
  インターネットはすでに日常生活の中に浸

透しています。ただ、インターネットの利用

には危険も伴います。ウイルス、悪質商法、

フィッシング、ワンクリック詐欺等、個人が被

害を受ける事件が後を絶ちません。一般の

SNSでのなりすましやアカウント乗っ取りも

問題になっています。また、インターネット上

での無責任な誹謗・中傷が人を傷つけてい

ます。インターネットでの人との交流が広ま

れば広まるほど、インターネットからの被害

を受ける危険性も高まっています。

  それに対して、Curioの会員になっているの

は千葉大学の関係者であることを事務局が

確認できた方々のみです。また、匿名での書

き込みは認めておらず、常に大学在籍時代

の氏名が示されます。それゆえ、Curioの中

での人の交流では、インターネットを利用す

ることの危険性を極めて小さいものにする

ことができています。

  事務局ではCurioへの会員登録を希望する

方に身分証のコピーの提出をお願いしてお

り、利用の手続きに一般のSNSよりも手間

がかかります。その手続きはたしかに面倒で

す。しかし、千葉大学校友会が会員の資格

確認を行いながら運営しているCurioだか

らこそ、一般のSNSよりも安心できる人の交

流を育むことができます。これも千葉大学

校友会が千葉大学の卒業生・関係者の皆さ

んに限定して独自に運営しているSNSであ

るCurioのメリットです。

Curioへのお誘い
  もしCurioに関心を持っていただけたので

あれば、Curio紹介動画（3分間程度）を下

記のページで公開していますので、こちら

もぜひご覧ください。

 http://www.chiba-u.ac.jp/sns/

  またCurioでは、千葉大学の近況や千葉大

学での思い出に関する写真を定期的に掲

載しています（「千葉大写真館」）。その写真

の一部はFacebookでも公開していますの

で、Facebookのユーザの方はぜひ「千葉大

Curio」で検索をしてみてください。

  多くの卒業生の皆さまのCurioへの登録申

請をお待ちしています。

千葉大学SNS

Curio
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私たちは
千葉大学を応援しています
※有料広告を募集しています。校友会事務局までお問合せください。

千葉大学のより一層のご発展のために
遺言を活用した遺贈によるご寄付

のお手伝いをさせていただきます。

当行では、遺言書の作成に関するご相談や、作成のお手伝い、
遺言書の保管・執行までをサポートいたします。

株式会社千葉銀行　資産承継サポートデスク　TEL:043-301-8178

【遺言信託(遺言執行引受予諾業務)手数料】(2018年9月1日現在、消費税等含む)
●遺言作成時：引受予諾料216,000円 ●遺言書保管中：遺言書保管手数料月額432円
●遺言書変更時：変更手数料54,000円●遺言執行時：執行報酬(財産評価基本通達に基づく相続税
評価額による執行対象財産額(課税価格の特例等により減額される前の評価額))に当行所定の料率を
乗じた額の合計額(但し最低報酬額は1,296,000円)●詳しくは下記までお問い合わせください。

パーソナルトレーニングスタジオ

千葉大学病院前
いのはなテラス店

www.bodybase.jp

無料カウンセリング受付中!

http://www.dojinkai.org/

皆様のお役に立つ
組織を目指して!!

いのはなテラス

健康応援メニューが
大好評!!

千葉大学病院前

各種アメニティ施設

レストラン・パーソナルトレーニングジム
調剤薬局・学童保育

健康応援レストラン！

ベーカリー＆レストラン キッチンぴなこ
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ご宴会・ご宿泊・お食事に
ご利用ください
JR千葉駅より徒歩 7分
043-224-1131（代）

 
ゴルフリゾート花見川 

（円）◆打ち放題プラン◆ 学割あります 
全打席禁煙（喫煙室完備）  

（※税別）

 

★リライトカード対応★

アプローチ練習場充実！（30分400円） 

LINE@に登録すると 
リライトカードに 

１0 ポイント プレゼント!
 

（円）

ゴルフリゾートSOGA 
◆打ち放題プラン◆ 学割あります  

全打席禁煙（喫煙室完備）  

 

★リライトカード対応★

 

 

LINE@に登録すると
リライトカードに

１0 ポイント
プレゼント!

（※税別）

初心者大歓迎！無料初心者レッスン会開催中！

平日 60分 90分
1F 1,300 1,600
2F 1,200 1,500
3F 1,100 1,400

シニア
120分

65～69歳 1,500
70歳以上 1,000

土日祝 60分 90分
1F 1,600 1,900
2F 1,500 1,800
3F 1,400 1,700

平日 60分 90分 120分
1F 1,500 1,800 2,100
2F 1,200 1,500 1,800

シニア
120分

65～74歳 1,800
75歳以上 1,500

土日祝 60分 90分 120分
1F 1,800 2,100 2,400
2F 1,500 1,800 2,100

シニア120分2F 60歳以上 1,500
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