
奨学生採用人数の推移
2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

9大学院生 2 7 6
22大 学 生 23 20 24
31合　　計 25 27 30
89奨学生数 93 91 83

2022年度　奨学生採用校一覧表

東京大学 東京音楽大学 東京農業大学 明治大学 立教大学

早稲田大学 同志社大学 立命館大学 京都大学 筑波大学

中央大学 第一工科大学 横浜市立大学 明治学院大学 京都外国語大学

北海道大学 青山学院大学 慶應義塾大学 芝浦工業大学 聖マリアンナ医科大学

採用状況
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この会報誌は、適切に管理されたFSC®認証林およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。
また、読みやすいユニバーサルデザイン文字を採用しています。

私は冬の寒さよりも夏の暑さが苦手で、特に今年の猛暑には参っています。最高気温
が体温よりも高くなることなど、幼少期には考えられませんでした。最近では気象庁が
不要な外出を控えるよう注意喚起を行うことが普通となり、夏休みにも関わらず近所
の子供達は屋外へ出てきません。もはや異常気象で片付けることができないほど、
地球環境は昔とは変わってしまったようです。皆さんは学業や研究に精を出されて
いることかと存じますが、くれぐれもご自愛ください。さて、私事ではございますが、
転勤により今回で事務局を離れることとなりました。短い間ではございましたが、
ありがとうございました。 （寺井）

事務局だより

役員一覧

2022年度 研究助成金一覧表
1
2
3
4
5
6
7
8

芝浦工業大学　　建築学部建築学科　　准教授　岡崎　瑠美　　地方都市における建築遺産のデジタルアーカイブの活用に関する研究

芝浦工業大学　　工学部土木工学科　　准教授　楽　　奕平　　パーク＆ライドの社会実験による観光地の渋滞回避と周遊促進に向けたリアルタイムの情報提供方策に関する実証研究

東海大学　　　　建築都市学部建築学科　教　授　高橋　　達　　外張り断熱・二重通気構法住宅におけるエアコン冷房が室内熱環境と壁体内軸組み保存性に与える影響の研究

東海大学　　　　建築都市学部建築学科　教　授　山川　　智　　東海大学湘南キャンパスのゼロカーボン・キャンパス化に向けた研究

東京大学　　　　大学院工学系研究科　建築学専攻　准教授　松田　雄二　　居住支援法人による住宅確保要配慮者への居住支援の実態と課題

早稲田大学理工学術院 創造理工学部建築学科　准教授　石田　航星　　作業日数にばらつきのあるPERT/CPMによる工事期間の予測手法に関する研究

早稲田大学理工学術院 創造理工学部　社会環境工学科　教　授　小野　　潔　　SBHSを用いた鋼桁の弾塑性挙動に関する解析的研究

京都大学　　　　防災研究所　　　　　准教授　西嶋　一欽　　RTK測位に基づく有風下での構造物変位計測と風速推定

（順不同・敬称略）

研究報告書
　2021年度の研究報告書第9号を発刊しました。その表紙です。戸田育英財団では大学における建築学・土木工学
に関する研究への助成を行うことによって学術研究の発展に寄与することを目的としています。
　2021年度は10課題、2022年度は8課題に研究助成金が決定されました。

理事会・評議員会
2年振りに対面での役員会が開催され各議案が各々可決・承認されました。
〈理事会〉
決議日：令和４年5月18日
議　案：①令和3年度決算報告及び事業報告承認に関する件

②評議員会の議案の件　③その他職務報告
〈評議員会〉
決議日：令和４年6月15日
議　案：①令和３年度決算報告及び事業報告承認に関する件
 ②その他職務報告・募集状況

理事 役職等
戸田　博子　理事長
岡　　敏朗　副理事長
齋藤　佳郎　常務理事
秋葉　邦彦　業務執行理事
明石　勝也
西原　春夫
畔柳　信雄
田中　俊六

大一殖産取締役
元戸田建設専務執行役員
元茨城県教育財団理事長
戸田建設土木事業本部本部長付
聖マリアンナ医科大学理事長
早稲田大学名誉教授
三菱UFＪ銀行名誉顧問
東海大学名誉教授

奨学生選考委員会
オンラインによる面接を実施しました。
（第1次）課題作文①30代からの将来の夢　②6つの言葉から2つを選択し記述
（第2次）グループ面接及び全体でのディスカッション
面接日：令和４年６月１２日

研究助成選考委員会
選考委員会が開催され8名の方が決定されました。
審査日：令和４年８月5日

選考委員 役職等
元三菱UFJモルガンスタンレー証券社長
日本女子大学非常勤講師
司法書士
元戸田建設執行役員技術研究所長
戸田育英財団理事・東海大学名誉教授
元戸田道路社長
戸田育英財団副理事長

