
「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等

辞令 熊本大学となって最初の辞令一覧（教授陣から事務員まで）掲載 人事 全学
1から28号は「熊本大
学時報」

（学位授与者名簿）
24年8月以降に本学で学位を授与されたもの（医学博士）一覧。本学初の学
位授与者名簿か？

研究・教育 全学

イールズ博士等の来学について
CIE大学教育のアドヴァイザーであるイールズ博士、学生団体についてのア
ドヴァイザーであるタイバー両氏来学予定（1/27-28）の延期

行事 全学

熊本大学文書処理規定 24/7/1施行 規則 全学

熊本大学分課規定 24/8/1施行 規則 全学

熊本大学事務分掌規定 24/8/1施行 規則 事務局

熊本大学学報発刊規定 25/1/1実施、学報の位置づけについて規定 規則 事務局

（行事予定） 文部大臣視察のため来学（　月十一日） 行事 全学 月不明

厚生女子部生募集について 昭和25年度入所生徒募集要項 入試 医学部

山崎名誉教授入院について 元医科大学長名誉教授山崎正董氏が病気のため入院中 その他 医学部

附属病院棟及中央炊事場工事について 病院二棟および中央炊事場の工事施行中 施設 医学部附属病院

ストーネーカー博士来学について
GHQ民間情報教育局教育部人文科学顧問のストーネーカー博士が来る2/28に
来学、人文科学担当教官と人文科学研究遂行上の種々困難・障害等について
懇談の予定

行事 全学

熊本大学職業紹介業務運営規定 熊本大学で行う無料の職業紹介について 規則 全学

CIEイールズ博士及びタイバー氏の講演会並び
に懇談会の日程変更について

両氏の来学は四月ごろの予定 行事 全学

GHQ・CIEストーネーカー博士来学について 人文科学関係教官との懇談のためストーネーカー博士が来学 行事 全学

学生食堂の開設について 学生食堂を2/25から第五高等学校学生集会所附属建物内に開設 施設 全学

熊本大学学生募集要項について 募集人員・専攻学科定員等について 入試 全学

昭和廿四年度授業料免除者数 付表 統計 全学

卒業式について 包括旧制大学・高等専門学校の卒業式の日程について 行事 全学

熊本大学協議委員会規程
熊本大学の運営に関する諸般の事項を協議する機関として熊本大学協議委員
会を設置

規則 全学

号
発行

トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト
ル）

備考トピックス内容
トピックス種別
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

附属病院長の再任について
来る3/31をもって任期満了となる弘院長の公認については3/2医学部教授会
において輿論投票の結果、絶対多数を獲得した現院長が再任

人事 医学部附属病院

二月分患者数及び収入金月報
医学部附属病院における患者数・収入など（24年4月から25年2月までの累計
も掲載有）

統計 医学部附属病院

学則委員会開催 3/13熊本大学の「学則」原案を審議（第一回）。第二回は3/20開催予定 会議 全学

CIEイールズ博士外二氏の講演会並びに懇談会
について

イールズ博士およびタイバー氏の来学が決定。CIE保健体育担当官ニュー
フィルド氏も参加する。4/19熊本着、4/20-21本学で講演会および懇談会

行事 全学

大学協議委員会開催について
3/22工学部会議室において開催。議題１：熊本大学学則案、２：大学管理法
案要項試案、３：熊本大学図書館規程案

会議 全学

昭和二十五年度、学校基本調査、学校衛生統計
調査並びに学校教員調査に関する打合会開催に
ついて

3/28に法文学部瑞邦館において開催 会議 全学

昭和二十四年度育英会貸与生について 熊本大学の各学部の育英会志願者数など付表 統計 全学

昭和二十五年度入学志願者受付数 付表 統計 全学

熊本大学バッヂ制定について 熊本大学図案の審査 その他 全学

熊本大学教員適格審査委員会規程 規則 全学

熊本大学熊本工業専門学校創立記念式を□□□
依り挙行される

4/17熊本工業専門学校にて開催 施設 工学部
破損のため一部判読
不可

CIEイールズ博士、タイバー氏、ニューフィル
ド氏講演会日程について

演題・出席者等について記載 行事 全学

附属病院厚生女学部甲種看護婦養成所認定
審査の結果熊本大学医学部附属病院厚生女学部は甲種看護婦養成所に認定さ
れた

設置 医学部附属病院

科学研究費交付金等取扱規定による年度末諸報
告について

4/20までに提出の書類の参考として掲載 科研費 全学

昭和二十五年度各学部合格者数について 付表 統計 全学

旧制校卒業者調査票（昭和二十四年度間） 各前身校の卒業者の統計 統計 全学

旧制校教員異動調査票（昭和二十四年度）、旧
制校学生生徒異動調（昭和二十四年度）、新制
大学教員異動調査票、新制大学学生生徒異動表
（昭和二十四年度間）

昭和25年度学校基本調査の結果 統計 全学

患者給食開始について 中央炊事場の完成により患者給食を4/21から九品寺内科病棟限定で開始 設備 医学部附属病院

第二回入学式 5/6旧五高講堂において挙行。式次第あり 行事 全学

熊本大学附属図書館調査集計表
蔵書冊数や閲覧冊数、閲覧人員内訳等について。昭和25年度学校基本調査に
拠るもの

統計 図書館
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

昭和二十五年度科学研究費交付金研究課題並交
付金査定額

学部ごとの科研費交付の状況 科研費 全学

熊本大学学則
一．学部通則（24/6/1施行）、二．学部共通細則、三．一般教養課程及び体
育課程履修規程

規則 全学

熊本大学協議委員会規程 第5号掲載のものとは細部が異なる。25/7/27より施行。 規則 全学

熊本大学附属図書館規程 25/6/15施行 規則 図書館

八月三十一日「開学一周年に際して事務職員に
告ぐ」という左記要旨の学長訓示があつた

学長訓示掲載 コラム 全学

九月十四日の協議委員会で教授、助教授、講師
の資格審査及任用申請手続が決定した（昭和二
五、九、一四）

本学の教員の資格審査等についての決定事項について 人事 教職員

昭和二十六年度の入学試験学科目が左記の通り
決定した

募集要項 行事 全学

職員勤務状況統計 月別の職員の欠勤等の状況の統計 統計 事務局

第八回医師国家試験成績調
25/7/27発行、熊本医科大学及び同医学専門部出身者の受験者数・合格率な
ど

統計 医学部

アメリカの大学における工業教育に関する講演
会

文部省大学学術局主催により、新制大学の工業教育についての講演会。10/5
に開催予定

行事 工学部

通信教育部規程 学内規程。 規則 全学

防火について協力を望む 防火を呼びかける文章。鰐淵学長によるもの コラム 全学

附属病院九月分患者数及収入金月報 付表 統計 医学部附属病院

記念学術講演会 11/1開学記念式挙行後に開催する講演会の演題等について 行事 全学

開学一周年記念式々辞 鰐淵学長によるもの 式辞 全学

事務人事異動にあたつて
美作事務局長によるもの、前身校等の事務統合等にも言及した事務職員の全
面的異動についてのコラム

コラム 事務局

熊本大学物品管理事務取扱細則
かねて認可申請中であった熊本大学物品会計規定細則が9/30付で認可となっ
た

規則 全学

旅行命令権の復委任について
部局の長及び事務長の出張を除く旅行命令等を発する権限を部局長に委任す
ることとなった

規則 全学

熊本県進学適性検査志願者及び検査場について
は左の通り決定した

試験日は26/1/23 入試 全学

昭和二十六年度熊本大学学生募集要項（抜萃） 募集要項 入試 全学
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

職員勤務状況統計 9月から11月までの職員の欠勤等の状況の統計 統計 事務局

昭和二十五年度実業教育振興会よりの表彰者
11/3付で工専の吉田彌七教授、同押川近教授が実業教育振興中央会長より多
年実業教育に尽瘁した功績により表彰状を受け取った

受賞 工学部

昭和二十六年度科学研究費交付金研究計画調書
提出申請者学部別調

各個研究、総合研究に分けて記載 科研費 全学

教官の定員について
事務局長美作によるコラム。新制国立大学となるのに伴い、旧制大学等の教
員も漸次移行。そのため教授・助手が不足。

コラム 全学

（昭和二十六年度の受験者数について） 本学受験者数についての統計 統計 全学

14 26 ・ 3 ・ 31

ユネスコ便り　国際大学協会の設立 国際大学教会について、「文部省ユネスコニュースレター」第5号より転載 コラム 全学

15

アメリカ人教師紹介について
戦後初の米人招聘教師として3月末に着任した法文学部のドンブラス博士の
紹介

コラム 全学

16

昭和26年度科学研究費交付金各個研究費査定額 各科研費の査定状況 科研費 全学

17

欠

18

一般奨学生調（新制大学） 26/7/1現在のもの、付表 統計 全学

19

（「時報」号数訂正）
14号時報を重複して刊行したため、3/31付時報は15号、15・16合併号は16・
17合併号とする

その他 全学

20 26 ・ 8 ・ 31

各部局別文書収受発送件数調 6月から7月にかけての部局ごとの文書収受についての付表 統計 全学

21

22

（工学部学科主任の更迭） 工学部各学科の主任の更迭について（新旧学科主任と更迭年月日の掲載） 人事 工学部

昭和26年度奨学生調査 26/12、付表 統計 学生

学生寮の寮費について 26/9、付表 統計 学生

（学報交換学校についての報知）
熊本大学の学報は東京医科大・金沢大をはじめとする全26大学と交換してい
る。

その他 全学

昭和二十六年度大学卒業生採用予定状況調査
（厚生課）

熊本大学第一回卒業生排出にあたって、参考資料としての文部省の昭和26年
度大学卒業正採用予定状況報告を掲載

統計 全学

奨学生生活状況報告
付表（２点）。住居種別・住居の住心地、食事方法、授業料納入方法等につ
いての統計

統計 全学

25

合併号

行事 事務局

15

31

23

・

・

14

14号重複

合併号

31

26/10/28に本部職員はリクリエーションとして大阿蘇中岳にドライヴした。

5

1・

・ 2 15

-

・

・

26

27

31327

30・

（職員レクレーションについて）

111 ・・

・24

・27

26

合併号

7
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・

26

・
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

寮の食事調査 新制大学の寮についての参考の一端として本学各寮の「献立表」を掲載 統計 学生

（昭和27年度文部省科学研究費について）
昭和27年度の科学研究費について、「各個研究査定額学部別調」「各個研究
査定額」「助成研究採択者学部別一覧」「助成研究申請課題件数並査定研究
費学部別調」「助成補助金（奨励研究）採択者」を掲載

科研費 全学

（奨学生生活状況調査）
昭和27年度奨学生採用予定表、昭和27年度日本育英会第一次奨学生推薦数並
採用数、奨学生生活状況報告、の3点についての表。

統計 学生

第四回開学記念日に際して 学長コラム。記念日を迎え、現在の大学がおかれている状況についてなど。 コラム 全学

年齢別学生数 付表。学生の年齢を男女・研究科・学部・聴講生などカテゴリ別に掲載。 統計 全学

年頭の辞 鰐淵学長によるもの。今年の目標等について。 コラム 全学
この号から「熊本大
学学報」

採用年度別奨学生数 27/12/15現在。付表。学部別記載。 統計 全学

就職希望調査票 27/12/1現在。付表。学科別記載。 統計 全学

熊本大学学長選考基準 28/4/23制定、28/4/1施行 規則 全学

学部長選考基準 28/4/23制定、28/4/1施行 規則 全学

教育長講習について
昭和27年度教育長講習を1/26より教育学部で開催していたが、3/14閉講。講
習修了者は160名。

行事 学外

水害特報
白川の水害による特報。鰐淵学長による「子飼橋頭に立ちて」というコラム
の他、職員・学生の水害罹災状況など。

その他 全学

熊本大学評議会規程 28/8/1から施行 規則 全学

学長選挙結果
本学創立後初の学長選挙が5/25日開催。26日の協議会での決定を経て、鰐淵
現学長再任。

人事 全学

学部長及び体質医学研究所長選挙結果 5/29に6学部長および体質医学研究所長の選挙が各学部で開催、学部長決定 人事 全学

会計検査院の実地検査執行について
6/16-18まで文部検査課長田中良男氏を初めとする3名による会計監査院によ
る実地調査が執行された

行事 全学

（昭和28年度科学研究費について）
昭和28年度の科学研究費について、「各個研究採択内定者一覧」「助成補助
金（助成研究）採択内定額一覧」「各個研究年度別申請件数及査定額調」
「助成研究年度別申請件数及査定額調」の掲載

科研費 全学

国有財産実地監査執行について 9/16-22まで、本学の国有財産全般の実地監査を執行 行事 全学

熊本大学事務局に事務協議会を設けた
本学事務局では学長・局長・課長・係長を以て事務協議会を組織し、定例会
議（毎月第1、3金曜日）を開催する

行事 事務局

熊本大学事務局事務協議会要綱 28/9/18 規則 事務局
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・
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

庶務日誌
8/15　熊本大学公開講座開講式（於：理学部講堂）
※そのほか水害対策のための会議開催や水害視察・見舞などが数度にわたっ
て行われている

行事 全学

第五回開学記念式々辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

本学職員バレー・チーム国体へ出場
10/22から開催の第8回国民体育大会に本学職員バレーボール・チームが熊本
県代表として出場

その他 事務局

（昭和28年度科学研究費の増額・新規採択につ
いて）

昭和28年度科学研究費について、各個研究査定額、第2次審査新規採択者一
覧の掲載

科研費 全学

第五回開学記念学術講演会開催について 11/1に開催する講演会の演題及び講演者 行事 全学

庶務日誌

9/26　オーピン・ユタ大学長、CIE図書館長来学
9/30　厚生物理学者ヒユーバ博士等一行来学
10/10　看護学校戴帽式
10/21　ゴッドシヤル氏来学、学長室について放射性同位元素について懇談
10/26　6、26水難学生の大学慰霊祭　　　など

行事 全学

昭和廿九年度科学研究費の公募について 科学研究費申請についての案内 科研費 全学

水害義捐金収支報告 罹災職員見舞金内訳など 統計 全学

庶務日誌

11/1　第五回開学記念式・開学記念学術講演会・同記念品贈呈式
11/2　開学記念卓球大会
11/11　熊本大学医学部解剖慰霊祭
11/21　教育学部教室理学部化学教室新営工事地鎮祭
11/22　第一回九州地区大学音楽祭
11/23　学長杯争奪各部局対抗事務職員野球大会
12/4　事務職員レクリエーション庭球大会
12/5　学生部主催レクリエーション大会
12/12　熊本大学音楽会

行事 全学

年頭の辞 鰐淵学長によるもの コラム 全学

（水害義捐金について） 共済組合から支給した罹災職員の見舞金について その他 全学

熊本大学水害義捐金会計報告（学生部関係）-
中間-

昨年6月の学生部関係の義捐金の収支について報告 その他 全学

昭和二十九年度熊本大学学生募集要項 統計 全学

昭和二十九年熊本大学医学部学生募集要項 入試 医学部

昭和28年熊本大学卒業予定者就職見込状況調査 付表 統計 全学

昭和29年度入学志願者数調 統計 全学

庶務日誌
12/16　第一回事務職員任官試験（学科試験）
12/21　事務職員任官試験（面接試験）
2/6　　卒業生送別音楽映画祭　　　など

行事 全学

36 29 ・ 3 ・ 15

庶務日誌 3/3-5　昭和二十九年度入学試験　　　など 行事 全学

第6回入学式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

2937

2833

35

1

15

1534 ・・

・

129

29 2

15

・

・

・12・

・

28 ・

15

11 ・32
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

日本病理学会第43回総会が本学理学部講堂に於
て開催された

4/7-9の三日間。 行事 学外

熊本大学に於かれる職員の定員改正さる 付表 人事 全学

熊本大学の職の種類ごとの定員改正さる 付表 人事 全学

熊本大学理学部に臨海実験所及び医学部に助産
婦学校設置さる

文部省令第6号、国立学校設置法施行規則の１部改正 設置 全学

医学部附属助産婦学校の名称等について 助産婦学校の名称、目的、定員 設置 医学部附属助産婦学校

熊本大学に専攻科設置さる 薬学専攻科・工学専攻科の定員・専攻内容・修業年数 設置 全学

W.H.O.トラコーマ専門委員ロヂエーナタフ博士
本学医学部訪問

3/28-4/5までフランス、チュニスのパスツール研究所眼科部長ナタフ博士が
本学医学部眼科教室三井助教授の案内で、トラコーマに関する情報交換や眼
科教室・化血研の見学を行なった

海外交流 医学部

学生ホール起工式行わる 竣工は7月の予定、完成後は学生の厚生施設として使われる予定 施設 全学

昭和29年度合格者数 付表 統計 全学

庶務日記

3/17　附属中学校卒業式
3/18　昭和29年度入学試験合格者発表
3/23　熊本医科大学卒業式
3/24　第2回熊本大学卒業式
3/30　フルブライト委員ボン博士来学懇談会
4/9　 学生ホール起工式
4/12　熊本大学入学式　　　など

行事 全学

熊本大学教官任用基準 規則 全学

庶務日記
5/6　機構改正調査会
5/13　熊本県知事本学視察　　　など

行事 全学

六大学々長並びに事務局長会議本学で開催さる 5/17・18日に六国立大学学長並びに事務局長会議を開催 会議 学外

JG7I無線実験局開設、予備承認さる
昨年12月より郵政省に研究実験用として申請していた無線実験局の開設につ
いて、5/10付で予備承認を得た。完成期日は29/11/9、工学部電気教室に開
設予定

研究・教育 工学部

庶務日記
5/17　六大学長並びに事務長会議
5/31　教育に関する特別講義（於教育学部）
5/31　長崎大学フルブライト交換教授ローランド,ゲイジウイル博士来学　　　など

行事 全学

（昭和29年度文部省科学研究費交付金、科学研
究助成補助金の採択について）

各個研究内定者査定額、科学研究助成補助金内定者査定額について掲載 科研費 全学

昭和28年度卒業者の就職状況調査表 付表。 統計 全学

庶務日記 6/21-24　定期身体検査　　　など 行事 全学

（昭和29年度文部省科学研究助成補助金（奨励
研究）、科学試験研究費補助金の内定につい
て）

科学研究助成補助金（奨励研究）、科学試験研究費補助金の内定について 科研費 全学

熊本大学教官停年制内規、熊本大学教官停年制
内規の一部改正

内規は29/1/27制定29/4/1施行、内規の改正は29/7/29制定 規則 全学

40

2939

2938

・

・

29

15

15

41 29

・5・

15・7

・8
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学理学部附属臨海実験所規則 29/7/22施行、29/4/2適用 規則 理学部

庶務日記 7/26　熊大教職員組合幹部学長懇談会　　　など 行事 全学

（熊本大学学則の一部改定）
薬学専攻科・工学専攻科の設置・定員に関する項目の追加。29/9/14付、適
用は29/4/2から。

規則 全学

大達文部大臣本学視察さる 8/30に九州教育大会出席後に本学を訪問 行事 全学

庶務日誌 8/16東光会館落成式（於；東光会館） 施設 全学

開学五周年記念行事
きたる11/1に行われる開学五周年記念行事（式典・祝賀会・講演会など）に
ついて

行事 全学

稲田学術局長来学 9/28に稲田局長が来学。工・理・医各学部及び教育学部移転敷地等を視察 行事 全学

第3回四大学法文系学部長並に事務長協議会
10/8-9日に法文学部において開催された熊本・新潟・金沢・岡山の四大学の
法文系学部長並事務長協議会の議題

会議 学外

昭和29年度解剖慰霊祭（医学部） 墓前祭：10/26（本庄町解剖供養塔前）、本祭：同日（二の丸医学部講堂） 行事 医学部

電話開通 学生部関係（学生寮、学生部厚生課、学生部各課及一般教養）の電話が開通 設備 事務局

東光会館竣立式並贈呈式行わる 8/16に同会館で県関係者・期成会関係者など臨席のもと行われた。 行事 全学

庶務日記
9/28　稲田学術局長来学
10/14　教育学部移転敷地竣行式　　　など

行事 全学

健康相談所及び医務室使用者月報 9月利用者の統計 統計 全学

熊本大学事務組織規程、熊本大学事務局事務分
掌規定

昭和29年4月1日より施行 規則 事務局

開学5周年記念式々辞 鰐淵学長による式辞 式辞 全学

開学5周年を迎えて コラム。 コラム 全学

教育学部黒髪町へ移転 10/20教育学部管理部および普通講義室を京町本町より移転。 施設 教育学部

体質医学研究所開所15周年記念 11/8開催の体質医学研究所開所15周年記念式典の概要・式次第について 行事 体質医学研究所

全国国立大学薬学部事務長会議 11/10-11にかけて本学薬学部において開催 会議 薬学部

産業教育功労者として松本教授表彰さる
11/10に産業教育70周年記念功労者として本学理学部松本唯一教授が表彰さ
れた

受賞 理学部

43 29

29

15・10・

・29

42 ・

44 15・
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

科学研究費交付金等の研究状況並びに経理状況
調査のため本省大学学術局研究助成課仲光事務
官来学

11/12に昭和28年度に文部省が交付した科学研究費交付金各個研究等につい
て調査が行なわれた

科研費 全学

庶務日誌
10/29　開学5周年記念行事打ち合わせ
11/1　 開学5周年記念式その他開催
11/8　 体質医学研究所開所15周年記念

行事 全学

谷口先生銅像除幕式並びに熊本医科大学解消式 11/22医学部にて開催 行事 医学部

熊本大学入学者選抜に関する懇談会
12/10、九州・山口八県高等学校教官204名出席、選抜手続きの伝達と高等学
校側の意見聴取

入試 学外

学生アルバイト技講習会 11/24/12/4　九州地区大学学生アルバイト技能講習会（謄写筆耕）開催 行事 学生

熊本大学健康相談所使用者月報 11/1-25までの利用者の統計 統計 全学

年頭の辞 鰐淵学長によるもの。 コラム 全学

熊本大学文書取扱細則 30/1/1施行 規則 全学

教育学部付属小学校八十周年記念式典 1/15式典・祝賀会および給食室落成式 行事 教育学部

本学の長期病休者統計 29/10/1現在における病気休暇中の職員についての統計 統計 教職員

熊本大学事務局事務分掌規定の一部改正 会計課の事務分掌改定、30/1/4より施行 規則 事務局

医学部医学進学課程設置さる 30/1/20設置認可、昭和30年度より開設 設置 医学部

教育学部美術科教室竣工 期成会の建設寄付により2/10京町教室より移転 施設 教育学部

教育学部附属中学京町へ移転 2/9、10に移転 施設 教育学部

昭和30年度文部科学研究費等の本学の申請件数
科学研究費、科学研究補助金、科学研究費助成研究、輸入機械購入補助金、
研究成果刊行費補助金について

科研費 全学

理学部附属臨海実験所採集船「まえしま」進水
海洋物採集・近海の海洋調査船「まえしま」（臨海実験所の所在地前島にち
なむ）が進水

行事 理学部

附属病院外来診療室新館落成 3/30竣工、4/12落成式 施設 医学部附属病院

昭和30年度入学志願者数及び合格者数表 付表。 統計 全学

昭和29年度（第3回）卒業者（修了者）数調 付表。 統計 全学

昭和30年度熊本大学学生保健管理行事予定表
（案）

昭和30年度の年間実施予定行事について掲載。各種検査・予防接種等のほ
か、講話･講演会など

行事 全学

・

46

3047

43048 ・ 15

30 ・

・2945

※この号より発行者
名が「熊本大学事務
局庶務課」から「熊
本大学事務局」に変
更。

15・

1 15

15・12

・

2

・
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

主要日誌

3/3　　昭和30年度入学試験開始（除医学部）
3/16　 琉球学生受入に関する打ち合わせ会
3/18　 昭和30年度入学試験合格者発表（除医学部）
3/20 　昭和30年度医学部入学試験開始
3/25　 卒業式
3/29 　医学部入学試験合格者発表
4/7　　理学部附属臨海実験所採集船進水式
4/11　 昭和30年度入学式
4/12　 医学部附属病院外来新館落成式

行事 全学

昭和30年度科学試験研究費補助金の内定者一覧 研究費補助金の内定者一覧 科研費 全学

第5回西日本医学部事務協議会 5/2-3にかけて本学医学部において開催 会議 医学部

九州地区国立大学事務局長、庶務課長会議 5/20-21にかけて本学本部会議室において開催 会議 全学

（学部長改選） 4/28-5/18にかけて各学部で実施 人事 全学

熊本大学庶務連絡協議会々則 庶務関係事務について連絡協議及び職員の研修を行う 規則 事務局

主要日誌

4/18　アジア文化財団のブラウン氏来学
4/28　工学部長選挙
5/7　教育学部長及び薬学部長選挙
5/11　医学部長選挙
5/17　理学部長選挙
5/18　法文学部長選挙
5/28　九州地区琉球留学生レクリエーション会議　　　など

行事 全学

大学院設置認可さる 30/7/1付。医学研究科博士課程、昭和30年度より開設 設置 医学部

理学部専攻科設置認可さる 30/7/1付。昭和30年度開設 設置 理学部

工学部建築学科認可さる 30/7/1付。昭和30年度開設 設置 工学部

竹原東一教育学部長沖縄へ出発
7/15-8/30まで琉球政府及び琉球大学が今夏琉球諸島で開催される琉球現職
教員再教育講習会のため教育学部心理学担当の竹原教授が講師として招聘さ
れた

その他 教育学部

昭和30年度定期身体検査X線検査実施状況及び
判定結果報告

熊本大学学生部厚生課保健係によるもの 統計 学生

主要日誌 7/5　文部省会計検査官来学　　　など 行事 全学

昭和30年度解剖慰霊祭執行 10/7医学部。 行事 医学部

昭和30年度文部省科学研究助成金交付決定者一
覧

科学研究助成補助金交付決定者一覧の掲載 科研費 全学

昭和30年度科学研究費交付金各個研究決定者一
覧

科学研究費交付金各個研究決定者一覧の掲載 科研費 全学

主要日誌

8/18　 公開講座開講式
9/14　 長崎U.S.文化センター館長ウォーレズ氏来学
10/1　 大学院医学専攻科入学式（医学部）
10/7　 解剖祭（医学部）
10/8　 看護学校戴帽式　　　など

行事 全学

年頭の辞 鰐淵学長によるもの コラム 全学

（熊本大学学則改定）
理学部・医学部・工学部の改組に伴うもの。30/4/1より適用。他大学院委員
会に関する規則３つあり。

規則 全学

1
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学大学院委員会規則 熊本大学大学院に関する重要事項を審議するため設置、30/7/1より施行 規則 全学

熊本大学大学院医学研究科委員会規則 医学部及び体質医学研究所の教授をもって組織、30/7/1より施行 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科教官資格基準 30/7/1より適用 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院長選考基準 30/12/1より適用 規則 医学部

熊本大学在籍学生数調 付表。現在の学生数と、昭和24～30年度までの学生数について。 統計 全学

昭和31年度本学学生募集要項、昭和31年度熊本
大学大学院医学研究科学生募集要項

入学志願者、考査内容など。 入試 全学

主要日誌
11/1　 開学6周年記念式
11/30　昭和31年度入学者選抜に関する懇談会
12/9　 工学部採鉱冶金教室地鎮祭　　　など

行事 全学

熊本大学健康相談所規則 27/4/1～、30/12改正、規則適用は29/9/1～。 規則 全学

主要日誌
2/1　昭和31年度入学願書受付開始
2/16　入学願書受付締切、受付数5,177名　　　など

行事 全学

2/3、7、9、12、14、
15、16日時点の願書
受付数について掲載
あり

第4回卒業式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

理学部　大原栄一教授　理学部長に就任 前理学部長定年退職に伴うもの。 人事 理学部

医学部　勝木司馬之助教授　附属病院長に就任 前附属病院長後任として選ばれる。 人事 医学部

編集後記 31年度入学式についての記述あり。（理学部講堂にて行われる） 行事 全学

入学式告辞 鰐淵学長によるもの。大学生活、民主主義、私生活について語る。 式辞 全学

熊本大学熊本医科大学学位規程一部改正 31/4/1より適用、授業料等についての項目の改正。 規則 医学部

（昭和31年度科学研究費交付金等について）
科学研究費交付金（各個研究）採択課題一覧表、科学研究助成補助金（助成
研究）採択課題一覧表、（試験研究費）補助金内定者一覧の掲載

科研費 全学

昭和31年度新入生入学状況調 付表。 統計 全学

附属図書館起工式執行 6/2に本学附属図書館の起工式が理学部構内で開催された 施設 図書館

工学部採鉱冶金研究室一部移転
本学工学部西側グラウンド横に建築中であった鉄筋コンクリート3階建の建
物がこのほど完成、工学部採鉱冶金研究室の一部（金属採鉱学、鉄冶金学実
験室）が移転。旧研究室には理学部研究室が移転予定

施設 工学部

E.P.ヤング氏帰国
昭和29年11月着任の法文学部外国人教師アーネスト．ピ．ヤング教授が6/30
付けで契約終了により本学教師を辞任

人事 法文学部

・

31

54 31

3153

55

・

155

15・

※今まで学報は2ヶ月
に1回の発行であった
が、1ヶ月1回にして
マンネリズムから脱
皮したい→「編集後
記」

3

2・7・

・
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「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

工学部研究発表会開催さる 6/30に工学部応用力学講義室において研究発表会が開催された 行事 工学部

庶務日誌
6/2　附属図書館起工式
6/4　教育実習懇談会
6/9　福岡文化センターフロイド･ウェイド氏来学　　　など

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する学則 入学料・検定料などの改定。31/4/1から適用 規則 全学

木場一夫教授（教育学部）沖縄出張
教育学部木場一夫教授が琉球政府並びに琉球大学共催の現職教員再教育夏期
講習会の講師として派遣された

その他 教育学部

昭和31年7月15日卒業者数（含修了者） 付表 統計 全学

附属図書館建築工事写真募集 附属図書館の建築工事中の写真を探している。 施設 図書館

熊本大学の専攻科の課程を高等学校教諭一級普
通免許状授与の所要資格を得させるため適当な
課程として認定する件

文部省告示第71号、31/4/1から適用（告示は31/8/20付） 規則 全学

本部事務局宿直室移転 8/25より宿直開始。（以前は工学部と同居） 施設 事務局

熊本大学名誉教授号授与規則 30/4/1より適用 規則 全学

熊本大学学部学生年度別在籍学生数調 付表 統計 全学

猪狩事務局長岡山大学へ転任/曽我孝之事務局
長本学へ就任

10/1付けで猪狩事務局長が岡山大学事務局長に発令され、転任。後任として
前三重大学事務局長曽我氏が本学事務局長に発令

人事 事務局

教育学部附属中学校学力調査の実施
文部省が、学習指導及び教育条件整備改善に役立つ基礎資料作成のため、全
国の小・中・高を対象に行った学力調査。本学では附属中学校第三学年全員
を対象として9/28に実施。

行事 教育学部

庶務日誌 9/19　プール博士講演　　　など 行事 全学

昭和31年度医学部解剖慰霊祭執行 10/9実施 行事 医学部

外国人教師ペリー氏着任
先に帰国したEPヤング氏の後任外国人教師としてフレッド・Ｔ・ペリー氏が
着任

人事 全学

庶務日誌
10/9　医学部解剖慰霊祭
10/12　入学試験懇談会　　　など

行事 全学

熊本大学医学部規則の一部改正 第四章研究生の項目についての改正。31/11/1より施行 規則 医学部

名誉教授号授与通知 元体質医学研究所長竹屋男綱氏に本学名誉教授称号が初めて授与された 行事 全学

昭和32年度科学研究費等の申請の公募 明年度の科学研究費等の申請の公募通知により、受付期間を決定 科研費 全学

庶務日誌 11/1　開学記念日 行事 全学

12

・

1

1・31

31

3156

3157 ・

・・ 1

・

・

9

・60

11

58

31

8

59

・

1

・

1

10
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年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

年頭の辞 鰐淵学長によるもの。 コラム 全学

熊本大学々生募集要項（抜萃）-昭和32年度-、
熊本大学医学部（専門課程）学生補欠募集要項
（抜萃）-昭和32年度-

入試 全学

長野祐憲教授附属病院長に就任 前附属病院長勝木司馬之助氏の九州大学転任に伴うもの 人事 医学部附属病院

昭和32年度文部省科学研究費等の申請件数 研究費の種類ごとに件数記載 科研費 全学

医学部耳鼻咽喉科学教室開設30周年記念講演会
開催

1/27本学医学部附属病院図書館にて開催 行事 医学部

庶務日誌
1/1　新年祝賀互例会
1/9　原子力関係懇談会
1/10　医学部関係懇談会　　　など

行事 全学

藤井、田中（辰二）元教授に名誉教授称号授与 元法文学部教授藤井外与氏、元第五高等学校教授田中辰二氏に授与 行事 全学

医学部付属病院に人事係設置
社会保険制度の発達に伴うもの。また、九品寺分室の事務は、看護婦寄宿舎
の移転に伴って本院に吸収、廃止。

設置 医学部附属病院

第5回卒業式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

熊本大学放射性同位元素研究会規則 32/1/25より施行 規則 全学

昭和31年度（第5回）卒業者及び修了者数、昭
和31年度（第3回）専攻科修了者数

付表 統計 全学

昭和32年度熊本大学合格者数 付表 統計 全学

付属図書館新館に移転 3/2に落成祝賀式。 施設 図書館

庶務日誌

3/2　　附属図書館落成式
3/3-6　昭和32年度入学試験
3/7　　昭和32年度医学部専門課程入学試験
3/16 　附属中学校卒業式
3/18　 合格者発表
3/23　 看護学校、助産婦学校卒業式
3/25　 第5回卒業式

行事 全学

（学長・各学部長選挙）
学長、医学部長、工学部長、教育学部長、薬学部長が決定、法文学部長、体
研所長の改選は5/15、22に行われる予定

人事 全学

学科等設置に伴う学生定員について
文部省大学学術局第163号、工学部機械工学科、教育学部二年課程・四年課
程の学生定員の決定

設置 全学

庶務日誌 4/11　第9回入学式 行事 全学

熊本大学評議会規程の一部改正 32/5/11より施行、第11章の削除 規則 全学

各学部長選挙終了 法文学部長、体研所長の決定 人事 全学

昭和32年度熊本大学司書教諭講習会開催 8/5-28まで文部省委嘱講座の一環として熊本大学司書教諭講習会を開催 セミナー 全学

17

・

3

1

14

1

5132

1

5

3264 ・・

67 32

65 ・・

・

1

63 ・・

32

632

32

66 ・・

・

32 2・62

・61 ・
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年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

（昭和32年度科学研究費交付金採択課題一覧等
について）

科学研究交付金（総合研究）採択課題一覧表、（各個研究）採択課題一覧
表、科学試験研究費補助金採択課題一覧表の掲載

科研費 全学

学生の図書館（本館）利用状況調査 付表 統計 図書館

学生部長に小山直之教授就任 教育学部小山直之教授（教育学担当）が学生部長に選ばれた。6/1付発令 人事 事務局

昭和32年度工学部第1回研究発表会開催 6/22工学部工業化学教室にて開催 行事 工学部

眞流堅一助教授（教育学部）沖縄出張
7/26-9/5まで眞流堅一助教授が琉球政府並びに琉球大学共催による現職教員
夏期講習会の講師として派遣された

その他 教育学部

昭和32年度学生X線検査実施状況 各学部別の結果一覧 統計 全学

昭和32年7月26日の豪雨による本学教職員罹災
者数調

32/7/31現在 統計 全学

附属図書館長に石坂正蔵教授就任 前館長の任期満了に伴い、法文学部石坂教授が就任 人事 図書館

熊本大学評議員 熊本大学評議員一覧（任期が昭和28年～34年までのもの） 人事 全学

庶務日誌 7/18　熊日巡回医療班結団式　　　など 行事 全学

69 32 ・ 9 ・ 1

医学部基礎医学教室起工式挙行 昭和20年7月戦災により消失した教室の起工式、8/24開催 施設 医学部

70 32 ・ 10 ・ 1

医学部付属病院外来診療室移転 昭和20年7月戦災により消失分、9/13-15 施設 医学部附属病院

昭和32年度文部省科学研究費審査一覧表 昭和32年度の申請・採択状況について掲載 科研費 全学

昭和32年度医学部解剖慰霊祭執行 10/8、医学部講堂にて 行事 医学部 ※例年開催か

山田昌司教授（法文学部）一般教養部主事に就
任

前主事の任期満了に伴い、法文学部山田教授が就任 人事 教養部

村上唯雄教授教育学部付属中学校長に就任 前校長の任期満了に伴い、教育学部村上教授が就任 人事 教育学部

庶務日誌
10/8　 解剖慰霊祭（医学部）
10/10　看護学校戴帽式、五高70周年記念同窓会

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する学則 各学部の定員変化、32/11/22より施行、32/4/1より適用 規則 全学

工学部公開研究発表会 11/16に昭和32年度第3回公開研究発表会を開催 行事 工学部

庶務日誌
11/1　開学記念日
11/6　付属病院新外来診療所落成式

行事 全学

32 ・・ 11

72 2

71

1・8・32

1

68

・12・32

14/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧
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号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

昭和33年度科学研究費等の公募 昭和33年度分の科学研究費等の公募期日・申請書類等について 科研費 全学

年頭の辞 鰐淵学長によるもの。 コラム 全学

熊本大学教育学部付属学校教頭に関する規則を
制定する規則

32/12/14より施行、32/12/4より適用 規則 教育学部

熊本大学学生募集要項（抜萃）-昭和33年度-、
熊本大学医学部（専門課程）学生補欠募集要項
（抜萃）

入試 全学

忽那将愛教授付属図書館医学部分館長に就任 12/1付発令、任期は35/3/31まで 人事 図書館

大学院医学研究科学生募集要項 昭和33年度熊本大学大学院医学研究科の募集要項 入試 医学部

医学部付属病院にCo60及び治療装置設置
東京都中央区の上野一男氏より本学医学部付属産婦人科教室にCo60及びその
照射装置一式が寄贈された。これに対し本学は寄贈式を行い、感謝状を贈っ
た。

行事 医学部附属病院

教育学部付属中・小学校に教頭設置
文部省指針による。これにより付属中学校には槇田長亀氏を、付属小学校に
は安田充氏をそれぞれ教頭に任命、33/1/10付で発令

人事 教育学部

昭和33年度科学研究交付金の申請件数調 各研究費毎に掲載 科研費 全学

庶務日誌 1/18　Co60照射装置寄贈式 行事 全学

昭和33年度理学部・工学部・薬学部専攻科学生
募集

募集要項 入試 全学

学部別志願者数の推移 付表 統計 全学

昭和32年度日本育英会府県及びその他奨学生採
用者数

付表 統計 全学

昭和34・35年度熊本大学入学者選択方法のうち
学力検査実施教科

付表 統計 全学

昭和30年度以降の入学者選抜方法のうち学力検
査の実施について

付表 統計 全学

大原英一理学部長再選
理学部長任期満了に伴い2/20に行われ、現学部長大原氏が再選、任期は
33/4/1-35/3/31/

人事 理学部

昭和33年度第1回放射性同位元素研究発表会開
催

本学放射性同位元素研究会によるもの。（理・薬・医・体研合同による発
表）

行事 全学

第六回卒業式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

昭和32年度卒業者数及び修了者数 付表 統計 全学

医学部基礎教室第1期工事竣工
本荘町付属病院前に建設中の医学部基礎教室第一期工事が終了。城内の第
1・第2病理、第1・第2解剖、法医学、衛生学、公衆衛生学の7教室が今年7月
末までに移転する予定。

行事 全学

74 33

33 ・

・

1

1・

1

133 4

4 ・

・3

・

75

73 ・

・2

76 33
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ル）
備考トピックス内容
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須田経宇教授付属看護学校長に再任
医学部眼科学教室須田教授が医学部付属看護学校長に再任、任期は本年4/1-
35/3/31まで

人事 医学部附属看護学校

庶務日誌
3/3-6　昭和33年度入学試験
3/25　第6回卒業式　　　など

行事 全学

大学専攻科の設置について 文部省通達、法文学専攻科の設置許可。開設時期は昭和33年度より。 設置 法文学部

昭和33年度学科等設置に伴う学生定員について
理・工・法増募、文・教減員。また、教育学部定員振替、法文学専攻科設
置、教育学部付属小学校下級（精薄）学級増

設置 全学

課長補佐等の設置
33/4/30より事務局庶務課に課長補佐を、医学部・付属病院の各事務部に事
務長補佐が設置。

設置 事務局

法文・教・医・工の各学部に厚生係設置
最近の学務係の事務繁忙及び学生の厚生事務の充実強化のため設置。4/20付
文部省承認。他学部についても順次設置の予定。

設置 事務局

佐々木・小玉教授に大学名誉教授の称号授与 元医学部教授佐々木宗一、同小玉作治両氏に対して本学名誉教授称号授与 行事 全学

庶務日誌 4/11　昭和33年度入学式 行事 全学

昭和33年度入学者数調 33/5/1現在のもの 統計 全学

学生経費予算単価 各学部ごとの学生にかかる単価 統計 全学

昭和32年度学生アルバイト斡施状況 付表 統計 全学
「斡施」→「斡旋」
か？

第11回国立大学理学部長協議会開催 5/30-31の両日、本学理学部において開催 会議 理学部

黒田富次郎施設課長本学へ赴任 5/1付けで神戸大学施設課長黒田富次郎氏が本学施設課長に決定 人事 全学

熊本大学学則の一部を改正する学則 法文・教・理・工の定員数変化、33/5/31より施行、33/4/1より適用 規則 全学

（昭和33年度科学研究費等の交付状況）
各個研究内定者一覧、（総合研究）内定者一覧、科学試験研究費補助金内定
者一覧の掲載

科研費 全学

附属図書館蔵書数
ほかに昭和32年度間に受け入れた書籍数、国公私別入学定員数等のデータあ
り

統計 図書館

付属図書館教育・工学部分館長決定
付属図書館教育学部分館長に水野武夫教授（職業科教室）、また工学分館長
に竹井素行教授（工業化学科教室）が決定、6/7付発令、任期は35/6/6まで

人事 図書館

80 33 ・ 8 ・ 1

石田助教授（教育学部）沖縄へ出張
教育学部石田文記助教授が琉球における現職員再教育夏期講習会の講師に選
ばれ、沖縄に向かった

その他 教育学部

熊本大学学部学生入学年度別在籍数調、熊本大
学学部学生履修年次別在籍数調、熊本大学大学
院履修年次別在籍数調、熊本大学専攻科専攻別
在籍学生数調

年度別のものは昭和24～33年までのもの。全て33/5/1現在のデータ 統計 全学

庶務日誌 9/25　医学部基礎教室起工式（第2期） 行事 全学

1・678
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号
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ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

免許状授与の所要資格を得させるための課程の
認定について

中学校教諭免許状・ドイツ語、高等学校教諭免許状・ドイツ語の免許状の認
定、33/4/1～。文部省大学学術局通達。

規則 教育学部

高等学校教諭一級普通免許状授与の所要資格を
得させるための課程の認定について

法文学専攻科に国語・社会・英語・ドイツ語の免許状認定、33/4/1～。文部
省大学学術局通達。

規則 教育学部

熊本大学通勤手当に関する専決規則 33/10/1から施行、33/4/1から適用 規則 全学

旧制第五高等学校の記念碑設立
五高の創立七十周年にあたって、昨年五高同窓会記念事業の一環として着手
していた記念碑の建設が完成。熊本大学学生部講堂前広場に「第五高等学校
趾」、立田山腹貯水池前に「竜南回顧碑」が完成、9/7に除幕式を挙行。

行事 前身校

年度別卒業者数及び修了者数 昭和33/8/20作成、学部別記載 統計 全学

熊本大学協議会規則 33/10/28から施行 規則 全学

昭和33年度熊本大学医学部解剖慰霊祭執行 10/9実施 行事 医学部

14大学（旧6 新8）事務局長会議開催 10/29-30にかけて本学会議室において開催 会議 全学

九州地区国立大学会計課長会議開催 10/1-2にかけて開催 会議 事務局

昭和34年度熊本大学学生募集要項（抜萃） 入試 全学

昭和28年～昭和33年度入学健康診断再診断指示
者数

学生部厚生課保健係によるもの 統計 学生

年度別結核による休学者数 学生部厚生課によるもの 統計 学生

理学部管理部の移転について 工学部構内へ移転 施設 理学部

庶務日誌 11/1　開学記念日 行事 全学

年頭の言葉 鰐淵学長によるもの。大学の建設・農学部設置などについて言及。 コラム 全学

昭和34年度熊本大学大学院医学研究科学生募集
要項、昭和34年度熊本大学医学部専門課程学生
補欠募集要項

入試 全学

庶務日誌
12/12　学位授与式（医学部）
12/25　学位授与式（医学部）

行事 全学

熊本大学専決および代決に関する規則 34/1/28から施行、第2条規定は33/4/1から、4条規定は26/11/17から適用。 規則 全学

熊本大学学位規則 34/1/14より施行。また、熊本医科大学学位規程については廃止。 規則 全学

熊本大学大学院学則 34/1/14より施行、32/4/1から適用。 規則 全学
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号
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ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学学長選考基準 学長選考基準の全部改正。34/2/3から施行。 規則 全学

熊本大学学長選考基準細則 34/2/3から施行。同時に熊本大学学長選考基準運営要領は廃止。 規則 全学

科学研究費交付金等の申請状況 昭和33年度と34年度の比較 科研費 全学

庶務日誌
1/1　新年祝賀互例会
1/9　水俣病打合会　　　など

行事 全学

87 34 ・ 3 ・ 1

熊本大学医学部は尾崎正道医学部長と長野祐輔
付属病院長の任期満了に伴い後任の選挙を行っ
た結果学部長に法医学世良完介教授、附属病院
長には眼科学須田経宇教授を選任した。

人事 全学

（第7回）卒業式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

大学学科増設について 工学部冶金学科を金属工学科と鉱山工学科に分離、学科増設となった。 設置 工学部

昭和33年度（第7回）卒業者数 ほか2年課程修了者などについても付表あり 統計 全学

世良完介教授医学部長に就任 前学部長任期満了に伴い、後任として世良教授就任。任期は36/3/30まで 人事 医学部

須田経宇教授附属病院長に就任
前附属病院長任期満了に伴い、後任として須田教授就任。任期は36/3/31ま
で。

人事 医学部附属病院

医学部基礎建築第2期工事竣工 本荘町附属病院前に建設中であった医学部基礎教室第2期工事が終了。 施設 全学

昭和34年度入学式告辞 鰐淵学長によるもの。 式辞 全学

学長及び各学部長の任期満了に伴い、去る4月
それぞれ選挙が行われた結果、下記の通り選出
された

学長、教育学部長、薬学部長、工学部長の選出。 人事 全学

昭和34年度熊本大学入学志願者及び合格者数調 付表 統計 全学

庶務日誌

3/2　　学位授与式
3/3-6　昭和34年度入学試験
3/6　　水俣病打合会
3/25　 卒業式
4/11　 入学式
4/13　 学位授与式（於医学部）　　　など

行事 全学

退任の言葉 鰐淵前学長によるもの コラム 全学

熊本大学学則の一部改正 学生定員数変化、34/5/18施行、34/4/1適用 規則 全学

熊本大学私学研修員規則 34/5/18から施行、34/4/1から適用 規則 全学

熊本大学長に本田弘人氏就任
前学部長の任期満了に伴い、日本学術会議事務局長本田弘人氏が選ばれ、
5/26付本省より発令

人事 全学

教育学部長に小山直之教授就任
前学部長の任期満了に伴い、教育学部小山教授が選出、6/1付文部省より発
令。

人事 教育学部

88
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ル）
備考トピックス内容
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薬学部長に藤田穆教授再任 薬学部長任期満了に伴う選挙にて現学部長が再選、6/1付文部省より発令。 人事 薬学部

工学部長に牛尾広惠教授就任
前項学部長の任期満了に伴い、工学部採鉱学教室牛尾教授が選出、6/1付文
部省より発令。

人事 工学部

法文学部及び体質医学研究所長の任期満了に伴
い、下記の通り選出された

法文学部長：永松譲一氏、体質医学研究所長：宮尾定信氏 人事 法文学部

医学部管理部移転について 城内二の丸医学部管理部は、5/11本荘町の新築建に移転完了 施設 医学部

医学部付属看護学校ならびに看護学校寄宿舎移
転について

城内二の丸医学部附属看護学校および宮内町藤崎台看護学校寄宿舎は5/9大
江町九品寺に移転完了

施設 医学部附属看護学校

名誉教授の称号授与
34/5/14付で上田英夫教授（元法文学部）、尾崎正道教授（元医学部長）に
対し名誉教授の称号を授与

行事 全学

就任所感 本田弘人学長によるもの。 コラム 全学

（昭和34年度科学研究費交付金について）
科学研究費交付金各個研究内定者一覧、総合研究内定者一覧、機関研究内定
者一覧、科学試験研究費補助金内定者一覧の掲載

科研費 全学

学生の図書館（本館）利用状況調査 34/6/16と34/6/19の2日間に渡って行った調査の結果 統計 図書館

昭和34年度学生現員数 34/5/1現在のもの 統計 全学

法文学部長に永松譲一教授再任 前法文学部長の任期満了に伴い、現学部長が再任、7/1付文部省より発令 人事 法文学部

体質医学研究所長に宮尾定信教授就任
前所長の任期満了に伴い、臨床学研究部宮尾教授が選ばれ、7/1付文部省よ
り発令

人事 体質医学研究所

附属図書館薬学部分館長に占部則明助教授就任 薬学部分館長に占部則明助教授が決定、7/1付文部省より発令 人事 図書館

庶務日誌
5/1　ハーバード大学ロバート・ブラウカー氏来学
5/25　 学長退任挨拶
5/30　 本田学長着任、新旧学長挨拶　　　など

行事 全学

92 34 ・ 8 ・ 1

庶務日誌 7/5　故尾崎名誉教授医学部葬　　　など 行事 全学

附属図書館長に石坂正蔵教授再任
前附属図書館長の任期満了による選考の結果、現館長が再任、8/1付文部省
発令。

人事 図書館

庶務日誌
9/14　日本学術会議選挙有権者との懇談会並びに講演会（於熊日）
9/14　医学部第三期工事地鎮祭　　　など

行事 全学

昭和34年度熊本大学医学部解剖慰霊祭執行 10/9医学部恒例の解剖慰霊祭が行われた 行事 医学部

庶務日誌
10/9　昭和34年度解剖慰霊祭（於医学部）
10/14 学位授与式（於医学部）

行事 全学

熊本大学創立十周年記念式式辞 本田学長によるもの 式辞 全学
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ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

開学10周年を迎えて 11/2熊本県立図書館で行われた学術講演会についての記事 行事 全学

開学十周年記念学生行事日程 各サークル等による催し物 行事 学生

熊本大学評議員 34/10/1現在のもの 人事 全学

名誉教授の称号授与 元法文学部高森良人教授、元本学学長の鰐淵健之両氏に名誉教授の称号授与 行事 全学

庶務日誌
11/2　 十周年記念講演会（於県立図書館）
11/5　 開学十周年記念式

行事 全学

新年の挨拶 本田学長によるもの コラム 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 評議会員の規程変更、34/12/15から施行 規則 全学

熊本大学協議会規則の一部を改正する規則 熊本大学に協議会を置き、評議員を以て構成、34/12/15から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する学則
医学研究科の専攻過程、医学研究科の専攻過程における主科目・副科目・選
択科目の単位数、履修方法、学位授与について。34/12/15施行、34/4/1適用

規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 学位申請関係書類様式の改定、34/12/15施行、34/4/1適用 規則 全学

熊本大学研究懇話会の発足について 本田学長によるコラム 規則 全学

昭和35年度熊本大学学生募集要項（抜萃）、熊
本大学医学部（専門課程）学生補欠募集要項、
昭和35年度熊本大学大学院医学研究科学生募集
要項

入試 全学

熊本大学体質医学研究所気質学研究部設置 城内二の丸の体研に34/4/1付をもって気質学研究部が増設 設置 体質医学研究所

学生活動近況 駅伝・合唱など学生のクラブ活動に関する事柄 行事 学生
「学報」内で学生の
活動に対する初出

庶務日誌
12/15　水俣病動物慰霊祭（於医学部）
12/23　学位授与式（於医学部）

行事 全学

学生活動近況 サッカー、馬術、柔・剣道 行事 学生

科学研究費等の申請状況 昭和35年度の各研究費の申請状況の統計（34年度についても掲載あり） 科研費 全学

医学部附属病院藤崎台分室の移転について 1/13市内宮内町済生会病院内に移転、段山分室と改称 施設 医学部附属病院

庶務日誌
1/27　 学位授与式（於医学部）
1/30　 道場開き（於熊本大学柔剣道場）

行事 全学

熊本大学附属図書館規則を次のように改正する
第1条から第8条までの改正、35/2/25から施行。ただし、第4・5条（医学部
分館・薬学部分館・工学部分室に関する規定）は35/6/7から適用

規則 図書館
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ル）
備考トピックス内容
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熊本大学附属図書館協議会規則を次のように定
める

35/6/7より施行し、35/2/25から適用する 規則 図書館

熊本大学附属図書館長選挙規則を次のように定
める

35/2/25から施行 規則 図書館

養護学校教員養成課程の設置について
文部省大学学術局、昭和35年度設置の養護学校教員養成課程の設置要綱につ
いて、35/3/3付。

設置 教育学部

学生課外活動近況 山小屋竣工式、自動車九州一周ドライブ旅行見学、山岳部春山合宿 行事 学生

庶務日記
2/1-10　 入学願書受付
2/16-29　大学院医学研究科願書受付
2/29　　 学位授与式（於医学部）

行事 全学

卒業式告辞（第8回） 本田学長によるもの 式辞 全学

昭和34年度（第8回）卒業者数、昭和34年度
（第10回）二年課程修了者数、昭和34年度（第
6回）専攻科修了者数、昭和34年度（第2回）大
学院修了者数、昭和35年度合格者数、卒業者・
修了者総数（昭和35.5.1現在）、年度別卒業者
数（昭和35年5月1日現在）

付表 統計 全学

熊本大学体育会規則 35/4/1から施行 規則 全学

学生活動近況 ボート部活動状況 行事 学生

理学部長に大原英一教授再任 前学部長の任期満了に伴うもの、4/1付文部省発令 人事 理学部

薬学部長に加来天民教授就任 前学部長の退職に伴うもの、4/1付文部省発令。 人事 薬学部

附属図書館医学分館長に忽那将愛教授就任
医学部忽那将愛教授が附属図書館医学部分館長に選ばれ、4/1付で文部省よ
り発令。任期は37/3/31まで。

人事 図書館

医学部附属看護学校長に亀田魁輔教授就任
医学部附属看護学校長に医学部亀田教授が就任、4/1付で文部省発令。任期
は37/3/31まで。

人事 医学部附属看護学校

学生課長に佐藤次郎氏就任 4/1付けで前福島大学補導課長佐藤次郎氏が本学学生課長として発令 人事 事務局

入学式告辞 本田学長によるもの、35/4/11 式辞 全学

熊本大学専攻科専攻の増設について、昭和35年
度学部学科設置に伴う学生定員について

工学専攻科建築学専攻の増設許可（昭和35年～）、また、工学部電気工学科
拡充

設置 工学部

熊本大学学則の一部を改正する規則 工学専攻科定員の改正、35/5/6施行、35/4/1適用 規則 全学

課外活動近況 学生の文化部会発足 行事 学生

庶務日誌
3/3-6　昭和35年度入学試験
3/6-8　医学部専門課程補欠入学試験
3/25　 第8回卒業式

行事 全学

熊本大学名誉教授号授与規則取扱内規の一部を
改正する内規

第4条の一部削除 規則 全学

35

1635101 ・

1・4・3599

・

15100 ・・
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熊本大学工学部専攻科細則の一部を改正する規
則

工学専攻科の入学定員の改正など。35/5/25施行、35/4/1適用 規則 工学部

養護学校教諭免許状授与の所要資格課程の認定
（免許状授与の所要資格を得させるための課程
の認定について、免許状の授与の所要資格を得
させるための課程の認定について〔通知〕）

35/4/1認定 規則 教育学部

新安保条約批准反対ストについて
文部事務次官から来た通知（新安保反対ストなどの違法行為に対する処分等
について）の徹底について

規則 全学

（昭和35年度科学研究費交付金について）
各個研究内定者一覧、機関研究内定者一覧、科学試験研究費補助金内定者一
覧など掲載

科研費 全学

修友寮の移転・閉鎖
学寮整備統合の一環として旧年度より修友寮の一棟を解体し、学生寮内に移
築。先般それが竣工したため5/29移転完了と共に修友寮は閉鎖。（修友寮の
略歴あり）

施設 学生

庶務日誌 4/11 　入学式 行事 全学

昭和35年度学生数調 学部・付属学校 統計 全学

附属図書館蔵書数 35/5/1現在の統計 統計 図書館

名誉教授の称号授与
元教育学部教授高田運吉、元薬学部教授藤田穆、元薬学部教授宗定哲二、元
工学部教授佐々木敏一の各氏に対し、名誉教授の称号授与。25/5/26付。

行事 全学

昭和35年度集団キャンプの実施 学生課・教育学部・保健体育科の主催。初の試み。 行事 全学

庶務日誌

6/22　学位授与式
7/6　 学位授与式
7/20　学位授与式
7/27　学位授与式

行事 全学

熊本大学職員の保健及び安全保持に関する管理
組織規則

35/8/10制定、35/9/1施行 規則 全学

熊本大学附属図書館長選考規則の一部を改正す
る規則

第4条の改正、35/6/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館委員会規則 35/5/30施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館図書館資料閲覧規則 35/2/25施行 規則 図書館

庶務日誌 8/4-6　集団キャンプ 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
養護学校教員養成課程が教育学部の中に置かれる。（それまでは独立してい
た）

規則 教育学部

熊本大学学則等の一部を改正する規則 教養部主事の名称変更に伴うもの。35/10/1から施行 規則 全学

熊本大学学生相談室内規 35/10/27施行 規則 全学

熊本大学学寮運営委員会規則 昭和35/10/27より施行 規則 全学

・

35

・

・

135103

104

102 35 ・・

1

9

18

11 ・
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熊本大学学生相談室運営要項 35/10/27より施行 規則 全学

天皇・皇后両陛下本学に行幸啓
10/22に天皇・皇后両陛下が行幸（10/22）。明日から行われる国民体育大会
が熊本で開催されるため。

行事 全学

学部対抗水泳大会 9/17開催、本年度は教職員も多数参加。 行事 全学

自動車部に「ルノー」寄贈さる
日ごろの熱心な活動が認められ、熊本日野ディーゼル株式会社から「ル
ノー」車一台が寄贈された

その他 学生

第15回国体旗リレー
10/22済々黌高から菊池街道・大津街道の大通りを経て熊大正門までリ
レー、本学からも学生21名が参加。（国体自体は23日に開会式）

行事 全学

学園祭
開学記念行事。それまで部単位で行っていたが、文化部・体育部・自治会・
構成組合が中心になり、種々の催事を行う。開催日程表あり

行事 全学

昭和36年度熊本大学学生募集要項、昭和36年度
熊本大学大学院医学研究科学生募集要項

入試 事務局

学生課外活動近況 軽音楽演奏会、九州地区大学体育大会駅伝競技に参加 行事 学生

熊本大学事務局事務分掌規則 熊本大学事務局事務分掌規則の全部の改正。35/10/1から施行。 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則 熊本大学学生部事務分掌規則の全部の改正。35/10/1から施行。 規則 事務局

野々村進教授薬学部長に就任
前薬学部長加来教授の転出に伴い、野々村教授（生薬科学）が選出され、
12/31付文部省より発令。

人事 薬学部

渡辺衆一施設課長着任
前施設課長黒田富次郎氏の京都大学施設部施設課長転出に伴い、横浜国立大
学施設課長渡辺衆一氏が12/16付けで本学施設課長に発令された

人事 事務局

第8回研究懇話会開催 12/6に附属図書館において第8回研究懇話会を開催 行事 教職員

学生課外活動近況 合唱団定期演奏会 行事 学生

昭和36年度養護学校教員養成課程入学志願者募
集案内

昭和35年度から設置、全国で五国立大学しかないうちのひとつが本校。 入試 教育学部

第9回研究懇話会開催 1/20に附属図書館において第9回研究懇話会を開催 行事 教職員

学生課外活動近況 合同トレーニング開始 行事 学生

熊本大学学則の一部を改正する規則 外国人学生に関する規則の追加、36/3/1から施行 規則 全学

熊本大学外国人学生規則 36/3/1から施行 規則 全学

科学研究費等の申請状況 昭和36年度の提出件数等について。35年分についても掲載あり 科研費 全学

36

・105

1

1

・ ・1

・

106 36

35

2・36107

1・12

4
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第10回研究懇話会開催 2/17に附属図書館において開催 行事 教職員

