
「熊大だより」主要トピックス一覧

元号 年 月

年頭にあたり望むこと 全学 柳本武学長 校地拡張、大学問題

黒髪地区施設の整備計画について 全学
大原英一教養部教授

・施設部会委員長

黒髪地区施設将来計画（体育館、新プー
ル、保健センター、電話交換室、図書館、学
生部、工学部、理学部、南地区厚生施設、
養護学校、グラウンド、蒸気暖房　など）

黒髪地区将来図 全学 黒髪地区将来構想図
水俣病の研究を回顧して 医学部 徳臣晴比古医学部教授 水俣病

ホットケーキをたべ乍ら 法文学部 河原畑正行法文学部教授
メープルシロップ、経済学者ジョンガルブレ
イス

教養部だより 教養部 N・生
新制大学における教養教育、熊本大学教養
部（教官定員増加、カリキュラム構成、施設
情況）

武夫原にスポーツの殿堂誕生　新体
育館について

施設部施設課 施設部施設課
体育館武道場設置計画の概要、工事の概
要

発刊に際して 学生部 忽那将愛学生部長 「熊大だより」発刊、学生部委員会

熊本大学振興会決算報告 熊本大学振興会
熊本総合大学期成会、寄附金、積立金（学
報転載）

インカレ馬術、本学で開催 全学 学生部 第十八回九州地区大学体育大会
九文連行事に一〇〇名参加 全学 学生部 第十六回九州地区大学連合文化行事

江津湖駅伝で第二位 全学 学生部
熊本地区大学体育会連盟主催第一回江津
湖駅伝

編集後記 全学 学生部 熊大だより発刊
熊本を文教都市に！！ 全学 六反田藤吉学長 一期校入試状況、現在の大学環境
道楽昂揚の精神 理学部 小貫章理学部教授 「情報の科学」、大学の人間の任務
南島における国家の成立　奄美戸口
城の発掘

法文学部 松本雅明法文学部教授
「琉求」は台湾か、青磁の出土、戸口城の発
見

アメリカ旅行報告 教養部 福田昇八教養部助教授 アメリカにおける外国語教育視察

ヨーロツパの印象 薬学部 加瀬佳年薬学部教授
文部省在外研究員としてアメリカ、ヨーロッ
パ各国の研究所訪問

精神病と体質 体質医学研究所
鹿子木敏範

体質医学研究所教授
体質精神医学における研究のあゆみ

編集後記 学生部 紛争のため発刊延期
本学における大学改革への動き 全学 野村茂医学部教授 大学改革、熊本大学改革準備会、紛争

地中海調査旅行 全学 堀内清治工学部教授
第一次熊本大学環地中海遺跡調査団
（S44.9-45.2）

九州の山の話 全学 小島武味教育学部教授 九州の山の紹介

臨海教育などの紹介 教育学部 金守新一教育学部教授
教育学部水泳実習、「泳げない教師」、水泳
訓練、水泳実習計画

重要文化財　「旧五高本館・化学実
験場・表門」について

全学 松本雅明法文学部教授 重要文化財指定、建物概要

教育学部紹介 教育学部 梅沢信一教育学部教授
施設整備（第三期工事終了）、入学者数・在
籍者数、行事概要

定期健康診断について 全学 学生部

学生定期健康診断受診にあたっての注意、
昭和45年度学生定期健康診断受診状況調
べ（付表）、昭和45年度当初における休学者
理由別調（付表）

昭和四五年度課外活動費の配分に
ついて

学生部 学生部 課外活動への配分額決定

阿蘇研修所 学生部 学生部 阿蘇研究所利用の奨励、利用手続紹介
九重共同研修所 学生部 学生部 九重共同研修所利用手続紹介

理工地区厚生センターに食堂開設 黒髪南地区 学生部
理工地区に食堂開設（45/4/15）、食堂運営
要項

大学の行事 全学 学生部
熊本大学集団キャンプ、熊本大学第一回水
泳教室、熊本大学教育学部水泳教室

第二〇回九州地区大学体育大会に
ついて

全学 学生部 九州地区大学体育大会夏季大会日程

大学と学問について 全学 黒田正巳学長 研究と教育、学問の自由、将来構想

教養課程のあり方について 教養部 奥村孝一教養部教授
大学改革、一般教育（教養課程）問題、大学
設置基準の一部改正

熊大改革委員会の活動について 改革委員会 野村茂医学部教授 「選挙制度」と「教育課程」の改革

図書館だより 附属図書館 坂本龍蔵附属図書館事務長
図書館利用状況、希望図書・投書箱、参考
図書

臨海実験所紹介 理学部附属合津臨海実験所
吉倉真理学部教授・

臨海実験所所長
臨海実験所概要、有明海の特徴、実験所活
動内容

学生の健康管理について 体質医学研究所
三村悟郎

体質医学研究所助教授
日常生活の規制、運動の必要性、既に何ら
かの病気をもっている場合

第二〇回九州地区大学体育大会 全学 学生部 夏季大会成績
プール建設について 全学 学生部 プール建設、竣工予定
大学準硬式野球大会 全学 学生部

準硬式野球九州選手権で熊本大学が初制
覇

黒髪北地区食堂の建設について 全学 学生部
黒髪北地区食堂概要、完成予想図、食堂平
面図

第二〇回九州地区大学体育大会（冬
季）実施日程表

全学 学生部 日程表（付表）

熊本大学水泳教室 全学 学生部
実習計画表、概要、日課表、訓練結果、感
想文

熊本大学集団キャンプ 全学 学生部
集団キャンプについてのアンケート結果、感
想

学内外の交通事故　交通事故防止
に協力を！

全学 学生部 交通規制、構内事故

修学状況（45・12・1現在） 全学 学生部
学部学生履修年次別在籍数、学部学生以
外の在学生数

号 学部
発行

キーワード執筆者トピックスタイトル
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キーワード執筆者トピックスタイトル

編集後記 学生部 学生部

入学式告辞 全学 黒田正巳学長
昭和46年度入学式告辞、大学とはどういうと
ころか

交通事故障害について 医学部 松角康彦医学部教授 脳神経外科、交通事故障害
体質医学研究所の紹介 体質医学研究所 沢田芳男体質医学研究所長 構成、施設、体質医学、研究現況
昭和四十六年度課外活動費として次
のとおり配分額が決定しました。

全学 学生部 課外活動費（付表）

アルバイト現状 全学 学生部
アルバイト斡旋数調、アルバイト斡旋業種別
件数調

第二十一回九州地区大学体育大会 全学 学生部 夏季大会日程
プール完成 全学 学生部 新プール完成
北地区食堂の利用状況 全学 学生部 新年度利用状況
スポーツ安全協会概要 全学 学生部 加入資格、対象となる事故、保険金額など

行事予定 全学 学生部
熊本大学キャンプ教室、熊本大学第二回水
泳教室、熊本大学教育学部水泳教室

外国人留学生在籍調 留学生 学生部 外国人留学生数（付表）
学生数、教職員数 全学 学生部 学生数、教官数、教官以外の職員数（付表）
編集後記 学生部 学生部 次号予定

熊本大学内の遺跡めぐり 黒髪地区
山田昌司法文学部教授

・法文学部長
黒髪キャンパスの回顧、成立の歴史、五高
本館、科学教室

文化財を保護しよう 黒髪地区 学生部
黒髪北地区旧五高時代本館・化学実験室・
表門をたいせつに、重要文化財指定

食品添加物について 全学
一番ヶ瀬尚薬学部教授

・薬学部長
食品添加物の安全性、分類など

工学部工学研究機器センターの紹介 工学部
清田堅吉工学研究機器セン

ター長（教授）

試験・研究施設概要（X線回折装置、赤外分
光光度計、電子顕微鏡・高温顕微鏡、風洞
実験装置、真空溶解炉、光弾性実験装置、
疲労試験装置）

図書館本館新築の構想 附属図書館
加瀬佳年附属図書館長

（教授）
新築決定、設計計画、情報化

熊本大学水泳教室 全学 学生部 第二回水泳教室概要、日課表
熊本大学キャンプ教室 全学 学生部 第二回キャンプ教室概要
第21回九州地区大学体育大会（夏
季）成績一覧表

サークル 学生部
第21回九州地区大学体育大会（夏季）成績
一覧表（付表）

第二十一回九州地区大学体育大会
（冬季）日程

サークル 学生部 冬季大会日程一覧

水泳プールの使用状況等について 全学 学生部
プールのシーズン突入、使用状況（付表）、
熊本大学プール使用心得

昭和46年　春～秋　課外活動の成果
について

サークル 学生部 各部活動成績（付表）

運動場拡張整地について 全学 学生部 武夫原運動場整備計画
学長、部局長一覧 全学 学生部 一覧表（付表）
評議員一覧 全学 学生部 一覧表（付表）
編集後記 学生部 題字を黒田学長揮毫に

熊本の医学遺跡 医学部
六反田藤吉名誉教授・元学

長

医学教育の沿革、医学校跡記念碑、春雨黌
並に初期私立熊本医学校跡、島崎町の叢
桂園、蕃滋園跡　など

熊本大学構内の重要文化財につい
て-その保存については、みんなで協
力しよう-

全学 学生部 重要文化財指定、保存

熊本大学電子計算機室の紹介と情
報科学教育への期待

電子計算機室
松山公一電子計算機室長

・工学部教授
電子計算機室概要、情報科学教育

アフリカ現地人体質学術調査の旅 体質医学研究所 沢田芳男体質医学研究所長
第一次熊本大学アフリカ現地人体質学術調
査、文部省科学研究費（海外学術調査費）

全九州大学秋季バレーボール大会
に優勝

サークル 学生部
第八回全九州秋季バレーボール大会、トー
ナメント結果

リーダーシップトレーニング開催さる サークル 学生部
第九回リーダーシップトレーニング、体育系
サークル

第21回九州地区大学体育大会（冬
季）成績一覧表

サークル 学生部 成績一覧（付表）

課外活動助成会の設立について 課外活動助成会 学生部
熊本大学課外活動助成会、学生部長運用
の課外活動費の徴収中止

附属図書館の建設について 図書館 学生部 附属図書館建設、完成外観図
第13代熊本大学体育会（本部）役員
名

サークル 学生部 体育会役員名簿
第一八回商大対熊大総合体育大会 サークル 学生部 定期戦、戦績表
石坂先生を偲ぶ 法文学部 荒木尚法文学部助教授 石坂正蔵先生、国語学、敬語研究史
停年により退官される先生がた 教員 学生部 定年による退官（3/31付）

医学部附属中毒研究施設の紹介 中毒研究施設
高橋等医学部教授
・中毒研究施設長

水俣病研究班、中毒研究、生化学、病態生
理学、将来構想

廃液処理の工事について 廃液処理対策打合会 玉井達二医学部教授
廃液処理に関する委員会（各部局）、熊本大
学廃液処理対策打合会（全体）、廃液処理
施設

薬用植物園紹介 薬学部 村上誠愨薬学部教授 薬用植物園概要、薬草園、植物園

課外活動助成会の設立について 課外活動助成会
菅敏郎熊本大学課外活動助

成会会長
課外活動助成会概要、経費

第二十二回九州地区大学体育大会 サークル 学生部 九州地区大学体育大会夏季大会日程

行事予定 全学 学生部
熊本大学第三回水泳教室、熊本大学キャン
プ教室

運動場整備について 全学 学生部
陸上競技場完成（第一次整備計画）、第二
次以後整備予定

昭和7
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体育関係団体一覧表 サークル 学生部 各サークル主将名簿
第四回　熊本地区大学総合体育大
会

サークル 学生部
第四回熊本地区五大学総合体育大会、戦
績表

昭和四十七年度入学試験合格者健
康診断結果表

全学 学生部 志願者数、合格者数、健康診断結果（付表）

留年者数調 全学 学生部 留年者数（付表）

熊本大学課外活動助成会会則 課外活動助成会 学生部
熊本大学課外活動助成会会則、熊本大学
課外活動助成会運営細則

精神薄弱教育のあゆみと教員養成
について

教育学部 森清教育学部教授
特殊学級、精神薄弱教育、臨時養護学校教
員養成課程

黒髪地区放射性同位元素総合研究
室の紹介

黒髪地区 大吉昭工学部教授 原子力分野、中性子発生装置、RI

「節約のすすめ」 全学 大塚道男理学部助教授 贅沢は敵、節約
酵素と癌の生化学 薬学部 久保田幸穂薬学部教授 夏みかんの酵素、血漿アルブミン低下減少
第三回熊本大学水泳教室 全学 学生部 水泳教室概要、日課表

言語とその障害 コラム 西川盛雄教養部講師
言語能力、言語障害、言語障害学、大学に
望まれること

第三回キャンプ教室 全学 学生部 キャンプの概要
プール使用状況等について 全学 学生部 プール使用状況（抜粋）（付表）
第22回九州地区大学体育大会（夏
期）成績一覧表

サークル 学生部 成績一覧（付表）

課外活動助成会について 課外活動助成会 助成費、文化部会への支出
総合科目 教養部 近沢竜雄教養部助教授 総合科目の設置、学園紛争、一般教育
リーダーシップトレーニングについて 体育会 学生部 第十回リーダーシップ・トレーニング

私の研究　人癌ウィルス 医学部
日沼頼夫医学部教授

（微生物学）
人癌ウィルスの研究方向

熊大資料館の構想 全学 松本雅明法文学部教授
熊本大学総合研究資料館の構想、旧建物
状況、熊大に現存する資料の種類・量

九州地区大学体育大会（冬季）成績 サークル 学生部 各種目ごと一覧（付表）
停年により退官される先生がた 全学 学生部 3/31付定年者一覧（付表）
図書館の平面図 図書館 新図書館の平面図
熊本大学体育会（本部）役員名の紹
介

体育会 第14代体育会役員名簿
グランドの第2期工事 全学 学生部 サッカー場を現在工事中
ボート・野球全国制覇-全国医科学
生体育大会-（第24回西日本医科学
生総合体育大会）

医学部
西日本医科学生総合体育大会、本学医学
部成績一覧

体育サークルのリーダーシップ・ト
レーニングについて

サークル
西岡寅雄教養部教授

（熊本大学体育会顧問）
リーダーシップ・トレーニング、狭隘なグラウ
ンド・体育館

商大対熊大の総合体育大会成績 サークル
第19回対熊商大定期戦、市中パレード、戦
績表

入学式告辞 全学 黒田正巳学長
総合図書館の新築落成、重要文化財、学術
書、悪書

工学部衝撃エネルギ実験所紹介 工学部
清田堅吉工学部教授

衝撃エネルギ実験所所長
衝撃エネルギー実験所の特徴、開発技術、
研究題目

研究回顧 理学部 小貫章理学部教授 日食観測、学者、仕事
新しい図書館の利用のしかた 図書館 現在の図書館、「図書館利用の手引」
学生集会所の使いかた 学生部 学生部 使用申込受付方法
阿蘇研修所・九重共同研修所の使用
申込手続変更

学生部 学生部 使用申込受付方法
熊本大学学則の一部を改正する規
則

全学 懲戒退学、除籍、再入学
運動場第三年目の整備工事 全学 学生部 第二年次分のサッカー場の完成
弓道場の新設 全学 学生部 新弓道場の使用開始
熊本大学プール使用心得 全学 学生部 プール使用心得
熊本大学第四回水泳教室 全学 学生部 水泳教室開催通知
熊本大学キャンプ教室 全学 学生部 キャンプ教室開催通知
熊大体育会主催の本年度大会予定
表

サークル 学生部 各サークル大会予定（付表）
体育会所属サークル主将名簿 サークル 学生部 各サークル主将名簿（付表）
第二十三回九州地区大学体育大会 サークル 学生部 九州地区大学体育大会、行事日程

『熊本大学応援歌』誕生!! サークル
第一回熊本大学応援歌当選作品、発表会・
授賞式

課外活動助成金交付申請について 課外活動助成会

援助申請、「昭和47年度課外活動助成会決
算報告」、「昭和48年度課外活動助成会寄
付金報告」

在外研究レポート　示唆の需要・拒
否-心理的影響課程の研究-

コラム 鈴木康平教育学部助教授
心理学、ミシガン大学のグループ・ダイナミッ
クス研究センター、文部省在外研究員

ラジオアイソトープ　二十年の雑感 工学部 占部則明工学部教授
放射性物質、放射性同位元素研究委員会
（全学）、各学部RI施設

図書館の現状と利用状況 図書館 新館開館、来館学生増、夜間開館

保健センター 保健センター
保健センターの設置、設置趣旨、業務内
容、施設・設備、組織・運営、機構図

火災及び盗難の防止に注意しましょ
う

全学 学生部 火災や東南の予防・防止
第一回外国人留学生の研修会開か
れる

留学生 外国人留学生研修会概要

第四回熊本大学水泳教室終る 全学 練習日程（付表）、写真
第四回キャンプ教室開かれる 全学 概要、写真

林君全国選抜チームに出場 全学
韓国遠征の全日本大学準公式野球選抜
チーム、学生の選抜

プール使用状況について 全学 プール解放、プール使用状況
第二十三回九州地区大学体育大会
種目別成績一覧表

サークル 夏季大会結果（付表）

149昭和12

648昭和11

248昭和10

9 昭和 47 10

647昭和8
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価値観について 全学 岳中典男学長 価値観、大学の発展、大学の使命
就任のことば 学生部 岡田正秀学生部長 学生部、学生課、厚生課、入学主幹
私の見た外国の大学 コラム 本里義明工学部教授 コロラド大学、ハイデルベルグ大学

合津臨海実験所その後 臨海実験所
山口隆男理学部附属臨海実

験所講師
本館の落成、実習船（どるふぃん号、和
船）、研究活動

肥後狂句と熊本弁（第一話）情感と
語感

コラム 渋田正隆学生部次長 肥後狂句、熊本弁

熊大運動場について 全学 学生課
旧熊本電波高等学校跡地の所管換（本学
へ）、医療技術短期大学部

集会所の一時使用停止について 全学 学生課 老朽化、「危険建物」指定、移築工事
外国人留学生研修旅行（山鹿古墳め
ぐり）

留学生 医学部並河氏 学生部主催、山鹿の古墳めぐり

第22回全日本学生弓道選手権大会 サークル 学生部 弓道部初の全日本大会個人戦制覇

教養部の課題について 教養部 西岡寅雄教養部教授
一般教育、「少人数クラス」、専門教育、「くさ
び型実施委員会」、「総合科目」、補導厚生
特別企画（宿泊研修）

教養部の一側面 教養部 重岡和信教養部教授
「5月危機」、厚生補導費、合宿研修、研修
録

「良書を読んで悪書を読むな」―？ コラム 上西川原章
「良い本」の識別、「くだらぬ本」、自分の意
見を持つ

保健センターについて 保健管理センター
出田透保健管理センター助

教授
健康診断、健康相談

肥後狂句と熊本弁（第二話）接頭語
と接尾語

コラム 渋田正隆学生部次長 肥後狂句、熊本弁

九重共同研修所の利用料金の改正
について

学生部 学生課
九州地区国立大学九重共同研修所の利用
料金改正

黒髪地区教職員、学生の自転車等
のステッカー貼付について

コラム 学生課
本学関係者以外の自動車等の駐車激増、
自動車用ステッカー、自転車・オートバイ用
ステッカー

昭和50年度入学状況等調 全学 学生課
入学状況等調、出身高校所在地別入学者
数（付表）

健康とスポーツへのアプローチ コラム
金守新一（教授　教育学部

体育実技）
スポーツ、レクリェーショナルスポーツ

オリエンテーリングのすすめ コラム 教養部長　西岡寅雄
オリエンテーリング、体力づくり、ストレス解
消

自然への招待 コラム
岩崎健一（助教授　教養部

保健体育）
熊大を起点としたサイクリング・コース

登山の心得 コラム
照屋常吉（教授　教育学部

体育理論・体育史）
登山の準備、実際、配慮事項

スポーツ随想 コラム 医学部長　神田瑞穂 スポーツ、学生生活、健康管理
熊本大学体育会からのメッセージ
（熊大にスポーツの嵐を！）

サークル
スポーツ大会実行委員長

福田誠也（工学部　電子3年）
熊本大学体育会、「全学一致の体育会」構
想

昭和50年度イリノイ州大学学生夏期
研修会実施報告

留学生
福田昇八（助教授　教育学

部・英米文学）

イリノイ・ステイト・ユニヴァーシティの学生を
対象とする夏期研修の実施、行事概略、「開
かれた大学」

肥後狂句と熊本弁（第三話）肥後狂
句の笑いと熊本弁のむつかしさ

コラム 渋田正隆（学生部次長） 肥後狂句、熊本弁

留学生の派遣について 留学生 熊本大学教育委員会
日本政府の奨学金による派遣留学生制度
紹介

「学生教育研究災害傷害保険制度」
の発足について

全学 厚生課 「学生教育研究災害傷害保険」概要

課外活動の助成について サークル 学生課
課外活動（サークル活動）、熊本大学課外活
動助成会、助成会募金見合わせ

学生のための各種施設について 全学 厚生課
保健センターの設置、学生集会所の改装、
部室の整備、大江総合運動場合宿研修セン
ター（将来計画）

肥後狂句名作展 コラム 渋田正隆学生部次長 肥後狂句、熊本弁
附属図書館の在り方 図書館 内田槇男附属図書館長 附属図書館の機能、全学のコンセンサス
教養部学生諸君へ 教養部 中島最吉教養部助教授 個人と集団、学生の特権、新制大学

課外活動助成会の解散にあたって 課外活動助成会
菅敏郎熊本大学課外活動助

成会会長
課外活動助成会解散、文化部会による助成
要求、学園紛争、課外活動の在り方

昭和51年度イリノイ州立大学学生夏
期研修について

留学生 学生課 イリノイ州立大学学生のセミナー開催

島原共同研修センター 全学 学生課 島原共同研修センター概要
第8回熊本地区大学総合体育大会 サークル 学生課

熊本地区大学体育連盟総合体育大会開催
中

肥後狂句名作選（その１） サークル 渋田正隆前学生部次長 肥後狂句、熊本弁
学生部長に就任して 学生部 佐藤昭一学生部長 学生部の抱える諸問題

第2回ISU夏期研修実施報告 留学生 福田昇八教育学部助教授
国際交流、ISU（イリノイ州立大学）、ISU夏期
研修、ISU訪問記

アメリカの二つの顔 コラム 松垣裕法文学部教授 アメリカのイメージ、現実

スコットランドの学生生活 コラム 有地鎮雄教養部教授
Under Graduate、カリキュラム、Stirling大学
の特色

九重共同研修所の利用料金の改正
について

学生部 学生課 九重共同研修所利用料金改正

総合科目について 教養部 近沢竜雄教養部助教授 教養、総合科目、くさび型実施
スコットランドの学生生活（続） コラム 有地鎮雄教養部教授 スターリング大学、英国の教育制度

熊本大学保健管理センターについて 保健管理センター 学生部
保健相談所、医務室、保健管理センター、
健康診断

学生教育研究災害傷害保険制度に
ついて

学生部 学生部
学生教育研究災害傷害保険加入者状況調
べ（付表）

課外活動施設について 学生部 学生部 宿泊研修施設概要、集会所概要
昭和51年度卒業生産業別就職状況
調

全学 学生部 就職状況調（付表）

1251昭和18
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第9回熊本地区大学総合体育大会 サークル 学生部
熊本地区大学体育連盟総合体育大会開催
中、成績一覧

南九州地区四大学公式野球リーグ
戦

サークル 学生部 試合結果
外国人留学生在籍表 留学生 学生部 外国人留学生使命、留学区分等（付表）
昭和52年度教員養成大学・学部学生
海外派遣制度（学生派遣計画）及び
昭和52年度学生国際交流制度（学生
国際交流計画）に基づく派遣留学生
について

留学生 学生部 本学初の国費留学生

海外旅行記　さらばローマよ！ コラム 久野拓造薬学部教授 イタリア旅行記

身体障害と学生生活 保健管理センター
出田透保健管理センター医

師
身体障害者入学状況、出身地、障害部位、
障害度、新旧・就職など

昭和53年度・学生国際交流制度によ
る学生海外派遣と教員養成大学・学
部の学生海外派遣についてのお知ら
せ

留学生 学生部 昭和53年度学生国際交流制度募集要項

第27回九州地区大学体育大会につ
いて

サークル 学生部 夏季大会成績

第24回熊本商科大学対熊本大学総
合体育大会について

サークル 学生部 総合体育大会、成績一覧

大江総合運動場野球場について 全学 学生部 野球場の拡張整備、完成
学内交通について 全学 学生部 学生同士の交通事故、駐車上の留意点
大江総合運動場庭球コートについて 施設 学生部