秋草　史幸
加藤　典子
大野　仁子
千葉　　脩
田中　俊六
宗　　長久
岡　　敏朗

奨学生選考委員長
奨学生選考委員
奨学生選考委員
研究助成選考委員長
研究助成選考委員
研究助成選考委員
選考委員

評議員 役職等
白井　克彦
三宅　占二
富家　　孝
花田　　力
土屋　　裕
久保庭啓一郎
大久保　勉
太田　哲夫
羽田　正沖

早稲田大学名誉教授
キリンホールディングス名誉相談役
医師・ジャーナリスト
京成電鉄相談役
エーザイ相談役
日本経済新聞社客員
元東京海上火災保険常務取締役
元戸田建設執行役員人事部長
戸田建設イノベーション戦略部次長

監事 役職等
原田　正周
小山　慶子

弁護士
公認会計士、戸田育英財団OG
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長生きの秘訣は何かと問われれば
　私は日中戦争、太平洋戦争時代、十分食事がとれない時期に育ったから、長生きはしないだろうと思ってい
た。ところが今年で94歳。とても元気でいる。そこで多くの人から長生きの秘訣は何かと聞かれるようになっ
た。素人の感覚だから科学的に正しいかどうかは知らないが、体は細胞から成り立っている。細胞が生き生きと
働けば働くほど健康になるのではないか。特に全身の細胞は脳細胞の指令によって働くのだから、脳細胞を活
性化させるのが健康のもとに違いない。とすれば、いつも「頭を使う」ことが先決だということになる。私は中学
生のころから水泳部に入っていて、主将とか委員長を務め、特に時期が終戦の前後だからプールの管理や食料
の確保など、今から想像もつかない体験をさせられた。つまり若い時から四六時中「どうするか」を考え続ける
習慣を身に付けさせられたのである。それは後年、大学紛争時代に学部長を務めたり、大学総長や私立大学
連盟会長などの重職に任ぜられた時期に連なっていった。老齢に達した今、私は東アジアを戦争の無い地域に
しようと大忙しである。
　つまり長生きの秘訣の根幹は、「いつでも頭を使い続ける」ことである。ボーッと時を過ごしてはいけない。
いつでも計画を立て、夜寝るとき以外「どうするか」を考え続ける。そこから希望や理想も生まれてくるだろう。
歳とる暇もなくなってくるし、人生ますます面白くなってくる。

