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片野田洋 南日本新聞2面 「かお」欄に「地元産ロケットを開発する鹿児島大教授、片野

田洋さん」と題して小型ロケット開発に取り組んでいる経緯等

について掲載された．

Ｓ 2018/4/28

片野田洋 南日本新聞31面 「鹿児島大がロケットエンジン試験／6秒間燃焼目指す＝今日ま

で肝付町の内之浦宇宙空間観測所」と題して，50kgf級ハイブ

リッドロケットエンジンの燃焼試験の様子が掲載された．

Ｓ 2018/5/9

片野田洋 NHK鹿児島放送「情報WAVE鹿児

島」18:10～18:20

宇宙航空研究開発機構の内之浦宇宙空間観測所で行った50kgf級

ハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験の様子が報道され

た．

Ｓ 2018/5/11

片野田洋 南日本新聞9面 「鹿大ロケット開発費確保　目標600万円年内打上げの鍵」と題

して，クラウドファンディングによる寄附依頼を開始したこと

が掲載された．

Ｓ 2018/5/30

片野田洋 南日本新聞25面 「鹿大ロケット　エンジン燃焼再試験　内之浦　改良加え推力

アップ」と題して，50kgf級ハイブリッドロケットエンジンの燃

焼試験の様子が掲載された．

Ｓ 2018/6/19

片野田洋 KTS鹿児島テレビ「KTSプライム

ニュース」18:15～18:25

開発中の小型ハイブリッドロケットと，ロケットエンジンの燃

焼試験の結果について報道された．

Ｓ 2018/6/20

片野田洋 KKB鹿児島放送「KKBスーパーJ

チャンネル」18:25～18:35

開発中の小型ハイブリッドロケットと，ロケットエンジンの燃

焼試験の結果について報道された．

Ｓ 2018/6/21

片野田洋，鹿児島ハイブリッド

ロケット研究会

南日本新聞25面 「飛べ！鹿児島大ロケット／“宇宙県”の灯を絶やさない＝地

元企業の技が開発サポート」と題して，県内企業がハイブリッ

ドロケット開発を支援している事が掲載された．

Ｓ 2018/7/17

片野田洋 南日本新聞22面 「鹿大ロケット　年内打ち上げ困難　エンジン試験で破損」と

題して，ハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験失敗によ

り，年内打ち上げが困難になった事が掲載された．

Ｓ 2018/8/7

片野田洋 南日本新聞30面 「鹿大ロケット　パラシュート最終試験成功」と題して，50kgf

級ハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験の様子が掲載され

た．

Ｓ 2018/11/28

片野田洋 南日本新聞20面 「鹿児島ロケット夏以降　エンジン燃焼試験に遅れ」と題し

て，ハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験の遅れにより，

打上げが夏以降に延期になる事が掲載された．

Ｓ 2019/2/8

片野田洋 南日本新聞33面 「鹿児島ロケット　エンジン正常に燃焼」と題して，50kgf級ハ

イブリッドロケットエンジンの燃焼試験で定格以上の推力が得

られた事が掲載された．

Ｓ 2019/3/7

高橋淳二 セコム科学技術振興財団 挑戦的研究助成　研究者インタビュー

https://www.secomzaidan.jp/challenge/

研究助成を受けているテーマ「位置推定インフラに基づくヒ

ト・モノ・コトの長期・精密トラッキング」を中心に、この研

究に着手した動機や、発想に至った経緯が紹介されている。ま

た、人物にも焦点が当てられ、幼少期から工学を目指すように

なったきっかけ、研究者を目指すに至るまでの経緯がインタ

