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長崎大学工学部創立50周年記念事業
募金趣意書

謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　長崎大学工学部は、昭和41年（1966年）４月に設置され、平成28年（2016年）年
に創立50周年という大きな節目の年を迎えます。本学部は、創立から平成27年３月
末までに、14,759名の有意な人材を輩出しております。卒業生が日本のみならず世界
の工業分野を中心に幅広く活躍されておりますことは誠に同慶の至りであります。
　この50年の間、本学部は、社会や産業界のニーズに適合した教育を行ってきまし
たが、これらの要求にさらに柔軟に対応できるように、平成23年４月より、１学科
６コース（機械工学、電気電子工学、情報工学、構造工学、社会環境デザイン工学
及び化学・物質工学）に改組しております。この改組では、工学部に共通して必要
な教養と基礎知識に加えて、各コースに対応した専門性を修得させ、幅広い知識と
専門知識の双方を兼ね備えた人材を育成し、工学技術者として要求される課題探求
能力、コミュニケーション能力及び技術者倫理が身に付くように、教育プログラ
ムを構築しております。 また、大学院も工学研究科に改組し、学士課程と博士前
期課程を通じた一貫的な教育プログラムによって高度専門技術者を育成するととも
に、博士後期課程では社会人も含めた学生の専門教育・研究指導をより一層充実さ
せています。この区分制博士課程とは別に、５年一貫制博士課程（グリーンシステ
ム創成科学専攻）の設置により、高度な研究能力を有する研究者の育成を行ってい
ます。さらに、未来工学研究センター、工学教育支援センター、国際連携推進セン
ター及びインフラ長寿命化センターの４センターを設置して、教育・研究指導体制
の強化を図っております。
　このように、工学部及び大学院工学研究科は世界で活躍できるグローバル人材の
育成、先端的研究の推進、及び地域貢献を進めておりますが、国の厳しい財政状況
下で年々予算が削減されており、科学研究費補助金や共同研究費など外部資金獲得
のために教職員が奮闘している現状にあります。
　工学部創立50周年を迎え、今後の更なる発展の出発点と致したく、工学部創立50
周年記念事業を計画致しました。この中で創立50周年記念誌の発行、記念式典や記
念講演会などの記念行事、記念基金の創設及び工学部同窓会の支援を目的として募
金活動を実施することに致しました。特に、記念基金は学生や教員の国際会議等に
おける研究発表の支援を中心に活用していきたいと考えています。
　厳しい経済状況の中で甚だ恐縮に存じますが、本趣旨をご理解頂き、格別のご協
力、ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

謹　白　
　平成27年６月吉日
      

                              長崎大学工学部長・50周年記念実行委員長　　清水　康博
　　　　　　　　　　長崎大学工学部同窓会会長　　　　　　  　　 森岡　直人

長崎大学工学部創立50周年記念事業募金要項

１． 募金の名称
　　　長崎大学工学部創立50周年記念事業募金
　　　
２．募金の目的
　　⑴　工学部創立50周年記念式典、記念講演会、記念祝賀会開催の支援
　　　　平成28年11月26日（土）に予定
　　⑵　工学部創立50周年記念誌発行の支援
　　⑶　工学部創立50周年記念基金の創設
　　　　学生・教員の国際会議等における研究発表の支援
　　⑷　工学部同窓会の支援
　　　　工学部同窓会ホームページの充実及び会報の発行
　　⑸　その他50周年記念事業と工学部及び工学研究科の教育・研究への支援

３．募金目標額
　　3,000万円

４．募金期間
　　平成27年６月から平成28年12月末日まで

５．募金の額
　　１口5,000円
　　できるだけ２口以上のご協力をお願い致します。

６．募金の範囲
　⑴　長崎大学工学部の卒業生及び大学院修了生
　⑵　長崎大学工学部の教職員及び元教職員
　⑶　本記念事業に賛同する法人等（企業・団体等）及び個人

７．お申し込み方法
　　　同封の払込取扱票に必要事項をご記入の上、払い込みをお願いします。なお、ゆうちょ銀
　　行（郵便局）のATMをご利用できます。同封の払込取扱票をご利用になると払込手数料は
　　不要です。
　　　
　　　取扱金融機関　ゆうちょ銀行（郵便局）
　　　振替口座　口座番号：　01710－9－143821
               　　　口座名称：　長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会

８．寄附者の顕彰
　　　ご寄附いただいた方の氏名、法人名等を「長崎大学工学部創立50周年記念事業寄付者芳名 
　　録」に記して、末永く保管致します。また、ご寄附を頂いた方は、構内に設置する「記念銘
　　板」にご芳名を記載させて頂きます。