早稲田大学元総長
公益財団法人
戸田育英財団理事

西原　春夫
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新奨学生紹介／30代からの将来の夢

2 3

8

東京音楽大学
音楽学部ピアノ演奏家コース 2

音楽講座を開き、大学で極めたピアノの技術を活かして
音楽の活動の場を広げることです。

生紹介／ 代から 将来

1

北海道大学
工学部応用理工系学科 2

男女共同参画社会を作り上げるために「既製食品」の分野
で貢献したい。
男女共同参画社会を作り
で貢献したい。

2

青山学院大学
教育人間科学部心理学科 2

30代になっても目標に向かって努力する姿勢を忘れずに
いたい。
30代になっても目標に向
いたい。

3

慶應義塾大学
総合政策学部総合政策学科 2

30代で国を支えられるような人材に、そして社会の為に
還元できるような人材になりたい。
30代で国を支えられるよ
還元できるような人材にな

4

芝浦工業大学
工学部機械工学科 2

自然災害、戦争などの社会的問題に対して、問題解決できる
エンジニアになるのが夢です。
自然災害、戦争などの社会
エンジニアになるのが夢で

5

聖マリアンナ医科大学
医学部医学科 1

30代の間に大学病院で多くの経験を積み、開業医として
地域に貢献していきたい。
30代の間に大学病院で多
地域に貢献していきたい。

6

聖マリアンナ医科大学
医学部医学科 1

働き始めて3年後には30歳になりますが、出来るだけ早く
自分の医院を持ちたいと考えています。
働き始めて3年後には30
自分の医院を持ちたいと考

7

東京大学
教養学部文科一類 1

自身発のCSV理念に基づくプロジェクトを立ち上げたいと
思っています。

氏名 学校・学部・専攻 年

16

京都大学
経済学部経済経営学科 1

経済学の研究を通して、日本の経済成長に何らかの貢献が
できることである。

9

東京農業大学
生命科学部分子生命化学科 1

私の一番の夢は、アンチエイジングの研究をしてヒトの
寿命を延ばすことです。
私の一番の夢は、アンチ
寿命を延ばすことです。

10

明治大学
国際日本学部国際日本学科 1

利己的な大人としてではなく、優しさを持った大人として
生きることを30代には望みたい。
利己的な大人としてでは
生きることを30代には望

11

立教大学
異文化コミュニケーション学部 1

30代は定年退職までの折り返し地点であり、夢は日本と
海外とをつなげる職に就くことだ。
30代は定年退職までの折
海外とをつなげる職に就

12

早稲田大学
国際教養学部国際教養学科 2

公共政策の分野から女性のグローバルリーダーになり、
格差で苦しんでいる人を救いたい。
公共政策の分野から女性
格差で苦しんでいる人を救

13

同志社大学
文化情報学部文化情報学科 1

コンピューターの知識と技術を身に付け、スポーツ番組の
制作に携わること。
コンピューターの知識と
制作に携わること。

14

立命館大学
文学部人文学科 2

教育者として社会に貢献すること、国語教師、日本語
教師、研究者かは決定していない。
教育者として社会に貢献
教師、研究者かは決定して

15

京都大学
工学部工業化学科 1

人工光合成の研究に従事し、環境負荷の小さいシステムを
実現、動植物の場所を守ること。

氏名 学校・学部・専攻 年

24

芝浦工業大学
大学院システム理工学専攻 院１

乗り物に携われるメーカーに就職し、世界中に愛される
製品の開発をしたい。

17

筑波大学
体育専門学群 2

マイナースポーツを広めたく、メディア系の道へと進み
たいと考えています。
マイナースポーツを広め
たいと考えています。

18

中央大学
理工学部物理学科 2

物理学を活かしやりがいを感じられる仕事に就く。
（災害対策・プログラミング・製品開発等）
物理学を活かしやりがいを
（災害対策・プログラミン

19

第一工科大学
工学部情報電子システム工学科 2

衛星データを活用したビジネスをおこなっている企業に
就職することです。
衛星データを活用したビ
就職することです。

20

横浜市立大学
国際教養学部国際教養学科 1

英語、スペイン語の言語運用能力を活かし、世界規模の
環境問題の解決と貧困格差の是正。
英語、スペイン語の言語
環境問題の解決と貧困格差

21

明治学院大学
国際学部国際学科 1

幼少期から映画が好きなので、映画業界に携わり、自分で
ストーリーや言葉を生み形にする。
幼少期から映画が好きな
ストーリーや言葉を生み形

22

京都外国語大学
外国語学部フランス語学科 2

今の私には明確な夢がない。アナウンサーになりたいな、
留学して世界を見たいなぐらいだ。
今の私には明確な夢がな
留学して世界を見たいな

23

慶應義塾大学
大学院政策メディア研究科 院１

モビリティー技術の自動運転化を加速させ、交通社会の
課題を減らすことに貢献すること。

氏名 学校・学部・専攻 年

31

同志社大学
大学院理工学研究科 院１

①生活面の夢で幸せな家庭を築くこと②幅広く技術者と
して社会に貢献することです。

25

東京農業大学
大学院生命化学研究科分子生命化学専攻 院１

研究職に教職に家庭に。私の30代とその先は、大忙しの
人生になるだろう。
研究職に教職に家庭に。
人生になるだろう。

26

明治大学
大学院文学研究科 院１

研究を続けつつ、大学で講師として教師を目指している
大学生に指導していきたい。
研究を続けつつ、大学で
大学生に指導していきたい

27

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

建築や都市空間の環境と快適性について考えることが
できる仕事に関わりたい。
建築や都市空間の環境
できる仕事に関わりたい。

28

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

思想を元にした設計に携わりたい。「私は無い/私ではない」全容は
明らかでないが設計の芯を与えてくれる理論であると、私は信じている。
思想を元にした設計に携わり
明らかでないが設計の芯を与え

29

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

自分と向き合い心の声を聞き前を向いて決断していく、
肯定していく、それが夢である。
自分と向き合い心の声を
肯定していく、それが夢で

30

早稲田大学
大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻 院１

データサイエンティストになることである。将来の夢の
為、コツコツと頑張っていきたい。

氏名 学校・学部・専攻 年

奨学生！ ナウ！ Ｎｏｗ！ 今！

研究活動に没頭する夏
北海道大学 工学部4年　　　　　　　

　戸田育英財団奨学生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は、
卒業研究テーマである、近赤外レーザーや光ファイバーを使い、
マウスの脳を観察するための蛍光顕微鏡の開発をしています。
　昨年の12月頃から自身の研究に関する論文を読んでいますが、
実際に自分の手によって顕微鏡を作ることは段違いに難しく、時間を
忘れるほど没頭してしまうものでもあります。実験では、光ファイバー
やレンズといった光学部品の中を、レーザー光がどのように伝搬する
か予測し、最適な光学系を設計することが求められます。そのために
実験と並行し、レーザーの原理をはじめとする光学に関する勉強も
しています。
　日々の研究活動では毎日の
ように予期せぬ課題に直面
しますが、諦めず、少しでも
早く結果を出せるよう、日々
精進してまいります。

