
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。
欠席 古田智子 卒業生 2004 生野正剛

出席 福薗恵子 卒業生 2003 井手義則先生
ホールアース自然学校（静岡）、諫早青少年自然の家（3年）、長崎ペンギン水族館（2年）などの勤務を経て、現在は諫早市
こどもの城（8年目）で環境教育担当の専門員をしています。

出席 中島 裕子 大宅 卒業生 2002 小野先生、奥先生10周年記念は参加出来なかったので、今回は懐かしい方々に会える事楽しみにしています。
出席 原田 幸 卒業生 2004 奥 真美先生 福岡の地元に戻って市役所で働いてます。

出席 越山　李砂 卒業生 2017 朝倉　宏
今年3月に大学院を卒業し、パシフィックコンサルタンツ(株)に入社しました。東京勤務のため、毎日満員電車と格闘中で
す。

出席 関陽子 現職員

出席 岩尾 明子 小川 卒業生 2003 中西こずえ先生
2011年3月まで長崎で働き、その後転職で熊本市に移りました。家庭を持ち、今は熊本県山鹿市に住んでいます。やはり長崎
が好きなのでよく帰省していますが大学時代の友人に合ったりすることはほとんどないので、当日は先生方や友人と会えるこ
とを楽しみにしています。

出席 片山　健介 現職員
出席 濱崎宏則 現職員
出席 久保 桂奈 川添 卒業生 2005 中村修 実家の川添酢造に勤め、お味噌造り教室やお料理教室などを通して食育などの活動をしています。

欠席 三谷　修 卒業生 2002 中西　こずえ
東京で建築設計会社で働き、都市環境メインの環境アセスのお手伝いをししています。また、趣味として、環境を一つのテー
マとした漫画を裏紙に描いてWeb上で公開しています(「スクラップエクスプレス」でインターネット検索してみていただけ
ると幸いです)。いつか、学生時代に学んだ生態学もテーマに漫画を描くつもりです。

出席 長江　真樹 現職員 現在、院生3名、4年生3名で研究に励んでいます。懇親会で会えるのを楽しみにしています。
出席 辻松 茜 卒業生 2017 山口 真弘

出席 山里鈴香 卒業生 2015 長江真樹
沖縄、北海道を経て阿蘇にて観光業を盛り上げるべく奮闘中です。祝賀会で懐かしい方々にお会いできるのを、楽しみにして
おります。

欠席 山下麻里 卒業生 2003 生野正剛 福岡市内でデザイン業務と絵本など子どもの本の出版をしています。
出席 森 多恵子 卒業生 2002 高倉 直教授 縁あって国際結婚し、今はニュージーランドに住んでいます。

出席 山内　晃 在校生 2012 河本和明先生 現在も河本先生の指導のもと、博士課程に在学中です。卒業された後輩や先輩方とお会いできるのを楽しみにしております。

出席 本田 藍 宮崎 卒業生 2004 中村修
欠席 中武友恵 川野 卒業生 2006 土肥先生 紆余曲折を経て福岡で助産師として働いています。当日は予定があり参加できず残念です。

出席 松尾 純子 納富 卒業生 2002 山下先生
卒業以来、損害保険会社で営業職として代理店の指導や支援をしています。プライベートでは、2006年に結婚してわんぱく
三兄弟の母です。

欠席 香川菜美 卒業生 2012 吉田謙太郎 勤務先の会社でISO委員になりました。
未定 溝上 広行 卒業生 2006 田井村先生 佐賀県職員として働いてまーす。
出席 権丈 一樹 卒業生 2016 竹下 貴之 福岡で勤務しております。
出席 鎌田恵利 宮本恵利 卒業生 2005 松田雅子先生 20周年すごいです！ 私は今は大分で頑張ってます。久しぶりに同窓生に会えるのを楽しみにしています

欠席 早川 郁子 田中 卒業生 2008 生野  正剛先生
当日は所用あり、参加できずに残念です。転勤族の夫と結婚し熊本に住んで3年目を迎えました。卒業後より勤務していた会
社を今春退職し、熊本生活を楽しんでいます。