ビュー形式で紹介されている。

Ｓ 2018/7/1

機械工学科
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建築学科

木方十根 南日本新聞1面 [県都のあした]連載[私はこう考える-かごしま再開発]6/活性化のイメー

ジ重要・鹿児島で予定されている再開発計画について重要となる点を都

市計画研究に基づきコメントした。

Ｓ 201812/11

指宿スタジオ（建築学科3年生） 南日本新聞15面 3年生開講「建築設計IV」の指宿スタジオ（木方担当）の現地講評会が

「街づくり 学生提案」と題して紹介された

Ｅ 2018/12/4

環境建築研究室、鷹野敦 南日本新聞 18面 研究室が地元の工務店と取り組む「こどものけんちくがっこう」が鹿児

島県と共催した授業に関する報道

Ｅ 2018/10/22

環境建築研究室、鷹野敦 KKB「スーパーJチャンネル」 研究室が地元の工務店と取り組む「こどものけんちくがっこう」で行っ

た特別授業に関する報道

Ｅ 2018/9/7

環境建築研究室、鷹野敦 南日本新聞 17面 研究室が地元の工務店と取り組む「こどものけんちくがっこう」で行っ

た特別授業に関する報道

Ｅ 2018/8/27

環境建築研究室、鷹野敦 南日本新聞 23面 研究室が地元の工務店と取り組む「こどものけんちくがっこう」で行っ

た特別授業に関する報道

Ｅ 2018/8/10

環境建築研究室、鯵坂研究室、鷹

野敦、増留麻紀子

南日本新聞 18面 鹿児島市小原町内会と2研究室の共同で行なった、街の立体防災ジオラマ

作成に関する報道

Ｅ 2018/7/10

環境建築研究室、鷹野敦 南日本新聞 1面 熊本地震で被災した宇城市の仮設団地に、研究室で設計した集会所「み

んなの家」に関する報道

Ｓ 2018/4/14

小山雄資 MBC南日本放送「ニューズナウ」

18:15～

県体育館の建設候補地について、都市計画の見地からコメントした Ｓ 2018/6/7

根本修平*，根本研究室*，小山雄

資，小山研究室

南海日日新聞 福山市立大学・根本研究室と共同で実施した調査が「空き家調査始まる 

大学生１８人が協力 瀬戸内町」と題して紹介された

Ｓ 2018/7/6

小山雄資 MBC南日本放送「週刊１チャンネ

ル」9:30～

県体育館の中央駅西口移転について、候補地周辺を歩きながら都市計画

上の課題をコメントした

Ｓ 2018/11/10

屋久島スタジオ，井尻敬天（建築

学科3年）

南日本新聞15面 3年生開講「建築設計IV」の屋久島スタジオ（小山担当）の現地講評会が

「街づくり 学生提案」と題して紹介された

Ｅ 2018/12/4

小山雄資，柚木崎竜馬（小山研究

室4年）

南日本新聞18面 鹿児島市都市計画課と取り組んでいる、団地活性化にむけたワーク

ショップが「団地の未来考えよう」と題して紹介され、卒業論文を報告

した学生のコメントが紹介された

Ｓ 2018/12/17

小山雄資，小山研究室 朝日新聞（地域版） 鹿児島市都市計画課と取り組んでいる、団地活性化にむけたワーク

ショップが「団地の再生 みんなで話そう」と題して紹介された

Ｓ 2019/3/7

小山雄資，小山研究室 朝日新聞デジタル

(https://www.asahi.com/article

s/ASM2G4PWPM2GTLTB00J.html)

鹿児島市都市計画課と取り組んでいる、団地活性化にむけたワーク

ショップが「鹿児島）団地再生へワークショップ　住民と学生が参加」

と題して紹介された

Ｓ 2019/3/7

工学部建築学科1年生 鹿児島建設新聞 1年生のインスタレーションのギャラリー展示記事 Ｅ 2018/6/8
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海洋土木工学科

