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　千葉大学工学部画像系学科は、1915 年（大正 4 年）に、当時の東京美術学校に写真学科、製版学科が創設され、1926 年
（大正 15 年）に東京美術学校の写真科が、工学部の前身の東京高等工芸学校の印刷工芸科に移管されました。1949 年（昭和
24 年）に千葉大学工芸学部（現工学部）と改称された後、幾多の変遷をたどり、写真・印刷から出発した画像系学科は、2015
年（平成 27 年）に創立 100 周年の記念すべき年を迎えることとなりました。
　創立以来、卒業生は一万余名に達し、我が国の写真、印刷、画像の各界で常に指導的立場で活躍する幾多の人材を育てるという
輝かしい伝統を打ち立ててきました。
　この間、学科の構成は時代の要請に従い改組が行われましたが、現在は従来の写真系と印刷系、それに情報系も加わり、画像
科学科と情報画像学科の二学科、両学科合計で一学年 125 名となっています。
　1952 年（昭和 27）年には工業短期大学部の写真科と印刷科が設置され、その後、1976 年（昭和 51 年）、工業短期大学部
の工学部特設課程への改組に伴い、両学科は同課程画像工学応用工学専攻となりました。画像関連の大学院は 1969 年（昭和
44 年）に修士課程、1986 年（昭和 61 年）に博士課程が設置され、その後、現在の融合科学研究科に改組され、現在、画像関連
の修士課程は 85 名、博士課程は 11 名になっています。
　このように画像系の学科が順調に発展することができましたのはひとえに関係各位のご努力とご支援によるものであり、
深く感謝申し上げます。
　2004 年（平成 16 年）から国立千葉大学が独立行政法人化され、国立大学法人千葉大学として、更なる発展を続ける中、画
像系学科創立百周年を迎えることになりました。

　これまでの輝かしい伝統を継承しつつ、今まで以上に将来に向け夢のある画像系学科の存在をより確固たるものにする機会
になればと考え、画像工学同窓会の大きな協力もあり、「画像系学科創立百周年記念事業」を推進することとなりました。
　画像工学同窓会はこの事業を推進する原動力として機能すべく、次のような事業をバックアップする予定です。

　つきましては同窓会会員ならびに関係各位におかれましては、大変恐縮に存じますが、この記念事業の主旨にご賛同頂き、
絶大なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2015 年 8 月吉日

千葉大学　学長 徳久剛史  
千葉大学工学部 工学部長    関実  
千葉大学工学部 情報画像学科 学科長 須鎗弘樹
千葉大学工学部 画像科学科 学科長 久下謙一
千葉大学工学部画像工学同窓会 会長 湯本好英

○ 創設百周年記念式典と祝賀会の開催　2016 年 10 月 15 日（土）西千葉キャンパス

○ 記念誌『千葉大学工学部画像百周年記念　未来への画像』（仮称）の発行

○ 画像集『千葉大学工学部画像百周年　記念画像集』（仮称）の発行

○ イメージング教育ラボ（画像系学科独自の展示館）の整備と維持基金の創設
 （印刷実験工場をリニューアルして設置する計画）

○ 画像系学科画像教育事業の支援

郵送による資料等の配布は多くの手数と費用が発生し、本事業の進行に大きな負担となります。費用削減と情報の即時
伝達のため、以後、原則として e-mail 発信で進めます。
画像系学科同窓生の皆様におかれましては、公式 Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会」へ、ご自身のメールアド
レスをご登録いただきたく存じます。

『千葉大学工学部画像百周年記念　未来への画像』（仮称）の発行を予定しています。
百周年記念にふさわしいご寄稿、写真などを募集いたします。
詳細は Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/」をご参照ください