学生課外活動近況 九州地区大学体育大会の準備進む 行事 学生

庶務日誌 2/9　薬学部ガラス工作室火災 行事 薬学部

第9回卒業式告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

昭和35年度（第9回）卒業者数 他修了者数など 統計 全学

昭和36年度本学志願者及び合格者数 統計 全学

忽那将愛教授医学部長に就任
医学部長の任期満了に伴い、後任として忽那教授が選ばれ、3/31付文部省よ
り発令。

人事 医学部

庶務日誌
3/3　　入学試験始まる
3/25　 第9回卒業式

行事 全学

入学式告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

入学式挙行 4/11大講堂にて挙行、式次第あり 行事 全学

工学部生産機械工学科学生定員決定
文部省大学学術局より通知、昭和36年度学部学科設置等に伴う学生定員につ
いて。

設置 工学部

インドネシア留学生
日本政府のインドネシア賠償留学生としてアリ・フアフルデイン（鉱山工
学）、アントニウス・プルワント（電力工学）が本学工学部に入学

海外交流 工学部

徳臣医学部助教授森村賞受賞
徳臣晴比古助教授が日本精神神経学会において「水俣病の臨床と病態整理」
と題する特別講演および同テーマの研究論文により35年度の森村賞を受賞

受賞 医学部

世良完介医学部教授熊日社会賞受賞 世良完介教授が本年度の熊日社会賞（学術部門）を受賞 受賞 医学部

附属病院長に浅野芳登教授就任 前院長の任期満了に伴うもの、4/1付文部省発令。 人事 医学部附属病院

昭和36年度健康相談所勤務日割表 保健係によるもの その他 全学

学生活動近況 九州地区大学体育大会近まる 行事 学生

庶務日誌
4/11　昭和36年度入学式
4/22　教育学部養護課程入学式

行事 全学

熊本大学の事務組織規則の全部を改正する規則 35/4/1より改正 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

36/6/6施行 規則 事務局

109 ・

111

110

36

36
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熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

36/6/6施行 規則 事務局

第11回研究懇話会ならびに文化映画会開催
5/16開催（於付属図書館）、本学教員による講演会と文化財保護委員会提供
による映画の上映

行事 全学

昭和36年度新入生歓迎会 5/20（於中央講堂）、文化部主催 行事 全学

庶務日誌
5/10　英国文化振興会J.Mミッチェル氏来学
5/14　文化映画会（於医学部、本学・熊日共催）　　　など

行事 全学

（昭和36年度科学研究費等について）
科学研究費交付金総合研究内定者一覧、科学研究費交付金機関研究内定者、
科学研究費交付金各個研究内定者一覧、科学試験研究費補助金内定者
など

科研費 全学

昭和35年度学生数調 附属学校分についても掲載あり 統計 全学

第12回研究懇話会開催
6/16開催（於付属図書館）、本学教員による講演会と東芝提供による映画の
上映

行事 全学

会計事務初任者研修の実施について 6月下旬から8月上旬間において研修を実施 セミナー 事務局

学生活動近況
自動車部、全日本学生日本一週ラリーに参加（6/25東京をスタート、熊本通
過は7/9）、第5回熊本学生演劇連盟合同講演開かる（7/4大洋文化ホー
ル）、第2回熊本大学軽音楽演奏会開催さる

行事 学生

庶務日誌 6/10-11　アイソトープに関する研究発表ならびに展示会 行事 学生

熊本大学学則の一部を改定する規則 36/5/25より施行、学生定員数変化 規則 全学

熊本大学厚生補導協議会規則の全部を改正する
規則

36/7/6より施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 医学部付属病院事務部に管理課および業務課を置く、36/4/1より施行 規則 事務局

学生活動近況 第11回九州地区大学体育大会夏季大会終る 行事 学生

庶務日誌
7/4　学位授与式
7/6　文化財保護委員会提供映画会

行事 全学

熊本大学職員の保健及び安全保持に関する管理
組織規則の一部を改正する規則

36/8/29より施行、36/4/1より適用 規則 全学

庶務系事務初任者研修の実施について 昭和34年以後に新規採用した職員に対して研修を行うこととなった セミナー 事務局

学生活動の近況 九州地区大学体育大会冬季大会近まる 行事 学生

評議員 評議員の名簿、任期 人事 全学

学生活動近況 九州地区大学体育大会冬季大会近まる(再掲） 行事 学生

112 36 ・
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庶務日誌 9/15　工学部放射性同位元素研究室において中性子照射試駅実施 行事 工学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則
薬剤学科「薬効学」→「薬物学」、製薬学科「薬効学」→「薬物学」に改め
る。36/11/2より施行、36/7/11より適用

規則 薬学部

熊本大学庁舎等使用規則 36/11/2より施行、36/10/1より適用 規則 全学

熊本大学庁舎等使用取扱規則 36/11/2より施行、36/10/1より適用 規則 全学

熊本大学防火規則 36/11/2より施行、36/10/1より適用 規則 全学

熊本大学火気取締規則 36/11/2より施行、36/10/1より適用 規則 全学

熊本大学消防団規則 36/11/2より施行、36/10/1より適用 規則 全学

学生活動近況 九州地区大学登山協議バスケツトボール終わる 行事 学生

庶務日誌
10/11　医学部解剖慰霊祭
10/14　教育学部養護学校教員養成課程修了式ならびに入学式
10/20　ライシャワー米国大使夫妻来学　　　など

行事 全学

熊本大学医学部付属病院事務分掌規則の全部を
改する規則

改正は36/12/1より施行 規則 医学部附属病院

熊本大学支出負担行為担当官および支出官の補
助者指定に関する規則の一部を改正する規則

36/12/4から施行、36/12/1より適用 規則 全学

評議員 法文学部評議員の交代 人事 全学

第1回熊本大学教職員園遊会開催 11/11島崎町「島崎荘」にて開催 行事 全学

昭和37年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

学生活動近況 第11回九州地区大学体育大会終る 行事 学生

庶務日誌
11/1　 開学記念日
11/11　熊本大学教職員園遊会（第1回）
11/21　京都大学名誉教授高田保馬氏来学　　　など

行事 全学

118 37 ・ 1 ・ 1

学生活動近況 山岳部西穂高合宿 行事 学生

119 37 ・ 2 ・ 1

庶務日誌

1/10-11　防火管理者講習会
1/11　京都大学湯川秀樹教授来学
1/13　本学及び熊日共催による公開講演会（於本学中央講堂、講師・湯川秀樹教授、演
題・「現代科学と人間」）
1/13　アメリカ大使館報道部長マイケルD・ブラウン氏来学
1/25　本学および熊日共催による公開講演会（於教養5番教室、講師・東北大学野副哲夫
教授、演題・「非ベンゼン系芳香族の科学」）　　　など

行事 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
内科系「皮膚科学」科目の追加、および外科系「皮膚科学および泌尿器科科
学」科目を「泌尿器科学」に改める。37/2/3から施行、36/4/1から適用

規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

皮膚科学講座の追加に伴う改定。（改正年月日不明） 規則 医学部

37120 ・・ 13

112

11136116 ・・

37117 ・・
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熊本大学入学試験管理委員会規則 37/2/3から施行 規則 全学

熊本大学入学試験実施組織規則 37/2/3から施行 規則 全学

熊本大学医学部付属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

37/2/12から施行、36/12/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部付属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

37/2/12から施行、36/12/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和37年度熊本大学入学志願者数 付表 統計 全学

熊本大学医学部付属病院段山分室の廃止につい
て

35/1/15以来段山町済生会病院内に移転して診療を行ってきた医学部付属病
院藤崎台分室（段山分室と改称）は、36/12/15付で本院に移転を終わり、分
室は廃止

設置 医学部附属病院

昭和37年度科学研究費等の申請状況 各研究費についての統計 科研費 全学

学生活動近況
「フライエ・クンスト」「マンドリン・クラブ」および「文芸部」の3サー
クル、RKK・T.Vに出演

行事 学生

庶務日誌

2/1-10　入学願書受付
2/8　　 放射性同位元素研究委員会公開講演会（東大斉藤信房教授）「放射
能の防護と利用法について」
2/15　　次期理学部長選挙（野口彰教授選出）
2/21　　次期医学部付属看護学校長選挙（楢原憲章教授選出）　など

行事 全学

第10回卒業式告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の全部を改正する規則 37/4/1から施行 規則 全学

昭和36年度（第10回）卒業者数、昭和36年度
（第8回）専攻科修了者数、昭和36年度（第4
回）大学院修了者数

統計 全学

昭和37年度本学志願者及び合格者数 統計 全学

庶務日誌
3/3-5　入学試験
3/17 　合格者発表
3/24　 第10回卒業式　　　など

行事 全学

入学者告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部を改正
する規則

37/4/1から施行 規則 全学

熊本大学養護教員養成課程規則の一部を改正す
る規則

37/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学外国人学生規則の一部を改正する規則 37/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教養部規則 37/4/1から施行、同時に教養部設置規約の廃止 規則 教養部

熊本大学一般教育科目・外国語科目・保健体育
科目履修規則

熊本大学一般教育科目・外国語科目保健体育科目履修規則（25/7/27制定）
の全部を改正、37/4/1から施行

規則 教養部

・

・

121 37 4 1・

122 37 1・5
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教養委員会規則 37/4/1から施行、同時に一般教養委員会規則は廃止 規則 教養部

学生活動近況 学生課外活動近況（サークルのオリエンテーション等について） 行事 学生

庶務日誌
4/11　昭和37年度熊本大学入学式
4/11　熊本大学医学部付属看護学校入学式　　　など

行事 全学

熊本大学事務組織規則の全部を改正する規則 37/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の全部を改正する
規則

37/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学教養部事務組織規則 37/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学職員の保健および安全保持に関する管
理組織規則の一部を改正する規則

37/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局宿日直規則の一部を改正する規
則

33/4/1から施行、熊本大学本部当直規程は廃止 規則 事務局

熊本大学教養部宿日直規則 37/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学付属図書館宿日直規則の一部を改正す
る規則

37/5/19から施行、37/3/10から適用 規則 図書館

熊本大学（黒髪地区）火災通報装置の使用心得 37/5/21付告知 規則 全学

学生活動近況
昭和37年度新入生歓迎会、第12回九州地区大学体育大会夏季大会に参加、熊
本大学対熊本商科大学の総合体育大会開催さる、マンドリンクラブ定期演奏
会、九州一周学生ラリー

行事 学生 昭和37年度の誤りか

庶務日誌
5/5　　理学部臨海実験所開設10周年記念式
5/16　 医学部、体研新営移転披露式

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 入学定員の改定、37/6/7から施行、37/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 定員数、博士学位授与基準の改定、37/6/7から施行、37/4/1から適用 規則 全学

熊本大学附属図書館協議会規則の一部を改正す
る規則

37/6/7から施行 規則 図書館

熊本大学病理組織検査料金取扱規則
37/6/29から施行、37/4/1から適用、熊本大学医学部病理組織検査に関する
取扱規則および熊本大学体質医学研究所病理組織検査料金取扱規則は廃止す
る。

規則 医学部

熊本大学阿蘇研修所使用規則 37/6/11から施行 規則 全学

熊本大学永年勤続者表彰規則 37/6/28から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎運営委員会規則 熊本大学寄宿舎運営委員会規則の全部を改正、37/6/28から施行 規則 全学

37123 ・

・

・

17 ・

16

37124
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昭和37年度科学研究費等交付金内定者一覧 総合研究、科学試験研究、機関研究、各個研究について掲載 科研費 全学

教養部の建物名称変更 37/6/15から建物呼称をアルファベットから数字に変更 施設 教養部

第2回熊本大学全学教職員園遊会開催 6/2に出水町「江津荘」で開催 行事 全学

昭和37年度庶務系会計系及び教務、厚生系事務
初任者研修について

6/27-7/6まで工学部本館2階1号教室にて開催 セミナー 事務局

学生活動近況
北海道一周学生ラリー、西部国立大学水上選手権大会、南九州学生柔道大
会、熊本地区学生演劇合同公演について掲載

行事 学生

庶務日誌
6/2　第2回熊本大学全学教職員園遊会
6/7　英国大使館文化参事官E.W.F.トムリン氏来学

行事 全学

ロバート、ブルース、スタントン氏離熊
昨年10月フルブライトの交換教授として来日し、本学で教鞭をとってきたロ
バート、ブルース、スタント氏が7/3帰国

人事 全学

学生活動近況 マンドリンクラブ特別演奏会 行事 学生

昭和37年度日本薬学会賞の授与
薬学部加瀬佳年教授（薬物学）が「鎮咳薬の薬理学的研究」に対して日本薬
学会賞（奨励賞）を受賞。熊本大学としては初めて

受賞 薬学部

熊本大学工学部工業技術研究所起工式 8/28、工学部65周年記念事業の1つとして行われる。来春2月末完成の予定 施設 工学部

熊本大学医学部付属病院中央診療棟の起工式 8/31実施、今年度中に完成し38年4月には診療開始の予定。 施設 医学部附属病院

昭和37年度熊本大学海の家利用者状況調 付表 統計 教職員

熊本大学学則の一部を改正する規則 通信教育受講生に関する規則の改正、37/9/27から施行 規則 全学

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

37/9/7から施行 規則 全学

旅行命令権の復委任に関する規則 37/9/7から施行 規則 全学

熊本大学授業料および徴収猶予取扱規則 37/9/7から施行、37/4/1から適用。熊本大学授業料減免取扱要領は廃止。 規則 全学

研究生等の授業料徴収規則 37/9/7から施行。 規則 全学

熊本大学附属図書館協議会規則の一部を改正す
る規則

37/10/25から施行。 規則 図書館

熊本大学附属図書館委員会規則の一部を改正す
る規則

37/10/25から施行。 規則 図書館

昭和37年度解剖慰霊祭執行について 10/16、熊本市公会堂にて執行。 行事 医学部

128

937

・

37 11・

11037

1・

・127

1・

・

125

126

1・8・37
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第3回熊本大学全学教職員園遊会開催 本学開学記念日にあたる11/1に集会所で開催 行事 全学

学生活動近況
「学園祭」開催（それまでは単なる各サークルの発表会であったが、今回は
内容を充実させ、学生相互間の融和と連結を強めることを目的として開催。
11/2前夜祭、11/3-4学園祭）

行事 学生

庶務日誌

10/16　医学部、体研解剖慰霊祭
10/18　全学公演　演題「現代ドイツ抒情詩」日独ペンクラブ会員ギユン
ター・アイヒ氏
10/22　外人講師ジヨン・スタツフオード氏来学
11/1　第3回全学教職員園遊会　　　など

行事 全学

熊本大学医学部付属病院諸料金規則の全部を改
正する規則

37/11/8から施行、37/10/1から適用。 規則 医学部附属病院

昭和38年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

熊本日独協会発会式について 行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式について 11/22、本学工学部講堂で開催。 行事 全学

学生活動近況 九州地区大学連合文化祭、マンドリン定期演奏会について掲載 行事 学生

庶務日誌

11/7　一水会
11/13　ドクターFAHS氏来学
11/19-21　文部省会計実施監査
11/22　第1回熊本大学永年勤続者表彰式
11/28-30　学内防火査察　　　など

行事 全学

1963年新年の辞 本田学長によるもの コラム 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 37/12/15から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

37/12/15から施行、寮に関する規則改定 規則 事務局

熊本大学寄宿舎運営委員会規則の一部を改正す
る規則

37/12/15から施行、寮に関する規則改定 規則 全学

学生活動近況 学生活動の近況、卓球部合宿、グライダー部合同合宿に参加、について掲載 行事 学生

昭和38年度熊本大学入学志願者数
付表。工学部については38年度より電子工学科新設による募集人員増加予定
数での記載

統計 全学

学生活動近況 自動車部、マンドリンクラブのダンスパーティー開催 行事 学生

庶務日誌
1/16　アメリカ文化振興会ミツチエル氏来学
1/21-31　入学願書受付　　　など

行事 全学

熊本大学専攻科規則
38/4/1から施行、熊本大学理学部専攻科細則および熊本大学工学部専攻科細
則は廃止

規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 38/3/5から施行、38/10/16から適用。外国人留学生に関する規則 規則 全学

熊本大学一般教育科目・外国語科目・保健体育
科目履修規則の一部を改正する規則

38/3/5から施行、38/10/16から適用。外国人留学生に関する授業科目等の特
例

規則 全学

1・

37129 1・12・

5・3・

1・38130

38131

38132

1・2・
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熊本大学外国人留学生規則 38/3/5から施行、37/10/16から適用。熊本大学外国人学生規則は廃止。 規則 全学

熊本大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規則 38/3/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学各学部規則の全部を改正する規則 38/4/1から施行 規則 全学

昭和38年度科学研究費等の申請状況 各研究費についての統計 科研費 全学

学生課外活動近況 体育サークルの合宿について掲載 行事 学生

第11回卒業式告辞 本田学長によるもの。 式辞 全学

熊本大学支出負担行為担当官および支出官の補
助者指定に関する規則の一部を改正する規則

標題を「熊本大学支出負担行為の担当官、支出官および契約担当官の補助者
指定に関する規則」、37/10/10から施行、37/8/20から適用

規則 全学

第11回卒業式 3/25中央講堂において開催。 行事 全学

昭和37年度（第11回）卒業者数、昭和37年度
（第9回）専攻科修了者数、昭和37年度（第9
回）専攻科修了者数、昭和37年度（第5回）大
学院修了者数

付表 統計 全学

熊本大学名誉教授の称号授与 元医学部亀田魁輔教授に対し、38/4/1付で授与 行事 全学

学部長、附属院長および附属学校長の改選

医学部長忽那将愛（再選、38/4/1付）、薬学部長野々村進（再選、37/12/31
付）、工学部長誉田敏雄（38/4/1付）、附属病院長加来道隆（38/4/1付）、
教育学部附属中学校長岡周末（38/4/1付）、附属小学校長荒木雄喜（38/4/1
付）

人事 全学

工業技術研究所完成
工学部創立65周年を記念して完工し、3/21新工研二階講演室で落成式を開
催。4月初めから活動開始。

施設 工学部

遭難捜索困難をきわめる
遭難捜索困難をきわめる（1/8阿蘇山登山中行方不明になった工学部学生に
ついて）、体育部の映画会開催、について掲載

行事 学生

庶務日誌

3/2  　学徒援護会関係会議
3/3　　熊本大学入学試験始まる（6日まで）
3/16　 合格者発表
3/21 　工業技術研究所落成式
3/23　 看護学校、助産婦学校卒業式
3/25　 熊本大学第11回卒業式　　　など

行事 全学

昭和38年度入学式告辞 式辞 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 安全管理に関する項目の改正、38/4/1より施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

38/4/1より施行 規則 事務局

熊本大学附属図書館事務分掌規則の全部を改正
する規則

38/5/1から施行 規則 図書館

熊本大学学生部長選考規則 38/5/1から施行 規則 全学

熊本大学教養部長選考規則 38/5/1から施行 規則 教養部

・38133 ・ 14

38134 15 ・・
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熊本大学教養部長選挙施行細則 38/5/1から施行 規則 教養部

熊本大学厚生補導協議会規則 熊本大学厚生協議会規則の全部を改正、38/5/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則 38/4/1から施行 規則 全学

教養部長候補者選挙公示 教養部長の辞任に伴うもの 人事 教養部

熊本大学学則の一部を改正する規則
学科増設（教育学部養護学校課程、工学部電子工学科、教育専攻科、養護教
員養成課程）、授業料改定、履修細則改定など。38/5/2から施行、38/4/1か
ら適用

規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則
教育専攻科の増設、鉱山金属工学専攻を鉱山工学専攻に改正、金属工学専攻
の追加。38/5/2から施行、38/4/1から適用

規則 全学

研究生等の授業料徴収規則の一部を改正する規
則

養護教員養成課の増設に係るもの。38/5/15から施行、38/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学理学専攻科履修細則 38/5/21から施行、38/4/1から適用 規則 理学部

熊本大学理学部宿日直規則の一部を改正する規
則

38/6/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部専門課程学力試験細則 38/5/22から施行、38/4/1から適用。試験に関する医学部内規は廃止。 規則 医学部

熊本大学法文専攻科履修細則 38/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学寄宿舎運営委員会規則を廃止する規則 38/5/23から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
課程・専攻・入学定員の改正など、主に養護学校課程に関するもの。
38/5/28から施行、38/4/1から適用。

規則 教育学部

熊本大学教育学部養護教員養成課程規則 38/5/28から施行、38/4/1から適用 規則 教育学部

学生活動近況 学生寮10周年記念祭開かる、学生活動活発になる、について掲載 行事 学生

庶務日誌 5/22　法文学部長選挙 行事 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

職員の旅行・出張に関する規則の改正。38/6/11から施行 規則 全学

熊本大学教育学部教育実習細則 38/6/11から施行、38/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部卒業論文細則 38/6/11から施行、38/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育専攻科履修細則 38/6/11から施行、38/4/1から適用 規則 教育学部

38135 ・・ 16

136 38 1・7・

32/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

寮の入退寮に関する議決権の移動（厚生課→学生課へ）、38/6/12から施
行、37/12/15から適用

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 学費の改定など。38/6/14施行、38/4/1適用 規則 全学

熊本大学医学部附属看護学校学則の全部を改正
する規則

38/6/14から施行、38/4/1から適用 規則 医学部附属看護学校

熊本大学医学部附属助産婦学校学則の全部を改
正する規則

38/6/14から施行、38/4/1から適用 規則 医学部附属助産婦学校

熊本大学薬学部専門教育科目履修細則 38/6/17から施行、38/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学支出負担行為担当官、支出官および契
約担当官の補助者指定に関する規則の一部を改
正する規則

38/6/19から施行、38/6/15から適用 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官および契
約担当官の補助者指定に関する規則の一部を改
正する規則

38/6/19から施行、38/5/1から適用 規則 全学
上記改正とは別項目
の改正

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

38/6/19から施行、38/5/1から適用 規則 全学

学長選挙挙行される
学長の任期満了に伴うもの、4/17に実施。本田現学長が再任、任期は
40/5/24まで。

人事 全学

庶務日誌
6/17　熊本大学教職員学長賞体育大会開会式
6/28　教官待遇改善懇談会　　　など

行事 全学

熊本大学文書処理規則の全部を改正する規則 38/8/1から施行、熊本大学文書取扱規則は廃止する。 規則 全学

熊本大学体質医学研究所規則 38/7/4から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学法文学部論文試験細則 38/7/10から施行 規則 法文学部

熊本大学法文学部学科・専攻決定に関する細則
38/7/10から施行、38/4/1から適用。熊本大学法文学部専攻学科決定に関す
る内規は廃止する。

規則 法文学部

熊本大学教育学部論文規則を廃止する規則 38/7/2から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部教育実習規則を廃止する規則 38/7/2から施行 規則 教育学部

熊本大学薬学専攻科履修細則 38/7/6から施行、38/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学工学部教官選考内規の一部を改正する
規則

38/5/22から施行 規則 工学部

学生活動近況 昭和38年度集団キャンプ実施さる、九州地区大学体育大会、について掲載 行事 学生

学内連絡バスの運行について
黒髪地区と本荘地区間の学生及び職員の連絡・物品の搬送等について要望が
あったため。運行開始は38/9/9から。
ルートは本部構内→薬学部門→医学部構内

施設 全学

1・
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学生活動近況
全国国公立大学水泳大会、リーダーシップトレーニング研修会計画、につい
て掲載

行事 学生

薬学開放講座盛会裡に終了 文部省より委嘱された昭和38年度の薬学講座を9/2-16まで毎日開講した。 行事 薬学部

文化祭近まる

文化祭近まる（例年開学記念日（11/1）を中心に文化部中心のサークル展示
会を行ってきたが、これでは全学的に統一された学園祭としての意味が薄い
ため、もっと幅のある文化祭を目指）、新庁舎落成（馬術部の馬厩舎が二の
丸から教育学部新南部農場へ）について掲載

行事 学生

熊本大学厚生補導専門委員会規則 38/10/24から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

38/10/27から施行、38/9/1から適用 規則 医学部附属病院

医学部、体研の解剖慰霊祭 10/16熊本市公会堂で開催 行事 医学部

附属図書館利用状況調査 分類別閲覧数、学部別閲覧実数について掲載 統計 図書館

学生活動近況 学園祭について、ダンスパーティー等について 行事 学生

日誌 10/22　主任科学官ロバート、エ、エツチエン氏来学　　　など 行事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の全部を改
正する規則

38/10/27から施行、38/9/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

38/12/1から施行 規則 事務局

熊本大学理学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

38/12/1から施行 規則 理学部

熊本大学薬学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

38/12/1から施行 規則 薬学部

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

38/12/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和39年度科学研究費交付金等の公募について 提出書類、期限等について 科研費 全学

熊本大学永年勤続者表彰式について 11/22（於事務局会議室） 行事 全学

学生活動近況
スポーツ用具等の貸出し、九州地区大学連合文化祭・体育大会、について掲
載

行事 学生

日誌
11/2　教官待遇懇話会
11/22　第二回熊本大学永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

熊本大学消防団規則の一部を改正する規則 39/1/6から施行 規則 全学

昭和39年度熊本大学学生募集要項 入試 全学
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連絡バスの運行回数、時間の改正について 39/1/13から改正。 施設 全学

新種ハシカワクチンの接種
附属病院小児科（貴田丈夫教授）では現在新種ハシカワクチンの接種を行
なっており反応を調べているが、希望者が少ないため、接種希望者を募集中

研究・教育 医学部附属病院

日誌
12/9　ドイツのレーベンシュタイン公来学
12/11-13　本庄地区防火査察　　　など

行事 全学

熊本大学附属図書館宿日直規則の一部を改正す
る規則

39/1/30から施行、38/12/1から適用 規則 図書館

昭和39年度熊本大学医学部附属看護学校学生募
集要項

入試 医学部

学生活動近況 体育会リーダーシップトレーニング計画 行事 全学

旅行命令権の復委任に関する規則の一部を改正
する規則

39/2/12から施行、38/12/1から適用 規則 学生

昭和39年度科学研究費等の申請状況 各研究費についての統計 科研費 全学

昭和39年度熊本大学入学志願者数 付表 統計 全学

記念碑除幕式
本学構内に夏目漱石と小泉八雲の記念碑建立（旧五高創立75周年を記念して
のもの。五高同窓会による）。2/22に除幕式

行事 全学

第12回卒業式告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
教養部の設置、教育学部・工学部の改定、薬学研究科の設置など。39/4/1施
行

規則 全学

熊本大学大学院学則の全部を改正する規則 39/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院委員会規則の一部を改正する規
則

39/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院研究科委員会規則 39/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院薬学研究科教官資格基準 39/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院医学研究科規則 熊本大学大学院医学研究科規則の全部を改正。39/4/1から施行。 規則 医学部

熊本大学大学院薬学研究科規則 39/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 39/4/1から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 薬学専攻科を削る。39/4/1から施行 規則 全学
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熊本大学教養部規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部運営協議会規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部教授会規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部長選考規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部教官選考規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部事務分掌規則 39/4/1から施行 規則 教養部

教養部設置に伴う関係規則の整理等に関する規
則

39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則

39/4/1から施行 規則 全学

熊本大学電子計算機室規則 39/2/27から施行 規則 全学

熊本大学電子計算機室運営委員会規則 39/2/27から施行 規則 全学

第12回卒業式 3/25中央講堂において開催。式次第あり。 行事 全学

昭和38年度（第12回）卒業者数、昭和38年度
（第10回）専攻科修了者数、昭和38年度（第6
回）大学院修了者数

付表 統計 全学

永年勤続者表彰式について 3/30（於学長室）挙行。 行事 全学

教養部事務室移転について 教養部事務室は39/3/24から2号館より1号館に移転。 施設 教養部

法文学部にホ博士着任
ドイツハイデルベルク大学で教鞭をとっていたノルベルト・ホームート博士
が今後二年間法文学部にてドイツ語、ドイツ文学を講義。本学初のドイツ人
教師

人事 法文学部

昭和39年度大学健康相談所日割について 学生・教職員の相談所利用について その他 全学

日誌

3/3-5　入学試験始まる
3/15　 熊本大学入学試験合格者発表
3/17　 附属中学校卒業式
3/18　 附属幼稚園修了式
3/19　 附属小学校卒業式
3/24　 教育学部養護教員養成課程ならびに臨時養護学校教員養成課程の修了式
3/25　 第12回熊本大学卒業式　　　など

行事 全学

昭和39年度入学式告辞 本田学長によるもの。 式辞 全学

熊本大学教養部運営協議会規則 39/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部附属衛生検査技師学校規則 39/5/1から施行、39/4/1から適用 規則 医学部附属衛生検査技師学校

・146 1539 ・
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熊本大学大学院薬学研究科の設置について 39/4/1設置。 設置 薬学部

衛生検査技師学校の指定について 設置 医学部附属衛生検査技師学校

電子計算機室披露式ならびに開所式 4/20工学部工業技術研究所において披露式、公開実験など 施設 全学

電子計算機による計算依頼について 39/5/4から計算受付 その他 全学

医学部付属病院中央診療棟竣工 3/20竣工。本年7月から診療開始予定。 施設 医学部附属病院

日誌

4/11　昭和39年度入学式、衛生検査技師学校開校式
4/15　養護教員養成課程入学式
4/20　電子計算機室披露式
4/30　薬学研究科入学式、法文学部・教育学部・理学部・工学部専攻科入学式　　　など

行事 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 定員数変化。39/5/7から施行、39/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学事務局庶務部及び経理部の設置に伴な
う関係規則の整理に関する規則

39/5/11から施行、39/4/1から適用 規則 事務局

文科専攻決定に関する内規を廃止する規則 39/5/27から施行、38/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 学科目改定など。39/6/8から施行、39/4/1から適用 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則
解剖学第三講座の追加、授業科目の変化など。39/6/8から施行、39/4/1から
適用

規則 医学部

熊本大学医学部専門課程学力試験細則の一部を
改正する規則

39/6/8から施行、39/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学事務系職員採用選考内規 39/6/8から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属学校長選考規則
39/6/9から施行、39/4/1から適用。医学部附属看護学校長選考内規及び医学
部附属助産婦学校長選考内規は廃止。

規則 医学部附属学校

熊本大学国有財産監守取扱内規の一部を改正す
る規則

衛生検査技師学校の設置に伴う改正。39/6/13から施行、39/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学事務組織規則の全部を改正する規則 39/6/22から施行、39/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の全部を改正する
規則

39/6/22から施行、39/4/1から適用 規則 事務局

学生活動近況 第4回国公立大学卓球大会、39年度集団キャンプ実施、について 行事 学生

日誌
6/10　附属病院中央診療棟落成式
6/27　工学部内変電所新設に伴なう電気切替操作説明会　　　など

行事 全学

熊本大学教養部長選挙細則 39/7/6から施行 規則 教養部
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熊本大学医学部長選挙細則 39/7/17から施行 規則 医学部

熊本大学所属出納官吏等の任命権に関する規則
の一部を改正する規則

39/7/21から施行、39/7/1から適用 規則 全学

大学開放講座について
法文学部で7/11-24まで、成人教育の一環として「法と社会」を開講。文部
省企画による。

行事 法文学部

昭和39年度科学研究費等交付金決定者一覧 総合研究、科学試験研究、機関研究、各個研究について掲載 科研費 全学

ジヨン・N・ギラオ講師帰国
昨年10月フルブライトの交換教授として本学に赴任していたギラオ教授（教
育学部でアメリカ文学、英会話、英作文等を講義）が帰国

人事 教育学部

理学部事務職員研修会 7/27-8/1まで理学部の第1回事務職員研修会を開催 セミナー 理学部

事務局監督者研修計画について
昭和37年9月1日以降に係長となった職員全員を対象として研修を開催する予
定

セミナー 事務局

金栗四三氏講演会
7/3中央講堂にて日本のマラソン王として国際オリンピックにはじめて参加
した金栗氏の講演会を開催

行事 全学

学生活動近況
第14回九州地区大学体育大会について、第16回西日本医科学生総合体育大会
について

行事 学生

熊本大学阿蘇研修所使用規則の全部を改正する
規則

39/8/4から施行、39/4/1から適用 規則 全学

熊本大学阿蘇研修所使用料免除取扱内規 39/8/4から施行、39/4/1から適用 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 39/8/14から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

39/8/14から施行 規則 事務局

熊本大学職員の保健および安全保持に関する管
理組織規則の一部を改正する規則

39/8/14から施行 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官および契
約担当官の補助者指定に関する規則の一部を改
正する規則

39/8/18から施行、39/4/1から適用 規則 全学

昭和39年度科学研究費交付金決定者一覧 各個研究、機関研究について掲載 科研費 全学

昭和40年度熊本大学大学院薬学研究科（修士課
程）学生募集要項

入試 薬学部

製本技術の研修
8/28に文書整理保存のため製本技術を修得することを目的として製本技術の
研修が行なわれた

セミナー 事務局

簡易交通信号機の設置 医学部と附属病院の正門間に簡易交通信号機が設置され、8/10から点燈開始 施設 医学部

学生活動近況 熊本大学学生集団キャンプ実施 行事 学生

39 19150 ・・
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日誌
8/21　池田総理大臣、吉武自治大臣来学。五高同窓会開催。
9/2　 附属病院中央診療棟各部の全面診療開始
10/14 昭和39年度解剖慰霊祭

行事 全学

外国人講師アルバート・L・サザツド氏着任
フルブライト法による交換講師として招聘された米国のアルバート・リン・
サザツド氏が9/25に赴任。40年9月まで本学で英語の授業を担当する予定

人事 全学

西嶋助教授論文表彰
損害保険事業研究所の創立30年記念事業の一つとして設けられた「損害保険
に関する優秀な著書論文を表彰する制度」において本学の西嶋助教授の「質
権と物上代位の優劣」が「各務奨励賞」に入賞

受賞 全学

工学部研究室の地鎮祭 9/18の10:30～、電子教室その他の実験研究室建築のため 施設 工学部

附属図書館の夜間開館 9/14から開始。 施設 図書館

NHK全国音楽コンクール大会 熊本大学付属中学校が第一位、付属小学校も第二位に入賞 行事 教育学部

学生活動近況 九州地区大学インドネシヤ留学生会議（9/4-6まで本学当番にて開催） 行事 学生

学生定期健康診断X線検査結果報告（昭和39年
度）

学部X線検査判定区分人員表及び学部学年別精密診断該当者数 統計 学生

日誌 9/1　 教育学部附属学校始業式 行事 教育学部

行事予定 10/24 医学部文化祭（25まで） 行事 医学部

熊本大学医学部教授会規則の全部を改正する規
則

39/10/22から施行 規則 医学部

熊本大学医学部教授会運営細則 39/10/22から施行 規則 医学部

熊本大学入学試験実施組織規則 熊本大学入学試験実施組織規則の一部を改正する規則。39/10/22から施行 規則 全学

熊本大学研修員規則 39/10/22から施行、39/4/1から適用。熊本大学私学研修員規則は廃止する。 規則 全学

解剖慰霊祭執行 10/14熊本市公会堂にて執行。 行事 医学部

日誌
10/15　熊本大学臨時養護学校教員養成課程（半年課程）前期生修了式、同
後期生入学式
10/18　医学部弓道場開き

行事 全学

行事予定
11/4　 臨床研究棟および管理部棟地鎮祭
11/7　 熊本大学開学15周年記念第5回教職員園遊会

行事 全学

熊本大学医学部附属病院事務職員宿日直規則の
一部を改正する規則

39/11/18から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院長選考規則の全部を改
正する規則

39/11/19から施行 規則 医学部附属病院

工学部鉱山学科は資源開発工学科に改称予定 昭和40年度から改称の予定 設置 工学部

39152 1・11
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永年勤続者表彰式 11/21実施、第3回。（於本学会議室） 行事 全学

開学15周年記念職員園遊会 教職員による園遊会 行事 全学

細川文書の寄託
北岡自然公園内の旧北岡倉庫に収められていた肥後藩政に関する古文書・記
録類が細川護貞氏の厚意で本学に寄託。

その他 全学

日誌

11/1-3　 学園祭始まる
11/4 　　附属病院臨床研究部管理棟起工式
11/7　　 開学15周年記念第5回教職員園遊会
　　　　 薬学部実験室、研究室新営工事起工式及び地鎮祭
11/8　　 教育学部学生体育祭
11/11　　学生会館地鎮祭
11/14　　オランダのローゼンターロ女史来学
11/14　　薬学部学生運動会
11/15　　工学部学生運動会　　　など

行事 全学

1965新年の辞 本田学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部附属病院事務部事務分掌規則の
一部を改正する規則

39/12/1から施行 規則 医学部附属病院

日本ゲーテ賞受賞
本学教養部の清水豊明講師の論文「プロメテウス、断片」が昭和39年度日本
ゲーテ賞に当選

受賞 教養部

昭和40年度熊本大学学生募集要項 他に医学部附属学校、教育学部養護教員養成専門課程のものもあり 入試 全学

日誌 12/18　学位授与式 行事 全学

昭和40年度熊本大学医学部附属診療エックス線
技師学校学生募集要項

入試 医学部附属診療エックス線技師学校

日誌 1/20　附属小学校兎狩り 行事 教育学部

行事予定
2/1　　養護教員養成課程入学試験
2/8　　養護教員養成課程入試合格者発表

行事 教育学部

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

40/2/1から施行 規則 事務局

熊本大学教員停年規則 40/2/4から施行 規則 全学

熊本大学教養部再試験細則 40/2/4から施行 規則 教養部

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

40/2/9から施行、40/2/1から適用 規則 全学

熊本大学事務局宿日直規則の一部を改正する規
則

40/2/18から施行、40/2/1から適用 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

40/2/19から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

40/2/19から施行 規則 医学部附属病院
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熊本大学学長選考基準の一部を改正する規則 40/2/25から施行 規則 全学

熊本大学学長選考基準施行細則の一部を改正す
る規則

40/2/25から施行 規則 全学

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

40/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学附属図書館文献複写取扱規則の一部を
改正する規則

40/3/1から施行、40/2/1から適用 規則 図書館

昭和40年度科学研究費交付金申請件数等 各研究項目毎の申請件数と申請額 科研費 全学

昭和40年度熊本大学入学志願者数 統計 全学

日誌

2/1　　養護教員養成課程入学試験
2/8　　養護教員養成課程入試合格者発表
2/9　　学位授与式
2/27　 教育学部附属小学校入学試験（28日まで）

行事 全学

行事予定

3/9　　学位授与式
　　　 附属小学校校舎増改築落成式
3/14　 附属中学校卒業式
3/16　 熊本大学入学試験合格者発表
3/17　 附属小学校卒業式
3/18　 附属幼稚園卒業式
3/23　 附属中学校入学試験
3/24　 臨時養護学校教員養成課程および養護教員養成課程修了式
3/25　 昭和39年度熊本大学卒業式
　　　 附属中学校入学試験合格者発表

行事 全学

第13回卒業式告辞 本田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部を改正
する規則

40/3/26から施行 規則 全学

熊本大学入学試験学力検査実施教科専門委員会
規則

40/3/26から施行 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
鉱山工学科の資源開発工学科への改称、合成化学科の追加などに伴う改正。
40/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 工学研究科の大学院昇格に伴うもの。40/4/1から施行。 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 40/4/2から施行。熊本大学工学専攻科履修細則は廃止。 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 麻酔学の追加。40/4/1から施行。 規則 医学部

熊本大学医学部専門課程学力試験細則の一部を
改正する規則

40/4/1から施行 規則 医学部

・ 440157 ・ 1
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熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

40/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学薬学研究科規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則 40/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科教官資格基準 40/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則
40/4/0から施行。工学部鉱山工学科の資源開発工学科への改称、合成化学科
の追加に伴う。

規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

40/4/1から施行。工学部鉱山工学科の資源開発工学科への改称、合成化学科
の追加に伴う。

規則 教養部

熊本大学医学部附属エックス線技師学校学則 40/4/1から施行 規則 医学部附属診療エックス線技師学校

昭和40年度熊本大学大学院工学研究科（修士課
程）学生募集要項

入試 工学部

昭和40年度熊本大学入学試験合格者数 付表 統計 全学

昭和39年度第13回熊本大学卒業者数 付表 統計 全学

昭和39年度（第11回）専攻科修了者数 付表 統計 全学

昭和39年度（第7回）大学院修了者数 付表 統計 全学

熊本大学永年勤続者表彰式 3/30実施 行事 全学

昭和39年度熊本大学職員レクリエーション文化
祭の開催について

3/23-27まで工学部講堂において開催。第一回。 行事 全学

日誌

3/3-6　昭和40年度入学試験
3/9　　附属小学校増改築落成式
　　　 学位授与式
3/11　 フルブライト委員会事務局のジヨン・バーネツト氏来学
3/16　 熊本大学入学試験合格者発表
　　　 臨時養護学校教員養成課程入学試験
3/17　 附属小学校卒業式
3/18　 附属幼稚園卒業式
3/23　 産業教育内地留学生及び科学教育研究室研究生修了式
3/24　 臨時養護学校教員養成課程１年課程および半年課程後期修了式
　　　 養護教員養成課程修了式
3/25　 第13回熊本大学卒業式

行事 全学

行事予定

4/1　 教育専攻科入学試験
4/3　 教育専攻科合格者発表
4/8　 附属中学校、附属小学校始業式
4/9　 附属幼稚園始業式
4/10　附属中学校、附属小学校入学式
4/12　熊本大学入学式
　　　附属幼稚園入園式
4/15　養護教員養成課程入学式
4/16　臨時養護学校教員養成課程入学試験
4/16　学長候補者選挙
4/22　専攻科入学式
4/26　臨時養護学校教員養成課程入学式

行事 全学
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昭和40年度熊本大学入学式告辞 本田学長によるもの。 式辞 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

主に施設に関する規則の改正、40/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学防火規則の一部を改正する規則
附属養護学校、附属衛生検査技師学校、附属診療エックス線技師学校の項目
の追加

規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 40/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院事務部事務分掌規則の
一部を改正する規則

40/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院薬剤部組織および業務
分掌規則

40/4/1から施行、熊本大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規則は廃止。 規則 医学部附属病院

薬剤・製薬学科研究棟竣工 3/25竣工。 施設 薬学部

工学部実験研究室竣工 3/20竣工。 施設 工学部

東光会館（第一期工事）竣工 施設 全学

昭和40年度熊本大学健康相談所日割について 健康相談所の日割表 その他 全学

熊本大学医学部附属病院診療案内 40/4/1現在の各診療科の担当医師について その他 医学部附属病院

日誌

4/10　科学教育研究室研究生開講式
　　　附属看護学校、附属助産婦学校入学式
　　　附属衛生検査技師学校入学式
4/13　診療エックス線技師学校開校式
4/14　附属養護学校開校式

行事 全学

退任のあいさつ 本田弘人学長によるもの コラム 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 40/5/1から試行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

40/5/6から試行、40/4/1から適用 規則 医学部附属病院

附属小学校研究発表会開く 5/28、29に開催。創立90周年を記念してのもの。 行事 教育学部

加納治五郎翁の記念碑除幕式 5/23学長・五高同窓会長ら列席のもと開催。 行事 全学

日誌

5/20　東光会館第一期工事落成式
5/22　本田学長お別れパーティー
5/24　「ドイツとアジアの現況について」講演ならびに討論会（講師ドイツ大使館一等書
記官フアン・ウエル氏）
5/25　本田学長、塚本局長退任挨拶
5/26　柳本学長就任挨拶
5/28　創立90周年記念教育研究協議会（於附属小学校、29日まで）

行事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

40/6/1から施行 規則 医学部附属病院

元熊本医科大学長谷口長雄先生生誕百年記念祭
について

明治29年に医学校を設立した谷口長雄氏の記念祭 行事 医学部

6 140159 ・・

1540158 ・ ・

1740160 ・・

43/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

日誌
6/21　野口事務局長着任、新任挨拶
6/27　元熊本医学校校長谷口長雄先生生誕百年記念祭　　　など

行事 全学

行事予定
7/1　 附属図書館夜間会館（9日まで）
7/20　附属小・中学校終業式

行事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

40/7/5から施行 規則 医学部附属病院

連絡バスの運行回数変更並びに運休について 夏季休業期間中の変更について 施設 全学

日誌
7/16　学位授与式
7/23　教養部建物新営工事現場測量はじまる

行事 全学

日誌
8/22　法文学部大学開放講座（9/4まで）
8/24　薬学部大学開放講座
8/27　附属中学校体育館起工式

行事 全学

行事予定
9/1　 附属小・中学校始業式
　　　養護学校教員養成課程（半年課程）願書受付（10日まで）

行事 全学

昭和40年度科学研究費決定者一覧 特定研究、機関研究、総合研究、試験研究、各個研究について 科研費 全学

日誌
9/11　授業開始
9/15　附属図書館夜館開館

行事 全学

行事予定

10/1　 臨時養護学校教員養成課程（後期）入学試験
　　　 附属図書館夜館開館
10/7　 臨時養護学校教員養成課程合格者発表
10/15　臨時養護学校教員養成課程半年課程前期生修了式
　　　 同後期生入学式
10/22　解剖慰霊祭

行事 全学

熊本大学宿日直規則
40/11/1から施行。熊本大学事務局宿日直規則その他各部局の宿日直規則は
廃止。

規則 全学

熊本大学学長選考規則の一部を改正する規則 40/10/28から施行。 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る規則

40/10/28から施行。 規則 全学

熊本大学附属図書館長選考規則の一部を改正す
る規則

40/10/28から施行。 規則 図書館

昭和41年度熊本大学入学者選抜学力検査実施教
科科目の決定について

付表 入試 全学

昭和41年度熊本大学医学部附属看護学校学生募
集要項

入試 医学部附属看護学校

昭和41年度熊本大学医学部附属助産婦学校学生
募集要項

入試 医学部附属助産婦学校

昭和41年度熊本大学医学部附属衛生検査技師学
校学生募集要項

入試 医学部附属衛生検査技師学校

昭和41年度熊本大学医学部附属診療エックス線
技師学校学生募集要項

入試 医学部附属診療エックス線技師学校

昭和40年度施設整備工事進捗状況 計8つの建物が工事中。着工年月日、竣工予定年月日の記載あり 施設 全学

111
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附属小学校の創立90周年記念式典 10/24に開催。なお、27日は音楽祭。 行事 教育学部

日誌
10/18　教育学部研究棟地鎮祭
10/24　附属小学校創立90周年記念式典
10/27　附属小学校創立90周年記念音楽会

行事 全学

行事予定
11/1　 開学記念日（学内文化祭3日まで）
11/22　永年勤続者表彰式

行事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

40/11/16から施行 規則 医学部附属病院

永年勤続者表彰式 11/22（於事務局会議室） 行事 全学

日誌
11/1　開学記念日
11/22　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

行事予定
12/1-18　附属図書館夜間開館
12/11　附属病院臨床研究室、管理室棟の落成式
12/24-27　学生部リーダーシップトレーニング開始　　　など

1966年新年の辞 柳本学長によるもの コラム 全学

昭和41年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

附属病院臨床研究室、管理室落成式
12/11開催（於医学部第二講義室）。また、祝賀会が医学部図書分館で開
催。式次第あり。

行事 医学部附属病院

日誌

12/1　 附属図書館夜間開館（18日まで）
12/17　附属小学校屋内体育館起工式
　　　 附属病院新内科系設備工事打合せ
　　　 マレイシヤ大使館アブドル・マジド情報官来学　　　など

行事 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 41/2/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

41/2/1から施行 規則 事務局

日誌
1/18　学位記授与式
1/29　附属中学校体育館落成式

行事 全学

行事予定

2/1　 大学入学願書受付
　　　養護教員養成課程入学式
　　　附属図書館夜間開館（19日まで）
2/9　 附属看護学校入学試験（10日まで）
2/23　附属助産婦学校入学試験

行事 全学

昭和41年度科学研究費交付金申請件数等 各研究ごとの申請件数、申請額 科研費 全学

昭和41年度熊本大学入学志願者数 付表 統計 全学

製本技術の研修開催 2/28に表記研修を開催（於附属図書館会議室） セミナー 事務局

日誌 2/18　 学位授与式 行事 全学

1・12・40165
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行事予定

3/3　　入学試験（6日まで）
3/7　　附属衛生検査技師学校及びX線技師学校入学試験（8日まで）
3/10　 附属看護学校助産婦学校卒業式
3/13　 附属中学校卒業式
3/14　 附属養護学校卒業式
3/16　 大学入学試験合格者発表
3/17　 附属小学校卒業式
3/18　 附属幼稚園卒園式
3/23　 科学教育研修生修了式
　　　 産業教育内地留学生修了式
3/24　 附属衛生検査技師学校卒業式
　　　 臨時養護学校教員養成課程修了式
　　　 養護教員養成課程修了式
3/25　 熊本大学卒業式

行事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

41/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

「結核病棟」→「結核内科病棟」、「放射線病棟」「結核病棟」→「放射線
病棟、結核内科病棟、共通病室」に改正。41/4/1から施行。

規則 医学部附属病院

昭和40年度熊本大学卒業者数、昭和40年度（第
12回）専攻科修了者数、昭和40年度（第8回）
大学院（博士課程）修了者数、昭和40年度（第
1回）大学院（修士課程）修了者数

付表 統計 全学

昭和41年度熊本大学入学試験合格者数調 付表 統計 全学

熊本大学永年勤続者表彰式 3/31付退職者を対象として実施 行事 教職員

入学式告辞 行事 全学

熊本大学学則の一部を改定する規則

教：小学校課程→小学校教員養成課程、など名称変化
理：理学専攻科削除、理学研究科追加
医：附属中毒研究施設追加
養護教諭養成所追加、各学部定員・検定料・入学料等の記載変更
41/4/5から施行、41/4/1から適用

規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則
理学専攻科削除、定員減数。41/4/1から施行。熊本大学理学専攻科履修細則
は廃止。

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 理学研究科の追加。41/4/5から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 理学修士の追加。41/4/5から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 カリキュラム改定。41/4/1から施行。 規則 法文学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則
「学科目」→「講座」、「動物学」→「動物分類・形態学」「動物生理・生
化学」に改める。41/4/5から施行、41/4/1から適用。

規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科規則 41/4/5から施行、41/4/1から適用。 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科教官選考基準 41/4/5から施行、41/4/1から適用。 規則 理学部

熊本大学医学部附属中毒研究施設規則 41/4/5から施行、41/4/1から適用。 規則 医学部附属中毒研究施設

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

41/4/1から施行。 規則 薬学部

熊本大学大学院理学研究科の設置について 41/4/1から設置。 規則 理学部

教養部移転について
教養部新営建物第一期工事は3月下旬完成、教官研究室は移転完了。工事の
完了で管理部は5/20移転完了予定。
第二期工事の起工式が4/30から行われた。完成は11月中旬の見込み。

施設 教養部

170 41 1・
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法文学部新営建物第一期工事起工式 4/30実施。完成は10/30の予定。 施設 法文学部

日誌

4/9　 附属中学校入学式
　　　科学教育研究室研究生開講式
4/11　大学入学式
4/12　附属看護学校・助産婦学校・衛生検査技師学校・診療X線技師学校・附属小学校入
学式
4/13　附属幼稚園入学式
4/22　専攻科（法文、教育）入学式
4/30　大学院理学研究科入学式

行事 全学

熊本大学放射性同位元素委員会規則 41/4/28から施行。熊本大学放射性同位元素研究会規則は廃止する。 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 41/4/28から施行、41/4/1から適用。 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 41/4/28から施行、41/4/1から適用。 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

41/4/28から施行、41/4/1から適用。 規則 教養部

熊本大学養護教諭養成所学則 41/4/28から施行、41/4/1から適用。 規則 教育学部

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

41/4/28から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 41/5/1から施行 規則 全学

熊本大学学生会館運営委員会規則の一部を改正
する規則

41/5/16から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学学生会館常任委員会規則の一部を改正
する規則

41/5/16から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

41/5/17から施行、41/4/1から適用 規則 事務局

昭和41年度科学研究費補助金交付内定者一覧 特定研究、機関研究（継続）、各個研究、総合研究、試験研究について掲載 科研費 全学

第18回医学展開く 5/27-29に医学部学友会と附属看護学校自治会の主催で行なわれた 行事 医学部

学生活動近況
熊本大学対熊本商科大学定期戦、沖縄学生新入生歓迎会、第16回九州地区大
学体育大会について

行事 学生

日誌 5/28　熊本大学養護教諭養成所開所式ならびに開所第1回入学式挙行 行事 全学

熊本大学旅行命令権の復委員に関する規則の一
部を改正する

41/6/3から施行、41/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
41/6/13から施行、41/4/1から適用。工学部附属工学研究機器センターの追
加と医学研究科人員の改定

規則 全学

熊本大学工学部附属工学研究機器センター規則 41/6/13から施行、41/4/1から適用。 規則 工学部

熊本大学工学部附属工学研究機器センター運営
委員会規則

41/6/13から施行 規則 工学部

1
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附属小学校で教育研究発表会開く 6/3開催（於附属小学校）。県下の小学校教師が参加。 行事 教育学部

学長室、局長室、庶務部長室、庶務部移転につ
いて

6/28-30　学長室・局長室・庶務部長室・庶務部は元工学部管理部跡へ移
転。工学部管理部は5/24に庶務部裏の新館に移転済み。

施設 全学

法文の赤レンガ校舎、資料館として保存
明治22年建立の法文の赤レンガを資料館として保存・活用することに決定。
近く文部省に認可申請予定。

施設 法文学部

学生活動近況 マンドリンコンサート、昭和41年度集団キャンプ実施 行事 学生

日誌 6/17　学位授与式　　　など 行事 全学

熊本大学職員レクリエーション委員会規則 41/6/13から施行 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 必要単位数の改変。41/7/2から施行、41/4/1から適用 規則 理学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則
「生薬化学」を「薬品物理化学」に改正。またカリキュラム改変。41/7/2か
ら施行、41/4/1から適用

規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

授業科目・単位の改変。41/7/2から施行、41/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学養護教諭養成所運営委員会規則 41/7/9から施行 規則 教育学部

熊大の赤レンガ校舎、市勢要覧の表紙に
熊本市が例年発行する熊本市勢要覧の表紙に旧五高本館が色刷りされてい
る。

その他 前身校

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

41/8/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 41/9/1から施行、41/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

41/9/1から施行、41/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院療養費債権出張督促お
よび徴収事務取扱要項

41/4/1から適用、熊本大学医学部附属病院療養費債権出張督促取扱要項
（35/4/1伺定）は廃止

規則 医学部附属病院

熊本大学公用連絡用私宅電話設置要項 41/8/1から実施 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所授業料の徴収、徴収猶
予及び免除規則

41/8/22から施行、41/5/28から適用 規則 教育学部

日誌 8/30　学位授与式 規則 全学

各学部起工式
教：講義室（42/2/15）・附属中学校校舎（42/3/10）、工：工業化学科合成
化学科講義室（42/3/25）、薬：実験室・研究室（42/3/15）実施。なお（）
内は竣工予定日。

施設 全学

日誌

9/1　 教育学部増築地鎮祭
9/9　 行幸啓奉迎準備委員会
9/13　教育学部附属中学校起工式
9/14　行幸啓奉迎準備委員会
9/15　行幸啓宮内庁下検分
9/16　松本侍従、金沢大学事務局長、大分大学事務局長来学
9/21　工学部起工式
9/27　薬学部起工式

行事 全学

・

110

9

・・

・

174 1・

173

175

1

41

841 ・

41
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熊本大学理学部附属臨海実験所使用規則につい
て

41/10/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部改正
について

41/10/3から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学会計監査実施規則について 41/10/3から施行 規則 全学

昭和41年度科学研究費補助金交付決定一覧　各
個研究（追加分）

各個研究の追加分 科研費 全学

両陛下理学部臨海実験所へ 10/28　熊本大学理学部臨海実験所（松島町前島）へ行幸啓。 行事 理学部

法文学部研究室、講義室の新営第一期工事建物
竣工検査について

10/31法文学部において実施。 施設 法文学部

指定図書室の開室について
本年4月本学が全国国立大学の中から10校選ばれる指定図書制度実施対策校
に指定され、「教官指定学生専用図書」を整備。本学図書館二階閲覧室を専
用指定図書室として開設、10/19より開室。

施設 図書館

日誌

10/3　 行幸啓奉迎準備委員会
10/6 　フルブライト講師、ドナルド、J、ラコビツツ氏着任
10/21　行幸啓奉迎準備委員会
　　　 解剖慰霊祭（医学部、体研）
10/27　医学部附属看護学校戴帽式
10/28　行幸啓（臨海実験所）

行事 全学

行事予定
11/1　 熊大祭（10/31-11/5まで）
　　　 図書館夜間会館（30日まで）
11/6　 運動会（工学部）

行事 全学

熊本大学公印規則の制定について 41/11/28から施行 規則 全学

熊本大学防火規則の一部を改正する規則 41/11/28から施行、41/4/1から適用 規則 全学

昭和42年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

永年勤続者表彰式 11/24開催（於工学部講堂） 行事 全学

学生活動近況
熊大祭について（11/1開催の学園祭を熊大祭と改称など）、南九州バレー
ボール選手権大会について、全九州ボクシング選手権大会について

行事 学生

日誌
11/2　 学位授与式
11/24　永年勤続者表彰式

行事 全学

行事予定
12/1　 附属図書館夜間会館（20日まで）
12/10　女子寮寮祭（12日まで）

行事 全学

年頭に際して 柳本学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

41/12/13から施行、41/11/26から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部付属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

41/12/19から施行、41/11/26から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学物品管理事務取扱規則
41/12/20から施行、41/4/1から適用。熊本大学物品管理事務取扱内規は廃
止。

規則 全学

・・ 11

11241177 ・・

11141176 ・・

42178
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熊本大学職員映画鑑賞会について 1/21開催予定（於大洋文化ホール） 行事 全学

附属病院内科系新病棟の移転について 41/11/20内科系新病棟が完工、12/26-12-9にかけて内科系病棟は順次移転。 施設 医学部附属病院

教養部増築第2期工事の竣工について 41/11/10竣工。 施設 教養部

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 42/1/23から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

42/1/23から施行施行 規則 事務局

“水俣病に関する研究”が「朝日賞」を受賞
医学部の「熊本大学医学部水俣病研究班」が“水俣病に関する研究”で昭和
41年度朝日賞（文化賞）を受賞。授賞式は1/16朝日新聞東京本社講堂で行わ
れた。

受賞 医学部

日誌 1/21　朝日賞受賞祝賀会（医学部水俣病研究班、於医学部）　など 行事 全学

熊本大学受託研究員規則 42/2/6から施行 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

42/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 42/2/24から施行 規則 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

42/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院委員会規則の一部を改正する規
則

42/2/24から施行 規則 全学

昭和42年度科学研究費交付金申請件数等 研究の種類ごとに申請件数、申請額を記載 科研費 全学

昭和42年度熊本大学入学志願者数 付表 統計 全学

教育学部講義室増築工事竣工 施設 教育学部

日誌 2/15　学位授与式 行事 全学

昭和41年度熊本大学卒業証書・修了証書および
学位授与式学長告辞（要旨）

柳本学長によるもの 式辞 全学

熊本大学契約事務分掌規則 41/9/1から施行、41/4/1から適用 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官および契
約担当官の補助者指定に関する規則の全部を改
正する規則

41/9/1から施行、41/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学長選考規則の一部を改正する規則 42/1/9から施行 規則 全学

14 ・・

42179

42181

142180 3 ・・

1・・ 2
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熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る規則

42/1/9から施行 規則 全学

熊本大学庁舎等使用取扱細則の一部を改正する
規則

42/2/3から施行 規則 全学

熊本大学自家用電気工作物保安規則 42/3/7から施行 規則 全学

熊本大学独身寮管理規則 42/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属衛生検査技師学校学則の一
部を改正する規則

授業科目および授業時間数の改正。42/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 42/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部養護教員養成課程規則の一部
を改正する規則

42/3/27から施行 規則 教育学部

熊本大学臨時養護学校教員養成課程規則の一部
を改正する規則

42/3/27から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 42/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 42/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

42/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学永年勤続者表彰規則の一部を改正する
規則

42/4/1から施行 規則 全学

昭和41年度（第15回）熊本大学卒業証書・修了
証書および学位授与式

3/25挙行（於中央講堂） 行事 全学

部局長等の改選
医学部長、病院長、工学部長、診療X線技師学校長、図書館医学部分館長の
任期満了に伴う改選。

人事 全学

日誌

3/3-5　入学試験
3/14　 教育学部附属中学校、養護学校卒業式
3/15　 診療X線技師学校卒業式
3/16　 教育学部附属小学校卒業式
　　　 入学試験合格者発表
3/17　 附属幼稚園卒業式
3/23　 科学教育研究室研究生、産業教育内地留学生修了式
3/24　 養護教員養成課程修了式、臨時養護学校教員養成課程修了式
3/25　 昭和41年度卒業式