長崎大学工学部創立50周年記念事業
募金趣意書

謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　長崎大学工学部は、昭和41年（1966年）４月に設置され、平成28年（2016年）年
に創立50周年という大きな節目の年を迎えます。本学部は、創立から平成27年３月
末までに、14,759名の有意な人材を輩出しております。卒業生が日本のみならず世界
の工業分野を中心に幅広く活躍されておりますことは誠に同慶の至りであります。
　この50年の間、本学部は、社会や産業界のニーズに適合した教育を行ってきまし
たが、これらの要求にさらに柔軟に対応できるように、平成23年４月より、１学科
６コース（機械工学、電気電子工学、情報工学、構造工学、社会環境デザイン工学
及び化学・物質工学）に改組しております。この改組では、工学部に共通して必要
な教養と基礎知識に加えて、各コースに対応した専門性を修得させ、幅広い知識と
専門知識の双方を兼ね備えた人材を育成し、工学技術者として要求される課題探求
能力、コミュニケーション能力及び技術者倫理が身に付くように、教育プログラ
ムを構築しております。 また、大学院も工学研究科に改組し、学士課程と博士前
期課程を通じた一貫的な教育プログラムによって高度専門技術者を育成するととも
に、博士後期課程では社会人も含めた学生の専門教育・研究指導をより一層充実さ
せています。この区分制博士課程とは別に、５年一貫制博士課程（グリーンシステ
ム創成科学専攻）の設置により、高度な研究能力を有する研究者の育成を行ってい
ます。さらに、未来工学研究センター、工学教育支援センター、国際連携推進セン
ター及びインフラ長寿命化センターの４センターを設置して、教育・研究指導体制
の強化を図っております。
　このように、工学部及び大学院工学研究科は世界で活躍できるグローバル人材の
育成、先端的研究の推進、及び地域貢献を進めておりますが、国の厳しい財政状況
下で年々予算が削減されており、科学研究費補助金や共同研究費など外部資金獲得
のために教職員が奮闘している現状にあります。
　工学部創立50周年を迎え、今後の更なる発展の出発点と致したく、工学部創立50
周年記念事業を計画致しました。この中で創立50周年記念誌の発行、記念式典や記
念講演会などの記念行事、記念基金の創設及び工学部同窓会の支援を目的として募
金活動を実施することに致しました。特に、記念基金は学生や教員の国際会議等に
おける研究発表の支援を中心に活用していきたいと考えています。
　厳しい経済状況の中で甚だ恐縮に存じますが、本趣旨をご理解頂き、格別のご協
力、ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

謹　白　
　平成27年６月吉日
      

                              長崎大学工学部長・50周年記念実行委員長　　清水　康博
　　　　　　　　　　長崎大学工学部同窓会会長　　　　　　  　　 森岡　直人

長崎大学工学部創立50周年記念事業募金要項

１． 募金の名称
　　　長崎大学工学部創立50周年記念事業募金
　　　
２．募金の目的
　　⑴　工学部創立50周年記念式典、記念講演会、記念祝賀会開催の支援
　　　　平成28年11月26日（土）に予定
　　⑵　工学部創立50周年記念誌発行の支援
　　⑶　工学部創立50周年記念基金の創設
　　　　学生・教員の国際会議等における研究発表の支援
　　⑷　工学部同窓会の支援
　　　　工学部同窓会ホームページの充実及び会報の発行
　　⑸　その他50周年記念事業と工学部及び工学研究科の教育・研究への支援

３．募金目標額
　　3,000万円

４．募金期間
　　平成27年６月から平成28年12月末日まで

５．募金の額
　　１口5,000円
　　できるだけ２口以上のご協力をお願い致します。

６．募金の範囲
　⑴　長崎大学工学部の卒業生及び大学院修了生
　⑵　長崎大学工学部の教職員及び元教職員
　⑶　本記念事業に賛同する法人等（企業・団体等）及び個人

７．お申し込み方法
　　　同封の払込取扱票に必要事項をご記入の上、払い込みをお願いします。なお、ゆうちょ銀
　　行（郵便局）のATMをご利用できます。同封の払込取扱票をご利用になると払込手数料は
　　不要です。
　　　
　　　取扱金融機関　ゆうちょ銀行（郵便局）
　　　振替口座　口座番号：　01710－9－143821
               　　　口座名称：　長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会