欠席 深見聡 現職員
環境科学部生活も10年目に入りました。2人の子どもたち揃って小学生になり、元気いっぱいです。これからも、教育研究家
事育児にがんばります。記念講演会には参加予定です。



出席 三島和也 卒業生 2017 長江真樹先生 今年大学院を卒業し、現在、東京で働いております。
出席 岩村純平 小川純平 卒業生 2016 仲山英樹
未定 伊達友美恵 三村友美恵 卒業生 2004 熊田助教授 広島県在住です。2児の母です。
欠席 竹内友博 卒業生 2012 早瀬隆司 最近はインドの一州全体の交通計画策定に従事しています。低炭素社会を目指した交通システムを作るよう頑張ります。
未定 田中　克幸 卒業生 2015 環境コンサルタント企業のいであ株式会社に入社、横浜で働いています。
出席 亀川麻梨子 卒業生 2004 高良先生 福岡で働いています。
出席 前田　綾 竹下　綾 卒業生 2003 戸田　清 印刷会社で容器包装の営業～結婚/出産後、2011年から京都にある環境NPOでライターなどをしています。
欠席 杉村　乾 現職員
出席 太田貴大 現職員
出席 坂東奈央子 淵上 卒業生 2002 武政剛弘先生 もう20年も経つなんてびっくりです！現在は福岡で二児の母してます。
出席 小宮卓也 卒業生 2015 馬越孝道
出席 坂下 仙一郎 卒業生 2014 杉山准教授
欠席 山口 秀樹 卒業生 2005 高尾雄二先生 4期生です。20周年おめでとうございます。当日は都合がつかず伺えませんが千葉県より祝福させていただきます。
欠席 山本裕基 現職員
出席 里見　信彦 卒業生 2002 石崎勝義 日本光電工業長崎営業所勤務。現職にて勤続１２年です。ずっと長崎です。。。
出席 戸田清 現職員 戸田清『核発電の便利神話』長崎文献社2017年　を出しました。
欠席 川村 恭子 谷口 卒業生 2003 早瀬隆司教授
出席 菊池英弘 現職員 2009-2011年に続き、2016年から２度目の環境科学部勤務をしています。
欠席 吉満　友樹 卒業生 2005 京都在住。ゲームを作る会社に勤めてます。元気です♪
出席 川津秀敏 卒業生 2010 河本和明
出席 清水 真子 光野 卒業生 2004 葉柳 和則 長崎を離れて12年になりました。
欠席 尾島嘉文 卒業生 2004 吉田雅章
欠席 林亨憲 卒業生 2016 飯間雅文 卒業後も就職活動をしていましたが、1月から福祉関係の仕事をしています。
出席 岡田康平 卒業生 2014 岡田先生
出席 山本真悠 卒業生 2004
出席 稲田 球子 卒業生 2014
出席 山本 綾 卒業生 2004 松田 雅子

出席 浪江大輔 卒業生 2004 石崎勝義
卒業後、13年間関東にいます。現在、緑友会の役員をしていますので、何か同窓会のことでお聞きしたいことがありました
ら、気兼ねなくお尋ねください。

欠席 岸下優樹 岸下 卒業生 2013 中山英樹 平成25年度に長崎県庁入庁し、現在は対馬勤務となっております。
出席 上田　絵梨子 浅井 卒業生 2012
出席 山口佑果 大澤 卒業生 2005 宮西先生 広島在住です。2児の母になりました。

出席 酒井 裕子 西川 卒業生 2002 松田芳朗先生
卒業後、熊本→福岡→東京と移動し、今は福岡県筑紫野市在住です。3人のこどもたちの子育てと仕事と、毎日が慌しく過ぎ
ています。

欠席 尾崎拓矢 卒業生
出席 出口りえ 卒業生 2013 高尾雄二 これから先も長崎にいます！
欠席 中武 祐也 卒業生 2006 福岡市在住。北九州市で働いてます。毎日新幹線通勤です（´-`　）
出席 井手義則 旧職員