大江総合運動場整備3か年計画の第2期工
事昭和53年度入学式における学長告

辞
施設 岳中典男学長 大学入学、学ぶということ

留年生と落第生 教養部 山口守人教養部教授
一般教養課程（教養部）、くさび型教育方
式、進級、教養部留年生、教養部における
留年・落第者数（付表）

留年について思うこと 工学部 板倉徳也工学部教授
留年、工学部における留年実態、進学、就
職、工学図書館、学生定員、教育工学

研修施設等の紹介 施設 学生部
集会所、阿蘇研修所、九重共同研修所、島
原共同研修センターの各概要

昭和52年度卒業生の就職状況表 全学 学生部 各学部就職者数（付表）

留学生の熊本大学の印象 留学生
大学院建築学専攻2年

エン・コサル・チット
日本への留学、日本に関するイメージ、熊
本

学内における交通事故の防止につい
て

全学 学生部
学内における学内関係者の交通事故、交通
事故防止対策

学生在籍者数 全学 学生部
入学年次別、履修年次別、学部学生以外
（付表）

22 昭和 53 12 「1年次の学生に対する調査」報告 全学 熊本大学教育委員会

Ⅰ本学に入学するまでのこと、Ⅱ本学入学
を果たして、いま考えていること、Ⅲ今後の
問題、Ⅳ健康に関すること（第一回、第二回
調査結果）

昭和54年度入学式に於ける学長告
辞

全学 岳中典男学長
入試制度改善初年、専門教育、教養課程、
自治、自由

「わからない」・「わかる」 コラム 常葉謙二文学部教授 哲学、理解、日常性、大学
学生国際交流制度による留学生の
派遣について

留学生 学生部 留学生の受入れ、派遣制度

熊本大学保健管理センター紹介 保健管理センター 学生部 保健管理センター概要、主要行事、位置図
第29回九州地区大学体育大会の開
催について

サークル 学生部 日程表（付表）

学生会館の使用状況について 全学 学生部 補修工事、整備、使用状況（付表）
昭和53年度卒業生の就職状況 全学 学生部 付表
学生在籍者数 全学 学生部 付表
昭和54年度「1年次の学生に対する
調査」報告

全学 熊本大学教育委員会
第3回調査結果、共通一次の影響、アン
ケート改訂

熊本大学構内の交通問題解決のた
めに

全学 右田健児（工学部） 黒髪地区の交通問題、出入規制

学内の美化運動 全学
黒川滉二（教育学部厚生補

導委員長）
教育学部体育祭、大掃除、ちりかごの増設

法文学部生の就職動向について 法文学部 明生紘一法文学部厚生係長
就職戦線、文・法就職選考委員、就職ガイ
ダンス、就職志向（本学部の特徴）、安定性
志向、地元志向

第29回九州地区大学体育大会 全学 学生部 各競技成績一覧（付表）
昭和55年度入学式における学長告
辞

全学 岳中典男学長 共通一次試験、自由、学問、教養、夢
“五月病”について 全学 勝俣暎史（教育学部） 五月病、不適応状態、克服

熊本大学に留学して 留学生 教育学部研究生村上毎美
大学制度の違い、オリエンテーション、学習
環境への配慮

新寄宿舎完成 施設 学生部
新寄宿舎第1期工事終了、第2期工事予定、
道路整備、植樹等環境整備、寮概要、旧学
生寮の解体・廃止

ボートの艇庫江津湖畔に完成 施設 学生部
ボート部の艇庫完成、艇庫落成式、新艇進
水式

医療技術短期大学部体育館完成 医療技術短期大学部 学生部
落成までのあらまし、新営工事のあらまし、
内部のあらまし、特色

第12回熊本地区大学総合体育大会 サークル 学生部 各競技成績一覧（付表）

熊本大学に留学して 留学生 教育学部研究生渡辺瞳
昭和54年度ブラジル県費留学生、留学目的
の達成、クラブ活動、留学生の役目

学生教育研究災害傷害保険の改善
について

全学 学生部 改善時期、内容、保険金額

求職学生の皆さんへ 全学 学生部
アルバイト、紹介後の注意点、職種、紹介者
数、標準賃金、求人件数

1055
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昭和55年3月卒業生就職状況調 全学 学生部 就職状況調（付表）

放送利用の大学公開講座について 生涯学習 学生部
大学教育を地域社会に開放、国立「放送教
育開発センター」の依嘱

昭和56年度入学者選抜に関する実
施要項

入試 学生部 実施要項（付表）

第30回九州地区大学体育大会 サークル 学生部
第30回九州地区大学体育大会成績一覧
（付表）

図書館のカウンターから 図書館 図書館
カウンターから眺めていて気づいた点、図書
持込票、図書館利用の手引、貸出期間、希
望図書投書箱

就任にあたって コラム 松山公一学長
学長とは、大学の課題（教育研究様式の多
様化、より自主的な学習方への指向）

昭和55年度「1年次の学生に対する
調査」報告

全学 学生部
あまり変化のなかった項目、変化の見られ
た項目、自由記述

熊本大学黒髪地区構内の交通に関
する問題に関連して

黒髪地区 右田健児（工学部）
学生の交通事故、交通問題、車両入構証の
導入、熊本大学黒髪地区構内交通に関する
要項

日本薬学会第二世紀の幕開け 薬学部 古川潮薬学部教授
日本薬学会第101年会、薬学教育、博士課
程設置希望

文学部、法学部の研究室講義室増
設

文学部
法学部

学生部
法文学部の分離改組、建物不足、増築面積
内訳、棟別利用面積

昭和56年度入学式における学長告
辞

全学 松山公一学長 学生に望むこと、自由と規律

学生生活と飲酒 保健管理センター
出田透保健管理センター助

教授
学生の飲酒、アル中

巨石文化に関する国際会議に出席し
て

コラム 甲元真之文学部助教授
ユネスコ主催の巨石文化の国際シンポジウ
ムへの参加記

私のオーストラリア 留学生
教育学部英語学科4年　富田

奈保子
ニューカッスル大学への留学

豪州留学と国際交流 留学生
ニューカッスル大学日本語講座、日本国際
教育協会主催の国際大学交流セミナー

昭和55年度卒業生の就職状況表 全学 学生部 就職状況調（付表）
昭和56年度新入外国人留学生紹介 留学生 学生部 留学生氏名、出身、所属、写真など
昭和55年度入学者選抜実施状況等
調

全学 学生部 選抜実施状況調（付表）
学生寄宿舎 施設 学生部 学生寄宿舎第二期工事、概要

学生会館機能がさらに充実 施設 学生部
学生会館補修工事完了、身障者用スロープ
設置、大ホールに舞台照明用電気設備整
備

自殺の防止について コラム
井上赳医学部附属病院精神

科講師
大学生の自殺防止、熊本大学における自殺
の実態、対策

フィリピンの農村を訪ねて コラム 規工川宏輔教育学部助教授 IRRI（国際稲研究所）、稲作農村の調査

ジュネーブ湖の鴛鴦 コラム 前橋敏之理学部教授
理学部ジャン・ピエール・モネ氏、体質医学
研究所リビア氏夫妻へのインタビュー

立田山の黒髪山考 コラム 五田次雄経理部長 立田山、黒髪、宇留毛
教育学部附属教育工学センターにつ
いて

教育学部
吉田道雄教育学部附属教育

工学センター専任講師
教育工学センター、理論と実践、研究部門
紹介、センター略図

溺れる児童を救助 全学 学生部
8/29に宮崎県日南市の海水浴場で教育学
部4年木村貢一氏が学童を救助

体育会だより サークル 体育会 夏期九州インカレ
赤門から資料館へ コラム 迫徹朗文学部教授 赤門、中門、資料館、五高

ミュンヒェンの想い出 コラム 荒井賢三理学部助教授
「マックス・プランク物理学及び天体物理学
研究所」、研究テーマ、ミュンヘン

熊大留学生の見学旅行 留学生 西川盛雄教養部助教授
外国人留学生のための見学・研修旅行（水
俣市、出水市）

寄稿 コラム 法文学部4年　宮崎美子 熊本と東京、自動車通学の規制

就職戦線かく戦えり コラム
法文学部法科4年、吹奏楽部

所属　植木敦
企業研究、就職活動

図書館だより 図書館 図書館
複製本、マイクロフィルム化された資料の原
本利用

昭和56年度公開講座について 公開講座 学生部教務係
昭和56年度の公開講座実施状況、受講生
内訳、参加区分

体育会だより 体育会 体育会
対熊本商科大学定期戦結果報告、冬期イン
カレ報告

第18回耐久遠歩大会を終えて コラム
実行委員長工学部3年古橋

裕二
耐久遠歩大会

昭和57年度入学式における学長告
辞

全学 松山公一学長 第34回入学式、大学の役割、自由と法律

ハーバード見聞記 コラム 宮内竹和法学部教授
ハーバード・ロースクール客員研究員、アメ
リカの印象

卒業生だより　学生時代のサークル
活動と私の人生

コラム
大橋康熊本市教育委員会社

会教育主事
昭和44年教育学部卒業、サークル青い鳥

大学生と食事―こんなことに気をつ
けて―

コラム 学生部 食生活へのアドバイス

昭和57年度新入外国人留学生紹介 留学生 学生部 新入留学生、留学生研修室の設置
昭和57年度入学者選抜実施状況調 全学 学生部 付表
昭和56年度卒業生の就職状況表 全学 学生部 付表
第14回熊本地区大学総合体育大会 サークル 学生部 付表
学生部長就任にあたって 学生部 小林朝人学生部長 学生部の歴史、取扱事務
任を終えて 学生部 和田日出夫前学生部長 学生像、大学教育、学生部

アメリカ留学雑感記 コラム 堀内正公医学部助手
日本人研究者、アメリカ社会、米国の学問
研究の特徴

青春を横切る コラム 保健管理センター　倉元涼子 青春、社会の変化
留学生の声　留学生日本語発表会よ
り

留学生 学生部 日本、日本語、日本人学生像

656昭和28

156昭和27

1055

29 昭和 56 10

昭和26

31 昭和 57 6

32 昭和 57 10

30 昭和 57 2
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大学生と食事　食生活シリーズ-2 コラム 学生部厚生課保健係
食生活アンケートの結果、外食の上手な選
び方、お酒の上手な飲み方

九州地区国立大学共同利用研修施
設の利用について

学生部 学生部学生課総務係
九州地区国立大学共同研修所（九重共同
研修所、島原共同研修センター）の利用法

第32回九州地区大学体育大会 サークル 学生部
第32回九州地区大学体育大会（夏季）成績
一覧表

サンタバーバラの雑感 コラム 佐久間義治薬学部助手 カリフォルニア大学サンタバーバラ校の雑感

大学祭をふり返って 大学祭
鈴木敦巳課外活動部会長、

工学部教授
大学祭、問題点、大学祭実行委員会、企画

忘れない九重、別府大学 コラム 法学部1年　孫占坤（中国） 学生部による留学生の九重・別府見学
アジア大会出場記 コラム

医学部専門課程3年馬場秀
夫

第9回アジア大会ヨット競技への出場

教育学部体育祭を終えて 教育学部
第31回教育学部体育祭実行
委員会実行委員長　上妻昭

仁
体育祭運営

工学部大運動会始末記 工学部
実行委員会副委員長　吉永

竜介
第30回工学部大運動会、ダンパ、前夜祭

薬学部をみつめて 薬学部
薬学展実行委員長　橋本文

雄
薬学部、4年ぶりの開催

医学展 医学部
医学展実行委員会委員長

前田将臣
第26回医学展、講演会、前夜祭

大学生と食事　食生活シリーズ(3) コラム 学生部厚生課保健係
食生活アンケートの結果、朝食のとり方、昼
食のとり方、夕食のとり方、補食について

第2次学力試験等について 入試 学生部 昭和58年度入学者選抜の第2次学力試験
昭和58年度入学式における学長告
辞

告辞 松山公一学長 大学、学ぶこと
保健管理センターから 保健管理センター

出田透保健管理センター所
長

センターの日常活動、年間行事計画
カナダに暮らして コラム 蛯原健治工学部助教授 カナダ・ロンドン市の印象

私のオーストラリア留学 コラム
教育学部57年度卒　渕上加

穂子
オーストラリア・ニューカッスル大学での留学
生活

薬学部体育館完成 薬学部 学生部
薬学部体育館建設、57年9月着工、58年3月
25日竣工

体育会ヨット部三角合宿所 体育会 学生部 体育会ヨット部三角合宿所が3月末日竣工
昭和58年度入学者選抜実施状況調 全学 学生部 入学者選抜実施状況（付表）
昭和58年度新入外国人留学生紹介 留学生 学生部 留学生氏名、出身、所属、写真など

新入生特集　食生活シリーズ4 コラム 学生部厚生課保健係
新入生の食生活（栄養所要量、酒・コンパに
ついて）

講演〝青年期の悩み〟 保健管理センター
九州大学健康科学センター

教授山田裕章
現代の若者、学生、青年期の悩み

フランスの思い出 コラム 教養部仏語科大熊薫 フランスの印象
遙かなるメキシコへの想い コラム 法学部3年　首藤秀利 メキシコでのひとり旅
昭和58年度熊本大学放送公開講座
の実施について

生涯学習 学生部
「薬の科学」（テレビ）、「熊本の文学」（ラジ
オ）

TOEFL受験案内 全学 学生部 TOEFL受験案内
学生教育災害保険の改善について
（概要）

全学 学生部 昭和58年4月1日改善の内容説明

九州地区国立大学共同利用研修施
設申込要領

施設 学生部 九重共同研修所、島原共同研修センター

大学生と食事　食生活シリーズ5 コラム 学生部
食生活アンケート結果、スポーツや労働をす
るときの食事

交通違反と事故を防止しよう 全学 学生部
交通事故死急増、本学学生の交通事故の
主な事例、本学学生の交通違反件数（付
表）

第33回九州地区大学体育大会（夏
季）主要成績

サークル 学生部 夏季主要成績一覧（付表）

留年者の実態に対する調査 全学 熊本大学教育委員会
留年者の実態、各学部留年者数調（付表）
など各種データ、各学部の留年判定回数

私の見た英国 コラム 文学部教授　吉田正憲 夏のロンドン、建築物の修理
遙かなるメキシコへの想い―その2 コラム 法学部3年　首藤秀利 メキシコ、日本社会、日本人
教育学部体育祭を終えて 教育学部

体育祭実行委員長　田渕明
彦

教育学部体育祭
第31回工学部大運動会 工学部 実行委員長　川辺康一 工学部運動会、伝統行事
熱気醒めやらぬ、第1回法学部体育
祭

法学部
第1回法学部体育祭副委員

長　後藤啓治
法学部体育祭

大学生と食事　食生活シリーズ6 コラム 厚生課保健係 毎日飲む“飲みもの”の量について（S57調）
第2次学力試験等について 全学 学生部 第2次学力試験日程、注意事項
昭和59年度入学式における学長告
辞

告辞 松山公一学長 学習の最終過程、社会
モハーベ砂漠野宿記 コラム 教育学部助教授　横山勝三 モハーベ砂漠巡検、カリフォルニア大学

保健管理センターだより 保健管理センター
保健管理センター所長　出田

透
センター概要、日常活動

昭和59年度外国人留学生紹介 留学生 学生部教務係
在学中留学生一覧（付表）、国籍別留学生
数（付表）、留学生との交流

学生集会所の利用について 全学 学生部総務係 学生集会所の管理、知命堂
盗難の防止について 全学 学生部学生係 貴重品の盗難、被害防止
昭和59年度入学者選抜実施状況調 全学 学生部入試係 入学者選抜実施状況調（付表）
熊本大学体育サークル一覧 サークル 体育会 サークル一覧（付表）

交通違反をなくし、事故を防止しよう 学生部 学生部長　小林朝人
道路交通法違反の防止、交通事故の防止、
熊大生（未成年者のみ）の交通違反数（付
表）

中国訪問記 コラム 理学部教授　甲斐文朗 延辺大学、中国の大学事情
モンタナでの生活 コラム 教育学部　川原一美 モンタナ州立大学への留学
私の見たモンタナ コラム 教育学部　吉田裕一 留学、アメリカでの生活
騒音等による大学周辺への迷惑をな
くそう

全学 学生部長　小林朝人
苦情の主なもの、迷惑行為、熊本行政監査
局からの事情聴取

九州地区国立大学共同利用研修施
設の利用について

施設 学生部総務係 九重共同研修所、島原共同研修センター

32 昭和 57 10

33 昭和 58 2

34 昭和 58 4

35 昭和 58 9

36 昭和 59 1

37 昭和 59 5

38 昭和 59 9
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アルバイト学生の皆さんへ コラム 学生部厚生係
アルバイト紹介、求人件数・求人者数（付
表）、家庭教師紹介者数（付表）、賃金表（付
表）

昭和58年度卒業生就職状況調べ 全学 学生部厚生係 就職状況調（付表）
第34回九州地区大学体育大会につ
いて

サークル 体育会 夏期九州インカレ、主要成績表（付表）

学生部長就任にあたって 学生部 法学部教授　江藤孝
学生部の活動、学生部長の職務範囲、学生
部の抱える諸問題

エクアドル奮闘記 コラム 医学部助手　三森龍之
エクアドル共和国グアヤキル熱帯医学研究
所、寄生虫病研究

サークル団体の後任問題について 学生部
熊本大学学生部委員会　第

一部会長　甲斐文朗
サークルの公認、文化部会、公認の条件

大学祭をめぐる胎動 学生部
熊本大学学生部委員会　第

二部会長　森光昭
大学祭、寮問題、助言と指導

第2回法学部体育祭について 法学部 実行委員長　塘原俊明 法学部体育祭、前夜祭
昭和59年度公開講座実施状況一覧 学生部 学生部教務係 公開講座実施状況一覧（付表）
日本育英会法の改正について 学生部 学生部厚生係 無利子貸与制度、有利子貸与制度
第2次学力試験等について 学生部 学生部入学試験係 第2次学力試験日程、注意事項

第21回阿蘇耐久遠歩大会について 体育会
実行委員長　文学部3年　片

島辰一郎
遠歩大会の報告

昭和60年度入学式における学長告
辞

告辞 熊本大学長　松山公一 知識の習得、真の学力、知識の不均衡
ドイツで コラム 法学部教授　若曽根健治 ドイツでの生活、知り合った人々
新入生の皆さんへ（保健管理セン
ターについて）

保健管理センター
保健管理センター所長　出田

透
大学生活における健康管理、定期健康診
断、健康相談、センターの業務

熊大留学生の見学旅行に同行して 留学生 理学部教授　小野莞爾 留学生のための見学旅行

卒業留学生寄稿　私の見た人吉 留学生
クリスティ・オルダム　教育学

部　オーストラリア
夏休み、人吉、英語会話教室

卒業留学生寄稿　私の見た日本の
伝統的習慣

留学生
アリアヌ・アルベルト　大学院

工学研究科　コロンビア
日本の習慣（暦、作法、風呂など）

体育系リーダーシップトレーニング報
告

体育会
体育会委員長　工学部4年

大木義朗
リーダーシップ・トレーニング、研修の内容、
今後の課題

学生部委員紹介及び学生部の組織
図

学生部 学生部学生係 委員会委員名簿（付表）、学生部組織図
熊本大学25年と研究 コラム 医学部教授　林秀男 研究者としての理念、研究報告
土木工学における安全性の評価 コラム 工学部教授　三池亮次 治水、構造物設計、安全性
田中正造の魅力 コラム 文学部　講師　小松裕 日本近代思想史、田中正造、学問、学者
昭和59年度卒業生就職状況調 学生部 学生部厚生係 就職状況調（付表）
第26次南極地域観測隊に参加して コラム 教育学部助手　福田靖 南極観測隊、海洋生物
「あこがれ」の大学生活 コラム 教育学部一年　坂下真弓 大学生活、新入生、自由
スイスの思い出 コラム 薬学部助手　城戸裕 チューリッヒ・ETH（スイス連邦工科大学）

外国人留学生紹介 留学生 学生部教務係
外国人留学生一覧（付表）、国籍・地域別留
学整数（付表）

モンタナだより コラム 教育学部4年　鶴田智子 米国モンタナ、衣食住、大学生活、旅行

アメリカ留学での印象 コラム 教育学部3年　坂田壮一
アメリカ人学生、カフェテリア、アフリカ問題、
学生生活

大学祭について 学生部
学生部委員会　第二部会長

岩崎泰頴
大学祭、会場使用時間、教室展示、バザー

第35回九州地区大学体育大会につ
いて

サークル 学生部 夏季九州インカレ、主要成績表（付表）

良識に希望をつないで 黒髪地区
黒髪地区交通対策委員会委

員長　山田知良
構内交通規制、騒音、黒髪北地区

御退官を惜しんで 告辞 学長　松山公一 定年退官、退官される先生がたの論考
研究室だより 文学部 文学部教授　迫徹朗 国文学研究室、所蔵書籍
在職32年をふりかえって コラム 教育学部教授　森祐三 西洋史・小学社会の授業と研究、同和教育

武夫原追想 コラム 教育学部教授　金守新一
体育行事、スポーツ活動、体育会誕生、顧
問教官、「破れた夢」「実現した夢」

私の研究遍歴 コラム 法学部教授　西口進 政治思想史研究、J・S・ミル、ベンサム

熊本大学25年―経験に学ぶ― コラム 医学部教授　林秀男
経験から学んだもの、地方大学のあり方、
医学部長の経験、大学紛争、中国医学科学
院との交流

熊大・私の35年 コラム 工学部教授　　堀一夫
新制大学工学部、三火会、市民大学、金属
の液態構造、工学、人類

韓国に4日間いて感じたこと コラム 工学部教授　三井宜之 建築系教室、韓国建築研修旅行
昭和61年度卒業予定者の就職内定
状況について

全学 学生部厚生課
就職内定状況、求人概要、企業別内定状
況、産業別内定状況

現代の企業が求める人材 コラム 肥後銀行頭取　長野吉彰
高度情報化社会、企業経営環境の変化、企
業の求める人材

教職をめざす皆さんへ コラム
教育学部就職対策委員長

教授　黒川滉二

教職志望者の就職状況、採用試験の内容と
方法、受験者数と採用者数（付表）、採用状
況

理学部卒業生の就職状況 理学部 理学部教授　石倉成行
理学部学生への就職指導、就職協定との関
連

卒業してから感じることあれこれ コラム 福田浩一
法学部OB、就職、サークル活動、専門分野
に関する自学自習

就職活動を振り返って コラム 原口和人 就職をどのようにして決めるか、会社選び
就職活動を振り返って コラム 松原賢治 就職、希望会社、入社試験

昭和61年度入学式学長告辞 学長　松山公一
自主性、真の学力、創造的活動、視野を広
げる

星の中のヘリウム核反応について 理学部教授　上西啓祐 星、核反応、元素、ヘリウム
私の言語研究 教養部助教授　小脇光男 語学研究、セム語言語学、日本語教育

ヨーロッパ彫刻の源流を訪ねて 教育学部教授　石原昌一
欧州彫刻美術視察団、フランクフルト、イス
タンブール、ローマ、フィレンツェ、ボロー
ニャ、ヴェローナ

38 昭和 59 9

39 昭和 60 1

40 昭和 60 4

41 昭和 60 10

42 昭和 61 2

43 昭和 61 5
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元号 年 月
号 学部

発行
キーワード執筆者トピックスタイトル

教養部における「合宿研修」 教養部
教養部　学生担当委員会副

委員長　紙谷正夫
教養部の厚生補導特別企画「合宿研修」、
企画一覧

交通規制一年間を振り返って 教育学部　教授　内川澄雄
車の増加、黒髪地区交通対策委員会、規制
開始、自動二輪車

〝運動のすゝめ〟 保健管理センター
保健管理センター所長　出田

透
健康の保持、運動、運動不足の時代

学生部委員紹介 学生部 学生部 昭和61年度学生部委員会委員名簿
新任教官紹介 学生部 昭和61.4.1付着任者の紹介
昭和61年度大学卒業予定者の就職
協定について

学生部 就職問題懇談会、就職協定期日

理学部のこと 理学部 理学部長　伊藤鎮雄
理学部、学科、講座数、博士課程、特色ある
研究室

行政指導と国際化 法学部教授　海老沢俊郎 研究テーマ、行政法、行政指導
応用微生物の研究室から 薬学部教授　柴田元雄 放線菌、生物学
ケルン印象記 教養部助教授　深堀建二郎 ケルン大学、ドイツでの生活
楷樹 医学部 医学部教授　藤本十四秋 楷の大木、山崎記念館
私の夏休み 文学部講師　蘭信三 夏休み雑感、予定表
夏を迎えて思うこと 医学部助手　滝口正樹 夏休み雑感、してみたいと思うこと
大学の卒業証書は2年間で取得でき
る？！

工学部助教授　山川烈
夏休み雑感、大学の休み、夏休みを充実さ
せる

新任教官紹介 学生部 昭和61.4.2付及び61.4.16付着任者の紹介
昭和61年度熊本大学放送公開講座
について

公開講座 学生部
テレビ講座「実年の健康」・ラジオ講座「熊本
―人とその時代―」の放送内容と日程

騒音等の防止について 学生部 近隣住民からの苦情、迷惑行為
就職協定遵守懇談会申し合わせに
ついて

学生部 就職協定についての懇談会、取り決め事項

西日本学生弓道選手権大会で優勝 学生部
第34回西日本学生弓道選手権大会、試合
結果

思いつくままに 学長　松山公一
講義、研究、教育研究基盤の整備、今後の
課題

前近代的思考と民俗学 文学部助教授　安田宗生 民俗学コース、学生
養護教諭とその役割について 教育学部教授　河田真雄 養護教諭、基本的役割

英国の医学教育 医学部教授　高橋睦正
国立神経病研究所（ロンドン大学の関連病
院）、英国の医学教育制度

アスワンのオベリスク 工学部長　堀内清治 エジプト訪問、オベリスク
和風住宅の心 工学部教授　北野隆 和風住宅の歴史、造り、精神的要素
「イギリスはどうでした？」―イギリス
印象記のための本文なしの序―

