
 募金状況と寄付者名簿              

鹿児島大学工学部創立第 75 周年記念事業にご寄付いただきありがとうございました。 

ご寄付をいただきました皆様のご厚志に感謝し、ご芳名を掲載させていただきます。 

 

個人（ 50 音 順・ 敬称 略）                          

寄付額 10 万円 以上                          

臼間 敏 (建築昭５１) 椛山 亮 (化工院昭５６) 櫻澤 義信 (建築昭２８) 

末吉 重栄 (建築昭４４) 住吉 文夫 (電気昭４９) 染川 賢一 (応化昭３９) 

堀江 雄二 (現教員) 松永 洋文 (海洋昭５２) 村瀬 正教 (機械院昭４９) 

渡邊 睦 (現教員) 

 

寄付額 3 万 円以 上 10 万 円未 満                          

青木 佐保子 (応化昭４７) 淡島 敬一 (応化昭５３) 五十嵐 斉 (機械Ⅱ昭５１) 

行田 尚義 (旧教員) 池之上 健 (機械Ⅱ昭４９) 伊牟田 幸裕 (機械昭５５) 

上 周史 (海洋昭５２) 上田 猛志 (海洋平４) 上松 春男 (機械昭２６) 

榎本 一郎 (応化院昭４５) 大木 光喜 (電子昭４８) 太田 芳明 (機械Ⅱ昭４３) 

大庭 一男 (機械昭４６) 岡江 一成 (機械昭５１) 鬼塚 勝靖 (電気昭４１) 

小濵 磨 (海洋平２) 川井田 実 (海洋昭５９) 川窪 修身 (化工昭４５) 

川越 明史 (電気子院平１１，現教員) 岸田 晶夫 (旧教員・旧教官) 

北山 博文 (機械Ⅱ５２) 碕山 久佳 (建築昭２３) 木脇 祐弘 (電気昭２９) 

隈﨑 哲彌 (電気昭３５) 黒木 正 (建築昭３０) 小山 一民 (電気昭４４) 

小山田 信一 (海洋昭５４) 篠﨑 信一郎 (機械院昭４６) 島名 賢児 (物質院平１２) 

高峰 修 (機械Ⅱ昭４２) 竹中 誠 (化工昭４４) 堤 直敏 (機械昭４３) 

泊 仁 (機械昭５５) 陶山 哲夫 (電気昭４８) 徳満 涼輔 (建築平３１) 

中川 徹 (電子昭４７) 中西 賢二 (機械院昭４５) 長野 修 (電気子院平１０) 

中村 聡志 (情報院平２８) 中村 辰夫 (電子昭５２) 根津 修美雄 (物質院平１１) 

野田 隆良 (電子昭４９) 秦 吉昭 (機械昭３２) 馬場 康之 (機械昭４４) 

浜崎 和則 (機械昭３９) 原村 恭平 (電気子平３１) 平 栄蔵 (機械Ⅱ院昭５３) 

平田 好洋 (応化院昭５３) 平山 斉 (現教員) 廣崎 雅之 (建築平２) 

募金状況（2019 年 11 月 7日 現在） 

 募金総額：5,720,000 円 

 募金件数：個人/226 件  



福田 将史 (機械院平３０) 福山 洋二 (応化昭４１) 藤岡 孝志 (建築昭６３) 

藤安 良昌 (海洋昭６３) 古川 稔 (建築院昭４７) 古薗 勉 (物質院平８) 

本田 文博 (機械Ⅱ昭５０) 前田 滋 (応化院昭４５) 松村 和雄 (旧教員・旧教官) 

松村 博久 (旧教員・旧教官) 松本 利達 (旧教員・旧教官) 松本 義明 (電気昭５５) 

三木原 赳  (電気昭２４) 満田 猛男 (電気昭３６) 村上 忠 (電気子院平９) 

村永 孝次 (電気昭３４) 森 康夫 (電気昭２４) 森田 完 (機械昭４２) 

森永 洋一郎 (機械昭５３) 矢次 憲誓 (応化昭３６) 矢野 忠行 (化工昭４９) 

山内 保男 (機械昭３７) 山口 光臣 (電気昭３７) 山元 和哉 (物質院平 13，現教員)

吉留 俊史 (応化昭 60，現教員) 米盛 司郎 (海洋院平３) 和田 正遠 (建築昭２５)  