韓国に留学、宇宙工学を学ぶ日々
九州工業大学 宇宙システム工学科3年　　　　　　

ぶ日々
学科3年 　　　　　

　皆様いかがお過ごしでしょうか？私は韓日共同高等教育留学生交流
事業学部短期課程の留学生に採択され8月から韓国海洋大学校、
9月から協定校の国立釜山大学校航空宇宙工学科に留学しています。
　韓国海洋大学校では、船舶理論や韓国文化についての勉強をしま
した。釜山大学校では、航空宇宙工学科に入り現地の学生と同じ環境
で韓国語で授業を聞いています。隣国であることから将来共同で
行われる研究などもあると考え、韓国の言葉や文化を理解している
と研究もより良い方向に進むと思い、韓国で
宇宙工学を学ぶことを決意しました。
　韓国は日本の隣国でありながら、文化や考え
方など様々な面で違いがみられます。勉強面
だけでなく、文化を理解し視野を広げて様々な
ことに挑戦する留学生活を送りたいと思います。
韓国文化体験の時にチマチョゴリを着た写真
です。

工学部4年　　　　　　　
お過ごしでしょうか。私は、
ーや光ファイバーを使い、
の開発をしています。

韓

皆
事業
9月か

今春卒業された奨学生の皆さんの進路
今後のご活躍をお祈りします！
ホームページに「奨学生に贈る言葉」を掲載しています。

卒業生名簿

氏名 学校名
　　　　　　　北海道大学大学院
　　　　　　　北海道大学
　　　　　　　青山学院大学
　　　　　　　慶應義塾大学
　　　　　　　芝浦工業大学大学院
　　　　　　　芝浦工業大学
　　　　　　　聖マリアンナ医科大学
　　　　　　　聖マリアンナ医科大学
　　　　　　　東海大学
　　　　　　　東海大学
　　　　　　　東京大学
　　　　　　　東京大学
　　　　　　　東京音楽大学
　　　　　　　東京農業大学
　　　　　　　東京農業大学
　　　　　　　明治大学

氏名 学校名
　　　　　　　明治大学
　　　　　　　立教大学
　　　　　　　早稲田大学大学院
　　　　　　　早稲田大学大学院
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　同志社大学
　　　　　　　立命館大学
　　　　　　　京都大学大学院
　　　　　　　京都大学
　　　　　　　京都大学
　　　　　　　筑波大学大学院
　　　　　　　東京理科大学
　　　　　　　東京福祉大学

載しています。

氏名
　　　　　　 北海道
　　　　　　　北海道
　　　　　　　青山学
　　　　　　　慶應義
　　　　　　　芝浦工
　　　　　　 芝浦工
　　　　　　　聖マリ
　　　　　　　聖マリ
　　　　　　　東海大
　　　　　　 東海大
　　　　　　　東京大
　　　　　　　東京大
　　　　　　　東京音
　　　　　　　東京農
　　　　　　　東京農
　　　　　　　明治大

卒業生名簿

氏名
　　　　　　 明治大
　　　　　　　立教大
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　 早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　同志社
　　　　　　 立命館
　　　　　　　京都大
　　　　　　　京都大
　　　　　　　京都大
　　　　　　　筑波大
　　　　　　　東京理
　　　　　　　東京福

進学
慶應義塾大学大学院
芝浦工業大学大学院
東北大学大学院
東京大学大学院
東京音楽大学科目等履修生
東京農業大学大学院
明治大学大学院
早稲田大学大学院
同志社大学大学院
司法試験受験
昭和大学医学部附属看護専門学校

官庁
金融庁

医療・保険等
誠巧会作間歯科医院
静岡市立清水病院
聖マリアンナ医科大学病院
アクサ生命保険株式会社

メーカー
株式会社クラレ
株式会社堀場エステック

電力・設計事務所
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社三菱地所設計

IT関連・コンサル等
株式会社Salesforce Japan
株式会社じょぶれい
株式会社古田土経営
株式会社アクセンチュア
ボストンコンサルティンググループ東京オフィス
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式会社コングレ