法学部教授　中村直美 在外研究からの帰国、イギリスの見方

里帰り
教養部外国人教師　アラン・

デイビッド・ローゼン
日本とアメリカの文化の違い、おおざっぱな
国

読書のすすめ 附属図書館長　荒木尚 本離れ、本の読み方
読書のすすめ 法学部教授　岡本宏 読書の効用
最近の読書から 教養部助教授　篠﨑榮 本の紹介
新任教官紹介 学生部 昭和61.7.16付着任者の紹介

就職協定について 学生部厚生課
「就職協定遵守懇談会申し合せ」、申し合せ
事項

学長就任にあたって 学長　松角康彦
抱負や決意、学内施設等の整備、キャンパ
ス問題、大学の持つ活力

ご退官を惜しんで 学長　松角康彦 退官教員への言葉
教員養成について思う 教育学部教授　内川澄雄 熊本師範学校、新制大学の発足、教員養成

定年退職に当って 教育学部教授　伊津野保
衛生検査技師学校、養護教諭養成所、養護
教諭養成課程、学問研究

退官にあたって思う 医学部教授　野村茂 研究活動、熊大生活、改革委員会
内科臨床のほそ道 医学部教授　鵜澤春生 退官の挨拶、内科臨床
漱石の祝辞について 医学部教授　鹿子木敏範 漱石の開校記念日の祝辞の調査と結論

思い出すまゝに 工学部教授　奥田襄介
熊本工業専門学校、戦後の混乱、熊本大水
害、大学紛争、研究

物性化学の研究から 理学部助手　佐藤直樹 物性化学
動物発生研究の呟き 教養部教授　鈴木明郎 イモリ、発生、神経誘導物質
「倫敦漱石記念館」のこと 教養部助教授　西川盛雄 倫敦漱石記念館、漱石研究

熊本大学情報処理センターについて
情報処理センター長　工学部

教授　上野文男

情報処理センターの新設、ネットワークシス
テム、情報処理教育、附属図書館、管理運
営、センターの歩み、システムの特徴

新任教官紹介 学生部
昭和61.10.1付、61.11.16付け、61.12.1付着
任者の紹介

新入生諸君を迎えるにあたって 学長　松角康彦 入学式告辞、大学生活、熊本大学の現状
新入生諸君へ 教養部 教養部長　有地鎮雄 大学生活、一般教育

大学生活のはじめに 保健管理センター
保健管理センター所長　出田

透
保健管理センター、食生活、健康・体力の増
進

講義・学生今昔 法学部長　岡本宏 法学部の学生、講義

私の研究遍歴 法学部　教授　富樫貞夫
研究生活、ドイツ訴権論史、水俣病事件、ナ
チ司法

薬草研究の社会 薬学部 前薬学部　講師　濱田善利 薬用植物、知識の還元
新任教官紹介 学生部 昭和62.4.1付着任者の紹介
学生部委員紹介 学生部 学生部 昭和62年度学生部委員会委員名簿
昭和62年度黒髪地区交通対策の実
施について

黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会 熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項

昭和62年度大学卒業予定者の就職
協定について

学生部厚生課 就職問題懇談会、採用選考開始期日

43 昭和 61 5

44 昭和 61 7

45 昭和 61 10

46 昭和 62 2

47 昭和 62 5
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発行
キーワード執筆者トピックスタイトル

受験機会の複数化をめぐって―学生
部の当面する諸問題の一つとして―

学生部 学生部長　江藤孝 受験機会の複数化、入学試験、定員

O.E.R.C.の思い出 教育学部　助手　萩沢さつえ 褥瘡（床ずれ）、実験動物
記憶する金属（金属材料の研究室か
ら）

工学部　講師　西田稔 材料科学、新素材、形状記憶効果

ユーリッヒ滞在記 理学部　助教授　岡田邦英
KFA研究所、学校制度、外国人、交通事情、
原子炉

個人と政治的義務
教育学部　外国人教師

ポール・ヴァル・グリーシィ
社会との関わり、レッテル、優先順位、実践
主義、建設的批判、精神的献身

昭和62年3月卒業（修了）者の就職
状況について

学生部厚生課
昭和62年卒業者、就職状況調、主な企業へ
の就職状況

私の夏休み 教育学部　講師　錦井利臣
学生時代の夏休み、体操競技、オリンピッ
ク、世界選手権

夏休み雑感 工学部　助教授　石原修 夏休み、クラブ、トレーニング、合宿
新任教官紹介 学生部 昭和62.4.1付着任者の紹介

交通安全について 工学部　教授　岡村宏
交通安全、交通モラルの高揚、検挙状況
（大学等別）

昭和62年度熊本大学放送公開講座
について

公開講座 学生部学生課
テレビ講座「台所の科学」、ラジオ講座「くら
しの中の法」

附属図書館の今後について 図書館 附属図書館長　安河内一夫
学術情報センター、学習図書館、研究図書
館、電算化、研究内容データベース化

秋瑾、魯迅、蔡元培 文学部　講師　吉川榮一 紹興、中国現代文学、蔡元培、秋瑾
法医学と法医学教室の役割 医学部　教授　恒成茂行 医学、法医学、実務活動

教員のライフ・コース研究について 教養部　助教授　前島康男
教員養成・教員（師）問題、教員のライフ・
コース研究

スポーツ外傷及び障害の予防と応急
処置

医学部附属病院　整形外科
（スポーツ整形）　石川浩一

郎、水田博志、森沢佳三、東
一成、久保田健治

スポーツブーム、外傷と障害、予防、応急処
置

寄りそうこと―こころとからだの悩み
相談室から―

保健管理センター 保健管理センター　倉元涼子 精神衛生なんでも相談、相談室の現状

新任教官紹介 学生部
昭和62.7.1付、61.9.1付、61.9.16付着任者の
紹介

熊本大学とニューカッスル大学との
間における学生交流に関する協定の
締結について

学生部学生課
オーストラリア・ニューカッスル大学、協定書
（全文）

就職のための＜企業説明会＞につ
いて

学生部厚生課
熊本大学主催による就職のための《企業説
明会》実施日程

御退官を惜しんで 学長　松角康彦 現況、将来構想
再びの停年退職に当って 教育学部　教授　中村正年 定年退職、教育学部、教員養成
思い出 教育学部　教授　菅村央 定年退職、学生生活、研究成果

退官のことば 教育学部　教授　前田浅子
退官の挨拶、性教育、人間教育、養護教諭
特別別科

熊本生活34年をかえりみて 整形外科　教授　北川敏夫 整形外科、細胞診
工学教育と研究雑記―40年の経験
から―

工学部　教授　立川逸郎
教育、研究、地域共同研究センター、工学
部発展

赤門40年の回想 教養部　教授　古川昌弘
第五高等学校、バスケットボール、大学改
革、教養教育

国民の司法参加に賭ける 法学部　助教授　篠倉満 刑事法学、国民の司法参加、陪審制度
植物芳香族化合物の生理化学的研
究

理学部　教授　石倉成行 芳香族化合物、研究紹介

祭に憶うこと
文学部　外国人教師　マルコ

ム・ウィリアム・クレイトン
絵の制作、ボシタ祭り、祝祭のモチーフ

大学祭を振り返って
学生部委員会　第二部会長

西田耕三
大学祭、バザー、企画バランス、終了時間、
大学祭の展望

新任教官紹介 学生部 昭和62.12.1付着任者の紹介
新入生諸君を迎えるにあたって 学長　松角康彦 入学式告辞、学園生活、世情
新入生諸君へ 附属図書館長　安河内一夫 図書館の実情、教養（一般教育）、専門
工学部の在り方についての私見 工学部 工学部長　松尾哲夫 工学部、社会の変化、課題、産学協同研究

UCSB心理学科の面々
教育学部　助教授　小野寺

淑行
カリフォルニア大学サンタバーバラ校
（UCSB）、研究活動

バイオテクノロジー 工学部　教授　園田頼和
バイオテクノロジー、微生物、バイオマスエ
ネルギー生産

熊本大学地域共同研究センターにつ
いて

地域共同研究センター 地域共同研究センター
地域共同研究センター、共同研究、施設・設
備

保健管理センターのご案内 保健管理センター
保健管理センター　講師　倉

元涼子
保健管理センター、健康、悩み

昭和63年度黒髪地区交通対策の実
施について

黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
交通安全、教育研究環境、入構、熊本大学
黒髪地区構内交通に関する要項

新任教官紹介 学生部 昭和63.1.16付、3.1付、4.1付着任者の紹介
学生部委員紹介 学生部 学生部学生課 昭和63年度学生部委員会委員名簿
昭和63年度大学卒業予定者の就職
協定について

学生部 学生部厚生課 就職協定協議会、就職協定期日

生涯教育と大学教育との接点を求め
て-熊本大学放送公開講座8年の歩
み-

学生部 学生部長　江藤孝
放送公開講座、生涯教育学習のための放
送大学、放送教育開発センター、本学にお
ける位置づけ、今後の展望

針の穴から垣間見た生物の世界と研
究の流行現象

医学部 医学部　助教授　井上正康
生物、病気、生命科学、研究における流行
現象、情報

薬学領域におけるラジオアイソトープ
（放射性医薬品）

薬学部 薬学部　教授　杉井篤
ラジオアイソトープ、放射薬品学講座、研究
施設、テクネシウム

48 昭和 62 7

49 昭和 62 10

50 昭和 63 1

51 昭和 63 5

52 昭和 63 7
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ベルリンの日々 文学部　教授　常葉謙二
西ベルリン、ドイツ、「自然と文化・歴史」の
関係、ヨーロッパ

学生時代の夏休み 教養部　助教授　岩松久雄
私の学生時代、合宿、今の熊大、クラス、
サークル、読書会・研究会

夏休み雑感
理学部　助教授　吉玉國二

郎
大学時代の思い出、最近の大学生

新任教官紹介 学生部 昭和63年5月1日付着任者の紹介

ドイツ語を教えて一年
教養部　外国人教師

Eberhard Herzog
ドイツ語教師としての仕事の中で気付いたこ
と

熊本大学とモンタナ大学との間にお
ける学生交流に関する協定の締結に
ついて

（学生部）
熊本大学とモンタナ大学との間における学
生交流に関する協定書

熊本大学とモンタナ州立大学との間
における学生交流に関する協定の締
結について

（学生部）
熊本大学とモンタナ州立大学との間におけ
る学生交流に関する協定書

昭和63年3月卒業（修了）者の就職
状況について

学生部厚生課
卒業後の状況、学部卒業生就職状況、主な
企業への就職状況

昭和63年度熊本大学放送公開講座
について

学生部学生課
テレビ及びラジオによる放送公開講座を実
施

学生の国際交流をめぐって 留学生 前学生部長　江藤孝

留学生の受入れ状況と今後の見通し、留学
生受入れ態勢の整備、留学生のための日
本語教育、留学生のための宿舎の確保、奨
学金等経済的援助の充実について、本学学
生の派遣状況

文学部、その過去・現在・未来 文学部 文学部長　吉田正憲
熊大文学部の歴史、新制大学への切り替
え、法文学部、分離、総合大学

環境としての二酸化炭素 文学部　講師　寶月拓三
人類の諸活動と環境との関係、大気中の二
酸化炭素の増加の問題

愛と政治のドン・キホーテ-エズラ・パ
ウンドについて-

教養部　講師　三宅昭良 研究テーマ、エズラ・パウンド

アメリカの大学町で感じたことから 工学部　助教授　笹口健吾
在外研究員、パデュー大学、アメリカの中の
日本と日本の国際化

海外だより 医学部　講師　熊本俊秀
The University of Arizona、筋肉生物学教室
と内科の神経筋疾患部門で仕事

スジとコンニャク 教育学部　教授　中村青史 文学、読書
Si vis pacem,cole justitiam 法学部　教授　清正寛 国際労働機関、労働問題
読書あれこれ 薬学部　教授　合屋周次郎 趣味、本を読む面白さ

日本でのドイツ語教育の意義
文学部　外国人教師　フォル

カー・シューベルト
日本のドイツ語授業に関する諸問題、日本
におけるドイツ語、外国語との出会い

新任教官紹介 昭和63年6月1日付着任者の紹介
第38回九州地区大学体育大会を終
えて

体育会
熊本大学体育会　第29代委

員長　末永栄喜
九州インカレ、大会の性格、問題点、成績一
覧表

御退官を惜しんで 学長　松角康彦
退官、熊本大学、教育界の混乱と模索、社
会の不安定

野外授業-ラフカディオ・ハーンと石
仏-

文学部　教授　常岡晃 ハーン、モーパッサン、文学、野外授業

健康ということ 教育学部　教授　河田真雄
医科大学生理学教室、養護教諭の養成、健
康とは

浅からぬ縁に繋がれて 教育学部　教授　中村正夫
教育学部の研究科開設、水泳部、社会学研
究47年間の大学生活を終えるにあたっ

て
教育学部　教授　和田日出

男
経歴、大学生活、研究課題

退官にあたって 医学部　教授　佐々木隆 基礎代謝の研究、時差ぼけの研究
国道57号のはしる大学を去るに当っ
ての雑感

工学部　教授　右田健兒
地域住民、県道大分往還、大学紛争、建築
学科創設

「多忙」と「大変」 学生部長　住澤幹夫 学生部長に就任

大学祭を振り返って 大学祭
学生部委員会　第二部会長

中山禮吉
大学祭、「大学祭に関する方針」、企画

海外だより 教育学部　教授　金丸忠義 文部省在外研究員、ピッツバーグ大学
学生教育研究災害障害保険制度 学生教育研究災害傷害保険制度

新任教官紹介
昭和63年8月1日付、同年10月1日付、同年
11月1日付着任者の紹介

新入生諸君を迎えるにあたって 学長　松角康彦
入学式告辞、大学進学、現代社会の持つ構
造汚染

学術情報ネットワークシステムの完
成について

学長　松角康彦
情報処理センター、附属図書館事務の電算
化、「熊本大学研究者学術情報検索システ
ム」のサービスを開始

新入生諸君へ 附属図書館長　安河内一夫 附属図書館、研究図書館、情報基盤の整備
「核時代」に生きる若者へ-“記者出
身教官”の期待と不安-

法学部　教授　瀧澤荘一
「核時代」、大学教育の目的、本当の勉強に
取組む大学を拡充

「西ドイツ」という国 薬学部　助教授　高濱和夫
西ドイツ、生活、社会のシステム、マックス・
プランク脳研究所

平成元年度黒髪地区交通対策の実
施について

黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
「熊本大学黒髪地区構内交通に関する要
項」

学生部委員会委員紹介 学生部 学生部学生課 平成元年度学生部委員会委員名簿
「善き相の下に」 文学部長　魚津郁夫 新任部局長、スピノザ、大学生活
岩石学-地球の解剖学と病理学 理学部　助教授　小畑正明 地球科学、「岩石学」、地学現象
ある夏休みの記憶から 文学部　助教授　伊原信一 二十数年前の夏、大学紛争、学問

新任教官紹介
平成元年3月1日付、同年4月1日付着任者
の紹介

平成元年度放送公開講座について 学生部学生課 放送利用による公開講座を実施

52 昭和 63 7

53 昭和 63 11

54 平成 1 2

55 平成 1 4

56 平成 1 7
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附属図書館の学術情報サービスに
ついて

附属図書館 附属図書館長　児島昭次

図書館の機構・機能、図書館専用電算機の
導入と情報処理システムの整備、研究者学
術情報検索システム、情報仲介サービスと
情報伝達サービス、職員の確保と施設の整
備拡充

議論のすすめ-コンフリクトと共に生
きるために-

法学部長　冨樫貞夫
法学徒には議論好きが多い、法の目的、コ
ンフリクト

「国際化」時代の教育に想う-外国語
と日本語と

教育学部長　海老原遙
「国際化」時代への対応、外国語、日本、エ
スペラント、留学生、日本語

熊本の医科学 医学部長　森野能昌
“日本の生化学は医化学に始まった”、古武
弥四郎、政山竜徳、牧野堅、内田槙男

新任教官紹介 平成元年5月1日付着任者紹介

熊大この一年 留学生
教養部　外国人教師　劉静

華

文化大革命、熊本大学、中国語外国人教
師、日本の学生、教師と学生の間における
相互の学びあい

バークレーの思い出 法学部　教授　江藤孝

在外研究から帰国、カリフォルニア大学バー
クレー校ロースクール、カリフォルニア・メ
ディカル・ファシリティ、ディヴァージョンと現
代型犯罪

御退官を惜しんで 学長　松角康彦 退官、大学教育の変革
「衛生の道」を歩いて 教育学部　教授　前田寛 衛生、現代社会
環境問題におもう 教育学部　教授　中島齊 退官、交通対策委員、環境問題、学校教育
星の随想 理学部　教授　上西啓祐 星、宇宙、彗星
助手物語 理学部　教授　伊東鎮雄 熊大着任、勤務、研究
随想 医学部　教授　小谷正彦 熊本、教授選考
“微生物と共に４０年” 薬学部　教授　柴田元雄 生物薬品製造学、抗生物質、微生物

熊本大学を去るに当たって 工学部　教授　山田仁穗
研究、大学院博士課程、電子応用機械技術
研究所、地域共同研究センター、大学移転

驚きと感慨 工学部　教授　相田貞蔵 熊本、学生、研究室、研究
送風機・圧縮機と私達の生活 工学部　教授　中嶋幸敏 送風機（圧縮機）、流体機械
ある共育論 工学部　教授　古家義朗 教育、学習法、家庭、智育

熊本での38余年 工学部　教授　安河内一夫
新制大学、薬学部、教育、大学院設立、地
域共同研究センターの設置、水害、大学紛
争、移転問題

明治の残照に耀やく龍南の学鐙 教養部　教授　田中省三
新設熊本大学、漱石、理学部、教養部、廃
液処理委員

ソ連でのランダムウォーク1989 理学部　教授　櫃田倍之 ソ連、科学アカデミー、数学
新任教官案内 学生部 平成元年10月1日付着任者の紹介
学生生活・教育相談室の開設につい
て

保健管理センター 保健管理センター 学生の生活・教育に関する相談を開始
黒髪キャンパス周辺のごみ処理につ
いてのお願い

学生部厚生課 黒髪キャンパス周辺、ごみ問題

新入生諸君を迎えるにあたって 学長　松角康彦
入学式学長告辞、現代社会、大学キャンパ
ス

新入生諸君へ 教養部長　山田知良 大学制度、一般教育、総合分野

新入生を迎えて
医療技術短期大学部部長

三井清司
受験戦線、入学、大学入試

春宵 保健管理センター
保健管理センター所長　出田

透
酒、アルコール依存

“オペレッタ（ミュージカル？）12年史” 教育学部 教育学部　教授　渡邉学 音楽科、ミュージカル、音楽教育
ドイツの図書館風景 文学部　助教授　坂田正治 ドイツ、資料調査、図書館
新任教官紹介 学生部 平成2年4月1日付、4月2日付着任者の紹介
平成2年度黒髪地区交通対策の実施
について

黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項、
交通対策

学生部委員紹介 学生部 学生部学生課 平成2年度学生部委員会委員名簿
薬と薬学―創薬への期待 薬学部 薬学部長　杉井篤 創薬、薬学部の動向、就職動向
バイオエレクトロケミストリー―生物
電気化学計測の展開―

工学部　教授　谷口功
バイオエレクトロケミストリー、電気化学、酵
素、蛋白質

米国留学の思い出 医学部　講師　福永浩司 ナッシュビル、Vanderbilt大学、米国の大学
夏休みと、漱石の『こゝろ』 法学部　教授　若曽根健治 漱石、夏、『こゝろ』
時のながれのままに―19歳の暑い
夏

教養部　助教授　巨海玄道 「内地の夏」、夏休み、出会い
新任教官紹介 学生部 平成2年5月1日付着任者の紹介

平成2年度熊本大学放送公開講座 公開講座 学生部学生課
テレビ講座「薬用植物―医薬をささえるも
の」、ラジオ講座「日本古典文学における愛
のかたち」

平成2年3月卒業（修了）者の就職状
況及び平成3年3月卒業予定者の就
職協定について

学生部厚生課
就職者数、産業分類別数、地区別数及び進
学者数、平成2年度就職協定期日

留学生歓迎パーティーを開催 学生部学生課 留学生歓迎パーティー
「第22回熊本地区大学総合体育大
会」

熊本大学体育会第31代委員
長　小柿勇

五大学総体、体育系サークル

学生部長就任にあたって―私の勲章
―

学生部長　中島最吉
学生部、課外活動、学園祭、交通事故、教
育

大学における教員の国際化 理学部長　津末昭生
教員人事、外国人教員、任期制度、大学の
国際化

ドイツの体育祭 教育学部　講師　坂下玲子 ドイツ体育祭、体育
オランダのライデンに滞在して 理学部　助教授　山口隆男 オランダのライデン、シーボルト、大学
新任教官紹介 学生部 平成2年7月1日付、8月1日付着任者の紹介

モンタナでの10カ月 教育学部　4年　守山泰代
モンタナ州立大学、留学生活、勉強、教育、
レジャー

明るい人生へ 文学研究科　研究生　厳平 人生、苦労、悩み、発想の転換
文学部今昔―冷暖房のことなど― 文学部 文学部　魚津郁夫 異常気象、クーラー、暖房、エネルギー消費
教育学部の合宿研修 教育学部

合宿研究実行委員　高塚智
昭

合宿研修、交流、実行委員会
「薬学展への招待」 薬学部 薬学部　助教授　高浜和夫 “薬と健康”、薬学展

57 平成 1 10

58 平成 2 2

59 平成 2 5

60 平成 2 7

61 平成 2 10
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合宿共同授業の新しい息吹 教養部 教養部　教授　高橋俊正
九州地区国立大学間合宿共同授業、合宿
共同授業の歴史

交通ルールとマナーの実践を！ 学生部学生課 交通事故、安全運転

学長就任にあたって 学長　森野能昌
学長を拝命、設置基準の大綱化、一般教育
と専門教育、国際交流、地方大学、熊本大
学の将来

御退官を惜しんで 学長　森野能昌 定年により御退官、第2の人生の設計図
退官随想 医学部教授　宇宿源太郎

昔のこと、体質医学研究所、体研改組、留
学

夢のあとに 医学部教授　高橋等
夢を追う研究者の生活、心のゆとり、土いじ
り

熊大と楷の樹、および研究のことなど 医学部教授　藤本十四秋
楷の木、漱石の碑文、私の研究・教育に関
すること

私の半導体外史 工学部教授　大貫正實
半導体研究、中央研究所ブーム、情報工学
科

定年退官を迎えて 工学部教授　堀内清治
極彩色の闇、熊本大学、日本人、キャンパ
ス移転問題

偶感
医療技術短期大学部教授

田上省三
退官、近頃感じている事、学者・研究者、大
学院大学、基礎研究所

思い出すままに
医療技術短期大学部　教授

中村幹雄

定年退官、熊本大学、医療短大、主事、創
立10周年記念事業、短大教官の熊大学長
選挙及び評議会への正式参加問題、4年制
学部への昇格問題

サンディエゴ印象記 工学部教授　千葉昂
カリフォルニア大学サンディエゴ校での生
活、国際会議、学生用宿舎、refreshments

新任教官紹介
平成2年9月1日付、同年10月1日付、同年10
月16日付着任者の紹介

ハーン・秋月胤永・漱石―赤煉瓦資
料館散策―

文学部教授　金原理
五高関係の資料、ラフカディオ・ハーン、秋
月胤永、夏目漱石

法学部体育祭・ソフトボール大会
法学部行事実行委員会　委

員長　野々村展
学部行事、体育祭とソフトボール大会

大学のアメニティ～時にはロックの
BGMも～

医療技術短期大学部　学務
係長　小堀蘭香

BGM、学内の写真展示、保健管理センター
が行なっている出前の特別健康相談

盗難等に注意を 学生部学生課 空き巣、痴漢
黒髪キャンパス周辺のごみ処理につ
いてのお願い

学生部厚生課 黒髪キャンパス周辺、ごみ問題

（20才以上の学生の国民年金への加
入について）

学生部厚生課 （62号別紙）制度改正、国民年金

新入生諸君を迎えるにあたって 学長　森野能昌 学長告辞、専門分野、学際的な進展

新入生のころ 学生部長　中島最吉
第五高等学校、新制熊本大学、キャンパス
の樹木、歴史

新入生を迎えて 教養部長　山田知良
入学試験、専門課程、一般教育課程、「教
養」、「自由」

新入生の皆さんへ 医療技術短期大学部
医療技術短期大学部部長

守且孝
社会、専門知識、自由な発想、行動力、人
間形成

90年8月インド30日 文学部助手　児玉望 インド、海外研修、社会状況、言語

新任教官紹介 （学生部）
平成3年1月1日付、同年4月1日付着任者の
紹介

黒髪地区交通対策の実施について
熊本大学黒髪地区交通対策

委員会

学内の交通安全、静かな教育・研究環境の
確保、「熊本大学黒髪地区構内交通に関す
る要項」

附属図書館の活動状況について 附属図書館 前附属図書館長　児島昭次 活動状況、電算化、環境整備
一つの単車死亡事故を通して～ス
ポーツ的感覚のドライバーへの忠告
～

