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。

募金状況（2020 年 3 月 27 日 現在）
募金総額：12,200,000 円
募金件数：企業及び団体/21 件，個人/349 件

企 業 及 び 団 体 （ 50 音 順 ・ 敬 称 略 ）
寄 付 額 10 万 円 以 上 （ 寄 付 額 も 掲 載 ）
（株）新日本科学（100 万円）

（株）サナス（10 万円）

株式会社

東京久栄（10 万円）

前田建設工業株式会社 九州支店（10 万円）

有限会社

よしだや（30 万円）

寄 付 額 3 万 円 以 上 10 万 円 未 満
（株）構造計画研究所

株式会社システム技研

株式会社スディックスバイオテック

株式会社スライブ精工

セントラルソフト株式会社

株式会社ソフト流通センター

大日精化工業株式会社

大和リース株式会社鹿児島支店

株式会社高田工業所

東海興業株式会社

東リ株式会社

株式会社七呂建設

富士通エフ・アイ・ピー九州（株）

株式会社山本金属製作所

株式会社ユピテル鹿児島
寄付額 3 万円未満

個 人 （ 50 音 順 ・ 敬 称 略 ）
寄 付 額 10 万 円 以 上
臼間 敏 (建築昭５１)

甲斐 敬美 (現教員)

影浦 恵智子 (旧教員・旧教官)

椛山 亮 (化工院昭５６)

川畑 秋馬 (電気院平元、現教員)

木下 英二 (現教員)

金生 良彦 (機械昭４７)

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)

髙﨑 征忠 (機械昭和３９)

武田 敏郎 (建築昭４２)

堀江 雄二 (現教員)

本間 俊雄 (現教員)
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前畑 康三 (前畑産業（株）代表取締役)

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)

安達 貴浩 (現教員)

天草 正明 (応化昭３７)

淡島 敬一 (応化昭５３)

五十嵐 斉 (機械Ⅱ昭５１)

池田 徹 (現教員)

池之上 健 (機械Ⅱ昭４９)

石川 岳志 (現教員)

今村 三郎 (応化昭４８)

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)

内門 暉史 (機械４３)

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)

大髙 武士 (現教員)

大庭 一男 (機械昭４６)

大畠 賢一 (現教員)

岡江 一成 (機械昭５１)

小笠原 偲稜 (化学昭２５)

鬼塚 勝靖 (電気昭４１)

小野 智司 (現教員)

小野 通男 (機械Ⅱ昭６１)

小濵 磨 (海洋平２)

甲斐 祐一郎 (現教員)

柿添 元樹 (機械平２１)

片野田 洋 (現教員)

加藤 龍蔵 (現教員)

金森 秀一 (機械院昭５５)

上谷 俊平 (現教員)

川井田 実 (海洋昭５９)

川窪 修身 (化工昭４５)

皮籠石紀雄 (機械Ⅱ院昭４７・旧教員) 川越 明史 (電気子院平１１・現教員)

川端 祥資 (電気院昭５４)

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)

木部 了士 (建築昭５８)

木脇 祐弘 (電気昭２９)

隈﨑 哲彌 (電気昭３５)

黒木 正 (建築昭３０)

幸田 学

河野 建 (化工昭４４)

児玉 豊 (電子昭 50)

小山 一民 (電気昭４４)

小山田 信一 (海洋昭５４)

近藤 英二 (現教員)

迫園 崇史 (応化昭４８)

重井 徳貴 (ｼｽ院平成 9・現教員)

篠﨑 信一郎 (機械院昭４６) 島田 政吉 (応化院昭４９)

島名 賢児 (物質院平１２)

平 栄蔵 (機械Ⅱ院昭５３)

鷹野 敦 (建築 2002・現教員)

高峰 修 (機械Ⅱ昭４２)

竹島 潔 (電気昭３５)

竹中 誠 (化工昭４４)

田中 安彦 (旧教員・旧教官) 棚田 嘉博 (旧教員・旧教官) 田原 洋一 (電子昭４７)
土田 充義 (旧教員・旧教官) 堤 直敏 (機械昭４３)

泊 仁 (機械昭５５)

泊 誠 (機械昭４１)

陶山 哲夫 (電気昭４８)

徳満 涼輔 (建築平３１)

留奥 堯 (機械 S26)

中川 徹 (電子昭４７)

中嶋 繁 (旧教員・旧教官)

中西 賢二 (機械院昭４５・旧教員)

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)

永山 務 (現教員)

行田 尚義 (旧教員)