山城徹（鹿児島大学） 讀賣新聞，35面，地方版 『関空浸水「副振動」影響か　太平洋側、九州西岸で多発』の

見出しで，副振動の発生しやすい地域や防災対策について紹介

された。

Ｓ 2018/11/30

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

エネクトニュース

http://www.eco-

front.com/news_eop14BuQCw.html

『海洋エネルギーポテンシャルマップを一般公開』の見出し

で，みずほ情報総研株式会社，九州大学および鹿児島大学が共

同作成した「海洋エネルギーポテンシャルマップ（地域詳細

版）」の一般公開発表が紹介された。

Ｅ 2018/6/20

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

日経XTECH

http://tech.nikkeibp.co.jp/dm/

atcl/news/16/062211230/

『波力・潮流・海流・海洋温度差発電の資源量を推定、国内の

有望海域で』の見出しで，みずほ情報総研株式会社，九州大学

および鹿児島大学が共同作成した「海洋エネルギーポテンシャ

ルマップ（地域詳細版）」の一般公開発表が紹介された。

Ｅ 2018/6/22

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

環境ビジネスオンライン

https://www.kankyo-

business.jp/news/020642.php

『波力発電・潮流発電・海流発電・海洋温度差発電の資源量

マップ、ネット公開』の見出しで，みずほ情報総研株式会社，

九州大学および鹿児島大学が共同作成した「海洋エネルギーポ

テンシャルマップ（地域詳細版）」の一般公開発表が紹介され

た。

Ｓ 2018/6/22

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

電気新聞，3面 『海洋エネマップ公開』の見出しで，みずほ情報総研株式会

社，九州大学および鹿児島大学が共同作成した「海洋エネル

ギーポテンシャルマップ（地域詳細版）」の一般公開発表が紹

介された。

Ｓ 2018/6/20

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

科学新聞，2面 『海洋エネルギーポテンシャルマップ公開』の見出しで，みず

ほ情報総研株式会社，九州大学および鹿児島大学が共同作成し

た「海洋エネルギーポテンシャルマップ（地域詳細版）」の一

般公開発表が紹介された。

Ｓ 2018/6/29

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

スマートジャパン

http://www.itmedia.co.jp/smart

japan/articles/1806/22/news024

.html

『期待の海洋エネルギー発電、日本の導入ポテンシャルマップ

を公開』の見出しで，みずほ情報総研株式会社，九州大学およ

び鹿児島大学が共同作成した「海洋エネルギーポテンシャル

マップ（地域詳細版）」の一般公開発表が紹介された。

Ｓ 2018/6/22

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

bp-affairs

https://bp-affairs.com/news/　

2018/06/20180621-7525.html

『海洋エネルギー発電の資源量を推定する「海洋エネルギーポ

テンシャルマップ」を公開』の見出しで，みずほ情報総研株式

会社，九州大学および鹿児島大学が共同作成した「海洋エネル

ギーポテンシャルマップ（地域詳細版）」の一般公開発表が紹

介された。

Ｓ 2018/6/21

山城徹，加古真一郎（鹿児島大

学）

新電力ネット

https://pps-net.org/column/　

60404

『海洋エネルギー発電の資源量が分かる「海洋エネルギーポテ

ンシャルマップ」、九州大学など公開』の見出しで，みずほ情

報総研株式会社，九州大学および鹿児島大学が共同作成した

「海洋エネルギーポテンシャルマップ（地域詳細版）」の一般

公開発表が紹介された。

Ｓ 2018/6/20

柿沼太郎 南日本新聞 社会面 2018年9月に、インドネシアのスラウェシ島で発生した津波が、

地すべりに起因する津波であると推察されることを受けて、地

すべり津波の過去事例や、発生機構を解説した。特に、地すべ

り津波は、発生原因が地震と直結しないため、事前に予測する

ことが難しいこと、また、波源が陸に近く、短周期の津波が比

較的短時間で陸に伝播することを述べた。

Ｓ 2018/11/11

武若耕司 セメント新聞 土木学会コンクリート委員会亜鉛めっき鉄筋指針改訂小委員会

（委員長：武若耕司）が取りまとめた「亜鉛めっき鉄筋を用い

るコンクリート構造物の設計施工指針（案）」が紹介された。

Ｓ 2019/3/25
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工学科
山川康平, 渡邊 睦 南日本新聞, 16面 ２０１８年京都賞の企画特集として，「鹿大で毎年，意見交換

会」というテーマで取材を受けた．２０１６年京都賞受賞者と

の意見交換会「鹿児島コロキウム」で，受賞者の金出武雄・米

カーネギーメロン大学教授に渡邊，山川（当時博士前期課程２

年）が知能ロボットビジョンに関する研究紹介を行った際に，

金出先生から目から鱗のアドバイスをいただき，学部生の卒業

研究で，このアイデアを発展させた研究を立ち上げているとい

う内容．

Ｓ 2018/6/16

新地真大, 福元伸也, 鹿嶋雅

之, 渡邊 睦

南日本新聞, 15面 ５年前からかごしま水族館と共同研究を行っている．水槽を撮

影したカメラ画像から魚種を自動認識するシステム開発の一環

として，博士前期課程１年の新地真大が中心となり作成したWEB

アプリ「お魚de GUESS」の公開実証実験を実施した．深層学習

を駆使して魚の画像を学習させることにより，従来は8割程度

だった認識率を9割程度まで上げることに成功し，同年8月に札

幌で開催された「MIRU2018」で発表を行った．

Ｓ 2018/7/26

小野 智司 南日本新聞（第3部2ペー

ジ）,No.3, pp.2-2,  (2019).

「QRコードに生物進化応用」 Ｓ 2019/1/1

小野 智司 MBC南日本放送 NEWS-NOW, 

2018/6/5

「人工知能学会 全国大会始まる」 Ｓ 2018/6/5

小野 智司 南日本新聞 「AIも人間も成長を 鹿児島市で人工知能学会 大学や企業 最新

研究報告」

Ｓ 2018/6/8