欠席 堀田恭子 旧職員
20周年、おめでとうございます。ごぶさたしております。みなさまお元気でしょうか？2000年4月から2006年3月まで、お世
話になりました。長崎大で始めたゼミ生との棚田の調査、現職場でも継続しています。当日は参加できませんが、ご盛会であ
ることを祈念いたします。

出席 玉屋 千晶 小橋川 卒業生 2005 下町多佳志
出席 山口 真弘 現職員
欠席 鋤田　慶 卒業生 2008 葉柳教授
欠席 松本健一 現職員
出席 前園 三枝 小島 卒業生 2002 長江真樹先生 結婚し、今は鹿児島市に住んでいます。当日たくさんの方にお会いできるのを楽しみにしています。
欠席 中西　孝信 卒業生 2003 飯間先生 20周年おめでとうございます。大分で食品や水質などの分析業務に携わっています。
出席 森口孔明 卒業生 2007 山下樹三裕先生 佐世保重工で安全と環境維持に明け暮れています。見た目的には孫ですが、二人目がやっと3歳になります。
欠席 小野 世津子 卒業生 2012 馬越孝道 先生 福岡県内の地元の市役所に勤務しています。
出席 濱田志穂 濱田 卒業生 2002 早瀬隆司先生
欠席 中西　朝海 柴田 卒業生 2003 飯間先生 大分で事務職してます。みんなに会いたかったなぁ(>_<)
出席 政所 達也 卒業生 2004 井手 義則
出席 丸山 亮馬 卒業生 2004
出席 遠藤里美 卒業生 2014

出席 高辻俊宏 現職員

残すところあと３年半となりました。大きな病気をしてしまい、「やっちまった」という感じです。４か月あまり休み、10月
から復帰したばかりです。皆さま忙しいでしょうが、無理をしないように注意しましょう。無理をした自覚は必ずしもないの
で、怖いです。パフォーマンスはがた落ちになるので、がんばってもなんにもなりません。多少はマイペースで楽しくやりま
しょう。

出席 迫　美代子 東 卒業生 2001 高尾先生 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センターで活動しています。
出席 松嶋 なぎさ マツシマ ナ 卒業生 2009 早瀬 隆司
出席 石川貴大 卒業生 2016 西久保裕彦 長崎に戻ってきました。家庭菜園にハマってます。
出席 吉田睦 山口 卒業生 2002 高尾先生 卒業してからもずっと長崎市在住です。最近第二子が産まれました。
欠席 西村泰央 卒業生 2011 冨永義則先生 工学部の職員です
出席 久松健太郎 卒業生 2011 馬越孝道先生 卒業後は地元長崎市を離れ、現在は佐世保市に住んでいます。当日は皆様とお会いできることを楽しみにしています。
出席 大沼由季野 矢賀部 卒業生 2009 北村先生 千葉県で働いています。
出席 藤田理未 卒業生
出席 松田 公代 卒業生 2003 中村 修先生 東京で働いています。当日、皆さまとお会いできることを楽しみにしています。
欠席 米村幸泰 卒業生 2006 中西先生 熊本地震無事でした。

欠席 三浦裕美 松下 卒業生 2005 高尾雄二先生
20周年おめでとうございます。2年前に長野県松本市へ移住し、休日には北アルプスをはじめとした山々を歩いています。あ
いにく当日は都合がつかず出席できませんが、盛会を祈念いたします。

出席 清水智也 卒業生 2015 朝倉宏
卒業後も長崎で勤めています。転勤なども特にこれからある予定はないのでこのまま長崎永住の予定ですので、このような同
窓会で旧友に会えることを楽しみにしてます。

出席 山口  亮 卒業生 2002 小野先生
欠席 西山美奈子 秋山 卒業生 2005 武藤先生 佐賀県の吉野ヶ里町役場に勤めてます。5月から育休してます。
出席 中村 美恵子 松尾 卒業生 2004 山下 先生
出席 藤井 千春 西浦 卒業生 2002 高倉教授