行事 全学

昭和42年度入学式学長告辞（要旨） 柳本学長によるもの 式辞 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

42/4/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

42/4/7から施行、42/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 入学定員等の改正。42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 全学

1542182 ・ ・
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熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 合成工学科中に反応工学の追加、など。42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

各選考の必要単位数の改正。42/5/1から施行、42/4/1から適用。 規則 工学部

熊本大学工学部教授会規則の全部を改正する規
則

42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部病院規則
42/5/1から施行。熊本大学医学部病院附属薬剤部組織および業務分掌規則は
廃止する

規則 医学部

熊本大学医学部附属エックス線技師学校学則の
一部を改正する規則

42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 医学部附属診療エックス線技師学校

大学の資料 昭和42年度熊本大学合格者の県別分布状況（全体・学部別） 統計 全学

昭和41年度新営工事一覧 昭和41年度に行った工事のデータ。 施設 全学

昭和42年度熊本大学入学者氏名 昭和42年度全入学者の氏名掲載 その他 学生

日誌 4/10　産業教育内地留学生・科学教育研究室研究生開講式 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 大学院工学研究科に電子工学専攻増設に伴うもの。42/5/1施行、42/4/1適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 電子工学専攻増設に伴うもの。42/5/1施行、42/4/1適用 規則 工学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 単位名などの改正。42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学工学部教授会規則 42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則
42/5/1から施行。熊本大学医学部附属病院薬剤部および業務分掌規則は廃止
する

規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属診療エックス線技師学校学
則の一部を改正する規則

42/5/1から施行、42/4/1から適用 規則 医学部附属診療エックス線技師学校

熊本大学学報発刊規則の一部を改正する規則 42/5/23から施行 規則 事務局

教育研究発表会
昭和39年度より教育学部附属中学校において取り組んでいる「授業改造をめ
ざす学習指導法の研究」のうち、本年度は「授業の組織化と顕彰」という主
題で6/30公開

行事 教育学部

熊本大学附属図書館文献複写取扱規則の全部を
改正する規則

42/5/29から施行、42/4/1から適用 規則 図書館

6・ 1・42183
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熊本大学大学院工学研究科に電子工学専攻が増
設

42/4/1から増設。 設置 工学部

年度別学生入学定員調べ 昭和24年度から42年度まで、各学部ごとの統計。 統計 全学

（大学資料） 海外出張者・年度別・部局別調、海外出張者旅費出途別調 統計 教職員

熊本大学工学部教授会運営細則 42/6/1から施行 規則 工学部

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 42/6/1から施行 規則 事務局

熊本大学学則の一部を改正する規則 電子工学専攻増設に伴うもの。42/5/1制定分の一部補正 規則 全学

熊本大学国有財産監守取扱内規の一部を改正す
る規則

42/5/16から施行 規則 全学

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

42/7/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

42/6/19から施行、42/6/1から適用 規則 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 42/6/24から施行、42/6/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 42/6/24から施行、42/6/1から適用 規則 医学部

熊本大学体質医学研究所規則の一部を改正する
規則

42/6/24から施行、42/6/1から適用 規則 体質医学研究所

熊本大学学生部委員会規則 42/6/20から施行 規則 全学

熊本大学学生部長専攻規則の一部を改正する規
則

42/6/20から施行 規則 医学部

昭和42年度科学研究費補助金交付内定者一覧 がん特別研究、総合研究、試験研究、機関研究、各個研究について掲載 科研費 全学

部局長等の改選 工学部、法文学部の学部長任期満了に伴うもの。 人事 全学

医学部、薬学部、体質医学研究所等の住所表示
変更について

本荘、大江の番地変更に伴うものか 施設 全学

名誉教授の称号授与について その他 全学

昭和43年度の卒業後の状況 42/5/2現在のもの 統計 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

42/7/1から施行 規則 医学部附属病院

1842185 ・・

184 ・42 ・ 17
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熊本大学医学部厚生補導協議委員会規則の一部
を改正する規則

42/7/14から施行、42/6/20から適用 規則 医学部

熊本大学学則の一部を改正する規則 42/7/17から施行 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 42/7/17から施行、42/6/1から適用 規則 工学部

部局長等の改選
附属図書館長の任期満了に伴うもの。松本雅明法文学部教授に42/8/1付を
もって発令

人事 図書館

評議員 42/8/1付のもの。 人事 全学

日誌
7/1　オット・マン夫妻来日（全学講義のため）
7/27　学位授与式　　　など

行事 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 42/8/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

42/9/5から施行、42/8/13から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学非常勤職員（日々雇用）の勤務時間お
よび休暇に関する規則の全部を改正する規則

42/10/1から施行 規則 全学

熊本大学細川家北岡文庫古文書利用規則 42/10/5から施行 規則 全学

昭和43年度熊本大学医学部附属看護学校学生募
集要項

入試 医学部附属看護学校

昭和43年度熊本大学医学部附属助産婦学校学生
募集要項

入試 医学部附属助産婦学校

昭和43年度熊本大学医学部附属診療エックス線
技師学校学生募集要項

入試 医学部附属診療エックス線技師学校

昭和43年度熊本大学医学部附属診療エックス線
技師学校（専攻科）学生募集要項

入試 医学部附属診療エックス線技師学校

熊大学学術調査隊帰る
熊大が初めて海外へ送った学術調査隊「熊大南米移住地学術調査隊」一行が
9/18帰着

その他 全学

年度別職員定員経過表 年度別の教職員数の推移 統計 教職員

日誌

9/4　 小磧公務員宿舎新営工事起工式
9/9　 養護教諭養成所寄宿舎地鎮祭
9/13　養護教諭養成所起工式
9/16　ハイデルベルヒ原子核研究所所員ゲーハルト・ワグナー氏来学（特別講義、於工
研）
9/18　熊本南米移住地学術調査隊、岡村隊長外4名帰任
9/22　附属中学校増築起工式

行事 全学

南米移住地学術調査より帰任して 医学部岡村一郎教授による寄稿。 コラム 全学

五高創立80周年記念祭の開催について
前夜祭10/9、記念式典10/10（於熊本大学講堂）。講堂前の第五高等学校趾
碑横に記念植樹。

行事 前身校

医学部基礎医学教室増築工事 10/7着工、完成は3/25の予定。 施設 医学部

142

・・ 1

・・

186

188 11

42 9

11042187 ・・
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日誌

10/5　 ストラスブール大学アドルフ教授来学（学術講演、於工研）
10/9　 五高創立80周年記念前夜祭
10/10　五高創立80周年記念式典、剣木文部大臣来学
10/14　医学部増築地鎮祭
10/20　解剖慰霊祭

行事 全学

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

42/10/20から施行 規則 全学

熊本大学職員の休憩時間及び休憩時間に関する
規則

42/10/20から施行 規則 全学

熊本大学学生会館運営委員会規則の一部を改正
する規則

42/12/4から施行、42/7/1から適用 規則 全学

熊本大学学生会館常任委員会規則の一部を改正
する規則

42/12/4から施行、42/7/1から適用 規則 全学

昭和43年度熊本大学養護教諭養成所学生募集要
項

入試 教育学部

永年勤続者表彰式
11/24に昭和42年度熊本大学永年勤続者および昭和42年度文部省永年勤続者
表彰式を工学部講堂で挙行

行事 教職員

熊本大学工学部研究発表会について 12/1工学部で開催 行事 工学部

係の設置について
庶務部人事課福祉係、経理部主計課監査係、教養部学生係が12/1付で設置さ
れた

設置 全学

日誌 11/7　 学位授与式 行事 全学

行事予定 12/2-3　女子寮々祭 行事 全学

年頭の言葉 柳本学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

42/12/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

42/12/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学評議会部会規則 42/12/22から施行 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 43/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 43/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

43/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

42/12/22から施行、42/6/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院運営審議会規則 42/12/22から施行 規則 医学部附属病院

1・12・42189

1143190 ・・
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昭和43年度熊本大学教育学部附属小学校入学志
願者募集について

入試 教育学部

昭和43年度熊本大学教育学部附属中学校入学志
願者募集について

入試 教育学部

昭和43年度熊本大学教育学部附属養護学校入学
志願者募集について

入試 教育学部

昭和43年度熊本大学教育学部附属幼稚園の入園
児決定について

入試 教育学部

建築学関係の講演会開催について
1/16工学部附属工学研究機器センターにおいて、ワシントン大学フィリッ
プ・シール氏の講演開催

行事 工学部

附属病院第三内科の診療開始について 2/9より開始。長島秀夫教授による。 設置 医学部附属病院

熊本大学法文学部規則 法文学部規則の一部改正。43/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学教育学部附属学校規則 43/2/28から施行 規則 教育学部

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害予防規則

43/2/28から施行 規則 全学

部局長等の改選 理学部長任期満了に伴うもの。現学部長再任。任期は43/4/1-45/3/31まで。 人事 理学部

熊本大学入学者志願について 2/1-10まで募集の願書の結果 入試 全学

第74回熊本ガン懇話会開く 医学部臨床講義室で開催 行事 医学部

昭和42年度新営工事一覧表
看護婦寄宿舎、工学部機械工学科実験室研究室及び共同実験室、教育学部実
験室・研究室、養護教諭養成所校舎、養護教諭養成所寄宿舎、教養部講義
室、附属中学校校舎、医学部基礎医学教室

施設 全学

庶務部、施設部および経理部の移転について
庶務部は2/14・15に本館二階へ、施設部は2/19に本館三階へ移転。経理部は
3/5に本館一階へ移転予定。部署配置図あり。

施設 事務局

日誌 2/9　学位記授与式 行事 全学

卒業式告辞 柳本学長によるもの 式辞 全学

熊本大学教育学部附属学校教頭に関する規則を
廃止する規則

43/3/8から施行、43/2/28から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部教授会規則 43/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部教授会運営規則 43/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

43/3/21から施行、43/1/5から適用 規則 全学

1343
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熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 42/4/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

43/3/27から施行、43/1/5から適用 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 カリキュラム改定。43/4/1から施行。 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

カリキュラム改定。43/4/1から施行。 規則 工学部

熊本大学医学部附属助産婦学校学則の一部を改
正する規則

43/4/1から施行 規則 医学部附属助産婦学校

教育職員の免許状授与の所要資格を得させるた
めの課程の認定について

文部省大学学術局より通知。保健の中学校・高校教諭免許状について。
43/4/1から適用。

規則 教育学部

昭和42年度（第16回）熊本大学卒業証書、修了
証書および学位記授与式

卒業式は3/25市民会館に於いて挙行。卒業者・修了者の名簿。 行事 全学

幼稚園長の異動 教育学部附属幼稚園長に木脇四丸教授就任。4/1付発令。 人事 教育学部

部課長異動
庶務部長、庶務部庶務課長、施設部施設課長、学生部厚生課長、医学部附属
病院業務課長の異動

人事 事務局

熊本大学永年勤続者表彰式 3/30に3/31付退職者に対する永年勤続者表彰式を挙行 行事 教職員

昭和43年度合格者の出身県別調査 全体のほか、各学部ごとの統計あり。 統計 全学

日誌
3/8　　皇太子ご夫妻の臨海実験所ご視察についての打合せ
3/25　 第16回熊本大学卒業式
3/29　 学位記授与式

行事 全学

入学式告辞（要旨） 柳本学長によるもの 式辞 全学

熊本大学養護教諭養成所授業料の徴収、徴収猶
予及び免除規則の一部を改正する規則

43/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学学則の一部を改正する規則 入学定員などの改正。43/4/30から施行、43/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 脳神経外科学講座の追加。43/4/30から施行、43/4/1から適用。 規則 医学部

熊本大学病理組織検査料金取扱規則の全部を改
正する規則

43/4/5から施行、43/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則

43/5/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

43/5/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則
熊本大学事務局事務分掌規則の全部を改正。43/5/4から施行、42/12/1から
適用

規則 事務局

8・5・43194
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電子計算機室運営委員会委員名簿 電子計算機室関係の名簿 人事 全学

入学者決定調
教養部作成。定員、合格者、取消者、入学者、退学処理者、就学者について
各学部のものを記載。附属学校は除く。

統計 全学

昭和43年度入学式 4/11挙行（於熊本市民会館）。 行事 全学

昭和43年春の叙勲受章者
本田弘人元学長（勲二等旭日重光賞）、竹屋男綱元体質医学研究所長（勲二
等瑞宝章）牛尾広惠元工学部長（勲三等瑞宝章）、千々岩助太郎元工学部教
授（勲三等瑞宝章）

受賞 教職員

皇太子殿下ご夫妻が理学部付属臨海実験所へ 4/11皇太子ご夫妻が天草の臨海実験所へ来訪。 行事 理学部

養護教諭養成所入学式 4/19挙行（於養護教諭養成所大講義室） 行事 教育学部

日誌
4/24　理学部増築起工式
4/27　付中体育館落成式

行事 全学

熊本大学教養部事務分掌規則の全部を改正する
規則

43/5/20から施行、42/12/1から適用 規則 教養部

熊本大学評議会部会規則の一部を改正する規則 43/5/23から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
特別教科（看護）課程のカリキュラム改定。43/5/23から施行、43/4/1から
適用。

規則 教育学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 再試験について規定。43/5/23から施行。 規則 薬学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

カリキュラム改定。43/5/23から施行、43/4/1から適用。 規則 工学部

熊本大学薬学部専門教育科目履修細則の全部を
改正する規則

43/5/29から施行。 規則 薬学部

熊本大学薬学部再試験細則 43/5/29から施行。 規則 薬学部

第19回医学展開催について
5/24-27まで、今回は「地域社会の医学の普及と発展の為に」というテーマ
で開催

行事 医学部

熊日社会賞に本学二教授が受賞、熊日社会賞受
賞祝賀会

第18回熊日社会賞を医学部須田経宇教授、工学部吉村虎蔵教授が受賞。なお
工学部職員主催による吉村教授の受賞祝賀会が5/25鶴屋特別食堂で行われ
た。

行事 全学

行事予定 6/8　教養部新館落成式 行事 教養部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

43/6/7から施行、43/6/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

43/6/15から施行、43/6/1から適用 規則 医学部附属病院

日本小児科学会熊本地方会開く
6/23に第132回日本小児科学会熊本地方会兼貴田熊大教授開講9周年記念学術
講演会が開かれた

行事 全学

1743196 ・・
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学生数（昭和43年5月1日現在） 各学部・大学院の各学年ごとの所属員数。 統計 全学

昭和42年度卒業者の進路状況（昭和42年5月1日
現在）

各学部・大学院について。 統計 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 43/7/11から施行、43/6/1から適用 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

43/7/23から施行、43/6/1から適用 規則 事務局

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

43/9/1から施行、43/6/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

研究生についての規定の追加。43/7/26から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研究生規則 43/7/26から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室規
則

43/7/26から施行 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室委
員会規則

43/7/26から施行 規則 全学

昭和43年度科学研究費補助金応募状況 研究の種類ごとに申請件数、申請額を記載 科研費 全学

昭和44年度熊本大学入学者選抜学力検査実施教
科、科目

入試 全学

昭和44年度大学入学者選抜資料のうち調査書の
取扱について

医学部・薬学部の志望者に限り、推薦方式を採用することについて 入試 全学

熊本大学医学部附属看護学校学則の一部改正 43/8/2から施行、43/4/1から適用 規則 医学部附属看護学校

黒髪地区放射性同位元素総合研究室委員会委員
長および同研究室長の決定について

研究室は43/4から使用を開始。室長には工学部四宮知郎委員が就任。 設置 全学

自転車の安全な乗り方コンテスト全国大会につ
いて

8/22に開催された全日本交通安全協会主催の安全な自転車の乗り方で、熊大
付属小チーム（九州代表）が団体4位に入賞

受賞 教育学部

昭和43年度本学初任者研修について 8/19-22に工研講演室において開催 セミナー 事務局

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官および分任契約担当官の補助者指定に関す
る規則の一部改正

43/9/5から施行、42/12/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属看護学校助産婦学校寄宿舎
規則

43/10/1から施行 規則 医学部附属看護学校

昭和44年度付属学校の入学者選抜について
文部省大学学術局からの通達。福岡教育大学付属福岡小学校の昭和43年度入
学者選抜において発生した不祥事をうけてのもの。

入試 教育学部

部局長等の改選 学生部長に忽那将愛医学部教授就任 人事 全学

110 ・・

1・9・
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熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 43/10/30から施行、43/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学工学部受託試験規則 43/11/5から施行 規則 工学部

診療エックス線技師法の一部を改正する法律附
則第3項第2号の規定に基づく診療放射線技師学
校の指定について

43/9/25付けで指定 設置 医学部附属診療エックス線技師学校

部局長等の改選 前教養部長の任期満了に伴うもの。高野巽教授が11/1付で就任。 人事 教養部

昭和43年度庶務人事事務研修の実施について 10/15-18、10/29-11/1までの8日間にわたり実施 セミナー 事務局

熊本大学医学部水俣病研究班が第27回西日本文
化賞を受賞

11/3受賞。 受賞 医学部

日誌

10/1　 体質医学研究所新営・地鎮祭
10/3　 黒髪地区電話室起工式
10/9　 駐日インドネシヤ大使館ダデー教育担当官来学
10/25　医学部解剖慰霊祭

行事 全学

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

臨床研修生の受入についての項目追加。43/11/26から施行、43/10/1から適
用。

規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 43/12/3から施行 規則 全学

昭和43年度科学研究費補助金交付決定者一覧
がん特別研究、特定研究、総合研究、試験研究、一般研究、奨励研究、研究
成果刊行費について掲載

科研費 全学

国立大学附属病院における昭和43年度臨床研修
の実施について

昭和43年度の臨床研修生の配分決定通知（文部省大学学術局から）。 規則 医学部附属病院

永年勤続者表彰式 11/25に工学部附属工学研究機器センター講演室で挙行 行事 教職員

熊本大学振興会報告
熊本大学期成会の業務を引き継いだ振興会による報告。昭和42年度からの寄
付金及び積立金の運用について。また43年度の事業計画書。

その他 全学

日誌
11/1　 熊本大学祭（5日まで）
11/30　講堂及び武道場地鎮祭　　　など

行事 全学

昭和44年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

日誌 12/20　学長と生協の話合い 行事 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 44/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 44/4/1から施行 規則 教養部

日誌
1/24　第2回学長と生協の話し合い
1/28　第3回学長と生協の話し合い

行事 全学

昭和44年度科学研究費申請状況一覧 研究の種類ごとに申請件数、申請額を記載 科研費 全学

・・

1144

12

1・

・・

3

11243201 ・・

11143200 ・・
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昭和44年度熊本大学入学志願者数調 付表 統計 全学

部局長等の改選 法文学部長、医学部長、工学部長、病院長の任期満了に伴うもの。 人事 全学

卒業式告辞 学長事務取扱荒木雄喜によるもの 式辞 全学

熊本大学医学部付属看護学校学則の一部を改正
する規則

44/4/1から施行 規則 医学部附属看護学校

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 44/4/1から施行、43/12/3から適用 規則 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

44/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部教授会規則の全部を改正する規
則

44/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

44/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研修生規則 44/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部教授会運営細則の全部を改正す
る規則

44/4/1から施行 規則 医学部

昭和43年度（第17回）熊本大学卒業証書、修了
証書および学位記授与式について

3/25実施。各学部ごとの卒業者・修了者リスト。 行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式 3/31に3/31付退職者を対象として挙行 行事 教職員

昭和44年度熊本大学合格者の出身校県別調査 各学部ごとの統計 統計 全学

日誌 3/1　公開交渉　　　など 行事 全学

熊本大学工学部教授会運営細則の一部を改正す
る規則

44/4/21から施行、44/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

44/6/3から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 44/6/17から施行、44/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

44/6/17から施行、44/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学学則の一部を改正する規則 44/7/22から施行、44/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 44/7/22から施行、44/4/1から適用 規則 医学部

205 1・

5月～9月併刊号

44 4・

206
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熊本大学医学部付属診療エックス線技師学校学
則を廃止する規則

44/7/22から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属診療エックス線技師学校

熊本大学医学部付属診療放射線技師学校学則 44/7/22から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属放射線技師学校

熊本大学国有財産監守取扱内規の一部を改正す
る規則

44/7/30から施行、44/4/1から適用 規則 全学

熊本大学防火規則の一部を改正する規則 44/7/30から施行、44/4/1から適用 規則 全学

教育職員免許状授与の課程の認定
工学部、教育学部で取得できる免許状についての認可。いずれも44/4/1から
適用。

設置 全学

教育学部特別教科（看護）教員養成課程の看護
婦養成期間としての指定について

44/5/7付。 設置 教育学部

大学院工学研究科に合成化学専攻過程設置につ
いて

44/1/20付。 設置 工学部

体質医学研究所移転について 44/8/1付。 施設 体質医学研究所

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 44/9/11から施行、44/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

44/9/11から施行、44/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

44/9/20から施行、44/7/16から適用 規則 図書館

熊本大学医学部付属学校長選考規則の一部を改
正する規則

44/9/20から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属学校

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 44/9/27から施行、44/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

44/9/27から施行、44/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学医学部付属学校入学試験委員会規則 44/10/4から施行 規則 医学部附属学校

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

44/11/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研究生規則の一部
を改正する規則

44/10/15から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研修生規則の一部
を改正する規則

44/10/15から施行、44/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学国有財産取扱規則 44/11/20から施行 規則 全学

熊本大学総合研究資料館設置準備委員会規則 44/11/25から施行 規則 全学

208
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昭和44年度科学研究費補助金交付決定課題一覧
がん特別研究、特定研究、総合研究、試験研究、一般研究、奨励研究、研究
成果刊行費について掲載

科研費 全学

永年勤続者表彰式 11/22に体質医学研究所会議室で行われた 行事 教職員

行事予定 12/14-21　工友寮寮祭　　　など 行事 全学

年頭に思う 六反田藤吉学長によるもの。学園紛争と大学の将来について。 コラム 全学

熊本大学医学部附属病院放射線障害予防規則 44/12/24から施行 規則 医学部附属病院

昭和45年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

45/2/1から施行 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 45/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

45/4/1から施行 規則 理学部

昭和45年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

行事予定 2/1　女子寮寮祭 行事 全学

212 45 ・ 3 ・ 1

行事予定
3/3-5　入学試験
3/25　卒業式

行事 全学

卒業式告辞 六反田学長によるもの。 式辞 全学

熊本大学医学部付属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

45/2/27から施行、45/2/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部付属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

45/2/27から施行、45/2/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

45/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 45/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

45/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学細川家北岡文庫古文書館外帯出要領 45/2/1から実施 規則 全学

教員の免許状授与の所要資格を得させるための
課程の認定について

工学研究科合成化学専攻大学院における高校教諭1種普通免許状（工業）に
ついて。45/4/1から施行

設置 工学部

213 45 4 1・・

210 ・・
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昭和45年度入学試験状況 各学部ごとの統計 統計 全学

昭和44年度熊本大学卒業式について 3/25にて実施（於熊本市民会館）。 行事 全学

退職時の永年勤続表彰 3/31付退職者を対象として実施 行事 教職員

行事予定 4/11　入学式 行事 全学

熊本大学庁舎等使用規則の一部を改正する規則 45/4/2から施行、44/11/20から適用 規則 全学

熊本大学庁舎等使用取扱細則の一部を改正する
規則

45/4/2から施行、44/11/20から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

45/4/11から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学奨学寄附金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

45/4/22から施行 規則 事務局

熊本大学改革委員会規則 45/4/25から施行 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 45/4/25から施行 規則 工学部

昭和45年度熊本大学入学式 4/11から熊本市市民会館にて挙行。 行事 全学

熊本大学名誉教授の称号授与について 45/4/23付で3名の元教員に名誉教授の称号を授与 その他 教職員

昭和44年度「学校建築」工事一覧表
医学部付属病院外科系病棟および臨床講義室、薬学部校舎、黒髪地区中性子
発生装置室、黒髪地区環境整備道路舗装その他、本荘地区電話交換室、医学
部外装

施設 全学

熊本大学日々雇用職員の勤務時間および休暇に
関する規則の全部を改正する規則

45/5/4から施行、45/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 45/5/13から施行、45/4/1から適用 規則 全学

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

45/5/14から施行、45/4/17から適用 規則 事務局

熊本大学養護教諭養成所学寮委員会規則の一部
を改正する規則

45/5/21から施行、45/5/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部聴講生細則 45/5/4から施行、45/4/1から適用 規則 教育学部

電子計算機室長、主任委嘱さる 45/4/1から委嘱。任期は47/3/31まで。 人事 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部改正 45/6/1から施行 規則 全学

1

17・
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熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

45/6/22から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

45/7/1から施行 規則 全学

熊本大学旅行命令権の復委員に関する規則の一
部を改正する規則

45/7/1から施行 規則 全学

熊本大学受託研究規則 45/6/25から施行 規則 全学

熊本大学改革委員会の発足について 第1回会議が6/1事務局会議室で開催された。委員会名簿あり。 設置 全学

熊本大学給与簿実施要領一部改正 45/7/6から施行、45/7/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院臨床研究医規則を廃止
する規則

45/7/18から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研修医規則の一部
を改正する規則

45/7/18から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和45年度科学研究費補助金の交付内定通知に
ついて

昭和45年度科学研究費補助金採択状況一覧の掲載有 科研費 全学

218 45 ・ 9 ・ 1

行事予定 9/6　昭和45年度集団キャンプ（学生部）　　　など 行事 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

45/9/1から施行 規則 事務局

熊本大学名誉教授の称号授与について 六反田藤吉前熊本大学長に熊本大学名誉教授の称号授与 その他 教職員

行事予定 10/29　昭和45年度解剖慰霊祭 行事 医学部

220 45 ・ 11 ・ 1

昭和46年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

昭和46年度熊本大学養護教諭養成所学生募集要
項

入試 教育学部

永年勤続者表彰式 11/21に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 全学

雪と椿‐年頭にあたって‐ 黒田学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

45/12/14から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和46年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

・8・45217 1

222 ・・ 1146

219 ・・

45221 ・

1045

112・

1
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本里義明教授、工学部長に併任発令さる 12/2に選ばれ、45/12/10から二年間。 人事 工学部

熊本大学教育学部附属学校給食センター規則 46/1/27から施行し、45/4/1から適用 規則 教育学部

教養教育に関する改革の理念および問題点を発
表（工学部改革準備室）

コラム 教養部

黒髪北地区食堂の竣工
45/8下旬から着工していたもの。2/8から1階食堂が、4月から2階が開設予
定。

施設 全学

「大学入学者選抜方法の改善について」を中間
発表

12/16付けで発表。大学入学状況推移、年度別推薦入学等実施大学数の掲載
有

その他 全学

熊本大学学部長選考基準の一部を改正する規則 46/2/25から施行 規則 全学

熊本大学体質医学研究所長選考基準の一部を改
正する規則

46/2/25から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学広報委員会規則 46/4/1から施行 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 46/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

46/2/23から施行 規則 教育学部

昭和46年度熊本大学入学志願状況 出願期間は2/1-10。入試は3/3-5。合格発表は3/16。前年度データあり。 統計 全学

昭和46年度熊本大学養護教諭養成所入学志願状
況

出身県別の記載。 統計 教育学部

医学部附属病院の機能と病院長選考制度につい
て（答申）を発表

医学部あり方検討委員会によるもの。1/21の発表。 その他 医学部附属病院

教養部運営協議会専門委員会発足
大学設置基準の一部改正（45/8/31）に伴い、本学の一般教育課程の問題に
ついて審議するため、2/23に専門委員会を設置、会議を実施

設置 教養部

行事予定 3/25　卒業式 行事 全学

卒業式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 46/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

46/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 46/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 46/4/1から施行 規則 教養部

46224 ・・

1

225

246223 ・

3

・

1

14 ・46 ・
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熊本大学教養部運営協議会規則の一部を改正す
る規則

46/3/22から施行 規則 教養部

熊本大学医学部長選挙細則の一部を改正する規
則

46/2/25から施行 規則 医学部

熊本大学医学部教官選考内規の一部を改正する
内規

46/3/15から施行、45/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

46/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属中毒研究施設規則の一部を
改正する規則

46/3/25から施行、45/4/1から適用 規則 医学部附属中毒研究施設

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

46/4/1から施行 規則 全学

昭和45年度熊本大学卒業式 3/25挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

学生の懲戒処分を決定 昭和44年4月以降の一連の紛争関係者の処分について。 その他 全学

林秀男教授医学部長に発令さる 前学部長の任期満了に伴うもの。 人事 医学部

沢田芳男教授体質医学研究所長に発令さる 前学部長の任期満了に伴うもの。 人事 体質医学研究所

高橋等教授医学部附属中毒研究施設長に発令さ
る

前施設長の任期満了に伴うもの。 人事 医学部附属中毒研究施設

中村家政教授附属病院長に発令さる 前病院長の任期満了に伴うもの。 人事 医学部附属病院

永年勤続者表彰および退官記念品の贈呈 3/31に昭和45年度末退職者のうち該当者に対して挙行 行事 教職員

図書館長選考のあり方についての問題点を指摘 本学改革委員会による。3/9付けで学長に提出。 その他 図書館

昭和45年度「施設整備」一覧

医学部附属病院外科系病棟及び臨床講義室、黒髪北地区食堂、教育学部実験
室・音楽教室・技術実習室、附属養護学校校舎、黒髪南地区既設建物暖房、
医学部既設建物暖房ボイラー室、黒髪南地区環境整備、黒髪地区プール、黒
髪北地区環境整備、黒髪北地区既設建物暖房

施設 全学

入学式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

46/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 定員数の改正。46/4/17から施行、46/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

46/4/17から施行、46/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 46/4/17から施行、46/4/1から適用 規則 教育学部

226 ・・ 1546
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「情報」等総合科目を開設―教養部―
総合科目自体は昨年度から開始。本年度（46年度）は「情報」「医学概論」
「言葉と人間」が新しく開設。

設置 教養部

昭和46年度熊本大学入学式を挙行 4/12挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

昭和46年度職員定員（2027人）について 本年度教職員定員が決定。付表。 統計 全学

号外 46 ・ 6 ・ 1

教職員の皆さんへ―各部局を回って― 現在の熊本大学が於かれている状況についての黒田学長による意見。 コラム 全学

熊本大学教育学部附属学校給食センター規則の
一部を改正する規則

46/5/17から施行、46/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

46/5/13から施行、46/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院事務部事務分掌規則の
一部を改正する規則

昭和46/5/16から適用 規則 全学

熊本大学教育学部卒業論文細則の一部を改正す
る規則

昭和46/5/15から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

46/6/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学工学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

46/5/16から施行 規則 工学部

昭和46年度社会教育主事講習が委嘱さる
文部省主催であった社会教育主事講習が本年度から本学に委嘱されることに
なる。九州では本校と九州大学との二校で実施。

設置 全学

昭和46年度入学志願者・合格者卒業年次別調 現役・浪人別の統計 統計 全学

加瀬佳年教授附属図書館長に発令さる 前館長の転出に伴うもの。 人事 図書館

緒方維弘元教授らに名誉教授の称号授与
体質医学研究所緒方維弘教授、工学部轟一郎教授、工学部福井武弘教授に対
し、名誉教授の称号を授与

その他 教職員

工学部衝撃エネルギー実験所設置さる　初代所
長に工学部清田堅吉教授

初代所長に工学部清田賢吉教授。清田教授による「衝撃エネルギー実験所開
設にあたって」という寄稿あり。

設置 工学部

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

46/6/1から施行、46/5/16から適用 規則 工学部

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

46/6/10に施行、46/5/16から適用 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官および分任契約担当官の補助者指定に関す
る規則の一部を改正する規則

46/6/10から施行、46/5/16から適用 規則 全学

熊本大学奨学寄附金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

46/6/10から施行、46/5/16から適用 規則 全学

昭和46年度入学者選抜学力検査実施教科、科目
決定さる

入試 全学

・46228

46227 ・・ 16

1・7
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昭和46年度入学志願者数・合格者数等調の結果
まとまる

学生部学生課の調査による。志願者数・合格者数と、合格者の出身高校所在
地別調。

統計 全学

荒木雄喜教授　教育学部長に発令さる 7/1付で荒木雄喜教授（数学担当）が教育学部長として発令 人事 全学

熊本大学医学部附属助産婦学校学則の一部を改
正する規則

46/7/14から施行、46/4/1から適用 規則 医学部附属助産婦学校

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する規則

46/7/15から施行、46/7/3から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学養護教諭養成所助手の勤務評定実施規
則の一部を改正する規則

46/7/17から施行、46/7/1から適用 規則 教育学部

熊本大学入学試験実施組織規則の一部を改正す
る規則

46/7/17から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

46/7/19から施行、46/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

46/7/29から施行 規則 図書館

昭和46年度科学研究費補助金内定 昭和46年度の採択状況一覧と各研究ごとの採択結果掲載 科研費 全学

評議員の交代 8/1付けで教養部以外の各学部評議員メンバーが交替 人事 全学

「学長選考制度」について答申
本学改革委員会による。答申は本文と参考資料の2分冊からなっており、学
長から各教職員へ配布される。

その他 全学

230 46 ・ 9 ・ 1

231 46 ・ 10 ・ 1

事務改善委員会設置さる
事務の改善と合理化を推進するため設置、事務局長、事務局各部長、附属病
院事務部長、学生部次長および事務局長の指名する課長及び事務長から構成
される。9/25日に第1回会合。

設置 事務局

附属病院の患者に関する調査等の調査結果まと
まる

附属病院における昭和45年度の入院及び外来患者における調査。 統計 医学部附属病院

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 46/11/2から施行、46/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院臨床研修医規則の一部
を改正する規則

46/11/2から施行、46/4/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和47年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

加瀬教授（薬物学）に内藤記念研究助成金贈呈
決定

薬学部の加瀬佳年教授が「脳内に存在するピペリジンの化学伝達物質として
の役割に関する実験的研究」に対して財団法人内藤記念科学振興財団から助
成金100万円を贈呈された

受賞 薬学部

津末助教授（鉱床学）に実吉小額会見休助成金
贈呈さる

理学部の津末昭生助教授が「金属鉱床精製に関連ある花崗岩質貫入岩と関連
の少ない同質貫入岩の化学組成および生成条件に関する研究」に対して財団
法人実吉小額会から研究助成金を50万円寄贈された

受賞 理学部

46229 ・ 18 ・

46233 12・

111 ・46232 ・

1・
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永年勤続者表彰式 11/22に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 教職員

寒蘭の絵―年頭にあたって― 黒田学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 46/12/27から施行、46/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学工学部附属衝撃エネルギー実験所規則 46/12/27から施行、46/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 教養部

昭和47年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

本学附属図書館実地視察行われる 文部省の大学図書館視察委員による視察が12/1に実施された。 行事 図書館

九州地区国立工業大学長工学部長会議開催さる 12/16本学工学部の当番で開催 会議 工学部

熊本大学医学進学課程履修内規の一部を改正す
る規則

47/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部専門課程学力試験細則の一部を
改正する規則

47/1/6から施行、46/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

47/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学における卒業期に卒業できない学生の
処置に関する取扱内規の全部を改正する規則

47/4/1から施行 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 47/4/1から施行 規則 工学部

昭和47年度入学志願状況
2/1-10まで募集の願書の結果。募集人員は変化ないが、志願者数がわずかに
減少傾向。

統計 全学

大学院実地視察行われる
47年度から設置予定の本学大学院文学研究科（修士課程）と法学研究科（修
士課程）の実地視察が大学設置審議委員会により2/16行われた。

行事 法文学部

第1回電子計算機による事務処理のための講習
会について

本学事務系職員に対し、電子計算の仕組みおよびその利用のための基礎的知
識を習得させることを目的として2/14-16まで実施（於工学部附属工学研究
機器センター講演室）

行事 事務局

13

47234 1・1・

235 ・・ 1247

47236 ・・
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卒業式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学教育学部養護教員養成課程規則の一部
を改正する規則

47/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

47/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学薬学部専門教育科目履修細則の一部を
改正する規則

47/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

47/3/16から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

47/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

47/4/1から施行 規則 工学部

昭和46年度熊本大学卒業式挙行さる 3/25実施（於熊本市民会館） 行事 全学

部局長紹介 学生部長佐藤昌康教授、教養部長今西茂教授 人事 全学

永年勤続者表彰および退官記念品の贈呈行なわ
れる

3/31に事務局大会議室で挙行 行事 教職員

永松譲一教授（法文学部）ほか12名定年退職 12名の教官、21名の事務系職員が3/31付で退職 人事 教職員

国立6大学事務局長会議開催さる 3/9-10に本学事務局大会議室において開催 会議 事務局

昭和46年度施設整備一覧
工学部機械実習室、教育学部附属幼稚園々舎、工学部附属衝撃エネルギー利
用実験室、工学部附属中型電子計算機室、理学部付属臨海実験所研究室宿泊
施設、黒髪南地区自動車々庫

施設 全学

入学式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

昭和47年度熊本大学入学式挙行さる 4/11挙行（於熊本市民会館）。 行事 全学

法文学部に大学院文学、法学研究科（修士課
程）、医学部に付属臨床検査技師学校設置さる

47/4/1付で設置。なお、付属衛生検査技師学校は在学生が卒業する来年3月
末日を待って廃校の予定。

設置 全学

国立6大学学長会議開催さる 4/19、20にかけて本学において開催 会議 全学

事務分析研究会の発足について 事務局を中心として各部局の若手事務職員による事務分析研究会が発足。 その他 事務局

中型電子計算機稼動開始さる
工学研究機器センターに隣接して建設中であった中型電子計算機室が完成、
4/11から稼動開始。

施設 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 全学

1547

11

1447237 ・・

238 ・・

号外 547 ・・
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熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院研究科委員会規則の一部を改正
する規則

47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学研究生等の授業料徴収規則の一部を改
正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学契約事務分掌規則の一部を改正する規
則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学奨学寄附金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学部共通細則の一部を改正する規則 47/5/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院文学研究科規則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学大学院法学研究科規則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学大学院文学研究科教官資格基準 47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学大学院法学研究科教官資格基準 47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学教育学部付属学校規則の一部を改正す
る規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部養護教員養成課程規則の一部
を改正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学臨時養護学校教員養成課程規則の一部
を改正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

47/5/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属臨床検査技師学校学則 47/5/1から施行、47/4/1から適用 規則 医学部附属臨床検査技師学校

熊本大学医学部付属学校長選考規則の一部を改
正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 医学部附属学校

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

47/4/1から施行 規則 図書館
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熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学養護教諭養成所授業料等の徴収、徴収
猶予および免除規則の一部を改正する規則

47/5/6から施行、47/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学電子計算機室運営委員会規則の一部を
改正する規則

47/5/15から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する規則 47/5/16から施行、47/5/1から適用 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

47/5/27から施行、47/5/1から適用 規則 全学

熊本大学病理組織検査受託規則の一部を改正す
る規則

47/5/27から施行、47/5/1から適用 規則 医学部

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官および分任契約担当官の補助者指定に関す
る規則の一部を改正する規則

47/5/27から施行、47/5/1から適用 規則 全学

昭和47年度入学者決定等調 付表 統計 全学

養護教諭養成所の入学状況等調査結果まとまる 入学状況。出身県別・年次別学生数および就職状況など。 統計 教育学部

昭和47年度社会教育主事講習委嘱さる 7/11-8/26まで文部省の委嘱により開催 セミナー 全学

第15回九州薬学生連盟総合大会開催さる
5/2-5にかけて九州大学、長崎大学、第一薬科大学、福岡大学及び熊本大学
の各大学の薬学部生による九州薬学生連盟総合大会が本学薬学部の当番によ
り開催

行事 学生

日本哲学会開催さる 5/20-21にかけて本学教養部において開催 行事 教養部

国立7大学理学部長会議開催さる 5/23-24にかけて本学理学部において開催 会議 理学部

各種委員会委員の交代
教養部運営協議会委員、放射性同位元素委員会委員、電子計算機室運営委員
会委員の交代について

人事 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

47/5/16から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学の会計機関の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則

47/7/1から施行 規則 事務局

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 47/7/1から施行、47/5/1から適用 規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 47/7/1から施行、47/5/1から適用 規則 工学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

47/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

47/7/1から施行、47/4/1から適用 規則 医学部

47 1・6239

240 47

・

7 1・・
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熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

47/7/1から施行、47/5/1から適用 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院臨床研修医規則の一部
を改正する規則

47/7/1から施行、47/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部付属学校入学試験委員会規則の
一部を改正する規則

47/7/1から施行、47/4/1から適用 規則 医学部附属学校

昭和47年度科学研究費補助金内定
昭和47年度科学研究費補助金採択状況一覧として総括表、交付内定額（個別
の結果）を掲載

科研費 全学

部局長紹介 薬学部長一番ヶ瀬尚教授の紹介（47/6/1発令） 人事 薬学部

宮尾定信元教授らに名誉教授の称号授与
元体質医学研究所宮尾元信教授、元工学部四宮知郎教授、元工学部竹井素行
教授、元法文学部永松譲一教授に授与

その他 教職員

昭和47年度教職員定員（2022人）決まる
工学部工業数学第二、教育学部音楽科教育等の増設、附属病院集中治療室お
よび附属養護学校教官の充実などによる。全体としては5人の減員。

人事 全学

「教育課程と教育体制」について答申-本学改
革委員会-

改革委員会による第2回答申。5/31学長へ提出。一般教養について指摘。 その他 全学

第二次熊本大学環地中海遺跡調査団特別講演会
開催

6/5に第二次熊本大学環地中海遺跡調査団がさきに訪問したトルコほか5カ国
における調査結果についての特別講演会を開催

行事 全学

熊本大学改革委員会委員の交替 人事 全学

昭和48年度入学者選抜学力検査実施教科、科目
等決定

付表 入試 全学

在学生数調 学部、大学院、専攻科別 統計 全学

卒業後の状況調 学部、大学院別 統計 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

47/8/2から施行 規則 医学部附属病院

昭和47年度九州地区大学厚生補導職員（中級）
研修会開催さる

昭和47年度は熊本大学学生部が当番、阿蘇町内牧にて8/29-9/2まで開催予定 行事 全学

附属病院の患者に関する調査
1/附属病院の患者に関する調査、2/診療費用負担別患者数、3/病類別入院患
者数

統計 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

47/10/1から施行 規則 医学部附属病院

第2回電子計算機講習会開催さる 8/28-9/1まで実施（於工学部附属工学研究機器センター講演室） 行事 全学

岳中教授（薬理学第2）にかなえ医学奨励金贈
呈さる

医学部の岳中典男教授に財団法人かなえ新薬研究会から奨励金が贈呈され
た。

受賞 医学部

小谷教授（解剖学第2）に日本医師会医学研究
助成金贈呈さる

医学部の小谷正彦教授に日本医師会から助成金が贈呈された。 受賞 医学部

1847241 ・・

1947242 ・・

1・10・47243
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児童生徒数調 1/附属学校、2/各種学校（看護学校など） 統計 全学

財産形成貯蓄制度加入者数調 人事課福祉係の調査によるもの 統計 教職員

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 47/10/7から施行 規則 理学部

熊本大学医学部教官選考内規の一部を改正する
内規

47/9/21から施行 規則 医学部

九州地区国立大学学長会議開催さる 10/30、31日開催（於本学事務局会議室） 行事 全学

昭和47年度解剖慰霊祭行われる 10/26日開催（於県農協会館） 行事 医学部

教育学部附属小学校井上司朗教頭　学制百年記
念教育功労賞授与さる

10/5国立劇場にて授与 行事 教育学部

理学部附属臨海実験所の創設20周年記念式およ
び本館等落成式挙行さる

10/21に天草郡松島町合津で行われた。実験所の概観写真、建物平面図など
も掲載。

行事 理学部

附属図書館蔵書数調 付表 統計 図書館

昭和46年度図書閲覧状況表 1/分類別閲覧数、2/学部別閲覧数および研究室帯出冊数 統計 図書館

熊本大学授業料免除および徴収猶予取扱規則の
一部を改正する規則

47/11/20から施行 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所授業料等の徴収、徴収
猶予および免除規則の一部を改正する規則

47/11/20から施行 規則 養護教諭養成所

昭和48年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

昭和48年度熊本大学医学部附属臨床検査技師学
校学生募集要項

入試 医学部附属臨床検査技師学校

昭和48年度熊本大学医学部附属診療放射線技師
学校学生募集要項

入試 医学部附属診療放射線技師学校

昭和48年度熊本大学医学部附属助産婦学校学生
募集要項

入試 医学部附属助産婦学校

昭和47年度科学研究費補助金内定追加 本学転入者にかかる交付内定追加について 科研費 全学

昭和47年度科学研究費補助金の研究状況調査実
施さる

10/25に昭和46年度及び47年度に交付された科学研究費補助金のうち、特定
研究、試験研究(2)、奨励研究(A)について各研究担当者と面接の上、その後
の研究進展状況及び経理状況等について調査を行なった

科研費 全学

永年勤続者表彰式実施さる
11/22に体質医学研究所会議室で行われた工学部附属工学研究機器センター
講演室で開催

行事 教職員

医学部等実地視察実施さる
文部省大学学術局に設置されている医学視学委員によって、来年度学生の定
員増が予定されている医学部の改善充実のため、現在の教員組織および施設
設備等について行われた視察。

設置 医学部

・ 11247245 ・

47244 ・・ 111
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年頭にあたって　学長2年をふり返り将来を思
ふ

黒田学長によるもの コラム 全学

熊本大学理学部附属臨海実験所規則 47/12/27から施行 規則 理学部

昭和47年度科学研究費補助金内定追加 総合研究(B)、奨励研究(A)において追加 科研費 全学

昭和48年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

昭和48年度熊本大学養護教諭養成所学生募集要
項

入試 養護教諭養成所

部局長紹介 工学部長清田堅吉教授（17/12/10発令）について 人事 工学部

電気学会九州支部講演会開催さる 本学工学部電気工学科教室の当番により開催 行事 工学部

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 48/1/12から施行、47/4/1から適用 規則 全学

熊本大学防火規則の一部を改正する規則 48/1/12から施行 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 48/2/1から施行 規則 全学

熊本大学授業料免除および徴収猶予取扱規則の
一部を改正する規則

48/2/1から施行 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所授業料等の徴収、徴収
猶予および免除規則の一部を改正する規則

48/2/1から施行 規則 全学

林教授（病理学第一）に朝日賞（文化）贈呈さ
る

医学部の林秀男教授に朝日新聞社から1/16に贈呈 行事 医学部

土地および建物面積調
1/地区別土地面積、2/用途別敷地面積、3/用途別建物面積、4/建物の構造別
比率

統計 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 48/4/1から施行 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 48/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 48/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学研究生等の授業料徴収規則の一部を改
正する規則

48/4/1から施行 規則 全学

単位互換制度の実施について 庶務課より コラム 全学

昭和48年度入学志願状況 付表 統計 全学

1348248 ・・
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附属病院に更生医療機関として「じん臓に関す
る医療」指定さる

身体障害者福祉法に基づく更生医療の一つとして47/10/1付で厚生省から新
たに指定を受ける

設置 医学部附属病院

工学部　教養部と相互乗入れを実施
工学部では来年度入学者から専門教育科目を1年次において開講することと
なったことを受けて一般教養科目の履修についても変更。

その他 工学部

卒業式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 48/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 48/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

授業科目名称、開講年次の変更。48/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学薬学部専門教育科目履修細則の一部を
改正する細則

48/4/1から施行 規則 薬学部

昭和47年度熊本大学卒業式挙行さる 3/24挙行（於熊本市民会館）。卒業・修了者総数1241名。 行事 全学

教員の免許状授与の所要資格を得させるための
課程認定さる

文学研究科、法学研究科。48/4/1から適用。 設置 法文学部

昭和48年度行事予定表 教養部によるもの。 行事 全学

部局長紹介
新たに任命された医学部長、体質医学研究所長、理学部長、付属病院長につ
いて。

人事 全学

本学附属図書館完成 3/26落成式挙行。 施設 図書館

入学式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 48/4/10から施行、48/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学教員停年規則の一部を改正する規則 48/4/12から施行 規則 全学

熊本大学給与簿実施要項の一部を改正する規則 48/4/24から施行、48/4/1から適用 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

48/4/10から施行、48/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 48/4/28から施行、48/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学法文学専攻科履修細則および熊本大学
医学部附属衛生検査技師学校学則を廃止する規
則

48/4/10から施行、48/4/1から適用 規則 全学

熊本大学理学部附属臨海実験所使用規則の一部
を改正する規則

48/4/27から施行 規則 理学部

1・
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熊本大学医学部附属病院事務部事務分掌規則の
一部を改正する規則

48/4/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和48年度熊本大学入学式挙行さる 4/11挙行（於熊本市民会館）。 行事 全学

工学部電子工学科、電気主任技術者の資格を得
る学校として認定さる

電気事業法に基づき、通産大臣から認可。 設置 工学部

部局長紹介 教養部長に金子正信教授就任。 人事 教養部

事務局に小型電子計算機導入さる 全国でも初めての試み。庶務部庶務課に情報処理係を新設。 施設 事務局

昭和47年度施設整備一覧
教育学部実験実習室・工作室・付属小中学校ボイラー室、附属図書館、弓道
場、衝撃エネルギー実験実習室

施設 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
保健管理センター、医学部附属免疫医学研究施設、特殊教育専攻科の設置、
また医学部の入学定員増に伴うもの。48/5/25から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
文学研究科に英文学専攻の設置、理学研究科生物学専攻と医学研究科内科系
の入学定員増に伴うもの。48/8/25から施行、48/4/1から適用

規則 全学

熊本大学廃液処理委員会規則 48/5/25から施行 規則 全学

熊本大学保健衛生委員会規則 48/5/25から施行 規則 全学

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
の施行に伴う関係学内規則の整備に関する規則

48/5/25から施行、48/4/12から適用 規則 全学

熊本大学債権管理および歳入徴収事務取扱規則 48/5/1から施行 規則 全学

熊本大学知命堂および歳入徴収事務取扱規則 48/5/1から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 特殊教育専攻科設置に伴うもの。48/5/25から施行、48/4/1から適用。 規則 全学

熊本大学集会所使用規則 集会所事務取扱の変更に伴うもの。48/5/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

48/5/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

48/5/1から施行 規則 事務局

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

英文学専攻新設に伴うもの。48/5/25から施行、48/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
教育学部に数学科教育および家庭科教育学科目の設置に伴うもの。48/5/25
から施行、48/4/12から適用

規則 教育学部

熊本大学理学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

48/5/1から施行 規則 事務局

1・6・48251
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熊本大学医学部規則の一部を改正する規則
医学部医学科に生化学第二講座が設置されたことによる。48/5/25から施
行、48/4/12から適用

規則 医学部

熊本大学医学部附属免疫医学研究施設規則 48/5/25から施行、48/4/12から適用 規則 医学部附属免疫医学研究施設

熊本大学薬学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

48/5/1から施行 規則 事務局

昭和48年度科学研究費補助金の交付内定
がん特別研究(1)(2)、特定研究(1)(2)、一般研究(B)、試験研究(2)について
掲載

科研費 全学

昭和48年度入学者決定等調 付表 統計 全学

養護教諭養成所の入学状況等について 付表 統計 養護教諭養成所

部局長紹介 附属図書館長（48/5/16発令） 人事 図書館

昭和48年度教職員定員（2028人）決まる 全体で6名増員 人事 全学

昭和48年度社会教育主事講習委嘱さる
48/5/15付で文部省主催の社会教育主事講習が本年度も本学に委嘱された。
期間は7/11-8/28まで

セミナー 全学

熊本大学保健管理センター規則 48/6/30から施行、48/4/12から適用 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 48/5/29から施行、48/4/1から適用 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害予防規則の一部を改正する規則

48/6/30から施行 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官および文人契約担当官の補助者指定に関す
る規則の一部を改正する規則

48/6/4から施行、48/4/1から適用 規則 全学

熊本大学特殊教育特別専攻科履修細則 48/5/25から施行、48/4/12から適用 規則 全学

熊本大学臨時養護学校教員養成課程規則を廃止
する規則

48/5/29から施行、48/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

熊本大学医学部更生補導協議委員会規則の一部
を改正する規則

48/7/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 48/6/30から施行、48/4/12から適用 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

48/6/20から施行、48/4/12から適用 規則 薬学部

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

48/6/1から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する規則

48/6/29から施行 規則 医学部附属病院

17・ ・48252
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熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

48/5/10から施行、48/4/12から適用 規則 養護教諭養成所

昭和48年度科学研究費補助金の交付内定
昭和48年度の科学研究費補助金の交付を内定（第2次）。総合研究（A)、一
般研究(A)(B)(C)(D)、試験研究(2)、奨励研究(A)

科研費 全学

昭和48年度科学研究費補助金(海外学術調査）
の決定について

「熊本大学アフリカ現地人体質学調査」に対して決定 科研費 全学

部局長紹介 教育学部長、養護教諭養成所所長山下太利教授の紹介（48/7/1発令） 人事 教育学部

昭和49年度熊本大学入学者選抜学力検査実施教
科・科目等決定

入試 全学

柴田教授（生物薬品製造学）に三島海雲記念財
団学術奨励金贈呈さる

薬学部柴田元雄教授に贈呈。 受賞 薬学部

評議員の交替 8/1付けで交替 人事 全学

昭和48年度科学研究費補助金の交付内定追加 一般研究(B)1件追加 科研費 全学

部局長紹介 法文学部長に松本雅明教授（48/9/1発令） 人事 法文学部

在学生数調 学部、大学院、専攻科別 統計 全学

卒業後の状況調 学部、大学院別 統計 全学

昭和48年度科学研究費補助金の交付内定追加 奨励研究(A)2件追加 科研費 全学

林秀男教授（病理学第一）に三菱財団自然学研
究助成金贈呈さる

医学部林教授に三菱財団より助成金贈呈 受賞 医学部

医学部微生物学講座に千代田生命健康開発事業
団社会厚生事業助成金贈呈さる

医学部微生物講座（日沼頼夫教授）に助成金贈呈 受賞 医学部

熊本大学入学者選抜方法研究委員会規則 48/10/1から施行 規則 全学

第9回40国立大学経理部長会議開催さる 10/30、24に本学事務局会議室において開催 会議 事務局 30日、31日の誤りか

九州地区科学研究費補助金事務担当者説明会開
催さる

10/26に本学教養部教室において開催 セミナー 事務局

消費者団体代表者の薬学部構内施設見学
10/17に熊本県及び県薬剤師会共催による「薬と健康の週間」の行事の一環
として本学薬学部構内施設の見学を行なった

行事 薬学部

熊本大学教養部教官選考規則の一部を改正する
規則

48/12/1から施行 規則 教養部

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

48/12/1から施行 規則 図書館
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昭和49年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

永年勤続者表彰式挙行さる 11/24に工学部附属工学研究機器センター講演室において挙行 行事 教職員

年等に当って　去年と今年 黒田学長によるもの コラム 全学

国立大学設置法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係学内規則の整備に関する規則

48/12/21から施行、48/10/1から適用 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る規則

48/12/21から施行、48/10/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 48/12/21から施行、48/10/16から適用 規則 教育学部

昭和49年度熊本大学養護教諭養成所学生募集要
項

入試 養護教諭養成所

昭和49年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

神原教授（病態生理学部門）に内藤記念科学奨
励金贈呈さる

医学部附属中毒研究施設の神原武教授に研究助成金贈呈 受賞 医学部附属中毒研究施設

熊本大学自家用電気工作物保安規則の一部を改
正する規則

49/1/10から施行、48/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 49/1/29から施行 規則 全学

昭和49年度熊本大学法文学部及び工学部学生募
集要項の追加について

法文学部法科の入学定員増員および工学部環境建設工学科の新設を計画して
おり、それに伴う増員分の募集

入試 全学

人事給与関係事務の電子計算機処理開始につい
て

事務の電子計算機処理開発の一環として１月より人事給与関係事務について
電子計算機処理を開始。

その他 事務局

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 49/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

49/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

49/2/23から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

49/2/7から施行、49/2/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部改正
について

49/2/7から施行、49/2/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和49年度入学志願者数調 付表 統計 全学

卒業式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

49

449261 ・

258

249259

11 ・・

・

・

349260 ・

1・

1

1・
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熊本大学医学進学課程履修内規の一部を改正す
る規則

49/4/1から施行 規則 医学部

昭和48年度熊本大学卒業式挙行さる 3/25挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

大吉昭教授、大吉僓美子助手「日本原子力学会
賞」を受賞

工学部の大吉昭教授および大吉僓美子助手が、第6回日本原子力学会賞（論
文賞）を受賞。

受賞 工学部

部局長紹介
学生部長に薬学部久野拓造教授、工学部長に工学部松山公一教授就任。いず
れも49/4/1発令。

人事 全学

入学式告辞 黒田学長によるもの 式辞 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 49/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

電子計算機利用のための規則改正など。49/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

49/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学理学部教授会規則の全部を改正する規
則

49/4/17から施行 規則 理学部

熊本大学病理組織検査受託規則の一部を改正す
る規則

49/5/1から施行 規則 医学部

宣誓代表者および入学生数調
入学生数は4/8手続完了者数。入学式の資料か？（「学報」とは様式が違
う）

行事 学生

熊本大学学則の一部を改正する規則 49/5/24から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 49/5/24から施行、49/4/1から適用 規則 全学

熊本大学病理解剖受託規則 49/5/1から施行 規則 医学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 49/5/24から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

50/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 49/5/24から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 49/5/24から施行、49/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

49/5/24から施行、49/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学保健管理センターの設置に伴う関係学
内規則の整備に関する規則

49/5/21から施行 規則 保健管理センター

649263 ・・

549262 ・・ 1

1
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入学主幹の設置に伴う関係学内規則の整備に関
する規則

49/5/21から施行、49/4/1から適用 規則 全学

昭和49年度科学研究費補助金の交付内定
昭和49年度の科学研究費補助金交付内定（第1次）について。がん特別研究
(1)(2)、特定研究(1)(2)、一般研究（A)(B)(C)、試験研究(2)

科研費 全学

養護教諭養成所の入学状況等調 付表 統計 養護教諭養成所

昭和49年度教職員定員（2025人）決まる
工学部環境建設工学科新設に伴う増、医学部附属中毒研究施設の整備に伴う
増など。全体では昨年度より3名削減。

人事 全学

昭和48年度施設整備一覧
工学部共同講義室・材料力学研究室、養護教諭養成所動物舎、理学部生物学
科植物温室、附属病院職員厚生施設

施設 全学

熊本大学病理解剖受託細則 49/5/15から施行 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

49/7/1から施行、49/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施規則

49/7/1から施行、49/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科における特別聴講学
生に関する実施細則

49/7/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属中毒研究施設規則の一部を
改正する規則

49/7/1から施行、49/4/11から適用 規則 医学部附属中毒研究施設

熊本大学薬学部附属薬用植物園規則 49/7/1から施行、49/4/11から適用 規則 薬学部

荒木雄喜元教授らに名誉教授の称号授与
49/5/23付で元教育学部荒木雄喜教授、元理学部小貫章教授、元理学部岡畑
正教授に名誉教授の称号を授与

その他 教職員

熊本大学学長選考規則の一部を改正する規則 49/7/25から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る規則

49/7/25から施行 規則 全学

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

49/6/1から施行 規則 医学部

附属図書館蔵書数調 分類別蔵書数、年度別増加図書冊数、座席数及び閲覧統計 統計 図書館

266 49 ・ 9 ・ 1

昭和49年度科学研究費補助金の交付内定
昭和49年度の科学研究費補助金交付内定（第2次、第3次、他大学からの転入
に伴う内定追加）について。一般研究(A)(B)(C)(D)、試験研究(2)、奨励研
究(A)、特定研究(1)について

科研費 全学

熊本大学医学部附属病院事務部事務分掌規則の
一部を改正する規則

49/10/1から施行 規則 医学部附属病院

部局長紹介 学生部長に岡田正秀工学部教授（49/10/1付発令） 人事 全学

熊本大学消防団規則の一部を改正する規則 49/10/1から施行 規則 全学

11149268 ・・

11049267 ・・

1849265 ・・

7・49264 1・
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熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官、契約担当官および分任契約担当官の補助
者指定に関する規則の一部を改正する規則

49/10/1から施行 規則 全学

熊本大学病理組織検査受託規則の一部を改正す
る規則

49/10/15から施行 規則 医学部

学長退官のごあいさつ 黒田学長によるもの。11/19付で退官。 コラム 全学

就任御挨拶 岳中典男新学長によるもの。 コラム 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 49/11/18から施行 規則 全学

熊本大学奨学寄付金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

49/11/18から施行 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 49/11/18から施行 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

49/11/30から施行、49/9/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 49/11/30から施行、48/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

49/11/18から施行、49/10/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和50年度熊本大学学生募集要項 入試 全学

昭和49年度科学研究補助金の交付内定 昭和49年度科学研究費補助金交付内定（第4次）。奨励研究(A)1件 科研費 全学

永年勤続者表彰式 11/22に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 教職員

年頭に当たって 岳中学長によるもの コラム 全学

昭和50年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

昭和50年度養護教諭養成所学生募集要項 入試 養護教諭養成所

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 50/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 50/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