百周年の節目に、現代を象徴する画像技術の粋を画像集としてまとめ、未来の画像技術発展への示唆となる企画を進め
ています。
リング製本冊子の形態でのギャラリーを作成いたします。後世に残る作品集ですので、多数のご参画をお願いいたします。
用紙一枚あたりのスペース費として 3 万円（税込）を申し受けます。画像は出品者様での作製をお願いいたします。
詳細は 4 ページ「作品応募要項」および Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/」をご
参照ください。

記念式典と祝賀会は、2016 年（平成 28 年）10 月 15 日（土）、千葉大学西千葉キャンパス内のけやき会館とフード
コートで開催いたします。午前に学内見学会、午後に式典と祝賀会を開催する予定です。
詳細は決定次第、登録メールへの配信および Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/」
等でお知らせいたしますので、随時ご参照をお願いいたします。

百周年記念事業の成功のため、ご寄付をお願いいたします。
寄付方法は次の 2 種があります。
　　a. 大学口座を使用する税控除ありのご寄付
　　b. 同窓会口座を使用する一般ご寄付
このうち、大学口座へのご寄付は用途の制約があるため、主として企業様からの受け入れを想定しています。
個人でのご寄付は同窓会口座にお願いいたします。
詳細は 5 ページ「ご寄付のお願い」および Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/」を
ご参照ください。

１． e-mail アドレスの登録のお願い → P.3

→ P.3

→ P.4

→ P.5

２． 記念誌掲載用の原稿、写真などのご寄稿

３． 記念画像集へのご出品

４． 記念式典と祝賀会へのご参加（学内見学会を含みます）

５． 寄付のお願い

千葉大学工学部　
画像系学科百周年記念事業　
趣意書

画像工学同窓会、
及び画像系学科ご関係者各位に
お願いする事項

 千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/

→ P.5
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　千葉大学工学部画像系学科百周年事業の一環として、
日本の画像技術や芸術的感性や機能を施した画像関連作
品集『千葉大学工学部画像百周年 記念画像集』（仮称）を
発行いたします。
　本記念画像集に掲載する作品を募集していますので、
是非ともご賛同いただき、ご出品賜りますようお願い申
し上げます。

※ご出品料と販売による売上金のうち、画像集制作費および配送費用を除く余剰額は、百周年記念事業費へ繰り入れる予定です。
※著作権は出品者に帰属します。

編　集 ： 千葉大学工学部画像百周年会 発　行 ： 千葉大学工学部画像工学同窓会
販　売 ： 株式会社印刷学会出版部 予　価 ： 10000 円 + 税

千葉大学工学部画像百周年会 記念画像集担当　渡辺、李
〒131-0034　東京都墨田区堤通 2-7-38  グラパックジャパン株式会社内
Tel 03-3616-1290 　Fax 03-5630-1186   y_watanabe @grapac.co.jp

本事業に関します各種ご案内は、メールを中心に行っています。
ご登録フォームに記入いただき、送信してください。随時、各種ご案内を配信させていただきます。

郵送による各位への連絡は本状のみといたします。限りある予算の節約のため、ご理解ご協力をお願いいたします。
なお、本事業の推移は Web サイトをご参照ください。また、ご連絡等は e-mail をご使用ください。

　大変恐縮かとは存じますが、官製ハガキに「①郵便番号、②住所、③氏名、④お電話番号、⑤卒業年度や研究室等」
を記入のうえ、下記、「千葉大学工学部画像百周年会　事務局」まで郵送してください。随時、郵送物にて、各種ご
案内をさせていただきます。

千葉大学工学部画像百周年会　事務局
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-2-1（株）印刷学会出版部 内
電話 03-3555-7911　　Fax.03-3555-7913　　E-mail（gazo.chiba@japanprinter.co.jp）

画像系学科 100 周年の足跡をまとめる、『千葉大学工学部画像百周年記念　未来への画像』（仮称）の発行を予定して
います。
百周年記念にふさわしいご寄稿、写真などを募集いたします。
詳細は Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/」をご参照ください。

