
青年技術士交流会 勉強会実績 

2005 年(H17 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 1 回例会 7/20(水) トンネル内非常用施設配置の実習 鈴川 竜司

第 2 回例会 9/14(水) 道路設計における待ち行列の応用について 福光 年宏

第 3 回例会 10/12(水) 歩行者専用道路(歩道橋)の費用便益分析について 森岡 敬士

第 4 回例会 11/9(水) 下水道計画にあたっての留意点について 中田 圭吾

第 5 回例会 12/14(水) 山陽自動車道の盛土崩壊事故の原因とその対策について 沖中 宏志

幸 徹

2006 年(H18 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 6 回例会 1/11(水) 航空写真と地形図判読 松木 宏彰

第 7 回例会 2/8(水) （勉強会なし）

第 8 回例会 3/8(水) 電気用品安全法について 鈴川 竜司

第 9 回例会 4/12(水) 交差点の設計について 荒本 達也

第 10 回例会 5/10(水) 環境保全便益の評価手法について 新渕 大輔

第 11 回例会 6/14(水) （勉強会なし）

第 12 回例会 7/12(水) 耐震強度偽造問題その後 森保 直也

第 13 回例会 8/9(水) （勉強会なし）

第 14 回例会 9/13(水) TCP/IP を用いた情報通信の仕組みについて 鈴川 竜司

第 15 回例会 10/11(水) 環境分野についての話題提供 新渕 大輔

第 16 回例会 11/8(水) バイオ燃料について 八百屋さやか

第 17 回例会 12/13(水) （勉強会なし）

2007 年(H19 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 18 回例会 1/10(水) 技術図書執筆は CPD 時間が 40 時間 杉山 龍夫

第 19 回例会 2/13(金) （岩国見学会）

第 20 回例会 3/14(水) （勉強会なし）

第 21 回例会 4/11(水) PC の TIPS 集 鈴川 竜司

第 22 回例会 5/9(水) 呉市広大橋における社会実験の効果について 森岡 敬士

第 23 回例会 6/13(水) （勉強会なし）

第 24 回例会 7/11(水) 長繊維混入補強土緑化工による現場施工報告 武谷 剛志

第 25 回例会 8/8(水) 余剰汚泥からのりん回収技術の経済性検討 新渕 大輔

第 26 回例会 9/12(水) Windows で使えるテキストツール 鈴川 竜司

第 27 回例会 10/10(水) 下水道施設の維持管理について 高木 周一

第 28 回例会 11/14(水) 道路構造令(道路の構造の一般的技術基準)について 荒本 達也

第 29 回例会 12/12(水) （勉強会なし）



2008 年(H20 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 30 回例会 1/9(水) 排水渠の水の流れについて 中田 圭吾

第 31 回例会 2/13(水) 理科実験教室プロジェクト参加報告 佐竹 伸二

第 32 回例会 3/12(水) ブリッジコンテストの提案 森保 直也

第 33 回例会 4/9(水) （勉強会なし）

第 34 回例会 5/14(水) 環境に配慮した遮水壁工法 幸   徹

第 35 回例会 6/11(水) （勉強会なし）

第 36 回例会 7/9(水) 白熱電球・蛍光灯・ＬＥＤの原理並びにその考察 宮崎 尚志

第 37 回例会 8/13(水) ブレイン・ライティングの実践 森保 直也

第 38 回例会 9/10(水) 道路設計：路線選定の方法及び留意点 荒本 達也

第 39 回例会 10/8(水) 最近の斜面緑化技術の問題点について 幸   徹

第 40 回例会 11/12(水) 地域貢献を目指した事業について 島田 祐作

第 41 回例会 11/29(土) 「下水道事業と設計（管路）の実態」

座談会

宮本 博高

参加者全員

2009 年(H21 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 42 回例会 1/14(水) トンネル設備の機器割付（２） 鈴川 竜司

第 43 回例会 2/13(金) 下水道設計・施工におけるトラブル発生について 中田 圭吾

第 44 回例会 3/11(水) バイパスのルート比較について（その 2） 森岡 敬士

第 45 回例会 4/8(水) 地形・地質から見たルート選定上の留意点 佐竹 伸二

第 46 回例会 5/13(水) 地震に対する建築設計の考え方 片山 隆志

第 47 回例会 6/10(水) （勉強会なし）

第 48 回例会 7/5(土) 青年技術士交流会の更なる発展に向けて

青年技術士が目指すもの（活動実績を振り返って）

高木 周一

森岡 敬士

松木 宏彰

中田 圭吾

第 49 回例会 8/5(水) （勉強会なし） 今年度の活動計画について

第 50 回例会 9/9(水) ネットワークサーバのハードウェアについて 鈴川 竜司

第 51 回例会 10/14(水) 取水からから需要者までの配水工程と広島市の浄水

方法の詳細

国森 貴美

第 52 回例会 11/11(水) 鞆地区の道路整備事業について 森岡 敬士

第 53 回例会 12/12(土) 鞆地区の道路整備事業について（その２）

～各分野からの考察および討論会～

森岡 敬士

松崎 基

今井 康雅

森保 直也

中田 圭吾

幸 徹

向井 敬治

新渕 大輔



2010 年(H22 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 54 回例会 1/13(水) ダム建設に伴う県道付替工事について 武谷 剛志