進路
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新奨学生紹介／30代からの将来の夢

2 3

8

東京音楽大学
音楽学部ピアノ演奏家コース 2

音楽講座を開き、大学で極めたピアノの技術を活かして
音楽の活動の場を広げることです。

生紹介／ 代から 将来

1

北海道大学
工学部応用理工系学科 2

男女共同参画社会を作り上げるために「既製食品」の分野
で貢献したい。
男女共同参画社会を作り
で貢献したい。

2

青山学院大学
教育人間科学部心理学科 2

30代になっても目標に向かって努力する姿勢を忘れずに
いたい。
30代になっても目標に向
いたい。

3

慶應義塾大学
総合政策学部総合政策学科 2

30代で国を支えられるような人材に、そして社会の為に
還元できるような人材になりたい。
30代で国を支えられるよ
還元できるような人材にな

4

芝浦工業大学
工学部機械工学科 2

自然災害、戦争などの社会的問題に対して、問題解決できる
エンジニアになるのが夢です。
自然災害、戦争などの社会
エンジニアになるのが夢で

5

聖マリアンナ医科大学
医学部医学科 1

30代の間に大学病院で多くの経験を積み、開業医として
地域に貢献していきたい。
30代の間に大学病院で多
地域に貢献していきたい。

6

聖マリアンナ医科大学
医学部医学科 1

働き始めて3年後には30歳になりますが、出来るだけ早く
自分の医院を持ちたいと考えています。
働き始めて3年後には30
自分の医院を持ちたいと考

7

東京大学
教養学部文科一類 1

自身発のCSV理念に基づくプロジェクトを立ち上げたいと
思っています。

氏名 学校・学部・専攻 年

16

京都大学
経済学部経済経営学科 1

経済学の研究を通して、日本の経済成長に何らかの貢献が
できることである。

9

東京農業大学
生命科学部分子生命化学科 1

私の一番の夢は、アンチエイジングの研究をしてヒトの
寿命を延ばすことです。
私の一番の夢は、アンチ
寿命を延ばすことです。

10

明治大学
国際日本学部国際日本学科 1

利己的な大人としてではなく、優しさを持った大人として
生きることを30代には望みたい。
利己的な大人としてでは
生きることを30代には望

11

立教大学
異文化コミュニケーション学部 1

30代は定年退職までの折り返し地点であり、夢は日本と
海外とをつなげる職に就くことだ。
30代は定年退職までの折
海外とをつなげる職に就

12

早稲田大学
国際教養学部国際教養学科 2

公共政策の分野から女性のグローバルリーダーになり、
格差で苦しんでいる人を救いたい。
公共政策の分野から女性
格差で苦しんでいる人を救

13

同志社大学
文化情報学部文化情報学科 1

コンピューターの知識と技術を身に付け、スポーツ番組の
制作に携わること。
コンピューターの知識と
制作に携わること。

14

立命館大学
文学部人文学科 2

教育者として社会に貢献すること、国語教師、日本語
教師、研究者かは決定していない。
教育者として社会に貢献
教師、研究者かは決定して

15

京都大学
工学部工業化学科 1

人工光合成の研究に従事し、環境負荷の小さいシステムを
実現、動植物の場所を守ること。

氏名 学校・学部・専攻 年

24

芝浦工業大学
大学院システム理工学専攻 院１

乗り物に携われるメーカーに就職し、世界中に愛される
製品の開発をしたい。

17

筑波大学
体育専門学群 2

マイナースポーツを広めたく、メディア系の道へと進み
たいと考えています。
マイナースポーツを広め
たいと考えています。

18

中央大学
理工学部物理学科 2

物理学を活かしやりがいを感じられる仕事に就く。
（災害対策・プログラミング・製品開発等）
物理学を活かしやりがいを
（災害対策・プログラミン

19

第一工科大学
工学部情報電子システム工学科 2

衛星データを活用したビジネスをおこなっている企業に
就職することです。
衛星データを活用したビ
就職することです。

20

横浜市立大学
国際教養学部国際教養学科 1

英語、スペイン語の言語運用能力を活かし、世界規模の
環境問題の解決と貧困格差の是正。
英語、スペイン語の言語
環境問題の解決と貧困格差

21

明治学院大学
国際学部国際学科 1

幼少期から映画が好きなので、映画業界に携わり、自分で
ストーリーや言葉を生み形にする。
幼少期から映画が好きな
ストーリーや言葉を生み形

22

京都外国語大学
外国語学部フランス語学科 2

今の私には明確な夢がない。アナウンサーになりたいな、
留学して世界を見たいなぐらいだ。
今の私には明確な夢がな
留学して世界を見たいな