工学部教授　牧野雄二 学生のバイク事故、ルール

茶道部紹介
医療技術短期大学部　助教

授　嶋田ラク子
茶道部、活動、五感、専門職業人

平成3年度学生部委員紹介 学生部学生課 平成3年度学生部委員会委員名簿

図書館との出会い 附属図書館 附属図書館長　黒羽啓明
図書館、「奇妙な日本社会」、集中管理方
式、研究室分散方式、電算化

モンタナでの10ヵ月 教育学部4年　岡田実
留学体験寄稿、モンタナ州立大学、授業、異
文化の差

モンタナに留学して 法学部4年　池永康枝
留学体験寄稿、熊本大学モンタナ大学交換
留学生、学生生活、授業、日本、英語

外国人留学生寄稿
大学院自然科学研究科1年
シャホルル・アリ・ハッサン

日本の文明や習慣、ホームステイ（喜界島）

新任教官紹介 （学生部）
平成3年5月1日付、6月28日付、7月1日付着
任者の紹介

彼らは何を学ぶのか　熊大の臨海実
習ルポ

教育学部 教育学部
教育学部保健体育科、臨海実習、熊本日日
新聞記事

医療技術短期大学部学部説明会を
開催　参加者倍増。3K時代を吹き飛
ばす？

医療技術短期大学部 医療技術短期大学部
学部説明会（全体説明会、施設見学）、説明
会及び研究室公開参加者数（付表）

サークル紹介
クラシックギタークラブ、華道部、合氣道部、
アイスホッケー部

九州地区大学体育大会（夏季）
第41回九州地区大学体育大会（夏季）、本
学関係の主な成績

安全運転してますか？
交通安全、「第二次交通戦争」、二輪車乗車
中の死亡事故

法学教育の現代的課題 法学部 法学部長　江藤孝
部局長寄稿、法学教育の現状と問題点、法
学教育に対する企業法務部門からの提言、
法学教育についての基本的理念の確立

御退官を惜しんで 学長　森野能昌
定年退官、新制大学、わが国の大学制度、
一般教育、専門教育、大学改革

61 平成 2 10

62 平成 3 2

63 平成 3 5

64 平成 3 9

65 平成 4 2
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混相流と教育の思い出 教育学部教授　坂本定男
技術系教員の養成教育、混相流、研究、学
園紛争、女子への技術教育、大学院教育

忘れ得ぬことども 教育学部教授　内尾材
四宮知郎先生、化学、旭化成、特許、教育
委員会、熊大移転問題

寂しくもあり、うれしくもあり
医学部教授（内科学第一講

座）　荒木淑郎
定年退官所感、過ごしてきた人生の追想、
神経内科学、定年後の夢

熊本大学1年7ヵ月を振り返って 赤﨑正則
工学部電気情報工学科、九大総理工への
進学者増加、講演会、将来計画

LMCでの10ヶ月 薬学部助教授　大川原正
海外だより、NHI（国立衛生研究所）NCI（国
立がん研究所）、抗ウイルス薬の研究、ボラ
ンティア、安全対策

新任教官紹介 平成3年10月1日付着任者の紹介
黒髪南地区遮断機設置による交通
規制について

黒髪地区
熊本大学黒髪地区交通対策

委員会
無許可車、路上駐車、交通遮断機の設置、
交通規制

サークル紹介
アーチェリー部、マンドリンクラブ、熊大フィ
ルハーモニーオーケストラー

平成4年度から授業週5日制に移行
1日5時限（1時限90分）へ

学生部
授業週5日制、土曜日は休日、くさび型教育
によるカリキュラムを前提とした暫定的なも
の

入学生諸君、おめでとうございます 学長　森野能昌
入学式学長告辞、熊学ぶということ、大学の
現状、大学院、学生生活

自分を知ること 学生部長　中島最吉
「日常」、生きていくために最も必要なもの、
自分を知ること

新入生諸君へ 教養部長　有地鎭雄
大学における一般教育、「知的、美的、哲学
的」経験

新入生の皆さんへ
医療技術短期大学部部長

守且孝
医療技術の進歩、科学技術の進歩、人格の
形成、進学

思い出すままに 工学部助教授　山尾敏孝
カナダとイギリスの都市に滞在、他国の学
校の状況や教育のあり方

春ですね 文学部4年　大和田暢 学生寄稿、受験戦争からの解放、大学生活
新入生を迎えて 教育学部4年　梶原郁郎 学生寄稿、大学生活、多様な経験が必要
大学生として 理学部4年　手嶋かおり 学生寄稿、制服、「自分」というもの

新入生の皆さんへ 医学部専門課程4年　森誠一
学生寄稿、大学生活、学問の素晴らしさに
触れる

外に目を向けて
薬学研究科博士前期課程

奈良崎竜一
学生寄稿、大学生活、自分自身の判断、外
へ出て行くこと

新入生諸君へ―友人作りのすすめ
―

自然科学研究科2年　佐々木
毅

学生寄稿、大学生活、自分の責任、「友人」
を数多く作ること

黒髪地区交通対策の実施について 黒髪地区
熊本大学黒髪地区交通対策

委員会

学内の交通安全と静かな教育・研究環境の
確保、「熊本大学黒髪地区構内交通に関す
る要項」

恒例の謝恩会で卒業生を送る 教育学部 教育学部4年　桑原孝 恒例の謝恩会、卒業生を送る言葉
サークル紹介 （学生部） 空手道部、弓道部、合唱団、邦楽部
平成4年度学生部委員紹介 学生部 学生部学生課 平成4年度学生部委員会委員名簿
法学部2年次合宿研修について 法学部 法学部2年　後藤雅之 学生寄稿、学部行事、2年次合宿研修
一人暮らしをしてみると 工学部4年　佐藤賢己 学生寄稿、大学生活
大学生活を振り返って 薬学部4年　吉ヶ江泰志 学生寄稿、学生生活、自分について考える
MSUで過ごした10ヶ月 教育学部4年　橋本直美 モンタナ州立大学、交換留学生、留学生活

UNCCでの留学生活
工学研究科環境建設工学専

攻修士2年　三輪清貴
大学の様々な制度、工学部初の交換留学

日本文学との出会い 留学生
文学研究科研究生　ダグラ

ス・スレイメーカー
外国人留学生寄稿、修士論文の研究、比較
文学科

日本留学の感想 留学生
文学部聴講生　リディア・ゼ

レズニャック
外国人留学生寄稿、日本の自然の豊かさと
美しさ

日本留学生活をしながら 留学生 文学研究科研究生　崔板林
外国人留学生寄稿、国語国文学コース大学
院研究留学生、日本文化と風習、国際交流
会

平成４年度留学生紹介 留学生 （学生部） 平成4年度留学生入学者（一覧）
新任教官紹介 （学生部） 平成4年4月2日付、5月1日付着任者の紹介

サークル紹介
剣道部、航空部、英会話研究部、サイクリン
グクラブ、茶道部五葉会

黒髪南地区に交通遮断機を導入して 黒髪地区
黒髪地区交通対策委員会委
員長（工学部材料開発工学

科教授　本田忠敏）

交通遮断機の導入、破損事故、黒髪地区の
駐車総台数の推移

留学生歓迎パーティーを開かれる 留学生 学生部 留学生歓迎パーティー

九州地区大学体育大会（夏季） 学生部
第42回九州地区大学体育大会の本学関係
の成績

御退官を惜しんで 学長　森野能昌 新制大学、大学改革

熊大における20年 文学部教授　伊藤弘之
退官教官寄稿、英語学の進展、大学の大衆
化、大学院の大衆化

デザイン教育と構成教育 教育学部教授　東政美
退官教官寄稿、日本の構成教育、デザイン
という語、デザインの普及啓蒙活動

停年を迎えて 教育学部教授　木場冨喜
退官教官寄稿、看護の教育や研究・大学教
育としての教育的環境の調整、日本看護研
究学会の発足

退官に想う 教育学部教授　奥村美代子
退官教官寄稿、女性教官の採用、性別分業
意識、家政学、キャンパスへの道

43年間の思い出 教育学部教授　中根龍男
退官教官寄稿、4つの職場、研究、大学への
赴任、教育

激動の時代を大学で 法学部教授　岡本宏
退官教官寄稿、「激動の昭和」、学生時代、
大学紛争、歴史

65 平成 4 2

66 平成 4 5

67 平成 4 9

68 平成 5 1
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免疫学に惹かれて 医学部教授　尾上薫
退官教官寄稿、研究とのかかわり、医学部
とのかかわり、教育と研究

労働衛生の道を歩んで
医学部教授（衛生学講座）

三浦創

衛生・公衆衛生の道、鉛中毒患者との出会
い、鉛とポルフィリン・ヘム代謝異常の研
究、騒音性難聴予防の研究

放射性同位元素の思い出 薬学部教授　杉井篤
放射薬品学講座、RI、RI施設、熊本大学放
射性同位元素委員会委員、RIセンター

理学部球技大会を終えて 理学部3年　中村慶一郎
学生寄稿、第4回理学部球技大会、理学部
内の交流

無為のススメ 文学研究科2年　池田太臣
学生寄稿、時間、大学生に与えられた特
権、部屋でゴロゴロ

医学展を終えて 医学部5年　内野信一郎
学生寄稿、医学展、黒髪祭、実行委員長、
学生の交流の場

希望は力なり
医療技術短期大学部3年　前

田正一
学生寄稿、大学生活、師・友からの援助、人
生航路、意志の力

「ガンガーの成功」 留学生
文学研究科研究生　ラケラ・

スニール
外国人留学生寄稿、黒髪祭、インド・カレー
の店、努力

中国気功の一紹介 留学生 法学研究科2年　呉驊
外国人留学生寄稿、大学時代、気功、気の
科学（人体科学）

第40回工学部運動会 工学部 工学部3年　長峰秀一
92学部体育祭、工学部運動会、パレード、
競技

新任教官紹介 （学生部）
平成4年6月1日付、７月1日付、8月1日付着
任者の紹介

サークル紹介
茶道部五葉会、公式庭球部、野球部、古武
道部

熊本留学生交流推進会議が発足 留学生 学生部学生課留学生係
「熊本留学生交流推進会議」、熊本県内に
おける留学生の受入れ体制の整備・充実を
図る

大学祭を振り返って 二部会長　田中雄次
黒髪祭、24回目、「動く」、祭の準備から後片
付けまでを振り返る

第29回阿蘇耐久遠歩大会報告 ワンダーフォーゲル部 阿蘇耐久遠歩大会、主な成績
定期健康診断と健康診断書の発行
について

保健管理センター 保健管理センター
定期健康診断、健康診断書の発行、留意事
項、定期健康診断での受診項目

熊本大学献血者1万人達成！ 体育会 熊本大学体育会
学内献血、のべ1万人を達成、エイズの影響
で献血に対するイメージが低下、誤った考え
や偏見を捨てる

新入生諸君へ 学長　森野能昌
大学生活、熊本大学、大学の機能、大学に
おける教育課程

新入生の皆さんへ
医療技術短期大学部部長

松本政典

大学への入学、医療技術の専門分野の重
要性、熊本大学医療技術短期大学部の大
きな教育目標

新入生の皆さんへ
法学研究科修士課程　前地

昌道
学生寄稿、大学のレジャーランド化、大学改
革の論議、学ぶものをみつける

新入生の皆さんへ 教育学部4年　日高由紀
学生寄稿、大学生活がいよいよスタート、楽
しく充実した大学生活を

新入生を迎えて 薬学部4年　増田かおり
学生寄稿、友達・心友や親友に出会えるよう
な努力をすること、暇な時間を暇に過ごさな
い

大学生の一側面について 工学部4年　清田洋光
受験戦争からついに解放、「友人作り」、自
己を模索

新任教官紹介 （学生部）
平成4年8月16日付、9月1日付、10月1日付
着任者の紹介

サークル紹介 サッカー部、自動車部、柔道部

薬学部福利施設〝蕃滋館〟竣工 薬学部 薬学部
蕃滋館がようやく竣工、旧福利施設の老朽
化、蕃滋館概要

黒髪地区の交通対策の実施につい
て

黒髪地区
熊本大学黒髪地区交通対策

委員会

学内の交通安全と静かな教育・研究環境の
確保、「熊本大学黒髪地区構内交通に関す
る要項」

スポーツの勧め 体育会
熊本大学体育会副委員長

北岡洋一郎
体育会、一般スポーツの振興、体育会会員
証の特典

今年度イベント紹介 楽友会 楽友会
熊本大学公認の音系サークル団体、マンド
リンクラブ、クラシックギタークラブ、フィル
ハーモニーオーケストラー、合唱団、邦楽部

知ってますかこんなときの窓口 学生部 学生部 学生部の窓口紹介
平成5年度学生部委員紹介 学生部 学生部 平成5年度学生部委員会委員名簿

熊大「改革」の行方 文学部 文学部長　工藤敬一
大学は「改革」の嵐の中、大学大衆化、設置
基準の大綱化、21世紀の大学像、真のユニ
ヴァーシティー化

理学部長に就任して 理学部 理学部長　石倉成行
学部の運営と発展を担う責任の重さ、大学
体制の改革

医学部長に就任して 医学部 医学部長　宮川太平
医学部の6年一貫教育・医学部の移転加減
地裁開発問題、百周年

新米学部長のつぶやき 薬学部 薬学部長　古川潮
研究棟の改修と分析センター新築、将来へ
の的確な洞察が要求される

新部局長に就任して 医療技術短期大学部
医療技術短期大学部長　松

本政典

自己点検・評価並びにその結果を踏まえた
教育・研究体制の改善の推進、医学部保健
学科への改組、4年制化計画

考古学実習に参加して 文学部 文学部3年　大坪志子
学生寄稿、考古学コースの実習、南島実
習、発掘作業

教育実習について 理学部 理学部4年　古川和彦
学生寄稿、教育実習、熊本信愛女学院、教
育実習日誌、授業の予習、研究授業

68 平成 5 1

69 平成 5 5

70 平成 5 9
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「ちょっと変わった大学生活」 医療技術短期大学部
医療技術短期大学部3年　俵

紀行

学生寄稿、大学生活を振り返る、医療短大
の学生は他の学部の熊大生とは環境が少
し違う

新任教官紹介 （学生部）
平成5年4月1日付、5月16日付、6月1日付着
任者の紹介

新入留学生紹介 留学生 （学生部） 平成4年10月以降入学者
サークル紹介 サークル （学生部） 少林拳法部、少林寺拳法、水泳部
赤フン団熊本城に現れる-「'93前期
寮祭」終わる

学生寮
第26代学生寮執行委員会

副委員長　町田直之
学生寮、寮祭を開催、ストーム

九州地区大学体育大会（夏期） 体育会
第43回九州地区大学体育大会、各県の私
立大学の急激なレベルアップ

黒髪南地区の交通遮断機について 黒髪地区
黒髪地区交通対策委員会委

員長
黒髪南地区交通遮断機導入の効果、駐車
台数の推移状況、事務局前正門の閉鎖

学生相談のお知らせ 保健管理センター 保健管理センター
学生相談窓口を開設、外国人留学生のカウ
ンセラー

就職状況について 学生部 学生部厚生係
新規卒業者の就職は引き続き厳しい状況、
熊本大学各学部卒業生の就職状況調

留学生歓迎パーティー開かれる 留学生 学生部学生課 留学生歓迎パーティー

盗難の予防について 学生部学生課
学内において現金や貴重品等の盗難が
時々発生、過去の被害状況

豊かな屋外環境整備事業について 学生部学生課 『豊かな屋外環境整備事業』概要
御退官を惜しんで 学長　森野能昌 退官教員への言葉
振り返れば40年 文学部教授　吉田正憲 退官教官寄稿、赴任、大学紛争、研究
四十年 文学部教授　栗崎了 退官教官寄稿、独文学会、創立40周年

定年退官にあたって思うこと 文学部教授　平田順治
退官教官寄稿、民俗学、地域科学科の歩
み、研究、教育

「退官」 文学部教授　白木原和美 退官教官寄稿、考古学
世界の金属資源の現状について 理学部教授　津末昭生 退官教官寄稿、地球の資源、熊大の役職

技術者40年、そして熊大
工学部教授（ロボット工学分

野）　野田敦彦
退官教官寄稿、技術者、ロボット分野

45年間の思い出 工学部教授　江川博明 退官教官寄稿、熊本工業専門学校、研究
第三内科と共に 医学部教授　佐藤辰男 退官教官寄稿、医学部第三内科、内科教室

一老学生が去っていく 医学部教授　森岡亨
退官教官寄稿、熊本医科大学、敗戦、戦後
の医学教育

「一期一会」 薬学部教授　久野拓造
退官教官寄稿、茶道、「一期に一会」、戦
争、人生

付録の大学生活 教養部教授　中島春雄 退官教官寄稿、定年、物理バナレ

定年退官雑感：来し方をさながら夢に 大学院医学研究科　神原武
退官教官寄稿、「結果重視」の世界、研究
面、大学院大学

女子バスケット部誕生 医学部4年　高野香織
学生寄稿、医学部、女子バスケット部、西日
本医科学生体育大会

卒業を前に 法学部4年　佐方美紀 学生寄稿、大学での4年間、学部、サークル

Still Crazy… 教育学研究科2年　川口久雄
学生寄稿、「大学時代」、仲間たち、”Still
Crazy”

仲間 薬学部4年　三隅将吾 学生寄稿、卒業、バスケットボール部

『伊豆の踊り子』の論 文学研究科1年　蒋煒（中国）
外国人留学生寄稿、日本の恋愛小説、『伊
豆の踊り子』

日本で感じた事
電気情報工学科2年　リョン・

コッワー（マレーシア）
外国人留学生寄稿、日本、二つの顔

新任教官紹介 平成5年10月1日付着任者の紹介
サークル紹介 サークル 体操部、漕艇部、卓球部、ソフトテニス部

第42回教育学部運動会 教育学部 教育学部3年　藤竹章裕
93学部体育祭、教育学部の体育祭、実行委
員会

第41回工学部大運動会 工学部 工学部3年　藤本幸人
93学部体育祭、工学部運動会、前夜祭（パ
レード）、応援団

第30回阿蘇耐久遠歩大会報告 ワンダーフォーゲル部
阿蘇耐久遠歩大会、『歩く』ことの大切さ、
『感動』

大学祭を振り返って
二部会長（法学部教授）　小

野義美

「黒髪祭」、最終回、企画、「軟派」路線、「自
主性」、「大学祭」の継続、「全学的に支持の
得られる大学祭」

定期健康診断と健康診断書の発行
について

保健管理センター 保健管理センター
大学での学生生活、保健管理センターの主
な業務、健康診断、健康相談、特別健康相
談

入学生告辞 熊本大学長　森野能昌
歓迎の辞、熊本大学の歴史、大学の役割、
大学の改革、一般教育、専門教育、大学院
の充実

夢も希望も君次第 教育学部教授　一門惠子
歓迎の辞、大学生活の充足度（アンケート
調査の結果）

新入生のみなさんへ
自然科学研究科2年　飯野匡

子
先輩からのメッセージ、大学生活、学問、た
くさんの人との出会い

新入生のみなさんへ 理学部4年　曳野剛敏
先輩からのメッセージ、大学は自由である、
出会い

新入生のみなさんへ
診療放射線技術学科3年　松

本満理子
先輩からのメッセージ、大学生活、医療技術
短期大学部の学生、時間を大切に過ごす

1994年日本留学フェアに参加して
法学部教授　甘利公人

法・文学部事務長　田尻憲曠
日本留学フェア、初参加、国際社会におけ
る日本の信頼回復、日程

新任教官紹介 1名の新任教官の紹介

サークル紹介 サークル

体育会、馬術部、男子バスケットボール部、
女子バスケットボール部、アマチュア無線、
楽友会、熊本大学マンドリンクラブ、クラシッ
クギタークラブ、邦楽部、合唱団、フィルハー
モニーオーケストラ

70 平成 5 9

71 平成 6 1

72 平成 6 5
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黒髪地区交通対策の実施について 黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
学内の交通安全と静かな教育・研究機関の
確保、「熊本大学黒髪地区構内交通に関す
る要項」

平成6年度学生部委員会紹介 学生部 学生部 平成6年度学生部委員会委員

開学のころを振り返って 学生部 学生部長　中島最吉
あと5年で開学50周年、University、単科大
学の集合体、「学部自治」の思想、「大学自
治」、大学改革

学部長のひとりごと 理学部 理学部長　弘田禮一郎

進学部長からのメッセージ、大講座制への
拡大改組、大学院修士課程（理学研究科）
の博士課程（自然科学研究科）への統合、
現地再開発に伴う改築計画、広い視野での
考慮

工学部長に就任して 工学部 工学部長　本田忠敏

新学部長からのメッセージ、工学部の現状、
新カリキュラムが実施、熊本大学の再開発
計画、工学部創立100周年（3年後）、研究拠
点

部長就任にあたって 教養部 教養部長　北川浩治
新学部長からのメッセージ、新カリキュラム
の実施、「熊本大学における教育課程改革
構想」、教養部の組織改革

新任ご挨拶 自然科学研究科 自然科学研究科長　柏木濶
自然科学研究科、大学院の整備拡充、大学
院の改革

これからの時代とこれからの大学 自然科学研究科
自然科学研究科1年　武田浩

二

学生からのメッセージ、理工系大学院の問
題点、研究環境の未整備、基礎研究の不
足、現代社会、未来

持っている印象 留学生
大学院工学研究科　機械工
学専攻　ンガイレ・グレイシャ

ス（タンザニア）
学生からのメッセージ、日本の習慣や文化

新任教官紹介 10名の新任教官教員の紹介
留学生歓迎パーティーが開催され
る！

留学生 学生課留学生係 平成6年度留学生歓迎パーティー

熊本3大学単位互換について 学生課教務係

熊本大学・熊本県立大学・熊本学園大学間
で単位互換協定書及び協議書が調印され
る、国立・公立・私立の提携は全国でも初の
試み

熊粋祭誕生する!! 熊粋祭 熊粋祭実行委員会
『学園祭実行委員会をつくろうね会議』、学
園祭がんばろうね会、熊粋祭

黒髪地区環境整備について 黒髪地区 施設部企画課
美しいキャンパス、本学の環境整備、快い
環境づくり

学生部長就任１か月に思うこと 学生部 学生部長　江端正直
学生部長に就任、大学改革、大学教育、大
学祭、課外活動、留学生の問題

私の教員生活を省みて 教育学部　田村実
退官教授メッセージ、教育学部、熊大紛争、
教授会、人事交流、修士課程が開設、筋が
通ってこそ大学

熊大生活7年に学ぶ 教育学部　藤原一志
退官教授メッセージ、自己管理、追跡デザイ
ンレビュ（DR）の必要性、変化・変革

年よりの愚痴 教育学部　有富正和
退官教授メッセージ、老人の質が低下、ボ
ケ、死

海とともに50年 理学部　弘田禮一郎
退官教授メッセージ、海の生き物とのふれあ
い、臨海実験所、プランクトン、ゴミ

熊本大学退官に寄せて思うこと 工学部　中島重旗
退官教授メッセージ、水の研究、公害教育
井関連する講座の新設、環境、大学教育

鉄鋼製錬研究35年を顧みて 工学部　満尾利晴
退官教授メッセージ、研究の過程、大学での
工学の研究

皆様のご安全をお祈りして 工学部　前田定男
退官教授メッセージ、工学部の防火委員
長、安全性、悪魔の勤勉さ

熊大工学部は今 工学部　平井一男
退官教授メッセージ、この36年間に大学が
大きく変わったと感じること

小さな国際交流 教養部　有地鎮雄
退官教授メッセージ、私の国際交流の体
験、スコットランドの中等教育における化学
についての講演、ウォーレス　ハイスクール

退官に想う 教養部　中島最吉
退官教授メッセージ、教養部、学生部長、ロ
バート・クラウダー（五高最後の外国人教
師）

実学と虚学 教養部　今江正知
退官教授メッセージ、自然科学が虚学であ
ることの価値

御退官を惜しんで 学長　森野能昌
定年により御退官、わが国の大学制度、大
学の貧困、教育研究環境の現状を点検、改
善

<おとな>になること
文学研究科地域科学専攻一

年　永吉守
学生からのメッセージ、文化人類学、<おとな
>

彫刻制作を通して最近思うこと
教育学部美術教育専修一年

今田淳子
学生からのメッセージ、“美的対象”、彫刻制
作

第43回教育学部体育祭を終えて 実行委員長　田中圭一 運動会、教育学部体育祭、実行委員会
工学部運動会を終えて 実行委員長　中村勇二 運動会、工学部の運動会、実行委員会
新任教官紹介 4名の新任教官の紹介
第31回阿蘇耐久遠歩大会開催され
る

学生部だより、体育会とワンダーフォーゲル
部の主催

第1回熊粋祭開催される 学生部だより、大学祭を一新、特徴

大学祭をふり返って
学生部委員会第二部会会長

法学部教授　小野義美

黒髪祭終了、新しい大学祭“熊粋祭”を実
現、大学祭実行委員会、学生諸君のエネル
ギー

改修等工事について

黒髪地区環境整備工事、体育器具庫新営
工事、黒髪地区及び大江総合運動場の体
育館内照明器具取替えと昇降装置設置工
事、武夫原グラウンド改修工事、国際交流
会館B棟新営工事、大江総合運動場改修工
事、自動車練習場整備工事、新福利施設新
営工事