欠席 中村　成孝 卒業生 2003 吉川勲、高辻俊宏通信関連の会社に勤め、あちこち転勤（金沢→大阪→東京→福岡→大阪）で動き回ってます。

欠席 荒殿潤一郎 卒業生 2002 早瀬教授
荒殿こと組長です。卒業後宮崎市役所に勤務しています。数年前に病気になり入院、手術しましたが今は元気に家族と過ごし
ています。最近ちょっとだけ格闘技復活しました。４月から農業振興課配属になり牛舎をまわるなど大変ながらも楽しい日を
おくっています。宮崎にお越しの際はご連絡ください。美味しいお店をご案内させていただきます。

出席 大串綾 卒業生 西山雅也
欠席 重富陽介 現職員
出席 山口　典之 現職員
欠席 植木智子 卒業生 2006 福島教授
出席 中村 彩友 瀬戸 卒業生 2009 長江真樹先生 結婚し、仕事に家事育児にと忙しくも充実した毎日を過ごしております。
欠席 友澤悠季 現職員
欠席 欄卓哉 卒業生 2004 高尾先生 3月からアメリカオレゴン州に赴任しており参加できません

欠席 西田　大海 卒業生 2014 武藤先生
卒業して4年目となりますが、学生のときと同じくらい伸び伸びと日々をすごしております＠熊本。今回所用で参加できませ
んので、先生方や卒業生の皆様とお会いできず、非常に残念です。次回開催（来年！？来年ですか！？）を楽しみにしており
ます。P.S.ソフトボール大会にまた参加できたら、、、と思っております。。。

出席 川波 亮介 卒業生 2014 田井村先生 北九州で働いてます。
出席 宮地祥昂 卒業生 2014 高尾教授

欠席 栗田　英光 卒業生 2002 山下樹三裕先生
20周年おめでとうございます。今は大阪に勤務する転勤族、小学校４年生と２年生の娘がいます。先日、曽爾高原ススキ野原
を家族で山歩きしました。自然体験を通した環境教育を子育てでどっぷり実践しようと思いつつも、日常はＤＳやスマホゲー
ムに負けてしまっています。

出席 佐々木 薫 卒業生 2003 中西 こずえ先生
出席 菅 恵理子 卒業生 2014 高尾教授
出席 桑原和子 その他 長崎で元気に暮らしています。

出席 髙﨑健一 卒業生 2002 武政教授
卒業後入社した会社で、色々と環境に関わる業務をずっとしてきましたが、近年はCSR等も経てHSE含めての業務を行ってお
ります＠東京

出席 廣瀬 陽 卒業生 2013 岡田二郎教授
編入学から6年間住んだ長崎を離れ、今年4月から福岡市内に移り、環境系の仕事をしています。5月以来、長崎には戻ってい
ないこともあり、しばらくホームシックになっていました。これまでお世話になった方々や先輩方、ならびにチゴガニさんに
お会いするのが楽しみです。

出席 矢口康亮 卒業生 2004 吉田雅章
欠席 野中沙希 尾山 卒業生 2012 和達先生 一昨年長崎から諫早へ引っ越し、8月から育休入ってます。
欠席 野中 有梨 嘉村 卒業生 2008 早瀬先生 現在一児の母です。子供に振り回されながらも何とか楽しくやってます。仕事は佐賀で就職し続けています。
出席 北崎英梨 卒業生 2004 早瀬隆司先生
出席 北崎　俊平 卒業生 2015 東京で最終処分場の調査・計画・設計の仕事についています。当日はよろしくお願いします。

出席 片岡和志 卒業生 2005 荒生先生
東京を拠点に写真家・自営業を営んでいます。国内外飛び回っていましたが、今年ようやく結婚し少し落ち着きそうです。同
窓会前日はパートナーの出産の為、韓国に滞在していますが皆様にお会いできることを楽しみに一時帰国します。

欠席 片岡晋彬 卒業生 2013 早瀬先生
出席 平田麻美 卒業生 2015

出席 武田学 卒業生 2003 吉田雅章
２０周年おめでとうございます。昨年末より熊本にて暮らしております。被災した文化財の修理現場で工事監理をしていま
す。皆様との再開楽しみにしています！