 『千葉大学工学部画像百周年記念　未来への画像』（仮称）予定
 仕　様 ：A4 判縦組、100 ページ
 発　行 ：千葉大学工学部画像工学同窓会
 編集・販売 ：株式会社印刷学会出版部
 頒　価 ：送料込み 4000 円 + 税（一定金額ご寄付をいただいた方への無料献本あり）

登録フォームによる登録のお願い

作品応募要項

編集・発行

お問合せ先

記念誌掲載用の原稿、写真などのご寄稿のお願い

記念誌掲載用の原稿、写真などのご寄稿

インターネット・メールをなされていない方へ

テーマ

募集数

発行部数

発行日

出品料（税込）

募集期間（予定）

画像集仕様

作品仕様

応募方法

 

質感、デザイン、アート、訴求力、機能等を表現するもの（公序良俗に則したもの）

150 点 （お申込み先着順）

1000 部

2016 年 10 月 15 日（予定）

1 点につき 3 万円 （記念画像集１部を無償提供いたします）
※個々の作品制作に要する費用は出品者のご負担となり、仕様に基づき 1100 部をご支給いただきます。

出品申込み  ： 2015 年 9 月 1 日（火）～ 2015 年 12 月 25 日（金）
作品納入期限 ： 2016 年 6 月 30 日（木）

Ａ４判、横組（左開き）、リングバインダー製本、ハードケース入り

サ イ ズ ： Ａ４ 縦長表裏印刷
厚  　さ ： 基本 ０ . ２ mm 以上　０ . ５ mm 以下（規格外は別途ご相談ください）
単  　位 ： 用紙１枚（各種フィルム、金属箔等の作品や機能製品などをA4台紙に貼ることも可能です）
レイアウト ： 表面＝作品、作品タイトル、キャッチコピー、企業名・個人名
   裏面＝作品紹介・技術説明・企業 PR、製品 PR

※テンプレートは 2016 年１月頃、データ配布を予定しております。

公式 Web サイト「千葉大学工学部画像百周年会」画像集ページのお申込み入力フォーマットに
ご記入のうえ、ご送信ください。　　http://gazo-chiba-u.jp/imaging-book/

写真はイメージです。

写真はイメージです。

画像関連作品集 
『千葉大学工学部画像百周年 記念画像集』（仮称）への
出品のお願い

e-mail アドレスの登録のお願い1. 3.

2.

 千葉大学工学部画像百周年会　http://gazo-chiba-u.jp/
ご登録フォーム　http://gazo-chiba-u.jp/entry_form/
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募金目標金額

記念事業の構成

募金要項

　2 ページの趣意書にあります通り、千葉大学工学部画像系学科 100 周年の節目に当たり、記念事業を成功させ、画像系学科の
次なる 100 年の飛翔を願って支援するため、目標達成に向けたご支援をいただきたくお願い申し上げます。

　本年 2015 年が千葉大学工学部画像系学科の 100 周年の年にあたりますが、諸般の事情により、記念式典、祝賀会等は、来年
2016 年 10 月 15 日（土）に実施いたします。
記念式典は千葉大学西千葉キャンパスのけやき会館にて、記念祝賀会は同じく西千葉キャンパスのフードコードで行います。
午前中に画像系研究室見学、午後に記念式典と祝賀会を行い、夕刻終了の予定ですが、正式決定は、別途Webサイトに掲示します
とともに、「e-mail アドレスの登録のお願い」にあります通り、ご登録の e-mail に正式にご案内いたします。

◇すでにご寄付をいただいている方もございますが、重ねてご協力ください。募金は式典開催年の 2016 年 12 月末まで続け
ます。分割も受け付けておりますので、よろしくお願いします。

◇募金事業に関しましては、募金委員としてのクラス委員、企業担当委員、画像工学同窓会が一体となって取り組んでいます。
本事業からの依頼のほかに、各担当委員からの依頼の機会もありますので、ご了承ください。

