
小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会のご案内 

 

謹啓 皆々様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、熊本大学大学院先端科学研究部小林一郎教授におかれましては、来る平成２９

年３月３１日をもって定年にてご退職されることとなりました。 

先生は、昭和５１年４月熊本大学工学部に助手として着任され、以来４１年間土木史、

景観デザイン、建設分野への ICT 活用などの教育研究にご尽力されました。工学部で創設

されたティーチング・アワードの第一回受賞者のお一人です。また、研究室の関係者が2度

にわたり土木学会・論文賞奨励賞を受賞したのは、地方大学では極めて希なことであります。

学会活動では、土木学会・土木史研究委員会委員長、選奨土木遺産選考委員会委

員長、などを歴任され、学会の運営と発展に貢献されました。加えて、国土交通省・CIM 導

入推進委員会委員、国土交通省九州地方整備局・景観委員会委員長、同・九州地方

CIM 導入検討会委員長、岩国市・錦帯橋世界文化遺産専門委員会委員長、風景デザ

イン研究会会長、などを務められ、社会貢献活動においても多くの実績を残されました。 

つきましては、先生のご退職にあたり、これまでのご功績を讃えて、感謝の意を表しますとと

もに、益々のご活躍とご健康をお祈りいたしたく、最終講義、ならびに定年退職記念祝賀会

を下記の通り開催する運びとなりました。ご多忙の時節とは存じますが、是非ともご交流のあ

った皆々様のご参集をお待ちしております。 

謹白 

 

平成 28 年 12 月吉日 

小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会 

発起人代表 熊本大学大学院先端科学研究部准教授 星野裕司 

 

記 

 
最終講義   講師：社会環境工学科 小林一郎 教授 

演題：「三つの重要 3 項目と一つの想い」 

日時：平成 29 年 2 月 17 日（金） 14：30～16：00（13：30 より受付） 

場所：工学部 2 号館 223 教室 

 

祝賀会     日時：平成 29 年 2 月 17 日（金） 18：00～20：00（17：00 より受付） 

          場所：ホテル メルパルク熊本 ２F 立田 

              熊本市中央区水道町 14-1 

          会費：壱萬円 



追伸       １）ご出席のお返事は、お一人につき一枚、参加申込書に記入の上、 

メールにて平成 29 年 1 月 20 日（金）までにご返信ください。地震の影響

でファックスでの受付ができません。ご了承ください。 

          ２）祝賀会は、会場に限りがあるため人数の制限がございます。また、卒業

生を中心に行いたいという小林教授の意向もありますので、参加をお断り

することがございます。参加の可否につきましては、お申込みされたメール

アドレス宛に、1 月中にお返事させていただきます。ご了承ください。 

          ３）一人でも多くの旧知の方と卒業生に、最終講義に来ていただくために、

周りにいらっしゃる方々、ご連絡先をご存知の方々にも周知してくださいま

すと幸いです。 

４）駐車場の準備はございません。地震の影響で学内工事中のため、お車

でのご来校はご遠慮いただき、公共交通機関をご利用願います。 

５）ご不明な点がおありの際は、お手数ですが事務局までお問い合わせくだ

さい。皆様とお会いできることを楽しみにしております。 

 

事務局     小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会事務局 

          熊本大学工学部 社会環境工学科 小林研究室 中島幸香 

          860-8555 熊本市中央区黒髪二丁目３９番１号 

          Tel.096-342-3670 E-mail: yucca@kumamoto-u.ac.jp 

 

発起人    

中川 博人 西野 公雄 緒方 正剛 浪内 敬二 藤川 真一 橋本 淳也 

東  高徳 大村 祐司 野村 大樹 増田 剛士 山根 崇 関 宏一郎 

宮嵜 修 本田 泰寛 村岡 哲 戸塚 誠司 福地 良彦 髙橋 伸和 

吉村 真一 難波 正幸 吉澤 直樹 萩原 健志 日高 建児 増田 敦彦 

松永 正大 永野 謙一 井芹絵里奈 馬場 健 毛利 洋子 荒木 佳重 

中村 浩 西村 渉 渡邉 健介 青井 克志 橋本 大志 増山 晃太 

松尾 和人 松尾賢太郎 椎葉 祐士 椎葉 航 永村 景子 小林 幸香 

山口 修平 柿本 亮大 山田 裕貴 藤島 崇 堤  正雄 中村 大祐 

竹下 史朗 松尾 健二 九鬼 裕之 坂口 将人 高尾 篤志 小林 優一 

鶴我 祥太 寺中 愛瑛 山村 洋平 江頭 遼一 高橋 優介 野間 卓志 

秋山 慶介 嶋津 卓郎 山中 孝文 高田 哲聖 加藤 楓 川崎 仁美 

チャンシャオラッサミー・ウォンサコルン 中嶋 陽 水野 純生 上原 隆志 

亀井 翔太 紫垣 萌     

 （敬称略、順不同）                 

以上 



熊本大学 小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会 

参加申込書 

 

平成 29 年 2 月 17 日（金）開催の小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会へ

の参加について、以下の通り申し込みます。 

 

申し込み日      年     月     日 

 

参加行事 ※参加される行事をお選びください 

□ 最終講義 

□ 祝賀会  （人数制限があり、お断りすることがございます。ご了承ください。） 

 

参加区分 

□ 本学の卒業生・修了生  （卒業または修了年：              ） 

□ 本学の教職員      （ご所属：                    ） 

□ 本学以外からのご参加  （ご関係・ご所属：                ） 

 

※小林先生へのメッセージ、事務局へのご連絡などございましたら以下にお願いします。 

 

 

 

 

 

締切  平成 29 年１月 20 日（金） 必着 

返送先：小林一郎教授 最終講義・定年退職記念祝賀会事務局 

中島幸香 yucca@kumamoto-u.ac.jp 

※申込書の添付、もしくは参加申込書の内容を本文にご記載ください。 

氏 名（ふりがな） 
 

郵便番号 
 

住  所 
 

電話番号 
 

メールアドレス 
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