出席 尾﨑　真 卒業生 2005 武政先生 現在、愛知県で水処理関連の仕事をしています。今回を機会に、また新たな輪を広げることができればなぁと思っています。

欠席 樋口絵莉 卒業生 2016 仲山英樹
欠席 白石桂子 卒業生 2012
出席 日高桜子 卒業生 2016 中村修 諫早市内の学校で事務をしています。

欠席 藤田 千帆 卒業生 2004 中村 修せんせい
創設20周年、おめでとうございます。遠方のため出席できず残念です。そこそこいい年齢になり、若い頃や大学時代を懐かし
むことが増えたような気がします。今回参加の卒業生のみなさんは大学時代に戻って、欠席者の分も楽しんできてください☆

出席 土肥 美穂 卒業生 2016 仲山 英樹
出席 長岡拓也 卒業生 2006 中村剛先生
出席 中田典寿 卒業生 2002 高尾雄二先生 佐賀の有田に在住し、佐世保市の会社に勤めています。3人の父親になりました。当日は盛り上がりましょう！

出席 大関はるか 卒業生 2003 戸田清
京都の（有）ひのでやエコライフ研究所で働いて15年です。4家族で家を直しながら、まちなかでできるエコな暮らしを楽し
んでいます。

出席 太田　友美 卒業生 2012 福島先生

出席 前田 晴郎 その他 2014
工学部を卒業後、地元佐世保市鹿町町の振興を行いたいと思い、農業の研修を受けました。11月より新規就農者としてアスパ
ラガス栽培を始めます。

出席 石丸　真一 卒業生 2011 飯間　雅文 長崎から愛媛の地元に戻りました。

出席 西嶋　太郎 卒業生 2004 井手義則
卒業後、ずっと近くに住んでおりましたが、今回初めて同窓会に参加します。総会に間に合わないかもしれませんが、記念講
演には間に合うよう参加します。

欠席 神徳直美 田口 卒業生 2004 生野正剛 2児の母になりました。夫の転勤で、年末にアメリカ・ノースカロライナ州へ引っ越します。頑張ってきます！
出席 深草和美 卒業生
出席 森明子 神徳 卒業生 2008 飯間雅文 福岡県糸島市で小学校教諭として働いています。1年生の担任をしています。
欠席 小野寺 悠子 三好 卒業生 2002 下町先生 ずっと九州にいましたが、この夏、関東に引っ越しました。忙しいと言いつつ、毎日ぼやぼや過ごしてます。
出席 小笠原 七海 卒業生 2015 飯間 雅文

欠席 児玉　将太郎 卒業生 2013 田井村先生
卒業後、長崎大学の事務職員として財務関係の仕事をしております。当日は都合により参加できませんが、皆様祝賀会楽しん
でください。

欠席 山内  由美 幸島 卒業生 2003 井手義則先生
大変申し訳ありません。都合がつかず、欠席します。卒業後は福岡でシステムエンジニアとして働き、結婚後は関東に引っ越
しました。現在は、事務の仕事をしながら、子育て真っ最中です。

欠席 山崎悠 卒業生 2013 平岡教子 教授
建築用のポリウレタン系防水材・接着剤メーカーに就職し、今は東京勤務です。去年の7月に子供（♂）が産まれました。祝
20周年！！

出席 山口倫子 千々和 卒業生 2003 井上義彦 仕事をしながら子育て頑張っています。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

欠席 山口 文子 卒業生 2015 杉山 和一先生
20周年おめでとうございます。福岡で現在暮らしていますが、長崎も第二の故郷のように思っています。当日の祝賀会は所用
により欠席します。