50/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部進学課程履修内規の一部を改正
する規則

50/4/1から施行 規則 医学部

・ 1269 49 ・ 12

2 1271 ・・50

1150270 ・・
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熊本大学体質医学研究所規則の一部を改正する
規則

50/4/1から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学体質医学研究所研究生規則 50/4/1から施行 規則 体質医学研究所

卒業式告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

国立の学校における授業料その他の費用に関す
る省令の施行に伴う関係学内規則の整備に関す
る規則

50/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育委員会規則 50/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 50/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 50/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部専門課程学力試験細則の全部を
改正する細則

50/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学体質医学研究所事務分掌規則の一部を
改正する規則

50/4/1から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

50/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館長選考規則の一部を改正す
る規則

50/3/27から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館長選考細則 50/3/27から施行 規則 図書館

昭和49年度卒業式挙行さる 3/25実施（於熊本市民会館） 行事 全学

昭和50年度入学試験結果一覧 付表 統計 全学

昭和50年度入学試験地区別志願者数調 付表 統計 全学

医学部附属病院事務組織の改正について 4/1より改正、改正後の組織図あり その他 事務局

永年勤続者表彰及び退官記念品の贈呈行なわれ
る

3/29に昭和49年度末退職者を対象として事務局会議室で挙行 行事 教職員

入学式告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 50/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する規則

50/4/1から施行 規則 医学部附属病院

50273

・

・

50272 ・ 13

15

1・4

50274 ・・
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熊本大学知命堂および歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

50/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

50/5/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の全部を改
正する規則

50/5/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和50年度教職員定員について
養護教諭特別別科の新設に伴う増、工学部環境建設工学科の学年進行による
増、法文学部・教育学部の定員増に伴う増などによる。全体としては昨年度
より3名減。

人事 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 50/5/10から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 50/5/10から施行、50/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

50/5/10から施行、50/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

50/5/10から施行、50/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 50/5/23から施行、50/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 50/5/10から施行、50/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

50/5/10から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学学則の一部を改正する規則 50/6/27から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 50/6/27から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 50/6/27から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学養護教諭特別別科規則（制定） 50/6/27から施行、50/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則の
施行に伴う関係学内規則の整備に関する規則

50/7/28から施行、50/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学研究生等の授業料徴収規則の一部を改
正する規則

50/7/28から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学債権管理および歳入徴収事務取扱規則
の一部を改正する規則

50/7/28から施行、50/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 50/7/28から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

50/7/7から施行、50/4/1から適用 規則 事務局

50275 ・

50277 ・・

750276 ・・

16

1

・

18
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昭和50年度科学研究費補助金の交付内定 昭和50年度科学研究費補助金の交付内定（第1次、第2次、第3次）について 科研費 全学

昭和51年度熊本大学入学者選抜学力検査実施教
科・科目等決定

入試 全学

昭和51年度養護教諭養成所入学者選抜学力検査
実施教科・科目並びに実施期日等決定

入試 養護教諭養成所

278 50 ・ 9 ・ 1

昭和50年度科学研究費補助金の交付内定（追
加）

昭和50年度科学研究費補助金の交付内定の追加について。奨励研究A、1件 科研費 全学

279 50 ・ 10 ・ 1

熊本大学医学部宿日直細則の一部を改正する細
則

50/10/から施行 規則 医学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 50/10/29から施行、50/4/1から適用 規則 医学部

熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

50/9/25から施行、50/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

熊本大学養護教諭特別別科履修細則 50/10/1から施行、50/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

昭和51年度イリノイ州立大学学生夏季研修実施
委員会設置要項

50/10/30から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

50/12/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

50/12/1から施行 規則 図書館

昭和51年度熊本大学学生募集要項（抜萃） 入試 全学

養護教諭養成所創立10周年記念式典挙行さる
11/15熊本郵便貯金会館において、同窓会、後援会、大学関係職員及び教育
関係者出席のもと挙行された

行事 養護教諭養成所

年頭所感 岳中学長によるもの コラム 全学

熊本大学評議会臨時特別部会規則 50/12/22から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料および寄宿料の免除並
びに授業料の徴収猶予取扱規則

50/12/25から施行、50/4/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

50/12/22から施行、50/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

50/12/22から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学学則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 法文学部

1・2・
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熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 51/4/1から施行 規則 教養部

昭和51年度科学研究費補助金申請状況一覧 総括表、部局別申請状況について掲載 科研費 全学

熊本大学永年勤続者表彰規則の一部を改正する
規則

51/2/5から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 51/2/27から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

51/2/27から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教育学部附属学校主任及び主事に関す
る細則

51/3/1から施行 規則 教育学部

卒業式告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則等の一部を改正する規則 51/3/27から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料等
に関する規則

51/3/24から施行 規則 全学

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

51/4/1から施行 規則 全学

熊本大学寄贈物品取扱規則 51/4/1から施行 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所入学料免除取扱規則 51/4/1から施行 規則 養護教諭養成所

熊本大学養護教諭養成所授業料等の徴収、徴収
猶予および免除規則の一部を改正する規則

50/3/1から施行、50/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

51285 ・ ・

1351284 ・・
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熊本大学法文学部学科・専攻決定に関する細則
の一部を改正する規則

51/4/1から施行 規則 法文学部

昭和50年度卒業式挙行さる 3/25挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

入学式告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 51/4/19から施行、51/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 51/4/19から施行、51/4/1から適用 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 51/4/19から施行、51/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

51/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

51/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学学生部長選考規則の一部を改正する規
則

51/5/25から施行 規則 全学

熊本大学学生部長選考細則 51/5/25から施行 規則 全学

熊本大学改革委員会規則の一部を改正する規則 51/6/1から施行 規則 全学

熊本大学教員停年規則の特例に関する規則 51/5/10から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料等
に関する規則の一部を改正する規則

51/5/8から施行、51/4/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 51/5/25から施行、51/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部附属看護学校学則等の一部を改
正する規則

51/5/25から施行、51/4/1から適用 規則 医学部附属看護学校

熊本大学医療技術短期大学部創設準備に関する
規則

51/5/25から施行、51/5/10から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部創設準備委員会専
門委員会細則

51/5/25から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学養護教諭養成所学則の一部を改正する
規則

51/5/4から施行、51/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

昭和51年度原子炉共同利用研究の採択について 日本原子力研究所、立教大学原子炉研究所、京都大学原子炉研究所でのもの 研究・教育 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 51/6/16から施行 規則 理学部

51
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熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/6/16から施行 規則 文学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/6/16から施行 規則 法学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/6/16から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

51/6/16から施行 規則 工学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 51/6/16から施行 規則 工学部

昭和51年度科学研究費補助金の交付内定
昭和51年の科学研究費補助金の内定について。がん特別研究(1)(2)、特定研
究(1)、総合研究(A)、一般研究(B)(C)(D)、奨励研究(A)、試験研究(2)の内
定について

科研費 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 51/7/15から施行 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 51/7/15から施行 規則 法文学部

熊本大学法文学部における他の大学の授業科目
を履修する学生の取扱いに関する実施規則

51/7/15から施行 規則 法文学部

熊本大学教育学部附属養護学校高等部入学料の
免除並びに授業料の徴収猶予取扱規則

51/7/21から施行、51/4/1から適用 規則 養護教諭養成所

熊本大学工学部附属衝撃エネルギー実験所規則
の一部を改正する規則

51/7/15から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

51/715から施行、51/5/10から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

歯科料金改定。51/8/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

健康保険法の改正によるもの。51/8/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和51年度下半期原子炉共同利用研究の採択に
ついて

武蔵工業大学原子力研究所でのもの 研究・教育 全学

熊本大学医療技術短期大学部運営委員会規則 51/10/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学放射性同位元素委員会規則 51/10/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則 51/10/1から施行 規則 全学

熊本大学病的材料検査受託規則 51/10/1から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

51/10/1から施行、51/3/31から適用 規則 全学

290 51 19 ・・

51 8289 ・・ 1

11051291 ・・

90/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

51/10/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部開講式挙行さる
10/1附属工学研究機器センターにおいて挙行。学生の募集発表は昭和52年政
府予算案の確定後行われる予定。

行事 医療技術短期大学部

熊本大学阿蘇研修所使用規則の全部を改正する
規則

51/12/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

51/11/19から施行、51/10/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属養護学校高等部入学寮の
免除並びに授業料の免除及び徴収猶予取扱規則
の一部を改正する規則

51/11/19から施行、51/10/1から適用 規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

52/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

51/12/1から施行 規則 工学部

熊本大学医療技術短期大学部の設置等に伴う関
係学内規則の整備に関する規則

51/11/13から施行、51/10/1から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部入学試験実施組織
要項

51/11/5から施行 規則 医療技術短期大学部

昭和51年度熊本大学永年勤続者表彰式挙行さる 11/22に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 教職員

年頭所感 岳中学長によるもの コラム 全学

熊本大学名誉教授称号授与規則の一部を改正す
る規則

51/12/21から施行、51/6/1から適用 規則 全学

熊本大学奨学寄付金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

51/12/6から施行、51/11/1から適用 規則 全学

昭和52年度熊本大学学生募集要項（抜萃） 入試 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 52/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学医療技術短期大学運営専門委員会規則 52/1/13から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学30年史刊行準備要項 52/1/13から施行 規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正について 52/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部改正について 52/4/1から施行 規則 教養部

大学院制度専門委員会設置要領 52/3/1から施行 規則 全学

1352296 ・・
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日本薬学会奨励賞受賞について 昭和51年度日本薬学会奨励賞受賞者に薬学部薬化学講座米田文郎教授が決定 受賞 薬学部

卒業式告示 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部を改正する
規則

52/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則 52/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害防止規則

52/4/1から施行 規則 全学

熊本大学法学研究科規則の一部を改正する規則 52/4/1から施行 規則 全学

昭和51年度卒業式挙行さる 3/25挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

入学式告示 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 52/5/2から施行、52/4/1から適用 規則 全学

熊本大学改革委員会規則の一部を改正する規則 52/5/2から施行、52/3/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 52/4/22から施行、52/4/1から適用 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 52/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

52/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部宿日直細則の一部を改正する規
則

52/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育専攻科履修細則の一部を改正する
規則

52/4/13から施行、52/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院受託実習生受入規則 52/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学病理解剖受託規則の一部を改正する規
則

52/5/1から施行 規則 医学部

熊本大学教育学部Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 医学部

1552298 ・・
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熊本大学医学部放射性同位元素総合研究室障害
防止細則

52/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部放射性同位元素総合研究室放射
線障害防止細則

52/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学薬学部Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学保健管理センターＸ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 保健管理センター

熊本大学体質医学研究所Ｘ線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 52/5/27から施行 規則 法文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 52/5/27から施行、52/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医学部附属中毒研究施設規則の一部を
改正する規則

52/5/27から施行、52/4/1から適用 規則 医学部附属中毒研究施設

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 52/5/27から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

52/5/27から施行、52/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料に
関する規則の一部を改正する規則

52/6/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

52/6/16から施行、52/4/16から適用 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 52/6/18から施行、52/6/1から適用 規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 52/6/18から施行、52/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

52/6/18から施行、52/6/16から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部事務部事務分掌規
則

52/6/2から施行、52/4/16から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部宿日直規則 52/6/2から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学における現金領収証用紙取扱要領等の
一部改正

52/6/16から施行、52/4/16から適用 規則 全学

レクリエーション等に関するアンケートの結果
について

庶務部人事課作成。 その他 全学

1652299 ・・
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熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 52/6/30から施行、52/4/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部における他の大学の授業科目
を履修する学生の取扱いに関する実施規則

52/6/18から施行、52/6/1から適用 規則 教育学部

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部を改正
する細則

52/7/27から施行 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部入学試験実施組織
要項

52/7/7から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学学生国際交流委員会規則の制定につい
て

52/10/1から施行 規則 全学

熊本大学職員レクリエーション委員会規則の一
部改正について

52/8/2から施行、52/6/1から適用 規則 教職員

熊本大学法文学部規則の一部を改正について 52/8/2から施行 規則 法文学部

熊本大学工学部教授会規則の一部改正について 52/8/2から施行 規則 工学部

熊本大学法文学部再試験細則について 52/8/2から施行 規則 法文学部

熊本大学入試管理委員会規則の一部を改正する
規則

52/10/1から施行 規則 全学

熊本大学30年史刊行準備要項の一部改正につい
て

52/9/19から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院放射線障害防止細則 52/4/1から施行 規則 医学部附属病院

全学職員ハイキングを実施
10/23に全学レクリエーションとしては初めて「久住山とその周辺のハイキ
ング」を実施

行事 教職員

305 52 ・ 12 ・ 1

熊本大学永年勤続者表彰式挙行さる 11/22に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 教職員

年頭所感 岳中学長によるもの コラム 全学

昭和53年度熊本大学学生募集要項（抜萃） 入試 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 53/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

53/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学理学部における他の大学の授業科目を
履修する学生の取扱に関する実施細則

53/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

53/2/1から施行 規則 医学部附属病院

1153306 ・・

1253307 ・・

1952302 ・・

11052303 ・・
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熊本大学の全学委員会委員の任期の特例に関す
る規則の制定について

53/2/24から施行 規則 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部改正に
ついて

53/2/24から施行 規則 全学

熊本大学入学試験実施組織規則の一部改正につ
いて

53/2/24から施行 規則 全学

熊本大学教養部運営協議会規則の一部改正につ
いて

53/2/24から施行 規則 教養部

熊本大学放射性同位元素委員会規則の一部改正
について

53/2/24から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部改正について 53/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学薬学部規則の一部改正について 53/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部改正について 53/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部改正について 53/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正につい
て

53/3/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学教養部再試験細則の一部改正について 53/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学宿日直規則の一部改正について 53/2/22から施行、53/1/1から適用 規則 全学

熊本大学病的材料検査受託規則の一部改正につ
いて

53/3/1から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場使用基準 53/1/20から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場使用心得 53/1/19制定（施行日等は不明） 規則 全学

薬学部柴田教授に大河内記念賞授与
1/13、第24回大河内記念賞を薬学部生物薬品製造学講座の柴田元雄教授が受
賞。

受賞 薬学部

昭和52年度熊本大学卒業式学長告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 53/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

53/3/4から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部改正
について

53/2/22から施行、53/1/1から適用 規則 医学部附属病院

1453309 ・・

1353308 ・・
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大学院制度専門委員会設置要領を廃止する要領 53/2/27から施行 規則 全学

昭和52年度熊本大学卒業式挙行さる 3/25挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

松本教授（法文学部）外19名が停年又は勧奨に
より退職

4/2付け（停年）、4/1付け（勧奨）の教職員のリスト その他 教職員

医学部附属病院外来・臨床研究棟新営工事始ま
る

軸竣工は54/3/20まで 施設 医学部附属病院

入学式告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 53/4/27から施行、53/4/1から適用 規則 全学

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業等並
びに熊本大学公開講座講習料に関する規則の一
部を改正する規則

53/4/24から施行、53/4/1から適用 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

53/4/1から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

53/4/14から施行、53/4/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

53/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属助産婦学校学則の一部を改
正する規則

53/4/1から施行 規則 医学部附属助産婦学校

熊本大学医学部附属看護学校助産婦学校寄宿舎
規則の一部を改正する規則

53/4/1から施行 規則 医学部附属学校

熊本大学医学部附属助産婦学校学生の給食に関
する取扱規則の制定について

53/4/1から施行 規則 医学部附属助産婦学校

熊本大学医学部附属病院研修生受入規則の制定
について

53/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学養護教諭養成所事務分掌規則の全部を
改正する規則

53/4/1から施行 規則 養護教諭養成所

熊本大学主管共通第一次学力試験実施委員会規
則の制定について

53/6/1から施行 規則 全学

熊本大学入学者選抜方法研究委員会規則の一部
改正について

53/6/1から施行 規則 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部改正に
ついて

53/6/1から施行 規則 全学

熊本大学入学試験学力検査実施教科専門委員会
規則の一部改正について

53/6/1から施行 規則 全学

熊本大学入学試験実施組織規則の一部改正につ
いて

53/6/1から施行 規則 全学

53 5

53311
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熊本大学教育学部規則の一部改正について 53/5/29から施行、53/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部改正に
ついて

53/4/25から施行、53/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

昭和53年度原子炉等共同利用研究について 東京大学原子力研究総合センターにおける本学関係の研究の採択状況 研究・教育 全学

昭和52年度科学研究費補助金の交付決定者及び
昭和53年度科学研究費補助金の交付内定（第1
次）について

昭和52年度科学研究費補助金の交付決定一覧、昭和53年度科学研究費補助金
内定一覧（第1次）

科研費 全学

熊本大学における卒業期に卒業できない学生の
処置に関する取扱内規の一部改正について

53/7/1から施行、53/4/1から適用 規則 全学

熊本大学放射性同位元素委員会規則の一部改正
について

53/7/1から施行 規則 全学

熊本大学廃液処理委員会規則の一部改正につい
て

53/7/1から施行 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部改正について 53/7/1から施行、53/4/1から適用 規則 全学

大学院学則の一部改正について 53/7/1から施行、53/4/1から適用 規則 全学

学位規則の一部改正について 53/7/1から施行 規則 全学

工学研究科規則の一部改正について 53/7/1から施行、53/4/1から適用 規則 工学部

昭和53年度科学研究費補助金の交付内定（第2
次）について

第2次決定分について掲載 科研費 全学

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則 53/7/10から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部教授会運営規則 53/7/10から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部入学試験実施組織
要項の一部を改正する要項

53/7/10から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室規
則について

53/8/23から施行 規則 医学部

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室運
営委員会規則について

53/8/23から施行 規則 医学部

熊本大学教育学部附属学校主任及び主事に関す
る細則の一部を改正する催促について

53/8/7から施行、53/7/1から適用 規則 教育学部

熊本大学改革委員会規則の一部改正について 53/9/16から施行、53/6/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正につい
て

53/10/1から施行 規則 医学部附属病院

1・・

1

1

・
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熊本大学理学部附属臨海実験所使用規則の一部
改正について

53/10/1から施行 規則 理学部

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官および分任契約担当官の補助者指定に関す
る規則の一部を改正する規則について

53/11/1から施行 規則 全学

熊本大学発明規則の制定について 53/11/1から施行 規則 全学

熊本大学発明委員会規則の制定について 53/11/1から施行 規則 全学

昭和53年度科学研究費補助金の交付内定(第3
次）について

第3次決定分について掲載 科研費 全学

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部改
正について

53/11/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学永年勤続者表彰式挙行さる 11/22に工学部附属工学研究機器センター講演室で開催 行事 教職員

年頭所感 岳中学長によるもの コラム 全学

熊本大学自家用電気工作物保安規則の一部改正
について

54/1/1から施行 規則 全学

熊本大学発明実施細則の制定について 53/12/14から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部改正につい
て

54/2/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部改正に
ついて

54/2/1から施行 規則 全学

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室運
営委員会規則の一部改正について

54/2/1から施行 規則 医学部

熊本大学学則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 全学

熊本大学法文学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学教養部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教育学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 理学部

254319 ・・

・・ 1154318
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熊本大学医学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部改正について 54/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正につい
て

54/3/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学文学部および法学部設置準備委員会要
項について

54/2/16から施行 規則 法文学部

昭和53年度熊本大学卒業式学長告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 54/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

54/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文学部・法学部事務分掌規則 54/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

54/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属助産婦学校学生の給食に関
する取扱規則の一部を改正する規則

54/4/10から施行、54/4/1から適用 規則 医学部附属助産婦学校

熊本大学附属図書館事務分掌規則の全部を改正
する規則

54/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学文学部・法学部宿日直細則 54/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学附属図書館宿日直細則の一部を改正す
る規則

54/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学養護教諭養成所の廃止に伴う関係規則
の廃止に関する規則

54/4/1から施行 規則 養護教諭養成所

熊本大学養護教諭養成所の廃止に伴う関係規則
等の廃止に関する規則

54/4/1から施行 規則 養護教諭養成所

昭和53年度熊本大学卒業式を挙行 3/24挙行（於熊本市民会館） 行事 全学

秋山教授（教育学部）ほか24名が停年又は勧奨
により退職

停年（4/2付）、勧奨（4/1付）による退職者について その他 教職員

昭和54年度熊本大学入学式学長告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 全学

321 14・54 ・

54 ・・ 15322

99/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料並
びに熊本大学公開講座講習料に関する規則の一
部を改正する規則

54/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学医学部附属免疫医学研究施設規則の一
部を改正する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 医学部附属免疫医学研究施設

熊本大学文学部規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学文学部教授会規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学法学部規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学法学部教授会規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学法文学部長専攻規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学文学部および法学部設置に伴う学内関
係規則等の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学文学部及び熊本大学法学部設置に伴う
熊本大学学則第14条第2項の規定に基づく委員
会規則の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

文学部及び法学部の設置等に伴う経理関係規則
等の整備に関する規則

54/4/18から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学教育学部附属教育工学センター規則 54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部宿日直細則の一部を改正する
細則

54/4/25から施行、54/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学文学部及び熊本大学法学部の設置に伴
う学内関係規則等の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学医学部附属看護学校及び熊本大学医学
部附属臨床検査技師学校の廃止に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 医学部附属学校

附属図書館事務部制の施行に伴う学内関係規則
等の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 図書館

熊本大学養護教諭養成所の廃止に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則

54/5/1から施行、54/4/1から適用 規則 養護教諭養成所
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熊本大学大学院文学研究科教官資格基準の一部
を改正する基準

54/5/12から施行、54/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学教育学部附属教育工学センター運営委
員会規則

54/5/7から施行、54/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科教官資格基準の一部
を改正する規則

54/5/12から施行、54/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学医学部附属病院日直細則の一部を改正
する細則

54/5/21から施行、54/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則の
一部を改正する規則

54/5/25から施行、54/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

昭和54年度科学研究費補助金の交付内定につい
て

54年度の科学研究費補助金（海外学術調査-現地調査）について 科研費 全学

昭和54年度原子炉等共同利用について
東京大学原子力研究総合センター及び京都大学原子炉実験所における本学関
係の研究の採択状況

研究・教育 全学

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 54/6/4から施行、54/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学医学部附属動物実験施設規則 54/6/4から施行、54/4/1から適用 規則 医学部附属動物実験施設

熊本大学医学部附属動物実験施設運営委員会細
則

54/6/21から施行 規則 医学部附属動物実験施設

昭和54年度科学研究費補助金の交付内定（第1
次）について

全21研究について掲載 科研費 全学

熊本大学医療技術短期大学部X線障害防止細則 548/7/13から施行、54/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

昭和54年度科学研究費補助金の交付内定(第2
次）について

全72研究について掲載 科研費 全学

熊本大学医療技術短期大学部主事候補者選考規
則

54/8/20から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部教官選考規則 54/8/20から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学教授会基準の一部を改正する基準 54/10/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部履修細則 54/9/25から施行、54/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学文学部における転部、転科に関する細
則

54/7/27から施行 規則 文学部

熊本大学文学部論文試験細則 54/7/27から施行 規則 文学部

熊本大学文学部における他の大学の授業科目を
履修する学生の取扱いに関する細則

54/7/27から施行 規則 文学部

・・

1954326 ・

1054327

54324

8・54325

1・7・

54323 1・6・

1・

・

1
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熊本大学文学部代表委員会選出規則 54/7/27から施行、54/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学法学部履修細則 54/9/25から施行、54/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学法学部再試験細則 54/7/27から施行 規則 法学部

熊本大学法学部における他の大学の授業科目を
履修する学生の取扱いに関する実施規則

54/7/27から施行 規則 法学部

熊本大学法学部代表委員選出規則 54/7/27から施行、54/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学創立30周年記念式典を挙行
11/1事務局大会議室にて挙行。式典後工学研究機器センターにて祝宴が催さ
れる。学長の式辞全文掲載あり。

行事 全学

熊本大学医学部放射性同位元素総合研究室障害
防止細則

54/10/23から施行 規則 医学部

熊本大学医療技術短期大学部教員停年規則 54/10/12から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部職業紹介業務運営
規則

54/10/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学文学部教官選考規則 54/11/28から施行 規則 文学部

熊本大学法学部教員選考規則 54/11/28から施行 規則 法学部

熊本大学永年勤続者表彰式を挙行 11/22に工学部環境建設工学科共同製図室にて挙行 行事 教職員

年頭所感 岳中学長によるもの コラム 全学

熊本大学知命堂および同窓会館使用規則 55/1/1/から施行 規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則等
の一部を改正する規則

55/1/1から施行 規則 全学

331 55 ・ 2 ・ 1

図書館だより 「医学部分館の現況：特に核となる雑誌（Core Jouenals）の集中化」 コラム 図書館

332 55 ・ 3 ・ 1

熊本大学30年史準備要項の一部改正について 55/3/4から施行 規則 全学

昭和54年度熊本大学卒業式学長告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

55/4/1から施行 規則 全学

14

1 1・・

・・55333

330 55

12・54329

111

1・

54328 ・・
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熊本大学薬学部附属薬用植物園規則の一部を改
正する規則

55/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 55/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 55/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

55/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
等の一部を改正する規則

55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎規則 55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎運営委員会規則 55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

55/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

55/4/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和54年度熊本大学卒業式を挙行
3/25挙行（於熊本市民会館）。医療技術短期大学部からは初めての卒業生輩
出。

行事 全学

熊本大学放送教育実験実施委員会要項 55/1/28から施行 規則 全学

有田教授（教育学部）ほか19名が停年又は勧奨
により退職

停年又は勧奨により4/1付で本学を退職した人について その他 教職員

図書館だより

「JOISによるオン・ライン文献検索サービスの開始-図書館機械化の第一
歩」
「国立大学等図書館間相互の文献複写取扱業務の改善について」
「工学部分室カウンターの改装等について」　　など。

コラム 図書館

昭和55年度熊本大学入学式学長告辞 岳中学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 法学部

熊本大学法文学部規則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 法文学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 理学部

・・ 1555334
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熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 55/4/10から施行、55/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 理学部

熊本大学医学部附属助産婦学校及び熊本大学医
学部附属診療放射線技師学校の廃止に伴う学内
関係規則等の整備に関する規則

55/4/22から施行、55/4/1から適用 規則 医学部附属学校

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料等
並びに熊本大学公開講座料に関する規則の一部
を改正する規則

55/4/16から施行、55/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属助産婦学校及び熊本大学医
学部附属診療放射線技師学校の廃止に伴う学内
関係規則の廃止に関する規則

55/4/22から施行、55/4/1から適用 規則 医学部附属学校

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

55/4/18から施行、55/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則の
一部を改正する規則

55/4/24から施行、55/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部体育施設使用規則 55/4/22から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部体育施設使用心得 55/4/22制定 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学長期計画委員会要項 55/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部入学試験実施組織
要項の一部を改正する要項

55/4/28から施行、55/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学寄宿舎が完成
昨年から建設していた新寄宿舎が3/25に完成。55年度間にもう1棟増築予
定。

施設 学生

図書館だより
「本館2階教官閲覧室及び図書・雑誌の移動について」
「本館閲覧及び文献複写利用状況」（統計）　　など

コラム 図書館

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

56/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部卒業論文細則の一部を改正す
る細則

55/5/16から施行、55/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属学校長、園長候補者選考
に関する教授会内規の一部を改正する内規

55/3/26から施行 規則 教育学部

昭和55年度原子炉等共同利用研究について
東京大学原子力研究総合センター及び京都大学原子炉実験所における本学関
係の研究の採択状況

研究・教育 全学

1655335 ・・

104/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

医療短大体育館が完成 3月に完成、4/19に落成式 施設 医療技術短期大学部

図書館だより
「BLLD文献複写サービスの利用開始」
「旧幕府引継書を購入-昭和54年度特別図書購入費による-」　　　など

コラム 図書館

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

55/6/28から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場使用基準の一部を改正
する基準

55/6/23から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用内規 55/6/23から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用心得 55/6/23制定 規則 全学

昭和55年度科学研究費補助金の交付内定につい
て

全76研究について掲載 科研費 全学

熊本大学大学院医学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則の一部を改正する細則

55/7/29から施行、55/4/1から適用 規則 医学部

図書館だより
「昭和54年度　大学別『大型資料』購入一覧」
「学外文献複写依頼手続について」　　　など

コラム 図書館

338 55 ・ 9 ・ 1

図書館だより 「医学関係二次資料の紹介」　　　など コラム 図書館

熊本大学名誉教授称号授与規則取扱内規の一部
を改正する内規

55/9/16から施行、55/4/1から適用 規則 全学

図書館だより
「薬学部分館所蔵二次資料の紹介」
「永青文庫本展への案内」　　　など

コラム 図書館

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官及び分任契約担当官の補助者指定に関する
規則等の一部を改正する規則

55/10/29から施行、55/10/1から適用 規則 全学

図書館だより 「薬学部分館所蔵二次資料の紹介・続」　　　など コラム 図書館

学長退官ごあいさつ 岳中学長によるもの コラム 全学

学長就任に当たって 松山学長によるもの コラム 全学

熊本大学職員健康安全管理規則 55/12/1から施行 規則 教職員

熊本大学永年勤続者表彰式を挙行 11/22に工学部環境建設工学科共同製図室にて挙行 行事 教職員

図書館だより 「国立大学間文献複写利用状況」　　　など コラム 図書館

342 56 ・ 1 ・ 1

熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項 56/1/1から施行 規則 全学

・・

55339 ・・

55341 ・・

55340

112

110

111

1・

1・8

7

・55337

・55336

105/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

343 56 ・ 2 ・ 1

熊本大学医療技術短期大学部教官選考規則の一
部を改正する規則

56/1/9から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学病理解剖受託規則の一部を改正する規
則

56/2/2から施行 規則 医学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 56/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 56/2/28から施行、56/2/2から適用 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 56/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 56/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 56/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学文学部履修細則の一部を改正する規則 56/2/17から施行 規則 文学部

熊本大学文学部における転部、転科及び履修
コース変更に関する細則

56/2/17から施行 規則 文学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

56/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

56/4/1から施行 規則 教養部

図書館だより
「JOISⅠ-JOISⅡへシステム移行」（医学部分館・工学部における文献検索
サービス用システムが変更）　　　など

コラム 図書館

昭和55年度熊本大学卒業式学長告辞 松山学長によるもの、卒業式写真の掲載有 式辞 全学

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則

56/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

56/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

近時のRIによる診療の急増に伴うもの。56/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学黒髪南地区研修所使用規則 56/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪南地区研修所使用者心得 56/3/18制定 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出間、契約担
当官及び分任契約担当官の補助者指定に関する
規則の一部を改正する規則

56/4/1から施行 規則 全学

熊本大学の特定調達契約に係る苦情の処理に当
たる職員の指定に関する規則

56/4/1から施行 規則 全学

56345

56344 ・・

・

13

1・4

106/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

昭和55年度熊本大学卒業式を挙行
3/25熊本市民会館において、熊本大学卒業式と熊本大学医療技術短期大学部
卒業式を合同で開催。

行事 全学

一丸教授（教育学部）ほか30名が停年又は勧奨
により退職

4/1付で停年又は勧奨により本学を退職した教職員について その他 教職員

昭和56年度熊本大学入学式学長告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 56/4/1から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎規則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 全学

熊本大学保健管理センター規則の一部を改正す
る規則

56/4/28から施行 規則 保健管理センター

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 56/4/28から施行、56/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学体質医学研究所教授会規則 56/4/28から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料並
びに熊本大学公開講座講習料に関する規則の一
部を改正する規則

56/4/23から施行、56/4/1から適用 規則 全学

昭和56年度熊本大学入学式を挙行 4/11に熊本市民会館で開催。 行事 全学

昭和56年度科学研究費補助金（海外学術調査-
現地調査）の交付内定

海外学術調査-現地調査の交付内定（1件） 科研費 全学

主要日誌
4/10　科学教育研究室研究生、特殊教育・産業教育国内留学生開講式
4/18　教育学部附属教育工学センター落成式　　　など

行事 全学

日本薬学会第101年会を開催
日本薬学会第101年回が熊本大学黒髪キャンパスを中心に、市産業文化会
館、市民会館、県福祉会館、郵便貯金会館等を会場にして開催された。

行事 薬学部

薬学部上釜教授に宮田専治学術賞を授与
日本薬学会推薦の昭和55年度宮田専治賞が製剤学講座所属の上釜兼人教授に
授与される。（授賞式は7月に名古屋市の宮田学術振興会にて行われる）

行事 薬学部

図書館だより 「本館閲覧及び文献複写利用状況」（付表）　　　など コラム 図書館

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

56/5/13から施行、56/4/1から適用 規則 全学

1556346 ・・

1656347 ・・
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熊本大学特殊教育特別専攻科履修細則の一部を
改正する細則

56/5/11から施行、56/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

56/5/22から施行、56/4/1から適用 規則 教育学部

主要日誌

5/11　昭和56年度国際大学交流セミナー開講式
5/16　教養部厚生補導特別企画オリエンテーリング大会
5/27-28　全国国立大学教養（学）部長会議（熊大）
5/27　国際大学交流セミナー閉講式　　　など

行事 全学

昭和56年度国際大学交流セミナーを開催
本学と財団法人日本国際協会の共催による。5/10-5-27まで。本学にとって
は昭和50年度、51年度のアメリカイリノイ州立大学以来5周年ぶりとなる外
国大学生の来学

行事 全学

第22回日本神経学会総会を開催 5/21-22まで、熊本市民会館および熊本市産業文化会館において開催。 行事 医学部

図書館だより
「学術情報センターシステム開発調査概要について」（関連記事は335,336
号の「図書館だより」にあり）
「医学部分館閲覧及び文献複写利用状況」

コラム 図書館

熊本大学病的材料検査受託規則の一部を改正す
る規則

56/6/16から施行 規則 医学部

昭和56年度科学研究費補助金の交付内定 全95研究について掲載 科研費 全学

主要日誌 6/1　改革委員会　　　など 行事 全学

熊本大学名誉教授懇談会を開催 毎年定期に開催されるもの。6/13事務局大会議室で開催。 行事 教職員

図書館だより
「学術情報システムに関する用語について」（各学科宛送付の「概要」を補
足するための用語解説）

コラム 図書館

昭和57年度入学者選抜に関する実施要項を発表 入試 全学

主要日誌 7/7　第6回生協訴訟和解交渉　　　など 行事 全学

昭和56年度放送利用による熊本大学公開講座の
開講について

本年度は10/4-10/27まで、全13回。本学のほかは東北大学、金沢大学、広島
大学および大阪大学にて実施。

行事 学外

昭和57年度熊本大学医療技術短期大学部の入学
選抜に関する実施要項を発表

入試 医療技術短期大学部

主要日誌
8/17-24　教育学部公開講座
8/20-21　六大学工学部事務長会議　　　など

行事 全学

図書館だより
「オンラインによる文献情報検索について」（要望にこたえて本館でも文献
検索を9月中旬から開始）

コラム 図書館

熊本大学医学部組換えDNA実験安全管理規則 56/9/24から施行 規則 医学部

熊本大学医学部組換えDNA実験安全管理細則 56/9/24から施行 規則 医学部

主要日誌
9/28-29　第12回四大学教育学部特別教科（看護）教員養成課程協議会
など

行事 全学

350 56

56351
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図書館だより
「オンライン文献情報検索の開始について」
「本館利用者統計　昭和56年度前半」　　　など

コラム 図書館

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

56/10/31から施行 規則 図書館

熊本大学山崎記念館使用規則 56/10/13から施行 規則 医学部

熊本大学山崎記念館使用者心得 56/10/13制定 規則 医学部

主要日誌 10/3　昭和56年度放送による公開講座開講式　　　など 行事 全学

昭和56年度解剖慰霊祭を挙行 10/29医療技術短期大学部体育館において挙行。 行事 医学部

医学部附属動物実験施設開所
10/2に開所式典挙行。11月中旬のオープンが目標。施設概要についても掲載
あり。

施設 医学部附属動物実験施設

昭和56年度外国人留学生交歓会を開催 10/20五峯閣において開催 行事 全学

図書館だより DIALOGによるオンライン文献情報検索業務の開始について コラム 図書館

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

56/11/26から施行 規則 医学部附属病院

昭和56年度科学研究費補助金の第2次交付内定 全6研究について掲載 科研費 全学

主要日誌
11/1-3　大学祭
11/15　 工学部運動会　　　など

行事 全学

昭和56年度熊本大学永年勤続者等表彰式が行わ
れる

11/24工学部環境建設工学科共同製図室で催された。 行事 全学

図書館だより 「JOIS-Ⅱデータベースの追加について」　　　など コラム 図書館

年頭所感 松山学長によるもの コラム 全学

熊本大学外国人受託研修員規則 56/12/14から施行 規則 全学

J・プリムソル駐日オーストラリア大使来学 12/2来学、松山学長と懇談。 行事 全学

図書館だより 「文献複写統計　昭和56年前半期（昭和56年4月～9月）　　　など コラム 図書館

昭和57年度大学入学者選抜共通第１次学力試験
の実施について

1/16-17にかけて本学黒髪地区および熊本女子大学において実施された。 入試 全学

昭和56年度放送利用による熊本大学公開講座閉
講式を実施

56/10/4-56/12/27まで毎週日曜日に開講していた公開講座が終了。1/9教育
学部にて閉講式を挙行、松山学長より修了証書を受け取る。

行事 全学

56352 1・11・

11256353 ・・
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主要日誌 1/19　養護教諭特別別科入学試験　　　など 行事 全学

韓国女子大学生、本学において在熊女子大学生
と懇談

八代ロータリークラブの招待により、韓国の梨花女子大学生李美淑さん他６
名が1/19に本学を訪問、在熊女子学生15名（うち3名が本学学生）と懇談。

行事 全学

図書館だより 「共通閲覧証による国立大学図書館間相互利用参加館リスト」 コラム 図書館

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 57/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 57/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

57/2/10から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部における卒業期に
卒業できない学生の処置に関する取扱規則

57/2/10から施行 規則 医療技術短期大学部

主要日誌 2/4・5　国立六大学臨時事務局長会議（熊大）　　　など 行事 全学

図書館だより 「参考図書紹介　昭和56年度受入分」　　　など コラム 図書館

昭和56年度熊本大学卒業式学長告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 57/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 57/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する規
則

57/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部協議会規則 改革委員会からの答申による。57/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部長選考規則の一部を改正する規
則

57/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部教授会規則の一部を改正する規
則

57/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 57/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

57/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

57/3/23から施行 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則

57/4/1から施行 規則 医学部

357 57 4 1・・

1357356 ・・
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熊本大学大学院医学研究科における特別研究学
生に関する実施細則

57/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

57/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

57/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学放射線障害防止規則の一部を改正する
規則

57/3/23から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部を改正
する細則

57/3/24から施行 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部放射線障害防止細
則

57/3/24から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 57/3/15から施行、57/1/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部宿日直細則の一部を改正する細
則

57/3/24から施行、57/1/1から適用 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

57/3/31から施行、57/1/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部を改正する規則

57/4/1から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料等
並びに熊本大学公開講座講習料に関する規則の
一部を改正する規則

57/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部バス使用取扱要項 57/4/1から施行 規則 教育学部

昭和57年度熊本大学入学試験を実施 3/4に黒髪地区で実施。 入試 全学

昭和56年度熊本大学卒業式を挙行
3/25熊本市民会館において、熊本大学卒業式と熊本大学医療技術短期大学部
卒業式を合同で開催。各学部・大学院等の卒業・修了生についての付表あ
り。

行事 全学

真流教授（教育学部）ほか19名が停年又は勧奨
により退職

56年度限りで退職する教職員について その他 教職員

主要日誌 行事 全学

図書館だより 「昭和57年度休館予定日（本館）」　　　など コラム 図書館

昭和57年度熊本大学入学試験実施状況 付表 統計 全学

昭和57年度熊本大学入学試験合格者卒業区分、
出身県別（県内・県外高校別）調

付表 統計 全学

昭和57年度熊本大学入学式学長告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

1557358 ・・
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熊本大学学則の一部を改正する規則
医学部附属中毒研究施設と医学部附属免疫医学研究施設とが統合されたこと
に伴う。57/4/22から施行、57/4/1から適用

規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則
地域学科に地域社会講座が、文学科に比較文学講座が設置されたことに伴
う。57/4/22から施行、57/4/1から適用

規則 文学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則
情報工学科に情報素子工学講座が新たに設置されたことに伴う。57/4/22か
ら施行、57/4/1から適用

規則 工学部

熊本大学養護教諭特別別科規則の一部を改正す
る規則

57/4/1から施行 規則 養護教諭特別別科

熊本大学医学部附属免疫医学研究施設規則の一
部を改正する規則

医学部附属中毒研究施設と医学部附属免疫医学研究施設とが統合されたこと
に伴う。57/4/22から施行、57/4/1から適用。熊本大学医学部附属中毒研究
施設規則は廃止。

規則 医学部附属免疫医学研究施設

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
情報処理課が庶務部所属から経理部所属に所属替えが行われたことに伴う。
57/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

情報処理課が庶務部所属から経理部所属に変更したこと、庶務課学事調査係
の事務分掌、同窓会館所管の学生部移動に伴うもの。57/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

57/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学知命堂及び同窓会館使用規則の一部を
改正する規則

57/4/1から施行 規則 全学

熊本大学同窓会館使用規則
同窓会館を経理部から学生部所管とし、2階部分を本学外国人留学生の研修
及び会合等の場に供することを目的とする。57/4/1から施行

規則 全学

留学生研修室使用者心得 熊本大学同窓会館使用規則に基づく。57/4/16制定。 規則 全学

熊本大学寄宿舎寄宿料及び研究生等の授業料等
並びに熊本大学公開講座講習料に関する規則の
一部を改正する規則

57/4/21から施行、57/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

57/5/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院研修生受入規則の一部
を改正する規則

57/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学事務電算化推進規則 事務用電子計算機が更新されることに伴う。57/4/23から施行 規則 事務局

昭和57年度熊本大学入学式を挙行 4/12に熊本市民会館において挙行。学部・大学院等各入学生数掲載。 行事 全学

昭和57年度熊本大学公開講座の開講について
本年度は教養部、教育学部、法学部において開講予定。本号では教養部の講
座について掲載。

行事 教養部

主要日誌 行事 全学

熊本大学環地中海遺跡調査団（団長、堀内清治
工学部教授）昭和56年度日本建築学会賞を受賞

熊本大学環地中海遺跡調査団の“古代地中海の都市と建築に関する調査”に
対し、5/28に昭和56年度日本建築学会賞が授与されることに決定。同調査団
は昭和44年に北アフリカを、46年に中近東において都市空間の研究を中心に
約300の遺跡調査を行った。

行事 工学部

病院事務の電算化について 病院業務の簡素化・合理化のため57年1月に電子計算機を導入。 コラム 医学部附属病院
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図書館だより 「本館閲覧及び文献複写利用状況」（付表）　　　など コラム 図書館

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

57/6/1から施行 規則 工学部

学務事務電算化推進委員会設置要項 57/5/30制定 規則 事務局

昭和57年度科学研究費補助金（海外学術調査）
の内定について

全3研究について掲載 科研費 全学

昭和57年度熊本大学教育学部公開講座募集要項 行事 教育学部

主要日誌 5/8-9　医療短期大学部厚生補導合宿研修　　　など 行事 全学

日本教科教育学会第8回全国大会を開催
5/22-23にかけて、九州地区では初めての日本教科教育学会の全国大会が教
育学部山下太利教授を実行委員長として開催。

行事 全学

昭和57年度留学生歓迎会を開催
5/10五峯閣において学長招待の外国人留学生歓迎会を開催。5/29には留学生
研修室において学長と留学生との懇談会も実施。

行事 学生

図書館だより 「医学部分館閲覧および文献複写利用状況」（付表）　　　など コラム 図書館

昭和57年度科学研究費補助金の交付内定 全118研究が内定 科研費 全学

主要日誌 6/1-2　薬学系国立大学事務局長会議（熊大）　　　など 行事 全学

名誉教授の称号授与 5名の元教授らに4/22付けで授与 その他 教職員

保健管理センターの特別健康相談について その他 保健管理センター

図書館だより 「学術情報センター設置およびシステム開発調査概要について」　　　など コラム 図書館

熊本大学教養部宿日直細則の一部を改正する細
則

57/7/11から施行 規則 教養部

学部卒業生19名に卒業証書授与 7/15付で学部学生19名の卒業を認定した その他 全学

昭和58年熊本大学入学者選抜に関する実施要項
を発表

入試 全学

昭和58年熊本大学医療技術短期大学部入学者選
抜に関する実施要項を発表

入試 医療技術短期大学部

民間学術奨励金の決定
昭和57年度朝日学術奨励金に医学部高月清教授、昭和57年度小川育英会助成
金に工学部最相元雄助教授

研究・教育 全学

昭和57年度熊本大学法学部公開講座（市民生活
と法改正）募集要項

9/11-11/27まで毎週土曜日に開講 行事 法学部

・・

7・57360

57359

57361 ・・

16

18

1・
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主要日誌 7/5-8/12　昭和57年度社会教育主事講習　　　など 行事 全学

高月医学部教授ら、昭和57年度朝日学術奨励金
を贈らる

高月清医学部教授及び津田弘之医学部大学院学生の「成人T細胞白血病に関
する研究」に対し、7/5、昭和57年度朝日学術奨励金の贈呈が決定。
これをうけて医学部では7/6に奨励金（150万円）の伝達式が行われた。

受賞 医学部

図書館だより 「図書館業務の電算化について」　　　など コラム 図書館

熊本大学黒髪南地区研修所使用規則の一部を改
正する規則

57/9/1から施行 規則 全学

昭和57年度放送による熊本大学公開講座の開講
について

10/3-12/26毎週日曜日に開催。講座は「熊本の自然」（理・工・教ほか）と
「近代熊本の思想と文化」（文・教・法・教養）の2つ。

行事 全学

主要日誌
8/9　ハイデルベルグ管楽五重奏団来学
8/10-11　国立大学庶務部長会議第5ブロック会議（熊大）　　など

行事 全学

図書館だより 「国立大学間文献複写利用状況」 コラム 図書館

熊本大学給与口座振込実施要領 57/9/13から実施 規則 事務局

熊本大学放射線障害防止規則の一部を改正する
規則

57/10/5から施行 規則 全学

主要日誌 9/23　職員レクリエーション日帰り親睦旅行　　　など 行事 全学

図書館だより 「資料紹介１（松井文庫文書）」 コラム 図書館

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 57/10/14から施行 規則 全学

熊本大学養護教諭養成所学則及び熊本大学養護
教諭養成所授業料等の徴収、徴収猶予及び免除
規則を廃止する規則

57/10/14から施行 規則 養護教諭養成所

熊本大学客員教授選考規則 57/10/28から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院放射線障害防止細則の
一部を改正する細則

57/10/30から施行、57/10/5から適用 規則 医学部附属病院

主要日誌
10/2　昭和57年度放送による公開講座閉講式
10/14　中国広西壮族自治区人民政府覃応機主席他五名来学
10/17　教育学部体育祭　　　など

行事 全学

昭和57年度解剖慰霊祭を挙行
10/14　市内銀座橋ぎわの解剖供養碑前において墓前祭を、のち医療技術短
期大学部体育館において慰霊祭を挙行

行事 医学部

馬場秀夫君（医学部3年）第9回アジア協議大会
日本代表選手に選ばる

11/19-12/4にかけてインドのボンベイで行われる第9回アジア競技大会ヨッ
ト競技に医学部の馬場秀夫君の派遣が決定。本学初のアジア競技大会出場。

その他 学生

図書館だより 「荻生徂徠の書翰寄贈さる」 コラム 図書館

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部を改正
する細則

57/11/9から施行 規則 全学

11257365 ・・
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熊本大学放射性有機廃液焼却管理細則 57/11/9から施行 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害防止細則の一部を改正する細則

57/11/22から施行 規則 全学

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室障
害防止細則の一部を改正する細則

57/11/22から施行 規則 全学

熊本大学薬学部放射性同位元素総合研究室放射
線障害防止細則の一部を改正する細則

薬学部にECDクロマトグラフ使用室が設置され、熊本大学放射線所外防止規
則の一部が改正されたことに伴う。57/11/2から施行

規則 薬学部

熊本大学本荘・大江地区実験動物安全管理委員
会

57/11/18から施行 規則 生命系

熊本大学本荘・大江地区における流行性出血熱
（韓国型出血熱）のための安全管理基準

57/11/18から施行 規則 生命系

主要日誌
11/1-3　学園祭
11/7　　工学部運動会　　　など

行事 全学

昭和57年度熊本大学永年勤続者等表彰式行わる 11/24　工学部環境建設工学科共同製図室で開催 行事 全学

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/6　事務局大会議室で開催 行事 全学

弓道部女子全国優勝
11/23第6回伊勢神宮奉納全日本弓道女子王座決定戦において熊本大学が初優
勝

その他 学生

図書館だより 「本館利用者統計　昭和57年度前半期（4月～9月）」　　　など コラム 図書館

年頭所感 松山学長によるもの コラム 全学

主要日誌 12/7　総合資料館設置準備委員会　　　など 行事 全学

馬場秀夫君（医学部3年）第9回アジア大会ヨッ
ト競技で銅メダル獲得

第9回アジア大会に本学で初めて出場した馬場秀夫君はペアを組んだ井上宏
伊万里養護学校教諭と共に11/27ヨット競技エンタープライズ級の最終戦を
終え、三位に入賞。

その他 学生

図書館だより 「文献複写統計　昭和57年度前半期（昭和57年4月～9月）」　　　など コラム 図書館

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の全部を改正する規
則

58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学外国人客員研究員規則 58/1/27から施行 規則 全学

昭和58年度大学入学者選抜共通一次学力試験の
実施について

1/15,16に全国一斉に行われた共通一次学力試験は熊本では本学黒髪地区お
よび熊本女子大学で実施された

入試 全学

昭和57年度放送による熊本大学公開講座終了
10/3-12/26まで毎週日曜日に全13回にわたって放送された公開講座の閉講式
が1/8教養部で挙行され、松山学長から修了者に修了証書が授与された。

行事 全学

367
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主要日誌 1/8　放送による公開講座閉講式　　　など 行事 全学

モンタナ州立大学国際教育部長ドナルド・ク
ラーク氏来学

1/24熊本県と姉妹都市関係を結んでいるアメリカ合衆国モンタナ州から本学
との姉妹校提携等の打診のため、同州立大学国際教育部長ドナルド・クラー
ク氏が来学。

行事 全学

熊本大学事務用電子計算機更新
1/27本学事務用電算機が新機種へ移行、関係者の出席のもと起動式が行われ
た。

施設 事務局

給与の口座振込について
58年1月分より事務局・薬学部・体質医学研究所・医療技術短期大学部で給
与の口座振込が開始された。

その他 事務局

図書館だより 「参考図書紹介」　　　など コラム 図書館

熊本大学学則の一部を改正する規則 58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 58/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 58/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

58/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

58/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則の一部を改正する規則

58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学部共通細則の一部を改正する規則 58/4/1から施行 規則 全学

主要日誌 2/8　医療技術短期大学部専攻科入学試験 行事 全学

図書館だより 「JOIS-Ⅱデータベースの追加について」　　　など コラム 図書館

昭和57年度熊本大学卒業式学長告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

熊本大学外国人客員研究員細則 58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪南地区研修所使用細則の一部を改
正する規則

58/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部履修細則の一部を改正する細則 58/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学薬学部再試験細則の一部を改正する細
則

58/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学薬学部体育施設使用規則 58/3/8から施行 規則 薬学部

368 ・

369 ・・
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熊本大学薬学部体育施設使用心得 58/3/8制定 規則 薬学部

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受託
規則

58/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受入
れ要項

58/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

58/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学専決および代決に関する規則の一部を
改正する規則

58/4/1から施行 規則 全学

昭和58年度熊本大学入学試験行わる 3/4-5にかけて黒髪地区で実施。 入試 全学

昭和58年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験行わる

3/9-10にかけて黒髪地区で実施。 入試 医療技術短期大学部

昭和57年度熊本大学卒業式を挙行 3/25熊本県立劇場において挙行。卒業者数記載有。 行事 全学

昭和58年度教養部行事予定 行事 教養部

照屋教授（教育学部）ほか40名が停年又は勧奨
により退職

昭和57年度限りで本学を退職する教職員のリスト その他 全学

主要日誌
3/4-5　入学試験
3/7　　特殊教育特別専攻科合格発表　　　など

行事 全学

薬学部体育館竣工
3/25薬学部正門東側に建築中であった薬学部体育館（着工は57/9/15）が竣
工。薬学部学生の課外活動等に使用される。

施設 薬学部

図書館だより 「医学関係図書寄贈さる」　　　など コラム 図書館

昭和58年度熊本大学入学試験実施状況 付表 統計 全学

昭和58年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験実施状況

付表 統計 医療技術短期大学部

昭和58年度熊本大学入学試験合格者卒業区分・
出身県別（県内、県外高校別）調

付表 統計 全学

昭和58年度熊本大学入学式学長告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 文学部

1558370 ・ ・
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熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

58/4/28から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学研究生等の授業料等及び熊本大学公開
講座講習料に関する規則の一部を改正する規則

58/4/15から施行、58/4/1から適用 規則 全学

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官及び分任契約担当官の補助者指定に関する
規則の一部を改正する規則

58/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学契約事務分掌規則の一部を改正する規
則

58/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

58/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 58/4/28から施行、58/4/1から適用 規則 全学

昭和58年度熊本大学入学式を挙行 4/11に熊本市民会館において挙行。入学者数記載有 行事 全学

昭和58年度熊本大学公開講座の開講について
本年度は教養部、教育学部、法学部に加え、あらたに医療技術短期大学部も
実施。教養部開講講座以外の募集要項は後号に掲載。

行事 学外

主要日誌 4/18　フンボルト財団事務総長ファイファー氏来学　　　など 行事 全学

図書館だより 「昭和57年度大学別『大型資料』について」　　　など コラム 図書館

熊本大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規則の
一部を改正する規則

58/5/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

58/5/13から施行、58/4/1から適用 規則 医学部附属病院

主要日誌 5/5-6　医療技術短期大学部昭和58年度新入生厚生補導合宿研修　　　など 行事 全学

モンタナ大学システム高等教育委員長アービン
グ・デイトン氏来学

5/9米国モンタナ州友好使節団の一員モンタナ大学システム高等教育委員長
アービング・デイトン氏が、モンタナ州キャロル大学理事長エドワード・
ジャスミン氏と共に松山学長を表敬訪問。

行事 全学

昭和58年度留学生歓迎会を開催 5/17水前寺共済会館において学長招待の外国人留学生歓迎会が開催された。 行事 全学

西日本学生弓道選手権大会を開催 5/27-28本学主管の下開催。大会会長は松山学長。 行事 学生

図書館だより
「本館57年度月別入館者統計」
「医学部分館57年度月別入館者統計」　　　など

コラム 図書館

熊本大学医学部教授会運営細則の一部を改正す
る細則

58/6/30から施行 規則 医学部

1758372
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昭和58年度科学研究費補助金の内定について 全120件内定 科研費 全学

昭和58年度熊本大学教育学部公開講座募集要項 全12講座、7月から8月にかけて開催 公開講座 学外

主要日誌 6/4-5　教養部厚生補導特別企画合宿研修　　　など 行事 全学

第3回熊本白菊会総会の開催と「献体法」の制
定について

熊本大学医学部における解剖学教育のため、自己の遺体を無条件・無報酬で
提供しようとする篤志献体団体である熊本白菊会が総会を開催し、会員、教
職員、学生が参加。5月制定の「献体法」についての説明と討議を行った。

行事 医学部

昭和58年度留学生交流研究協議会（西地区）を
開催

6/16-17に、文部省・熊本大学の共催で行われた。石川、岐阜、愛知県以西
の国公私立大学・高専の担当者約150名が参加。

行事 全学

図書館だより
「ブック・ディテクション・システム（図書無断持出防止装置）の導入につ
いて」

コラム 図書館

熊本大学事務機構等検討委員会要項
現在の事務機構、事務処理体制等を見直し、改革案を作成する機関を設置す
るため制定。58/7/1から実施。

規則 事務局

熊本大学附属図書館資料閲覧規則の一部を改正
する規則

本学学生が帯出できる図書の冊数について。58/9/1から施行 規則 図書館

熊本大学教養部X線障害防止細則 58/7/1から施行 規則 教養部

学部卒業生7名に卒業証書授与 7/15付で学部卒業生7名の卒業を認定、卒業証書を授与。 行事 全学

昭和58年度科学研究費補助金「研究成果刊行
費」の内定について

全2件 科研費 全学

昭和59年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項を発表

入学者選抜要項のうち、帰国子女のための特別選抜（工学部）は本学として
始めて実施。

入試 全学

昭和59年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項を発表

入試 医療技術短期大学部

昭和58年度熊本大学医療技術短期大学部公開講
座募集要項

講座名「家庭で出来る病人管理の技術」 行事 学外

昭和58年度熊本大学法学部公開講座募集要項 講座名「現代社会の法と政治」 行事 学外

昭和58年度熊本大学法学部「開放コース」（仮
称）聴講生募集要項

法学部公開講座「現代社会の法と政治」受講生中高等学校を卒業したもの、
あるいはそれと同等以上の学力があると認められたもの対象。

行事 学外

主要日誌
7/1　留学生日本語発表会
7/7-8/13　昭和58年度社会教育主事講習　　　など

行事 全学

熊本大学入学者選抜に関する懇談会が開催され
る

7/13、熊本県高等学校進路指導連絡協議会の主催で文・法学部において開
催。県内外の高等学校・予備校等から参加。

行事 全学

外国人留学生による日本語発表会について 7/1教養部大会議室で行われた。 行事 留学生

外国人留学生の社会見学を実施
7/13、学生部主催で開催。本年度は菊水村の民家村、菊池渓谷、大観峰を見
学。

行事 留学生

1858373 ・・
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図書館だより 「昭和57年度学術情報センターシステム開発調査概要について」 コラム 図書館

熊本大学大学院科学技術総合研究科博士課程設
置準備事務連絡協議会要項

58/8/27から実施 規則 自然科学研究科

熊本大学大学院薬学研究科博士課程設置準備事
務連絡協議会要項

58/8/27から実施 規則 薬学部

昭和58年度放送による熊本大学公開講座の開講
について

10月～12月にかけて「薬の科学」（薬学部、医学部附属病院他）と「熊本の
文学」（文学部、教育学部、教養部他）が開講

行事 全学

教育委員会と高等学校との協議会について
8/23事務局大会議室において熊本大学教育委員会と熊本市内の五つの公立高
等学校との協議会が開催された。高等学校教育課程の改定に伴うもの。

行事 教育学部

主要日誌 8/13　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

図書館だより 「ブック・ディテクション・システムの導入について」　　　など コラム 全学

熊本大学客員研究員モラスキー氏の来学につい
て

9/7モンタナ州立大学教授モラスキー氏が来学。59/6/30まで教育学部勝俣暎
史教授の研究で心理学の研究を行う予定。

海外交流 教育学部

中国広西壮族自治区友好代表団が学長を表敬訪
問

中国広西壮族自治区から来熊中の友好代表団一行が熊本大学学長を表敬訪
問。

海外交流 全学

熊本大学医学部と中国医学科学院との医学学術
交流協定について

去る7月医学部長らが中国を訪問、中国医学科学院関係者と会談を行い、そ
れに基づいて8/15付けで協定書が締結された。これにより本年9月から一年
間2名の研究者が熊本大学客員研究員として迎えられることとなる。

海外交流 医学部

主要日誌 9/3-5　日本教育心理学会　　　など 行事 全学

日本教育心理学会第25回総会報告
9/3,4,5の三日間日本教育心理学会総会が教育学部を主会場として開催され
た。総会準備委員長甲斐直義氏による寄稿。

コラム 全学

図書館だより
「学術情報センター設置およびシステム開発調査概要」（前号より続く）
など

コラム 図書館

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 学位論文審査手数料を免除する場合について明確化。58/10/27から施行 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則
研究生及び聴講生の入学志願手続を明確にするため、また特別聴講学生及び
外国人留学生の受入れついて必要な項目の制定。58/10/27から施行。

規則 文学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

研究生、聴講生および外国人留学生を受入れる規定が設けられたことに伴
う。また、特別聴講学生の受入れについても規定。58/10/27から施行、
58/4/1から適用

規則 文学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

研究生、聴講生および外国人留学生を受入れる規定が設けられたことに伴
う。また、特別聴講学生の受入れについても規定。58/10/27から施行、
58/4/1から適用

規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

研究生、聴講生および外国人留学生を受入れる規定が設けられたことに伴
う。58/10/27から施行。

規則 医学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

研究生、聴講生および外国人留学生を受入れる規定が設けられたことに伴
う。58/10/27から施行。

規則 薬学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

研究生、聴講生および外国人留学生を受入れる規定が設けられたことに伴
う。また、特別聴講学生の受入れ、単位互換制度の設定、授業科目履修の弾
力化についても規定。58/10/27から施行、58/4/1から適用