◇100 周年記念募金事業へのご厚志には、次の顕彰があります。

　 ・ 記念式典（祝賀会）へのご招待：10 万円以上
 ・ 記念誌『未来への画像』（仮称）献本：1 万円以上
 ・ 『記念画像集』（仮称）献本：5 万円以上
 ・ イメージング教育ラボ等への銘板へのご芳名掲示：50 万円以上（予定）

4000 万円

工学部画像系学科が今後も大きく発展し続ける環境づくりを支援するため、次の事業を行います。

  ① 記念式典の開催（2016 年 10 月 15 日、千葉大学けやき会館）
  ② 記念誌『千葉大学工学部画像百周年記念　未来への画像』（仮称）の発行
　  ③ 画像関連作品集『千葉大学工学部画像百周年　記念画像集』（仮称）の発行
  ④ 印刷実験工場内に画像教育の未来を考える「イメージング教育ラボ」（下記イメージ参照）の設置提案
  ⑤ 画像系学科画像教育事業の支援

1）募金金額 個人：1 口　5 千円（なるべく 2 口以上のご協力をお願いします。）
   法人：1 口　5 万円（なるべく 4 口以上のご協力をお願いします。）

    ・1 万円以上の場合：前述②の記念誌を献本させていただきます。
    ・5 万円以上の場合： ②の記念誌に加え、前述③の記念画像集も献本させていただきます。
    ・50 万円以上の場合： 施設銘板にご芳名を記載させていただきます。

2）募金期間 2015 年 7 月 1 日～2016 年 12 月末日（なるべく早めにご協力ください。）

3）送金方法 ①免税措置を必要とされない方
    下記にお振込みをお願いいたします。
    振込先：三井住友銀行　京橋支店（637）　普通　口座番号：８３９３９０８
    千葉大学画像百周年会　事務局長　中村幹　 (ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸｶﾞｿﾞｳﾋｬｸｼｭｳﾈﾝｶｲｼﾞﾑｷｮｸﾁｮｳﾅｶﾑﾗｶﾝ）
    （恐縮ながら、振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。）　

   ②免税措置（寄附金控除）を希望される方
    確定申告をされれば、免税扱いが可能です。
    下記 4）の事務局までご一報ください。必要書類を郵送いたします。
    なお、免税手続きは千葉大学本部を経由しますので、あらかじめご了承ください。

4）千葉大学工学部画像百周年会　事務局
   〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-2-1（株）印刷学会出版部 内
   電話 03-3555-7911　　Fax.03-3555-7913　　E-mail（gazo.chiba@japanprinter.co.jp）

記念式典と祝賀会へのご参加4.

5. 寄付のお願い

　これまで、画像系学科の教育・実験等で活用してきた「印刷工場」が耐震補強されます。その後、千葉大学工学部画像工
学同窓会の支援により、工場内の一部に「イメージング教育ラボ」（仮称）を設置する企画が進んでいます。
　これは、日本および世界の産業界になくてはならない画像教育の将来を見据えた展示物や、画像関連企業からの千葉大学へ
の期待を込めたメッセージ等で構成するスペースです。画像系学科の学生のみならず、千葉大学の全学生および画像系教育・
研究を目指す高校生も閲覧できるスペースとなるよう、同窓会で検討中です。
　千葉大学工学部　画像系学科百周年記念事業の一環の企画として、ご報告いたします。

イメージング
教育ラボ 改修計画案　内観パース

改修後外観イメージ

◉ 記念式典（けやき会館）　13：00 式典開始　◉ 祝賀会（フードコート）　15：00 祝賀会開始

◉ 当日お支払い ：7000 円　◉ 早期お振込割引：6200 円（2016 年 7 月末日まで）
◉ お振込先：6 ページに記載

タイムテーブル（予定）

祝賀会参加費

  

※募金金額につきましては、2015 年 8 月に発送しました冊子の趣意書を更新しています（2015 年 11 月 6 日）
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