72 平成 6 5

73 平成 6 9

74 平成 7 1
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黒髪キャンパス（南地区）再開発計
画

黒髪地区
黒髪南地区で実施されている再開発の完成
予想図

入学式告辞 熊本大学長　森野能昌
歓迎の辞、社会が期待する大学の役割、一
般教育、専門教育、大学院の充実

入学を祝って 教育学部教授　佐々木光雄
歓迎の辞、20世紀最終コースの学生、内実
の教育改革、学生生活、ボランティア活動状
況

新入生のみなさんへ 薬学部　4年　千原崇裕
先輩からのメッセージ、アドバイス、実り多い
大学生活を

ボランティアについて 学生部長　江端正直
ボランティア、「経済大国日本」、生涯学習、
国際化、自分自身を発見し磨く

あなたの近くにもボランティア活動を
している人がいます。

学生課 ボランティア活動、サークル、活動内容

阪神大震災・現地派遣ボランティア
活動状況一覧表

熊本大学における派遣状況

サークル紹介

アメリカンフットボール部、準硬式野球部、
山岳部、バドミントン部、熊大新聞社、熊本
大学サークル「青い鳥」、点字サークル「若
い芽」

国際交流会館B棟新営工事及び留
学生センター改修工事完成

留学生 学生部
学生部から、国際交流会館B棟新営工事、
留学生センター設置

大江総合運動場「野球場」「自動車練
習場」完成

学生部 両施設の工事が3月末をもって完成

黒髪地区交通対策委員会から 黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
黒髪地区交通対策の実施について、熊本大
学黒髪地区構内交通に関する要項

平成7年度学生部委員会紹介 学生部 学生部 平成7年度学生部委員会紹介

理学部が理学部らしくあるために 理学部 理学部長　櫃田倍之
新部局長からのメッセージ、理学部、自然科
学、若者たちの“理科離れ”

附属病院長就任挨拶 附属病院 病院長　松田一郎

新部局長からのメッセージ、建物の老朽化、
臨床研究病院としての任、基礎医学研究の
特色を臨床の場で生かしていくべく努力、神
経内科が設置

医療短大部長に就任して 医療技術短期大学部
医療技術短期大学部　部長

守且孝
新部局長からのメッセージ、医学部保健学
科構想を実現へ、教官の確保

水郷春望の詩 附属図書館長　金原理
新部局長からのメッセージ、西湖、日中文化
交流史

教育学部長就任にあたって 教育学部 教育学部長　大迫靖雄
新部局長からのメッセージ、教育学部の使
命、生涯学習、学生の教育

今こそソクラテスにラヴ・コールを-オ
ウムを生んだ<他者経験の欠如>-

教養部　教授　篠﨑榮
思想的に死に体の大学、人間と歴史に対す
る基本的知識の欠落、大学における他者経
験の必要性

新任教官紹介 全14名の新任教官の紹介
サークル紹介

男子バレーボール部、フェンシング部、写真
部

「第2回熊粋祭にせまる」 熊粋祭実行委員会
熊粋祭特集、オープンハウス企画、第二回
熊粋祭企画案内、第一回熊粋祭をふりかえ
る、第二回熊粋祭にむけて

一行詩「教官よ」 学生から教官への「詩のプレゼント」
コヘレトの言葉 文学部　魚津郁夫 退官教授メッセージ、哲学、コヘレトの言葉
回顧と感謝 教育学部　中山禮吉 退官教授メッセージ、退官、大学

退官にあたって-思い出すことなど- 教育学部　鈴木和雄
退官教授メッセージ、教養部に着任、教育
学部に移る、出会い

理学部化学科誕生のころ 理学部　出口俊雄
退官教授メッセージ、創立当初の化学科を
点描（理学部第1期生）

清風おもむろにきたりて水波おこらず 医学部　高月清
退官教授メッセージ、熊本に来るまで、熊本
大学での14年余、近頃思うこと

熊本大学での思い出 工学部　三池亮次
退官教授メッセージ、熊本、アーチダム、学
園紛争、環境建設工学科

熊大生活47年-思いつくままに- 工学部　岡村宏
退官教授メッセージ、新制大学の第1期生、
工学教育、総合大学、学部新設、建学の理
念

研究・開発の放浪40年 工学部　山下忠興 退官教授メッセージ、大学、学問、課題

電気系学科に想う 工学部　板倉徳也
退官教授メッセージ、電気工学科、電子工
学科、情報工学科、工学部再開発に期待

看護教育と私
医療技術短期大学部　園田

志津子
退官教授メッセージ、看護及び看護教育、
看護学

ご退官を惜しんで 学長　森野能昌
退官、新制大学制定、紛争、大学を取り巻く
状況

最近考えていること 法学部2年　正成祐治
学生からのメッセージ、講義に出る、講義を
休む、時間

科学と宗教～オウム事件に思う～ 医学研究科1年　野中栄男
学生からのメッセージ、宗教と科学、オウム
真理教、科学が目指すべきもの

新任教官紹介 全6名の新任教官の紹介

第2回熊粋祭をふりかえる 熊粋祭実行委員会
第2回熊粋祭を終えて、新企画の行方、学
外の日

第2回熊粋祭を振り返って
学生部委員会第二部会長

教育学部教授　吉川登
第2回熊粋祭のポスター、パンフレット、テー
マ「一握の夢」

第32回阿蘇耐久遠歩大会を振り返っ
て

遠歩実行委員長 遠歩大会の報告
教育実習先の学校で絵画作品を展
示する

教育学部 （教育学部）
熊本市井芹中学校にて、教育学部美術科4
年を中心に6名が絵画作品を展示

第44回教育学部体育祭を終えて 教育学部 実行委員長　荻迫和也 教育学部体育祭、体育祭運営
理学部化学科、生物科学科　オフィ
ス・アワーを開設

理学部 （理学部） 気軽に研究室へどうぞ

第43回工学部運動会を終えて 工学部 （工学部）
熊本大学工学部大運動会、3年ぶりにパ
レード

74 平成 7 1

75 平成 7 5

76 平成 7 9

77 平成 8 1
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黒髪北キャンパスにおいて緊急車両
（シュノーケル車）立ち往生-違反入
構・構内通路の両側駐車・違反駐車・
曲がり角5m以内駐車の根絶を-

黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
教育学部で連続放火事件が発生、緊急消
防車両の構内走行が不能になる事態、緊急
車両構内走行の通路確保のための対策

学生及び教職員へのお願い：黒髪北
地区への車両の入構方法が変わり
ました。

黒髪地区 文学部助教授　池田光穂
入構方法が変わる、臨時入構証による入構
の手順

サークル紹介 サークル
体育会ハンドボール部、女子バレーボール
部、フォークダンス部、舞踏研究部、映画研
究部、落語研究会

一行詩「学生よ」 教官から学生への「詩のプレゼント」

入学式告辞 学長　森野能昌
新入生に対するメッセージ、熊本大学、大学
に学ぶ意義、社会が期待する大学の役割、
21世紀

静穏のすすめ 学生部長　江端正直
新入生に対するメッセージ、静かな環境で過
ごす、騒音、独創的な仕事

思いつくまま（カウンセラーの裏話） 保健センター 保健センター　本田寿賀
新入生に対するメッセージ、携帯電話、ポ
ケットベル、便利な道具は上手な使い方を
考える事が大切

自分の熊大時代をつくろう 工学部 工学部長　佐藤泰生
新部局長のメッセージ、5学科体制、大学の
理工系分野の人材育成

自然科学研究科長に就任にあたって 自然科学研究科
自然科学研究科長　甲斐文

朗
新部局長のメッセージ、自然科学研究科、
「改組検討委員会」

皆様はじめまして
理学研究科地学専攻2年　山

崎雅
先輩からのメッセージ、大学は大変自由なと
ころ、基本を忘れない、学ぶこと

入学おめでとう
工学研究科機械工学専攻2

年　内田博也
先輩からのメッセージ、マイナスになる面を
克服、楽しく充実した大学生活を

入学おめでとう
医療技術短期大学部衛生技

術学科3年　吉良智美

先輩からのメッセージ、思い描いていた大学
生活と実際のもの、自分がどれだけ満足で
きるか

学生諸君、勇気を出して教官室の扉
を叩け

学生部長　江端正直
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、「学生生活実態調査」、オフィスアワー

学生と教官の交流・対話機会をめ
ぐって

教育学部　吉川登
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、オフィスアワー、学生との対話機会、
カンニング・ゼロを達成

法学部における学生と教官の対話機
会の試み

法学部　木崎安和
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、オフィスアワーの利用、教官と学生の
対話機会を「合理化」

はじめの一歩は重いけれど…-オフィ
スアワーの導入について-

理学部　實政勲
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、学生生活実態調査、人間的な交流を
求めている、オフィスアワー制度を導入

「教官と対話不足」に対する医学部
学生委員の見解

医学部　山本哲郎
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、教官との対話、医学部教官の一般的
な意識

Knock at the Door 薬学部　船越崇行

特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、オフィスアワー、薬学部、担任制度、
学生はそんなに教官との対話を希望してい
るのか

学生に対する教官との対話の試み
（くろかみ温泉センターをつくる）

工学部　三井宜之
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、「くろかみ温泉センター」構想、個性、
教育は〝麦踏み〟と同じ

教養部での学生に対する教官との対
話機会の試み

教養部　大脇信一
特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、教養部、担当教官、合宿研修、オフィ
スアワー

対話の貧困とオフィスアワー
医療技術短期大学部　蔦川

忠久

特集：各学部に於ける学生と教官の対話の
試み、授業についての質問が非常に少な
い、カリキュラムと時間割の過密さ、OHをめ
ぐる議論

新任教官紹介 全3名の新任教官の紹介
サークル紹介 ボクシング部、陸上競技部、将棋部、書道部
平成8年3月卒業・修了者の進路状況
について

厚生課 学生部から、卒業・修了者の進路状況

教養部での禁煙化の背景について 教養部
教養部前学生部委員　大脇

信一
喫煙は回りの人たちに迷惑になる、「なぜ禁
煙なのか？」、間接喫煙

黒髪地区交通対策の実施について 黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
学内の交通安全と静かな教育・研究環境を
確保、「熊本大学黒髪地区構内交通に関す
る要項」

平成8年度学生部委員会委員紹介 学生部 学生部 平成8年度学生部委員会委員
就職活動にインターネットの活用を！ 学生部 （学生部） インターネットを利用した求人、就職活動

熊大生に期待する
工学部知能生産システム工
学科　学生部委員会第二部

会長　佐田富道雄

最近の熊大生、なぜ期待するのか、リュブリ
アナ大学、日本の将来を考える、何を期待
するのか

熊本大学医学部百周年記念事業と
その思想背景

医学部分子病理学　医学部
学生委員長　山本哲郎

学生部委員からのメッセージ、学生・一般向
け記念行事概要、変革の時代における百周
年-その思想的背景

日本語、言葉からの雑感 留学生
自然科学研究科環境科学専

攻2年　グエン　ハ　バン

留学生からのメッセージ、ベトナムからやっ
てきた留学生、勉強したいくつかの日本語
について私の思うところ

私が留学生交流について望むことに
ついて

留学生
文学部留学生　アクセル・

カーペンシュタイン

留学生からのメッセージ、国際交流会館、大
変残念に思うことの一つは日本人の学生と
外国の学生が別の建物に住んでいるという
こと

新任教官紹介 全15名の新任教官紹介

77 平成 8 1

78 平成 8 5

79 平成 8 9
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サークル紹介
ヨット部、美術部、文芸部、演劇部、「サーク
ル紹介」掲載終了について

第三回熊粋祭に向けて 大学祭 熊粋祭実行委員会

キャッチフレーズ「呼吸～いき～」、オープン
ハウス企画、三四郎祭、テント企画、野外ス
テージ企画、集会室企画、教室企画、実行
委員会企画

熊大生のPOWERを 大学祭 委員長　斉藤浩兵
熊粋祭、第一回・第二回よりもBIGになりつ
つある

「就職情報資料室」を開設‐就職活動
にインターネットの活用を‐

学生部 学生部
就職情報資料室、求人情報の入手に大い
に利用して下さい、開室・利用心得

大学改革に思う 学長　江口吾朗
学長からのメッセージ、会津大学、科学と技
術がセットになっている、国立大学、これま
での大学から脱却

医学部の現状と改革の方向 医学部長　吉永秀
新部局長からのメッセージ、医学部の教育
目標と大学における医学部の位置づけ、医
学部改革の方向

退官に憶う 文学部　荒木尚
退官教授特集、修養時期、研究、花も実も
ある総合大学

ひとつの研究課題を追い求めて 教育学部　森山恒雄
退官教授特集、日本史研究、歴史学、実利
主義の教育が大学教育か

熊本大学を去るに当たって 教育学部　佐々木光雄
退官教授特集、病理学専攻、医学部、教育
学部、わが国の看護・看護教育

トキシコロジーと歩んだ40年 薬学部　児島昭次
退官教授特集、私の心に残る研究の思い
出、トキシコロジー

森の都に住んで 薬学部　合屋周次郎
退官教授特集、薬学部の構内で四季折々
の草木の変化を見る事ができる、教養教
育、改革委員会

3つのエッセー 薬学部　古川潮
退官教授特集、エッセー（障害児の母、二冊
の文庫本、何よりも科学の復権）、国際交流

退官に寄せて 工学部　下津昌司
退官教授特集、人生の分岐点、職業の選
択、専門分野の選択

諸君の机は世界に通じる 工学部　黒羽啓明
退官教授特集、国際交流、秘訣、自分の机
の上でこつこつと

熊大の27年間を振り返って 工学部　松尾哲夫
退官教授特集、工学部、博士課程設置、
キャンパス移転問題、学術・研究の国際化

退官に当たって 教養部　上西川原章
退官教授特集、「晴」と「褻」、大学の大衆
化、社会全体の大衆化

身も心もそして社会もすこやかである
ことを願って

教養部　等泰三

退官教授特集、自分が役立たずの薬剤師
である事に気づき愕然、昭和53年久留米大
学からの招聘、突然昭和63年熊大からおま
ねきがあった

前進の時
医療技術短期大学部　尾花

英輔
退官教授特集、心理学、一般教育、授業を
持ったスタッフ

文学部文学科独語独文学コースに
学んで

3年　源城絵里
在学生からのメッセージ、独文コースの研究
室、授業、先生、合宿

熊本に帰ってきました
モンタナ大学交換留学生　ハ

ドリー　スキナー
在学生からのメッセージ、日本語、日本への
交換留学生、二つの国の交流に役立ちたい

新任教官紹介 2名の新任教官の紹介
第33回阿蘇耐久遠歩大会開かれる 学生課 本学恒例の阿蘇耐久遠歩大会

第3回熊粋祭を振り返って
学生部委員会第二部会長

工学部知能生産システム工
学科　佐田富道雄

熊大生が一年間で最もフィーバー、テント企
画、バンド演奏、文化の香り

第44回工学部大運動会を終えて 実行委員長　岳川裕介

今年度から工学部は新しいシステム（知能
生産システム工学科が採冶団と機械団を合
わせる）、前夜祭の問題、ゲストの問題、道
具の準備、運営委員の不足

第45回教育学部体育祭を終えて 実行委員長　吉田真理子
いろいろな意味で異例な年、女の実行委員
長、白団優勝！

医療技術短期大学部創立20周年を
迎えて

医療技術短期大学部　蔦川
忠久

創立20周年、20周年記念事業検討委員会、
記念誌編集委員会、記念式典、教育改革

ロスアンゼルスからのメッセージ
No,1

元五高英語教師　ロバート・
クラウダー

色あせて古くなった一枚の写真、55年の歳
月を経て再び合いまみえたかつての私の学
生8人との再会の写真

ロスアンゼルスからのメッセージ
No,2

金沢美術工芸大卒　棚野泰
全

専攻は工業意匠、渡米、四年間でどれだけ
教えられ学べるか

教養部改組及び学部改組にあたって 教養部
教養部が廃止、大学教育研究センターが新
設、学科・課程の改組計画及び入学定員の
変更について

「就職情報資料室」-就職活動にイン
ターネットの活用を-

学生会館1階に「就職情報資料室」を設置

入学式告辞 学長　江口吾朗
新入生に対するメッセージ、熊本大学、大学
の改革、国立大学の民営化論、教養を積む
ということ、『苦労人になってはいけません』

『クローン人間』考 学生部長　江端正直

新入生に対するメッセージ、自律的な行動、
「クローン人間」誕生の可能性、生命の尊
厳、偏差値という受験時代のマインドコント
ロールから早く抜け出ていただきたい

熊本大学1年生諸君
医学部学生委員長　児玉公

道

新入生に対するメッセージ、教養部が廃止、
いきなり専門学部、“大学で何をするの
か？”を考えるべき

79 平成 8 9

80 平成 9 1

81 平成 9 5
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だんだん自分らしく
法文学部法科・大学院邦楽
研究科卒業　弁護士　国宗

直子

新入生に対するメッセージ、自分が「どれ」で
あるかを選び取り、積み重ね、少しずつ自分
を発見していく

大学へようこそ 医学部医学科2年　添島愛
新入生に対するメッセージ、「生徒」ではなく
「学生」、よくも悪くもなるのは自分次第

これからの大学生活に乾杯 医学部医学科2年　山本春風
新入生に対するメッセージ、自分がした事に
対して責任のとれるひとに、今私たちに求め
られているのは学問する能力

入学おめでとう
薬学部薬科学科4年　田尻貴

裕
新入生に対するメッセージ、中間を増やす、
上下のつながりも大切

新任教官紹介 2名の新任教官の紹介
文学部のネットワーク構想とこれまで
の歩み

文学部　船木亨
文学部、ネットワークが稼動、環境を学生に
も開放、コンピュータ支援教育

はじめての留学生 理学部　今福公明
留学生とのかかわり、延辺大学化学系との
交流、後継者を育てる事も必要

多様性と流動化 医学部長　吉永秀
自然科学、炎症、大学の役割、欠陥品の排
除・認知

元気な工学部めざして 工学部　濟木弘行
工学部キャンパスは生まれ変わろうとしてい
る、意識改革、工学部創立100周年、元気な
若者をいま社会も求めている

コ・メディカルがもとめられているもの
医療技術短期大学部　石丸

靖二

今後のコ・メディカル、科学と技術のかかわ
りに対する理解、患者側になった医療に対
する理解、新しい技術の開発に携わる創造
性

黒髪地区交通対策の実施について 黒髪地区交通対策委員会
黒髪地区交通対策委員会から、熊本大学
黒髪地区構内交通に関する要項

平成9年度学生部委員会紹介 学生部 平成9年度学生部委員名簿

梅は咲いたか 医療技術短期大学部
医療技術短期大学部部長

鍵本忠

部長就任の挨拶、四大化、医技短学部の存
在価値、特別助産専攻科の学位授与機構
への問題解決

くすのき放談（第1回）　学部間交流
座談会

理学部：学生1名、教員2名
医学部：学生2名、教員1名
薬学部：学生3名、教員1名

学部の壁を取り払って自由に話を、熊大の
生活、カリキュラム、他学部との接触、進路

4年間に出会った人、これから出会う
人

理学研究科1年数学専攻　流
合未奈

学生からのメッセージ、入学したきっかけ、
合宿、ゼミ、熊粋祭、いろんな人に自分から
会いに行く

青藍会とは何か？
工学部応用化学科3年　岩元

甲治

学生からのメッセージ、青藍会、応用化学
科・物質生命化学科、工学部運動会、“学生
会”の発足に向けて熊粋祭のオープンハウ
ス企画に工学部全体で参加

未熟者の私
医療技術短期大学部3年　松

村智美
学生からのメッセージ、医技短看護学科に
所属、臨床実習、少しずつ看護婦へ

学生の皆様初めまして
教育学部平成7年度卒　鳥飼

美帆
学生からのメッセージ、「原野の子ら」という
映画制作に拘った私の少し変わった体験談

法学部1年次合宿研修について 法学部 法学部学生委員長　篠倉満
一年次合宿研修、OBの講演、グループ交歓
会、参加者が倍増

新任教官紹介 全16名の新任教官の紹介
工学部創立百周年記念事業の目指
すもの

工学部環境システム工学科
教授　牧野雄二

記念事業の背景とキーワード、シンボル
マーク、事業計画、市民講演会、国際会議

第4回熊粋祭にせまる 第4回熊粋祭実行委員会
熊粋祭特集、第4回熊粋祭各企画の見どこ
ろ、年間計画

くすのき放談（第2回）　学部間交流
座談会

学生：文学部4名、教育学部3
名、法学部3名

教官：（文）坂田、濱田、岩
松、（教）荘口、（法）樋口

「熊大における語学教育」

定年をむかえて 文学部　松本寿三郎

退官教授からのメッセージ、好きなことを
やって一生をおくる、国史学、附属図書館、
松井家文書、永青文庫所蔵細川家文書、特
殊資料展

～理想としての「音」そして子供～ 教育学部　渡邊學
退官教授からのメッセージ、教育の専門家と
は、『天然木』、わが国の音楽的状況

静かに流れよテムズ川 教育学部　福田昇八
退官教授からのメッセージ、教養の授業、教
員の研修、学生交流、熊本大学スペンサー
研究会、熊本大学の英文案内

退官にあたって 理学部　紙谷正夫

退官教授からのメッセージ、熊大の勤務36
年、教養部、「物理学実験テキスト」と「ノー
ト」編纂、独創性を高める教育、金属薄膜の
研究

定年退官を間近にひかえて 医学部　松田一郎
退官教授からのメッセージ、“広く人に与え
るものをもつ”、対話の重要性、“学ぶ”とい
うこと

年をとるということ 医学部　石川哮
退官教授からのメッセージ、年を取るという
こと、正当な「自己評価」、大学の自己評価

熊本大学での30年間を振り返る 医学部　田縁昭

退官教授からのメッセージ、歯科口腔外科、
診療、研究費、国立大学医学部附属病院歯
科（口腔外科）科長会議を結成、講座の設
置

公孫樹とともに 工学部　本田忠敏
退官教授からのメッセージ、工学部金属工
学科に赴任、多くの出来事、文系大学院（博
士課程）の設置が望ましい

カザフ人から見た熊本
カザフ国立大学国費留学生
文学部　ビゼンガリ　ケネサ

ル

在学生からのメッセージ、熊本、日本人の学
生、熊大、「馬刺」

研究のテクニック
大学院自然科学研究科1年

梶川鐘悟

在学生からのメッセージ、熊本大学に入学し
てから7年、知識や技術を盗む、研究の発
表・報告

81 平成 9 5

82 平成 9 9

83 平成 10 1
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新任教官紹介 全4名の新任教官紹介

1、2年次対象の就職ガイダンスを開
催

学生部 学生部　厚生課
10/8～10-29の毎週水曜日に平成9年度の
全学就職ガイダンスを、10/22に1、2年次対
象の就職ガイダンスを開催

大学生にとっての就職問題 法学部教授　中村直美

就職活動の一般的な方法について、就職協
定とその廃止、企業の求める人間像、今大
学生として「就職」を自分の学生生活の中に
どう位置づけたらよいか

大学祭に思う 大学祭
学生部委員会第二部会長

法学部教授　篠倉満
大学祭、模擬裁判、模擬検察審査会、講演
会、大学祭は本来どうあるべきか

第4回熊粋祭開かれる 大学祭 第4回熊粋祭実行委員会
第4回熊粋祭のいくつかの企画について振
り返ってみる、委員長挨拶

第33回献血運動推進全国大会にお
いて厚生大臣から感謝状をうける

体育会 体育会 献血推進活動、文部大臣から感謝状

第34回阿蘇耐久遠歩大会開かれる ワンダーフォーゲル部 恒例の阿蘇耐久遠歩大会

第46回教育学部体育祭を終えて 教育学部 実行委員長　樋脇正幸
開催日が1ヶ月も早まった、少ない参加者、1
人でも多くの参加者を

第4回本九祭を振り返って 医学部・医療技術短大 実行委員長　林田光正
本九祭、大変、ドォーモの学園祭PR大会、
一般学生との「温度差」、「学園祭」とはいっ
たい誰のための何なのだろうか

平成9年度薬学展を振り返って 薬学部
薬学部薬学展実行委員長

首藤剛

薬学展、今年のテーマは「CONTACT～未知
との遭遇～」、公開実験、薬膳料理の試食、
映画放映、反省点

第45回工学部大運動会を終えて 工学部 実行委員長　峯田一隆
工学部大運動会、実行委員会、新団（知能
団）、年々参加者が減少、工学部学生会

入学式告辞 学長　江口吾朗
新入生に対するメッセージ、国立大学の改
革、大学は如何にあるべきか、マニュアル人
間

音を観る 学生部長　江端正直
新入生に対するメッセージ、主体的に、音を
視覚化する、ソナグラム、他人のことを考え
る

光学と工学部における教育・研究 工学部 工学部長　生野浩正
新部局長からのメッセージ、電磁波工学、大
衆化社会における「工学」の役割は大きい

自然科学研究科長への就任にあ
たって

自然科学研究科 自然科学研究科長　秋吉卓
新部局長からのメッセージ、自然科学研究
科の改組

くすのき放談（第3回）　学部間交流
座談会

学長・学生部長・教官4名・学
生6名

「大学はどうあるべきか」、英会話、講義へ
の出席・欠席、学生のニーズ、コミュニケー
ション、教養部の廃止、学生の授業評価、就
職、学部間交流

はみ出し人間よ育て
前学生部委員会第二部会長

法学部教授　篠倉満
はみ出し人間、学生諸君に対するいわば規
制が多くなった

独文パラダイス
文学部独語独文学コース4年

木塚季世子
私の学生生活から見た独文コースの姿、ボ
ン大学との交換留学協定がスタート

私の剣道部時代
法文学部法科　昭和47年卒

薮木清
剣道部、熊大での4年間を充実した人間育
成の場とされますように

第二の祖国
教育学部養護教諭養成課程

2年　田邊絹恵
マレーシア、言葉の壁、タクシー、ジャング
ル、日本

私でいられる場所
工学部電気システム工学科2

年　吉田麻美
友達をつくるのは難しい、“本当の友達”