23

慶應義塾大学
大学院政策メディア研究科 院１

モビリティー技術の自動運転化を加速させ、交通社会の
課題を減らすことに貢献すること。

氏名 学校・学部・専攻 年

31

同志社大学
大学院理工学研究科 院１

①生活面の夢で幸せな家庭を築くこと②幅広く技術者と
して社会に貢献することです。

25

東京農業大学
大学院生命化学研究科分子生命化学専攻 院１

研究職に教職に家庭に。私の30代とその先は、大忙しの
人生になるだろう。
研究職に教職に家庭に。
人生になるだろう。

26

明治大学
大学院文学研究科 院１

研究を続けつつ、大学で講師として教師を目指している
大学生に指導していきたい。
研究を続けつつ、大学で
大学生に指導していきたい

27

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

建築や都市空間の環境と快適性について考えることが
できる仕事に関わりたい。
建築や都市空間の環境
できる仕事に関わりたい。

28

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

思想を元にした設計に携わりたい。「私は無い/私ではない」全容は
明らかでないが設計の芯を与えてくれる理論であると、私は信じている。
思想を元にした設計に携わり
明らかでないが設計の芯を与え

29

早稲田大学
大学院創造理工学研究科建築学専攻 院１

自分と向き合い心の声を聞き前を向いて決断していく、
肯定していく、それが夢である。
自分と向き合い心の声を
肯定していく、それが夢で

30

早稲田大学
大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻 院１

データサイエンティストになることである。将来の夢の
為、コツコツと頑張っていきたい。

氏名 学校・学部・専攻 年

奨学生！ ナウ！ Ｎｏｗ！ 今！

研究活動に没頭する夏
北海道大学 工学部4年　　　　　　　

　戸田育英財団奨学生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は、
卒業研究テーマである、近赤外レーザーや光ファイバーを使い、
マウスの脳を観察するための蛍光顕微鏡の開発をしています。
　昨年の12月頃から自身の研究に関する論文を読んでいますが、
実際に自分の手によって顕微鏡を作ることは段違いに難しく、時間を
忘れるほど没頭してしまうものでもあります。実験では、光ファイバー
やレンズといった光学部品の中を、レーザー光がどのように伝搬する
か予測し、最適な光学系を設計することが求められます。そのために
実験と並行し、レーザーの原理をはじめとする光学に関する勉強も
しています。
　日々の研究活動では毎日の
ように予期せぬ課題に直面
しますが、諦めず、少しでも
早く結果を出せるよう、日々
精進してまいります。

韓国に留学、宇宙工学を学ぶ日々
九州工業大学 宇宙システム工学科3年　　　　　　

ぶ日々
学科3年 　　　　　

　皆様いかがお過ごしでしょうか？私は韓日共同高等教育留学生交流
事業学部短期課程の留学生に採択され8月から韓国海洋大学校、
9月から協定校の国立釜山大学校航空宇宙工学科に留学しています。
　韓国海洋大学校では、船舶理論や韓国文化についての勉強をしま
した。釜山大学校では、航空宇宙工学科に入り現地の学生と同じ環境
で韓国語で授業を聞いています。隣国であることから将来共同で
行われる研究などもあると考え、韓国の言葉や文化を理解している
と研究もより良い方向に進むと思い、韓国で
宇宙工学を学ぶことを決意しました。
　韓国は日本の隣国でありながら、文化や考え
方など様々な面で違いがみられます。勉強面
だけでなく、文化を理解し視野を広げて様々な
ことに挑戦する留学生活を送りたいと思います。
韓国文化体験の時にチマチョゴリを着た写真
です。

工学部4年　　　　　　　
お過ごしでしょうか。私は、
ーや光ファイバーを使い、
の開発をしています。

韓

皆
事業
9月か

今春卒業された奨学生の皆さんの進路
今後のご活躍をお祈りします！
ホームページに「奨学生に贈る言葉」を掲載しています。

卒業生名簿

氏名 学校名
　　　　　　　北海道大学大学院
　　　　　　　北海道大学
　　　　　　　青山学院大学
　　　　　　　慶應義塾大学
　　　　　　　芝浦工業大学大学院
　　　　　　　芝浦工業大学
　　　　　　　聖マリアンナ医科大学
　　　　　　　聖マリアンナ医科大学
　　　　　　　東海大学
　　　　　　　東海大学
　　　　　　　東京大学
　　　　　　　東京大学
　　　　　　　東京音楽大学
　　　　　　　東京農業大学
　　　　　　　東京農業大学
　　　　　　　明治大学