出席 三原 千明 卒業生 2014 深見先生
欠席 阪本 陽子 青野 卒業生 2004 井手 義則 教授 結婚し、長崎市に在住です。5歳の息子がいます。卒業後、教員免許をとり、公立中学校の理科教員をしています。
出席 今村 月美 卒業生 2016 長江先生
欠席 黒田 暁 現職員 当日は学会出張のため参加できませんが、20周年をお祝いするとともに、ご盛会を祈念しております。
出席 高尾 菜箇子 平野 卒業生 2002 吉川勲先生 卒業後ずっと長崎で働いてます。久しぶりに環境の皆に会えるのを楽しみにしてます。



出席 高巣裕之 現職員
欠席 江崎 遥加 卒業生 2017 高尾 雄二 今年卒業して、社会人になりました。
欠席 橋本　太一郎 卒業生 2002 井手　義則　先生

欠席 宮原博成 卒業生 2013 高辻俊宏教授
環境科学部20周年おめでとうございます。小さい会社ながら現在福岡で環境調査・分析の仕事に携わっています。本学部卒業
生であることを誇りにこれからも精進していきます。

出席 吉満健二 卒業生 2008 吉田雅章 5期生です。転勤先の高知県が気に入ってそのまま定住。次の10年に向けて新たに仕事を構築中。子どもがふたりいます。

欠席 基志川絵里 卒業生 2006 池田幸恵
20周年、おめでとうございます！現在、長崎に住んでおりますが、今回は都合がつかず欠席いたします。ご盛会をお祈りして
おります。

欠席 横山　悟 卒業生 2002 杉山和一先生
卒業後2年間の大阪での生活を経て、現在地元の大分に帰県し、小さな街の一行政マンとしてがんばっています。長崎での4年
間は、本当に有意義で楽しかったなぁと、今でもたまに振り返っています(^_^)

欠席 永野 友子 小西 卒業生 2002 早瀬隆司教授
20周年おめでとうございます。今年3月の早瀬先生の最終講義では、1期から15期生までの約100名のゼミ生の内､９割のゼミ
卒業生と連携して､ご退職記念会を行いました。個性派ばかりでしたが、多方面で各々の魅力を大切に社会で活躍しているこ
とを共有でき、とても心強かったです。これまでご指導頂きましたことに、心から感謝申し上げます。

欠席 井川辰夫 卒業生 2002 井手義則 先生
創立20周年おめでとうございます。現在佐世保市で働いています。当日は都合により出席できませんが、ご盛会をお祈り致し
ます。

欠席 安本　実紀 卒業生 2002 奥　真美先生、井 　
創立２０周年おめでとうございます。また、運営に携わって頂いている皆様に感謝申し上げます。卒業後、東京で勤めており
ましたが、結婚を機に長崎に戻ってきました。間もなくお母さん８年生です。１男１女の子育てに日々奮闘しております。

出席 藤本　欣宏 卒業生 2002 下町先生
出席 田井村明博 現職員
欠席 前川 真理子 西 真理子 卒業生 2004 8月に3人目が産まれました^_^    佐世保で仕事に子育てに頑張ってます?
欠席 水田稚菜 卒業生 2012 才津先生
欠席 衛藤倫子 春田 卒業生 2004 戸田清先生 20周年おめでとうございます。2児の母になり、現在は東京に住んでいます。

欠席
ジン ウェイ
ウェイ

卒業生 2016 高尾雄二
20周年おめでとうございます。今は熊本で水質検査の仕事をしています。忙しい毎日ですが、充実した日々を過ごしていま
す。現在は資格取得のため頑張っています。

欠席 近藤 克彦 卒業生 2004
千葉に住んで13年目です。今は娘１人と双子の息子2人の父親をしてます。遠方のため今回の祝賀会には参加できませんが、
これからも環境科学部の益々のご発展を祈念しております。

出席 中川　啓 現職員
欠席 石井春香 江湖 卒業生 2004 葉柳和則
出席 渡辺貴史 現職員
欠席 中村 マミ 荒木 卒業生 2004 中西先生 佐世保市で働いてます。娘、息子の笑顔、寝顔に癒されて毎日過ごしてます。
出席 中村 吉史 卒業生 2004 園田先生 現在、佐世保で働いてます。妻(同学部卒)と子供2人(プラス猫1匹)で毎日慌ただしく過ごしています。