規則 工学部

110

1・・
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熊本大学文学部における特別聴講学生に関する
実施細則

58/10/27から施行 規則 文学部

熊本大学大学院文学研究科における特別聴講学
生に関する実施細則

58/10/27から施行 規則 文学部

熊本大学大学院薬学研究科博士課程設置準備委
員会要項

58/10/1から実施 規則 薬学部

昭和58年度科学研究費補助金の内定について 研究代表者の転任に伴う内定（2件）、第2次内定（1件） 科研費 全学

主要日誌
10/1　放送公開講座開講式
10/6　生協訴訟第15回和解交渉　　　など

行事 全学

昭和58年度解剖慰霊祭
10/20開催。11:00-熊本市銀座橋ぎわの解剖供養費前において墓前祭を行っ
た後、14:00-医療技術短期大学部体育館において慰霊祭を挙行。

行事 医学部

医学部高月教授ら、第27回野口英世記念医学賞
受賞

「成人T細胞白血病の病院解明に関する連携研究」により受賞。授賞式は
11/5東京で行われる。

受賞 医学部

精機学会創立50周年記念秋季全国大会の開催
10/14-17まで精機学会の秋季全国大会が、同学会創立50周年記念事業の一環
として工学部で開催された。実行委員長後藤治平氏による寄稿。

コラム 工学部

図書館だより 「学術情報センターシステム開発調査概要」（前号より続く）　　　など コラム 図書館

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 認定単位の評語をアルファベットから漢字に変更。58/12/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院科学技術総合研究科博士課程設
置準備委員会要項

58/11/1から実施 規則 自然科学研究科

主要日誌
11/1-3　大学祭
11/13　 工学部運動会　　　など

行事 全学

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/12事務局大会議室で開催。 行事 教職員

昭和58年度熊本大学永年勤続者等表彰式行わる 11/22工学部環境建築工学科共同製図室で開催。 行事 教職員

西本善次郎氏医学教育関係業務功労者表彰を受
ける

医学部文部技官実験動物技術員の西本善次郎氏が受賞。 受賞 医学部

高月清医学部教授武田医学賞受賞
「成人T細胞」の発見・治療・研究による受賞。11/11に東京で授賞式が行わ
れる。

受賞 医学部

第2回日韓音響学術発表会の開催
11/2-3の両日、日韓音響学会及び日本の関連5学会共催で工学部2号館の3会
場を使用して行われた。実行委員長奥田襄介氏による寄稿。

コラム 全学

図書館だより 「学術情報システムと学術情報センター」 コラム 図書館

年頭所感 松山学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部組換えDNA実験安全管理規則の
一部を改正する規則

大学等の研究機関等における組換えDNA実験指針の全部改正に伴うもの。
58/12/15から施行。

規則 医学部

11258377 ・・
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熊本大学医学部組換えDNA実験管理細則の一部
を改正する細則

大学等の研究機関等における組換えDNA実験指針の全部改正に伴うもの。
58/12/15から施行。

規則 医学部

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 図書館専門員の配置に伴う改正。59/1/1から施行。 規則 図書館

熊本大学附属図書館事務分掌規則の一部を改正
する規則

図書館専門員の配置に伴う改正。59/1/1から施行。 規則 図書館

主要日誌
12/1-2　教大協九州地区第二部会美術部門研究協議会（熊大）
12/23　 生協訴訟第16回和解交渉　　　など

行事 全学

昭和58年度小学校教員資格認定試験を実施、合
格者14名に合格証書を授与

文部省の委嘱により本学をはじめ全国5大学で実施（本学では初）。8/27-28
に第一次試験、10/1-2に第二次試験、11/16-17に最終試験が行われた。

その他 教育学部

外国人留学生の見学旅行を実施 12/17-18にかけて開催、長崎市内・雲仙を見学。 行事 留学生

図書館だより 「学術情報システムと学術情報センター（その２）」 コラム 図書館

昭和58年度放送による熊本大学公開講座の閉講
式

昭和58年10月から二ヶ月間行われた講座の閉講式。1/7実施。 行事 全学

熊本大学知命堂使用規則の一部を改正する規則
知命堂別館は会合室を除き取り壊す予定なので、それに伴う条文整備など。
59/4/1から実施

規則 全学

熊本大学知命堂使用者心得 59/1/26制定。 規則 全学

昭和59年度大学入学者選抜共通一次学力試験の
実施について

1/14,15にかけて実施。 入試 学生

主要日誌
1/7　放送による公開講座閉講式
1/9　教育委員会教育検討部会　　　など

行事 全学

昭和58年度（第2回）事務系新採用職員研修を
実施

59/1/1付け採用された事務系職員を主に対象として、1/10事務局大会議室に
おいて実施。講義内容一覧有。

行事 全学

図書館だより 「附属図書館受入分（白書類）」 コラム 図書館

中国広西壮族自治区教育友好訪問団の来学につ
いて

2/25中国広西壮族自治区教育友好訪問団が来学。特に工学部を見学したいと
の強い要望から工学部諸研究施設を見学。

行事 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 59/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 59/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則の一部を改正する規則

59/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学文学部論文試験細則の一部を改正する
細則

59/2/15から施行 規則 文学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

59/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

379 1259 ・・

380 59 3 1・・
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熊本大学奨学金受入及び委任経理事務取扱規則
の一部を改正する規則

59/4/1から施行 規則 事務局

主要日誌
2/2-6　教育学部特殊教育特別専攻科・教育専攻科入学願書受付
2/22　 生協訴訟第17回和解交渉　　　など

行事 全学

教育学部附属小学校新校舎落成記念式典 2/25附属小学校小体育館で開催。（新校舎は昨年6/20に竣工していた） 行事 教育学部

教育学部附属養護学校と桜山中学校の交流 7年目になる教育学部附属養護学校と桜山中学校との交流について。 コラム 教育学部

図書館だより 「附属図書館受入分」 コラム 図書館

告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

昭和58年度熊本大学卒業式を挙行
3/24熊本県立劇場において挙行。在学生代表送辞、卒業生代表答辞も掲載
有。

行事 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

理学研究科の数学専攻に新たに統計数学に関するコースを設けたことによ
る。59/4/1から施行。

規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

59/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学外国人客員研究員規則の一部を改正す
る規則

59/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則 59/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則

59/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 医学部附属病院に医療相談専門員を置くための改正。59/4/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

医学部附属病院に医療相談専門員が配置されたことに伴う条文整備。59/4/1
から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

結核病室の廃止等に伴う条文整備。59/3/19から施行 規則 医学部附属病院

昭和59年度熊本大学入学試験を実施
3/4黒髪地区で開催。参考資料として入学試験実施状況等についての付表あ
り。

入試 全学

昭和59年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験を実施

3/8,9にかけて黒髪地区で実施。入学試験実施状況についての付表あり。 入試 医療技術短期大学部

モンタナ大学長ニールS、バックルー氏の来学
について

モンタナ大学長ニールS．バックルー氏が松山学長を表敬訪問し、モラス
キー教授（モンタナ州立大学からの客員教授）、スーザン･パワーズ（モン
タナ大学からの留学生）と対面。

海外交流 留学生

昭和59年度教養部行事予定 行事 教養部

主要日誌 3/2　事務機構等検討委員会第二作業部会　　　など 行事 全学

1459381 ・・
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昭和58年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式等
行わる

3/21に工学部環境建設工学科共同製図室で、昭和58年度限りで定年または退
職する職員らの永年勤続者表彰式が催された。

行事 全学

外国人留学生研修旅行 3/9-10天草方面で研修を行った。 行事 留学生

図書館だより 「図書資料（大型資料）の利用案内について」　　　など コラム 図書館

告辞 松山学長によるもの 式辞 全学

昭和59年度熊本大学入学式挙行される 4/11熊本市民会館において挙行。 行事 全学

入学辞退者117名、法学部で追加合格者を決定
昭和59年度の入学手続は4/5に締め切られた。このうち法学部は入学手続者
が入学定員を下回ったため追加合格者を決定（追加合格者の措置は一昨年の
工学部以来2年ぶり）。入学状況調の付表あり

統計 全学

体質医学研究所の改組と医学部附属遺伝医学研
究施設および臨床講座の出発

国立学校設置法の一部を改正する法律により体質医学研究所が廃止され、医
学部附属遺伝医学研究施設へ組織替えが行われた。わが国で初めてのヒト遺
伝病およびこれに関連する病気の基礎的研究を進める総合的な研究施設とな
る。

設置 体質医学研究所

熊本大学学則の一部を改正する規則
体質医学研究所の廃止・遺伝医学研究施設の設置に伴うもの。59/4/26から
施行、59/4/12から適用

規則 全学

熊本大学体質医学研究所の廃止に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則

体質医学研究所の廃止に伴うもの。59/4/26から施行、59/4/12から適用 規則 全学

熊本大学教員定年規則の一部を改正する規則 59/4/26から施行 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則
医学部に代謝内科学及び小児発達学講座が新設、体質医学研究所廃止に伴う
もの。59/4/26から施行、59/4/12から適用。

規則 医学部

熊本大学附属遺伝医学研究施設規則 59/4/26から施行、59/4/12から適用 規則 医学部附属遺伝医学研究施設

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

59/4/26から施行、59/4/12から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学本荘・大江地区実験動物安全管理委員
会規則の一部を改正する規則

体質医学研究所の廃止に伴うもの。59/4/26から施行、59/4/12から適用 規則 全学

熊本大学体質医学研究所の廃止に伴う関係規則
等の廃止に関する規則

体質医学研究所の廃止に伴うもの。59/4/12から施行 規則 体質医学研究所

熊本大学理学部宿日直細則の一部を改正する細
則

事務長補佐の配置に伴う。59/4/26から施行、59/4/1から適用 規則 理学部

熊本大学薬学部宿日直細則の一部を改正する細
則

事務長補佐の配置に伴う。59/4/24から施行、59/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

体質医学研究所の廃止や循環器内科病棟当直の新設等に伴うもの。59/5/11
から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則の
一部を改正する規則

59/5/7から施行、59/4/12から適用 規則 医療技術短期大学部

昭和59年度熊本大学公開講座の開講について
昨年度同様教養部、教育学部、法学部及び医療技術短期大学部の4機関で実
施、全23講座。

公開講座 全学

1559382 ・・
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主要日誌 4/4-5　昭和59年度事務系新採用職員研修　　　など 行事 全学

第25回国立六大学長会議の開催について 4/24-25に事務局会議室にて開催。 会議 全学

名誉教授の称号授与 4/26付けで授与。 その他 全学

昭和59年度（第１回）事務系新採用職員研修を
実施

59/4/1付けで採用の事務系職員に対し、4/4-5に事務局大会議室において研
修を実施

行事 事務局

図書館だより 「参考図書紹介」 コラム 図書館

教養部公開講座始まる 婦人テニス教室および婦人バドミントン教室の様子について コラム 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
文学研究科地域科専攻及び工学研究科情報工学専攻の学年進行に伴う学生定
員増のため。59/5/17から施行。59/4/1から適用

規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 学位論文審査手数料の改正 規則 全学

熊本大学体質医学研究所の廃止に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則

59/5/22から施行、59/4/12から適用 規則 体質医学研究所

熊本大学事務局事務組織規則の一部を改正する
規則

施設部設備課に環境整備係が新たに設置されたことに伴う。59/5/21から施
行、59/4/1から適用

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

体質医学研究所が廃止されたことに伴う。59/5/8から施行、59/4/12から適
用

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

施設部設備課に環境整備係が新たに設置されたことに伴う。59/5/21から施
行、59/4/1から適用。

規則 事務局

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

59/5/17から施行、59/4/1から適用 規則 全学

熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担
当官及び分任契約担当官の補助者指定に関する
規則の一部を改正する規則

附属図書館の整理課課長補佐の廃止と、施設部設備課の環境設備係設置に伴
う。59/5/18から施行、59/4/1から適用

規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項
附属図書館の整理課課長補佐の廃止、理学部及び薬学部の事務長補佐配置に
伴うもの。59/5/18から施行、59/4/1から適用

規則 事務局

熊本大学医学部宿日直細則の一部を改正する規
則

医学部附属遺伝医学研究施設の設置に伴う。59/6/4から施行、59/4/12から
適用

規則 医学部

昭和59年度科学研究費補助金の内定について
全142件（各研究種目ごとの統計のほか、個別の研究課題等についても掲載
あり）

科研費 全学

主要日誌
5/5-7　医療技術短期大学部新入生厚生補導合宿研修（天草青年の家）
など

行事 全学

昭和59年度留学生歓迎会を開催 5/10五峯閣において学長招待の外国人留学生歓迎会を開催。 行事 留学生

図書館だより 「昭和58年度月別入館者総計」など、図書館関係の統計 コラム 図書館

383 59 6 1・・
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ブリティッシュ・カウンシル日本代表の来学
6/8ブリティッシュ・カウンシル日本代表のJ・A・バーネット氏が松山学長
を表敬訪問。

海外交流 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領
医学部附属遺伝医学研究施設に勤務時間管理補助員を置くため。59/7/1から
施行

規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則等
の一部を改正する規則

59/6/15から施行、59/4/25から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設技術室業
務組織規則

医学部に遺伝医学研究施設が設置され、同施設に技術室がおかれたことに伴
う。59/6/15から施行、59/4/12から適用

規則 医学部附属遺伝医学研究施設

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

医学部に遺伝医学研究施設が設置されたことに伴う。59/6/28から施行、
59/4/12から適用

規則 医学部

熊本大学医療技術短期大学部教員停年規則の一
部を改正する規則

59/6/25から施行 規則 医療技術短期大学部

長崎先端技術開発協議会、先端技術研究開発助
成の決定について

工学部園田頼和教授に決定 研究・教育 工学部

昭和59年度熊本大学教育学部公開講座募集要項 全14講座を開講 公開講座 教育学部

主要日誌 6/1　学務事務電算化会議　　　など 行事 全学

熊本白菊会第4回総会の開催 5/27、熊本市産業文化会館で開催。解剖学教室の保田叔昭氏による寄稿。 行事 医学部

図書館だより 「ビデオ（VTR）装置と教材について（利用案内）」　　　など コラム 図書館

西ドイツ・ボン大学日本文化研究所長ヨーゼ
フ・クライナー氏一行の来学

7/24西ドイツ・ボン大学日本文化研究所長ヨーゼフ・クライナー氏と学生16
名が来学。一行の主目的は五高関係の調査。

海外交流 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

中央検査部に新たに結成検査室を設けたことによる。59/8/1から施行。 規則 医学部附属病院

熊本大学文学部・法学部宿日直細則の一部を改
正する細則

59/7/9から施行 規則 法文学部

学部卒業生6名に卒業証書授与 7/15付で学部卒業生6名の卒業を認定。 行事 全学

昭和60年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

入試 全学

昭和60年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

入試 全学

昭和59年度放送による熊本大学公開講座の開講
について

工学部ほか「“すまい”-マイホームの科学-」、文学部ほか「熊本黎明期の
人びと」の2講座を開講

公開講座 全学

昭和59年度熊本大学法学部公開講座募集要項
「現代における権利と紛争処理」について開講。9/8-12/8まで毎週土曜日に
開講。

公開講座 法学部

昭和59年度熊本大学医療技術短期大学部公開講
座募集要項

「子どもと健康」について開講。10/27-28、11/10-11にかけて開講。 公開講座 医療技術短期大学部

385 59 8 1・・
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主要日誌
7/4　生協訴訟第18回和解交渉
7/5　昭和59年度社会教育主事講習開講式　　　など

行事 全学

海外レポート
医学部附属病院講師石川浩一郎氏による「在外研究員として欧米5ヵ国を訪
ねて」と題する寄稿。

コラム 全学

第10回日本看護研究学会総会を開催 7/23-24教育学部木場冨喜教授を学会長として郵便貯金会館にて開催。 行事 教育学部

外国人留学生による日本語発表会について 7/6開催 行事 留学生

図書館だより 「昭和58年度　学術情報センターシステム開発調査　概要」 コラム 図書館

熊本大学外国人客員研究員の受入れについて
教育学部（生物学・馬場敬次教授）に呉相哲氏（大韓民国）、薬学部（生物
薬品製造学・柴田元雄教授）に王昌升氏（中国）

研究・教育 全学

昭和60年度日本学術振興会外国人招へい研究者
の採用内定について

理学部地学科津末昭生教授のところにハーバード大学Heinrich D.Holland教
授

研究・教育 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

事務局庶務部庶務課に新たに研究助成係を置くことによる。59/9/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局宿日直細則の一部を改正する細
則

59/9/1から施行 規則 事務局

主要日誌
8/6　大学入試センター小坂所長来学
8/7　昭和59年度社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

図書館だより 「昭和58年度　学術情報センターシステム開発調査　概要」 コラム 図書館

衆議院文教委員会委員本学を視察 9/19衆議院文教委員会派遣第二班が本学を視察。 行事 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 学部及び教養部の係に主任を置くことについて。59/9/16から施行 規則 事務局

熊本大学理学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

59/9/16から施行 規則 事務局

主要日誌
9/1　第19回生協和解交渉
9/10　中国医学科学院訪日団来学　　　など

行事 全学

図書館だより 「大学図書館業務の電算化」（文部省学術国際局情報図書課作成） コラム 図書館

学長選挙を実施、松山現学長再選される 9/14公示、10/8投票。松山現学長が再任する。任期は11/20から二年間。 コラム 全学

熊本大学極低温装置室要項 59/10/16から実施 規則 理学部

熊本大学極低温装置室高圧ガス製造危害予防に
関する要項

59/10/16から実施 規則 理学部

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

59/10/15から施行 規則 事務局

19 ・・59386
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熊本大学の会計機関の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部を改正
する規則

59/10/15から施行 規則 事務局

持田記念医学薬学振興財団研究助成の決定 医学部吉永秀教授、同服部俊夫助手にそれぞれ決定 研究・教育 医学部

熊本地域開発研究センター助成研究の決定 文学部蘭信三講師、工学部中島重旗教授にそれぞれ決定 研究・教育 全学

昭和59年度科学研究費補助金の追加内定等につ
いて

研究者の異動に伴う内定（2件）、第2次内定（2件） 科研費 全学

西ドイツ・ハイデルベルグ大学元総長ヴェル
ナー・コンツェ博士の来学について

10/26西ドイツ・ハイデルベルグ大学元総長が学長を表敬訪問。 海外交流 全学

主要日誌
10/1　第20回生協和解交渉
10/1-5　熊本大学職員レクリェーション大会　　　など

行事 全学

昭和59年度解剖慰霊祭 10/11医療技術短期大学部体育館において挙行。 行事 医学部

図書館だより 「大学図書館業務の電算化」（文部省学術国際局情報図書課作成） コラム 図書館

昭和59年度熊本大学永年勤続者表彰式等行わる 11/22工学部環境建築工学科共同製図室で開催。 行事 全学

学長再任にあたって 松山学長によるもの コラム 全学

主要日誌 11/1-3　大学祭　　　など 行事 全学

永年勤続被表彰者名簿 行事 全学

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/10事務局大会議室で開催。 行事 全学

第一回熊本大学附属図書館特殊資料展開催さる
11/8-10まで附属図書館自由閲覧室で開催。テーマは「永青文庫史料にみる
細川氏の入国」。11/9には文学部松本寿三郎助教授による「細川氏の入国と
藩政の確立」と題した講演会が行われた。

行事 図書館

昭和59年度小学校教員資格認定試験合格者18名
に合格証書授与

文部省の委嘱によるもの。8/25-26第一次試験、9/29-30第二次試験、11/14-
15最終試験。試験実施状況の統計あり。

その他 全学

教育学部福田靖助手、第26次南極地域観測隊に
参加

教育学部生物学教室福田助手は南極地域観測隊参加のため11/7離熊、11/14
東京港を出発。

その他 教育学部

教育学部石原昌一教授の“潮風”第16回日展
（彫塑の部）で特選に選ばれる

11/3-29までの日展で教育学部美術科の石原教授の作品が特選に選ばれた。 受賞 教育学部

図書館だより 「大学図書館業務の電算化」（文部省学術国際局情報図書課作成） コラム 図書館

年頭所感 松山学長によるもの コラム 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 59/12/20から施行 規則 全学

1160390 ・・
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熊本大学奨学寄付金受入及び委任経理金事務取
扱規則の一部を改正する規則

59/12/20から施行 規則 全学

熊本大学における購入物品の機種選定に関する
取扱事項

59/12/17から施行 規則 全学

鈴木謙三記念医科学応用研究財団調査研究助成
金の決定について

薬学部宮田健教授に決定 研究・教育 薬学部

主要日誌
12/1　臨時消防訓練（工学部）
12/3　事務機構等検討委員会　　　など

行事 全学

消防訓練を実施
「工学部消防訓練について」→12/1工学部で実施
「医療技術短期大学部に於いて消防訓練を実施」→12/5実施

行事 全学

図書館だより 「大学図書館業務の電算化」（文部省学術国際局情報図書課作成） コラム 図書館

主要日誌 1/8　入試管理委員会部会　　　など 行事 全学

図書館だより 「全国国立大学大型コレクション（図書）利用案内」 コラム 図書館

熊本大学学則の一部を改正する規則 入学手続事務の簡素化のため改正。60/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 60/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 60/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

60/3/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学教育学部Ｘ線障害防止細則の一部を改
正する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。59/11/7から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部Ｘ線障害防止細則の一部を改正
する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。59/10/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部Ｘ線障害防止細則の一部を改正
する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。60/2/25から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部Ｘ線障害防止細則の一部を改正
する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。59/9/26から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部Ｘ線障害防止細則の一部を改正
する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。60/1/8から施行 規則 工学部

熊本大学教養部X線障害防止細則の一部を改正
する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。59/9/20から施行 規則 教養部

熊本大学保健管理センターＸ線障害防止細則の
一部を改正する細則

Ｘ線施設の所在とＸ線主任者の位置づけを明確にする。59/12/3から施行 規則 保健管理センター

主要日誌
2/1　教育学部別科合格案内
2/2　熊本地区大学体育会連盟総会　　　など

行事 全学

60391 ・・
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医学部附属遺伝医学研究施設創設記念行事につ
いて

2/15ニュースカイホテルにおいて医学部遺伝医学研究施設の創設記念式典と
祝賀会が行われた。2/16には同ホテルにおいて記念シンポジウムが開催され
た。

行事 医学部附属遺伝医学研究施設

図書館だより
「スライド『大学図書館への招待』の上映と『図書館利用案内　1985』につ
いて」　　　など

コラム 図書館

昭和59年度熊本大学卒業式挙行される
3/25熊本市民会館において挙行。卒業者・修了者の総計記載有。また、学長
告辞・在校生代表送辞・卒業生代表答辞も掲載されている。

行事 全学

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則
特別聴講学生及び外国人留学生を受け入れることが出来るように規則整備。
60/4/1から施行

規則 法学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 代謝内科学講座および小児発達学講座の設置に伴う改正。60/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 60/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位互換制度、研究生・特別聴講生受入、外国人留学生受入のため改正。
60/4/1から施行

規則 法学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

60/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

60/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 60/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
各学部及び教養部事務部に専門員又は専門職員を置くことが出来るよう改
正。60/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

電話交換業務の統合のため。60/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

専門職員の配置に伴うもの。60/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

研究協力課の新設。教務係・厚生係の学務係への統合など。60/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

電話交換業務の統合のため。60/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学病的材料検査受託規則の一部を改正す
る規則

60/4/1から施行 規則 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 60/4/1から施行 規則 事務局

昭和60年度熊本大学入学試験を実施 3/4-5黒髪地区において実施。入学試験実施状況についての統計の掲載有。 入試 全学

昭和60年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験を実施

3/7-8医療技術短期大学部において実施。入学試験実施状況についての統計
の掲載有。

入試 全学

昭和60年度教養部行事予定 行事 教養部

1460393 ・・
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主要日誌 3/7　留学生送別会　　　など 行事 全学

昭和59年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式行
わる

3/20事務局大会議室で開催。 行事 全学

図書館だより 「参考図書紹介」 コラム 図書館

昭和60年度熊本大学入学式挙行される 4/11熊本市民会館において挙行。学長告辞、入学者数の記載有。 行事 全学

入学辞退者108名、理学部で追加合格者（5名）
を決定

入学状況調（統計）あり。 統計 全学

大学院薬学研究科博士課程（医療薬科学専攻）
設置される-医療との学際領域を重視-

4/1設置の薬学研究科博士課程の特徴等について コラム 薬学部

薬学研究科博士課程（後期課程）の入学式を挙
行

4/24薬学部会議室で挙行、第一期入学者は二名。 行事 薬学部

熊本大学学則の一部を改正する規則
薬学部薬剤学科・製薬学科が薬科学科に統合・改組されたことに伴う。
60/4/26から施行、60/4/1から適用

規則 全学

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 60/4/26から施行、60/4/1から適用 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 金属工学科の講座名変更に伴うもの。60/4/26から施行、60/4/1から適用 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則
薬学部薬剤学科・製薬学科が薬科学科に統合・改組されたことに伴う。
60/4/26から施行、60/4/1から適用

規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

薬学部薬剤学科・製薬学科が薬科学科に統合・改組されたことに伴う。
60/4/26から施行、60/4/1から適用

規則 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/4/26から施行、60/4/1か
ら適用

規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/4/26から施行 規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/4/26から施行 規則 留学生

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/4/26から施行、60/4/1か
ら適用

規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科教官資格基準の一部
を改正する基準

大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/4/26から施行、60/4/1か
ら適用

規則 薬学部

熊本大学評議会臨時特別部会規則を廃止する規
則

生協との和解が59/10/29に成立したことに伴い、同部会の任務が終了。
60/3/31から施行

規則 全学

熊本大学大学院薬学研究科博士課程の設置に伴
う関係要項の廃止に関する要項

大学院薬学研究科博士課程の設置に伴うもの。60/3/31から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院教育学研究科修士課程設置準備
委員会要項

修士課程設置推進のため。60/4/15から実施 規則 教育学部

394 60 5 1・・
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昭和60年度科学研究費補助金（海外学術調査）
の内定について

全2件 科研費 全学

林秀男医学部教授第16回内藤記念科学振興賞受
賞

病理学第一講座林教授が受賞。 受賞 医学部

佐藤直樹理学部助手日本化学会進歩賞受賞
理学部化学科物理化学講座の佐藤博士が受賞。授賞式は4/2東京で行われ
た。

受賞 理学部

昭和60年度武田科学振興財団研究助成の決定に
ついて

薬学部國枝武久教授に決定 研究・教育 薬学部

主要日誌
4/2-3　新規採用者研修
4/8　　改革委員会　　　など

行事 全学

名誉教授の称号授与 4/25付けで授与。 その他 全学

昭和60年度（第1回）新採用職員研修を実施
60/3/1以降採用された事務職員を対象として、4/2-3にかけて旧事務局情報
処理室において実施。

行事 事務局

中国桂林冶金地質学院院長一行の来学について
4/8本学理学部と学術交流を希望していた桂林冶金地質学院の袁奎榮院長ほ
か5名が来学、学長を表敬訪問。

海外交流 学外

モンタナ大学副学長リチャード・Ａ・ソルバー
グ氏の来学について

4/10アメリカ合衆国モンタナ州から、モンタナ大学副学長リチャード・Ａ・
ソルバーグ氏が来学。特に教職員・学生の交換計画を話し合うために来学し
た。

海外交流 学外

図書館だより 「参考図書紹介」 コラム 図書館

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 60/5/23から施行、60/4/1から適用 規則 工学部

昭和60年度科学研究費補助金の内定について 全161件 科研費 全学

昭和60年度熊本大学教養部公開講座募集要項 全6講座。8月～12月にかけて開講。 公開講座 教養部

第26次南極地域観測隊に参加して　-教育学部
助手　福田靖-

派遣報告。 コラム 教育学部

主要日誌 5/1　臨時部局長会議　　　など 行事 全学

昭和60年度留学生歓迎会を開催 5/14五峯閣で学長招待の外国人留学生歓迎会が開催された。 行事 留学生

図書館だより 「図書館利用統計」（入館者数、貸出冊数　など） コラム 図書館

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

60/6/24から施行 規則 事務局

熊本大学寄贈物品取扱規則の一部を改正する規
則

60/6/24から施行 規則 事務局

熊本大学学生部宿日直細則の一部を改正する規
則

60/7/1から施行 規則 全学

1760396 ・・
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昭和60年度科学研究費補助金「研究成果刊行
費」の内定について

全1件 科研費 全学

昭和60年度熊本大学教育学部公開講座募集要項 全12講座、7月から10月にかけて開講。 公開講座 教育学部

昭和60年度熊本大学医療技術短期大学部公開講
座募集要項

講座名「最近の医療技術」。9月から10月にかけて開講。 公開講座 医療技術短期大学部

主要日誌 6/3　国立大学学生部次長協議会　　　など 行事 全学

図書館だより 夏季休業中の業務について コラム 図書館

熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則の一部を改正する細則

60/7/12から施行 規則 全学

学部卒業生5名に卒業証書授与 7/15付で学部卒業生5名の卒業を認定。 行事 全学

昭和61年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

入試 全学

昭和61年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

入試 医療技術短期大学部

昭和60年度文部省科学研究費補助金（特別推進
研究）の内定について

医学部森野能昌教授が「高等動物における酵素の機能と発現調節機構の分子
生物学的研究」により4年間の採択に決定（全国で11の特別推進研究のうち
の1つ）

科研費 全学

民間機関等との共同研究の決定について 工学部1件 研究・教育 全学

昭和60年度放送による熊本大学公開講座の開講
について

「水と人間」（教養部他）、「旅の文化」（文学部他）の２講座を開講。 公開講座 全学

主要日誌 7/3　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

図書館だより 「学部研究室等からの返却希望図書・雑誌の調査について」 コラム 図書館

医学部病理学第一講座林秀男教授熊日賞受賞 6/29熊日賞を受賞。 受賞 医学部

主要日誌 8/1-10　熊本県特殊教育学校教諭資格付与講習（教育学部）　　　など 行事 全学

主要日誌 9/9　教育委員会　　　など 行事 全学

同和問題に関する特別講演会のお知らせ 10/30-31に法学部、医学部教室で開催。 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

60/10/24から施行 規則 医学部

昭和60年度文部省科学研究費補助金の研究代表
者の転任に伴う内定及び第2次内定について

研究代表者の転任に伴う内定（6件）、第2次内定（5件） 科研費 全学

400 60 11 1・・
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林秀男医学部教授中国協和医科大学の名誉教授
に

昭和58年に医学学術交流協定を結んだ中国医学科学院（中国協和医科大学
内）は、日本人で初めて名誉教授号を林秀男医学部教授に授与。

その他 医学部

持田記念医学薬学振興財団研究助成金の決定に
ついて

主要日誌 10/1-3　RI教育訓練　　　など 行事 全学

昭和60年度解剖慰霊祭
11/1医療技術短期大学部体育館において挙行。なお、解剖慰霊祭に先立ち、
医学部構内において動物慰霊祭が行われた。

行事 医学部

熊本大学国際交流委員会規則 60/11/28から施行 規則 留学生

熊本大学国際交流会館規則 60/11/28から施行 規則 留学生

熊本大学国際交流会館運営委員会規則 60/11/28から施行 規則 留学生

熊本大学国際交流会館料金規則 60/11/28から施行 規則 留学生

熊本大学国際交流会館使用細則 60/11/28から施行 規則 留学生

熊本大学長期計画委員会要項の一部を改正する
要項

60/11/1から施行 規則 全学

(財)日本住宅総合センター昭和60年度調査研究
助成金の給付者決定について

工学部鈴木敦巳教授に決定 研究・教育 工学部

林秀男医学部教授紫綬褒章受賞
医学部病理学第一講座林秀男教授は11/20国立教育会館において紫綬褒章を
受章。

受賞 医学部

主要日誌
11/1　解剖慰霊祭
11/2-4　大学祭
11/2-3　熊薬百周年記念祭　　　など

行事 全学

モンタナ州立大学長及びポートランド州立大学
長の来学について

10/28　アメリカ合衆国モンタナ州立大学ウイリアム・J・ティエツ学長が本
学を訪問。学生部において学生部長他関係者と留学生の交流を中心に懇談。
11/12にはアメリカ合衆国オレゴン州、ポートランド州立大学ジョセフ・C・
ブルーメル学長が松山学長を表敬訪問。

行事 全学

熊薬100周年記念行事盛大に挙行される
11/2ホテルキャッスルにおいて記念式典、記念祝賀会を、11/3は薬学部構内
で講演会、記念ホール開所式、記念植樹、藤田穆先生の胸像除幕式を挙行。

行事 薬学部

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/9事務局大会議室で挙行。 行事 全学

第2回熊本大学附属図書館特殊資料展開催さる
11/7-9まで附属図書館自由閲覧室で「細川重硬賢没後200年記念」のテーマ
で開催。

行事 図書館

昭和60年度熊本大学永年勤続者表彰式行わる 11/22工学部環境建築工学科共同製図室で開催。 行事 全学

熊本大学国際交流会館落成祝賀会について 11/29国際交流会館内で実施。 行事 全学

年頭所感 松山学長によるもの コラム 全学

1161402 ・・
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熊本大学学長選考規則の一部を改正する規則
第450回評議会において第一部会に審議を付託された熊本大学学長候補者選
挙管理委員会の要望意見書に関して審議した結果、改正。60/12/19から施行

規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

第450回評議会において第一部会に審議を付託された熊本大学学長候補者選
挙管理委員会の要望意見書に関して審議した結果、改正。60/12/19から施行

規則 全学

熊本大学入学科、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

各学部・教養部で選考していた免除・徴収猶予については今後学生部委員会
で全面的に行うことに。60/12/20から施行

規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 国際交流会館の設置に伴う。60/12/6から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

国際交流会館の設置に伴う。60/12/6から施行 規則 事務局

熊本大学国有財産取扱規則の一部を改正する規
則

国際交流会館の設置に伴う。60/12/6から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

国際交流会館の設置に伴う。60/12/6から施行 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

国際交流会館の設置に伴う。60/12/6から施行 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則

61/1/1から施行。「熊本大学支出負担行為担当官、支出官、契約担当官及び
分任契約担当官の補助者指定に関する規則」は廃止。

規則 全学

熊本大学政府調達相談担当者の指定に関する規
則

60/12/21から施行 規則 事務局

熊本大学の会計機関の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部を改正
する規則

61/1/1から施行 規則 事務局

熊本大学契約事務分掌規則の一部を改正する規
則

61/1/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院校費患者取扱内規の一
部を改正する内規

61/11/7から施行 規則 医学部附属病院

昭和61年度文部省科学研究費補助金部局別応募
状況について

庶務課調 科研費 全学

主要日誌
12/2　教育委員会
12/7　放送公開講座（テレビ）閉講式　　　など

行事 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

中央放射線部に新たにCT室及び画像処理室を設置、主任技師を置く。また、
ラジオアイソトープ室の名称をRI室に変更。輸血部に主任技師を置く。
61/12/1から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設運営委員
会細則

60/12/19から施行 規則 医学部附属遺伝医学研究施設

主要日誌 2/11　放送公開講座（ラジオ）閉講式　　　など 行事 全学

医学部附属遺伝医学研究施設改修工事及び医学
部臨床研究棟増築工事について

医学部附属遺伝医学研究施設では新構想の研究施設、設備の充実に向けて改
修工事を行っている。竣工予定は3/20。
また、12/4から臨床研究棟の増築工事を行っており、7/30に竣工予定。

施設 医学部附属遺伝医学研究施設

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則の一部を改正する規則

61/4/1から施行 規則 留学生

361404 ・・

1261403 ・・
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熊本大学医学部附属病院高度先進医療専門委員
会規則

61/1/16から施行 規則 医学部附属病院

主要日誌 3/3　国際交流委員会学術交流専門委員会　　　など 行事 全学

図書館だより
「スライド『大学図書館への招待』の上映と『図書館利用案内　1986』につ
いて」　　　など

コラム 図書館

昭和60年度熊本大学卒業式挙行される
3/25熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。卒業生数統計、学長告辞、在
学生代表送辞、卒業生代表答辞について掲載あり。

行事 全学

熊本大学大学院教育学研究科（修士課程）設置
される

4/1に設置。これをもって熊本大学では全学部に大学院研究科が設置された
こととなる。

設置 教育学部

熊本大学大学院工学研究科生産科学専攻（後期
3年博士課程）が設置される-科学技術研究科の
1専攻として-

61年4月付で大学院工学研究科に後期3年博士課程として生産科学専攻が設
置。

設置 工学部

熊本大学学則の一部を改正する規則
教育学研究科修士課程の設置、工学部電気工学科・電子工学科・情報工学科
が電気情報工学科に、工業化学科・合成化学科が応用化学科に改組されたこ
となどに伴う。61/4/1から施行

規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
教育学研究科修士課程の設置に伴い学科目が講座に一部変わるなど。61/4/1
から施行

規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 61/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 歯科口腔外科学講座の設置に伴うもの。61/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 学科の改組などに伴うもの。61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 61/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学法文学部の廃止に伴う学内規則の整備
に関する規則

61/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 教育専攻科の廃止に伴うもの。61/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
教育学研究科（修士）と工学研究科（博士課程）の設置に伴う。61/4/1から
施行

規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 61/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院文学研究科規則等の一部を改正
する規則

61/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院教育学研究科規則 61/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

歯科口腔外科学講座の設置などに伴うもの。61/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

生産科学専攻後期博士課程設置等に伴うもの。61/4/1から施行 規則 工学部

1461405 ・・
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熊本大学医学部倫理委員会規則 61/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学職業紹介業務運営規則の一部を改正す
る規則

61/4/1から施行 規則 全学

熊本大学法文学部の廃止に伴う関係規則等の整
備に関する規則

61/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 一般職の給与に関する法律の改正に伴うもの。61/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 法文学部の廃止に伴うもの。61/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

61/3/27から施行 規則 事務局

熊本大学非常勤職員の勤務時間及び休暇に関す
る規則を廃止する規則

61/3/26から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

61/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学法学部における他の授業科目を履修す
る学生の取扱いに関する実施細則の一部を改正
する細則

61/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

61/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部宿日直細則の一部を改正する細
則

61/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

61/4/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和61年度熊本大学入学試験を実施
3/4-5にかけて黒髪地区で実施。入試実施状況についての各学部での統計
有。

入試 全学

昭和61年度熊本医療技術短期大学部入学試験を
実施

3/7-8にかけて医療技術短期大学部において実施。入試実施状況についての
統計有。

入試 医療技術短期大学部

昭和61年度教養部行事予定 行事 教養部

主要日誌 3/3　長期計画委員会専門委員会　　　など 行事 全学

昭和60年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式等
行わる

3/26事務局大会議室にて催した。 行事 全学

図書館だより 「参考図書紹介」 コラム 図書館

昭和61年度入学式挙行される
4/1熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。入学者数統計、松山学長の告
辞の記載あり。

行事 全学

入学辞退者87名、文学部で追加合格者（2名）
決定、理学部で二次募集

1705名が入学手続を行った。各学部学科ごとの合格者数・辞退者数などにつ
いての付表あり。

統計 全学

1・406 61 5・
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教育学研究科修士課程の入学式を挙行
61年度より新設の教育学研究科修士課程の入学式を4/24に教育学部会議室で
挙行。

行事 教育学部

工学研究科博士課程の入学式を挙行
61年4月1日に設置された工学研究科生産科学専攻（後期三年博士課程）の入
学式が4/24に工学部会議室に挙行された。

行事 工学部

熊本大学教育専攻科履修細則を廃止する細則
大学院教育学専攻科の設置に伴い、61/3/31付で教育専攻科が廃止されたこ
とに伴う。

規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科における他の大学
院の授業科目を履修する学生の取扱いに関する
実施細則

61/4/9から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科における特別聴講
学生に関する実施細則

61/4/9から施行 規則 教育学部

熊本大学工学部における他の大学の授業科目を
履修する学生の取扱いに関する実施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学工学部における特別聴講学生に関する
実施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科における特別聴講学
生に関する実施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科における特別研究学
生に関する実施細則

61/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 法文学部の廃止、大学院教育研究科の設置に伴う。61/4/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

法文学部の廃止に伴う。61/4/1から施行 規則 全学

熊本大学病的材料検査受託規則の一部を改正す
る規則

61/4/18から施行、6/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

61/5/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学文学部・法学部事務分掌規則の一部を
改正する規則

法文学部の廃止に伴う。61/4/1から施行 規則 法文学部

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

大学院教育学研究科の設置及び専門職員の廃止に伴う。61/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

61/4/18から施行 規則 理学部

熊本大学薬学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

61/4/18から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

61/4/25から施行 規則 工学部
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熊本大学大学院教育学研究科修士課程設置準備
委員会要項を廃止する要項

大学院教育学研究科の設置に伴う。61/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院科学技術総合研究科博士課程設
置準備委員会要項の一部を改正する要項

61/4/28から施行 規則 全学

昭和61年度科学研究費補助金（海外学術調査）
の内定について

全2件（文学部1、医学部1） 科研費 全学

昭和61年度熊本大学教養部公開講座開設される 全7講座の開講。 行事 教養部

主要日誌
4/3-4　事務系新規採用者研修
4/7　　放送公開講座実施専門委員会　　　など

行事 全学

名誉教授の称号授与 今春退職の教授3名に4/24付けで授与。 その他 全学

昭和61年度（第一回）新採用職員研修を実施 4/3-4事務局旧情報処理室にて実施。 行事 事務局

モンタナ州マンスフィールドセンター太平洋事
情部門所長ディビット・I・スタインバーグ氏
来学

4/12熊本県と姉妹提携しているアメリカ合衆国モンタナ州からマンスフィー
ルドセンター太平洋事情部門所長ディビット・I・スタインバーグ氏が本学
とモンタナとの教職員の交流等を話し合うため来学。

行事 全学

図書館だより 「学術雑誌総合目録和文編冊子体目録の刊行について」 コラム 図書館

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

61/5/31から施行、61/3/1から適用 規則 事務局

熊本大学の会計期間の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部を改正
する規則

61/5/31から施行、61/3/1から適用 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

61/5/31から施行、61/3/1から適用 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院諸料金細則の一部を改
正する細則

61/5/31から施行、61/3/1から適用 規則 医学部附属病院

昭和61年度科学研究費補助金の内定について 全169件 科研費 全学

主要日誌 6/2　名誉教授称号授与式　　　など 行事 全学

図書館だより 「図書館利用統計」（入館者数、貸出冊数　など） コラム 図書館

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

62/4/1から施行 規則 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 61/6/25から施行 規則 全学

昭和61年度科学研究費補助金（海外学術調査-
調査総括）の内定について

全2件(理学部2） 科研費 全学

昭和61年度熊本大学教育学部公開講座開設 全12講座、7月から10月にかけて開講。 公開講座 教育学部

1・・61408

61407 ・

7

16 ・
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昭和61年度熊本大学医療技術短期大学部公開講
座開設

講座名「中高年と健康」。9/20-28の間で３日間開催。 公開講座 医療技術短期大学部

主要日誌
6/3　社会教育主事運営委員会
6/9-12　文部省会計実施監査　　　など

行事 全学

図書館だより
「昭和60年度全国国立大学大型コレクション（図書資料）の利用案内につい
て」

コラム 図書館

熊本大学情報処理センター規則 61/8/1から施行。熊本大学電子計算機室規則は廃止。 規則 情報処理センター

熊本大学情報処理センター運営委員会規則 61/8/1から施行。熊本大学電子計算機室運営委員会規則は廃止。 規則 情報処理センター

学部卒業生8名に卒業証書授与 7/15付で学部卒業生8名の卒業を認定。 行事 全学

昭和62年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

昭和62年度入学者選抜に関する実施要項を発表。 入試 全学

昭和62年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

昭和62年度入学者選抜に関する実施要項を発表。 入試 医療技術短期大学部

昭和61年度科学研究費補助金（特別推進研究
(1)）の内定について

全1件（医学部1） 科研費 全学

昭和61年度放送による熊本大学公開講座開設
テレビ講座「実年の健康」（主任講師：医学部森野能昌教授）、ラジオ講座
「熊本-人とその時代-」（主任講師：文学部工藤敬一教授）の2講座が開
講。

公開講座 全学

昭和61年度熊本大学法学部公開講座開設 講座名「法における男と女」。9/6-11/29の毎週土曜日開講。 公開講座 法学部

朝鮮社会科学者代表団来学
7/11北朝鮮から社会科学者代表団が本学を訪問、本学の人文社会学系教官
と、哲学・文学・教育制度等について学術懇談を行った。

行事 全学

主要日誌 7/1　入学試験学力検査委員会　　　など 行事 全学

熊本大学知命堂使用規則の一部を改正する規則 61/8/5から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

61/8/5から施行 規則 事務局

熊本大学医学部宿日直細則の一部を改正する細
則

61/8/1から施行 規則 医学部

昭和62年度日本学術振興会国際共同研究の内定
について

医学部高津聖志教授とバーゼル免疫研究所フリッツ・メルシャーズ所長（ス
イス）による

研究・教育 医学部

昭和62年度日本学術振興会外国人招へい研究者
（短期）の内定について

スイス連邦工科大学A・B・トンプソン教授（理学部小畑正明助教授のところ
へ）

研究・教育 理学部

民間機関等との共同研究について
株式会社間組と工学部中島重旗教授による「地下水流動に伴う水質・水文学
的研究」（61/8/4-62/3/31まで）

研究・教育 工学部

韓国忠南大学校国際教育部長申聖澈教授来学
8/11来学。両大学の教官・学生の交流推進等のため留学生専門委員長と懇談
など。

行事 全学

61

1
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主要日誌 8/1　熊本県特殊教育諸学校教諭資格付与講習（8日まで）　　　など 行事 全学

図書館だより 「“放送による熊本大学公開講座”の再視聴センターについて」 コラム 図書館

熊本大学評議会将来構想臨時部会規則
将来構想に関連するキャンパス問題に関する事項等の審議立案のため制定。
61/8/28から施行

規則 全学

熊本大学教養部宿日直細則の一部を改正する細
則

61/9/11から施行 規則 教養部

米国モンタナ大学教授、モンタナ州立大学準教
授来学

9/24に米国モンタナ大学マンスフィールドセンターのレイモンド・F・ワイ
リー教授及びモンタナ州立大学のジョン・オコーネル準教授がモンタナ大学
システムの代表として本学を訪問。本学、熊本商科大、モンタナ大、モンタ
ナ州立大との教官及び学生の交流等について懇談。

行事 全学

主要日誌 9/6　留学生との懇談会　　　など 行事 全学

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

61/10/1から教育学部附属小学校における宿日直勤務が廃止されることに伴
うもの。61/10/1から施行。

規則 教育学部

熊本大学教育学部宿日直細則の一部を改正する
細則

61/10/1から教育学部附属小学校における宿日直勤務が廃止されることに伴
うもの。61/10/1から施行。

規則 教育学部

外国人受託研究員の受入れについて
ナイジェリア・ジョス大学JOHN IDOKO AKOH講師（受入先：医学部多田功教
授）

研究・教育 医学部

昭和61年度科学研究費補助金の交付の内定（第
2次）について

全3件 科研費 全学

主要日誌
10/1　教育課程協議会
10/2　六大学教養部長、事務長会議（3日まで）

行事 全学

解剖慰霊祭行われる
10/30医療技術短期大学部体育館において解剖慰霊祭が挙行された。なお同
日医学部構内において動物慰霊祭も行われた。

行事 医学部

学長退官ごあいさつ　-松山公一- 11/19に任期満了により退官した松山学長によるもの コラム 全学

熊本大学長を拝命して　-松角康彦- 第8代熊本大学長となった松角新学長によるもの コラム 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

医学部附属病院において造血気腫瘍のDNA診断が高度先進医療として、本院
が特定承認保険医療機関としてそれぞれ厚生大臣、熊本県知事から昭和
61/11/1付で承認されたことに伴う。61/11/1から施行。

規則 医学部附属病院

主要日誌
11/1-3　大学祭
　　　　医学展
11/2-3　薬学展　　　など

行事 全学

情報処理センター開所式行われる 11/4同センター前広場において挙行。 行事 情報処理センター

永年勤続者表彰式行われる 11/21に工学部環境建設工学科共同製図室で開催。 行事 全学

附属病院川口技官医学教育等関係業務功労者表
彰を受ける

医学部附属病院主任調理師の川口ヤエさんが11/17に文部省において、昭和
61年度文部省医学教育等関係業務功労者として文部大臣から表彰された。

受賞 医学部附属病院

医療技術短期大学部創立10周年記念式典行われ
る

11/8熊本共済会館「五峯閣」にて創立10周年記念式典及び祝賀会を挙行。 行事 医療技術短期大学部

412 ・・
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名誉教授懇談会を開催 11/7に昭和61年度（第14回）名誉教授懇談会が工学部製図室で行われた。 行事 全学

図書館だより　-第3回図書館特殊資料展開催
11/13-15まで自由閲覧室において「細川幽斎関係文学書」のテーマで展示会
を開催。また、11/14には荒木尚附属図書館長により「細川幽斎と永青文
庫」と題する公開講座が行われた。

行事 図書館

年頭所感 松角学長によるもの コラム 全学

熊本大学文学部教授会規則の一部を改正する規
則

61/11/27から施行 規則 文学部

熊本大学法学部教授会規則の一部を改正する規
則

61/11/27から施行 規則 文学部

熊本大学文学部長選挙細則 61/12/1から施行 規則 文学部

熊本大学法学部長選挙細則 61/12/1から施行 規則 文学部

熊本大学法学部再試験細則の一部を改正する細
則

61/12/16から施行 規則 法学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

「ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリーによる先天性代謝異常
診断」および「培養細胞における先天性代謝異常診断」が高度先進医療とし
て厚生大臣から61/12/1付けで承認されたことによる。61/12/11から施行

規則 医学部附属病院

民間機関等との共同研究について
株式会社立石ライフサイエンス研究所と工学部山川列助教授による「バイオ
エレクトロニクス素子の基礎研究」（61/10/6～62/3/31）

研究・教育 工学部

中国政府派遣研究員の受入れについて 天津大学（中国）より工学部へ１名 研究・教育 工学部

昭和62年度科学研究費補助金応募状況 部局別申請件数について付表あり 科研費 全学

主要日誌
12/1　改革委員会
12/3　第1回ＪＳＴ標準課程研修（～5日）

行事 全学

昭和62年度日本学術振興会外国人招へい研究者
（短期）内定

アメリカ・バージニアコモンウェルス大F.M.ホークリッジ教授（受入先：工
学部谷口功助教授）

研究・教育 工学部

主要日誌 1/5　将来構想臨時部会　　　など 行事 全学

国大協、政府機関へ要望書提出
12/19に、国立大学協会から大蔵大臣および文部大臣に学生納付金に対する
要望書が提出された。

その他 全学

学生会館等増改築工事
旧東光会館の食堂の老朽化及び大学会館の福利施設等の充実のため、建物の
一部の増改築・改修工事が行われている。竣工予定は3/25/
同時に現在文・法学部でも増築工事が行われており、2/20竣工予定。

施設 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 62/2/25から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 62/2/25から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 62/2/25から施行 規則 全学
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熊本大学養護教諭特別別科規則の一部を改正す
る規則

62/2/25から施行 規則 全学

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 62/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 64/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学地域共同研究センター設置準備委員会
要項

62/2/25から施行 規則 地域共同研究センター

昭和62年度岡崎国立共同研究機構基礎生物学研
究所共同研究の採択について

教育学部正元和盛教授「エネルギー変換膜系での表面電位、表面ｐHの測
定」

研究・教育 教育学部

昭和61年度(財)日本住宅総合センター調査研究
助成金の決定について

工学部大津政康助教授「コンクリートのひびわれの総合的診断システムの開
発」

研究・教育 工学部

昭和62年度稲盛財団助成金の決定について
医学部高月清教授「ヒトのレトロウィルス感染症に関する研究-とくにATLと
AIDSについて

研究・教育 医学部

主要日誌 2/3　教育学研究科入学試験　　　など 行事 全学

昭和61年度熊本大学卒業式挙行される
3/25熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。卒業生数統計、学長告辞、在
学生代表送辞、卒業生代表答辞について掲載あり。

行事 全学

熊本大学大学院理学研究科環境科学専攻（後期
3年博士課程）が設置される－科学技術研究科
の1専攻として-

昭和62年4月から設置。 設置 理学部

熊本大学学則の一部を改正する学則
工学部資源開発工学科、金属工学科→材料開発工学科に、機械工学科、生産
機械工学科→機械工学科に改組されること等に伴う改正。62/4/1から施行

規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
聴講生に係る教員免許状授与の所要資格の取得などについて。62/4/1から施
行

規則 教育学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 学科の改組等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 工学部学科の改組等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

工学部学科の改組等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 理学研究科博士課程の設置等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 理学研究科博士課程の設置等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

環境科学専攻後期博士課程設置等に伴うもの。62/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

社会の情報化に伴い、電気工学、電子工学、情報工学の各専攻に、ソフト関
連の授業科目を新たに開設など。62/4/1から施行

規則 工学部

熊本大学大学院教育学研究科教官資格基準 62/4/1から施行 規則 教育学部

162417 ・・ 4
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熊本大学法学部履修細則の一部を改正する細則 62/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学薬学部専門教育科目履修細則の一部を
改正する細則

学科改組に伴いカリキュラム整備を行ったことによる。62/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

附属学校授業料徴収等に関するもの。62/3/14から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部附属学校長、園長候補者選考
に関する教授会内規の一部を改正する内規

従来3年であった校長・園長の任期を2年に改める。62/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学組換えDNA実験安全管理規則 62/4/1から施行。『熊本大学医学部組換えDNA実験安全管理規則」は廃止。 規則 全学

熊本大学組換えDNA実験安全管理細則 62/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
等の一部を改正する規則

62/4/1から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予規則の一部を改正する規則

62/3/18から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 62/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領
教育学部附属中学校の事務が附属学校第一事務係が担当することになること
に伴うもの。62/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 経理部及び医学部の事務分掌が変更されることに伴うもの。62/4/1から施行 規則 事務局
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熊本大学教育学部宿日直細則の一部を改正する
細則

62/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部遺伝医学研究施設運営委員会細
則の一部を改正する細則

62/4/1から施行 規則 医学部附属遺伝医学研究施設

熊本大学医学部組換えDNA実験安全管理細則を
廃止する細則

62/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

62/3/20から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

62/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部宿日直規則の一部
を改正する規則

62/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

昭和62年度熊本大学入学試験を実施 3/5-6、黒髪地区において実施。入学試験実施状況（付表）あり 入試 全学

昭和62年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験を実施

3/10-11医療短期大学部において実施。入学試験実施状況（付表）あり 入試 医療技術短期大学部

昭和62年度国際シンポジウムの採択について
医学部神原武教授を開催責任者とするシンポジウム「医学・生物科学シンポ
ジウム-1987“代謝の分子機構とその病態”」が文部省によって採択された

研究・教育 医学部

財団法人佐川交通社会財団交通安全対策振興助
成金の決定について

教養部桜田一之助教授「交通安全対策費の地域配分の方法に関する研究」へ
助成が決定

研究・教育 教育学部

昭和62年度教養部行事予定 行事 教養部

主要日誌 3/5　熊本大学第２次入学試験　　　など 行事 全学

昭和61年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式等
行わる

3/31事務局大会議室で開催。 行事 教職員

図書館だより 「図書館資料の貸出手続等の変更について」 コラム 図書館

昭和62年度入学式挙行される
4/11熊本市民会館大ホールにおいて挙行。入学者数について付表有。また、
松角学長告辞も掲載有。

行事 全学

昭和62年度入学状況調 各学部ごとの入学者数 統計 全学

理学研究科博士課程の入学式を挙行 62/4/1設置の理学研究科の入学式が4/24理学部において実施された。 行事 理学部

熊本大学外国人客員研究員の受入れ 大韓民国・柳桂容氏（受入先：医学部高橋潔教授） 研究・教育 医学部

昭和62年度熊本大学教養部公開講座開設される 全5講座。 行事 教養部

主要日誌 4/2　黒髪地区交通対策委員会、事務系新採用職員研修　　　など 行事 全学

1562418 ・・
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名誉教授の称号授与 4/23付けで今春本学を退職された教授陣へ授与。 研究・教育 教職員

昭和62年度新採用職員研修を実施 4/2-3にかけて事務局旧情報処理室で実施。 行事 事務局

駐日フランス大使の来学について
4/4駐日フランス大使ジルベール・ペロル氏が来学。学長及び教養部フラン
ス語学科教官と本学における語学教育等について懇談。

行事 教養部

図書館だより 「参考図書紹介」 コラム 図書館

熊本大学学則の一部を改正する規則 地域共同研究センターの新設に伴う。62/5/21から施行 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 臨床検査医学講座の設置などに伴う。62/5/21から施行 規則 医学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 材料開発工学科及び機械工学科の講座改変に伴う。62/5/21から施行 規則 工学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

臨床検査医学講座の設置などに伴う。62/5/21から施行 規則 医学部

熊本大学地域共同研究センター規則 62/5/21から施行 規則 地域共同研究センター

熊本大学大学院教育学研究科学位細則 62/5/22から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部教官選考規則の一部を改正す
る規則

62/5/13から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院薬学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則

62/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則

62/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科における特別聴講学
生に関する実施細則

62/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院薬学研究科における特別研究学
生に関する実施細則

62/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学の会計機関の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部を改正
する規則

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学における現金領収証書用紙取扱要領の
一部を改正する要領

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

16 ・62419 ・
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熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学給与振込口座実施要領の一部を改正す
る要領

62/5/18から施行、62/4/1から適用 規則 事務局

昭和62年度科学研究費補助金の内定について
昭和62年度科学研究費補助金の内定について（表）。特別推進研究は別途内
定の予定。

科研費 全学

西田稔工学部講師第8回（昭和62年度）本多記
念研究奨励賞受賞

材料開発工学科の西田稔講師が第8回本多記念研究奨励賞を受賞。 受賞 工学部

主要日誌 5/2　教養部公開講座開講　　　など 行事 全学

図書館だより 「図書館利用統計」　　　など コラム 図書館

熊本大学客員教授選考規則の一部を改正する規
則

62/6/25から施行 規則 全学

熊本大学学生会館使用規則の一部を改正する規
則

62/6/22から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院研修生受入規則の一部
を改正する規則

助産婦、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、歯科衛生士及
び鍼師を新たに研修生として受け入れることが可能となる。62/6/1から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床栄養委員会規則の
一部を改正する規則

62/4/16から施行、62/4/1から適用 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院科学技術研究科博士課程設置準
備委員会要項の一部を改正する要項

研究科の名称を「自然科学研究科」に変更。62/6/22から施行 規則 自然科学研究科

昭和62年度實吉奨学会研究助成金の決定につい
て

工学部高島和希講師「衝撃エネルギーを利用した酸化物超伝導体の高密度成
形およびその加工に関する研究」

研究・教育 工学部

昭和62年度熊本大学教育学部公開講座実施され
る

全10講座を開講。 公開講座 教育学部

昭和62年度熊本大学医療技術短期大学部公開講
座実施される

「高齢者と健康（老いを健やかに）」のテーマで開講。 公開講座 医療技術短期大学部

主要日誌 6/3　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 地域共同研究センターの新設に伴う。62/7/20から施行、62/5/21から適用 規則 全学

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部を改正する規則

地域共同研究センターの新設に伴う。62/7/20から施行、62/5/21から適用 規則 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 地域共同研究センターの新設に伴う。62/7/20から施行、62/5/21から適用 規則 全学

熊本大学奨学寄付金受入及び委任経理金事務取
扱規則の一部を改正する規則

62/8/1から施行 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

62/6/1から施行 規則 全学

・・ 862421 1
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熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受託
規則の一部を改正する規則

