
祝賀会 氏名 旧姓 種別 卒業年 指導教員名 近況報告
出席 高尾雄二 現職員 ２人の息子が長崎を離れました。休日はソフトボールや夫婦でハイキングを楽しんでいます。
出席 白川　誠司 現職員
出席 保坂　稔 現職員

出席 西久保　裕彦 現職員
2011年から4年間の予定で環境省から派遣されてきましたが、優秀な学生に恵まれたせいか（？）2015年以降も長崎大学に居
ついてしまいました。11月4日は久しぶりに卒業生のみなさんとお会いできるのを楽しみにしております。

出席 藤井　秀道 現職員
欠席 吉田謙太郎 現職員

出席 仲山英樹 現職員
仲山研としては、今年の10月に6周年を迎え、総勢26名の研究室の仲間に恵まれました（10月には総勢30名になる予定で
す）。皆さんに卒業研究として取り組んでもらった研究テーマは、着々と後輩たちの手によって進められていますので、いつ
でも研究室に顔を見せて後輩たちにアドバイスをよろしくお願いします。

出席 河本和明 現職員
長崎に来てちょうど１０年が経ちました。ゼミから社会でがんばっている卒業生、研究の世界に飛び込んだ卒業生が増えつつ
あり、嬉しい限りです。

出席 牧野翔真 卒業生 2016 仲山英樹
欠席 松田 菜ほ 飯田 卒業生 2009 飯間先生 卒業後入社した会社を昨年辞め、今年からパートの仕事をしています。現在第３子を妊娠中で、年明けに出産予定です。
欠席 鹿毛 彩佳 卒業生 2017 藤井秀道 先生
欠席 瀬川健太郎 卒業生 2004 平岡研 長崎を離れて北海道⇒茨城⇒山口ともうすぐ一周しそうです。

出席 飯間　雅文 現職員
環境科学部が創立されて20年が経ち、最初から在職している教員はごくわずかになりました。私もあと6年半で定年退職を迎
えます。多くの卒業生の皆さんと再会できるのを楽しみにしています。

出席 利部　慎 現職員
2015年10月に着任いたしました。水の研究をしています。この20周年記念事業の実行委員として、特に夜の部（祝賀会）を
盛り上げられるようにがんばります。

出席 帶金 伸至 卒業生 2010 中西 こずえ 引き続き山梨で仕事してます。

出席 大城 英理子 内原 卒業生 2002
卒業後上京したまま、神奈川県にいます。09年第一子男子、14年第二子お嬢の2人のかぁさんになりました。都市計画、まち
づくりコンサルを経て、現在は子育ち環境、働くかぁさんを研究しています。2012年から緑友会の幹事をさせていただいて
います。やっぱりいつも心は九州、地元熊本、第二の故郷は長崎だな～。

出席 楳本 伸子 卒業生 2015 田井村先生
出席 中村 聖子 菅原 聖子 卒業生 2004 戸田 清 米国ロサンゼルスより帰国し、東京に住み始めました。

出席 岡田 二郎 現職員
赴任してから10年がたち、多くの学生さん達が巣立っていったことを改めて感じています。当日は懐かしい卒業生のみなさん
とお会いできることを楽しみにしています。

出席 春山恵利奈 卒業生 2006 飯間雅文先生
出席 朝倉　宏 現職員 2010年に着任しました。出身である北海道の次に長く生活しているのが長崎となりました。

欠席 堀 真人 卒業生 2003 平岡教授
研究室を生かして、食品包装材料のメーカー営業マンをしています。勤続15年目、やっと環境配慮型がフォーカスされてきた
今日この頃です。皆さんの食を支える中々アカデミック且つ泥臭い業界です。

欠席 青山　由布里 卒業生 2009 中西こずえ先生
友人の結婚式と同じ日程となってしまい出席できず残念です。卒業後、福岡でシステムエンジニアの職に就き楽しく働いてい
ます。土日は里山保全ボランティア活動で竹を切っています。最近の関心ごとは婚活です。