第 55 回例会 2/10(水) 森林の役割及び林業の現状について 高木 周一

第 56 回例会 3/10(水) ワードで作るホームページについて 幸 徹

第 57 回例会 4/14(水) 色彩計画について 藤岡 義久

第 58 回例会 5/12(水) 耐震性能をもつ箱型擁壁について 岡 正臣

第 59 回例会 6/9 (水) （勉強会なし）

第 60 回例会 7/14(水) バリアフリー設計の実例ほか 楢崎 茂

第 61 回例会 8/11(水) ネパールへのコンポスト技術導入につい

て
八百屋さやか

第 62 回例会 9/8(水) 写真で学ぶ下水道 渡部 允人

第 63 回例会 10/13(水) 西欧州インフラ整備の実情について 中田 圭吾

第 64 回例会 11/12(水) Windows7 と Office2010 を使いこなすに

は
長原 基司

第 65 回例会 12/18(土) 社会貢献活動について 荒本・古賀

2011 年(H23 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 66 回例会 1/12(水) 炊飯工場について 双和 祥二

第 67 回例会 2/9(水) 変位制限装置付き落橋防止装置の耐震補

強効果について
守谷 佳也

第 68 回例会 3/9(水) ①気候変動対策としての人材育成について

②希少野生動植物種保護増殖事業(タンチョ

ウ)について

田村 裕美

田中 真也

第 69 回例会 4/13(水) 新聞記者の仕事について 矢追 健介

第 70 回例会 5/11(水) ソーラー型浄水装置を用いた被災地支援

活動報告
久賀 泰郎

第 71 回例会 6/8(水) 日本農業における６次産業化の推進 金高 智之

第 72 回例会 7/20(水) 夏休み特別企画スピーカーイヤホンを作

ろう
鈴川 竜司

第 73 回例会 8/17(水) 広島県政について 福知 基弘

第 74 回例会 9/21(水) 3.11 の地震動と津波による橋梁構造物の

被災
渡邊 繁

第 75 回例会 10/19(水) 職人・プロの技術と心のつながりについて 重富 修作

第 76 回例会 11/16(水) アセットマネジメント構成技術について 永瀬 文昭

第 77 回例会 12/10(水) 東日本大震災についてリレー討議

テーマ１：被災地の復興について、再建か、

移転か？

テーマ２：原子力発電について、継続か、

廃止か？

向井 敬治



2012 年(H24 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 78 回例会 1/18(水) 機械の振動と計測について 青木 寛 

第 79 回例会 2/15(水) 海の底を調べる方法 松木 宏彰 

第 80 回例会 3/21(水) 細胞形態から病気を推定する 金子 佳恵 

第 81 回例会 4/18(水) キャリアコンサルティング／カウンセリ

ングとは 
増野 洋子 

第 82 回例会 5/16(水) ネットワークのしくみ～LAN を体感しよう

～ 
長原 基司 

第 83 回例会 6/20 (水) 企業の対応について～顧客として経験し

た事例より～ 
島田 祐作 

第 84 回例会 7/18(水) 農業水利施設の補修工法（開水路） 佐藤 康弘 

第 85 回例会 8/8(水) 被災地ボランティアに参加して 新渕 大輔 

第 86 回例会 9/19(水) 個々の経験から公の歴史へ ～社 会貢 

献ディスカッション～ 
小田 宗孝 

第 87 回例会 10/17(水) ブーメラン 飛行原理の学習と検証 金高 智之 

第 88 回例会 11/17(水) 青年技術士交流会の例会活動にみるプロ

ジェクト管理 
岡 正臣 

第 89 回例会 12/8(土) 見学会：賀茂泉酒造株式会社 

2013 年(H25 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 90 回例会 1/16(水) 資源循環型農業への取組み 高木 周一

第 91 回例会 2/20(水) Windows８の最新技術 長原 基司

第 92 回例会 3/13(水) アルゴリズムの金融取引への応用 梶本 卓椰

第 93 回例会 4/17(水) 機械の振動と計測について-その 2 青木 寛

第 94 回例会 5/15(水) 飲食業における人的資源マネジメント 池田 寛

第 95 回例会 6/19(水) 報道写真にみる技術革新と報道の意義 荒木 肇

第 96 回例会 7/17(水) 今問われる海外進出の必要性 村川 誼衣 

第 97 回例会 8/21(水) 
ものづくり教室による社会貢献活動

田中 健

大橋 昌

第 98 回例会 9/18(水) 東日本大震災後の防災対策 ～災害時要

援護者対策を中心に～
真海 絵里奈

第 99 回例会 10/16(水) 自転車走行空間の実装技術 ～宇都宮で

の”矢羽根”設置事例～
小路 泰広

第 100 回例会 11/20(水) 青年技術士交流会に学ぶ組織成長のため

のマネジメント
森保 直也

第 101 回例会

忘年会

12/7(土) 
青年技術士交流会の今後を考える 金高 智之



2014 年(H26 年)勉強会実績

例会開催名 開催日 勉強会題目 講師

第 102 回例会 1/15(水) 技術者の仕事環境改善について 立石 悦子

第 103 回例会 2/19(水) AED の実際 ～実践から学ぶ～ 芹口 直美 

第 104 回例会 3/19(水) 新世代・高効率エンジンの燃焼系技術の開

発
三角 春樹

第 105 回例会 4/16(水) (勉強会なし)青年技術士交流会の年間行動

計画

第 106 回例会 5/21(水) 
国内外の橋梁工事

鹿島建設 山

内グループ長

第 107 回例会 6/18(水) 知ってるようで知らない？信頼性工学の

基礎講座
鈴木 崇弘 