新任教官紹介 全1名の新任教官の紹介
平成10年度学生部委員会紹介 学生部 学生部学生課 平成10年度学生部委員会委員

学生会館事務室の閉鎖について 学生部 学生部学生課
大学改革による教育・研究組織の改編、職
員の定員削減等に伴い新たな事務体制を
実施

学生による授業評価-実施の概要と
改善の方向-

熊本大学教育委員会　専門
教育委員会第2部会

授業に関する学生の意見聴取制度を全学
的に導入、実施状況

台風などに伴う暴風警報発令時の休
講について

学生部学生課
暴風警報の発令に伴う休講措置、解除に伴
う授業の開始

黒髪地区交通対策の実施について 黒髪地区 黒髪地区交通対策委員会
黒髪地区交通対策委員会から、熊本大学
黒髪地区構内交通に関する要項

（体育系サークル紹介）
表紙、サッカー部、柔道部、女子バスケット
ボール部、ヨット部

文明がわれわれを蝕んでいる 学生部長　江端正直
身体能力を低下させてしまった現代人、聴
覚劣化に見る騒音文明、集中力を奪うテレ
ビのサービス、学生の集中力のなさ

黒髪キャンパス　「ゆふすひの部屋」
熊粋祭実行委員　理学部　1

年次　河津多恵
特集　学園祭、熊粋本音の座談会！？、今
年の熊粋祭

本荘・九品寺キャンパス　「本九祭」
の紹介

本荘・九品寺祭実行委員長
医学部　4年次　安藤卓

特集　学園祭、「本九祭」ってなに？、社会
的医療問題を考えるアカデミック部門、楽し
い企画も盛りだくさん、汗を流して「みんなで
創る本九祭」

大江キャンパス　薬学展「躍動」に向
けて

薬学展実行委員長　薬学部
3年次　出口恒夫

特集　学園祭、薬学展の目玉・公開実験、
薬学展ならではの薬膳料理、薬草園ツアー
もお薦めコース、地域にとけこみ楽しい薬学
展に

本田先生に聞く　メンタルケアの現場
から

保健管理センター
レポーター　医学部　4年次

安藤卓

悩んでいるのね！熊大生、身体の不調を訴
えて来る学生達、男子の就職問題、女子の
摂食障害、登校拒否から不倫まで、1週間に
30件、実体験が伴わない友達関係、大きな
夢とたくましさを

薬学部生薬学研究室へようこそ
薬学研究科　博士前期課程

2年次　大川雅史
研究室探訪、生薬、研究テーマ、研究室に
ついて

文学部中文研究室の合宿研修 文学部　助教授　吉川榮一
楽しかった合宿研修、毎年欠かさぬ合宿研
修、合宿の核は言葉の饗宴

83 平成 10 1

84 平成 10 6

85 平成 10 9
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学生主導の教育学部合宿研修
学生部委員　教育学部　教

授　松本尚大

楽しかった合宿研修、合宿研修スケジュー
ル、3年次生全員参加の大合宿研修、学生
リーダーによる立案と実行

法学部1年次合宿研修
法学部学生委員　助教授

諏佐マリ

楽しかった合宿研修、グリーンピア南阿蘇
へ、わかり易かった講演内容、懇親会・グ
ループ対抗のバレーボール、晴天と雄大な
阿蘇の景色の応援により大成功

理学部新入生合宿研修
学生部委員　理学部　教授

内野明徳
楽しかった合宿研修、第2回目（1998年度）
の合宿研修、行事の概要

医学部新入生オリエンテーション合
宿

医学部学生委員　医学部
教授　山本哲郎

医学部　2年次　玉石順彦

楽しかった合宿研修、学生達が始めたオリ
エンテーション合宿、小国へ向かう、オリ
ティー最大の山・懇親会、夏を想わす炎天
下でのハイキング

建築学教室の新入生合宿研修
工学部環境システム工学科1
年担任　助教授　伊藤重剛

楽しかった合宿研修、九重山「天狗が城」へ
登る、コミュニケーションの機会・合宿研修

新任の先生　ようこそ 全1名の新任教官の紹介
漕艇部シェルエイト新艇「ヒゴタイ」紹
介

漕艇部顧問教官　工学部
教授　三井宜之

新艇は先端技術の集合体、阿蘇の野の花
「ヒゴタイ」の名を冠す

熊本大学文化部会復活宣言
文化部会委員長　文学部　3

年次　平田克浩
現在の文化部会

平成10年度後学期のスケジュール 学生部 平成10年度後学期のスケジュール
平成10年度熊本大学ボランティア養
成講座

学生部 ボランティア活動

平成10年度全学就職ガイダンス 学生部
企業就職希望者ガイダンス、女子学生のた
めの就職ガイダンス、実践的就職ガイダン
ス、公務員就職希望者ガイダンス

魚ッチング　カワハギ　釣り人泣かせ
の“エサ取り名人”

教育学部　浅川牧夫教授 カワハギ、特徴

表紙紹介 （第5回熊粋祭実行委員会） 熊粋祭

編集後記 （医学部　山本哲郎教授）
「熊大だより」、学生が手にとることなく残る
部数が各学部にとって廃棄処理の負担とな
る、アドバイス、学園祭特集号

住民投票が教育を変えた-ドイツに見
る市民運動の力-

学生部 学生部長　森光昭
ドイツ語正書法改革の是非、住民投票、民
主主義

特集「就職活動」掲載にあたって 「熊大だより」編集委員会

特集　就職活動、大学が組織的に学生の就
職活動を支援せざるを得なくなった、将来の
研究活動と生涯教育を頭の片隅に、「労働」
や「職業」の新しい像を求めて

不況、悲観しないで日頃から情報収
集を

日本経済新聞熊本支局長
牛村幹男

特集　就職活動、大きな時代の曲り角、希
望をつなぐ新しい３K企業、起業家精神と女
性感覚、自分の情報を蓄積しよう

就職活動を納得のいくものにするた
めに

（株）リクルート九州支社　渡
辺雄一郎

特集　就職活動、就職活動タイムスケジュー
ル、自己分析、面接対策、内定獲得ゲーム
にするなかれ

超〔氷河期〕なんて言わせない
ベネッセコーポレーション九

州支社　小野佳代

特集　就職活動、自分を理解する方法を知
る、相手（企業）を理解する方法を知る、自
分を表現する方法を知る、就職活動は社会
への第一歩

定年退官を迎えて 文学部教授　工藤敬一
退官の先生からのメッセージ、教養部時代、
文学部時代、退官後、いっそう元気な大学
に

退官にあたり 教育学部教授　鈴木康平

退官の先生からのメッセージ、楽しかったこ
と、附属小学校長、「人間とは？」「こころと
は？」、教育学部、もっと積極的に教師への
道を

「自己選択」「自己決定」 教育学部教授　大友昇
退官の先生からのメッセージ、知的障害児
の教育･福祉、「自己選択」「自己決定」、社
会

障害児教育40年 教育学部教授　篠崎久五
退官の先生からのメッセージ、障害児教育、
あらゆる分野で構造改革をせまられている

さようなら熊大 教育学部教授　荘口博雄
退官の先生からのメッセージ、英語科、個性
的な先生方、英語教育

退官者から一言 教育学部教授　藤原尚
退官の先生からのメッセージ、大学、学生、
生涯学習、日々の精進を忘れないように

退官にあたり 教育学部教授　規工川宏輔
退官の先生からのメッセージ、人文地理学、
研究生活、講義、第二の人生

醉眼妄言 教育学部教授　中村青史
退官の先生からのメッセージ、退学経綸白
昼夢をご披露、大学なるものは独立すべき

退官に対して 教育学部教授　上出健二
退官の先生からのメッセージ、教育学部、研
究、論文、熊本大学のアイデンティティは何
か結局分からずじまい

お世話になりました 教育学部教授　小島敬三郎

退官の先生からのメッセージ、思い出、写生
研修旅行、附属中学校長を併任、油彩画、
明日の世界を作るよいリーダーとして今何を
すればよいか

定年で思うこと 理学部教授　武宮利徳
退官の先生からのメッセージ、熊大の学生、
学生の考えが年々変化、核物理、勉強や研
究

新任の先生ようこそ 全4名の新任教官紹介

工学部環境システム工学科（建築）
鋼構造接合部の牧野・越智研究室へ
ようこそ

工学部

自然科学研究科　博士課程
前期1年　有吉美佳

自然科学研究科　博士課程
前期１年次　池端功太郎

研究室探訪、建築、牧野・越智研究室、研
究テーマ、国際舞台での活躍、国際共同研
究、国際会議、地域との連携

85 平成 10 9

86 平成 11 1
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第35回阿蘇耐久遠歩大会報告
ワンダーフォーゲル部　法学

部3年　鈴山知子

阿蘇耐久遠歩大会、キャンセル待ちの人
気、長い1日、裏方から完歩者への返信を期
して

熊本大学対熊本学園大学定期戦を
終えて

体育会
体育会委員長（第39代）　教

育学部3年　森山慶貴
秋の恒例行事、定期戦、メインスポーツ
デー、目指すぞ九州の早慶戦

就職相談室を開設 学生部 学生部 11月6日から就職相談室を開設
楽しい出会いを求めて

留学生課専門職員　小堀蘭
香

趣味が昂じて、写真、被写体、熊本大学

編集後記 （工学部　牧野雄二教授）
「熊大だより」、内容は依然として同じ、学生
諸君に身近な情報と有益な内容を

表紙紹介
陸上部、体操部、古武道部、陸上ホッケー
部

歓迎の辞-入学式告辞 熊本大学長　江口吾朗

学長からのメッセージ、本年で50年、20世
紀、21世紀、地域社会に開かれた特色豊か
な国際大学を目指して本学の改革を急ぎた
い

SOSEKIは思いをのせて 学生部長　森光昭

学務情報システムSOSEKI、全国約100の大
学の先陣を切るシステム、愛称SOSEKIの由
来、SOSEKIの新しさ、SOSEKI効果一挙に世
界へ

文学部長就任を前に 文学部 文学部長　桑原莞爾

新部局長からのメッセージ、一体文学部とは
どのような学部でその教育研究の理念はど
うなっているのか、「原題における文学部の
あり方」を研究・討議

等しいものを等しく、等しくないものは
等しくないように

法学部 法学部長　中村直美
新部局長からのメッセージ、日頃私が感じて
いること、等しいもの、等しくないもの、「正義
とケア」、一人一人異なる個性をもった存在

理学部新入生へ-創造性についての
独り言-

理学部 理学部長　甲斐文朗

新部局長からのメッセージ、理学部、学科間
の壁は無いに等しい、人文社会系の学部と
の連携無しにもやっていけない時代、「環境
理学科」が6番目の学科として発足、「創造
性」

薬学部の現状と課題：教育改善の取
り組み

薬学部 薬学部長　上釜兼人

新部局長からのメッセージ、薬学部における
教育研究体制の改善に関する最近の取り
組み状況を紹介、今後の教育改革を推進す
るための当面の諸課題を整理

医療技術短期大学部部長就任にあ
たって

医療技術短期大学部
医療技術短期大学部部長

尾道三一

新部局長からのメッセージ、医療技術短期
大学部、4年制、医学部保健学科、21世紀
の医療を担う学生あっての教職員、教職員
あっての部長である

「熊本大学体育会」 体育会
熊本大学体育会　第40代委
員長　工学部4年　佐藤岳

特集　体育系サークルの現状、熊本大学体
育会、今年で第40代、新たな活動を、「体育
会離れ」の風潮、貴重な大学時代だからこ
そスポーツに挑戦して欲しい

女子サッカー部
女子サッカー部主将　理学部

4年　下津直子
特集　体育系サークルの現状、女子サッ
カー部、練習、イベント

山岳部
山岳部主将　法学部3年　水

川濃
特集　体育系サークルの現状、山岳部、活
動内容

ワンダーフォーゲル部 理学部2年　岡田寛
特集　体育系サークルの現状、ワンダー
フォーゲル部、活動内容、行事

絶滅寸前のアホウ鳥!?-体育系クラブ
の現状と課題-

学生部委員会委員　第1部会
長　教育学部教授　松元尚

大

特集　体育系サークルの現状、熊本大学の
課外教育活動の体育系クラブは、今、絶滅
寸前に追い込まれている、何が望まれてい
るか

受入れと派遣の状況
法学部教授（法学部教務委

員）　中村秀次

三大学間単位互換制度、全国でも初の試
み、特別聴講学生の受入れ状況、特別聴講
学生の派遣状況

「単位互換制度」利用体験記
法学部卒業生（西鉄旅行株

式会社）　大井尚司

三大学間単位互換制度、「単位互換制度」
第1期生、課題（問題点）および改善策（私
案）を提示

モラルなき？交通環境-黒髪北地区
での交通対策の4年間をふりかえっ
て-

文学部助教授（前交通対策
委員長）　池田光穂

交通遮断機の導入、不法駐車、学生のモラ
ルが低い、熊大の悲しい“痕跡”

学生による授業評価-実施の概要と
改善の方向-

熊本大学教育委員会専門教
育委員会第2部会　理学部教

授　松崎晋

平成8年度から学生による授業評価を制度
として全学的に導入、問題点、本年度の実
施授業数

外部団体からの各種勧誘及び悪質
商法に対する注意

学生部長
熊本大学の学生に対する外部団体からの
入会勧誘や悪質商法が増加、できるだけ早
く相談を

学部卒業者就職状況 就職指導室 今年3月卒業生の就職状況

はがきにスケッチ
工学部環境システム工学科

教授　牧野雄二
趣味が昂じて、ハガキ大にスケッチ

「熊大だより」編集のアイディア募集!! （工学部　教授　牧野雄二）
学生に魅力のある「熊大だより」となる良い
アイディアを若い学生諸君に求める

表紙紹介 ソフトテニス部、航空部、水泳部、弓道部

若者の食生活にイエローカード 学生部長　森光昭
今日の若者を蝕むもの、学生の定期健康診
断、若者の生活習慣の改善、「学生生活実
態調査」

SOSEKIに至る道

工学部数理情報システム工
学科　教授　江端正直、助教
授　宇佐川毅、助教授　汐月

哲夫

特集SOSEKI-その可能性と運用、KUIC（総
合情報ネットワーク）、SOSEKI、機構図

SOSEKIの拡張性について 文学部　講師　中島隆
特集SOSEKI-その可能性と運用、やっぱり
快適SOSEKI、共有すべき情報の有効な
フィードバック、「知識の伝達」を超えて

SOSEKIをこう使う
自然科学研究科　博士前期
課程　建築学専攻　1年　千

手佑三

特集SOSEKI-その可能性と運用、情報処理
の授業、新しいシステムを使った履修登録、
求人情報や企業情報を閲覧できるシステム

86 平成 11 1

87 平成 11 6

88 平成 11 10
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学務情報システムの使い方
学生部教務課　専門員　大

塚憲昭
特集SOSEKI-その可能性と運用、履修登録

学務情報システムに関するQ＆A
経理部情報処理科　田代真

治
特集SOSEKI-その可能性と運用、システム
の利用、機能、パソコン利用、操作方法

司法書士会でのインターンシップに
参加して

法学部公共政策学科3年　落
合美絵

体験記　インターンシップ、熊本県司法書士
会で実習、私達の学ぶ法が現実の社会にお
いてどのように活かされているのか、身近な
法律家

「インターンシップ制」を利用して-イン
ターンシップを2回経験して-

自然科学研究科　博士前期
課程　環境土木工学専攻1年

戸田治子

体験記　インターンシップ、北九州市水道局
水質試験所、外の世界を体験することをお
勧め

イギリスで開催された国際会議にお
いて論文賞受賞

自然科学研究科　博士後期
課程　環境科学専攻・防災構
造工学講座　3年生　内田昌

勝

International Conference on Structural
Faults and Repair（構造欠陥と補修に関する
国際会議）、非破壊試験部門論文賞を受賞

活性酸素の平山・森研究室へようこ
そ

医療技術短期大学部衛生技
術科3年　上村美也

研究室探訪、研究、活性酸素

新任の先生ようこそ
平成11年4月から8月までに着任された先生
方の自己紹介

熊粋祭（黒髪地区）
熊粋祭実行委員長　文学部

歴史学科3年　井澤ふみ
お知らせ、第6回熊粋祭、各企画

本九祭（本荘地区）
本九祭実行委員長　医学部

医学科4年　武井宣之
お知らせ、本九祭、プレ・イベント部門、イベ
ント部門、アカデミックな部門

薬学展（大江地区）
薬学展実行委員長　薬学部

薬科学科3年　貝塚拓
お知らせ、薬学展、今年の企画を紹介

阿蘇耐久遠歩大会
ワンダーフォーゲル部遠歩

実行委員長　理学部3年　安
藤俊朗

例年恒例、今年でこの遠歩大会も36回目

事務の一元化-学生部はこう変わる 学生部 学生部
国立大学の事務の合理化と一元化・集中
化、学生部各課における業務内容について
紹介

平成11年度熊本大学厚生補導担当
教官研究会を開催

学生部 学生課
学生の構成補導に関する諸問題について
集中的に研究討議

木と遊ぶ
文学部仏語仏文学分野　教

授　大熊薫
趣味が昂じて、筐作り

表紙紹介 ロック研究会、青い鳥

編集後記 （法学部教授　中川義朗）
独立行政法人化の動き、情報化への対応、
事務機構の一元化

キャンパス散歩 漱石像、漱石の句碑

SOSEKI元年を振り返って 学生部長　森光昭
SOSEKI運用の実態と改善、学生諸君から
の要望、新しい機能、就職活動にSOSEKIの
活用を、SOSEKI運用の基本姿勢

大学の不思議 熊本大学事務局長　岩﨑司
事務局長からのメッセージ、家族、事務局長
とは、国立大学のあり方論、大学の教育改
善、大学の魅力づくり

SOSEKIに至る道　コンピュータネット
ワーク共同体の目指すもの

熊本大学工学部電気システ
ム工学科　教授　久保田弘

特集　SOSEKI-その可能性と運用Ⅱ、熊本
大学のキャンパスインフォメーションプロジェ
クト、どんな成果が得られるか？、ネットワー
ク共同体形成への挫折、SOSEKIの未来像

SOSEKIは今…
自然科学研究科　博士前期
課程　自然システム専攻1年

中原豊

特集　SOSEKI-その可能性と運用Ⅱ、履修
登録、成績確認、パスワードを忘れるくらい
SOSEKIを使用していない学生もいる、“磨け
ば輝くダイヤの原石”

学務情報システムの使い方
学生部教務課　専門員　大

塚憲昭
特集　SOSEKI-その可能性と運用Ⅱ、シラ
バス参照編

学務情報システムに関するQ＆A 学生部教務課学務情報係
特集　SOSEKI-その可能性と運用Ⅱ、教官
編、教官が利用できる事、シラバスの書き替
えの制約、検索

転換期 教育学部教授　三島嶽志
退官の先生からのメッセージ、教育の転換
期、大学は変革を前に苦難の時代を迎えて
いる

退官にあたって 教育学部教授　庭木守彦
退官の先生からのメッセージ、想い出一杯
の大学生活、在学中厳しかった事、大学は
独立行政法人化等厳しい状況に

想い起こすことなど 理学部教授　甲斐文朗

退官の先生からのメッセージ、水俣病の原
因物質の特定、学園紛争、「環境理学科」の
創設、「物質・生命科学専攻」の創設、自然
科学研究科博士前期課程、「国立32大学理
学部長会議声明」

短い御挨拶を 理学部　前橋敏之
退官の先生からのメッセージ、人は眠るた
めに働く、人間はhomo dormiens

熊大の思い出 理学部教授　松岡正浩

退官の先生からのメッセージ、レーザーを用
いた光の実験を専門、大学自体も実験の時
代に、地域のシンクタンク、学問的な基礎へ
の深い思索の方向に向かうこともできるの
か

退官に当たって
熊本大学医学部長　宮川太

平

退官の先生からのメッセージ、研究、3期に
亘り学部長、医学部の向上、独立行政法人
化

‐マクロファージ研究の40年を振り
返って‐

熊本大学医学部病理学第二
講座　高橋潔

退官の先生からのメッセージ、マクロファー
ジの役割、「新手一生」の気概

退官にあたり 医学部教授　七里元亮
退官の先生からのメッセージ、私の研究の
ライフワークの第一編が熊本大学で完結で
きたのではないか

88 平成 11 10

89 平成 12 1
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若者たちへ
医学部付属病院教授　世良

好史

退官の先生からのメッセージ、小児外科ひと
すじ、新しく診療外科として小児外科開設、
求めるものは真理

新任の先生ようこそ
平成11年8月2日以降10月1日までに着任さ
れた先生方の自己紹介

障害児教育の進研究室へようこそ 教育学部
教育学研究科障害児教育専

攻2年　古閑美子
研究室探訪、研究室での活動、研究内容、
教育相談および行事

巡回演奏
熊本大学フィルハーモニー
オーケストラ部長　法学部3

年　上津裕作

体験記　ボランティア、夏休みを利用して地
方の小中学校を巡回する演奏旅行、伝統

院内家庭教師
たんぽぽの会　医学部4年

濵﨑清利

体験記　ボランティア、小児科病棟で院内保
育のボランティア「たんぽぽの会」、家庭教
師、社会に触れる機会が少なすぎる

国体に参加して
体育会　工学部環境システ
ム工学科4年　石原口一人

体験記　ボランティア、熊本未来国体に多数
の本学学生が参加、普通の大学生活では
味わうことのできない経験

台風18号！熊本に上陸 学生課
台風18号、甚大な被害、本学全職員が総出
で被害に対処

ご存知ですか？-学生相談員制度- 学生サービス室
学生生活・教育相談、学業・進路相談、留学
生相談

やきものとの付き合い
教育学部　外国人教師　アラ

ン・ローゼン
趣味が昂じて、陶芸、やきもの、磁器よりも
土器

表紙紹介 オーケストラ、吹奏楽部

編集後記 （文学部　教授　大熊薫）
学生の厚生補導に携わっている教職員の
全国集会に参加、学生部の仕事がいかに
大変なものがあるか再認識

編集室から 「熊大だより」を知っていますか？
キャンパス散歩 台風18号に見舞われた学生部周辺

歓迎の辞-入学式告辞 熊本大学長　江口吾朗
巻頭　学長からのメッセージ、21世紀を目の
前にして本学の門をくぐる、「混沌の時代」、
「国際的対話力」、地域社会に充分貢献

学生生活と就職 熊本大学副学長　森光昭
副学長からのメッセージ、大学生活、大学の
システムを活用、「ご意見箱」、就職ガイダン
スを開催、教養

これからの理学部における教育 理学部長　黒澤和

新部局長からのメッセージ、大学改革の大
波、学部教育だけでは専門家を養成するこ
とはできなくなりつつある、理学部のカリキュ
ラム

工学の新しい方向を求めて 工学部長　岩井善太
新部局長からのメッセージ、史上3度目の大
きな変革の時期、科学技術の「光」「影」、新
しい工学像

定期健康診断のデータから 保健管理センター長　出田透
特集　あなたの健康管理定期健康診断の意
義、定期健康診断の受診状況、今後の問題
点

エイズの予防について
エイズ学研究センター長　原

田信志
特集　あなたの健康管理、エイズ、検査

こころの健康について
保健管理センター相談室　本

田寿賀

特集　あなたの健康管理、幸せ、本当の意
味でのOK（好き・肯定できる）を目指すに
は、ストーカー

食生活と健康について
附属病院栄養管理室長　猪

原淑子

特集　あなたの健康管理、食生活、栄養の
バランスを整える、サプリメント、朝食は必ず
食べる

スポーツと健康について
教育学部生涯スポーツ福祉

課程　助教授　唐杉敬
特集　あなたの健康管理、「スポーツが健康
を害する」、「健康にスポーツは有効である」

アルコールと体質について
医学部第三内科　助教授

藤山重俊
特集　あなたの健康管理、体内でのアル
コール処理、アルコールに強い人と弱い人

SOSEKIを使う立場から
文学部仏語仏文学分野4年

砂泊志都

シリーズ特集　SOSEKI-その可能性と運用
Ⅲ、抵抗なく利用、繋がらないことが多いの
が問題、改善すべき余地がある

SOSEKIを使う立場から
文学部仏語仏文学分野4年

笠佳奈子

シリーズ特集　SOSEKI-その可能性と運用
Ⅲ、「できる」というより「しなければならな
い」、先生方が利用されなければ役に立た
ない

SOSEKIを使う立場から
文学部仏語仏文学分野4年

潮田陽子

シリーズ特集　SOSEKI-その可能性と運用
Ⅲ、成績サブシステム、履修サブシステム、
履修登録期間中に混雑が起きてなかなか
履修できない、他のシステムへの理解が不
充分