欠席 吉住 卒業生 2009 山下 樹三裕 先生
環境科学部の創立20年、誠におめでとうございます。現在は研究支援の仕事に携わせて頂いており学生時に学んだ事が活かせ
ております。ご指導頂いた先生方に心からの感謝を申し上げます。貴学部の今後ますますのご躍進を心よりお祈り致します。

出席 馬越孝道 現職員
出席 井口恵一朗 現職員



出席 河本　亮　 在校生 2016 仲山　英樹
欠席 春日博之 卒業生 2003 池永先生 熊本で環境計量士・作業環境測定士として働いています。出席できませんが、ご盛会をお祈り申し上げます。
出席 武政　剛弘 旧職員

出席 宮西　隆幸 現職員

現在は、M2、M1,B４が各１名、B3（演習配属）が３名と留学生（博士課程）が3人所属しています。英語しかわからない学
生が３人いるので、セミナーは当地流に英語と日本語のちゃんぽんでやっています。培養細胞に対する天然化学物質の影響を
実験による確認と結合モデルのシミュレーションを組み合わせて解析を試みています。そのほか、国際共同研究の関係で、多
様な原料から作ったバイオ炭の化学特性と物理特性を活かした、環境改善への応用法についても検討をするようになりまし
た。卒業生の皆さんとお会いするのを楽しみにしています。

欠席 財田瑞稀 矢野 卒業生 2014 昨年結婚し今は神戸に住んでいます。

欠席 大川　歩子 卒業生 2006 荒生先生
創設20周年、おめでとうございます。現在、熊本で微力ながら環境関係の仕事に携わっています。当日は出席できず残念です
が、盛会をお祈り申し上げます。

出席 田中　克幸 卒業生 2015 馬越　孝道先生
出席 武藤鉄司 現職員
出席 那須口牧 卒業生 松田芳朗
出席 前田幹子 旧職員
出席 渡辺 京香 卒業生 2016 仲山 英樹 准教授
出席 住田 透 在校生 仲山先生
出席 後藤梨々香 卒業生 2016 山口典之先生
出席 西江普司 卒業生 2005 高尾先生
出席 井口雄太 卒業生 2016
欠席 冨塚明 現職員

欠席 岸本　洋 卒業生 2003 熊田　裕之
北九州市に勤めています。先日、妻実家に帰省した際、当時を思い出しながら、大学構内を散歩しました。当日は出席できま
せんが、ご盛会をお祈り申し上げます。

欠席 山﨑　麻子 卒業生 2015 飯間　雅文 神奈川県横浜市に住んでいます。

欠席 遙山 典仁 卒業生 2003 葉柳先生
大村市の企業で４年働いた後、実家のお寺に戻り副住職になりました。今は、合わせて保育園の園長をしています。参加でき
ないのが残念です。

欠席 古里貴士 卒業生 2003 谷村賢治 東海大学で働いています。卒業後は名古屋で11年、いまは神奈川４年目でどんどん東に向かっています。

出席 姫野順一 旧職員

2013年に長崎大学を定年退職となり、それから2年間環境科学部の客員教授を務めた後、2016年4月から長崎外国語大学の特
任教授として観光学を教えています。2015年4月、NHKの「ブラタモリ第1回長崎」に出演した縁で、各地の卒業生からご挨
拶をいただきました。最近、長崎ケーブルメディア「ながさき古写真ライブラリー」やフジテレビの27時間テレビなど、古写
真がらみでテレビ出演が多いのですが、来春にはBS朝日2時間番組、明治維新150周年、長崎の特番を放映します。また東京
都写真美術館（3月6日～5月6日）と長崎歴史文化博物館（5月19日～6月25）で開催される「写真発祥の地の原風景　長崎」
（姫野監修）もお楽しみください。

出席 前田 郁枝 梅木 卒業生 2003 石崎勝義先生
地元 宮崎で２児の母として奮闘中です。卒業後は宮崎県庁に勤務し、昨年から自然公園の担当をしています。日本のひなた
宮崎県。宮崎にも遊びにきてくださいね。当日は、たくさんの方とお会いできることを楽しみにしています。