62/8/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則の
一部を改正する規則

62/6/29から施行 規則 医療技術短期大学部

学部卒業生7名に卒業証書授与 7/15付けで学部卒業生7名の卒業を認定、各学部において卒業証書を授与 行事 全学

昭和63年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

入試 全学

昭和63年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

入試 医療技術短期大学部

昭和62年度科学研究費補助金（特別推進研究
(1)）の内定について

全1件（医学部1） 科研費 全学

昭和62年度日本証券奨学財団研究調査助成金受
給者の決定について

文学部蘭信三助教授「満州農業移民の『満州体験』とその社会的態度」 研究・教育 文学部

昭和62年度放送による熊本大学公開講座につい
て

テレビ講座「台所の科学」（主任講師：教育学部有富正和教授）、ラジオ講
座「くらしの中の法」（主任講師：法学部清正寛教授）の2講座が開講

公開講座 全学

アメリカ合衆国モンタナ大学長の来学について
7/2にモンタナ大学長クック博士、マンスフィールドセンター・ローレン所
長が来学。

行事 全学

日本学術会議科学者懇談会について
7/17事務局大会議室において日本学術会議会員5名を迎え、特別講演および
本学教官との科学者懇談会が開催された。

行事 全学

主要日誌
7/6　 薬学部実情調査（文部省視学委員）
7/21　熊本大学文学部・法学部説明会及び工学部研究室公開（対進学指導者
及び進学者）　　　　など

行事 全学

アメリカ合衆国ハンター大学長の来学について
7/22に日米リーダーシッププログラムにより来日中のハンター大学長ドナ・
シャレラ博士が来学。

行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

62/8/17から施行 規則 全学

熊本大学国際交流会館使用細則の一部を改正す
る細則

62/7/30から施行 規則 全学

熊本大学附属図書館宿日直細則を廃止する細則
勤務時間外の庁舎の管理等を62/9/1から民間に業務委託することに伴う。
62/9/1から施行

規則 図書館

「低圧配電系統における高調波の測定及び解析」（工学部檜山隆助教授、九
州電力株式会社）

「鋳物表装欠陥の超音波精密探傷法」（工学部立川逸郎教授、日立金属株式
会社九州工場）

「バイオマスエネルギー生産プロセスの効率化」（工学部園田頼和教授、日
立造船株式会社有明工場）

「鋼及びコンクリート構造物のひびわれ、ならびに劣化度の診断・評価とそ
の補修に関する研究」（工学部崎元達郎教授、川崎製鉄株式会社）

「水理地盤情報データベースの構築とその評価システムの開発」（工学部中
島重旗教授、八洲開発株式会社）

民間機関等との共同研究について 全学研究・教育

・422 62 9 1・
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「鉄鋼用耐火材料の対溶損性に関する研究」（工学部満尾利晴教授、和気耐
火工業株式会社）

「高性能位置決め計測制御システムの研究」（工学部柏木濶教授、財団法人
熊本テクノポリス財団）

「電気化学多機能免疫センサの開発」（工学部安河内一夫教授、財団法人化
学及び血清療法研究所）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「貯気槽を有する管路系での非定常空気流動に関する研究」（工学部松尾日
出男教授、三菱重工株式会社）

主要日誌
8/22-23　小学校教員資格認定試験
8/23　　 高等学校教員資格認定試験
8/25-9/3 南九州地区国立学校事務電算化担当職員研修　　　など

行事 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学学生部委員会規則の一部を改正する規
則

62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学附属図書館協議会規則の一部を改正す
る規則

62/10/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館委員会規則の一部を改正す
る規則

62/10/1から施行 規則 図書館

熊本大学改革委員会規則の一部を改正する規則 62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学広報委員会規則の一部を改正する規則 62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学保健衛生委員会規則の一部を改正する
規則

62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学教育委員会規則の一部を改正する規則 62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則の一部を改正する規則 62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

62/10/1から施行 規則 全学

熊本大学薬学部宿日直細則の一部を改正する細
則

62/10/1から施行 規則 薬学部

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受入
れ要項の一部を改正する要項

62/9/1から施行 規則 医学部附属病院

昭和62年度財団法人電気通信普及財団福祉、文
化事業等援助金の決定

工学部山川烈助教授「ファジィシステム応用に関する国際的ワークショッ
プ」

研究・教育 工学部

昭和62年度財団法人武田科学振興財団特別研究
奨励金交付者の決定

医学部島田和典教授「家族性アミロイドポリニューロパチーの分子遺伝学的
研究」

研究・教育 医学部

民間機関等との共同研究について 全学研究・教育

11062423 ・・
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主要日誌
9/8-9 　第47回国立大学学生部次長協議会
9/26-27 小学校教員資格認定試験第2次試験　　　など

行事 全学

同和問題に関する特別講演会のお知らせ
10/29-30に法・文学部および医学部の教室で「今日の教育荒廃と同和教育」
と題した特別講演会を開催。

行事 全学

熊本大学地域共同研究センターの進出協定調印
式行われる

本学地域共同研究センターを熊本テクノ・リサーチセンターに開設するため
に、9/7県知事応接室において進出協定調印式が行われた。

施設 地域共同研究センター

「武夫原頭に草萌えて」の歌碑除幕式行われる
9/5「武夫原頭に草萌えて」歌碑除幕式が行われた。五高開校百周年記念事
業の一環として、赤煉瓦本館を中心とした旧五高施設の保存整備事業などと
ともになされたもの。

施設 全学

熊本大学阿蘇研修所使用規則を廃止する規則 阿蘇研修所の廃止に伴う。62/10/13から施行 規則 全学

熊本大学教養部長選挙細則の一部を改正する細
則

62/10/22から施行 規則 教養部

昭和62年度科学研究費補助金の交付の内定（第
2次）

全4研究 科研費 全学

昭和62年度科学研究費補助金の研究代表者の転
任等に伴う交付の内定

全2研究 科研費 全学

「地下水流動に伴う水質・水文学的研究」（工学部中島重旗教授、間組）

「硬質焼結材料の破壊靱性に関する研究」（工学部三浦秀士教授、東洋鋼板
株式会社）

「地域計画策定支援小地域情報システム開発のための基礎研究」（工学部両
角光男助教授、テクノコーポレーション株式会社）

主要日誌 10/22-23　第20回九州地区国立大学工学系学長学部長会議　　　など 行事 全学

昭和62年度解剖慰霊祭、実験動物慰霊祭行われ
る

10/27医学部主催による解剖慰霊祭が医療技術短期大学部体育館で行われ
た。なお、解剖慰霊祭に先立ち動物慰霊祭が行われた。

行事 医学部

第4回熊本大学附属図書館特殊資料展開催され
る

10/19-21まで附属図書館自由閲覧室において「阿蘇家文書展」が開催された
（本年6月に国の重要文化財に指定されたことを記念して）。10/20には文学
部工藤敬一教授による「阿曽家文書管見」と題する公開講演が行われた。

行事 図書館

大崎文化庁長官が来学
10/2大崎文化庁長官が本学を訪問、事務局長や大学関係者と懇談などを行っ
た。

行事 全学

図書館だより 「マイクロリーダープリンターの利用案内について」 コラム 図書館

熊本大学工学部宿日直細則の一部を改正する細
則

62/12/25から施行 規則 工学部

昭和63年度科学研究費補助金部局別応募状況 科研費 全学

主要日誌
11/1-3　大学祭
11/6-8　工学部創立90周年記念祭　　　など

行事 全学

昭和62年度熊本大学永年勤続者表彰式等行われ
る

11/20工学部環境建設工学科共同製図室で開催。 行事 教職員

民間機関等との共同研究の契約が締結される 全学研究・教育

424 62

・425 62 12

・・ 111
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熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/18事務局大会議室において開催。 行事 教職員

熊本大学工学部創立90周年記念祭を挙行
11/6-8にかけて記念式典、名誉教授による模擬講義。記念講演等多彩にわた
る記念祭を挙行。

行事 工学部

年頭所感 松角学長によるもの コラム 全学

熊本大学評議会将来構想臨時部会規則を廃止す
る規則

評議会将来構想臨時部会の任務終了に伴う。62/12/24から施行 規則 全学

熊本大学給与振込口座実施要領の一部を改正す
る要領

63/1/1から施行 規則 全学

主要日誌
12/2-4　JST標準課程研修
12/7-8　国際規制物資の使用に係る立入検査（科学技術庁）　　　など

行事 全学

中華人民共和国深圳大学長来学
12/18中華人民共和国広東省経済特別区の深圳大学（工業経済、商業経済を
主とする総合大学）羅征啓学長以下5名が来学。学長表敬の後工学部を訪
問。

海外交流 全学

大韓民国忠南大学百済研究所長来学
12/21大韓民国忠清南道の忠南大学校百済研究所権■遠所長が学長を表敬訪
問。また同日本学文学部において同所長による「韓国の茶文化」についての
特別講演が行われた。

海外交流 全学

図書館だより 「公費による文献複写料金の改正について」 コラム 図書館

民間機関等との共同研究
「新機能性材料作製用プラズマプロセシング装置開発」（工学部海老原健治
教授、電気興行株式会社）

研究・教育 全学

モンタナ大学システムとの交流協定締結さる
62年9月の評議会で協定締結について承認され、締結に至ったもの。本学に
おける全学的な交流協定締結は初めて。協定書写について記載あり。

海外交流 全学

モンタナ州、モンタナ大学、モンタナ州立大学
紹介

モンタナ州の概要と、モンタナ大学・モンタナ州立大学で取得できる学位に
ついて

海外交流 学外

主要日誌 1/8　入試担当係長会議　　　など 行事 全学

昭和62年度（財）日本住宅総合センター調査研
究助成金の給付者が決定

教育学部佐藤誠教授、工学部延藤安弘助教授 研究・教育 全学

主要日誌
2/5　理学部長選挙
2/10　大学院自然科学研究科実地審査
2/18-19　第5回放送利用の大学公開講座シンポジウム　　　など

行事 全学

全部局にファクシミリ網が整備される 施設 全学

昭和62年度熊本大学入学式挙行される
3/25熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。卒業生数統計、学長告辞、在
学生代表送辞、卒業生代表答辞について掲載あり。

行事 全学

熊本大学大学院自然科学研究科（後期3年博士
課程）が開設される

昭和63年4月1日をもって大学院自然科学研究科が開設された。 設置 自然系

関係法令（政令）
63/4/1をもって大学院自然科学研究科が設置。これに伴い、理学研究科博士
課程及び工学研究科博士課程は自然科学研究科に移行。

規則 自然系

関係法令（省令）

工学部土木工学科・環境建設工学科（土木コース）→土木環境工学科、建築学科・環境建
設工学科（建築コース）→建築学科に。
63/4/8施行省令により、教育学部附属教育工学センター→教育学部附属教育実践研究指導
センターに。
63/4/8施行省令により医学部に新たに感染防御学講座が設置される。同時に工学部土木環
境工学科及び建築学科並びに大学院自然科学研究科にもそれぞれ講座が設置された。

規則 全学

・・
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関係法令（訓令）
63/4/8施行訓令により学生部入学主幹→入試課、附属図書館事務部の整理課
→情報管理課、閲覧課→情報サービス課に

規則 事務局

熊本大学学則の一部を改正する学則 工学部の学科改組、大学院自然科学研究科設置などによる。63/4/1から施行 規則 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 大学院自然科学研究科設置などによる。63/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 小学校教員養成課程の履修方法の一部を改めるため。63/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 地学科の授業科目及び履修方法の改正のため。63/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 63/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学教養部教授会規則の一部を改正する規
則

63/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

業務円滑化のため、薬剤部薬務室の廃止等組織の再編のため。63/4/1から施
行

規則 医学部附属病院

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
理学研究科環境科学専攻及び工学研究科生産科学専攻を移設、新たにシステ
ム科学専攻を加えて自然科学研究科が設置されたことに伴う。63/4/1から施
行

規則 全学

熊本大学大学院研究科委員会規則の一部を改正
する規則

大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則
博士論文に係る外国語の試問、自然科学研究科において授与する博士論文の
授与の時期について。63/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

63/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

理学研究科の環境科学専攻が自然科学研究科に移設されたことに伴うもの。
63/4/1から施行

規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

工学研究科の生産科学専攻が自然科学研究科に移設されたことに伴うもの。
63/4/1から施行

規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則 大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学大学院自然科学研究科教官資格基準 大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学大学院自然科学研究科長専攻規則 大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学客員教授等選考規則の一部を改正する
規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/1から施行。 規則 全学

熊本大学データベース等取扱規則
本学の教官等が作成したデータベース等に係る権利の取扱について定めるも
の。63/3/24から施行

規則 全学

熊本大学中国医学研修生規則
中国医学研修生受入れ制度実施要項（62/9/7文部省学術国際局長決済）に基
づくもの。63/3/24から施行

規則 留学生
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熊本大学さわやか行政サービス推進委員会要項
63/1/26閣議決定「さわやか行政サービス運動について」に基づくもの。
63/3/19から施行

規則 全学

熊本大学黒髪地区交通対策委員会要項の一部を
改正する要項

63/4/1から施行 規則 全学

熊本大学工学部における他の大学の授業科目を
履修する学生の取扱に関する実施細則の一部を
改正する細則

63/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

工学部の学科改組に伴うもの。63/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
庶務課・学生課に専門職員を置くこと、大学院自然科学研究科が設置された
ことに伴う。63/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/1から施行。 規則 事務局

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学発明実施細則の一部を改正する細則 大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/1から施行。 規則 事務局

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部を改正
する細則

大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部を改正する規則

大学院自然科学研究科の設置に伴うもの。63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/1から施行。 規則 事務局

熊本大学所属出納官吏等の任命権に関する規則
の一部を改正する規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学奨学寄附金受入および委任経理事務取
扱規則の一部を改正する規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学国有財産取扱規則の一部を改正する規
則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 全学

熊本大学防火規則の一部を改正する規則 大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 全学

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学会計監査実施規則の一部を改正する規
則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局
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熊本大学における購入物品の機種選定に関する
取扱要項の一部を改正する要項

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/7から施行、63/4/1から適用 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

大学院自然科学研究科設置等に伴うもの。63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文学部・法学部宿日直細則の一部を改
正する細則

63/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規則の
一部を改正する規則

附属病院薬剤部組織再編に伴うもの。63/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

附属病院薬剤部組織再編等に伴うもの。63/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学学則の一部を改正する規則
教育学部附属教育工学センターが教育学部附属教育実践研究指導センターに
改組されたことに伴う。63/4/8から施行

規則 全学

熊本大学教育学部附属教育実践研究指導セン
ター規則

教育学部附属教育工学センターが教育学部附属教育実践研究指導センターに
改組されたことに伴う（教育学部附属教育工学センター規則は廃止）。
63/4/8から施行。

規則 教育学部

熊本大学教育学部附属教育実践研究指導セン
ター運営委員会

教育学部附属教育工学センターが教育学部附属教育実践研究指導センターに
改組されたことに伴う（教育学部附属教育工学センター運営委員会規則は廃
止）。63/4/8から施行

規則 教育学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 感染防御学講座の設置に伴うもの。63/4/8から施行 規則 医学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則
土木工学科・建築学科・環境建築工学科が、土木環境工学科・建築学科に改
組されたことに伴う。63/4/8から施行

規則 工学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

感染防御学講座の設置に伴うもの。63/4/8から施行 規則 医学部

熊本大学入学試験管理委員会規則等の一部を改
正する規則

学生部の入学主幹が入試課に改められたことに伴う。63/4/8から施行 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

附属図書館の整理課が情報管理課に改められたことに伴う。63/4/8から施行 規則 事務局

熊本大学黒髪地区交通対策委員会要項等の一部
を改正する要項

附属図書館の整理課が情報管理課に改められたことに伴う。63/4/8から実施 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
学生部の入学主幹が入試課に、附属図書館の整理課が情報管理課に、閲覧課
が情報サービス課に改められたことに伴う。63/4/8から施行

規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則
学生部の入学主幹が入試課に、附属図書館の整理課が情報管理課に、閲覧課
が情報サービス課に改められたことに伴う。63/4/8から施行

規則 事務局

熊本大学公印規則の一部を改正する規則
学生部の入学主幹が入試課に、附属図書館の整理課が情報管理課に、閲覧課
が情報サービス課に改められたことに伴う。63/4/8から施行

規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領
学生部の入学主幹が入試課に、附属図書館の整理課が情報管理課に、閲覧課
が情報サービス課に改められたことに伴う。63/4/8から施行

規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

入学主幹が入試課に改められたことに伴う。63/4/8から施行 規則 事務局
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熊本大学附属図書館事務分掌規則の一部を改正
する規則

整理課が情報管理課に、閲覧課が情報サービス課に改められたことに伴う。
63/4/8から施行

規則 図書館

熊本大学医療技術短期大学部入学試験実施組織
要項の一部を改正する要項

入学主幹が入試課に改められたことに伴う。63/4/8から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 63/4/17から施行 規則 事務局

昭和63年度熊本大学入学試験を実施
3/5-6にかけて黒髪地区及び熊本商科大学で実施。合格発表は3/19/入学試験
実施状況についての付表有。

入試 全学

昭和63年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験を実施

3/10-11にかけて医療技術短期大学部において実施。入学試験実施状況につ
いての付表有。

入試 医療技術短期大学部

昭和62年度（財）電気通信普及財団研究助成が
決定

工学部渡邉亮教授、同内村圭一助教授 研究・教育 工学部

昭和63年度稲盛財団助成金受給者が決定 医学部森正敬教授 研究・教育 医学部

昭和63年度教養部行事予定 行事 教養部

理学部長に伊藤鎮雄教授選任される 人事 理学部

工学部長に松尾哲夫教授選任される 人事 工学部

教養部長に有地鎮雄教授選任される 人事 教養部

大学院自然科学研究科長に黒羽啓明教授が選任される 人事 自然系

主要日誌 3/4　RI委員会　　　など 行事 全学

昭和62年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式行
わる

3/31事務局大会議室で開催。 行事 全学

退官記念講演

63/3/31付定年退官教授のうち、理学部松本幡郎教授（2/27「九州の火
山」）、医学部北川敏夫教授（3/12「一整形外科医者の歩んだ道」）、工学
部立川逸郎教授（3/22「材料・溶接の諸問題について-研究経験の中から-
」）が退官記念講演会を行った。

行事 全学

昭和63年度入学式挙行される
4/11熊本市民会館大ホールにおいて挙行。自然科学研究科にとっては最初の
入学式。入学者数調（付表）、学長告辞の記載有。

行事 全学

昭和63年度入学状況調 統計 全学

熊本大学評議会部会規則の一部を改正する規則 63/4/28から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する記録

附属図書館の整理課が情報管理課に改められたことに伴う。63/4/14から施
行、63/4/8から適用

規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

附属図書館の整理課が情報管理課に改められたことに伴う。63/4/14から施
行、63/4/8から適用

規則 事務局

新任部局長等紹介

430 1563 ・・
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熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項
附属図書館の整理課が情報管理課に改められたことに伴う。63/4/14から施
行、63/4/8から適用

規則 事務局

昭和63年度熊本大学教養部公開講座開設さる 全3講座。 公開講座 教養部

主要日誌

4/1-2　事務系新採用職員研修
4/14　 大学院自然科学研究科（システム科学専攻）入学試験
4/20　 大学院自然科学研究科（システム科学専攻）合格者発表
4/25　 大学院自然科学研究科（システム科学専攻）入学式　　　など

行事 全学

名誉教授の称号授与 今春退職の教授3名に4/28付けで授与。 行事 教職員

昭和63年度新採用職員研修を実施 4/1-2にかけて事務局大会議室で実施。 行事 事務局

図書館だより 「図書の配置について」 コラム 図書館

昭和63年度文部省さわやか行政サービス推進月
間実施

63/5/1-63/5/31にかけて閣議決定「さわやか行政サービス運動について」に
基づき実施

行事 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 63/5/26から施行 規則 全学

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

63/5/16から施行 規則 工学部

昭和63年度科学研究費補助金の内定について 科研費 全学

主要日誌 5/10　名誉教授称号授与式　　　など 行事 全学

熊本大学地域共同研究センター開所式挙行さる 5/28熊本テクノ・リサーチパーク内広場（熊本県益城町田原）で挙行 行事 地域共同研究センター

図書館だより 「図書館利用統計」 コラム 図書館

熊本大学外国人教員の任期に関する規則 63/6/23から施行 規則 教職員

熊本大学理学部宿日直細則の一部を改正する細
則

63/7/1から施行 規則 理学部

昭和63年度教育学部公開講座開設について 全12講座、7月から9月にかけて開講 公開講座 教育学部

安藤正幸医学部助教授が日本胸部疾患学会賞
（熊谷賞）を受賞

医学部内科学第一講座の安藤正幸助教授が日本胸部疾患学会総会において熊
谷賞を受賞

受賞 医学部

主要日誌 6/3　自然科学研究科設置記念式典　　　など 行事 全学

大学院自然科学研究科の設置記念式典挙行さる 6/3文部省、県。市及び大学関係者列席のもと挙行 行事 自然系

船田文部政務次官が来学
6/25視察のため来学。地域共同研究センター施設、附属図書館所蔵資料など
を見学

その他 全学

432

431 63 16・ ・

1763 ・・
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熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

63/7/28から施行 規則 文学部

昭和63年度科学研究費補助金（特別推進研究
(1)）の内定について

科研費 全学

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「汚水処理用高性能攪拌曝気槽の開発」（工学部中嶋幸敏教授、三井三池化
工機株式会社）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「バイオマスエネルギー生産プロセスの効率化」（工学部園田頼和教授、日
立造船株式会社有明工場）

主要日誌 7/1　改革委員会　　　など 行事 全学

五高同窓会から記念碑等の寄付

7/19　五高同窓会より五高開校100周年の記念行事の締めくくりとして、記
念碑・図書（「武夫原頭に草萌えて」の記念碑、五高本館周辺のコンクリー
ト柵の取り付け、プロムナード舗装、ソテツ植栽、五高模型。英文学厨川白
村全集、五高三代目校長加納治五郎の扁額）等が本学に寄付された。

その他 前身校

中国桂林市副市長来学
7/4中国桂林市より婦人友好訪問団団長の桂林市副市長ユエンフォンラン女
史が学長を表敬訪問。

海外交流 全学

医学部附属病院MRI装置開設式挙行さる
7/5医学部附属病院第一会議室において挙行。式典の後、山崎記念館におい
て祝賀会を開催。

行事 医学部附属病院

職員の接遇研修を実施
7/7-8にかけて実施（「さわやか行政サービス運動について」に基づく）。
なお、医学部附属病院においては6/23-30にかけて独自に研修を実施。

行事 全学

昭和64年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

入試 全学

昭和64年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

入試 医療技術短期大学部

昭和63年度科学研究費補助金（総合研究(B)）
の追加内定について

科研費 全学

「鋼及びコンクリート構造物のひびわれ、ならびに劣化度の診断・評価とそ
の補修に関する研究」（工学部崎元達郎教授、川崎製鉄株式会社）

「水理地盤情報データベースの構築とその評価システムの開発」（工学部中
島重旗教授、八洲開発株式会社）

「コンピューターの冷却の為の高熱流束冷却技術の研究」（工学部井村英昭
教授、藤倉電線株式会社）

民間等との共同研究に伴う客員教授の決定につ
いて

地域共同研究センターで推進されている研究課題のうち5つに客員教授を置
く。

研究・教育 地域共同研究センター

主要日誌 8/11　社会教育主事講習会閉講式 行事 全学

附属病院「火の国まつり」（おてもやん総踊
り）に初参加

8/11-13にかけて市内中心部で催される「火の国まつり」中の「おてもやん
総踊り」に医学部附属病院が職場団体として参加（8/12）。

行事 医学部附属病院

433 63

63434

1

全学民間機関等との共同研究について 研究・教育

19 ・

全学研究・教育民間機関等との共同研究受入れ決定について

・・ 8

・
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熊本大学国際交流委員会規則の一部を改正する
規則

63/9/22から施行 規則 全学

熊本大学地域共同研究センター規則の一部を改
正する規則

63/9/22から施行 規則 地域共同研究センター

熊本大学長期計画委員会要項の一部を改正する
要項

63/9/22から施行 規則 全学

熊本大学紹介用ビデオ制作委員会要項 63/9/20から施行 規則 全学

「鉄鋼用耐火材料の対溶損性に関する研究」（工学部満尾利晴教授、和気耐
火工業株式会社）

「高性能位置決め計測制御システムの研究」（工学部柏木濶教授、財団法人
熊本テクノポリス財団）

「各種超砥粒砥石によるファインセラミックスの高能率クリープフィールド
研削」（工学部松尾哲夫教授、ノリタケダイヤ株式会社）

「薄膜高温超電導体の作成に関する基礎研究」（工学部蛯原健治教授、電気
興業株式会社）

「地域計画策定支援小地域情報マッピングシステムの開発」（工学部両角光
男教授、富士通株式会社）

「サイロ型空洞掘削時の岩盤挙動の研究」（工学部菅原勝彦教授、応用地質
株式会社）

「地下水流動に伴う水質・水文学的研究」（工学部中島重旗教授、間組）

「爆発収束衝撃波を利用した材料開発に関する研究」（工学部松尾日出男教
授、株式会社椿本チェイン」

「小型ホバークラフトの開発研究」（工学部松尾日出男教授、日造有明工業
株式会社）

モンタナ大学から交流協定に基づく第1回交換
教官来学

8/24、熊本大学との学術交流協定に基づくモンタナ大学からの最初の派遣教
官としてWeirather Randy助教授夫妻が来学。9/5に学長を表敬訪問。同氏は
来年6/30まで熊本大学外国人客員研究員として教育学部障害児教育の篠崎教
授のもとで「言語発達と障害」について研究する予定。

海外交流 全学

新任部局長等紹介 学生部長に住澤幹夫教授選任される 人事 全学

主要日誌 9/5　教育委員会　　　など 行事 全学

名誉教授の称号授与
8/31付けで本学を退職した松垣裕元文学部教授（現熊本女子大学長）に9/22
付けで名誉教授号が授与された

その他 教職員

中国桂林市教育代表団来学 10/3中国桂林市教育代表団一行が本学を訪問。 海外交流 全学

熊本大学動物実験指針 63/10/27から施行 規則 全学

熊本大学楷樹会館規則 63/11/11から施行 規則 医学部

163436

63435 1・

全学研究・教育民間企業等との共同研究受入れ決定について

10

11 ・

・

・
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熊本大学楷樹会館使用細則 63/11/11から施行 規則 医学部

内藤眞医学部助教授らの研究グループ第4回国
際Kupffer細胞シンポジウム学会賞第1位受賞

医学部病理学第二講座の内藤眞助教授らの研究グループが63/9/25-29に西ド
イツで開催された第4回Kupffer細胞シンポジウムにおいて学会賞一位を受
賞。

受賞 医学部

昭和63年度科学研究費補助金の交付の内定（第
2次）

医学部4件、法学部1件、教育学部1件、附属病院2件 科研費 全学

主要日誌 10/12　入学試験管理委員会　　　など 行事 全学

昭和63年度解剖慰霊祭及び実験動物慰霊祭行わ
れる

10/13に医療技術短期大学部体育館において行われた。今回から従来の仏式
供養から、超宗教による献花方式に変わる。解剖慰霊祭に先立ち、医学部構
内の実験動物供養碑前において実験動物慰霊祭が行われた。

行事 医学部

図書館だより 「外国学術図書の展示について」 コラム 図書館

主要日誌 11/1-3　大学祭　　　など 行事 全学

昭和63年度熊本大学永年勤続者表彰式行われる 11/22工学部共同製図室で開催 行事 教職員

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/8事務局大会議室で開催 行事 教職員

医学部附属病院松田主任調理師、医学教育等関
係業務功労者表彰を受ける

11/7文部省にて授賞式 受賞 医学部附属病院

熊本大学楷樹会館開所式挙行さる 11/11に楷樹会館研修室において挙行 行事 医学部

年頭所感 松角学長によるもの コラム 全学

アメリカ合衆国モンタナ大学長が来学
11/19モンタナ大学クック学長及びマンスフィールドセンターのローレン署
長が学長表敬のため来学

海外交流 全学

主要日誌 12/7-9　第3回JST研修　　　など 行事 全学

在日外国人報道関係者が地域共同研究センター
を視察

12/20在日外国人報道関係者の一行20名が、地域共同研究センターを訪問。
財団法人フォーリン・プレス社主催の「熊本県プレスツアー」の一環として
行われたもの

行事 地域共同研究センター

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 全学

「ビトリファイドCBNホイールによるクリーブフィード研削加工」（工学部
松尾哲夫教授、クレノートン株式会社）

「硬質焼結材料の破壊靱性に関する研究」（工学部三浦秀士助教授、東洋鋼
板株式会社）

主要日誌 1/10　留学生専門委員会　　　など 行事 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 文学部

439 1

1164438

・

・・

437 63 12 1

民間機関との共同研究受入れ決定 全学研究・教育

21 ・

1440 1 3・ ・

・・
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熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学文学部履修細則の一部を改正する細則 1/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学法学部履修細則の一部を改正する細則 1/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

1/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学職員の休憩時間及び急速時間に関する
規則の一部を改正する規則

1/2/23から施行、64/1/1から適用 規則 教職員

元号の改正に伴う学内関係規則等の整備に関す
る規則

1/2/23から施行、64/1/8から適用 規則 全学

熊本大学給与振込口座実施要領の一部を改正す
る要領

1/2/23から実施、1/2/1から適用 規則 全学

民間機関等との共同研究受入れ決定について 「ビール廃水の嫌気性処理」（工学部園田頼和教授、日本碍子株式会社） 研究・教育 全学

主要日誌
2/8　人事院給与簿監査
2/10 国立大学学生部長会議　　　など

行事 全学

昭和63年度卒業式挙行される
3/25熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。卒業生数統計、学長告辞、在
学生代表送辞、卒業生代表答辞について掲載あり。

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する学則
学生の臨時増募、医学部入学定員の減員、工学部学科改組の学年進行等に伴
うもの。1/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
教育学研究科教科教育専攻技術教育専修の増設及び自然科学研究科の学年進
行等に伴うもの。1/4/1から施行

規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

1/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

教科教育専攻に技術教育専修が増設されることに伴う。1/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

1/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

1/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

1/4/1から施行 規則 自然系

1 1・441 4・
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熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

1/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学進学課程履修細則の一部を改正す
る細則

1/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学放射線障害防止規則の全部を改正する
規則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則の全部を改正
する細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射性有機廃液焼却管理細則を廃止す
る細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害防止細則の全部を改正する細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室放
射線障害防止細則の全部を改正する細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室放
射性有機廃液焼却管理細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学本荘地区放射性同位元素総合研究室放
射性有機廃液焼却管理細則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 1/3/6から施行、64/1/1から適用 規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

経理部経理課に契約専門職員が置かれること等によるもの。1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 施設部企画課の事務が一部改められること等による。1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

施設部企画課の事務が一部改められること等による。1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 施設部企画課の事務が一部改められること等による。1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
の一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学病的材料検査受託規則の一部を改正す
る規則

1/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学病理解剖受託規則の一部を改正する規
則

1/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 1/4/1から施行 規則 全学
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熊本大学外国人受託研修員規則の一部を改正す
る規則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

1/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院受託実習生受入規則の
一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院研修生受入規則の一部
を改正する規則

1/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

1/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

1/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

消費税導入に伴う改正。1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学知命堂使用規則の一部を改正する規則 消費税導入に伴う改正。1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学黒髪南地区研修所使用規則の一部を改
正する規則

消費税導入に伴う改正。1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学山崎記念館使用規則の一部を改正する
規則

消費税導入に伴う改正。1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学理学部附属臨海実験所使用規則の一部
を改正する規則

消費税導入に伴う改正。1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

1/4/7から施行、1/4/1から適用 規則 全学

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文学部・法学部事務分掌規則の一部を
改正する規則

1/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

設備管理等の竣工に伴うもの。1/4/1から施行 規則 医学部附属病院

平成元年度熊本大学入学試験を実施
3/5-6にかけて黒髪地区において実施。入学試験実施状況についての付表
有。

入試 全学

平成元年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験を実施

3/10-11にかけて医療技術短期大学部において実施。入学試験実施状況につ
いての付表有。

入試 医療技術短期大学部

中国医学科学院代表団が医学部を訪問
3/21に中国医学科院から顧方舟院長を代表とする代表団4名が医学部を訪
問。

海外交流 医学部
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文学部長に魚津郁夫教授選任される

法学部長に冨樫貞夫教授選任される

医学部長に森野能昌教授選任される

医学部附属病院長に松田一郎教授選任される

医療技術短期大学部主事に三井清司教授選任される

地域共同研究センター長に中島重旗教授再任される

事務局長に伊牟田泰弘氏

主要日誌 3/7　改革委員会　　　など 行事 全学

昭和６３年度退職時熊本大学永年勤続者表彰式
等行わる

3/31事務局大会議室で開催。なお、文部省永年勤続者表彰伝達式は、3/29が
区長室において行われた。

行事 教職員

退官記念講演

3/31付で退官する教育学部中村正夫教授（2/13「私と天草研究」）、教育学
部和田日出男教授（2/26「問題解決の思考と構造-コンピュータはどのよう
にして考えるか-」）、医学部佐々木隆教授（3/11「時間の流れの生理
学」）、工学部右田健兒教授（3/18「建築防災のあゆみ」）の4名が記念講
演を行った。

行事 教職員

平成元年度入学式挙行される

4/11熊本県立劇場コンサートホールで挙行。松角学長による告辞の掲載あ
り。なお、これまで入学式は熊本市民会館で行われてきたが、立地条件や駐
車場の便利さから、本年度より原則として熊本県立劇場を使用することと
なった。

行事 全学

平成元年度入学状況調 学部、大学院、医療技術短期大学部、専攻科、別科それぞれについての統計 統計 全学

熊本大学受託研究員規則の一部を改正する規則 1/4/27から施行、1/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部連絡協議会規則の
一部を改正する規則

1/4/26から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止専門委員会要項の一部
を改正する要項

1/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学教育学部付属学校規則の一部を改正す
る規則

附属中学校の定員数減による。1/4/14から施行、1/4/1から適用 規則 教育学部

主要日誌
4/1,3　新採用職員オリエンテーション
4/11　　入学式　　　など

行事 全学

名誉教授の称号授与 4/27付けで授与。 その他 教職員

平成元年度新採用職員オリエンテーションを実
施

4/1、3の両日に実施 行事 事務局

コート開き行われる-医学部テニスコート- 楷樹会館西側にテニスコートが完成、4/7にコート開きが行われた。 施設 医学部

151442

新任部局長等紹介 全学人事

・・
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熊本大学学則の一部を改正する規則の一部を改
正する規則

1/5/29から施行 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部主事の名称変更に
伴う学内関係規則の整備に関する規則

1/5/29から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学国際交流会館使用細則の一部を改正す
る細則

1/5/29から施行 規則 全学

熊本大学医療技術短期大学部主事の名称変更に
伴う学内関係規則の整備に関する規則

1/5/29から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部入学料及び授業料
の免除並びに授業料の徴収猶予取扱規則

1/6/1から施行 規則 医療技術短期大学部

平成元年度科学研究費補助金の内定について 全188研究（新規・継続・転入すべて含む） 科研費 全学

新任部局長等紹介 附属図書館長に小島昭次教授選任 人事 全学

主要日誌 5/12　大学紹介用ビデオ政策委員会　　　など 行事 全学

図書館利用統計 統計 図書館

調査実習船「ドルフィンⅡ世」竣工披露-理学
部附属合津臨海実験所-

5/22に理学部附属合津臨海実験所調査実習船「ドルフィンⅡ世」の竣工が披
露された

行事 理学部

「熊本大学研究者情報検索システム」完成披露
式-情報処理センター-

5/12に「熊本大学研究者情報検索システム」の完成披露式が情報処理セン
ターにおいて行われた

行事 情報処理センター

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 1/6/29から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

1/6/29から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

1/6/19から施行 規則 全学

バージニアコモンウェルス大学と学術交流協定
締結

5/4付けで締結。これは1987/6-8までバージニアコモンウェルス大学の教授
が本学工学部で外国人招聘研究者として研究したことを契機として進展した
もので、元年3月の評議会で決定に至った。協定書（英文・和文）掲載有。

海外交流 全学

バージニア州バージニアコモンウェルス大学紹
介

バージニア州、バージニアコモンウェルス大学についての概要 海外交流 全学

モンタナ大学国際交流部長来学

6/9にアメリカ合衆国モンタナ大学のPeter Koehn国際部長が学長表敬のため
来学。6/8には学術交流専門委員会委員長、留学生専門委員会委員長など同
席のもと、モンタナ大学と本学の今後の交流プログラム等について懇談が行
われた

海外交流 全学

民間等との共同研究受入れ
「酵素アイソザイムの特性の研究及び簡易的測定法の開発」（医学部岡部紘
明教授、国際試薬株式会社）

研究・教育 全学

平成元年度熊本大学教育学部公開講座 全11講座 公開講座 教育学部

地域共同研究センターに住宅の温熱性能計測実
験棟が完成

6/28、地域共同研究センターの敷地内に、住宅の温熱性能計測用実験施設が
完成。工学部建築学科石原修助教授とエアサイクル産業株式会社との間で進
められている「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関す
る研究」を実地で行うためのもの。

施設 地域共同研究センター

1

1

443 6

444 71

1 ・・

・ ・
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新任部局長等紹介 教育学部長に海老原遙教授選任される 人事 全学

主要日誌
6/1　ノースカロライナ大学副学長ウォンツ夫妻来学
6/8　モンタナ大学ピーターカーン国際交流部長来学　　　など

行事 全学

図書館だより 「同和問題関係図書について」 コラム 図書館

熊本大学地域共同研究センター規則の一部を改
正する規則

センターに民間機関等からの研究開発等に係る技術相談に応じるため。
1/7/27から施行

規則 地域共同研究センター

「サン・コントロール・デバイスの開発と性能に関する研究」（工学部石原
修助教授、株式会社建鋼社）

「地域計画策定支援解析システムの開発と利用」（工学部両角光男助教授、
株式会社高木冨士川計画事務所）

「遺跡調査支援3次元モデリングシステムの開発と応用」（工学部木島安史
教授、財団法人中近東文化センター）

「水理地盤情報データベースの構築とその評価システムの開発」（工学部中
島重旗教授、八洲開発株式会社）

新任部局長等紹介 薬学部長に杉井篤教授選任される 人事 全学

主要日誌
7/6　　社会教育主事講習（～8/10）
7/6-7　熊本大学職員接遇研修　　　など

行事 全学

職員の接遇研修
7/6-7にかけて、さわやか行政サービス運動に基づき実施。また附属病院に
おいては6/21-30まで独自に研修を実施

行事 全学

平成2年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項

入試 全学

平成2年度熊本大学医療技術短期大学部入学者
選抜に関する実施要項

入試 医療技術短期大学部

民間等との共同研究受入れ
「有機金属プラズマ気相法による高温超伝導薄膜作製」（工学部海老原健治
教授、株式会社同仁化学研究所）

研究・教育 地域共同研究センター

主要日誌 8/3　研究室公開学部説明会　　　など 行事 全学

産・学・官交流講演会開催される
8/25熊本郵便貯金会館で開催。今後一年間の地域共同研究センターが計画し
ている行事予定についても掲載あり。

行事 地域共同研究センター

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部を改正
する規則

共通一次学力試験の廃止に伴うもの。1/9/28から施行 規則 全学

熊本大学主管共通第一次学力試験実施委員会規
則を廃止する規則

共通一次学力試験の廃止に伴うもの。1/9/28から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予規則の一部を改正する規則

共通一次学力試験の廃止に伴うもの。1/9/28から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院研修登録医受入れ規則 1/10/1から施行 規則 医学部

10 1

1 8

447 1

446 91

445 1

1

地域共同研究センター研究・教育民間との共同研究受入れ

・

・・

・

・・
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熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

1/9/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館文献複写料金徴収猶予規則 1/9/1から施行 規則 図書館

熊本大学工学部宿日直細則の一部を改正する細
則

1/9/11から施行 規則 工学部

「配電系統における高調波の測定および解析」（工学部檜山隆教授、九州電
力株式会社）

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「鉄鋼用耐火材料の対溶損性に関する研究」（工学部満尾利晴教授、和気耐
火工業株式会社）

「鋼及びコンクリート構造物のひびわれ、ならびに劣化度の診断・評価とそ
の補修に関する研究」（工学部崎元達郎教授、川崎製鉄株式会社）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「塩害に対するコンクリート構造物の劣化度診断法の開発に関する研究」
（工学部大津正康助教授、株式会社間組技術研究所）

工学部松尾哲夫教授CIRPの正会員に選出さる
8/26ノルウェーで開催された第39回CIRP（国際生産工学研究会議）において
工学部松尾哲夫教授が正会員に選出された。今回の選出は日本人としては2
年ぶり、九州地区では初

研究・教育 工学部

名誉教授の称号授与 9/28付けで授与 その他 教職員

主要日誌 9/4　教育委員会　　　など 行事 全学

設備管理棟新営によせて 附属病院管理課設備係による職場紹介 コラム 医学部附属病院

民間等との研究受入れ
「電子部品用ファインセラミックスの精密成形研削、ラッピングにおける精
度及び表面性状の向上」（工学部松尾哲夫教授、九州松下電器株式会社）

研究・教育 地域共同研究センター

平成元年度科学研究費補助金の交付の内定（第
2次）

全11研究 科研費 全学

モンタナ大学から交流協定に基づく交換教官来
学

9/19にモンタナ大学からの1989年度派遣教官としてCharles E.Hoodジャーナ
リズム学部長が来学。9/21に学長を表敬訪問。同氏は来年7/31まで熊本大学
外国人客員研究員として文学部で「日本のジャーナリズム」について研究す
る予定

海外交流 全学

C型（血液関連非A非B型）肝炎ウイルスの発見
附属病院講師（輸血部）山口一成氏による巣新発見のC型肝炎についてのコ
ラム

コラム 全学

主要日誌 10/16　入学試験管理委員会　　　など 行事 全学

平成元年度解剖慰霊祭及び実験動物慰霊祭行わ
れる

10/12医療技術短期大学部体育館において行われた。これに先立ち、医学部
構内実験動物供養碑前において実験動物慰霊祭が行われた。

行事 医学部

熊本大学教育学部宿日直細則の一部を改正する
細則

1/12/1から施行

112

111・1448

449 1 ・ ・

地域共同研究センター民間等との共同研究受入れ 研究・教育

・
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「難接合性材の爆発圧着に関する研究」（工学部藤田昌大教授、旭化成工業
株式会社）

「地下水流動に伴う水質・水文学的研究」（工学部中島重旗教授、間組）

「ケイ素化合物の電気化学的リサイクル法の開発」（工学部谷口功助教授、
チッソ株式会社）

「コンピューターの冷却の為の高熱流束冷却技術の研究」（工学部井村英昭
教授、藤倉電線株式会社）

「ビトリファイドCBNホイールによるクリーブフィード研削加工」（工学部
松尾哲夫教授、クレノートン株式会社）

「各種超砥粒砥石によるファインセラミックスの高能率クリープフィールド
研削」（工学部松尾哲夫教授、ノリタケダイヤ株式会社）

「岩石AE特性の調査とAEデータ解析システムの開発」（工学部菅原勝彦教
授、鹿島建設株式会社）

「超高速ノズルによる軟鋼のセラミックスコーティングに関する基礎研究」
（工学部松尾日出男教授、株式会社椿本チェイン）

主要日誌 11/1　開学記念日　　　など 行事 全学

平成元年度熊本大学永年勤続者表彰式行われる
11/22熊本大学永年勤続者表彰式及び文部省永年勤続者表彰伝達式が、工学
部共同製図室で開催された。

行事 全学

附属中学校規工川祐輔副校長「教育者表彰」を
受ける

11/22国立劇場小劇場において教育学部附属中学校副校長（教頭）が文部大
臣から教育者表彰を受けた

受賞 教育学部

医学部伊藤孝一技官「医学教育等関係業務功労
者」の表彰を受ける

11/13平成元年度文部省医学教育等機関関係業務功労者として医学部病理学
第一講座文部技官教務助手伊藤孝一氏が文部大臣から表彰された

受賞 医学部

医学部原田正純助教授「第16回大沸次郎賞」を
受賞

医学部附属遺伝医学研究施設遺伝疫学部門の原田正純助教授は、著書「水俣
が映す世界」（日本評論社）により第16回大佛次郎賞を受賞。また、11/11
に医学部基礎第一講義室において原田助教授による同賞受賞記念講演が行わ
れた。

受賞 医学部

熊本大学名誉教授懇談会を開催 11/7事務局大会議室で行われた その他 教職員

諸外国における看護事情について
附属病院看護部長高嶋幸恵氏による寄稿。10/9より3週間文部省の在外研究
員としてアメリカ・西ドイツ・スイスで行ってきた調査の報告。

コラム 医学部附属病院

JAICA「血液由来感染症」研修生を迎えて

医学部附属病院輸血部副部長山口一成氏による寄稿。11月初旬から6週間に
わたり国立熊本病院を中心として行われたJAICA（国際協力事業団）主催の
血液由来感染症セミナーに関するもの。11/22には熊大病院輸血部で実習が
行われた。

コラム 医学部附属病院

第6回熊本大学附属図書館特殊資料展開催され
る

11/7-9まで附属図書館自由閲覧室で「永青文庫資料による近世熊本の町の生
活展」が開催された。熊本市制100周年に併せたもの。11/8には文学部松本
寿三郎教授による「近世熊本の町の生活」と題された公開講演が行われた。

行事 図書館

附属図書館で防火訓練行わる 11/30附属図書館において消防計画による防災訓練が行われた 行事 図書館

年頭所感 松角学長によるもの コラム 全学

民間等との共同研究受入れ
「バイオマスエネルギー生産プロセスの効率化」（工学部園田頼和教授、日
立造船株式会社有明工場）

研究・教育 地域共同研究センター

450 2 1・ 1・

民間等との共同研究受入れ

教育学部規則
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国際交流セミナー開催される

12/14熊本県立劇場において熊本大学、熊本商科大学、くまもと科学・技術
信仰クラブ主催による「地域社会・産業と大学のより良い交流を目指して」
をテーマとするセミナーが開催。ノースカロライナ大学及びモンタナ州立大
学から講師を招いた。

海外交流 全学

主要日誌 12/11-14　文部省会計実地監査　　　など 行事 全学

第4回JST標準課程を実施 12/6-8まで第4回JST標準課程（監督者研修）が行われた 行事 事務局

理学部創立40周年記念のソフトボール大会を開
催

11/19武夫原グランドで開催 行事 理学部

附属中学校に野外音楽堂完成
教育学部附属中学校の音楽活動を更に広げ、かつ生徒たちの憩い・ふれあい
の場として「希望の森」を設置、そのメインとして野外音楽堂を建立し、
10/31にこけら落としの催しを行った。

行事 教育学部

医療技術短期大学部で防火訓練行わる 12/8教職員及び学生に対し消防訓練を実施 行事 医療技術短期大学部

熊本大学総合情報処理センター設置準備委員会
要項

2/1/25から施行 規則 総合情報処理センター

主要日誌 1/13-14　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

大学入試センター試験実施さる 大学入試センター試験の第一回目。1/13,14の両日実施 行事 全学

入学志願者が急増！
1/22-31で行われた平成二年度個別学力検査の願書受付が締め切られた。入
学者数統計あり。

統計 全学

図書館だより
「熊本大学研究者情報検索システム“新版”サービス開始のお知らせ」
など

コラム 図書館

平成元年度卒業式挙行される
3/24熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。学長告辞、在校生代表送辞、
卒業生代表答辞、卒業者数統計の記載有。

行事 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

2/2/22から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学養護教諭特別別科規則の一部を改正す
る規則

2/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学特殊教育特別専攻科履修細則の一部を
改正する細則

2/4/1から施行 規則 教育学部

451 122 ・・

452 2 3 1・・
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熊本大学養護教諭特別別科履修細則の一部を改
正する細則

2/4/1から施行 規則 養護教諭特別別科

熊本大学文学部履修細則の一部を改正する細則 史学科基準定員改定など。2/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学法学部再試験細則の一部を改正する細
則

2/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学法学部における他の授業科目を履修す
る学生の取扱いに関する実施細則の一部を改正
する細則

2/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院法学研究科学位細則の一部を改
正する細則

2/4/1から施行 規則 法学部

主要日誌 2/2　改革委員会　　　など 行事 全学

平成2年度熊本大学入学試験実施される
3/5-6黒髪地区及び熊本商科大学で実施。3/20合格発表。合格者数等の統計
あり

入試 全学

平成2年度熊本大学医療技術短期大学部入学試
験実施される

3/9-10教養部で実施。3/24合格発表。合格者数等の統計あり 入試 医療技術短期大学部

平成2年度入学式　学長告辞 4/11熊本県立劇場コンサートホールで挙行。松角学長による告辞の掲載あり 行事 全学

附属学校で入学（園）式行われる
附属小学校では4/10附属小学校体育館にて、附属幼稚園では4/12同園リズム
室にて、それぞれ入学（園）式が行われた。また附属中学校及び養護学校で
も同日入学式が行われた

行事 教育学部

平成元年度永年勤続者退職時表彰式等行われる 3/30事務局大会議室で行われた 行事 教職員

退官記念特別講演

2/3/31付退官教授の記念講演。医学部小谷雅彦教授「性ホルモンと免疫応答」、薬学部柴
田元雄教授「微生物と共に40年」、工学部相田貞藏教授「色と光沢の画像計測」、工学部
梶原光久教授「軟弱地盤の安定処理に関する研究」、工学部須山武司教授「連系々統の安
定度解析における最近の固有値解法について」、工学部中嶋幸敏教授「ターボ機械利用技
術」、工学部古家義朗教授「有機基礎反応の反応機構の話」、工学部安河内一夫教授「有
機電気化学の変遷-38年の回顧-」、工学部山田仁穂教授「有機機能物質の合成-40年の回
顧-」の9つ

行事 全学

アメリカ合衆国モンタナ州立大学長来学
3/13Tietzモンタナ州立大学長が姉妹都市熊本県訪問を機に来学。モンタナ
大学からの派遣教官Hood教授、Skinner外国人教師など関係者同席の下で国
際交流について懇談

海外交流 全学

アメリカ国立科学財団（NSF）科学技術政策研
究員来学

3/29アメリカ国立科学財団のMis.ジャニス・キャシディ研究員が日本国内の
産学協同研究の実態等調査のため、地域共同研究センターを視察。

海外交流 地域共同研究センター

黒髪南地区に新福利施設が落成
3/28南地区食堂が竣工落成。（以前は旧工友寮の一部を使用していたが、老
朽化のため取り壊し）

施設 その他

自然科学研究科棟新営工事着工
自然科学研究科の建物工事が、黒髪南地区にて2年1月着工され、現在は基礎
工事段階まで進んだ。

施設 自然系

理学部長津末昭生教授

工学部長江川博明教授

教養部長山田知良教授

大学院自然科学研究科長村田正文教授

453 2 4・

新任部局長等紹介 全学人事
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新採用職員オリエンテーションを実施 4/2-3にかけて実施 行事 事務局

医学部附属病院新採用看護婦オリエンテーショ
ン実施

4/2-4にかけて実施 行事 医学部附属病院

主要日誌 3/2評議会第二部会　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
理学部生物学科が生物科学科に改組、医学部等での定員数変化等による。
2/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
大学院設置基準の一部改正、工学研究科定員数変化等によるもの。2/4/1か
ら施行

規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

2/3/31から施行 規則 留学生

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 生物学科が生物科学科に改組されたこと等による。2/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 生物学科が生物科学科に改組されたこと等による。2/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

2/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

教科教育専攻に英語教育専修が増設されたこと等に伴うもの。2/4/1から施
行

規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

2/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

2/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

電気工学、電子工学、情報工学の3専攻が電気情報工学専攻に、工業化学、
合成化学の2専攻が応用化学専攻に名称変更したこと等に伴うもの。2/4/1か
ら施行

規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

2/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学大学院委員会規則の一部を改正する規
則

2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学同和問題委員会規則 熊本大学同和委員会設置要項は廃止。2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学改革委員会規則等を廃止する規則
改革委員会、広報委員会、保健衛生委員会は元年度限りで廃止したことに伴
う。2/4/1から施行

規則 全学

熊本大学黒髪地区交通対策委員会要項の一部を
改正する要項

2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 2/4/1から施行 規則 事務局
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熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則の一部を改正する規則

政府所有有価証券取扱主任官の新設に伴うもの。2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 2/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学寄贈物品取扱規則の一部を改正する規
則

2/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

2/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 事務局

奨学寄附金等外部資金の受入れについて（昭和
59年12月22日付け文学助第268号通知）に基づ
く取扱要領の一部を改正する要領

2/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学知命堂使用規則の一部を改正する規則 2/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部・法学部事務分掌規則の一部を
改正する規則

進路指導専門員が新たに置かれたことに伴う。2/4/1から施行 規則 社文系

熊本大学理学部附属臨海実験所使用規則の一部
を改正する規則

2/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

理学部生物学科が生物科学科に改組したことに伴う。2/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部を改正
する規則

2/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

2/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部既習得単位認定取
扱い細則の一部を改正する細則

2/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

第31回国立六大学長会議開催される 5/8,9に本学の当番で事務局大会議室において開催された。 行事 全学

10名の名誉教授が誕生！ 4/26付けで授与、5/11学長室で授与式が行われた 行事 教職員

図書館玄関前を組み合わせブロックで舗装
附属図書館の玄関前道路から学生部前の広場一帯が色付きの組み合わせブ
ロックと芝生で舗装された

施設 全学

図書館だより 「ファクシミリによる文献複写サービスの開始」　　　など コラム 図書館

子育て、保健、スポーツ教室…-教養部公開講
座-

全7講座の開講。 公開講座 教養部

主要日誌 4/11平成2年度熊本大学入学式 行事 全学

454 2 5・
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熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

2/5/7から施行 規則 事務局

熊本大学外国人受託研修員規則の一部を改正す
る規則

2/4/23から施行、2/4/1から適用 規則 全学

平成2年度留学生歓迎パーティーを開催 5/24学生会館大ホールにおいて開催 行事 留学生

ハイデルベルグ市訪問団が大学表敬
熊本市主催「水資源国際会議」出席のため来日中のハイデルベルグ市議会代
表団ニルスベーバー団長以下7名が、6/1本学を訪問

海外交流 全学

「森の都のキャンパスライフ」-熊本大学紹介
ビデオ貸出し始まる-

63年9月からビデオ制作委員会で作成中であった本学紹介ビデオが2年3月に
完成。現在貸出しを行っている

その他 全学

学生寄宿舎で防火訓練！ 5/13寮生全員に対する防火訓練が実施された 行事 学生

平成2年度科学研究費補助金が内定-内定件数
198件　昨年度比6%増！-

690件申請し、198件が内定 科研費 全学

図書館だより 「平成元年度の図書館利用状況まとまる」（統計あり）　　　など コラム 図書館

主要日誌 5/8-9　第31回国立大学長会議　　　など 行事 全学

熊本大学教育学部教授会規則の一部を改正する
規則

2/6/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

2/6/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院臨床研修医規則の一部
を改正する規則

2/6/1から施行 規則 医学部附属病院

文学視学委員の実地視察行われる 6/19に文部省文学視学委員による文学部の実地視察が行われた 行事 文学部

五高同窓会から学術奨励金の寄付
第五高等学校同窓会からの寄付申し込みがあり、6/28学長室において目録贈
呈が行われた

その他 前身校

工学部長江川博明教授（応用化学科）は5/30平成元年度高分子化学功績賞を
受賞。また、6/20日本海水学会賞学術賞を受賞。

工学部建築学科遠藤安弘教授は5/30平成2年度日本建築学会賞を受賞。

工学部材料開発工学科大見美智人教授及び金子勝比古助教授は3/29資源・素
材学会賞論文賞を受賞。

工学部材料開発工学科河原正泰教授は3/29に資源・素材学会賞奨励賞を受
賞。

工学部材料開発工学科小塚敏之講師は5/9第11回本多記念研究奨励賞を受
賞。

第37回国立大学図書館協議会総会開催される 6/28-29、本学を当番校として熊本産業文化会館で開催 行事 図書館

72456

455 62

工学部6名の教官が各種学会賞受賞！ 工学部受賞

・

・
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第35回全国診療放射線技師教育施設協議会開催
される

6/7-8、本学医療技術短期大学を当番としてKKR五峯閣において開催 行事 医療技術短期大学部

新入生合宿研修-医療技術短期大学部- 6/1-2に天草青年の家で行われた。 行事 医療技術短期大学部

「有機金属プラズマ気相法による高温超伝導薄膜作製」（工学部海老原健治
教授、株式会社同仁化学研究所）

「遺跡調査支援3次元モデリングシステムの開発と応用」（工学部木島安史
教授、財団法人中近東文化センター）

「対話型3次元モデリングシステムの開発に関する基礎研究」（工学部両角
光男助教授、株式会社構造計画研究所）

「サン・コントロール・デバイスの開発と性能に関する研究」（工学部石原
修助教授、株式会社建鋼社）

「酵素アイソザイムの特性の研究及び簡易的測定法の開発」（医学部岡部紘
明教授、国際試薬株式会社）

「ファジイ制御系の設計法とその応用に関する研究」（工学部川路茂保教
授、オムロン株式会社）

「ビトリファイドCBNホイールによるクリーブフィード研削加工」（工学部
松尾哲夫教授、クレノートン株式会社）

「各種超砥粒砥石によるファインセラミックスの高能率クリープフィールド
研削」（工学部松尾哲夫教授、ノリタケダイヤ株式会社）

「岩石AE特性の調査とAEデータ解析システムの開発」（工学部菅原勝彦教
授、鹿島建設株式会社）

「応用解放法の拡張と高温・低温岩体への適用」（工学部菅原勝彦教授、住
友金属鉱山株式会社）

図書館だより 「参考図書紹介-平成元年度受入分（本館）-」 コラム 図書館

文学、スポーツ、美術、音楽…-教育学部公開
講座-

全9講座の開講 公開講座 教育学部

主要日誌 6/1　ハイデルベルク市訪問団の表敬訪問　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 総合情報処理センターが設置されたことに伴う。2/6/8から施行 規則 全学

熊本大学総合情報処理センター規則 総合情報処理センターが設置されたことに伴う。2/6/8から施行 規則 総合情報処理センター

熊本大学総合情報処理センター設置に伴う学内
関係規則等の整備に関する規則（評議会付議に
より学長が制定した規則）

総合情報処理センターが設置されたことに伴う。2/6/8から施行 規則 総合情報処理センター

熊本大学総合情報処理センター設置に伴う学内
関係規則等の整備に関する規則（学長決済で制
定した規則）

総合情報処理センターが設置されたことに伴う。2/6/8から施行 規則 総合情報処理センター

熊本大学黒髪地区放射性同位元素総合研究室委
員会規則の一部を改正する規則

2/6/18から施行 規則 全学

地域共同研究センター研究・教育民間等との共同研究受入れ
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熊本大学永年勤続者表彰規則の一部を改正する
規則

2/6/28から施行 規則 教職員

熊本大学文学部教授会規則の一部を改正する規
則

2/7/1から施行 規則 文学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則
動物分類・形態学を情報生物学に、動物生理・生態学を形態形成学に、植物
分類・形態学を遺伝細胞学に、植物生理・生態学を代謝生化学に改めること
にともなう。2/6/8から施行

規則 理学部

学長選挙の日程決まる　-投票は10月9日に- 7/26開催の評議会において次期学長の選考日程が決定 人事 全学

学部説明会を開催！
8/2に全学部（医学部を除く）で学部説明会及び研究室公開が行われた。
（昭和63年度より全学的に開催）

行事 全学

平成2年度社会教育主事講習終了 7/5-8/9まで教育学部で開催 その他 学外

ノースカロライナ大学シャーロット校の準副学
長来学

7/19アメリカ合衆国ノースカロライナ大学シャーロット校Terril Rhodes準
副学長が大学間交流協定の打ち合わせのため来学。

海外交流 全学

工学部濟木弘行教授「平成2年度日本塑性加工
学会賞論文賞」を受賞！

工学部機械工学科濟木弘行教授は、「温・熱間鍛造における型の熱的接触・
冷却条件の評価法」により平成2年度日本塑性加工学会賞論文賞を受賞。

受賞 工学部

平成3年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項発表

医療技術短期大学部の要項もあり 入試 全学

第6回九州地区9大学工学部長会議及び第5回九
州内9大学大学院工学研究科長会議開催される

7/6本学の当番で、玉名市で開催 行事 工学部

第28回全国大学工業化学・化学工学合同研究会
開催される

7/11-12熊本市ニュースカイホテルで開催 研究・教育 工学部

「鉄鋼用耐火材料の対溶損性に関する研究」（工学部満尾利晴教授、和気耐
火工業株式会社）

「ロックフィルダムの経年変化に関する研究」（工学部中島重旗教授、九州
電力株式会社）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「AE法による電力施設コンクリート構造物の劣化診断技術の開発」（工学部
大津政康助教授、株式会社四国総合研究所）

「酸化物高温超伝導体による電力変換・電流制御システムの開発」（工学部
蛯原健治教授、九州電力株式会社）

「塩害に対するコンクリート構造物の劣化度診断法の開発に関する研究」
（工学部大津正康助教授、株式会社間組技術研究所）

「電子部品用ファインセラミックスの精密成形研削、ラッピングにおける精
度及び表面性状の向上」（工学部松尾哲夫教授、九州松下電器株式会社）

「ラマン分光法を用いた農産物の非破壊品質評価方式の研究」

地域共同研究センター研究・教育民間等との共同研究受入れ
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主要日誌 7/2　学術交流専門委員会　　　など 行事 全学

平成2年9月行事予定 9/4-6　厚生補導担当職員研修会　　　など 行事 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

