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会長あいさつ 東北大学，本会会長 前田　四郎 1-1 (1980) 1

祝辞 東京大学,本会最高顧問 向坊　　隆 1-1 (1980) 2

「一粒の麦」 東京都立工科短期大学 渡辺　　茂 1-1 (1980) 2

エネルギー・資源研究会に望む
－資源・エネルギー開発と技術革新－

資源エネルギー庁長官官房審議
官，本会顧問

児玉　勝臣 1-1 (1980) 4

創刊に際して 京都大学，本会編集理事 佐藤　　俊 1-1 (1980) 6

「真実を書こう」 京都大学，本会副会長 水科　篤郎 1-1 (1980) 7

「エネルギー・資源」に望む (株)野村総合研究所 酒田　　哲 1-1 (1980) 8

新年を迎えて 東北大学,本会会長 前田　四郎 2-1 (1981) 1

新年を迎えて 日本原子力発電(株),本会副会長 岡部　　實 3-1 (1982) 1

ケチこそ美徳 京都大学,本会副会長 水科　篤郎 4-1 (1983) 1

[新会長あいさつ]ごあいさつ 京都大学,本会会長 水科　篤郎 4-3 (1983) 1

新年を迎えて 電気通信大学,本会副会長 森　　康夫 5-1 (1984) 1

創立5周年を迎えて 京都大学,本会会長 水科　篤郎 6-1 (1985) 1

創立当時を振りかえって 東北大学,本会初代会長 前田　四郎 6-1 (1985) 3

「エネルギー・資源」創刊当時の思い出 京都大学,本会常任理事 佐藤　　俊 6-1 (1985) 5

新年を迎えて 日本原子力発電(株),本会副会長 岡部　　實 7-1 (1986) 1

新年を迎えて 電気通信大学,本会副会長 森　　康夫 8-1 (1987) 1

来るべきエネルギー危機に備えて 京都大学,本会会長 水科　篤郎 9-1 (1988) 1

［追悼文］水科先生を偲んで 京都大学 荻野　文丸 9-3 (1988) 1

［会長就任挨拶］ごあいさつ 東京工業大学,本会会長 田中　郁三 9-4 (1988) 1

［特集によせて］50号記念特集に寄せて 京都大学,本会編集実行委員長 林　　宗明 9-4 (1988) 2

新春にあたって 東京工業大学,本会会長 田中　郁三 10-1 (1989) 1

創立10周年に思う 東京工業大学,本会会長 田中　郁三 11-1 (1990) 1

［学会移行によせて］研究会から学会へ 東京工業大学,本会会長 田中　郁三 11-3 (1990) 1

新年を迎えて 大阪大学,本会副会長 坪村　　宏 12-1 (1991) 1

1992年を迎えて 東京電力(株)，本会副会長 三井　恒夫 13-1 (1992) 1

夢を追いかける 東京大学,本会副会長 茅　　陽一 14-1 (1993) 1

［会長就任挨拶］会長就任にあたって 東京電力(株),本会会長 三井　恒夫 14-4 (1993) 1

21世紀への遺産 大阪ガス(株),本会副会長 上田　耕造 15-1 (1994) 1

新しい年を迎えて 東京電力(株),本会会長 三井　恒夫 16-1 (1995) 1

エネルギー学を考える 慶應義塾大学,本会副会長 茅　　陽一 17-1 (1996) 1

［100号記念によせて］学会誌100号記念によせて 学位授与機構,本会前会長 田中　郁三 17-6 (1996) 1

「エネルギー・資源」100号を祝して 東京電力(株),本会会長 三井　恒夫 17-6 (1996) 2

アジアに見る21世紀－エネルギーの視点から－ 大阪ガス(株),本会副会長 上田　耕造 18-1 (1997) 1

新会長挨拶 慶應義塾大学,本会会長 茅　　陽一 19-1 (1998) 1

会長退任に際して 東京電力(株),本会前会長 三井　恒夫 19-1 (1998) 2

地球環境技術への期待 芝浦工業大学,本会副会長 越後　亮三 20-1 (1999) 1

西暦2000年に寄せて 摂南大学,本会副会長 鈴木　　胖 21-1 (2000) 1

21世紀を迎えて
(財)地球環境産業技術研究機

構，本会会長
茅　　陽一 22-1 (2001) 1

新会長挨拶
姫路工業大学，大阪大学，

本会会長
鈴木　　胖 23-1 (2002) 1

“変革の世紀”に寄せて 大阪ガス(株)，本会副会長 松村　雄次 24-1 (2003) 1

持続的なエネルギーシステム実現へ向けて 慶應義塾大学，本会副会長 石谷    久 25-1 (2004) 1

実効のある地球温暖化防止対策を 東京電力(株)，本会副会長 友野　勝也 26-1 (2005) 1

新年のごあいさつ 兵庫県立大学，本会会長 鈴木　　胖 27-1 (2006) 1

「小さな政府」と今後のエネルギー政策 筑波大学，本会編集実行委員長 内山　洋司 27-1 (2006) 2
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新年のごあいさつ 慶應義塾大学，本会会長 石谷    久 28-1 (2007) 1