氏名 学校名
　　　　　　　明治大学
　　　　　　　立教大学
　　　　　　　早稲田大学大学院
　　　　　　　早稲田大学大学院
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　早稲田大学
　　　　　　　同志社大学
　　　　　　　立命館大学
　　　　　　　京都大学大学院
　　　　　　　京都大学
　　　　　　　京都大学
　　　　　　　筑波大学大学院
　　　　　　　東京理科大学
　　　　　　　東京福祉大学

載しています。

氏名
　　　　　　 北海道
　　　　　　　北海道
　　　　　　　青山学
　　　　　　　慶應義
　　　　　　　芝浦工
　　　　　　 芝浦工
　　　　　　　聖マリ
　　　　　　　聖マリ
　　　　　　　東海大
　　　　　　 東海大
　　　　　　　東京大
　　　　　　　東京大
　　　　　　　東京音
　　　　　　　東京農
　　　　　　　東京農
　　　　　　　明治大

卒業生名簿

氏名
　　　　　　 明治大
　　　　　　　立教大
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　 早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　早稲田
　　　　　　　同志社
　　　　　　 立命館
　　　　　　　京都大
　　　　　　　京都大
　　　　　　　京都大
　　　　　　　筑波大
　　　　　　　東京理
　　　　　　　東京福

進学
慶應義塾大学大学院
芝浦工業大学大学院
東北大学大学院
東京大学大学院
東京音楽大学科目等履修生
東京農業大学大学院
明治大学大学院
早稲田大学大学院
同志社大学大学院
司法試験受験
昭和大学医学部附属看護専門学校

官庁
金融庁

医療・保険等
誠巧会作間歯科医院
静岡市立清水病院
聖マリアンナ医科大学病院
アクサ生命保険株式会社

メーカー
株式会社クラレ
株式会社堀場エステック

電力・設計事務所
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社三菱地所設計

IT関連・コンサル等
株式会社Salesforce Japan
株式会社じょぶれい
株式会社古田土経営
株式会社アクセンチュア
ボストンコンサルティンググループ東京オフィス
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式会社コングレ

進路
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奨学生採用人数の推移
2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

9大学院生 2 7 6
22大 学 生 23 20 24
31合　　計 25 27 30
89奨学生数 93 91 83

2022年度　奨学生採用校一覧表

東京大学 東京音楽大学 東京農業大学 明治大学 立教大学

早稲田大学 同志社大学 立命館大学 京都大学 筑波大学

中央大学 第一工科大学 横浜市立大学 明治学院大学 京都外国語大学

北海道大学 青山学院大学 慶應義塾大学 芝浦工業大学 聖マリアンナ医科大学

採用状況

制作：六三印刷株式会社
この会報誌は、適切に管理されたFSC®認証林およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。
また、読みやすいユニバーサルデザイン文字を採用しています。

私は冬の寒さよりも夏の暑さが苦手で、特に今年の猛暑には参っています。最高気温
が体温よりも高くなることなど、幼少期には考えられませんでした。最近では気象庁が
不要な外出を控えるよう注意喚起を行うことが普通となり、夏休みにも関わらず近所
の子供達は屋外へ出てきません。もはや異常気象で片付けることができないほど、
地球環境は昔とは変わってしまったようです。皆さんは学業や研究に精を出されて
いることかと存じますが、くれぐれもご自愛ください。さて、私事ではございますが、
転勤により今回で事務局を離れることとなりました。短い間ではございましたが、
ありがとうございました。 （寺井）

事務局だより

役員一覧

2022年度 研究助成金一覧表
1
2
3
4
5
6
7
8

芝浦工業大学　　建築学部建築学科　　准教授　岡崎　瑠美　　地方都市における建築遺産のデジタルアーカイブの活用に関する研究

芝浦工業大学　　工学部土木工学科　　准教授　楽　　奕平　　パーク＆ライドの社会実験による観光地の渋滞回避と周遊促進に向けたリアルタイムの情報提供方策に関する実証研究

東海大学　　　　建築都市学部建築学科　教　授　高橋　　達　　外張り断熱・二重通気構法住宅におけるエアコン冷房が室内熱環境と壁体内軸組み保存性に与える影響の研究

東海大学　　　　建築都市学部建築学科　教　授　山川　　智　　東海大学湘南キャンパスのゼロカーボン・キャンパス化に向けた研究

東京大学　　　　大学院工学系研究科　建築学専攻　准教授　松田　雄二　　居住支援法人による住宅確保要配慮者への居住支援の実態と課題

早稲田大学理工学術院 創造理工学部建築学科　准教授　石田　航星　　作業日数にばらつきのあるPERT/CPMによる工事期間の予測手法に関する研究

早稲田大学理工学術院 創造理工学部　社会環境工学科　教　授　小野　　潔　　SBHSを用いた鋼桁の弾塑性挙動に関する解析的研究

京都大学　　　　防災研究所　　　　　准教授　西嶋　一欽　　RTK測位に基づく有風下での構造物変位計測と風速推定

（順不同・敬称略）

研究報告書
　2021年度の研究報告書第9号を発刊しました。その表紙です。戸田育英財団では大学における建築学・土木工学
に関する研究への助成を行うことによって学術研究の発展に寄与することを目的としています。
　2021年度は10課題、2022年度は8課題に研究助成金が決定されました。