学務情報システムの使い方 学生部教務課学務情報係
シリーズ特集　SOSEKI-その可能性と運用
Ⅲ、教官研究情報参照編、健康診断履歴参
照編

学務情報システムに関するQ＆A 学生部教務課学務情報係

シリーズ特集　SOSEKI-その可能性と運用
Ⅲ、学生編、学生が利用できる主な機能、ロ
グインできない、大学院生の成績参照、自
分の家のパソコンから参照、パソコンの持ち
込み

五高記念館散歩 五高記念館
五高記念館長（法学部教授）

岩岡中正
五高記念館の桜、「吾に天下の志」、漱石渡
英100年、第1回五高記念館公開講座

第３６回阿蘇耐久遠歩大会を主催し
て

第36回阿蘇耐久遠歩大会実
行委員長　安藤俊朗

体験記　阿蘇耐久遠歩大会参加、来年も今
年以上の参加を、この大会が熊本大学の開
学記念行事として続いていきますように

阿蘇耐久遠歩大会参加体験記 自然科学研究科　徳永啓示
体験記　阿蘇耐久遠歩大会参加、一ヶ月前
から練習

初めて阿蘇耐久遠歩大会に参加
教育学研究科　教科教育専
攻保健体育専修　伊藤ゆか

り

体験記　阿蘇耐久遠歩大会参加、友人の誘
い、大会の素晴らしさ

89 平成 12 1

90 平成 12 5
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長距離の魅力
附属図書館事務部長　山下

谷治

体験記　阿蘇耐久遠歩大会参加、熊大に在
職した事の記念、市民マラソンとはひと味違
う大会、長距離の魅力

高じない水彩画
工学部環境システム工学科

﨑元達郎
趣味が昂じて、水彩画、熊大教官美術展

表紙紹介 熊大合唱団、マンドリンクラブ、邦楽部

編集後記 （文学部　教授　木下尚子）
『熊大だより』は学生のためのキャンパス情
報誌

いま再び就職について 副学長　森光昭

副学長からのメッセージ、「女性差別なら、
学生を推薦しない！」、企業の採用活動の
早期化、就職指導で教官への要望が高い、
学生部の新しい「就職講座」へ

学生部の「就職講座」スタート！ 学生部 学生部 学生部からのお知らせ、就職指導室

‐セクシュアルハラスメントに関する実
態調査から・授業中編‐

学生部委員会　第二部会
特集　セクハラのない快適な大学をめざして
（その１）、セクハラに関するアンケート調査
の結果

退官のご挨拶
前保健管理センター所長　出

田透
退官の先生からのメッセージ、保健管理セ
ンター、研究・教育という役割を担う

保健管理センターの「継承的創業」を
目指して

保健管理センター所長　安藤
正幸

新保健管理センター所長からのメッセージ、
出田透先生の御退官

新任の先生ようこそ 平成12年4月から7月に着任された先生方
できることをできる限り‐黒髪地区熊
粋祭

大学祭
第7回熊粋祭実行委員長　物

質化学科3年　上村啓輔
“熊粋祭”の時期、昨年の実行委員会解散
予告、規模縮小、第7回熊粋祭の現状

実践と「対話」をめざして‐大江地区
薬学展

大学祭
薬学展実行委員長　薬学部

薬科学科3年　池川隆亮
薬学展、「薬学展の意義」、社会で活躍する
ための練習そして実践の場

2000年11月2日―阿蘇耐久遠歩大
会に参加しよう！

ワンダーフォーゲル部遠歩
実行委員長　理学部3年　岡

田貢

阿蘇耐久遠歩大会、今年で37回目、注意事
項

発生医学研究センター 発生医学研究センター
発生医学研究センター長　須

田年生
研究室探訪、発生・再生・分化研究を推進

発生医学研究センター器官形成部門
造血発生分野　造血発生及び分化
制御、血管新生の須田研究室へよう
こそ

発生医学研究センター
医学研究科大学院4年　宮本

健史
研究室探訪、血液に関する研究、再生医
学、実験医学

「俳句」 法学部　教授　岩岡中正 趣味が昂じて、俳句、功徳
学生部等移転のお知らせ 学生部 学生部 平成12年8月29日移転、主な業務

お知らせ
国勢調査、体育系・文化系サークルのホー
ムページアドレス

部・クラブ紹介 サークル
クラシックギタークラブ、バドミントン部、熊本
大学体育会ラグビー部

編集後記 文学部　教授　木下尚子 編集後記

‐セクシュアルハラスメントに関する実
態調査報告書から・授業外編‐

学生部委員会　第二部会

特集　セクハラのない快適な大学をめざして
（その２）、教官研究室、ゼミ室、部室、サー
クル室、コンパ会場などにおけるセクハラの
状況

第7回熊粋祭報告座談会-第7回熊粋
祭総括総会の反省を終えて…-

大学祭
第7回熊粋祭実行委員長　物

質化学科3年　上村啓輔
熊粋祭を終えての感想、座談会

動物資源開発研究センター
動物資源開発研究センター

長　山村研一

研究室探訪、医学部附属動物実験施設と医
学部附属遺伝発生医学研究施設トランス
ジェニック実験室を統合改組して熊本大学
共同利用施設として発足、概要

動物資源開発研究センター
動物資源開発研究センター
病態遺伝分野　教授　浦野

徹

研究室探訪、病態遺伝分野、環境要因、特
に実験動物の病原性感染症の監視と統御
を中心に研究

動物資源開発研究センター
動物資源開発研究センター
技術開発分野　教授　山田

源

研究室探訪、研究支援活動、トランスジェ
ニック実験室、ES細胞を用いて相同組換え
講習会も企画、研究活動

動物資源開発研究センター
動物資源開発研究センター
資源開発分野　教授　中潟

直己

研究室探訪、資源開発分野の遺伝子改変
マウスの胚や配偶子の凍結保存・データ
ベースの構築及びそれらのマウス供給

刑法の世界
法学部　助教授　小名木明

宏

研究室探訪、法律学、相手の見解を正しく
理解しその上で自分の見解のメリットを最大
限に引き出し、相手を説得する論理的思考
を実践するのが法律学

熊本大学での30年を振り返って 文学部教授　常葉謙二
退官の先生からのメッセージ、文系の大学
院博士課程構想

節目 教育学部教授　森山秀吉
退官の先生からのメッセージ、専門が書道
史・書道教育

退官にあたって 教育学部教授　久保田仁
退官の先生からのメッセージ、「よく生きる」
ということの意味を根底から考えてみなけれ
ばならないのかもしれない

退官もまた楽し 教育学部教授　岩﨑健一
退官の先生からのメッセージ、スト、嬉しかっ
たこと・楽しかったこと、今後の抱負

退官にあたって
医学部内科学第一講座教授

安藤正幸
退官の先生からのメッセージ、楽しかったこ
と、つらかったこと、今後の抱負

退官にあたって
医学部放射線科教授　高橋

睦正
退官の先生からのメッセージ、放射線医学
を通じて医療に貢献、4つの目標

退官にあたって
医学部第二外科助教授　三

隅厚信

退官の先生からのメッセージ、臓器移植、常
に“それが果して人間の幸せに通じるもので
あるかどうか”という哲学的志向を持つこと
が大切

新任の先生ようこそ
平成12年8月～10月に着任した4名の先生
の紹介

90 平成 12 5

91 平成 12 9

92 平成 13 1
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受賞報告

自然科学研究科博士前期課程・環境土木
工学専攻の留学生A.K.M.Uddim Farid君がモ
スリム科学技術者国際会議第25回年次大
会においてStudent Paper Awardを受賞

部・クラブ紹介 合氣道部、フォークソング研究会
編集後記

教育学部　教授　桑畑美沙
子

酒席でセクハラ発言に遭遇、相談窓口

歓迎の辞-入学式告辞 熊本大学学長　江口吾朗
巻頭　学長からのメッセージ、20世紀、21世
紀、“100年先を見据えて人を育み、時々の
社会が必要とする智恵を蓄え発信する”

生き抜くための総合的能力を養う-課
外活動の勧め-

熊本大学副学長　吉永彌太
郎

副学長からのメッセージ、課外活動に参加
する事を勧めたい、人間的に大きく成長して
くれることを期待、環境の保持

これからの法学部教育 法学部長　吉田勇
新部局長からのメッセージ、学生の大衆化、
大学政策上の変化、日本型ロースクール構
想が提示、法学部教育の存在理由

大学教育研究センターで「教養」を
大学教育研究センター長　石

田昭夫
新部局長からのメッセージ、一般教育、大学
による違い、共通基礎科目、教養科目

保健学科設置を目指して
医療技術短期大学部部長

平山紀美子

新部局長からのメッセージ、四年制の保健
学科設置という重要な問題に直面、保健学
科設置の最終期限は15年度

教養としての健康科学と保健管理セ
ンターの役割について

保健管理センター長　岸川秀
樹

新部局長からのメッセージ、業務内容、「健
康科学」の確立が急務

Invitation to the International
Student Center

留学生センター長　大津政康

新部局長からのメッセージ、交流協定校、留
学生の受入れ、留学生センターを中心とし
たネットワークと双方向の交流を目指した活
動

新しい風-生涯学習教育研究セン
ターと地域貢献-

生涯学習教育研究センター
長（法学部教授）　岩岡中正

新部局長からのメッセージ、時代転換、知の
パラダイム転換、「知の公共性」、地域のパ
ラダイム転換と地域循環型大学、学びの架
け橋

「豊かな沿岸域環境の保全創造をめ
ざして」

沿岸域環境科学教育研究セ
ンター長　内野明徳

新部局長からのメッセージ、有明海・八代海
沿岸域環境の保全創造とより良い地域社会
の形成に対応、4つの研究分野

新たな学校教育の創出に向けて
教育学部附属教育実践総合

センター長　辻野智二

新部局長からのメッセージ、学校、学校教育
の在り方、教育実践総合センターの組織と
役割

相談室より-失敗は成功のもと-
保健管理センター相談室　前

助手　本田寿賀

6年間相談室でお話してきたことの中から一
番学生に伝えたいメッセージ、失敗下手な
人、タフさを身につける

教育学部中学校教員養成課程技術
科

教育学部 技術科主任　東徹
研究室探訪、技術分野の教員養成、授業科
目、教官の研究内容、中学生ロボコン、科
学の祭典、林業体験

オオクワガタの採集と飼育
文学部歴史学科助教授　伊

藤正彦
趣味が昂じて、オオクワガタの魅力

部・クラブ紹介 写真部

編集後記 理学部　教授　嶋田純
もっと遠慮なく個性をおおらかに出して欲し
い、大学に対しても大いに要求をして欲しい

FDとはなんだろう？
熊本大学副学長　吉永彌太

郎
ファカルティー・ディヴェロップメント、大学は
教育機関、本学におけるFD活動

「情報基盤構想」と提供される学生
サービス

運営会議情報基盤ワーキン
ググループ委員　平山忠一

特集　熊大におけるITとIT教育、「情報基
盤」整備に取り組む、「総合情報環」

熊本大学における情報基礎教育に
ついて

大学教育研究センター長　石
田昭夫

特集　熊大におけるITとIT教育、高度情報通
信社会の到来、情報教育の意義と必要性

熊本大学のCALL教育について 法学部教授　樋口康夫
特集　熊大におけるITとIT教育、CALLによ
る授業、当大学でオリジナルな教材を開発
する必要

図書館サービスとITの推進 附属図書館長　平山忠一
特集　熊大におけるITとIT教育、大学図書
館、学術情報、ハイブリッド型の新しい図書
館をめざす

新任の先生ようこそ
平成12年11月から13年6月に着任した11名
の教員の紹介

参加して、楽しむ-第8回熊粋祭開祭
にあたって-

大学祭
第8回熊粋祭実行委員長文

学部歴史学科3年　窪山裕介
熊粋祭、企画を紹介、存続の危機、実行委
員不足、まずは「参加して楽しむ」

薬について見直してみませんか 大学祭
熊本大学薬学部薬学展実行
委員会　委員長　棚治隆史

薬学展、薬学部生と一般の方々のコミュニ
ケーションの場所、催し

新世紀の学園祭-「本九祭」 大学祭
熊本大学医学部4年　吉田守

克
本九祭、コミュニケーション、「遊び」

2001年11月2日-阿蘇耐久遠歩大会
に参加しよう！

大学祭
体育会ワンダーフォーゲル

部阿蘇耐久遠歩大会実行委
員長　理学部3年　上野至朗

阿蘇耐久遠歩大会、「歩く」ことの大切さ、安
全

熊本大学・サテライト・ベンチャー・ビ
ジネス・ラボラトリー：情報基盤モレ
キュラーデバイスの研究開発から地
域の先端科学技術を支える拠点
（基盤的・先端的な科学技術の開発
と起業家精神あふれる人材の育成を
目指して）

サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
ラボ長（工学部・教授）谷口

功

研究室探訪、サテライトベンチャーラボラト
リーが本学に設置、モレキュラーデバイス、
情報関連産業

文学部地域科学科文化表象学教室 文学部
文化表象学教室　教授　池

田光穂

研究室探訪、文化表象学、文化算出に関わ
る社会の諸側面、理論実践の場としての
フィールドワーク、意味生産に関わる主体の
諸側面

放送大学との単位互換制度について 学生部 学生部教務課
本学及び医療技術短期大学と放送大学と
の間において、平成13年7月3日に単位互換
協定を締結

92 平成 13 1

93 平成 13 6

94 平成 13 10
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平成13年度熊本大学学生指導担当
教官研究会開催

学生部 （学生部）
熊本大学学生指導担当教官研究会、学生
に関する諸問題について意見交換

第33回熊本地区大学総合体育大会
総合結果（平成13年4月22日～5月
20日）

（学生部） 競技成績一覧

バードウォッチング
工学部電気システム工学科

教授　三田長久
趣味が昂じて、趣味と仕事、バードウォッチ
ング、環境保護

小峰墓地 工学部教授　大見美智人
熊大近傍散策、小峰墓地、歴史上に名の知
れた人や熊本大学に縁のある人の碑が見
られる

寮生活について
第42代執行委員会執行委員
長　工学部電気システム工

学科2年　栄木誠

熊本大学学生寮、自治寮、寮生活、執行委
員会

部・クラブ紹介 剣道部、映画研究部、IUK-J
公認サークル一覧表 公認サークル一覧表

編集後記 野中敬正
「熊大だより」を読んだことがあるか、配布方
法が悪いのか、内容が面白くないのか

「就職活動体験記」を読む
熊本大学副学長　吉永彌太

郎

『就職活動体験記』（平成13年12月）、こちら
が真剣である以上に先方は真剣、就職活動
は実は1年次生のときから始まっている

就職指導室の利用方法
学生部就職指導室　佐伯千

枝子

特集　熊大生の就職状況、就職指導室、就
職指導室で自由に利用・閲覧できるもの、就
職指導室の仕事

「学生のために」をモットーに 文学部　小松裕
特集　熊大生の就職状況、新たに進路支援
委員会を立ち上げ、活動の結果

教育学部の就職支援の現状 教育学部　横出正紀
特集　熊大生の就職状況、教育学部教官ス
タッフを中心とした支援、教育学部後援会・
同窓会の方々による支援、就職状況

2001年就職戦線を振り返って 法学部　山中至
特集　熊大生の就職状況、法学部の就職関
連情報提供、インターンシップ、最近3年間
の卒業後の進路（分野別割合）

就職指導 理学部　八牧宏美
特集　熊大生の就職状況、「就職セミナー」
を開催、就職内定状況

医学部における就職事情 医学部　竹屋元裕
特集　熊大生の就職状況、医学部生の卒後
の進路、医師法の改正、臨床研修、医学修
士課程が開設される予定

薬学部における就職状況 薬学部　宮田健
特集　熊大生の就職状況、大学院進学、就
職、求人状況

就職の指導の仕方（物質生命化学
科）

工学部　木田建次
特集　熊大生の就職状況、就職担当教授
（副学科長）1名が一括して行なう、就職説明
会、学校推薦、自由応募、公務員

就職活動体験記

（社会保険診療報酬支払基
金）

文学部人間科学科　境富美
子

特集　熊大生の就職状況、「準公務員」、試
験、面接、後悔のないようにがんばってもら
いたい

自分探しの就職活動
（JAL九州サービス）

文学部文学科　中村理佳

特集　熊大生の就職状況、もっとも大事な事
は自分をよく知ること、企業研究、「就職活
動」は一つの自分探しの手段

就職対策について
教育学部中学校主専　野村

恒平

特集　熊大生の就職状況、これからの教員
採用試験に合格するためには、勉強法、試
験の内容

就職活動体験記
教育学部小学校主専　数学

科　森高理絵
特集　熊大生の就職状況、1次試験対策、2
次試験、自分を支えていたもの

教員採用試験
（熊本県教員）

教育学研究科　養護教育専
攻2年　中村泰子

特集　熊大生の就職状況、教員採用試験、
対策、自分に合うものを選択、仲間、情報、
自分の経験

就職活動を終えて考えたこと
（データ通信システム株式会

社）
理学部数理科学科

特集　熊大生の就職状況、情報収集、会社
説明会、筆記試験、面接

就職活動体験記
（（株）京セラ）

理学部物質化学科　小城裕
特集　熊大生の就職状況、就職活動、自己
分析、エントリーシート、面接の練習、息抜き

就職活動体験記 薬学部4年　山並真衣
特集　熊大生の就職状況、医薬分業、薬学
生の進路、先輩といい関係を持っていること
も重要、実務実習

就職活動体験記
薬学研究科博士前期課程2

年　釜田信

特集　熊大生の就職状況、実際に自分の目
や耳で確かめることの重要さを改めて実
感、就職活動のスケジュール

就職活動を行うにあたって
（大旺建設株式会社）

工学部環境システム工学科
土木環境系　石橋洋子

特集　熊大生の就職状況、土木の世界、女
性、インターンシップ制度を利用、学生時代
にしか思い切って勉強できないのも事実、常
に前向きな姿勢を忘れない

機械技術系就職活動体験記
（日本信号株式会社）

工学部知能生産システム工
学科　春名有宣

特集　熊大生の就職状況、試験内容、就職
活動でやらなければならない事

就職活動体験記
自然科学研究科数理情報シ

ステム　馬原久美子

特集　熊大生の就職状況、適正試験、面
接、今後就職活動をする人達に私の経験が
少しでも役立てば

第8回熊粋祭と、第9回熊粋祭の抱え
る問題

第8回熊粋祭実行委員会委
員長　窪山裕介

学園祭、熊粋祭の企画、将来への課題、全
学的な祭とはいえない状況、ぜひ熊粋祭の
話題に敏感になってみて、「参加体験型の
祭」

94 平成 13 10

95 平成 14 2
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極低温の世界
衝撃・極限環境研究センター

極低温分野　藤井宗明

研究室探訪、極低温研究の意義と面白さ、
どのように世の中の役に立つのか、最高学
府としての大学の存在意義

お別れ 文学部　教授　上利政彦
退官の先生からのメッセージ、素晴らしい
人々

思うこと 文学部　教授　中山將
退官の先生からのメッセージ、翼、学問とと
もの歳月、魂

退官にあたって 文学部　教授　首藤基澄
退官の先生からのメッセージ、さまざまな共
同研究、熊本近代文学研究会を設立、今感
謝の思い出一杯

感謝 教育学部　桃井凡夫
退官の先生からのメッセージ、「禍福糾える
縄の如し」、よかったこと、研究、学生の指
導、退職後

退官にあたって
理学部地球科学科　岩崎泰

頴
退官の先生からのメッセージ、地質屋、地質
屋をとりまく環境が変化、化石、学生

退官にあたって 理学部　教授　鈴木明郎
退官の先生からのメッセージ、先ず思うこと
は共に研究をした卒業生たちのこと、学園
紛争

退官にあたって 工学部　教授　松尾日出男

退官の先生からのメッセージ、博士課程を
設立する時期のこと、地域共同研究セン
ターの設立に関与できた、舞踏研究部の顧
問教官兼コーチ

退官にあたって
医学部病理学第一講座　教

授　吉永秀

退官の先生からのメッセージ、炎症を研究
対象、進歩、このような時代にこそ自分が追
及していることへの価値観と視点が重要

退官にあたって
医療技術短期大学部　教授

鍵本忠
退官の先生からのメッセージ、若いうちに知
性と感性を研いて下さい

熊本から世界へ
発生医学研究センター　教授

平賀壯太

退官の先生からのメッセージ、研究の発展、
学生、熊本から世界に向かって自分たちの
新しい研究成果を発信し続けていく

新任の先生ようこそ
昨年13年7月～13年10月に着任した先生方
の紹介

学長と学生との懇談会について 学生部学生課
「学長と語ろう-21世紀の熊本大学-」、各学
部等における懇談会の学生の質問事項の
冒頭部分を列記

学生の受賞等
熊本県美術展、熊本市美術展、日本化学
会、The 10th International Symposium on
Novel Aromatics

ブラボー！オペラ
医学部病理学第二講座　教

授　竹屋元裕

趣味が昂じて、オペラへの先入観、ちょっと
したきっかけ、ベルカント唱法、舞台の醍醐
味

部・クラブ紹介 硬式野球部、書道部、少林寺拳法部

編集後記 野中敬正
大学生の就職状況、学生の就職指導に対し
て始動と援助、早めに準備を

歓迎の辞-入学式告辞 熊本大学学長　江口吾朗
巻頭　学長からのメッセージ、今世紀、国立
大学が置かれている現状、国立大学法人、
悔いなき大学生活を達成されるよう

「第4回熊本大学学生生活実態調査」
の中間報告

文学部　徳野貞雄

特集　「第4回熊本大学学生生活実態調査」
の中間報告、調査の目的と調査概要、回収
率とその特徴、熊大生の生活像、熊大生の
学業

理学部の今日と明日と改革と 理学部長　河野實彦
新部局長からのメッセージ、大学生・大学院
生の「学力」と「学習意欲」の低下の問題、
実態調査、検討中の改革案の骨子

変革する医学教育 医学部長　小野友道

新部局長からのメッセージ、医学教育の変
革が強く迫られている、問題解決能力対応
型授業への転換、コア・カリキュラムの実
施、教官の数、教官の意識改革、教養教育
の充実

“Smell the flower"を忘れずに 工学部長　﨑元達郎
新部局長からのメッセージ、歴史、同窓会、
教育、JABEE、研究、研究費、施設

自然科学研究科の課題
自然科学研究科長　安部眞

一

新部局長からのメッセージ、理念・目的・目
標、COEを目指す、研究、サテライト・ベン
チャー・ビジネス・ラボラトリー、外部認証評
価

新入生へ贈ることば
日本語日本文学4年　朝久野

佳代

新入生へ贈る言葉、時間や機会を最大限に
活かして、学究的な雰囲気に触れ自ら学ぶ
姿勢を忘れないように

新入生へ贈ることば
教育学研究科教科教育専攻

理科教育専修　坂本大輔
新入生へ贈る言葉、大学生活を充実させる
ポイント、“遊び”と“学び”のバランスを保つ

新入生へ贈ることば 法学研究科　川野恵理
新入生へ贈る言葉、たくさんの「出会い」を
求め大切にしてほしい

新入生へ贈ることば
理学部物質化学科　河津多

恵
新入生へ贈る言葉、大学と高校の違い、広
く友達ができる、大学もまた分岐点

これからの大学生活に乾杯
医学部学生会会長（医学部4

年）　平田尊仁
新入生へ贈る言葉、大学生活における学問
への取り組み方

Chance favors only the prepared
mind!