８．寄附者の顕彰
　　　ご寄附いただいた方の氏名、法人名等を「長崎大学工学部創立50周年記念事業寄付者芳名 
　　録」に記して、末永く保管致します。また、ご寄附を頂いた方は、構内に設置する「記念銘
　　板」にご芳名を記載させて頂きます。
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〔卒業生及び修了生用〕
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謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　長崎大学工学部は、昭和 41 年（1966 年）４月に設置され、平成 28 年（2016 年）
に創立 50 周年という大きな節目の年を迎えます。本学部は、創立から平成 28 年３
月末までに、15,118 名の有為な人材を輩出しております。卒業生が日本のみならず
世界の工業分野を中心に幅広く活躍されておりますことは誠にご同慶の至りであり
ます。
　この 50 年の間、本学部は、社会や産業界のニーズに適合した教育を行ってきまし
たが、これらの要求にさらに柔軟に対応できるように、平成 23 年４月より、１学科
６コース（機械工学、電気電子工学、情報工学、構造工学、社会環境デザイン工学
及び化学・物質工学）に改組しております。この改組では、工学部に共通して必要
な教養と基礎知識に加えて、各コースに対応した専門性を修得させ、幅広い知識と
専門知識の双方を兼ね備えた人材を育成し、工学技術者として要求される課題探求
能力、コミュニケーション能力及び技術者倫理が身に付くように、教育プログラム
を構築しております。 また、大学院も工学研究科に改組し、学士課程と博士前期課
程を通じた一貫的な教育プログラムによって高度専門技術者を育成するとともに、
博士後期課程では社会人も含めた学生の専門教育・研究指導をより一層充実させて
います。この区分制博士課程とは別に、５年一貫制博士課程（グリーンシステム創
成科学専攻）の設置により、高度な研究能力を有する研究者の育成を行っています。
さらに、未来工学研究センター、工学教育支援センター、国際連携推進センター及
びインフラ長寿命化センターの 4 センターを設置して、教育・研究指導体制の強化
を図っております。
　このように、工学部及び大学院工学研究科は世界で活躍できるグローバル人材の
育成、先端的研究の推進及び地域貢献を進めておりますが、国の厳しい財政状況下
で年々予算が削減されており、科学研究費補助金や共同研究費など外部資金獲得の
ために教職員が奮闘している現状にあります。
　工学部創立 50 周年を迎え、今後の更なる発展の出発点と致したく、工学部創立 50
周年記念事業を計画致しました。この中で創立 50 周年記念誌の発行、記念式典や記
念講演会などの記念行事、記念基金の創設及び工学部同窓会の支援を目的として募
金活動を実施することに致しました。特に、記念基金は学生や教員の国際会議等に
おける研究発表の支援を中心に活用していきたいと考えています。
　厳しい経済状況の中で甚だ恐縮に存じますが、本趣旨をご理解頂き、格別のご協力、
ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

謹　白　
　平成 28 年５月吉日
      

                              長崎大学工学部長・50 周年記念実行委員長　　清水　康博
　　　　　　　　　　長崎大学工学部同窓会会長　　　　　　  　　 森岡　直人

長崎大学工学部創立50周年記念事業募金要項

１．募金の名称
　　　長崎大学工学部創立50周年記念事業募金
　　　
２．募金の目的
　　（１）工学部創立50周年記念式典、記念講演会、記念祝賀会開催の支援
　　　　　平成28年11月26日（土）
 　　　　  会場：ベストウェスタンプレミアホテル
　　（２）工学部創立50周年記念誌発行の支援
　　（３）工学部創立50周年記念基金の創設
　　　　　学生・教員の国際会議等における研究発表の支援
　　（４）工学部同窓会の支援
　　　　　工学部同窓会ホームページの充実及び会報の発行
　　（５）その他50周年記念事業と工学部及び工学研究科の教育・研究への支援

３．募金目標額
　　3,000万円

４．募金期間
　　平成28年５月から平成28年12月末日まで

５．募金の額
　　１口３万円
　　１口未満のご寄附につきましても、ありがたくお受けいたします。

６．募金の範囲
　　本記念事業に賛同する法人等（企業・団体等）

７．お申し込み方法
　　払込取扱票に必要事項をご記入の上、払い込みをお願いします。なお、ゆうちょ銀行
　 （郵便局）のATMをご利用できます。

　　　取扱金融機関　ゆうちょ銀行（郵便局）
　　　振替口座　口座番号：　01710 – 9 –143821
　　　　　　　　口座名称：　長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会

８．寄附者の顕彰
　ご寄附いただいた法人名等を「長崎大学工学部創立50周年記念事業寄付者芳名録」に記
して末永く保管し、同時に構内に設置する「記念銘板」にご芳名を記載させて頂きます。ま
た、領収書は省略し、事業報告書と長崎大学工学部創立50周年記念誌をお送りして、これに
代えさせて頂きます。
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タイプライターテキスト
〔企業及び団体用〕



NAGASAKI UNIVERSITY

SCHOOL OF ENGINEERING

50th
Anniversary

長崎大学工学部創立50周年記念事業

長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会

募金趣意書

〒852-8521 長崎市文教町1－14
長崎大学工学部創立50周年記念実行委員会
事務担当　総務班
TEL 095-819-2489　FAX 095-819-2488
E-mail  bokin_eng@ml.nagasaki-u.ac.jp

お問い合わせ先