根津 修美雄 (物質院平１１) 野田 隆良 (電子昭４９)

萩 亮 (海洋昭５２)

橋本 雅仁 (現教員)

秦 禎勝 (海洋平４)

秦 吉昭 (機械昭３２)

八野 知博 (現教員)

羽生 貞孝 (応化昭５４)

馬場 康之 (機械昭４４)

馬場 祐子 (化工昭６１)

浜崎 和則 (機械昭３９)

濱田 成敏 (海洋昭６１)
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林 秀一 (応化昭３８)

原村 恭平 (電気子平３１)

肥後 盛秀 (現教員)

平田 好洋 (応化院昭５３・旧教員)

平山 斉 (現教員)

廣崎 雅之 (建築平２)

福田 将史 (機械院平３０)

福留 利行 (応化院昭４７)

福元 伸也 (電子平元・現教員)

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 明夫 (旧教員・旧教官) 前田 滋 (応化院昭４５・旧教員) 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)

南 光成 (機械昭３４)

宮城 泰児 (建築昭５８)

宮下 勉 (電気昭５５)

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)

山本 吉朗 (電気院平元・現教員)

吉留 俊史 (応化昭６０・現教員) 米倉 眞一 (機械昭４０)

米盛 司郎 (海洋院平３)

和田 卓 (海洋院平１９)

和田 正遠 (建築昭２５)

和田 浩志 (応化昭５９)

渡邉 俊夫 (現教員)

渡辺 正人 (機械昭２４)

赤崎 正彦 (海洋平４)

明石 靖夫 (機械昭４２)

鯵坂 修 (電気子院平１１)

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)

伊藤 博雅 (応化昭４４)

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)

大野 誉矩 (電気昭４６)

岡本 信治 (電子院昭５５)

小川 重訓 (電気昭５４)

奥村 雄三 (化工昭４４)

小倉 俊治 (電気昭３８)

尾崎 哲明 (応化院平６)

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)

上川 昭海 (電子昭４６)

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)

川口 明則 (海洋昭５８)

川口 洋平 (機械院平２３)

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) 貴船 博光 (機械昭３７)

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)

黒田 眞也 (応化昭４１)

郡山 秀彦 (機械昭４５)

小林 一也 (建築昭６２)

小脇 博文 (海洋平３)

佐枝 史朗 (電気昭３７)

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 篤 (機械Ⅱ昭和４４)

坂元 秀光 (化工昭５２)

櫻井 新悟 (情報平 19)

佐々木 夕海子 (化学工平３１)

寄付額 3 万円未満
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佐野 義明 (電気昭３５)

澤 和彦 (化工院昭５４)

篠原 勝次 (旧教員・旧教官)

芝 長義 (電気昭２８)

下之薗 太郎 (応化平１５・現教員) 末弘 貢 (応化昭３８)

菅谷 清 (機械Ⅱ昭４９)

諏訪原 美千子 (応化昭６２) 仙田山 正幸 (応化院昭６３)

園田 幸次 (電気院昭５２)

高橋 隆一 (海洋昭６１)

田尻 智基 (機械院平３０)

田代 芳郎 (海洋昭５４)

田中 真一 (機械昭５９)

田中 秀穂 (機械昭３１)

田中 瑞穂 (機械昭３５)

田平 秀樹 (海洋平３)

帖佐 光弘 (電気昭３４)

土岐 玲子 (旧教員・旧教官)

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)

渡嘉敷 勇 (建築昭３８)

徳尾 貴昭 (機械昭３３)

徳留 末雄 (電気昭２５)

德永 芳文 (機械昭２３)

富崎 怜 (電気子平３１)

冨田 高志 (環境平２９)

中久保 里二 (機械昭２４)

中野 章 (電気昭３９)

長野 賢治 (建築昭４４)

永野 三郎 (応化院昭５０)

永野 博 (電子昭４６)

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 啓四郎 (機械平３)

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)

濱田 紘 (応化昭３８)

平 喜一 (海洋昭５９)

平田 正治 (電気昭３３)

平野 靖 (電子昭５６)

笛田 俊二 (電子昭５５)

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)

堀之内 毅 (海洋昭６２)

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)

矢方 尚寛 (化工昭６０)

山﨑 勇司 (機械昭６３)

山中 英博 (機械Ⅱ昭６０)

湯ノ口 万友 (電子院昭５０・旧教員)

横瀬 義和 (電気昭４７)

吉川 正人 (応化昭４４)

吉永 英明 (機械昭４２)

力丸 泰英 (海洋昭５7)

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。
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