理事会・評議員会
2年振りに対面での役員会が開催され各議案が各々可決・承認されました。
〈理事会〉
決議日：令和４年5月18日
議　案：①令和3年度決算報告及び事業報告承認に関する件

②評議員会の議案の件　③その他職務報告
〈評議員会〉
決議日：令和４年6月15日
議　案：①令和３年度決算報告及び事業報告承認に関する件
 ②その他職務報告・募集状況

理事 役職等
戸田　博子　理事長
岡　　敏朗　副理事長
齋藤　佳郎　常務理事
秋葉　邦彦　業務執行理事
明石　勝也
西原　春夫
畔柳　信雄
田中　俊六

大一殖産取締役
元戸田建設専務執行役員
元茨城県教育財団理事長
戸田建設土木事業本部本部長付
聖マリアンナ医科大学理事長
早稲田大学名誉教授
三菱UFＪ銀行名誉顧問
東海大学名誉教授

奨学生選考委員会
オンラインによる面接を実施しました。
（第1次）課題作文①30代からの将来の夢　②6つの言葉から2つを選択し記述
（第2次）グループ面接及び全体でのディスカッション
面接日：令和４年６月１２日

研究助成選考委員会
選考委員会が開催され8名の方が決定されました。
審査日：令和４年８月5日

選考委員 役職等
元三菱UFJモルガンスタンレー証券社長
日本女子大学非常勤講師
司法書士
元戸田建設執行役員技術研究所長
戸田育英財団理事・東海大学名誉教授
元戸田道路社長
戸田育英財団副理事長

秋草　史幸
加藤　典子
大野　仁子
千葉　　脩
田中　俊六
宗　　長久
岡　　敏朗

奨学生選考委員長
奨学生選考委員
奨学生選考委員
研究助成選考委員長
研究助成選考委員
研究助成選考委員
選考委員

評議員 役職等
白井　克彦
三宅　占二
富家　　孝
花田　　力
土屋　　裕
久保庭啓一郎
大久保　勉
太田　哲夫
羽田　正沖

早稲田大学名誉教授
キリンホールディングス名誉相談役
医師・ジャーナリスト
京成電鉄相談役
エーザイ相談役
日本経済新聞社客員
元東京海上火災保険常務取締役
元戸田建設執行役員人事部長
戸田建設イノベーション戦略部次長

監事 役職等
原田　正周
小山　慶子

弁護士
公認会計士、戸田育英財団OG
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長生きの秘訣は何かと問われれば
　私は日中戦争、太平洋戦争時代、十分食事がとれない時期に育ったから、長生きはしないだろうと思ってい
た。ところが今年で94歳。とても元気でいる。そこで多くの人から長生きの秘訣は何かと聞かれるようになっ
た。素人の感覚だから科学的に正しいかどうかは知らないが、体は細胞から成り立っている。細胞が生き生きと
働けば働くほど健康になるのではないか。特に全身の細胞は脳細胞の指令によって働くのだから、脳細胞を活
性化させるのが健康のもとに違いない。とすれば、いつも「頭を使う」ことが先決だということになる。私は中学
生のころから水泳部に入っていて、主将とか委員長を務め、特に時期が終戦の前後だからプールの管理や食料
の確保など、今から想像もつかない体験をさせられた。つまり若い時から四六時中「どうするか」を考え続ける
習慣を身に付けさせられたのである。それは後年、大学紛争時代に学部長を務めたり、大学総長や私立大学
連盟会長などの重職に任ぜられた時期に連なっていった。老齢に達した今、私は東アジアを戦争の無い地域に
しようと大忙しである。
　つまり長生きの秘訣の根幹は、「いつでも頭を使い続ける」ことである。ボーッと時を過ごしてはいけない。
いつでも計画を立て、夜寝るとき以外「どうするか」を考え続ける。そこから希望や理想も生まれてくるだろう。
歳とる暇もなくなってくるし、人生ますます面白くなってくる。

早稲田大学元総長
公益財団法人
戸田育英財団理事

西原　春夫
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