「エネルギー・資源」の「資源」とは？
京都大学，

本会編集実行副委員長
鉾井　修一 28-1 (2007) 2

新年のごあいさつ
(社)日本原子力産業協会，本会

副会長
服部　拓也 29-1 (2008) 1

グローバリゼーションの波と学会活動
早稲田大学，

本会編集実行副委員長
伊東　弘一 29-1 (2008) 2

新年のごあいさつ 大阪ガス(株)，本会副会長 中谷　秀敏 30-1 (2009) 1

[会長あいさつ]一般社団法人移行に寄せて
(社)新エネルギー導入促進協議

会，東京大学，本会会長
石谷    久 30-3 (2009) 1

創立30周年に当たって
(社)新エネルギー導入促進協議

会，東京大学，本会会長
石谷    久 31-1 (2010) 1

「低炭素社会」と新しい産業活動 筑波大学，本会編集実行委員長 内山　洋司 31-1 (2010) 3

低炭素社会の実現に向けて
・・・原子力ルネッサンスと日本の役割・・・

(社)日本原子力産業協会，本会
副会長

服部　拓也 32-1 (2011) 1

あたかも一身にして多生を経るが如く
一人にして多身あるが如し　然し

京都大学，本会編集実行副委員長 吉田　英生 32-1 (2011) 2

[新会長挨拶]不易流行の心で考える学会の未来 エネルギー・資源学会 山地　憲治 32-4 (2011) 1

今後のエネルギー政策と天然ガスの役割に関する私見 エネルギー・資源学会 中谷　秀敏 33-1 (2012) 1

「エネルギー」をみつめて エネルギー・資源学会 手塚　哲央 33-1 (2012) 2

困難ともいえるエネルギー問題の解決に向けて エネルギー・資源学会 内山　洋司 34-1 (2013) 1

グローバリゼーションと資源問題 エネルギー・資源学会 澤田　賢治 34-1 (2013) 3

[新会長挨拶]
「閉じた世界」から「開いた世界」への適応

エネルギー・資源学会 内山　洋司 34-4 (2013) 1

年頭にあたり　エネルギー・資源学会への期待 エネルギー・資源学会 鈴置　保雄 35-1 (2014) 1

縮小社会に向けたソフトランディングの重要性 エネルギー・資源学会 永田　　豊 35-1 (2014) 2

エネルギー問題と学会に期待される役割 エネルギー・資源学会 酒井　孝志 36-1 (2015) 1

工学系学会連合ウェブサイトの創設に向けて
─“Watt & Edison”の挑戦─

エネルギー・資源学会 吉田　英生 36-1 (2015) 2

[新会長挨拶]会長就任にあたって エネルギー・資源学会 鈴置　保雄 36-4 (2015) 1

「エネルギーミックス」の実現に向けて エネルギー・資源学会 鈴木　健一 37-1 (2016) 1

「エネルギー・資源」と「学際研究」 エネルギー・資源学会 手塚　哲央 37-1 (2016) 2

不安と不確実の時代を超えて─長期ビジョンを持ちうる
か？

エネルギー・資源学会 森　　俊介 38-1 (2017) 1

今，改めて電気という財の特殊性を考えてみる エネルギー・資源学会 永田　　豊 38-1 (2017) 2

[新会長挨拶]エネルギー・資源学会の役割　─「変わり
ゆく時代」と「変わらぬ問題意識」

エネルギー・資源学会 森　　俊介 38-4 (2017) 1

エネルギーと環境を考えることは エネルギー・資源学会 岡部　一彦 39-1 (2018) 1

予防原則と数値計算モデル エネルギー・資源学会 藤井　康正 39-1 (2018) 2

費用効果的なエネルギートランジション エネルギー・資源学会 浅野　浩志 40-1 (2019) 1

エネルギー資源の脱炭素化 エネルギー・資源学会 光田　憲朗 40-1 (2019) 2

[新会長挨拶]令和のエネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 浅野　浩志 40-4 (2019) 1

この星のいちばんのエネルギー エネルギー・資源学会 瀨戸口哲夫 41-1 (2020) 1

低炭素でレジリエントな社会へ エネルギー・資源学会 岡島　敬一 41-1 (2020) 2

コロナと共にある生活，経済 エネルギー・資源学会 鍋田　和宏 42-1 (2021) 1

エネルギー政策とマスメディアの役割 エネルギー・資源学会 藤井　康正 42-1 (2021) 2

[新会長挨拶]
挑戦の時代におけるエネルギー・資源学会

エネルギー・資源学会 手塚　哲央 42-4 (2021) 1

2050年までに何ができるか？ エネルギー・資源学会 下田　吉之 43-1 (2022) 1

カーボンニュートラル社会における水素の使われ方 エネルギー・資源学会 永田　　豊 43-1 (2022) 2

遊びをせんとや生まれけむ エネルギー・資源学会 瀨戸口哲夫 44-1 (2023) 1

エネルギー・資源の情報共有の場 エネルギー・資源学会 光田　憲朗 44-1 (2023) 2
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