渡辺 正人 (機械昭２４) 

 

寄付額 3 万 円未 満                          

赤崎 正彦 (海洋平４) 明石 靖夫 (機械昭４２) 安部 克典 (電子昭５４) 

有馬 真郷 (電気昭４１) 井神 博文 (建築昭５６) 池田 清和 (機械Ⅱ昭５６) 

井上 勝彦 (電子昭６２) 内園 一廣 (機械昭４６) 内田 朋道 (建築昭３５) 

大串 英明 (電子昭６０) 大隣 諭 (建築昭５７)  岡本 信治 (電子院昭５５) 

奥村 雄三 (化工昭４４) 小倉 俊治 (電気昭３８) 小田 俊一 (応化昭３１) 

落合 志礼 (応化昭４６) 甲斐 敬之 (機械昭５１) 柿元 邦彦 (機械Ⅱ昭４３) 

勝田 仲久 (建築昭２６) 加藤 博 (応化昭３４)  加藤 学 (電気昭３７) 

亀之園 正一 (応化昭４０) 川上 正伸 (電気昭４３) 川上 道夫 (建築昭３４) 

川邊 充二 (建築院昭５４) 川原 浩一郎 (旧教員・旧教官) 木原 久志 (機械Ⅱ院昭６０) 

黒木 達行 (機械Ⅱ昭４５) 黒木 康博 (建築院平１０) 黒田 芳史 (海洋昭５２) 

小林 一也 (建築昭６２) 佐伯 和人 (海洋昭５８) 栄田 銀二 (電子昭４８) 

酒村 建治 (電気昭５３) 坂元 秀光 (化工昭５２) 佐野 義明 (電気昭３５) 

澤 和彦 (化工院昭５４) 芝 長義 (電気昭２８)  末弘 貢 (応化昭３８) 

菅谷 清 (機械Ⅱ昭４９) 仙田山 正幸 (応化院昭６３) 高橋 隆一 (海洋昭６１) 

田代 芳郎 (海洋昭５４) 田中 秀穂 (機械昭３１) 田中 瑞穂 (機械昭３５) 

帖佐 光弘 (電気昭３４) 土公 隆一郎 (化工昭５９) 恒松 和昭 (応化昭４２) 

出口 清孝 (旧教員・旧教官) 出口 僚一 (電子昭４８) 徳尾 貴昭 (機械昭３３) 

德永 芳文 (機械昭２３) 富崎 怜 (電気子平３１) 中久保 里二 (機械昭２４) 

長野 賢治 (建築昭４４) 永野 三郎 (応化院昭５０) 中野 渉 (情報平１２) 

中村 建二郎 (応化昭５２) 中山 勲 (応化昭４０)  浪平 興次 (応化昭４１) 

西尾 拓真 (海洋平２５) 西村 達郎 (海洋昭５３) 能間 紀夫 (機械昭５２) 

野村 昭憲 (海洋昭５４) 蓮尾 泰三 (電気昭５０) 八丸 明 (電気昭４９) 

馬場 崇吉郎 (海洋平３０) 平 喜一 (海洋昭５９)  平田 正治 (電気昭３３) 



福田 章 (建築昭４３) 福永 永康 (応化昭３８) 福山 修 (機械Ⅱ院昭５４) 

藤﨑 一敏 (機械昭４０) 星野 幸弘 (海洋昭５５) 真木 大介 (海洋院平１７) 

益岡 裕文 (機械Ⅱ昭５０) 曲田 畜二 (電気昭４６) 松尾 俊彦 (海洋昭５４) 

松下 七郎 (電気昭３５) 松村 和則 (生体平１７) 丸橋 弘一 (応化昭３９) 

三浦 清秋 (化学昭２３) 水迫 清治 (機械Ⅱ昭４３) 道永 一憲 (海洋平１０) 

森 秀樹 (電子院平４) 山﨑 勇司 (機械昭６３) 山中 英博 (機械Ⅱ昭６０) 

吉川 正人 (応化昭４４) 吉永 英明 (機械昭４２) 脇田 精三 (応化昭４２) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・ご寄付のお申し込みをされ、入金の確認ができた方を掲載いたします。 

・ご芳名の掲載を希望された方のみ掲載しております。 

 