出席 小林　将也 卒業生 2002 石崎先生
長崎の会社に就職して水処理関係の仕事しています。中国駐在して帰ってきて、今は年の半分ぐらい東南アジアに出張する生
活です。



欠席 福田 真弓 卒業生 2006 高尾雄二先生
20周年おめでとうございます。今回は都合がつかず残念ながら欠席いたします。分析機器メーカーでエンジニアとして日々飛
び回っています。時々、環境科学部の卒業生が活躍されている客先にお邪魔することもあります。先日高尾研でお仕事をさせ
て頂き1つ夢が叶いました。

欠席 力武彩 吉中 卒業生

欠席 趙 雅鵬 卒業生 2002
連 清吉、若木
太一

唐津にある会社で海外と関係がある仕事をやっています。よく出張するため、唐津にいないかもしれませんが、唐津に来たら
ぜひ声をかけてください。

欠席 小池 雅昭 卒業生 2003 宮西 隆幸
20周年おめでとうございます。現在は奈良県の大学院大学に勤めています。宮西先生に辛抱強くご指導いただいたおかげで、
アカデミックの分野でなんとか生き残らせていただいています。当日は出席できませんが、ご盛会をお祈りいたします。

欠席 帶金 伸至 卒業生 2010 中西 こずえ先生 変わらず山梨県に勤務しています。
出席 上野 朋子 卒業生 2003 戸田 清 相変わらず長崎に住んでおります。久しぶりの再会楽しみです。
欠席 山中 香織 原口 香織 卒業生 2011 保坂先生 宮崎県で働いています。残念ながら仕事の都合で欠席しますが、次の機会にお会いできればと思います。

欠席 小澤はる奈 遠藤 卒業生 2005 中村修先生
20周年の節目を迎えられましたことお慶び申し上げます。大学院在学中に環境コンサルの仕事を立ち上げました。その後
2011年から東京に移り、環境政策に熱心な自治体のネットワーク組織の事務局として、地方自治体の環境政策をサポートし
ています。

欠席 高橋美穂 卒業生 1998 姫野順一
出席 和達容子 現職員

欠席 郷達也 卒業生 2002 吉田雅章先生
１期生の郷です。こんにちは。福岡市在住で九州で転勤族してます。中３、小６，小４，６歳、０歳の５人の父です。当日は
業務のため、夜にしかたどり着けません。どなたか１期生、２次会？か３次会を住吉市場？とか懐かしい住吉通り辺りの居酒
屋抑えておいてください（どこでもいいですが）。よろしくです！幹事の皆さま、お疲れ様です。

欠席 結城知子 入江知子 卒業生 2011 田井村先生 11月4日は私の結婚式と被ってしまい、欠席させていただきます。
欠席 山口早美 卒業生 2011 中村修 福岡で働いております。
欠席 岩﨑 丸実 小濱 卒業生 2011 中村 修先生 大学卒業後も長崎で仕事をしており、4月に第二子を出産しました。
欠席 岸田友里恵 卒業生 2011
欠席 尾崎真由美 池田真由美 卒業生 2004 池永先生
欠席 日高 芙弥子 卒業生 2011 田井村先生 福岡に在住です。

欠席 柴田 美智子 小川 その他 佐久間 正
2007年入学の10期です。中退後から神奈川で暮らし始めて、6年が経ちました。もうすぐ2歳になる息子がいて、年が明けた
ら娘も生まれる予定です。当日は参加出来ずとても残念です。みなさんはお元気ですか。

欠席 田村ちせ 腹巻 卒業生 2003 土屋勝彦先生
佐賀在住です。新聞社に勤務していましたが、昨年第1子を出産し、只今育休中です。そして、先日、第2子を授かり、これか
ら、子育てに奮闘するライフワークになりそうです。

欠席 岡庭　咲 卒業生 2011 中村修 私用のため欠席致します。皆様楽しんでこられてください。
欠席 沼田 恵理子 卒業生 2011 中村修先生
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