大学院薬学研究科博士後期
課程　石塚洋一

新入生へ贈る言葉、幸運やチャンスは決し
て“偶然”ではなく必然的なもの

新入生へ贈ることば
工学部　物質生命化学科4年

石橋崇正
新入生へ贈る言葉、大学の講義、質問をす
る、友達をつくる

enjoy!学生生活
自然科学研究科　博士後期

課程1年　道野隆二

新入生へ贈る言葉、時間を有効に使ってく
ださい、いろんな方面に手を伸ばしてくださ
い

新入生へ贈ることば
平成13年度医療技術短期大
学部看護学科卒業　松下弓

恵

新入生へ贈る言葉、短期大学だからといっ
て可能性が閉ざされているわけではない

新任の先生ようこそ
昨年13年11月～14年2月に着任した先生方
の紹介

95 平成 14 2

96 平成 14 5
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大学院薬学研究科分子機能薬学専
攻

分子機能薬学専攻　甲斐広
文

研究室探訪、分子機能薬学専攻、基幹講
座、協力講座

文学部の留学生として
社会文化科学研究科1年　頼

雲荘
留学生だより、文学研究、「たくさん遊んで、
いっぱい勉強してください」

Life in Kumamoto and at Kumamoto
University

自然科学研究科前期博士課
程2年　Tormod Opedal

留学生だより、Japanese、professors、offer
more lectures and information in English

インフォメーション
就職活動関係インフォメーション、生活支援
関係インフォメーション

学生の受賞等 第十七回国際理解懸賞作文
新学年暦への移行について 平成14年度から新学年暦へ移行、注意点

部・クラブ紹介
熊大環境サークル・リークラブ、アイスホッ
ケー部、舞踏研究部

編集後記 野中敬正
学生生活実態調査、歓迎の辞、新入生に贈
る言葉、今後の大学生活の参考に

よりよき学習環境の実現に向けて 熊本大学学長　江口吾朗
本学の学生支援について、支援体制は非常
に脆弱、大学側の努力、学生諸君自身もそ
れを我が事として積極的に提言すべき

熊本大学における学生支援 理学部　嶋田純

特集　熊本大学における学生支援、『教員
中心の大学』から『学生中心の大学』へ、学
生支援の実質、『学生指導の手引き』という
小冊子を作成

熊本大学における学習支援-メンタ
ルヘルスについて-

保健管理センター　岸川秀樹

特集　熊本大学における学生支援、メンタル
ヘルスの現状、保健管理センターの役割と
利用状況、保健管理センターの現時点の対
応と将来像

学業・進路相談を中心にした学生支
援

教育学部　宮本光雄

特集　熊本大学における学生支援、学業や
進路の相談、要因、相談に来る時期が遅
い、他大学に行ったり転学部や転学科をし
た結果などの報告をいただきたい

就職指導室が行なう就職支援につい
て

就職指導室　佐伯千枝子
特集　熊本大学における学生支援、就職支
援、就職講座、企業説明会、公務員説明
会、生協と共催しての講座、個人相談

熊本大学学生用ホームページについ
て

工学部　原田浩幸
特集　熊本大学における学生支援、大学の
HP、学生のページ、学長と学生の懇談会

熊本大学の留学生の相談と支援策
について

留学生センター　留学生指導
相談部門担当　マスデン眞

理子

特集　熊本大学における学生支援、留学
生、奨学金、宿舎、各種の施策を早急に展
開する時期に来ている

自己変革のとき
熊本大学振興会会長　中島

最吉

特集　熊本大学における学生支援、国立大
学が二年後に法人化される、寄付行為、財
団法人熊本大学学術振興会（仮称）の学内
設置委員会、学生自身の意識改革

きて！みて！さわって！！-第9回熊
粋祭開祭にあたって-

第9回熊粋祭実行委員長　市
来章太

学園祭、「参加体験型大学祭」、各企画につ
いて紹介、熊粋祭を行なう意義

新任の先生ようこそ
平成14年2月～14年6月に着任した先生の
紹介

発生医学研究センター　再建医学部
門

発生医学研究センター

研究室探訪、再建医学部門は2002年に開
設された最も新しい部門、幹細胞制御分
野、器官制御分野

平成14年度教育学部合宿風景 教育学部
教育学部　合宿研修委員

新保祐輝

学部の合宿風景、合宿研修、就職フォーラ
ム、スポーツレクリエーション、大ゲーム大
会

法学部行事実行委員会 法学部
法学部行事実行委員会委員

長　安宅亮治

学部の合宿風景、新入生を対象に毎年6月
前後に行なわれる、後援会、レクリエーショ
ン

合宿研修会を終えて
合宿研修企画・運営委員長

前野崇
学部の合宿風景、友人を増やし他学科との
つながりを多くする、後日談

私と熊本大学 教育学研究科　李明華
留学生だより、広西師範大学、熊本大学教
育学部との友好交流

人生の一ページ“熊大での留学”
自然科学研究科博士後期課

程2年　Leu Tho Bach
留学生だより、環境保全技術を熊本大学で
勉強、ハノイ土木大学との学技術交流協定

附属図書館から 附属図書館情報サービス課
中央館のサービス・施設の充実・整備が図
られた、サービス、施設、資料、行事

学生の受賞等
第37回全日本学生アーチェリー女子王座決
定戦（団体3位）、第39回全日本学生アー
チェリー女子東西対抗戦（最優秀選手賞）

公認サークル一覧表 公認サークル一覧表
部・クラブ紹介 表千家茶道部五葉会、水泳部、陸上競技部

編集後記 山本信也
合宿研修、熊粋祭、「意外性」という小さな感
動をたくさん体験して欲しい

君は、“未来を生き抜く力”を身に付
けつつあるか

熊本大学学長　﨑元達郎

学長からのメッセージ、“Kumamoto
University for You”＝KU4U、“未来を生き抜
く力”、熊本大学を“未来を生き抜くための世
界水準の学習をする場”に

学ぶこと、生きること 副学長　足立啓二

新副学長からのメッセージ、社会の中で主
体的に生きていく条件と意欲、グローバル化
する社会、現代社会を生きる強い社会性、
世界をもっと知る

人を育てる思想 副学長　山村研一
新副学長からのメッセージ、人材育成が大
事、「思想」や「哲学」が必要、大学の役割は
何であるのか

96 平成 14 5
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学生支援体制について 法学部　教授　山崎広道

特集　学生から見た学生支援、「学生の学
習・生活支援体制の整備について」（大学教
育委員会と学生部委員会の合同WG会議に
おいて）

学生支援体制の整備・充実について 法学部4年次　児玉和哉

特集　学生から見た学生支援、大学の授業
に出席しない学生が増えている、担任・指導
教官体制の創設、オフィスアワーの設定、コ
ミュニケーションの強化、「自らの行動に責
任を持つ」ことを理解することが社会人にな
る前の大学生に必要

熊大での4年間を振り返って 教育学部4年　山下善夫
特集　学生から見た学生支援、熊大生一人
ひとりがこれからの社会を創っていくための
自信を与える大学を創ってください

A Soft landing
大学院自然科学研究科自然
環境基礎科学講座　Decibel

Faustino

特集　学生から見た学生支援、language
lessons、tutor、International House、a one-
year allowance at the dormitory is too
short、single-most difficult thing for me is
the fact that all I need to fill up are all in
Japanese、libraries(textbooks in English are
a bit antiquated especially on the
sciences)、Kumamoto Daigaku's student
support system is very efficient

Student Supports of Kuma-Dai
大学院自然科学研究科自然

環境基礎科学講座
Ferdinand Jumawan

特集　学生から見た学生支援、assistance
extended by the International Students
Center is satisfactory、 hope other
innovative programs may be conceptualized
and implemented for the benefit future
foreign students that enter Kumamoto
University.

学生表彰
学生表彰制度について、学長表彰（国際学
会賞受賞学生を表彰、スポーツ優秀学生を
表彰）

国際会議でのYoung Researcher賞
受賞

自然科学研究科博士前期課
程建築学専攻　小袋雄亮

学生表彰、Steel＆Space Structures国際会
議で研究成果を発表、Young Researcher賞
を受賞

「アーチェリー最優秀選手賞受賞に
ついて」

教育学部　生涯スポーツ福
祉課程　高澤郁美

学生表彰、第39回全日本学生アーチェリー
女子東西対抗戦で最優秀選手賞を受賞、自
分の納得いくプレーができるまで頑張ってい
く

医学部保健学科への新たなる旅立
ち

医療技術短期大学部部長
平山紀美子

研究室探訪、教育学部の看護教員養成課
程と医療技術短期大学部を統合して熊本大
学医学部保健学科が設置、保健学科の理
念

新任の先生ようこそ
昨年14年9月～10月に着任された先生方の
紹介

着任の日のこと-退官を前に 文学部　教授　桑原莞爾
退官の先生からのメッセージ、昭和42年、黒
髪北地区、漱石の詠んだとされる「祝辞」

四つの驚き 文学部　教授　山口守人
退官の先生からのメッセージ、大きな驚きは
四つ、今こそ詳細な情報開示をもととした構
成員全体の英知の結集が必要

（無題） 文学部　教授　金原理
退官の先生からのメッセージ、「日本漢文
学」、夏目漱石、化政期

熊大生の体力はこれで良いのか
教育学部　教授　川崎順一

郎

退官の先生からのメッセージ、大学生の体
力低下がかなり進んでいる、本人の自覚・
実践以外に方法はない

35年間をふりかえって 教育学部　教授　中本環

退官の先生からのメッセージ、大学の存在
そのものが社会全体の中での位置を移動さ
せられているわけで、昔が良かったとは一
概に言えない

私の人生はこれから始まる 法学部　教授　篠倉満
退官の先生からのメッセージ、大学紛争、教
職員組合の書記長、ゼミ、学生諸君との意
思疎通を、先生と早く仲良しに

退官にあたって 理学部　教授　小野莞爾

退官の先生からのメッセージ、建物の増改
築でキャンパス内の樹木がだんだん減少し
てしまった、いよいよ平成16年度からは熊本
大学の独立法人化が出発

退官に際して
医学部脳神経外科　教授

生塩之敬
退官の先生からのメッセージ、脳神経外科、
サッカー部、野球部、附属病院長

退官にあたって 医学部　教授　小川道雄
退官の先生からのメッセージ、考える外科
医・信頼できる外科医を育てる、研究や診療

「退官にあたって想うこと」
工学数理情報システム工学

科　教授　渡辺亮

退官の先生からのメッセージ、工学部学生
の学力低下、教官の講義に対する手抜きと
いう指摘、JABEE、「学問に王道なし」、「教
育と研究の一体不可分性」

退官にあたって
工学部環境システム工学科

教授　大見美智人

退官の先生からのメッセージ、就職先の変
化、学生諸君の気質の変化、地方に拠点を
置く大学の特色を出せたらと思ってきた、ワ
イルドに心身鍛錬を

（無題）
医療技術短期大学部　教授

守且孝

退官の先生からのメッセージ、肝臓・膵臓の
診療に従事、肝移植に関する研究、「寛
容」、医学部保健学科への改組

（無題）
合津マリンステーション　教

授　山口隆男

退官の先生からのメッセージ、新発見、熊大
を個性を誇れる大学に、自分の優れた点を
伸ばして欲しい

98 平成 15 2
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私と熊本 理学部生物科学科　張継東
留学生だより、四つの季節、火山の周りの
景色が大好き

忘れ難い熊大の留学生活
医学部腫瘍医学講座大学院

二年　張東威

留学生だより、「緑の都」熊本のきれいな大
自然、日本人の若いときからの勤勉と厳密
な科学的態度、チャンスをつかんで短時間
に研究成果を出す

附属図書館から 附属図書館情報サービス課
ホームページの新装開店、図書館を活用す
るための一口メモ、図書館からのお願い

部・クラブ紹介 英語会話研究会（ESS）、将棋部、ボート部

編集後記 山本信也
学生部委員会、学生諸君からの要望が学
生部委員会での議論に生かせれば

歓迎の辞-入学式告辞 熊本大学学長　﨑元達郎

学長からのメッセージ、国際水準の教育を
授ける事を約束、大学は“生きる力を自分で
養うところ”、国立大学法人となることが予定
されている

熊大生の日常活動 文学部教授　徳野貞雄
特集　熊大生の日常生活像、「第4回学生生
活実態調査報告書」、住居と通学、経済状
況、友人と悩み、ボランティアと海外旅行

瘤は福のもの!? 文学部長　森正人

新部局長からのメッセージ、古典を読み研
究する意義、「瘤取り爺さん」、災厄のものを
いったん「福のもの」と受け入れてみるいち
だんと深い知性こそ不可欠

大学院医学薬学研究部へと重点化さ
れた組織における-医学教育部およ
び医学部-

医学教育部長　医学部長
坂口薫雄

新部局長からのメッセージ、大学院への昇
格、組織の特徴、わが国最初の融合型研究
組織、医学教育、臨床実習、ファカルティデ
ベロップメント、大学院修士課程が設置

転機を迎えた薬学教育
薬学教育部長　薬学部長

小田切優樹

新部局長からのメッセージ、薬学は大きな転
機を迎えようとしている、カリキュラム改革、
高度の‘薬学的思考力’と倫理観を備えた
創造性豊かな人材の育成を目指して

情報と文化-文化の香り高い大学へ-
熊本大学附属図書館長・法

学部教授　岩岡中正

新部局長からのメッセージ、学生への学習
支援、研究支援、地域貢献、情報空間の拡
大、文化空間としての図書館

熊本大学医学部附属病院の役割 附属病院長　三池輝久

新部局長からのメッセージ、「心の通う病院
を目指して」、独立法人化の問題、全国の大
学医学部附属病院として初のISO09001の
認証を取得、診療体制も大きく変化、これか
らの大きな課題

「新入生へ贈ることば」
文学部歴史学科日本史分野

4年　水田憲作
新入生へ贈る言葉、“出会い”を大切にこれ
からの大学生活を送って行って欲しい

新入生の皆さんへ
平成14年度教育学研究科卒

業　上村紗和子

新入生へ贈る言葉、あなたは先生になりたく
て教育学部に来ましたか？、大学生活を楽
しんで

新入生へのアドバイス 法学部3年　小林邦彦
新入生へ贈る言葉、入学前に抱いていた希
望が失望に変わってしまう人もいるでしょう、
アドバイス、法学部行事実行委員会

新入生の皆さんへ
大学院自然科学研究科博士

前期課程　高橋正典
新入生へ贈る言葉、大学生活、今出来るこ
とをする

新しい出会いを探しに行こう！
大学院薬学研究科博士前期

課程　藤原章雄

新入生へ贈る言葉、大学生活の過ごし方、
勇気を出してこれまれでの自分の境界線か
ら一歩踏み出す、大学に於ける人との出会
いは重要

新任の先生ようこそ 全12名の新任教員の紹介

「歴史を学ぶ心」を追い続けて
文学部歴史学科日本史分野

助教授　三澤純
研究室探訪、教育目標とカリキュラム、新し
い研究活動、「歴史を学ぶ」ということ

大学に求められる貢献（新しい事業
の発掘、ベンチャービジネス、国際開
発協力セミナーに参加して…）

工学部　原田浩幸

研究室探訪、新たな産業を発掘するため大
学発の技術をseedとして技術紹介したりあ
るいは教官自体が起業を志す機運、国際開
発協力の促進

附属図書館から 附属図書館情報サービス課

新しい蔵書検索システム、新しい利用者用
パソコン、卒業研究貸出、学生用図書2,200
冊を整備、全面禁煙、電子ジャーナル、図書
館ガイダンス

第10回熊粋祭実行委員会 委員長　三山由香里

熊粋祭に対する学生の関心が年々低下、学
生自身が「大学祭を自ら創る側」から「出来
合いの大学祭に参加する側」へと移行、存
続の危機

熊本大学体育会
熊本大学体育会第44代委員

長　土田将己

熊本大学体育会、競技スポーツの振興、一
般スポーツの振興、本部室業務、所属サー
クル、ホームページ

編集後記 山本信也
「生徒」、「学生」、「学生」という身分が保証
された4年間を思う存分活用し、力強い社会
人として熊本大学を巣立って欲しい

熊大だより発展史
理学部教授　櫃田、学生部

学生課専門員　米村
「熊大だより」は本号で100号、総覧

第10回熊粋祭
熊粋祭実行委員会委員長

三山由香里
学生の活動、第10回熊粋祭の内容、ホーム
ページ

薬学展について 薬学部自治会長　石丸武史
学生の活動、今年はテーマとして“そう”を掲
げる、“創”の体験、“草”の体験、“想”の体
験

98 平成 15 2

99 平成 15 5

100 平成 15 10
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GIFT 代表　西村岳三
学生の活動、大学のキャンパスを毎週掃
除、キャンパス・クリーニング、サタデース
クール、家族的な雰囲気

合宿研修を振り返って
教育学部教育学科3年　板敷

一成

学生の活動、合宿研修、狂句学部生同士の
親睦を深める、将来の就職に対する意識を
高める真剣に考える場を作る、就職フォーラ
ム

理学部新入生合宿研修
理学部物理学科2年　杉本崇

光
学生の活動、合宿研修、学生ボランティア、
「学科という枠を超えて友人の和を作る」

放射線学科3学年の研修
医療技術短期大学部助教授

吉田日出輝

学生の活動、医短大の学生委員会の学生
支援、放射線学科の研修、96年に中止、01
年に再開、参加した学生全員が学生生活の
良い思い出になった是非続けてとその思い
を残している

「熊本大学知的財産創生推進本部」
構想について

副学長　山村研一
大学の動き、「知」の拠点としての大学の重
要性、「熊本大学知的財産創生推進本部」
を設置

21世紀COEプログラム「衝撃エネル
ギー科学の深化と応用」採択決定

工学部電気システム工学科
教授　秋山秀典

大学の動き、平成15年度の21世紀COEプロ
グラムとして熊本大学からは「衝撃エネル
ギー科学の深化と応用」が採択、研究拠点
だけでなく教育拠点も目指している

熊本大学の法科大学院構想 法科大学院
熊本大学法科大学院設置推
進委員会専門委員会委員長

（法学部長）　吉永彌太郎

大学の動き、法科大学院の設置を申請、司
法制度改革と法科大学院、法曹養成制度の
改革、本学の法科大学院構想

熊本大学法科大学院設置の概要 法科大学院
熊本大学法科大学院設置準

備室

大学の動き、設置の趣旨及び必要性、教育
課程の編成の考え方及び特色、履修始動
の方法、教員の資質の維持向上の方策、入
学者選抜の概要、各施設・学生の自習室等
の充実、自己点検・評価等、管理運営の考
え方、平成16年度入試日程

ユア・フレンド事業-地域と連携した
不登校児童生徒への支援活動-

教育学部
教育学部附属教育実践総合

センター長　辻野智二

大学の動き、学生による不登校児童生徒へ
の支援活動、ユア・フレンド事業とは、事業
の展開・成果

「ユア・フレンドを通じて実感したこと」 教育学部 教育学研究科1年　那須友美

大学の動き、ユア・フレンドの活動、自分が
楽しまないと周りを楽しい雰囲気には出来な
い、理論ではなく自分の素直な気持ちで付
き合う

新しい時代を迎えた工学部とその将
来

工学部 工学部長　谷口功

大学の動き、工学、大学の役割としての教
育・研究・社会貢献に対して工学的な視点
から国際的な視点に立ってその役割を果た
すことを目指す、研究、国際貢献・地域貢
献、国立大学法人化

工学部におけるJABEE認定（学生と
教官への影響）

工学部
工学部知能生産システム工

学科　佐田富道雄

大学の動き、JABEE認定とは、認定に至る
までの経緯、学生と教官への影響（単位取
得、就職、教官への負担）、学内での事務サ
ポート体制の充実が必要ではないか

附属図書館から 附属図書館 附属図書館情報サービス課
総合科目「情報メディアと図書館の活用」、
後期図書館ガイダンス、新聞を移動、学生
用図書、図書館統計、図書館からのお願い

編集後記 教育学部　教授　中山孝史
第100号を発行、独立行政法人化、「学生
あっての大学」、“新しい熊本大学も好き”に
なる一助になれば

変化の時代の中で 熊本大学副学長　足立啓二
副学長からのメッセージ、法人化、変化する
社会、国際化時代、学生相談体制も整備

新しい出会いを探しに行こう！
文学部文学科独語独文学分

野4年　小野ひろみ
新入生へ贈る言葉、専門の勉強においても
能動的であって欲しい

新入生のみなさんへ
教育学部養護教諭養成課程

江島一恵
新入生へ贈る言葉、色々な意味で自由、大
学生活を充実したものにしてほしい

新入生の皆さんへ
平成15年度工学部知能生産
システム工学科卒業　森道

幸

新入生へ贈る言葉、どうぞ心ゆくまで遊んで
ください、充実した大学生活を

新入生に贈る言葉
平成15年度熊本大学大学院
医学教育部卒業　中江吉希

新入生へ贈る言葉、大学生活は非常に自
由になる時間が多い、毎日学校に行く、自
分から一歩踏み込んで話す、授業の内容の
簡単な本を読む

新入生に贈る言葉 薬学部薬科学科　横尾浩司
新入生へ贈る言葉、SERENDIPITYを求め追
い続ける努力を惜しまない

私が学んだこと
熊本大学大学院自然科学研

究科2年　下田功治
新入生へ贈る言葉、「何事にも自分の納得
がいくまで真摯に取組む」

新入生へ贈る言葉
自然科学研究科　吉岡大三

郎

新入生へ贈る言葉、万物流転（パンタ・レ
イ）、1つ自分の中にしっかりと芯を立てて努
力する

熊大防犯プロジェクト活動報告 法学部4年　平井丈士
学生の活動、「大学界隈の暗い夜道に街灯
を！」、熊大生に対する防犯アンケート調査
結果報告

熊本大学体育会
体育会第45代委員長　白石

憲正

学生の活動、競技スポーツの振興、一般ス
ポーツの振興、本年度の体育会のテーマは
『快和』

第11回熊粋祭実行委員会 委員長　中窪浩太

学生の活動、熊粋祭、学生の関心の低下、
既製品の大学祭に参加するだけの学生が
増えている、実行委員の不足、大学祭は何
のために在るのか

阿蘇耐久遠歩大会
阿蘇耐久遠歩大会実行委員

長　川頭裕樹
学生の活動、阿蘇耐久遠歩大会、人員不
足、参加者

100 平成

101 平成 16 4

15 10
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医学部学園祭（本九祭）のご報告
本九祭実行委員長　医学部4

年　前川啓

学生の活動、本九祭、今年度のテーマは
「医療の現在と未来」、薬学展との合同開催
による規模の拡大も考えている

薬学展を終えて
薬学部3年　薬学部自治会会

長　石丸武史

学生の活動、今年は“そう”をテーマとして薬
学展を開催、公開実験、薬膳料理、薬草園
見学、公開授業

退官にあたって 文学部　教授　古賀允洋

退官の先生からのメッセージ、黒髪のキャン
パス、ドイツ人講師、『イソポのハブラス』、い
まこそ外国語にこれまで以上の大きな関心
を向けるべき時

退官に寄せて 教育学部　教授　松元尚大
退官の先生からのメッセージ、研究、ラグ
ビーの指導、教養教育、最近日本の教育も
ゆらいで来ているのでは？

「退官にあたって」 教育学部　教授　山﨑崇伸

退官の先生からのメッセージ、熊大フィル、
県下の小・中学校を対象とした移動公演、
国立大学の弦楽器担当の教官によって弦
楽四重奏団を組織

退官にあたって 教育学部　教授　金丸忠義
退官の先生からのメッセージ、教育学部数
学科に解析学の担当として赴任、体育会卓
球部の部長

大学での業績評価と教育について 理学部　教授　本座榮一
退官の先生からのメッセージ、大学を取り巻
く情勢は大きく変化しようとしている、地域貢
献、国際交流、教育と研究

ランダムネスの中の法則 理学部　教授　櫃田倍之
退官の先生からのメッセージ、統計数学、確
率過程、予定調和、大学が法人化

「退官に当たって」少年老い易く、學
成り難し

工学部　教授　千葉昴
退官の先生からのメッセージ、「衝撃・極限
環境センター」設置、COEプログラム、「第4
回衝撃工学国際シンポジウム」

印象深かったこと 工学部　教授　秋吉卓
退官の先生からのメッセージ、「師弟の和
熟」、震災、設計の信頼性や責任

退官にあたって
大学院医学薬学研究部　教

授　高木克公

退官の先生からのメッセージ、テニス部、体
育会運動部は部員数減少で衰退の一途、
大学当局そのものが総合大学の持つ特徴
を放棄し体育会あるいは文化会の課外活動
の教育における意義を見失っている

帰りなん　いざ
大学院医学薬学研究部　分
子薬科学分野　教授　國枝

武久

退官の先生からのメッセージ、有機化学一
筋の人生、薬科学講座を主催、定年退官と
は満期解役

「情熱をもって講義をしたのですが」
大学院医学薬学研究部　薬
学微生物学分野　教授　上

田勝

退官の先生からのメッセージ、昔の学生、昨
今の学生、覇気なくシューンとして下を向い
ている、上田の子飼バイパス構想を提案、
今の21世紀の熊大をアピールしてください

我が来し方を振り返って
医学部保健学科　教授　平

山紀美子

退官の先生からのメッセージ、“出来たてほ
やほや”、メチル水銀の研究、短大部長、医
学部保健学科への移行、法人化

夢を持とう
生命資源研究・支援センター

助教授　岸川俊明

退官の先生からのメッセージ、夢とは「あな
たの可能性」、熊本大学による国際シンポジ
ウム、APSORC

新任の先生ようこそ 全5名の新任教官の紹介
文学部コミュニケーション情報学コー
ス紹介

文学部コミュニケーション情
報学コース　助教授　山下徹

大学の動き、コミュニケーション学、国際化、
高度情報化、卒業後の進路

理学部の新しい教育システムについ
て
（在学生からの質問に答える形で新
しい教育システムを紹介する）

理学部　教授　實政勲

大学の動き、一学科になる、教育プログラム
制を採用、卒業生の専門性、今回の理学部
の改革は21世紀の理学教育の趨勢を先取
りしたもの

「薬学部に3億円の贈物：宮本記念館
の建設」

薬学教育部長・薬学部長　小
田切優樹

大学の動き、宮本佳博氏、熊本薬学専門学
校、3億円の寄附、「宮本佳博先生基金運用
委員会」、宮本記念館

附属図書館から 附属図書館情報サービス課
開館時間、図書館ガイダンス、図書館利用
案内、アイルランド関係図書の寄贈、電子
ジャーナル、インターネット利用端末

編集後記 尾道三一
「熊大だより」の意義、発刊の意義、オンリー
ワン
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