出席 椛嶌　のりこ 川原 卒業生 2002 谷村賢治

6年前に南阿蘇の有機農家の夫と結婚して農家の奥さんやってます。1男1女子育て中。少量多品目のお野菜と、自然卵のセッ
トを直接お客さんのおうちへ発送するスタイル。今後は小規模養豚にもトライ予定。ワークライフバランスで悩んでいて今後
の経営模索中です。◎ブログ「南の大地より椛島農園日記」（夫が書いてます。宣伝ですｗ）あと趣味で10歳～15歳位の主
に女子を対象とした性教育出前講座をしたいと妄想中。学生時代に抱いた種は何らかの形でつぼみや花になってるなぁと思い
ます。おかげさまで元気です。

出席 城山健一郎 卒業生 2004 長江先生
出席 打越　富久蔵 卒業生 2007 生野　正剛 お久しぶりです。2015年から勤務地が宮城県仙台市→広島県広島市になり長崎が近くなりました。
出席 吉田知世 卒業生 2015 朝倉先生

出席 藤安 得博 卒業生 2002 吉川勲
環境科学部同窓会『緑友会』の九州支部長をさせてもらってます。学年を越えた繋がりを長崎で作りたいと思っているので、
今回の同窓会を楽しみにしてます！

出席 清水耕平 卒業生 2005 中村修 同じ環境科学部の女性と結婚し、東京で家族3人暮らしのサラリーマン。仕事は環境・エネルギー関連の市場調査。

出席 禅院 昭 卒業生 2008 渡辺 貴史
久しぶりの皆様：　何だか新鮮な気分になりますね！近況などを記載するのは恥ずかしいので、割愛させて頂きますが、当日
皆様にお会い出来ますことを心より楽しみにしております??

出席 和田早織 卒業生 2015 卒業後、大阪で社会人生活が始まり、現在社会人3年生です(^o^)関西弁には染まってません！
欠席 菊地尚子 鶴山 卒業生 2010 小野隆弘 現在福岡の県立学校教職員として働いています。昨年結婚しました。
出席 松田芳郎 旧職員
出席 高良真也 旧職員
出席 内田美希 卒業生 2004 高尾雄二先生 関東に引っ越して4年目になりました。
出席 中沢由華 卒業生 2002 吉川勲 当日多くの方とお会いできるのを楽しみにしております。
出席 井手 雅子 卒業生 2009 早瀬先生 久しぶりに皆様にお会いできることを楽しみにしております！
出席 澤田　英祐 卒業生 2004 宮西
出席 吉川 勲 旧職員
出席 早瀬 隆司 旧職員
出席 東川 裕美 東川 卒業生 2014 小林寛
出席 中川 里菜 藤重 里菜 卒業生 2014 黒田 暁
出席 打越　智子 安東 卒業生 2008 河本先生 卒業後働いていた会社を退職し、今は広島で子育てを楽しんでます
出席 吉田裕希子 卒業生 2004 早瀬隆司先生 京都に住んで12年になりました。育児と仕事とバタバタの毎日です。皆さんに会えるのを楽しみにしています。
出席 大原 ゆかり 山本 卒業生
欠席 横田由加里 光石 卒業生 2008 小野隆弘 退職後結婚し、今は2児の母として過ごしています。
出席 服部　充 現職員
出席 山口知子 卒業生 2008 中西こずえ先生 長崎市の知的障害者福祉施設で働き、花苗生産などに関わっています。
出席 岡本幸大 卒業生 2017 中川啓 部長から「陽気なオカモトくん」て言われてます。結婚はできる気配がありません。
出席 山下元太 卒業生 2007 姫野先生 卒業後、佐賀で消防士として働いています。
欠席 阿曽沼 健太朗 卒業生 2009 高尾教授 昨年より、米国に海外駐在しました。合わせて結婚しました。
出席 西山 雅也 現職員
出席 塚原誠 卒業生 2004 岡田先生
出席 森田　景五 卒業生 2014 岡田二郎先生 現在、関東住まいです。当日は再会を楽しみにしております。
出席 山下 樹三裕 山下 現職員 山下 樹三裕 みんな出席して、懐かしい顔を見せて下さい。待ってます。



出席 一瀬 奈々 水江 卒業生 2004 熊田 裕之 子供3人の育児と仕事に慌ただしい毎日です。
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