2/7/26から施行 規則 全学

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 2/8/3から施行 規則 全学

熊本大学綱紀点検調査委員会要項
「官庁綱紀の点検調査について」（平成元年5月10日付国入第49号文部次官
通知）によるもの。2/7/10から実施

規則 全学

熊本大学永年勤続者表彰規則の運用 2/7/10学長裁定 規則 教職員

接遇研修
8/30-31に附属図書館で実施。本学職員のほか八代・電波各高専からも参
加。附属病院では7/3-4にかけて別途実施。

その他 事務局

南九州地区国立学校事務電算化担当職員研修会
8/21-30まで本学及び大分大学教育学部中津江研修所で実施。文部省と本学
の共催。

行事 事務局

厚生補導担当職員研修会
9/4-6開催（今年度より始まる）。熊本電波高専・八代工業高専からも参
加。

行事 事務局

伊牟田前事務局長に文部省永年勤続者表彰状授
与

8/27事務局大会議室において伝達。伊牟田前事務局長は8/31付で退官。 受賞 事務局

新任部局長等紹介 事務局長　河島純 人事 事務局

主要日誌 8/2　学部説明会及び研究室公開　　　など 行事 全学

平成2年10月行事予定
10/1-2　　学長選挙不在者投票
10/18-19　第2回国立大学共同研究センター長会議　　　など

行事 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則
地域共同センター及び総合情報処理センターの文書の扱いを工学部から各セ
ンター名義に変更、等による。2/8/21から施行

規則 全学

次期学長候補者に森野医学部長が選出される 10/9に次期候補者の選挙を実施 人事 全学

国際交流セミナー開催される
10/8中国大連市薄煕来大連市人民政府副市長他5名を招いて国際交流セミ
ナーを開催。地域共同研究センター、くまもと科学・技術振興クラブ共催に
よる

海外交流 地域共同研究センター

インカーネットワード大学副学長来学
9/19アメリカサンアントニオ市インカーネットワード大学ヘレナ・モナハン
副学長が、学長を表敬訪問

海外交流 全学

平成2年度解剖慰霊祭
10/11医療短期大学部体育館において実施。これに先立ち、医学部構内実験
動物供養碑前において実験動物慰霊祭が行われた。

行事 医学部

週40時間勤務制試行の実施について その他 教職員

新任部局長等紹介 学生部長中島最吉（教養部教授） 人事 全学

102459 ・

・ 92458
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平成2年度科学研究費補助金交付の内定 第2次分として1件追加 科研費 全学

平成3年度科学研究費補助金申請書の受付始ま
る

10/25-11/16まで事務局受付。平成2年度の分野別採択状況など参考資料あ
り。

科研費 全学

「ファジイ制御の電力系統への適用に関する研究」（工学部檜山隆教授、九
州電力株式会社）

「コンピューター・グラフィックスによるアテネのアクアポリスの建築的復
元」（工学部堀内清治教授、株式会社間組）

主要日誌 9/17　学長選挙管理委員会　　　など 行事 全学

平成2年11月行事予定 11/1　開学記念日　　　など 行事 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

2/9/28から試行 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

2/9/28から試行 規則 事務局

熊本大学寄贈物品取扱規則の一部を改正する規
則

2/9/28から試行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院感染性廃棄物処理規則 2/9/28から試行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院感染性廃棄物処理細則 2/9/28から試行 規則 医学部附属病院

学長退官に際して 2/11/19、松角学長による コラム 全学

学長を拝命して 森野学長による コラム 全学

日本学術会議九州・沖縄地区学術講演会及び科
学者懇談会開催される

10/12事務局大会議室において開催。 行事 全学

同和問題特別講演会を開催
10/15医学部第一講義室において開催。講師は桃山学院大学文学部長沖浦和
光教授、テーマは「被差別民衆の担った文化と技術-部落史を見直す-」

行事 全学

バーミンガム大学国際局長来学
11/5英国バーミンガム大学Christpher Watson国際局長が学長表敬のため来
学。両大学間の将来の学術交流について懇談

海外交流 全学

第2回国立大学共同研究センター長会議開催さ
れる

10/18・19に本学の当番で、KKR五峯閣において開催 行事 地域共同研究センター

韓国放送公社（KBS)地域共同研究センターを取
材

10/31-11/1にかけて、産官学の共同研究活動状況の取材のためKBS蔚山放送
局の記者が地域共同研究センターを見学

その他 地域共同研究センター

工学部で技術職員の研修会行われる 11/1地域共同研究センターで開催。 行事 工学部

平成2年度科学研究費補助金交付の内訳 第3期分として6件が内定 科研費 全学

2460 11
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主要日誌
10/9　学長選挙投票日
10/11　平成2年度解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

熊本大学寄附講座及び寄付研究部門に関する規
則

2/10/25から施行 規則 全学

熊本大学発明規則の一部を改正する規則 2/10/25から施行 規則 全学

熊本大学発明実施細則の一部を改正する細則 2/10/25から施行 規則 全学

105名が受賞！-永年勤続者表彰式- 11/22工学部共同製図室で開催 行事 教職員

名誉教授懇談会を開催 11/9事務局大会議室で開催 行事 教職員

第7回特殊資料展を開催-附属図書館-
11/8-10の3日間、附属図書館自由閲覧室で開催。11/9には文学部吉村豊雄助
教授による公開講演会が行われた。

行事 図書館

ブロンズ像『対話』と『道』を設置
附属図書館前庭にブロンズ像『対話』（女性立像、熊本大学教育学部附属養
護学校北本敬介教諭作）、『道』（男性座像、熊本市立竜南中学校緒方信行
教諭作）が構内環境整備の一環として設置された。11/9除幕式。

施設 全学

ニューカッスル大学副学長来学
11/7国際交流基金文化人短期招聘事業で来日中のオーストラリアニューカッ
スル大学キース・モーガン副学長が来学。学長らと懇談。

海外交流 全学

モンタナ大学国際交流部長ら来学
11/14　アメリカ合衆国モンタナ大学のPeter Koehen国際交流部長とPaul
Laurenマンスフィールドセンター所長が交流状況視察のため来学

海外交流 全学

「熊本大学史料叢書」刊行さる
本学附属図書館収蔵の永青文庫「細川家文書」から「藩主裁可文書・一」を
9月に刊行

研究・教育 文学部

工学部峠睦助教授「平成2年度軽金属論文賞」
を受賞

工学部機械工学科の峠睦教授が「走査電顕内その場観察法によるAI-Si系過
共晶合金の微小切削」により受賞。伝達式は11/7に軽金属学会第79回秋季大
会の席上で行われた

受賞 工学部

附属病院上野スミ子クリーニング師「平成2年
度医学教育等関係業務功労者表彰」を受ける

医学部附属病院管理課第二用度係クリーニング師上野スミ子氏が平成2年度
医学教育等関係業務功労者として表彰された。表彰式は11/19文部省で行わ
れた。

受賞 医学部附属病院

工学部で消防訓練行われる 11/30実施 行事 工学部

職員の研修-より深く　より広く-

平成2年度熊本大学庶務・人事事務研修を9/28-11/2にかけて中堅職員を対象
として実施。事務局庶務部主催。
経理事務研修を11/2、5、7、9の4日間、実務経験3年未満の経理事務担当職
員に対して実施。

行事 事務局

図書館だより 『熊本大学学術雑誌目録　和文編　1990』を刊行 コラム 図書館

新任部局長等紹介 医学部長神原武教授 人事 医学部

民間等との共同研究受入れ
「大出力エキシマレーザによる雷放電誘導機構に関する研究」（工学部赤﨑
正則教授、九州電力株式会社）

研究・教育 地域共同研究センター

主要日誌 11/1　開学記念日　　　など 行事 全学

平成3年1月行事予定 1/12　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

122461 ・
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新春所感 森野学長による コラム 全学

ノースカロライナ大学との学術交流協定締結
1987年から工学部を中心として教官交流・資料交換等の実績を重ねてきた
が、平成2年9月評議会にて学術交流協定が承認された。ノースカロライナ州
及びノースカロライナ大学シャーロット校の紹介、協定書コピー掲載あり

海外交流 全学

「ライフプランセミナー」を開催
12/19楷樹会館にて、例年開催の退職時給与等説明会を「退職者等ライフプ
ランナー」と名称変更して行なわれた。

その他 全学

名誉教授の称号授与 2/11/22付けで前松角康彦学長に熊本大学名誉教授の称号を授与 その他 教職員

第5回JST標準課程を実施 12/3-5にかけて事務局会議室で実施。 その他 事務局

「熊本大学囲碁名人戦」を開催 12/22第1回「熊本大学囲碁名人戦」が行なわれた 行事 全学

主要日誌 12/14　英国文化センターロデリック・プライド京都館長表敬　　　など 行事 全学

平成3年2月行事予定 2/25-26　入学試験　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 2/12/20から施行 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

2/12/20から施行 規則 全学

熊本大学公開講座講習料に関する規則の一部を
改正する規則

3/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

2/12/20から施行 規則 教育学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

2/12/20から施行 規則 医療技術短期大学部

大学入試センター試験実施さる 1/12-13の両日実施 入試 その他

個別学力検査の願書受付締め切る！
1/22-31個別学力検査の願書受付。前年度と入試制度が変わったため、志願
者数が1529名減。学部別の志願者数統計有。

入試 全学

地域共同研究センターにパソコン通信ホスト局
『KCR通信』を開局-民間機関と大学がより身近
なものに-

平成2年12月開設 施設 全学

戴帽式行われる-医療技術短期大学部- 3/1/11医療技術短期大学部で行なわれた 行事 医療技術短期大学部

古紙の回収にご協力を！ 森林資源の保護・環境保全及びごみ処理経費軽減のため古紙分別回収を開始 その他 全学

主要日誌 1/12-13　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

平成3年3月行事予定 3/8　A日程・前期日程合格発表　　　など 行事 全学

463
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熊本大学機器分析センター設置準備委員会要項 3/1/24から実施 規則 機器分析センター

大きな飛躍より一歩一歩の前進を-平成2年度卒
業式-

3/26熊本県立劇場コンサートホールで挙行。学長告辞、卒業者総数の記載有 行事 全学

入学試験（A・前期日程）を実施
2/25、26にA日程及び前期試験を黒髪地区及び大江地区で実施（合格発表は
3/8）。後期日程試験は3/12（合格発表は3/22）に実施。志願者数統計有。

入試 全学

「医薬品の効果判定セミナー」を開催
熊本大学薬学部と国際保健医療交流財団との共催により、平成3年1月から開
講。発展途上国の研修生を対象とする。

セミナー 薬学部

在外研究員報告“ボストンの印象”-工学部教
授　江端正直-

工学部江端教授による寄稿 コラム 工学部

主要日誌 2/25-26　入学試験　　　など 行事 全学

平成3年4月行事予定 4/11　平成3年入学式　　　など 行事 全学

熊本大学環境保全委員会規則
本学における環境問題についての取り組みを強化するために環境保全委員会
を新設したことに伴う。なお、廃液処理委員会は廃止。3/4/1から施行

規則 環境保全委員会

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 教育免許法の一部改正に伴うもの。3/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 教育免許法の一部改正に伴うもの。3/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 教育免許法の一部改正に伴うもの。3/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 3学期制を2学期制に改正など。3/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則
一般教育科目のうち一部の科目から文系・理系の表示を廃止。3/4/1から施
行

規則 教養部

21世紀の人類と地球の命運は諸君の双肩に-平
成3年度入学式学長告辞-

4/11熊本県立劇場コンサートホールで挙行。森野学長による告辞の掲載あり 行事 全学

永年の御精勤ごくろうさまでした-平成2年度永
年勤続者退職字表彰式行なわれる-

3/29事務局大会議室で開催 行事 教職員

3/2医学部藤本十四秋教授「始原生殖細胞の「旅」-卵黄嚢から生殖巣まで-
」

3/2医学部高橋等教授「開いた扉・開かぬ扉」

3/2医学部宇宿源太郎教授「コラーゲンに学ぶ」

3/16工学部堀内清治教授「古代ギリシアの神殿建築」

2/8工学部大貫正實教授「私の半導体外史」

4 1・

退官記念特別講演 全学行事

33464

465 3

・
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在外研究員報告“カリフォルニア大学サンディ
エゴ校に滞在して”-工学部講師外村和幸-

工学部講師外村氏による寄稿 コラム 工学部

法学部長江川孝教授

医学部附属病院長高月清教授

医療技術短期大学部部長守且孝教授

公務員の使命胸にオリエンテーション-新採用
職員研修実施さる-

4/1-3までの三日間開催 行事 事務局

白衣の天使・全員集合-医学部附属病院新採用
看護婦オリエンテーション実施さる-

4/1-2実施 行事 医学部附属病院

主要日誌 3/12　入学式（後期日程）　　　など 行事 全学

平成3年5月行事予定 5/14　部局長会議　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
理学部生物科学科、工学部土木環境工学科・建築学科の設置、医学部・工学
部の学生定員変化等によるもの。3/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
工学研究科資源開発工学専攻及び金属工学専攻が材料開発工学専攻に、機械
工学専攻及び生産機械工学専攻が機械工学専攻にそれぞれ名称変更したこと
等による。3/4/1から施行

規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 3/4/1から施行 規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則
電気情報工学科及び応用化学科の入学定員がそれぞれ10名ずつ増加されるこ
とに伴う。3/4/1から施行

規則 工学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

大学設置基準の一部改正等に伴う。3/3/28から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

大学設置基準の一部改正等に伴う。3/3/28から施行 規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

大学設置基準の一部改正等に伴う。3/3/28から施行 規則 医学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

工学研究科資源開発工学専攻及び金属工学専攻が材料開発工学専攻に、機械
工学専攻及び生産機械工学専攻が機械工学専攻にそれぞれ名称変更したこ
と、大学設置基準の一部改正等による。3/4/1から施行

規則 工学部

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 3/4/1から施行 規則 全学

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 3/4/1から施行 規則 全学

熊本大学外国人受託研修員規則の一部を改正す
る規則

3/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

3/4/1から施行 規則 事務局

全学人事新任部局長等紹介
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熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

3/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学文学部・法学部事務分掌規則の一部を
改正する規則

3/4/1から施行 規則 社文系

熊本大学文学部履修細則の一部を改正する細則 3/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学工学部教授会運営細則の一部を改正す
る細則

3/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学附属図書館利用規則 3/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館利用細則 3/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館貴書及び特殊文庫資料利用
規則

3/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館一般市民等利用要項 3/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学大学院教育学研究科における他の大学
院の授業科目を履修する学生の取扱いに関する
実施細則の一部を改正する細則

3/3/28から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科における他の大学
院等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する
実施細則

3/3/28から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科における特別聴講
学生に関する実施細則の一部を改正する細則

3/3/28から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科における特別研究
学生に関する実施細則

3/3/28から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則

3/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則

3/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科における特別聴講学
生に関する実施細則

3/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院理学研究科における特別研究学
生に関する実施細則

3/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則の一部を改正する細則

3/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院医学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則の一部を改正する細則

3/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院工学研究科における他の大学院
の授業科目を履修する学生の取扱いに関する実
施細則の一部を改正する細則

3/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院工学研究科における他の大学院
等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する実
施細則

3/4/1から施行 規則 工学部
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熊本大学大学院工学研究科における特別研究学
生に関する実施細則

3/4/1から施行 規則 工学部

5名の教授に名誉教授の称号授与 4/25付けで授与、5/13学長室で授与式 行事 教職員

ノースカロライナ大学シャーロット校工学部長
ら来学

5/13アメリカノースカロライナ大学シャーロット校Snyder工学部長、Domoto
教授及びJosephson国際交流事務局長が来学

海外交流 全学

九州地区国立大学事務局長会議開催 4/23-24九州地区15大学の事務局長会議を事務局会議室にて開催 行事 全学

“地震ダ、火事ダ”あなたならどうする！ 5/10薬学部で消防訓練を実施 行事 薬学部

新任部局長等紹介 機器分析センター長合屋周次郎教授 人事 全学

子育てからフランス語まで-教養部公開講座- 全9講座の開講 公開講座 教養部

図書館だより 「薬学部分館の時間外開館を実施」 コラム 図書館

主要日誌 4/11　平成3年度入学式　　　など 行事 全学

平成3年6月行事予定 6/1　大学院自然科学研究科棟竣工記念式典　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
学内共同教育研究施設として機器分析センターが設置されたことに伴う。
3/4/12から施行

規則 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則
生物学科が生物科学科に改組されたことに伴い、平成3年度から分子生物学
が新設されたことに伴う。3/4/12から施行

規則 理学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

診療科として小児外科が新設されたことに伴う。3/4/12から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学機器分析センター規則
学内共同教育研究施設として機器分析センターが設置されたことに伴う。
3/4/12から施行

規則 機器分析センター

熊本大学機器分析センター設置に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則（評議会付議により
学長が制定した規則）

学内共同教育研究施設として機器分析センターが設置されたことに伴う。
3/4/12から施行

規則 機器分析センター

熊本大学機器分析センター設置に伴う学内関係
規則等の整備に関する規則（学長決済により制
定した規則）

学内共同教育研究施設として機器分析センターが設置されたことに伴う。
3/4/12から施行

規則 機器分析センター

平成3年度留学生歓迎パーティーを開催 5/23学生会館大ホールにて留学生歓迎パーティーを開催 行事 留学生

全国国立大学病院看護部長会議開催 5/16-17本学の当番で開催（於ニュースカイホテル） 行事 医学部附属病院

鉱山保安功労者表彰受賞-工学部岡村宏教授-
5/16、工学部材料開発工学科の岡村宏教授が、全国鉱山保安表彰式において
保安功労者として表彰された

受賞 工学部

空気調和・衛生工学会賞論文賞受賞-工学部石
原修教授-

工学部建築学科石原修教授が「九州地域における事務所ビルの設備・環境に
関する一連の調査・研究」により空気調和・衛生工学会賞論文賞を受賞。伝
達式は5/21の空気調和・衛生工学会総会で行なわれた

受賞 工学部

・

467

53

3 6・

466
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ドミニカ共和国よりブエナス　タルデス-“日
本での私のけいけん”研究生エドゥアルド・
ヴェルデハ-

工学研究科研究生エドゥアルド・ヴェルデハ氏による寄稿 コラム 留学生

自分の命は自分で！-学生寄宿舎で消防訓練実
施-

5/26寮生全員参加のもと消防訓練が行なわれた 行事 学生

新設施設紹介-熊本大学機器分析センター- 機器分析センターの概要（発祥起源、設備など） 設置 機器分析センター

平成3年度科学研究費補助金が内定-内定件数
213件　前年度比7.6%増！-

全213件、6億525万円が内定。申請数・内定数の推移についての付表等あり 科研費 全学

あなたのてでミュージカルを-教育学部公開講
座-

ミュージカル製作など全8講座 公開講座 教育学部

産学官交流第6回シンポジウム開催される 5/27熊本市ニュースカイホテルにて開催 行事 全学

新任部局長等紹介 附属図書館長黒羽啓明教授 人事 全学

主要日誌 5/31　大学院自然科学研究科棟竣工記念講演会　　　など 行事 全学

平成3年7月行事予定 7/16　部局長会議　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 3/5/23から施行、3/4/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 3/5/23から施行、3/4/1から適用 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

3/5/23から施行、3/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

3/5/23から施行、3/4/1から適用 規則 医療技術短期大学部

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

3/5/23から施行、3/4/1から適用 規則 全学

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 3/5/23から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受託
規則の一部を改正する規則

3/5/27から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

3/5/20から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院自然科学研究科棟竣工記念式典
催さる

自然科学研究科棟は平成2年12月に竣工、平成3年6月1日に記念式典が挙行さ
れた

施設 自然系

21世紀の医療技術を担う新入生合宿研修-医療
技術短期大学部-

5/31-6/1にかけて天草青年の家で行なわれた 行事 医療技術短期大学部

ぼくらも負けずに合宿訓練-教育学部附属中学
校-

6/4-6にかけて中学1年生168名と教員による集団訓練が金峰山少年自然の家
で行なわれた

行事 教育学部

・3 7468
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コートジボアールよりアセホウ-“日本での私
のせいかつについて”大学院自然科学研究科
ザオニン・エロワ-

大学院自然科学研究科博士課程1年次生ザオニニン・エロワ氏による寄稿 コラム 留学生

水質保全功労者表彰受賞-工学部長江川博明教
授-

6/24水質汚濁防止法施行20周年記念式典（於東京・科学技術館）において、
工学部長江川博明教授（応用化学科）が水質保全功労者として表彰された

受賞 工学部

「ロックフィルダムの経年変化に関する研究」（工学部中島重旗教授、九州
電力株式会社）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「塩害に対するコンクリート構造物の劣化度診断法の開発に関する研究」
（工学部大津正康助教授、株式会社間組技術研究所）

「AE法による電力施設コンクリート構造物の劣化診断技術の開発」（工学部
大津政康助教授、株式会社四国総合研究所）

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「ラマン分光法を用いた農産物の非破壊品質評価方式の研究」（工学部谷口
功教授、財団法人熊本テクノポリス財団）

「収束プラズマジェットによるセラミックス粉末の高速溶射に関する研究」
（工学部松尾日出男教授、株式会社椿本チェイン）

「知的建築3次元CADシステムの開発研究」（工学部両角光男教授、株式会社
構造計画研究所）

「照明設計支援対話型建築モデリングシステムの開発研究」（工学部両角光
男教授、株式会社ヤマギワ研究所）

「遺跡調査支援ダイレクトモデリングシステム開発の基礎研究」（工学部両
角光男教授、財団法人中近東文化センター）

「電子部品用ファインセラミックスの精密成形研削、ラッピングにおける精
度及び表面性状の向上」（工学部松尾哲夫教授、九州松下電器株式会社）

「レーザ誘雷に関する基礎的研究」（工学部赤﨑正則教授、九州電力株式会
社）

「酸化物高温超伝導体による電力系統の電流制御システムの開発」（工学部
蛯原健治教授、九州電力株式会社）

「配電系統用インパルス絶縁試験装置の開発」（工学部前田定男教授、九州
電力株式会社）

「コンピュータ・グラフィックスによる古代ギリシア建築の復元及びその構
造的特性の評価」（工学部伊藤重剛講師、株式会社間組）

「超高強度コンクリート充填鋼管構造の耐震性に関する実験的研究」（工学
部最相元雄教授、株式会社新井組）

「ファジイ制御系の設計法とその応用に関する研究」（工学部川路茂保教
授、オムロン株式会社）

「分散型エレクトロルネッサンサンス素子用インバーター開発」（工学部上
野文男教授、興人電子工業株式会社）

地域共同研究センター平成3年度民間等との共同研究の受入れ 研究・教育
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図書館だより
「オンライン目録検索（OPAC)のサービスを開始」
「図書館利用統計（平成2年度）」　　　　など

コラム 図書館

“はかる”-医療技術短期大学部公開講座-
医療技術短期大学部は“はかる”“測る”“計る”“図る”“量る”をテー
マに公開講座を開設。

公開講座 医療技術短期大学部

主要日誌 6/3　入試管理委員会　　　など 行事 全学

学部説明会開催さる 8/1に医学部を除く全学部で開催 行事 全学

100名の社会教育主事誕生-平成3年度社会教育
主事講習終了-

7/5-8/9まで教育学部で開催 セミナー 全学

平成4年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項発表

入試 全学

中国よりニハゥー-“日本留学の経験”文学研
究科　国文学専攻　項青-

文学部文学研究科項青氏からの寄稿 コラム 留学生

モンタナ大学Dennison学長来学 7/8アメリカ・モンタナ大学Dennison学長が本学を訪れた 海外交流 全学

さわやかに「国民へのサービス」の実践を-平
成3年度熊本大学接遇研修実施される-

7/16-18、大学院自然科学研究科会議室にて開催 行事 事務局

平成3年度科学研究費補助金内定 全7課題が採択された 科研費 全学

世界の中の日本-法学部公開講座- 9月から11月にかけて実施 公開講座 法学部

主要日誌 7/5社会教育主事講習開講式（阿蘇青年の家）　　　など 行事 全学

平成3年9月行事予定 9/3-5　厚生補導担当職員研修会　　　など 行事 全学

熊本大学組換えDNA実験安全管理規則の全部を
改正する規則

3/7/25から施行 規則 全学

熊本大学組換えDNA実験安全管理細則の全部を
改正する細則

3/7/25から施行 規則 全学

熊本大学統合情報ネットワーク構築準備委員会
要項

3/7/25から施行 規則 全学

熊本大学技術職員の組織等に関する取扱要項
国立大学協会における技術職員問題に関する具体的提言等を踏まえてのも
の。3/6/21から実施

規則 事務局

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

3/8/1から施行 規則 医学部附属病院

第5回工学部技術職員技術研究会開催される 8/27-28国立阿蘇青年の家において実施 行事 事務局

韓国よりアンニョン　ハセヨ-“1年間の留学生
活”工学研究科　材料開発工学専攻　張　鉉國
-

工学研究科材料開発工学専攻1年次の張鉉國氏より寄稿 コラム 留学生
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平成3年度科学研究費補助金が内定 1件 科研費 全学

平成3年度民間等との共同研究の受入れ 「地盤の液状化に関する研究」（工学部秋吉卓教授、若築建設株式会社） 研究・教育 地域共同研究センター

熊本大学放送公開講座始まる
9/6-11/27まで。本年度は「計測と制御」（主任講師：工学部柏木教授）を
テーマとする。なお、8/31に熊本県立図書館において開講式が行なわれた。

公開講座 全学

平成3年10月行事予定 10/28-29　第12回六大学工学部長会議（熊本大学当番）　　　など 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

3/10/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

3/8/28から施行 規則 事務局

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

3/9/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

3/8/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部宿日直規則を廃止
する規則

3/8/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部事務局事務分掌規
則の一部を改正する規則

3/8/1から施行 規則 医療技術短期大学部

本学初の寄附講座開設される
3/10/1付けで本学で初めての寄附講座が薬学部に設置された。「病態薬効解
析学」（阿蘇製薬株式会社）を3/10/1-8/9/30まで。

寄附講座 薬学部

労働大臣賞功績賞受賞-三浦創教授-
10/4に医学部衛生学講座の三浦創教授が、メルパルク熊本で開催された平成
3年度熊本県産業安全衛生大会において「労働大臣賞功績賞」を受賞

受賞 医学部

厚生補導担当職員研修会 9/3-5、熊本電波高専・八代高専と合同で開催 行事 事務局

中堅係員研修 9/18-20に事務局大会議室及び国立阿蘇青年の家で実施 行事 事務局

南九州地区国立学校事務電算化担当職員研修
9/24-10/4、本学及び大分大学教育学部地域教育中津江研修所において実施
（文部省と本学の共催による）。

行事 事務局

ドイツよりグテン　ターグ“日本で考える「便
利さと環境」”文学研究科グラウディア　ヘル
ムス

文学研究科国文学専攻一年次クラウディア・ヘルムス氏による寄稿 コラム 留学生

海外レポート“ノックスビルに滞在して”-法
学部荒井勝彦教授-

法学部荒井勝彦教授からの寄稿 コラム 法学部

主要日誌 9/9　同和問題委員会研修企画部会　　　など 行事 全学

平成3年11月行事予定
11/1　　開学記念日
11/2-4　大学祭　　　など

行事 全学

（台風被害の惨状） 「編集後記」に台風19号による被害状況等について記載あり コラム 全学
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熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策
定等に関する要項

3/9/17から実施 規則 全学

熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策
定等に関する要項実施細目

3/9/17から実施 規則 全学

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

3/9/17から実施 規則 全学

熊本大学における購入物品の機種選定に関する
取り扱い要項の一部を改正する要項

3/9/17から実施 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

3/10/1から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

3/10/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

3/10/1から施行 規則 医学部附属病院

同和問題特別講演会を開催
10/21文学部・法学部B-1教室において特別講演会を開催。講師は奈良産業大
学法学部牧英正教授（大阪市立大学名誉教授）、演題は「被差別部落の戒
名」。

行事 教職員

名誉教授の称号授与
9/30付退官の教員1名に、名誉教授称号を10/24付けで授与。授与式は10/30
（於学長室）。

行事 教職員

平成3年度解剖慰霊祭
10/31医療短期大学部体育館において挙行。また、これに先立ち、実験動物
慰霊祭を医学部構内の実験動物供養碑前にて実施

行事 医学部

第12回六大学工学部長会議開催される
10/28-29本学の当番で開催（於自然科学研究科会議室及び地域共同研究セン
ターなど）

行事 全学

熊本大学係長研修
10/22-24実施。以前「熊本大学等係長・主任研修」として行なわれていたも
のを、今年度より熊本県内の文部省関係4機関の合同企画として開催したも
の。

セミナー 事務局

附属中学校銀賞受賞-全日本合唱コンクール全
国大会-

10/24武蔵野音楽大学で開催された第一回全国中学校合唱コンクールにおい
て、附属中学校が銀賞を受賞

受賞 教育学部

ニューカッスル大学大野準教授来学
11/1にオーストラリア・ニューカッスル大学教養部大野喜代治準教授が来学
し、両大学の今後の学生交流計画について意見交換

海外交流 全学

香港よりネイホウマ“多良木ロータリークラブ
ホームステイに参加して”教養部聴講生　王志
豪

教養部聴講生の王志豪氏より寄稿（今回で留学生の“こんにちは”シリーズ
を終了）

コラム 留学生

平成3年度科学研究費補助金内定（第2次分） 全4研究を追加 科研費 全学

「酸素アイソザイムの特性の研究及び簡易的測定法の開発」（医学部岡部紘
明教授、国際試薬株式会社）

「屋上緑化特に人工土壌と芝生の効果に関する研究」（工学部石原修教授、
九州園芸有限会社）

「ファジイ制御の電量矩形等への適用に関する研究」（工学部檜山隆教授、
九州電力株式会社）

「雨水浸透システムに関する研究」（工学部中島重旗教授、株式会社協和エ
クシオ九州支店）

472 3 ・
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「変圧器の騒音低減に関する研究」（工学部川路茂保教授、九州電力株式会
社）

「地下水保全に関する研究」（工学部中島重旗教授、財団法人日本技術士
会）

「複合材料の強度評価に関する研究」（工学部小田勇教授、西田鉄工株式会
社）

「岩石の長期安定性に関する研究」（工学部菅原勝彦教授、鹿島建設株式会
社）

熊本大学放送公開講座ラジオ講座開講される
10/6-12/29まで全13回に渡り毎週日曜日に放送。本年度は文学部金原教授を
主任講師として「ラフカディオ・ハーンと熊本」を開講

公開講座 全学

第2回熊本大学囲碁名人戦行われる 10/26に開催 行事 教職員

主要日誌 10/9　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

平成3年12月行事予定 12/3-5　JST研修　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 3/10/24から施行、3/7/1から適用 規則 全学

熊本大学大学院規則の一部を改正する規則 3/10/24から施行、3/7/1から適用 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 3/10/24から施行、3/7/1から適用 規則 全学

熊本大学教育研究体制検討委員会規則 3/10/24から施行 規則 全学

熊本大学教育委員会規則を廃止する規則 3/10/24から施行 規則 全学

熊本大学薬学部教授会規則の全部を改正する規
則

3/10/24から施行 規則 薬学部

熊本大学教育研究体制検討委員会が発足

10/24開催の評議会において設置が承認され、11/28に第一回委員会が開催さ
れた。委員会は、教育研究の高度化、個性化及び活性化等本学の充実と改革
を図るため、本学における教育研究の改善の方策、自己点検・評価及び大学
院の整備充実等に関する基本的事項を審議するもの

設置 全学

モンタナ州立大学長来学
11/26アメリカ・モンタナ州立大学新学長Michael Malone博士が来学。意見
交換を行なった

海外交流 全学

今後ますますの御活躍を期待！-熊本大学永年
勤続者表彰式-

11/22工学部共同製図室で開催 行事 教職員

医学教育等関係業務功労者表彰受賞-医学部天
野時夫技官-

11/25医学部附属動物実験施設実験動物技術員の天野時夫技官が平成3年度医
学教育等関係業務功労者として表彰された（於国立教育会館）

受賞 医学部附属動物実験施設

名誉教授懇談会を開催 11/11事務局大会議室にて開催 行事 教職員

第5回国立大学大学院自然科学研究科長会議が
開催される

11/28-29本学の当番で開催 行事 自然系

地域共同研究センター研究・教育平成3年度民間等との共同研究の受入れ
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産学官交流“知能システム熊本シンポジウム
'91”開催される

11/20に工学部、地域共同研究センター他、熊本テクノポリス財団、熊本知
能システム技術研究会の主催により開催（於神水苑）

行事 全学

経理事務研修 11/1-8まで本学他熊本電波高専・八代高専・阿蘇青年の家との合同で開催 行事 事務局

主任研修 11/13-15、事務局大会議室及び国立阿蘇青年の家で実施 行事 事務局

文学部初の留学生交換パーティ開催 10/24熊本大学着た地区食堂において開催 行事 文学部

医学部附属動物実験施設開設10周年記念式典開
催される

11/29-30の両日、記念式典及び講演会が行なわれた 行事 医学部附属動物実験施設

シュノーケル車が出動して消防訓練 11/29工学部にて実施 行事 工学部

第8回特殊資料展"太平記の世界"
11/13-15まで附属図書館自由閲覧室において開催。11/15には文学部工藤敬
一教授による「中世の合戦と古文書」と題した公開講演会が行なわれた

行事 図書館

主要日誌
11/1　開学記念日
11/2-4　大学祭　　　など

行事 全学

平成4年1月行事予定 1/6　年始の学長挨拶　　　など 行事 全学

熊本大学事務機構等検討委員会要項の一部を改
正する要項

3/11/29から実施 規則 事務局

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

3/11/28から施行 規則 留学生

新春所感動き出した熊本大学"-熊本大学長森野
能昌-"

森野学長による コラム 全学

「ライフプランセミナー」を開催 12/18大学院自然科学研究科セミナー室において開催 行事 教職員

第6回JTS基本コースを実施 12/3-5にかけて事務局会議室で実施 行事 事務局

有機合成科学協会九州山口支部奨励賞受賞-工
学部石田斉講師-

工学部応用化学科石田斉講師が「分子認識機能を有する触媒の設計・合成と
反応性に関する研究」により平成3年度有機合成科学協会九州山口支部奨励
賞（学術部門）を受賞。授賞式は12/5。

受賞 工学部

海外レポート"スウェーデン・イエテボリでの
9ヵ月"-医学部宮北隆志講師-

医学部宮北隆志講師よりの寄稿 コラム 医学部

熊本南地区遮断機設置による交通規制について
熊本大学黒髪地区交通対策委員会

黒髪南地区における憂慮すべき構内交通事情を受け、委員会では平成4年度
より遮断機導入を決定

施設 全学

主要日誌 12/3　大蔵省共済組合監査　　　など 行事 全学

平成4年2月行事予定 2/21「大学の改革と自己評価」講演会　　　など 行事 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 4/1/1から施行 規則 全学

・474 4 1
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熊本大学国際交流基金設立準備委員会規則 3/12/19から施行 規則 全学

大学入試センター試験実施さる
1/11-12に実施。本年度は第二次ベビーブーム世代の高校卒業予定者数が
ピークを迎えるため、志願者数も過去最高となる

行事 全学

個別学力検査の願書受付締め切る
1/22-31まで願書受付。募集人員は学科定員増により40名増えたが、志願者
は前年度より87名減少。志願者数統計あり

入試 全学

学術研究助成に関する特別講演会を開催
1/20文部省学術国際局の専門官を招いて、大学における学術研究の助成に関
する特別講演会が開催された（於理学部3号館）

行事 全学

海外レポート"私の見た海外教育事情"-教育学
部附属養護学校教諭木村武-

教育学部附属養護学校教諭木村武氏よりの寄稿 コラム 教育学部

主要日誌 1/20　外部資金と科学研究費に関する講演会　　　など 行事 全学

平成4年3月行事予定 3/9　A・前期日程試験合格者発表　　　など 行事 全学

熊本大学入学料、授業料および寄宿料の免除並
びに授業料の徴収猶予取扱規則の全部を改正す
る規則

4/1/17から施行 規則 全学

“皆さんは人類社会の運命を左右する重要な力
である”-平成3年度卒業式-

3/25熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。学長告辞、卒業者総数統計有 行事 全学

平成4年度個別学力検査・合格者発表
2/25-26にＡ日程及び前期日程を、3/12に後期日程試験を実施。各日程の志
願者数統計有

入試 全学

“永年の本学発展への御尽力に感謝します”-
平成3年度永年勤続者退職時表彰式行なわれる-

3/24事務局大会議室で開催 行事 教職員

大学の改革と自己評価
2/21工学部共同製図室において、広島大学大学教育研究センター長関正夫教
授を招いて「大学の改革と自己評価」と題する特別講演会を開催

行事 全学

退官記念特別講演
2/29に3/31付限り退官の医学部荒木淑郎教授の退官記念講演会「良水は深く
知るべし」が開催された

行事 医学部

プロムナードコンサート
3/4医学部附属病院外来待合ホールにて開催。医学部附属病院における「さ
わやか行政サービス」の一環として行なわれている「患者サービス」の企画
のうちのひとつ

行事 医学部附属病院

熊大インターナショナルフォーラム

これまで11回開始してきたインターナショナルフォーラムについての報告と
案内。インターナショナルフォーラムは本学のスタッフと外国人教師・研究
者との交流のための懇談の場としてスタートしたもの。これまでの例会の
テーマ等一覧有

行事 全学

海外レポート“ハーバード大学のある町”-教
育学部教授　柳治男-

教育学部柳治男教授による寄稿 コラム 全学

現金自動支払（預入）機の設置について

4/7から黒髪地区に熊本ファミリー銀行の現金自動支払（預入）機が設置さ
れることになった（すでに肥後銀行については設置・稼動中）。この自動支
払（預入）機の設置は、飽和状態にある既設設備の緩和及び本学に平成4年
度後期から実施予定である「授業料の代行納付制度」の導入によるもの

施設 全学

主要日誌 2/25　入学試験（A日程、前期日程）　　　など 行事 全学

平成4年4月行事予定 4/10　平成4年度入学式　　　など 行事 全学

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 4/4/1から施行 規則 教養部

34476 ・

475 ・4 2
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熊本大学教養部再試験細則の一部を改正する細
則

4/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学医学部教授会運営細則の一部を改正す
る細則

4/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

4/3/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

4/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部外国人留学生規則
の一部を改正する規則

4/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部入学料及び授業料
の免除並びに授業料の徴収猶予規則の一部を改
正する規則

4/3/2から施行、4/2/1から適用 規則 医療技術短期大学部

大学とはいかに学ぶかを学ぶところ-平成4年度
入学式学長告辞-

4/10熊本県立劇場コンサートホールで挙行。学長告辞掲載あり 行事 全学

日本音響学会粟屋潔学術奨励賞受賞-工学部宇
佐川毅助教授-

工学部電気情報工学科宇佐川毅助教授が日本音響学会秋季全国大会における
講演論文により、第九回粟屋潔学術奨励賞を受賞。授賞式は3/18日本音響学
会の席上において行なわれた

受賞 工学部

イギリス　ダラム大Pratt教授が来学
4/8イギリスダラム大学Pratt教授が本学を訪問。学長らと両大学間の学生交
流について意見交換

海外交流 全学

理学部長住澤幹夫教授

工学部長上野文男教授

教養部長有地鎮雄教授

大学院自然科学研究科長岡村宏教授

能力と資質の向上を目指す-第1回技術職員研修
実施さる-

3/26-27,30に大学院自然科学研究科において実施 行事 事務局

フレッシュマン集合-新採用職員研修実施さる- 4/1-3までの三日間開催 行事 事務局

緊張感あふれる受講者達-医学部附属病院新採
用看護婦オリエンテーション実施さる-

4/1-3まで、山﨑記念館第一研修室で実施 行事 事務局

現金自動預入・支払機の取扱開始
4/7より黒髪北地区食堂西側に設置された熊本ファミリー銀行の現金自動預
入・支払機の取扱を開始。事務局長ら関係者によるテープカットが行なわれ
た

施設 全学

主要日誌 3/25　平成3年度卒業式　　　など 行事 全学

平成4年5月行事予定 5/8　大学院等検討部会　　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
4/3/31をもって医学部附属免疫医学研究施設が廃止されたこと、文学部地域
科学科、理学部地学科、工学部材料開発工学科等の定員変化等による改正。
4/4/1から施行

規則 全学

・ 44477

人事新任部局長等紹介 全学
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熊本大学大学院学則の一部を改正する規則

工学研究科の「土木工学専攻、建築学専攻及び環境建設工学専攻」が「土木
環境工学専攻」および「建築学専攻」に名称変更、教育学研究科教科教育専
攻に「美術教育専修」が増設、工学研究科「材料開発工学専攻」「機械工学
専攻」の定員改正などによる。4/4/1から施行

規則 全学

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 材料開発工学科の入学定員一般増に伴う改正。4/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

4/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

4/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

「土木工学専攻、建築学専攻及び環境建設工学専攻」が「土木環境工学専
攻」及び「建築学専攻」に名称変更されたことに伴う。4/4/1から施行

規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

学期の期間変更等に伴う改正。4/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学名誉教授称号授与規則の一部を改正す
る規則

4/3/26から施行 規則 教職員

熊本大学名誉教授称号授与規則取扱内規の一部
を改正する内規

4/3/26から施行 規則 教職員

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

4/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項の一部
を改正する要項

4/4/1から黒髪南地区構内に交通遮断機が設置されたことに伴う。4/4/1から
施行

規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
附属図書館の図書館専門員の配置を情報管理課から情報サービス課に改める
ことによる。4/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

4/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

学生課の留学生担当の専門職員を廃止し、課外活動担当専門職員を配置、ま
た、学生課学生会館係を廃止し、留学生係を配置したことに伴う。4/4/1か
ら施行

規則 事務局

熊本大学学生会館運営委員会規則の一部を改正
する規則

4/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生会館常任委員会規則の一部を改正
する規則

4/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学集会所使用規則の一部を改正する規則 4/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学同窓会館使用規則の一部を改正する規
則

4/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与口座振込実施要領の一部を改正す
る要領

4/4/1から施行 規則 教職員

熊本大学医学部附属免疫医学研究施設規則を廃
止する規則

医学部附属免疫医学研究施設の廃止に伴う。4/4/1から施行 規則 医学部附属免疫医学研究施設

熊本大学教育学部附属養護学校高等部入学料の
免除並びに授業料の免除及び徴収猶予取扱規則
の全部を改正する規則

4/4/1から施行 規則 教育学部
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7名の元教授に名誉教授の称号授与 今春退官の教授に4/23付けで授与。5/13学長室で授与式が行なわれた 行事 教職員

本学関係者6名が受章-平成4年度春の叙勲- 4/29発表の叙勲で本学関係者7名が受章 受賞 全学

国際交通学会受賞-工学部延藤安弘教授-
工学部建築学科延藤安弘教授が「絵本に見る交通」により第13回国際交通安
全学会賞を受賞。授賞式は4/20

受賞 工学部

九州初の訓練施設が落成-教育学部附属養護学
校日常生活訓練施設落成式催さる-

4/28に、平成4年3月に竣工した教育学部附属養護学校日常生活訓練施設「す
ずかけの家」の落成式が行なわれた。同施設は九州で初の施設となる

施設 教育学部

教育・文化・保健・スポーツと多彩-教養部公
開講座-

全9講座の開講 公開講座 教養部

海外レポート“トロント大学留学体験記”-工
学部小塚敏之講師-

工学部小塚講師による寄稿 コラム 工学部

完全週休2日制5月1日から施行！

5/1から完全週休2日制が施行され、本学においても5/1からほとんどの学部
と事務局・学生部等が土曜日は閉庁し、週休2日制に入った。ただし、閉庁
方式の取れない医学部・薬学部・附属病院・総合情報処理センター、附属図
書館医学部分館・薬学部分館、教育学部附属学校は全部又は一部開庁

その他 教職員

主要日誌 4/1-3　初任者研修　　　など 行事 全学

平成4年6月行事予定 6/2　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

熊本大学並びに熊本大学医療技術短期大学部研
究生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料
に関する規則の一部を改正する規則

4/4/1から施行 規則 全学

熊本大学附属図書館事務分掌規則の一部を改正
する規則

4/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学学則の一部を改正する規則
医学部附属遺伝医学研究施設を廃止し、医学部附属遺伝発生医学研究施設が
設置されたことに伴う。4/4/10から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 医学研究科に「脳・免疫統合科学系専攻」が設置されたことに伴う 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則
「免疫学講座」及び「分子遺伝学講座」が設置されたこと並びに「解剖学第
三講座」が廃止されたことに伴う。4/4/10から施行

規則 医学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

「美術教育専修」の増設等に伴うもの。4/4/10から施行、4/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

「脳・免疫統合科学系専攻」の設置等に伴うもの。4/4/10から施行、4/4/1
から適用

規則 医学部

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設規則
医学部附属施設として「医学部附属遺伝発生医学研究施設」が設置されたこ
とに伴う。4/4/10から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設規則を廃
止する規則

「熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設」が廃止されたことに伴う。4/4/10
から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設運営委員
会細則を廃止する細則

「熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設」が廃止されたことに伴う。4/4/10
から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設技術室業
務組織規則を廃止する規則

「熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設」が廃止されたことに伴う。4/4/10
から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

478 ・ 54
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熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設技術
室業務組織規則

医学部附属施設として「医学部附属遺伝発生医学研究施設」が設置されたこ
とに伴う。4/4/10から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設運営
委員会細則

医学部附属施設として「医学部附属遺伝発生医学研究施設」が設置されたこ
とに伴う。4/4/10から施行

規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

熊本大学大学院研究科委員会規則の一部を改正
する規則

4/4/23から施行 規則 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則
4/5/1から医学部附属病院中央検査部において宿日直を実施すること、4/5/1
からの完全週休2日制実施に伴う改正等による。4/5/1から施行

規則 全学

熊本大学医学部附属病院宿日直細則の一部を改
正する細則

4/5/1から医学部附属病院中央検査部において宿日直が実施されることに伴
う。4/5/1から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 4/5/1から施行 規則 全学

大学院自然科学研究科棟文教施設部長賞受賞！
-平成3年度国立学校優秀施設表彰-

本学の総合大学院校舎（大学院自然科学研究科棟）が国立学校優秀施設に選
ばれ、文部省文教施設部長賞として表彰を受けた

受賞 自然系

痛感!!初期消火の重要さ-学生寄宿舎で消防訓
練実施-

5/24熊本市中央消防署の協力により、恒例の消防訓練を実施 行事 学生

平成4年度科学研究費補助金が内定-内定件数
229件前年度比7.5％も増-

申請件数に対する内定率は32/3％ 科研費 全学

リーダーシップトレーニングも開講-教育学部
公開講座-

全11講座の開講 公開講座 教育学部

主要日誌
5/13　　 名誉教授称号授与式
5/20-21　教員養成課程大学の実地視察　　　など

行事 全学

平成4年7月行事予定
7/6　　　平成4年度社会教育主事講習開講式
7/14-24　南九州地区国立学校事務電算化担当職員研修会
7/21-24　会計検査院会計実地検査　　　など

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 4/4/1から施行 規則 全学

熊本大学楷樹会館使用細則の一部を改正する細
則

4/5/12から施行、4/5/1から適用 規則 全学

熊本大学入学料、授業料および寄宿料の免除並
びに授業料の徴収猶予取扱規則の全部を改正す
る規則

4/5/27から施行 規則 全学

熊本大学に勤務する職員の勤務を要しない日等
に関する規則

4/5/31から施行 規則 事務局

熊本大学休日において業務の全部又は一部を行
う部局を定める

4/5/31から施行 規則 全学

熊本大学職員の休憩時間及び急速時間に関する
規則の一部を改正する規則

4/5/31から施行 規則 全学

平成4年度留学生歓迎パーティーを開催 6/25学生会館食堂において、新たに入学した留学生の歓迎パーティーを開催 行事 留学生

活力ある学生生活を目指し新入生合宿研修-医
療技術短期大学部-

6/5-6天草青年の家で開催 行事 医療技術短期大学部

480
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晴天に恵まれ集団訓練-教育学部附属中学校- 6/16-18金峰山少年自然の家で1年生166名と教職員8名により実施 行事 教育学部

粉体粉末冶金協会功績賞受賞-工学部三浦秀士
助教授-

工学部材料開発工学科三浦秀士助教授が「鉄系焼結材料の組織制御と材質改
善に関する研究」により社団法人粉体粉末冶金協会の第30回功績賞を受賞

受賞 工学部

「配電系統用インパルス絶縁試験装置の開発」（工学部前田定男教授、九州
電力株式会社）

「ラマン分光法を用いた農産物の非破壊品質評価方式の研究」（工学部谷口
功教授、財団法人熊本テクノポリス財団）

「知的建築3次元CADシステムの開発研究」（工学部両角光男教授、株式会社
構造計画研究所）

「電子部品用ファインセラミックスの精密成形研削加工における精度及び表
面性状の向上」（工学部松尾哲夫教授、九州松下電器株式会社）

「酸化物高温超伝導体による電力系統の電流制御システムの開発」（工学部
蛯原健治教授、九州電力株式会社）

「遺跡調査支援ダイレクトモデリングシステム開発の基礎研究」（工学部両
角光男教授、財団法人中近東文化センター）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店）

「AE法による電力施設コンクリート構造物の劣化診断技術の開発」（工学部
大津政康助教授、株式会社四国総合研究所）

「塩害に対するコンクリート構造物の劣化度診断法の開発に関する研究」
（工学部大津正康助教授、株式会社間組技術研究所）

「コンピュータ・グラフィックスによる古代ギリシア建築の復元及びその構
造的特性の評価」（工学部伊藤重剛講師、株式会社間組）

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「土壌蓄熱システムの開発研究」（工学部石原修教授、九州電力株式会社）

「酸素アイソザイムの特性の研究及び簡易的測定法の開発」（医学部岡部紘
明教授、国際試薬株式会社）

「超高強度コンクリート充填鋼管構造の耐震性に関する実験的研究」（工学
部最相元雄教授、株式会社新井組）

「収束プラズマジェットによるセラミックス粉末の高速溶射に関する研究」
（工学部松尾日出男教授、株式会社椿本チェイン）

「地盤の液状化に関する研究」（工学部秋吉卓教授、若築建設株式会社）

「情報化制御システムの構築に関する研究」（工学部川路茂保教授、オムロ
ン株式会社）

「射出成形法による硬質焼結材料の開発と応用に関する研究」（工学部本多
忠敏教授、東洋鋼鈑株式会社）

平成4年度民間等との共同研究の受入れ 地域共同研究センター研究・教育
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「変圧器の騒音低減に関する研究」（工学部川路茂保教授、九州電力株式会
社）

「ロックフィルダムの経年変化に関する研究」（工学部中島重旗教授、九州
電力株式会社）

「岩石の長期安定性に関する研究」（工学部菅原勝彦教授、鹿島建設株式会
社）

「各種超砥粒砥石によるファインセラミックスの高能率クリープフィールド
研削」（工学部松尾哲夫教授、ノリタケダイヤ株式会社）

健康をみる-医療技術短期大学部公開講座-
医療技術短期大学部では「健康をみる」をテーマに8/22-9/12にかけて公開
講座を開設

公開講座 医療技術短期大学部

海外レポート“Chicago日記より”- 医療技術短期大学部吉田日出輝助教授による寄稿 コラム 全学

主要日誌 6/2　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

平成4年8月行事予定 8/10　社会教育主事講習閉講式 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

4/4/1から施行 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

4/6/1から施行 規則 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 4/6/1から施行 規則 全学

熊本大学事務用電子計算機業務処理要項 4/6/16から実施 規則 全学

熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用心得の
一部改正

4/6/18から実施 規則 全学

熊本大学医学部技術職員組織内規 4/6/19から施行 規則 医学部

熊本大学山崎記念館使用規則の一部を改正する
規則

4/6/23から施行 規則 全学

熊本大学学生会館使用規則の一部を改正する規
則

4/6/26から施行 規則 全学

熊本大学同窓会館使用規則の一部を改正する規
則

4/6/26から施行 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

4/6/26から施行 規則 全学

社会教育主事101人誕生！平成4年度社会教育主
事講習終了-

7/6-8/10まで教育学部で開催された（8/10閉講式） セミナー 全学

1,400名もの高校生らが参加！-平成4年度学部
説明会開催-

8/3（工学部は8/6-7）に学部説明会及び研究室公開を実施 行事 全学

481 ・ 84
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平成5年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項発表

7/15に発表。今回から、新たに工学部で実業高等学校及びその他の高等学校
の実業系の科の卒業見込者を対象とした推薦入学を導入。募集要項掲載有

入試 全学

本学教養部からも学生・教職員14名参加-第17
回九州地区国立大学間合宿共同授業-

7/11-15、九州地区国立大学の学生らが参加、九州地区国立大学九重共同研
修所で開催

セミナー 学生

県内関係4機関から35名参加-熊本大学（熊本県
内4機関合同）中堅係員研修-

7/27-29まで熊本大学大学院自然科学研究科セミナー室及び国立阿蘇青年の
家で実施

セミナー 事務局

南九州地区国立学校から35名受講-南九州地区
国立学校事務電算化研修-

7/14-24にかけて、本学事務局大会議室、大分大学中津江研修所等で実施 セミナー 事務局

平成4年度民間等との共同研究の受入れ
「地下水保全に関する研究」（工学部中島重旗教授、財団法人日本技術士
会）

研究・教育 地域共同研究センター

真の豊かさを求めて―現代日本社会を考える-
法学部公開講座-

9/26-11/21にかけて開催 公開講座 法学部

主要日誌 7/6　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

平成4年9月行事予定
9/1-3　国立学校事務電算化講習会（本学当番）
9/3　　放送公開講座（テレビ）開講式　　　など

行事 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

4/4/1から科目等履修生制度が導入されたことに伴う。4/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

4/9/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

4/8/1から施行 規則 医学部附属病院

松田政務次官が本学を視察 8/27文部省の松田文部政務次官と、徳重高等教育局企画官が本学を視察 行事 全学

西日本地区国立学校から49名が参加-平成4年度
国立学校事務電算化講習会-

9/1-3までKKR五峯閣を主会場として開催 セミナー 全学

第6回工学部技術職員研修会開催される
8/24-25にかけて、工学部、大学院自然科学研究科、熊本大学地域共同研究
センターにて開催

セミナー 事務局

平成4年度民間等との共同研究の受入れ
「地域電力需要の気象等の影響に関する研究」（工学部園田頼信教授、九州
電力株式会社）

研究・教育 地域共同研究センター

熊本大学放送公開講座始まる
9/4-11/27まで全13回、毎週金曜日に熊本放送で放映。開講に先立ち、9/3熊
本県立図書館で開講式を開催。本年度のテーマは「熊本城を科学する」

公開講座 全学

海外レポート“Mile High City Denver”-医学
部附属病院須賀原一博講師-

医学部附属病院須加原一博講師による寄稿 コラム 医学部

主要日誌 8/7　放射性同位元素委員会　　　など 行事 全学

平成4年10月行事予定
10/15-16　九州地区管理事務協議会（本学当番）
10/19　　 同和問題特別講演会
10/28　　 解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

伊藤正男東大名誉教授ら4氏が記念講演-医学部
で改組記念行事を開催-

9/11に医学部が免疫医学研究施設の10年時限を機に組織全体を見直した改組
を行い、その記念行事として市のホテルで記念式典を開催

行事 医学部

482 ・

483 4 10・

94

197/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

ドイツハイデルベルグ市のクラウス・ムンク教
授が医学部を訪問

9/16熊本市と友好年調印を行なったハイデルベルグ市の友好使節団の一員
「日独がん研究会コーディネーター」クラウス・ムンク教授が、両市の医療
交流を深めるため本学を訪問

海外交流 医学部

係長としての認識を深める3日間-平成4年度熊
本大学（熊本県内4機関合同）係長研修-

9/16-18にかけて、熊本大学事務局会議室及び国立阿蘇青年の家において実
施

セミナー 事務局

経理事務の円滑な処理を目指す！-平成4年度
（第4回）熊本大学経理事務研修-

9/24-30にかけて、実務経験3年未満の経理担当職員を対象に実施 セミナー 事務局

平成4年度民間等との共同研究の受入れ
「屋上緑化特に人工土壌と芝生の効果に関する研究」（工学部石原修教授、
九州園芸有限会社）

研究・教育 地域共同研究センター

主要日誌（平成4年9月） 9/17　留学生交流推進会議発起人会　　　など 行事 全学

平成4年11月行事予定

11/1　　開学記念日
11/1-3　学園祭
11/4　　キャンパス・クリーン・デー
11/6　　看護学視学委員による実地視察（教育学部）　　　など

行事 全学

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 科目等履修生制度が新たに規定されたことによる。4/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 科目等履修生制度が新たに規定されたことによる。4/10/11から施行 規則 教養部

熊本大学資料館に関する検討委員会規則 4/9/24から施行 規則 全学

熊本大学ティーチング・アシスタント実施要項
大学院博士課程（医学研究科、薬学研究科博士後期課程及び自然科学研究科
後期3年博士課程）におけるティーチング・アシスタント制度が新たに規定
されたことによる。4/9/22から施行

規則 全学

同和問題特別講演会を開催
10/19医学部第1講義室において本年度の同和問題特別講演会（講師：奈良産
業大学法学部長牧英正教授「差別の制度化と廃止」）を開催

セミナー 全学

みんなで守ろう歴史とみどりの熊大キャンパス
-キャンパス・クリーン・デーを実施-

本年度より大学祭の翌日を「キャンパス・クリーン・デー」とし、教職員及
び学生が協力して全学一斉に構内清掃を行なうことになった。本年は11/4。

行事 全学

元学校医に感謝状の贈呈
10/14に永年保健管理センター業務に携わってきた3名の学校医の方々へ感謝
状の贈呈（於学長室）

受賞 保健管理センター

武夫原に五高寮歌の大合唱！-旧制第五高等学
校開校百五周年記念式典開催-

10/10武夫原グランドにおいて旧制第五高等学校の開校百五周年記念式典を
開催

行事 前身校

モンタナ大学Dennison学長が来学
10/5本学と交流協定を締結しているモンタナ大学のGerorg M.Dennison学長
が本学を表敬訪問

海外交流 全学

ダラム大学Ebsworth副学長が来学
10/15英国ダラム大学Ebsworth副学長が来学し、本学との交流協定締結に向
けての問題等について意見交換

海外交流 全学

平成4年度解剖慰霊祭
10/28医療技術短期大学部体育館において開催。これに先立ち、同日医学部
構内実験動物慰霊碑前で実験動物慰霊祭を実施

行事 医学部

第40回六大学教養部長・事務長会議開催 10/8-9阿蘇町内の内の牧で六大学教養部長・事務長会議を開催 行事 教養部

平成4年度科学研究費補助金が内定（第2次分） 全6研究が内定 科研費 全学

熊本大学放送公開講座-ラジオ講座始まる-
10/4に開講。開講に先立ち、10/2に熊本県立図書館において開講式を実施。
本年度のテーマは「熊本の文学Ⅱ」

公開講座 全学

11484 ・4
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意欲あふれる力作がそろう-平成4年度熊本大学
教育学部公開講座美術作品展-

10/6-8まで、熊本市民会館展示ホールにて開催。公開講座で美術系講座の受
講生が製作した作品や同講座講師らによる賛助作品等を展示

公開講座 教育学部 今年初の試み

主要日誌（平成4年10月） 10/2　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

平成4年12月行事予定
12/4　　法学・政治学実地視察
10/7-9　平成4年度大蔵省共済組合監査　　　など

行事 全学

名誉教授懇談会を開催 11/19事務局大会議室において開催 行事 教職員

「国立大学等と産業界等との研究協力」に係る
事務説明会が開催される

11/18工学部2号館221教室で、文部省学術国際局研究助成課研究協力室の協
力により実施。九州各県の国立学校の事務担当者90名が参加

セミナー 全学

今後も一層のご活躍を！-熊本大学永年勤続者
表彰式-

11/20工学部共同製図室で開催 行事 教職員

本学関係者2名が受章-平成4年秋の叙勲-
11/3発表の秋の叙勲で勲3等旭日中綬章を斐直義元教育学部教授・同附属幼
稚園長が、勲6等宝冠章を岡村美智子元医学部附属病院副看護部長が受章

受賞 全学

医学教育等関係業務功労者として表彰-医学部
小堀勇技官-

11/16大学院医学研究科文部技官の小堀勇氏が文部省において文部大臣から
表彰される

受賞 医学部

米国薬科学会からFellowの称号を受賞-薬学部
上釜兼人教授-

薬学部上釜兼人教授（製剤学）が米国薬科学会から栄誉あるFellowの称号を
受賞。日本人では4人目。授賞式は1992/11/15米国テキサス州サンアントニ
オ市で開催された米国薬科学会年会の席上で行なわれた

受賞 薬学部

第2回日本金属学会奨励賞を受賞-工学部小塚敏
之講師-

10/6工学部小塚敏之講師（材料工学科）が日本金属学会奨励賞を受賞 受賞 工学部

主任としての認識を深める3日間-平成4年度熊
本大学（熊本県内4機関合同）主任研修-

11/25-27事務局大会議室及び国立阿蘇青年の家で実施 行事 事務局

第3回熊本大学囲碁名人戦行われる 11/28教養部会議室で実施 行事 教職員

実際の火災さながらの訓練-附属病院で防火訓
練-

11/10医学部附属病院で防火訓練を実施 行事 医学部附属病院

はしご車も出動しての訓練-工学部で消防訓練- 11/13教職員・学生1,000人が参加して行なわれた 行事 工学部

新任部局長紹介 医学部長宮川太平教授 人事 全学

第9回特殊資料展“信長と幽斎”
11/25-27にかけて附属図書館自由閲覧室において第9回特殊資料展を開催。
今回のテーマは「信長と幽斎」

行事 図書館

主要日誌（平成4年11月）

11/1　　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/4　　キャンパス・クリーン・デー
11/6　　教育学部看護実地視察
11/10　 医学系出身国立大学長懇談会（本学当番）　　　など

行事 全学

平成5年1月行事予定
1/4　　　年始の学長挨拶
1/11-14　平成4年度文部省会計実地監査
1/19　　 通信衛星を利用した社会人技術者再教育実験　　　など

行事 全学

事務局正面の門の閉門について
12/21から黒髪南地区における日曜日・土曜日及び休日の19時以降の不法駐
車を規制するため、事務局正面の門を時間帯によって閉門

施設 全学

新春所感“模索から実現へ”-熊本大学長森野
能昌-

森野学長による コラム 全学

・485 4 12

486 ・ 15
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定年後を生き生きと豊かに！-ライフプランセ
ミナーを開催-

12/18本年度退職予定者及び近い将来退職が予定される本学教職員を対象と
して、大学院自然科学研究科2階セミナー室で開催

セミナー 教職員

研修成果の実践を期待！-第7回JST基本コース
を実施-

12/14-16まで、事務局大会議室においてJST基本コース（人事院式監督者研
修）を実施

セミナー 事務局

附属病院で日本フィルの調べ-医学部附属病院
院内コンサート-

12/9外来棟玄関ホールで院内コンサートを実施。日本フィルのメンバーは来
年開催される第18回九州講演のPRを兼ねての来院

行事 医学部附属病院

海外レポート“欧米四ヶ国の旅”-工学部教授
平山忠一-

工学部平山忠一教授による寄稿 コラム 工学部

主要日誌（平成4年12月）
12/2　保健管理センター特別講演
12/4　法学・政治学の実地視察　　　など

行事 全学

平成5年2月行事予定 2/4　教育研究体制検討委員会　　　など 行事 全学

熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項の一部
を改正する要項

事務局正面の門の開閉時間の変更及びそれに伴う工学部通用門の出構専用時
間帯の変更による。4/12/21から実施

規則 全学

熊本大学大学院人文・社会科学系研究科（博士
課程）設置検討委員会要項

4/12/15から実施 規則 社会文化科学研究科

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

4/12/24から施行 規則 全学

本学で約5,700名が受験-本学入試センター試験
実施-

1/16-17に平成5年度大学入試センター試験が実施 入試 全学

個別学力検査の願書受付を締切る-本学志願者
6,275名-

1/25-2/2にかけて平成5年度個別学力検査の願書を受け付けた。前年度に比
べて448名の増加。各学部・学科の志願者数統計あり

入試 全学

通信衛星を利用した社会人技術者リフレッシュ
教育実験実施さる

1/19に文部省放送教育開発センター主催の「平成4年度第2回通信衛星を利用
した社会人技術者リフレッシュ教育実験」が本学工学部2号館223講義室を含
む全国7会場で実施

セミナー 全学

工学部と中国科学院力学研究所が学術交流に関
する協定を締結

1/11に衝撃エネルギーの利用に関する国際学術交流を目的として中国科学院
力学研究所と「日本国熊本大学工学部と中国科学院力学研究所との学術交流
に関する協定」を工学部長室において調印。
また、1/12には「今後の日中間の国際交流をどのように進めたらよいか」を
テーマに特別講演会を開催

海外交流 工学部

第1回語学（英語・英会話）研修を実施
10/13-1/14まで、大学の国際化の進展・留学生交流の活発化に対応するため
職員の英会話能力等向上のための研修を附属図書館図書館学資料室において
実施

セミナー 全学

海外レポート“垣間見た海外教育事情”-教育
学部附属小学校副校長星野徳光-

教育学部附属小学校副校長星野徳光氏による寄稿 コラム 教育学部

外国人留学生のホームステイ受入れに関するお
願い

年々増加する留学生の受入れのため、教職員各位に対してもホームステイ受
入れ調査を実施

その他 留学生

主要日誌（平成5年1月）
1/4　　　年始の学長挨拶
1/11-13　平成4年度文部省会計実地検査
1/11　　 中国科学院力学研究所長表敬訪問　　　など

行事 全学

平成5年3月行事予定 3/4　特別講演会　　　など 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部を改正する要項

5/4/1から実施 規則 全学

487 5 ・ 2
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21世紀の世界と日本の行方は皆さん方にかかっ
ている-平成4年度卒業式-

3/25市民会館大ホールにて卒業式を挙行。学長告辞・卒業生数付表あり 行事 全学

約2,000名が感激の合格を果たす-平成5年度個
別学力検査・合格発表-

合格者発表は3/9教養部前にて。後期日程は3/12に実施、3/19に合格発表
（理学部地学科定員一部留保第2次募集は3/30発表）。合格者数等付表あり

入試 全学

今後も益々御健康で御活躍を-平成4年度永年勤
続者退職時表彰式-

3/29事務局大会議室で開催 行事 教職員

テキサス大学オースチン校Raney女史が来学
3/16テキサス大学オースチン校Karen Raney女史が来学し、意見交換をおこ
なった

海外交流 全学

モンタナ州立大学Malone学長が来学
3/18に本学と交流協定を締結しているモンタナ大学のMike Malone学長が本
学を表敬訪問

海外交流 全学

特別講演会を開催

3/4文学部・法学部B-2教室において東北大学教育学部附属大学教育開放セン
ター萩原敏朗教授及び東京大学教育学部天野郁夫教授による特別講演会を開
催。今後の熊本大学の在り方を検討する上での参考となるよう、昨年より開
催されているもの

セミナー 全学

技術職員としての資質の向上を図る-平成4年度
熊本大学（熊本県内3機関合同）技術職員研修-

3/22-24まで、大学院自然科学研究科において実施 セミナー 全学

受講希望者が殺到！-医学部が「エイズに関す
る公開講座」を開催-

2/6市内のホテルにおいて開催 公開講座 医学部

医学部が退官記念講演会を開催

3/5今年度限りで定年退職の衛生学講座三浦創教授（演題「私の歩んだ環境
衛生の道」）、免疫学講座尾上薫教授（演題「抗体分子からリンパ球-免疫
に学んで」）による退官記念講演会が開催された（於医学部基礎第一講義
室）

行事 医学部

「国立大学等と産業界等との研究協力」に係る
事務説明会が開催される社会人のリフレッシュ
教育」に関するフォーラム開催-第3回くまもと
科学・技術フォーラム-

3/1ニュースカイホテルにおいて開催。熊本科学・技術振興クラブ、（財）
熊本テクノポリス財団、熊本知能システム技術研究会及び本学工学部の共催
によるもの

行事 工学部

主要日誌（平成5年2月） 2/4　評議会第一部会　　　など 行事 全学

平成5年4月行事予定 4/12　平成5年度入学式　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 全学

森全体を見た後に木を見る心構えを-平成5年度
入学式学長告辞-

4/12に熊本市民会館大ホールにて開催。学長告辞掲載あり 行事 全学

事務機構等の改革について答申-事務機構等検
討委員会から-

3/10/21の学長による試問「新時代に対応する熊本大学の事務機構等の改革
について」以来調査検討されてきた事務機構等の改革についての答申

その他 事務局

本学に2番目の寄附講座開設
5/4/1付けで工学部電気情報工学科に寄附講座として「電気エネルギー先端
技術講座」が設置された

研究・教育 工学部

薬学部に待望の福利厚生施設-「蕃滋館」が落
成-

3/19に竣工、4/9に落成式 施設 薬学部

文学部長工藤敬一教授

薬学部長古川潮教授

医療技術短期大学部松本政典教授

5488 ・ 3

489 5 ・ 4

全学人事新任部局長等紹介
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新人看護婦さん集合！-医学部附属病院新採用
看護婦オリエンテーション実施さる-

4/1-5山崎記念館第一研修室及び管理棟第二会議室で実施 行事 医学部附属病院

庶務部研究協力課設置のお知らせ
4/1付けで庶務部庶務課が行なっていた業務を独立・分離させ、庶務部研究
協力課が設置された

設置 事務局

事務局各課の係等改変のお知らせ 4/1庶務部研究協力課設置のほか、同日付で各課の改変が行なわれた 設置 事務局

主要日誌（平成5年3月） 3/9　A・前期日程試験合格者発表　　　など 行事 全学

平成5年5月行事予定 5/24-25　九州地区国立大学長会議（本学当番）　　　など 行事 全学

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

5/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部外国人留学生規則
の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学医療技術短期大学部入学料及び授業料
の免除並びに授業料の徴収猶予取扱規則の一部
を改正する規則

5/4/1から施行 規則 医療技術短期大学部

熊本大学に勤務する職員の勤務を要しない日等
に関する規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学の休日において業務の全部又は一部を
行なう部局を定める規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線防止規則の一部を改正する規則 5/3/18から施行 規則 全学

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

5/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学寄宿舎規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 学生

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学薬学部教授会規則の全部を改正する規
則

5/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教官選考基準の全部を改正する基準 5/4/1から施行 規則 教職員

熊本大学蕃滋館規則 5/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 全学
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熊本大学入学料及び授業料の免除並びに授業料
の徴収猶予取扱規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
理学部地学科が地球科学科に名称変更されたこと、文学部地域科学科、理学
部生物科学科、医学部専門課程、工学部材料開発工学科・電気情報工学科及
び応用化学科の収容定員変化等によるもの。5/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則

教育学研究科教科教育専攻に「保健体育専修」の増設並びに教育学研究科教
科教育専攻「美術教育専修」、医学研究科「脳・免疫統合科学系」、工学研
究科「土木環境工学専攻」及び「建築学専攻」の収容定員変化等による。
5/4/1から施行

規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則
地域科学科に文化人類学講座の増設されたこと等に伴うもの。5/4/1から施
行

規則 文学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則
地学科が地球科学科に名称変更されたこと等にともなうもの。5/4/1から施
行

規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則
寄生虫病学講座が腫瘍医学講座に名称変更されたこと及び循環器内科学講座
が増設されたことに伴う。5/4/1から施行

規則 医学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 聴講生制度の廃止等によるもの。5/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

教育学研究科教科教育専攻に保健体育専修が増設されたこと等に伴う、
5/4/1から施行

規則 教育学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

寄生虫病学講座が腫瘍医学講座に名称変更されたことに伴う。5/4/1から施
行

規則 医学部

熊本大学さわやか行政サービス推進委員会要項
の一部を改正する要項

5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学公印規則の一部を改正する規則
庶務部庶務課文書係が企画広報係に名称変更されたことに伴う。5/4/1から
施行

規則 事務局

熊本大学事務機構等検討委員会要項の一部を改
正する要項

5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 5/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
庶務部に研究協力課が設置されたこと、経理課第一用度係及び第二用度係が
改組されたことに伴う。5/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則
庶務部庶務課文書係が企画広報係に名称変更されたこと、庶務部に研究協力
課が設置されたこと等に伴う。5/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

庶務部に研究協力課が設置されたこと、庶務部に専門職員（企画調査総括担
当）が設置されたこと、庶務部庶務課文書係が企画広報係に名称変更したこ
と、人事課に専門職員（安全・健康管理担当）が設置されたこと、等に伴
う。5/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 事務局
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熊本大学給与口座振込実施要領の一部を改正す
る要領

5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 5/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部を改正する要項

5/4/1から施行 規則 事務局

7名の元教授に名誉教授の称号を授与 4/22付で授与、5/10学長室において授与式 行事 教職員

平成5年春の生存者叙勲-本学関係者1名が受章-
4/29発表の春の叙勲において元理学部長・理学部教授の井上覺名誉教授が受
章

受賞 教職員

日本化学会学術賞受賞-工学部　大久保捷敏教
授-

工学部応用化学科の大久保捷敏教授が、「不斉反応制御を指向した新規機能
性触媒の分子設計」における業績により、平成4年度日本化学会学術賞を受
賞

受賞 教職員

中国広西教育考察団一行が来学
4/15に中国広西区壮族自治区から李林広教育委員会主任を団長とする広西教
育考察団一行5名が来学

海外交流 全学

ダラム大学Starr教授が来学
4/19ダラム大学（英国）日本語科主任Don Starr教授が来熊、4/24まで学生
交流協定に向けて学内関係者と意見調整を行なった

海外交流 全学

バーミンガム大学副学長等が来学
5/12バーミンガム大学（英国）E.W.Ives副学長とChristopher Watson国際交
流委員長が来学。本学との交流協定締結に向けて意見交換

海外交流 全学

第23回九州地区国立大学図書館協議会及び第44
回九州地区大学図書館協議会総会開催

4/22メルパルク・KUMAMOTOを会場に開催 セミナー 図書館

多彩なテーマで7講座を開設-教養部公開講座- 6月～10月にかけて開催 公開講座 教養部

主要日誌（平成5年4月） 4/1-2　新採用職員オリエンテーション　　　など 行事 全学

平成5年6月行事予定 6/3　評議会第四部会　　　など 行事 全学

熊本大学受託研究員規則の一部を改正する規則 5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 全学

熊本大学統合情報ネットワーク構築準備委員会
要項の一部を改正する要項

5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 全学

熊本大学組換えDNA実験安全管理規則の一部を
改正する規則

5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 全学

熊本大学総合情報処理センター規則の一部を改
正する規則

5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 総合情報処理センター

5・5490

204/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学地域共同研究センター規則の一部を改
正する規則

5/4/22から施行、5/4/1から適用 規則 地域共同研究センター

熊本大学自己評価委員会規則 5/4/22から施行 規則 全学

九州地区国立大学長会議開催さる
5/24-25に本学の当番で開催。「当面する各大学の諸問題」について活発な
協議及び意見交換を行なった

行事 全学

300名が出席し、歓迎の宴-平成5年度留学生歓
迎パーティー-

5/27北地区食堂にて開催 行事 留学生

中国大使館の高鴻斌一等書記官等が来学
5/17に中国駐日大使館の教育担当である高鴻斌一等書記官と耿秋■三等書記
官の両氏が本学を訪問

海外交流 全学

火災の恐さを体験・地震の恐さを体感！-学生
寄宿舎で消防訓練実施-

5/23熊本市消防署の協力により実施 行事 学生

医学部三浦洌教授が「日本ビタミン学会賞」を
受賞

医学部生化学第一講座三浦洌教授が「フラビン酵素における電子移動機構の
研究」により日本ビタミン学会賞を受賞

受賞 医学部

工学部の金子勝比古、西田稔、尾原祐三助教授
が「資源・素材学会賞」を受賞

工学部材料工学科金子勝比古、西田稔両教授が「形状記憶合金を圧力源とし
た岩石静的破砕機に関する研究」により、尾原祐三助教授は「採鉱学並びに
岩盤力学に関する一連の研究」により資源・素材学会賞をそれぞれ受賞

受賞 工学部

工学部の西田稔助教授、千葉昂教授が「日本金
属学会金属組織写真奨励賞」を受賞

工学部材料開発工学科西田稔助教授、千葉昂教授が「回転電極法により作成
したTiAi急冷凝固粉末の透過電子顕微鏡観察」により日本金属学会金属写真
奨励賞を受賞

受賞 工学部

平成5年度科学研究費補助金が内定-内定総額約
7億4千万円　前年比20.6％増-

12種目777件の申請に対し、243件・7億4453万円が内定。内定状況、申請・
交付内定件数推移等の統計あり

科研費 全学

講義と実技の7講座開講-平成5年度教育学部公
開講座-

全7講座が開講 公開講座 教育学部

新任部局長等紹介 附属図書館長植村啓治郎教授 人事 図書館

主要日誌（平成5年5月） 5/10　名誉教授称号授与式　　　など 行事 全学

平成5年7月行事予定 7/8-8/11　社会教育主事講習開講式　　など 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

5/4/30 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

5/5/17から施行、5/4/1から適用 規則 教職員

熊本大学教育運営委員会規則 5/5/27から施行 規則 全学

熊本大学教育運営委員会専門委員会要項 5/6/3から施行 規則 全学

真剣なフレッシュマンの眼差し-平成5年度熊本
大学（県内4機関合同）新採用職員研修-

6/28-30大学院自然科学研究科ゼミナール室にて実施 セミナー 事務局

（財）造水促進センター功労賞受賞-工学部
園田頼利教授-

工学部応用化学科の園田頼和教授が（財）造水促進センター創立20周年記念
式典にあたり、同財団事業の普及と発展に貢献した功績により、功労賞を受
賞

受賞 工学部

5
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第28回小島三郎記念技術賞受賞-附属病院西村
要子主任技師-

6/11附属病院西村要子主任技師（輸血部）が「ヒトレトロウイルス、HTLV-
Ⅰの血清学的研究と国際医療技術交流」の業績等が高く評価され、受賞

受賞 医学部附属病院

友情を深めた集団訓練-教育学部附属中学校-
6/7-8にかけて熊本市立金峰山少年自然の家において教育学部附属中学校恒
例の集団宿泊訓練を実施

行事 教育学部

『生きる』をテーマに公開講座-医療技術短期
大学部-

8月から9月にかけて開講 公開講座 医療技術短期大学部

新任部局長等紹介 理学部長石倉成行教授 人事 理学部

主要日誌（平成5年6月） 6/3　教育運営委員会　　　など 行事 全学

平成5年8月行事予定
8/2 　Ⅱ種官庁業務合同説明会
8/11　社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

5/6/11から施行 規則 全学

熊本大学ティーチング・アシスタント実施要項
の一部を改正する要項

5/6/22から実施 規則 全学

熊本大学教育研究体制検討委員会規則の一部を
改正する規則

5/6/24から施行 規則 全学

熊本大学安全委員会規則 5/6/24から施行 規則 全学

熊本大学五高記念館規則 5/6/24から施行 規則 全学

本年度までの受講者2,300余名に-平成5年度社
会教育主事講習終了-

7/8-8/11まで本学教育学部を主会場として開催 セミナー 全学

平成5年度学部説明会開催-1,200名もの高校生
が参加-

8/4（工学部は8/4-5）に本学の入学志願予定者に対し学部説明会及び研究室
公開を実施

行事 全学

平成6年度熊本大学入学者選抜に関する実施要
項発表

7/22平成6年度入学者選抜に関する実施要項を発表。今回から理学部物理学
科が連続A日程から分離分割方式に移行する以外は昨年どおり

入試 全学

医学部森岡亨教授「熊日賞」受賞 医学部麻酔学講座の森岡亨教授が長年の功績により「熊日賞」を受賞 受賞 医学部

工学部三池亮次教授に「九州橋梁構造学会」か
ら表彰状

工学部土木環境工学科三池亮次教授が九州橋梁構造工学研究会創立10周年記
念式典にあたり、表彰状を授与された

受賞 工学部

12大学から122名の学生・教職員が参加-第18回
九州地区国立大学間合宿共同授業-

7/10-14にかけて九州地区国立大学九重共同研修所にて開催 行事 全学

いまふりかえる日本社会と法-家族・企業・裁
判-　-法学部公開講座-

9月から10月にかけて開講 公開講座 法学部

「エアサイクル工法住宅の温熱性能と省エネルギー効果に関する研究」（工
学部石原修教授、エアサイクル産業株式会社）

「土壌蓄熱システムの開発研究」（工学部石原修教授、九州電力株式会社）

5 ・ 8493
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「太陽光発電用高温超伝導インバータ開発とシステム最適運転評価の研究」
（工学部蛯原健治教授、九州電力株式会社）

「軟弱地盤の軽量安定処理に関する研究」（工学部鈴木敦巳教授、株式会社
双葉工務店、日本舗道株式会社九州支店）

「水力発電所操作油の管理手法の研究」（工学部正泉寺秀人教授、九州電力
株式会社）

「配電系統用インパルス絶縁試験装置の開発」（工学部前田定男教授、九州
電力株式会社）

「電子部品用セラミックスの精密研削およびラッピングにおける精度および
表面性状の向上」（工学部松尾哲夫教授、九州松下電器株式会社）

「遺跡調査支援ダイレクトモデリングシステム開発の基礎研究」（工学部両
角光男教授、財団法人中近東文化センター）

「古代ローマ建築におけるテント技術の工学的及び歴史的研究」（工学部伊
藤重剛助教授、太陽工業株式会社）

「崖錐堆積物の工学的特性に関する研究」（工学部北園芳人助教授、九州電
力株式会社）

「知的建築3次元CADシステムの開発研究」（工学部両角光男教授、株式会社
構造計画研究所）

「変圧器の騒音低減に関する研究」（工学部川路茂保教授、九州電力株式会
社）

「ロックフィルダムの経年変化に関する研究」（工学部中島重旗教授、九州
電力株式会社）

「情報化制御システムの構築に関する研究」（工学部川路茂保教授、オムロ
ン株式会社）

「射出成形法による硬質焼結材料の開発と応用に関する研究」（工学部本多
忠敏教授、東洋鋼鈑株式会社）

「生化学試薬の設計と電気化学的評価」（工学部谷口功教授、株式会社同仁
化学研究所）

「極微細粒ダイヤモンドホイールによるセラミックスの精密研削」（工学部
松尾哲夫教授、ノリタケダイヤ株式会社）

「検体搬送システムの研究」（医学部岡部紘明教授、オリンパス光学工業株
式会社）

海外レポート“鋼鉄の町ハミルトンに滞在し
て”-工学部助教授内村圭一-

工学部内村教授による寄稿 コラム 工学部

主要日誌（平成5年7月） 7/8　平成5年度社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

平成5年9月行事予定 9/27-29　熊本大学（県内4機関合同）係長研修　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 6/4/1から施行 規則 全学

平成5年度民間等との共同研究受入れ 地域共同研究センター研究・教育

207/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

九州地区国立大学から34名受講-平成5年度九州
地区国立学校事務電算化担当職員研修A-

8/24-9/2まで、文部省と本学の共催により実施（於本学事務局大会議室、大
分大学教育学部地域教育中津江研修所、本学総合情報処理センター実習室）

セミナー 事務局

第7回工学部技術職員技術研修会を開催
8/23-25に工学部教室系技術職員に対して行なわれたもの（於工学部2号館
222教室及び総合情報処理センター）

セミナー 事務局

地域共同研究センター上田昇助教授が「工作機
械技術振興賞」受賞

地域共同研究センター上田昇助教授が「SGホイールの破砕・脱落砥粒観察に
おけるドレッシング機構の解明」により第14次「工作機械技術振興賞」（奨
励賞）を受賞

受賞 地域共同研究センター

教育学部楊萍講師が「日本木材学会奨励賞」受
賞

教育学部技術科の楊萍講師が「木質材料製造における応力と変形の解析」に
より平成4年度日本木材学科奨励賞を受賞

受賞 教育学部

熊本大学放送公開講座始まる
9/3-11/26まで、毎週金曜日に熊本放送（RKK)で放送。本年度は医学部高月
教授が主任講師となり、「エイズとその周辺」がテーマ。開講を前に、9/3
に熊本県立図書館で開講式を開催

公開講座 全学

初めての看護体験に感激！-附属病院で高校生
の一日看護体験を実施-

8/18に医学部附属病院で「看護の日」記念行事の一環として、熊本県衛生部
及び看護協会との共催で高校生の一日看護体験を実施

行事 医学部附属病院

約200人の聴衆がうっとり -附属病院で外国人
によるアコーディオンの調べ-

7/31医学部附属病院外来診療棟玄関ホールでドイツのホフ・アコーディオ
ン・オーケストラメンバーによるボランティア演奏会が開催

行事 医学部附属病院

主要日誌（平成5年8月） 8/2　Ⅱ種官庁業務合同説明会　　　など 行事 全学

平成5年10月行事予定
10/13-15　熊本大学（県内4機関合同）主任研修
10/27　　 解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

五高記念館の一般公開始まる-所蔵資料を展示
公開-

10/9より毎土曜・日曜日に五高記念館の一般公開が始まり、正面玄関の「開
かずの扉」も開かれた。10/9には一般公開に先立ち、開館式を挙行

行事 前身校

平成5年度厚生補導担当職員
9/1-3まで本学自然科学研究科ゼミナール室及び熊本工業大学阿蘇研修所に
おいて実施

セミナー 事務局

平成5年度熊本大学（県内4機関合同）会計事務
研修実施

9/27-29まで熊本大学事務局会議室及び国立阿蘇青年の家で実施 セミナー 事務局

平成5年度熊本大学（県内4機関合同）係長研修
実施

9/24-29の間実施。当初は3年をワンサイクルとしていたが、今年度より1年
で修了する方式に変更

セミナー 事務局

熊本大学放送公開講座-ラジオ講座始まる-
10/3-12/26まで、RKKで13回におよび放送。テーマは「映画・この百年-地方
からの視点-」。10/1に熊本県立図書館で開講式を挙行

公開講座 全学

主要日誌（平成5年9月） 9/2　大学院等検討部会　　　など 行事 全学

平成5年11月行事予定
11/1　　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/4　　キャンパス・クリーン・デー　　　など

行事 全学

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

「看護婦長」を「看護婦（士）長」、「主任看護婦」を「副看護婦（士）
長」に「看護婦」を「看護婦（士）」に改める。5/10/1/から施行

規則 医学部附属病院

留学生と大学関係者との懇談会を開催 10/26北地区食堂において留学生と大学側との懇談会を開催 行事 留学生

本学関係者5名が晴れの受章-平成5年秋の褒章
及び叙勲-

紫綬褒章に医学部高月清教授。勲三等旭日中綬章に澤田芳男元医学部附属遺
伝医学研究施設教授、白本和晟元工学部教授。勲三等瑞宝章に須藤智惠元教
育学部教授、佐藤昌康元医学部教授

受賞 全学

活発にディスカッション-平成5年度熊本大学
（県内4機関合同）主任研修-

10/13-15にかけて熊本大学事務局会議室及び国立阿蘇青年の家で実施 セミナー 全学

5
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平成5年度医学部解剖慰霊祭しめやかに執り行
われる

10/27医療技術短期大学部体育館において挙行。これに先立ち、動物慰霊祭
が医学部構内実験動物慰霊碑前において実施された

行事 医学部

平成5年度九州地区国立大学病院看護部長会議
開催-活発に協議・意見交換-

10/14-15に平成5年度九州地区国立大学病院看護部長会議が開催された 行事 全学

工学部三浦助教授、本田教授「技術開発賞」を
受賞

工学部材料開発工学科三浦秀士助教授、本田忠敏教授は「金属粉末射出成形
プロセスによる高性能焼結合金剛の開発」により社団法人日本金属学会の第
16回技術開発賞を受賞

受賞 工学部

主要日誌（平成5年10月） 10/9　五高記念館一般公開記念式典　　　など 行事 全学

平成5年12月行事予定 12/1　薬学部実地視察　　　など 行事 全学

名誉教授懇談会を開催 11/15事務局大会議室において開催 行事 教職員

日本学術会議九州沖縄地区科学者懇談会開催さ
る

11/4本学事務局大会議室において開催 行事 全学

約3,000人が一斉清掃-キャンパス・グリーン・
デーを実施-

11/4実施 行事 全学

今後も益々の御活躍を！-平成5年度熊本大学永
年勤続者表彰式及び文部省永年勤続者表彰状伝
達式-

11/24工学部共同製図室で伝達式が、メルパルク熊本で祝賀パーティーが開
催された

行事 教職員

医学教育等関係業務功労者として表彰-医学部
春日龍起技官-

医学部附属動物実験施設の春日龍起技官（主任実験動物技術員）が平成5年
度医学教育等関係業務功労者として表彰された

受賞 医学部附属動物実験施設

バーミンガム大学と国際交流に関する基本協定
を締結

11/8にイギリスのバーミンガム大学のThompson学長夫妻、Ives教授及び
Watson教授が来学し、学長室において本学の概要説明、両大学間の学生交流
協定締結へ向けての問題点等についての意見の交換を実施

海外交流 全学

ダラム大学と学生交流協定を締結 イギリスのダラム大学と学生の交流に関する協定を締結し、5/9/1から発効 海外交流 全学

モンタナ大学と学生交流協定にかかる授業料等
不徴収に関する覚書を締結

S63年3月に協定を結んだアメリカのモンタナ大学と授業料不徴収に関する覚
書を締結し、5/1から発効

海外交流 全学

第10回特殊資料展“細川重賢の文事”
11/15-17にかけて附属図書館自由閲覧室において「第10回特殊資料展」が開
催された。16日には教養部西田耕三教授による「細川重賢の文事について」
と題する公開講座が行なわれた

行事 図書館

ころばぬ先の杖！-学内で消防訓練-　工学部で
は雨の中1,000人が参加

11/26教職員と学生約1,000人が参加して消防訓練を実施 行事 工学部

ころばぬ先の杖！-学内で消防訓練-　附属病院
では患者の安全を重視した訓練

11/15に医学部附属病院で熊本西消防署と合同の防火訓練が実施され、職員
約200名が参加

行事 医学部附属病院

ころばぬ先の杖！-学内で消防訓練-　医療技術
短期大学部にはシュノーケル車が出動

11/12に教職員、学生約400名が参加して消防訓練を実施 行事 医療技術短期大学部

「ファジィ・ニューロ信号処理を用いた画像処理（パターンマッチング）セ
ンサ回路の研究」（工学部上野文男教授、財団法人熊本テクノポリス財団）

「地域電力需要の気象等の影響に関する研究」（工学部園田頼信教授、九州
電力株式会社）

「地域特性を考慮した雨水流出抑制と雨水利用手段に関する研究」（工学部
下津昌司教授、九機工業株式会社）
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「発電機励磁制御系に対する三次元ファジイ制御則の適用に関する研究」
（工学部檜山隆教授、九州電力株式会社）

「ファシリティマネジメントに関する研究」（工学部両角光男教授、九州電
力株式会社）

「岩石の長期安定性に関する研究」（工学部菅原勝彦教授、鹿島建設株式会
社）

「アコースティック・エミッション波形のモーメントテンソル解析手法の開
発」（工学部大津政康教授、日本フィジカルアコースティクス株式会社）

主要日誌（平成5年11月）

11/1　　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/4　　日本学術会議九州・沖縄地区会議科学者懇談会
　　　　キャンパス・クリーン・デー　　　など

行事 全学

平成6年1月行事予定 1/4　年始の学長挨拶　　　など 行事 全学

熊本大学物品不要決定および処分取扱要項の一
部を改正する要項

5/11/5から施行 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 5/11/5から施行 規則 事務局

熊本大学公開講座委員会規則 5/11/25から施行 規則 全学

熊本大学広報委員会規則 5/11/25から施行 規則 全学

新春所感“実り多き年であることを願って” 森野学長による コラム 全学

同和問題特別講演について
12/10に大阪大学文学部教授の脇田修氏による講演会を開催する予定であっ
たが、当日の悪天候のため中止となったため、その講演の内容をまとめたも
のを学報に掲載

コラム 全学

定年後の豊かな生活のために-障害生活設計セ
ミナーを開催-

12/13に熊本電波高専、八代高専、国立阿蘇青年の家との共催により楷樹会
館研修室において開催

セミナー 教職員

理学部安部眞一教授「日本動物学会賞」を受賞
理学部生物学科安部眞一教授が「両生類 in vitro培養系を用いた精子分化
機構の研究」により平成5年度日本動物学会賞を受賞

受賞 理学部

武夫原に最新式トイレが完成
H5年11月末に武夫原グランドの南東角に、グランド使用者や五高記念館見学
者の利便のため最新式のトイレが設置された

施設 全学

「リアクタンス型衝撃電圧発生装置の調査・研究」（工学部秋山秀典助教
授、九州電力株式会社）

「雨水貯留浸透システムにおいて採石に変わる材料及び懸濁物質の除去に関
する調査研究」（工学部中島重旗教授、株式会社協和エクシオ九州支店）

主要日誌（平成5年12月） 12/1　自己評価委員会教育専門委員会　　　など 行事 全学

平成6年2月行事予定
2/1-4　会計実地検査
2/9　　文学部文教懇談会　　　など

行事 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 6/1/1から施行 規則 全学

平成5年度民間等との共同研究の受入れ 地域共同研究センター

平成5年度民間等との共同研究受入れ 地域共同研究センター研究・教育

研究・教育

6 ・ 1498
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本学で約6,200名が受験-大学入試センター試験
実施-

1/15-16に実施 入試 全学

個別学力検査の願書受付を締切る-本学志願者
6,134名-

1/24-2-1まで個別学力検査の願書受付。学部・学科の志願者についての付表
あり

入試 全学

職員の英語力向上を目指す-平成5年度熊本大学
（県内4機関合同）語学（英語・英会話）研修-

10/12-1/18まで全15回に渡って附属図書館図書館学資料室において実施 セミナー 事務局

人事交流による転出者との懇談会を開催 1/21事務局大会議室において開催。今回が初めて。 行事 事務局

主要日誌（平成6年1月）
1/4　年始の学長挨拶
1/15-16　大学入試センター試験　　　など

行事 全学

平成6年3月行事予定
3/7-9　共済組合監査
3/22-24　技術職員研修　　　など

行事 全学

皆さんの活躍により日本の健全な成熟期の実現
を-平成5年度卒業式-

3/25熊本県立劇場において挙行。学長告辞、卒業者数記載有。 行事 全学

約2,000名が感激の合格-平成6年度個別学力検
査・合格発表-

A日程及び前期日程は2/25-26に実施、3/9合格発表。後期日程は3/12に実
施、3/22に合格発表。理学部地球科学科定員一部留保第2次募集は3/30実
施。各日程の入試状況統計あり

入試 全学

熊本大学文教懇談会が初の会合 2/9ホテルキャッスルにて初会合が開催された 行事 文学部

永年の御尽力に感謝します-平成5年度永年勤続
者退職時表彰式-

3/28事務局大会議室で開催。祝宴は厚生年金会館で挙行 行事 教職員

一層の技術等の向上を目指して-平成5年度熊本
大学（県内3機関合同）技術職員研修-

3/22-24にかけて大学院自然科学研究科において実施 セミナー 事務局

工学部北野隆教授が「熊日出版文化賞」を受賞
工学部建築学科北野隆教授が「熊本城　城郭・侍屋敷古図集成」を出版し、
第15回熊日出版文化賞を受賞

受賞 工学部

新任部局長等紹介 理学部長弘田禮一郎教授 人事 全学

主要日誌（平成6年2月）
2/1-4　会計実地調査
2/9　　熊本大学文教懇談会
2/14-15,17,21,22,24　行政視察　　　など

行事 全学

平成6年4月行事予定
4/1　学年開始
4/8　平成6年度入学式　　　など

行事 全学

熊本大学情報ネットワークシステム運営委員会
規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学統合情報ネットワーク構築準備委員会
要項を廃止する要項

（詳細不明） 規則 全学

広い視野と適正な感性の養成を-平成6年度入学
式挙行される-

4/8熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。学長告辞掲載あり 行事 全学

フレッシュ・ナース集合-医学部附属病院新規
採用看護婦オリエンテーション-

4/1-5にかけて山崎記念館及び管理棟第2会議室で実施 セミナー 医学部附属病院

工学部長　本田忠敏教授
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教養部長　北川博治教授

大学院自然科学研究課長　柏木濶教授

主要日誌
3/7-9　共済組合監査
3/22-24　技術職員研修　　　など

行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
全学的に土曜日の授業の廃止、新カリキュラムの導入などによる改正。
6/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
大学院理学研究科の「生物学専攻」が「生物科学専攻」に変更すること等に
よる。6/4/1から施行

規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加、「生物学専攻」の「生物科学専
攻」への名称変更等によるもの。6/4/1から施行

規則 理学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 工学部

新任部局長紹介 全学人事
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熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

単位計算方法等についての新たな規定追加等によるもの。6/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学外国人留学生に対する授業科目等の特
例に関する規則を廃止する規則

留学生教育科目を教養部で開設することに伴う。6/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学外国人留学生規則の一部を改正する規
則

6/4/1から施行 規則 留学生

熊本大学における卒業期に卒業できない学生の
処置に関する取扱内規の一部を改正する内規

6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学の休日において業務の全部又は一部を
行なう部局を定める規則の一部を改正する規則

新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学に勤務する職員の勤務を要しない日等
に関する規則の一部を改正する規則

新カリキュラムの導入等によるもの。6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

6/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学黒髪地区構内交通に関する要項の一部
を改正する要項

赤門からのS字カーブが遊歩道となり車両通行が不可となること、新設の
プールの東側の門が自動車の通行が可能となることに伴う。6/4/1から施行

規則 全学

熊本大学病理解剖受託規則の一部を改正する規
則

6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則
文、法、教育、理、教養、学生部においては宿日直業務を廃止することによ
る。6/4/1から施行

規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

聴講生制度の廃止等によるもの。6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

聴講生制度の廃止、医学部の医学進学課程の廃止、学生のアルバイト収入の
把握のため等による。6/4/1から施行

規則 全学

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部を改正する規則

6/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

庶務部人事課に新たに専門職員（研修担当）が配置されたこと、庶務部研究
協力課において研究協力係及び研究助成係が廃止され、新たに総務係及び専
門職員が配置されたことに伴う。6/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則
熊本大学事務機構等検討委員会からの答申の実施に基づく専決事項の見直し
に伴う。6/4/1から施行

規則 事務局

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部を改正する要項

6/3/31から実施、6/1/1から適用 規則 事務局

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

6/4/1から施行 規則 事務局

シリーズ大学改革「大学改革への取り組み」
平成3年7月の大学設置基準大綱化以降、熊本大学が教育研究機能の推進を図
るために行なってきた様々な取り組みの経緯と概要

コラム 全学

春の生存者叙勲
4/29発表の春の生存者叙勲において、本学関係では勲三等旭日中綬賞を元工
学部教授後藤治平名誉教授が受章

受賞 全学

教養部首藤基澄教授「熊本県文化懇話会賞」を
受賞

教養部首藤基澄教授の句集「己身」が高く評価され、第29回熊本県文化懇話
会賞を受賞

受賞 教養部

5・6502
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テーマいろいろ7講座-教養部で公開講座開講- 本年5月から来年2月にかけて、全7講座が開講される 公開講座 教養部

主要日誌（4月） 4/8　平成6年度入学式　　　など 行事 全学

6月行事予定
6/8-9　平成6年度九州地区国立大学学生部次長・課長会議（当番本学）
など

行事 全学

熊本大学埋蔵文化財調査委員会規則 6/4/7から施行 規則 埋蔵文化財調査室

熊本大学埋蔵文化財調査室要項 6/4/7から施行 規則 埋蔵文化財調査室

熊本大学長期計画委員会要項の一部を改正する
要項

6/4/21から施行 規則 全学

熊本大学長期計画委員会教養教育実施体制専門
委員会要項

6/4/21から施行 規則 全学

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

6/4/21から施行、6/4/1から適用 規則 教育学部

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 医学部で5/1から機械警備を導入すること等にともなうもの。6/5/1から施行 規則 全学

シリーズ大学改革「新しい一般教育カリキュラ
ムのあらまし」

平成3年7月の大学設置基準大綱化以降、熊本大学が教育研究機能の推進を図
るために行なってきた様々な取り組みの経緯と概要

コラム 全学

平成6年科学研究費補助金が内定 内定総額約7億円、前年比4,590円余減。前257件が内定。内定状況等記載有 科研費 全学

14名の元教授に名誉教授の称号授与 5/18が区長室において授賞式を行なった 行事 教職員

熊本大学埋蔵文化財調査室を設置 5/16をもって設置、5/20に同調査室の開設式を挙行 設置 埋蔵文化財調査室

学生寄宿舎で消防訓練を実施 5/22学生寄宿舎において、熊本市中央消防署の協力を得て開催 行事 学生

国立大学動物実験施設協議会を開催
5/19に第20回国立大学動物実験施設協議会総会が本学医学部附属動物実験施
設の当番により開催

行事 医学部附属動物実験施設

中国医学科学院代表団が医学部を表敬訪問 5/27に中国医学科学院のLu副院長を団長とする代表団が医学部を表敬訪問 海外交流 医学部

教育学部で2つの公開講座 6月から7月にかけて、2講座が開港 公開講座 教育学部

施設紹介「黒髪団地（北地区）の環境整備等の
概要」

平成5年度補正予算において「豊かな屋外環境整備事業」が予算化されたこ
とに伴う、黒髪団地等での実施状況についての概要

コラム 全学

主要日誌（5月） 5/18　名誉教授称号授与式 行事 全学

7月行事予定 7/11　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

503 6 ・ 6
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熊本大学情報ネットワークシステム運営委員会
専門委員会要項

6/5/18から実施、6/4/1から適用 規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項

6/5/18から実施、6/4/1から適用 規則 全学

留学生歓迎パーティーを開催
6/6に学校福祉協会北地区食堂において平成5年10月以降に入学した留学生
108名を歓迎するため開催

行事 留学生

工学部とアルバータ大学工学部が学術交流に関
する協定を締結

5/10に本学工学部がカナダ国アルバート大学工学部と学術交流に関する協定
を締結。6/10工学部長においてそのセレモニーが行なわれた

海外交流 工学部

機器分析センターが落成 6/28落成式を挙行。これまでの経緯、施設概要についての掲載あり 施設 全学

平成6年度民間等との共同研究の受入れ 全21研究 研究・教育 地域共同研究センター

受賞　国連環境計画「グローバル500賞」医学
部附属遺伝発生医学研究施設原田助教授

医学部附属遺伝発生医学研究施設分子病態部門の原田正純助教授が「グロー
バル500賞」を受賞

受賞 医学部附属遺伝発生医学研究施設

受賞　「熊日賞」医学部高月教授
医学部内科学第2講座の高月清教授が長年の功績を認められて「熊日賞」を
受賞

受賞 医学部

受賞　「有機合成科学協会九州山口支部奨励
賞」理学部西野助教授

理学部化学科西野宏助手が「マンガン錯体を用いたフリーラジカル反応の開
発」に関する研究により、平成6年度有機合成化学協会九州山口支部奨励賞
を受賞

受賞 理学部

公務員の使命と心構えを学ぶ-平成6年度新採用
職員研修-

6/27-29まで県内の文部省関係4機関の新採用職員研修が本学大学院自然科学
研究科ゼミナール室において開催された

行事 事務局

施設紹介　遺伝子実験施設
本年度に発足したばかりの遺伝子実験施設の概要などについて、遺伝子実験
施設長山村研一教授による寄稿

コラム 遺伝子実験施設

施設紹介　アイソトープ総合センター
アイソトープ総合センターの概要などについて、アイソトープ総合センター
長の原田信志教授による寄稿

コラム アイソトープ総合センター

主要日誌（6月）
6/8　九州地区国立大学学生部次長・課長会議（当番　熊本大学）　　　な
ど

行事 全学

8月行事予定
8/2,4-5　学部説明会
8/11　　 社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

熊本大学ティーチング・アシスタント実施要項
の一部を改正する要項

6/6/21から施行 規則 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則 6/6/24から施行 規則 全学

熊本大学遺伝子実験施設規則 6/6/24から施行 規則 遺伝子実験施設

熊本大学アイソトープ総合センター規則 6/6/24から施行 規則 アイソトープ総合センター

熊本大学遺伝子実験施設アイソトープ総合セン
ターの設置に伴う学内関係規則の整備に関する
規則

6/6/24から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

6/6/24から施行 規則 全学

7・6504
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全国で初の国・公・私立大学間単位互換協定-
本学、熊本県立大学及び熊本学園大学-

7/25本学学長室において、3大学長ほか関係者出席のもと、協定書及び協議
書の調印が行なわれた。平成7年度から実施

その他 全学

平成6年度社会教育主事講習終了 7/11-8/11まで本学教育学部を主会場として実施 セミナー 全学

平成6年度学部説明会開催
8/2に文、教育、法、理、医、薬の各学部と医療技術短期大学部で、8/4-5に
かけて工学部で開催

入試 全学
本年度より医学部が
加わる

平成7年度入学者選抜に関する実施要項発表 7/20に発表 入試 全学

安全管理講習会を実施
7/28、本学の安全管理委員会主催で教職員の案全管理に対する意識向上を図
るため開催（於熊本市広域防災センター）。部局別受講者数の記載有

セミナー 教職員

中堅職員としての役割について学ぶ-中堅係員
研修-

7/27-29まで熊本大学および阿蘇青年の家において実施 セミナー 事務局

転換点に立つ日本-政治と社会のゆくえを考え
る-=法学部公開講座=

10月から11月にかけて開催 公開講座 法学部

主要日誌（7月）
7/25　熊本大学・熊本県立大学・熊本学園大学における単位互換に関する協
定調印式　　　など

行事 全学

9月行事予定
9/5-9　平成6年度九州地区国立学校事務電算化担当職員研修B
9/5-9　国有財産監査　　　など

行事 全学

シリーズ大学改革「各学部の教育改革の概要紹
介①」

文学部、法学部、理学部の教育改革の概要（各学部教務委員長による寄稿） コラム 全学

本学とバーミンガム大学が学生交流に関する協
定締結

6/28にバーミンガム大学と学生交流に関する協定を締結（基本協定について
は5年11月8日に締結済）

海外交流 全学

受賞
工学部柏木濶教授が（社）計測自動制御学会より「フェロー」の称号を授与
された

受賞 工学部

工学部技術職員技術研修会開催
8/22-24にかけて工学部技術職員技術研修会が総合情報処理センターで開催
された

セミナー 工学部

主要日誌（8月） 8/11　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

10月行事予定
10/17　　　 熊本県高等学校長と熊本大学との入試懇談会
10/30-11/1　大学祭　　など

行事 全学

シリーズ大学改革「各学部の教育改革の概要紹
介②」

医学部、薬学部、工学部の教育改革の概要（各学部教育委員長、教務委員
長、学務委員長の寄稿による）

コラム 全学

学長選挙実施-森野現学長再選される- 10/13-14の両日実施。選挙の概要について記載あり 人事 全学

新任部局長紹介 学生部長　江端正直教授 人事 全学

科学研究費補助金に関する説明会-教官を対象
に初の開催-

9/27-29本荘地区および黒髪地区において教官を対象として開催 セミナー 教職員

熊本大学放送公開講座-テレビ講座始まる-
「阿蘇-自然と人の営み-」をテーマに9/2-12/2まで、全13回にわたり放送。
なお、10/2-12/25までラジオ講座が「現代のこども・若者たち-そのさまざ
まな姿-」をテーマに放送予定

公開講座 全学
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九州地区国立学校事務電算化担当職員研修Bを
実施

9/5-9まで、文部省と本学の共催により実施（於国立阿蘇青年の家） セミナー 事務局

リーダーシップと職務の重要性について学ぶ-
係長（専門職員）研修

9/20-22本学大学院自然科学研究科ゼミナール室及び国立阿蘇青年の家で実
施

セミナー 事務局

会計事務研修を実施 9/26-29まで実施 セミナー 事務局

主要日誌（9月） 9/2-9　国有財産監査　　　など 行事 全学

11月行事予定
10/30-11/1　大学祭、開学記念日
11/2　　　　キャンパス・クリーン・デー　　　など

行事 全学

熊本大学に勤務する職員の勤務を要しない日等
に関する規則等の一部を改正する規則

6/9/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 6/9/22から施行 規則 全学

熊本大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規
則の一部を改正する規則

6/9/22から施行 規則 全学

英国大使婦人が来学 10/3に駐日英国大使のレディー・ボイド氏が松角前学長の案内で来学 海外交流 全学

施設紹介「地域共同研究センター」 62年5月に設置された地域共同研究センターの概要 施設 地域共同研究センター

秋の生存者叙勲-本学関係者3名が受章
11/3発表の秋の叙勲で勲二等瑞宝章を元教育学部長山下太利名誉教授が、勲
3等瑞宝章を吉野幸夫元事務局長が、勲六等宝冠章を園田タミヨ元医学部附
属病院看護部副看護部長が受章

受賞 全学

研究助成-民間等との共同研究の受入れ- 全9研究（工学部8、文学部1） 研究・教育 地域共同研究センター

キャンパス・クリーン・デーを実施-約3,000人
が一斉清掃-

11/2に実施 行事 全学

医学部解剖慰霊祭開催
10/26医学部解剖慰霊祭が医療技術短期大学部体育館で行なわれた。これに
先立ち、動物慰霊祭が医学部構内の実験動物慰霊碑前において実施された

行事 医学部

第11回　医学・生物科学シンポジウム講座-医
学部-

10/27-28にかけて「感染症最前線：病態発現の分子機構」をテーマに熊本市
国際交流会館において開催

行事 医学部

主要日誌（10月） 10/26　解剖慰霊祭　　　など 行事 全学

12月行事予定
12/5　　生涯生活設計セミナー
12/7-8　平成6年度文部省共催組合実地監査　　　など

行事 全学

熊本大学長期計画委員会教養教育体制専門委員
会要項

6/10/25から実施 規則 全学

学長再任にあたって 森野学長による コラム 全学

シリーズ大学改革「自己点検評価の概要」 自己評価委員会委員長による寄稿 コラム 全学

6509
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名誉教授懇談会を開催 11/14事務局大会議室で開催 行事 教職員

工学部旧機械実験工場が国の重要文化財指定へ 11/18の答申による 施設 前身校

第2回熊本大学文教懇談会を開催 11/30事務局大会議室において開催 行事 全学

黒髪団地（南地区）再開発計画の概要

平成元年5月の評議会における「現地再開発によって熊本大学の将来構想を
図る」基本方針を踏まえて黒髪南地区再開発計画案が練られてきたが、6年2
月の文部省「国立学校施設計画調整会議」において再開発計画案がおおむね
了承されたことによる

施設 全学

永年の本学発展への御尽力に感謝します！-熊
本大学永年勤続者表彰式・文部省永年勤続者表
彰状伝達式-

11/22メルパルク熊本において挙行 行事 教職員

医学教育等関係業務功労者表彰-附属病院　中
村範幸技官-

医学部附属病院中央材料部の中村範幸技官が本年度の医学教育等関係業務功
労者として表彰された（表彰式は11/21文部省）

受賞 医学部附属病院

初の高度技術研修を実施=地域共同研究セン
ター=

10/14、21の両日地域共同研究センターにおいて「機能材料の表面評価法」
を主題に開催

セミナー 地域共同研究センター

附属図書館特殊資料展開催 10/30-11/1まで「肥後の博物学」をテーマに開催 行事 図書館

産・学・官交流第10回シンポジウムを開催=地
域共同研究センター=

11/18「くまもと科学・技術振興クラブ」と共催でニュースカイホテルにお
いて開催

行事 地域共同研究センター

工学部で消防訓練 11/25実施 行事 工学部

主要日誌（11月） 11/2　キャンパス・クリーンデー　　　など 行事 全学

1月行事予定 1/20　熊大OB会　　　など 行事 全学

インフォメーション　-構内電話交換業務の取
扱いについて-

12/3から構内電話がダイヤルイン方式に移行 施設 全学

熊本大学体育施設使用規則 6/11/15から施行 規則 全学

熊本大学体育施設使用心得 6/11/15から施行 規則 全学

熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用規則 6/11/15から施行 規則 全学

熊本大学薬学部体育施設使用規則等を廃止する
規則

6/11/15から施行 規則 薬学部

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

6/11/21から施行 規則 全学

新春所感「走れ熊本大学」-熊本大学長　森野
能昌-

森野学長による コラム 全学

研修成果の実践を期待-JST基本コースを実施- 12/12-14まで大学院自然科学研究科会議室及び事務局大会議室で実施 セミナー 事務局

・ 1510 7
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生涯生活設計セミナーを開催 12/5メルパルク熊本において開催 セミナー 教職員

同和問題特別講演会を開催
12/9文学部・法学部A-3教室において開催。講師は大阪大学名誉教授脇田修
氏、演題は「部落史研究の到達点-前近代を中心に」

セミナー 全学

リフレッシュ教育フォーラムを開催＝工学部＝
12/6工学部主催による「リフレッシュ教育フォーラム」を開催（於ホテル
キャッスル）

セミナー 工学部

主要日誌（12月） 12/1　熊本大学公開講座委員会　　　など 行事 全学

2月行事予定
1/31-2/3　会計実地検査
2/25-26　個別学力検査（A・前期日程）　　　など

行事 全学

広報委員会からのお知らせとお願い 大学広報の現状等について。広報刊行物発行状況についての一覧あり コラム 広報委員会

熊本大学留学生センター設置準備委員会規則 6/11/24から施行 規則 留学生センター

熊本大学留学生センター設置準備委員会専門委
員会要項

6/11/24から実施 規則 留学生センター

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

6/12/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学放送公開講座実施委員会要項の全部を
改正する要項

6/12/1から実施 規則 全学

本学で約6,200名が受験-大学入試センター試験
-

1/14-15の両日に渡って実施 行事 全学

個別学力検査の願書受付締切る 1/23-2/1まで個別学力検査の願書受付。志願状況等についての記載あり 入試 全学

全学で募金活動-阪神大震災義援金-
1/26開催の評議会における森野学長の提案により、阪神大震災の被災者への
義援金を全学に募ることが決定され、募金活動が行なわれた

その他 全学

工学部牧野・黒羽両教授「鋼管構造国際会議論
文賞」を受賞

工学部建築学科牧野雄二教授と黒羽啓明教授が「逆対称荷重を受ける円形鋼
管KK継手の実験」により「第6回鋼管構造国際会議論文賞」を受賞。授与式
は6/12/25メルボルンで開催された第6回鋼管構造国際会議の席上において行
なわれた

受賞 工学部

民間等との共同研究の受入れ 全1研究（工学部） 研究・教育 地域共同研究センター

英会話能力のグレードアップを目指す-熊本大
学（県内4機関合同）語学（英語・英会話）研
修-

10/18-1/12まで本学附属図書館図書館学資料室において実施 セミナー 事務局

夢科学探険94を開催-工学部- 12/10、工学部主催による。小・中高生や親子連れなど1,200名以上が参加 セミナー 工学部

主要日誌（1月） 1/31-2/3　会計実地調査　　　など 行事 全学

3月行事予定 3/24　卒業式（県立劇場）　　　など 行事 全学

工学部濱田助手「井上研究奨励賞」を受賞
工学部応用化学科濱田泰輔助手が「キラル及びヘリカル遷移金属錯体の新規
光触媒作用」により「第11回（平成6年度）井上研究奨励賞」を受賞

受賞 工学部

7511 2・

3・7512
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民間等との共同研究の受入れ 全2研究（工学部2） 研究・教育 地域共同研究センター

人事交流による転出者との懇談会を開催 2/9事務局会議室において開催 行事 事務局

国際交流に関する特別講演会を開催
2/21事務局大会議室において、桜美林大学国際学部満田明正教授（元文部省
大臣官房審議官）を講師として招き、本学職員を対象に講演会を開催（本学
では初の試み）

セミナー 事務局

総合情報処理センター棟新築及びKUIC完成披露
式を実施

2/14工学部共同製図室において披露式を開催 行事 総合情報処理センター

主要日誌（2月） 2/6　自己評価委員会研究専門委員会　　　など 行事 全学

4月行事予定 4/11　平成7年度入学式　　　など 行事 全学

平成6年度卒業式を挙行-2,400名が社会人とし
てスタート-

3/24熊本県立劇場で挙行。学長告辞、各学部等の卒業者数記載あり 行事 全学

平成7年度入学者選抜合格発表-約1,860名が感
激の合格-

2/25-26に黒髪地区と大江地区で実施。3/9教養部前で合格発表。
後期日程試験は3/12に実施、理学部地球科学科の定員一部留保第二次募集は
3/29実施。
各試験の実施状況（受験者数など）記載あり

入試 全学

法学部長　清正寛教授

理学部長　櫃田倍之教授

薬学部長　國枝武久教授

附属病院長　松田一郎教授

医療技術短期大学部長　守且孝教授

永年の本学発展への御尽力に感謝します-退職
時永年勤続者表彰式-

3/27アークホテル熊本で行なわれた 行事 教職員

主要日誌（3月） 3/13-14　国立六大学臨時事務局長会議　　　など 行事 全学

5月行事予定 5/12　学生部委員会　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
学内共同教育研究施設として留学生センターが設置されること、学期区分の
変更等による。7/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
大学院理学研究科生物科学専攻及び医学研究科脳・免疫統合化学系の学年進
行に伴う収容定員改正による。7/4/1から施行

規則 全学

熊本大学留学生センター規則 留学生センターの設置による。7/4/1から施行 規則 留学生センター

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 全学

513

人事

・7 4

全学新任部局長紹介
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熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 学期区分規定の削除などによる。7/4/1から施行 規則 教養部

熊本大学に勤務する職員の週休日等に関する規
則の一部を改正する規則

平成7年度より教育学部附属学校において第4土曜日も休日となること等に伴
う。7/4/1から施行

規則 教職員

熊本大学留学生センター及び学生部留学生課の
設置に伴う学内関係規則の整備等に関する規則

留学生センター及び学生部留学生課が設置されたことによる。7/4/1から施
行

規則 留学生センター

熊本大学事務組織規則の全部を改正する規則 学生部留学生課、栄養管理室の新設等による。7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 留学生センターの設置等による。7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 留学生センターの設置による。7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部を改正する要
項

留学生センターの設置による。7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学旅行命令権の複委任に関する規則の一
部を改正する規則

留学生センターの設置による。7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学留学生センター日本語研修コース規則 7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学留学生センター長選考細則 7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学留学生センター専任教官選考細則 7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 法学部
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熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

7/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

神経内科の設置等による。7/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学教育学部附属学校規則の一部を改正す
る規則

附属幼稚園の冬季休業期間の変更、附属学校においては第4土曜日も休日と
することによる。7/4/1から施行

規則 教育学部

熊本大学所属出納官吏等に関する規則の一部を
改正する規則

留学生センター及び学生部留学生課が設置されたことによる。7/4/1から施
行

規則 事務局

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

7/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

留学生課の設置等による。7/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学教育学部事務分掌規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

7/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

7/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館事務分掌規則の一部を改正
する規則

7/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学工学部受託試験規則の一部を改正する
規則

7/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学寄宿舎規則の一部を改正する規則 7/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

7/4/1から施行 規則 全学

熊本大学同窓会館使用規則の一部を改正する規
則

7/4/1から施行 規則 全学

自ら学んで新しい自分を発見する-平成7年度入
学式挙行される-

4/11熊本県立劇場コンサートホールで挙行。学長告辞掲載あり 行事 全学

本学の大学改革について 4/27の評議会で学長から報告がなされた。 コラム 全学

本学とカセサート大学及びテキサクテック大学
が大学間交流協定を締結

本学はタイ国カセサート大学及びアメリカ合衆国テキサステック大学と学術
交流に関する協定及び教官等の交流に関する協定を締結

海外交流 全学

カセサート大学トラクール・アラムラクス教授
が来学

昨年9月にアジアの大学としては初めて本学と学術交流を結んだタイ国カセ
サート大学より、同大学工学部土木工学科主任トラクール・アラムラクス博
士が交流研究者として来学（3/12-31まで）

海外交流 全学

テキサクテック大学M.KRISTIANSEN教授夫妻が
来学

4/10テキサステック大学のM.KRISTIANSEN教授夫妻が本学を訪問 海外交流 全学

57514 ・
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フランス科学技術庁T.TAMBOURINライフサイエ
ンス部長他が来学

4/17にフランス科学技術庁P.TAMBOURIN氏（ライフサイエンス部長）、
R.BARBAULT氏（同副部長）、F.AUBUJEAULT氏（国際課）、国立ガンセンター
若杉氏（在日顧問）、フランス大使館P.AUSSAGE氏が本学を訪問

海外交流 全学

留学生センターの設置と国際交流会館B棟の竣
工を祝う

4/18に留学生センター及び留学生課の設置と国際交流会館B棟の竣工を記念
して記念式典及び祝賀会を開催

行事 全学

福利厚生施設「くすの木会館」が完成
4/24に「くすの木会館」新築披露式が同会館レセプションルームにて挙行さ
れた

行事 全学

春の生存者叙勲-本学関係者3名が受章-
4/29発表の春の生存者叙勲において、本学関係では勲二等を本里義明名誉教
授（元工学部長）、勲三等旭日中綬章を田中育郎名誉教授（元医学部教
授）、前山昌男名誉教授（元医学部附属病院長）が受章した

受賞 教職員

医学部前田浩教授「浅川賞」を受賞 医学部微生物学講座の前田博教授が浅川賞を県内で初めて受賞 受賞 医学部

工学部廣瀬勉教授「科学工学会技術賞」を受賞
工学部応用化学科廣瀬勉教授が「ハニカム積層吸着材による期待の連続精製
装置」の研究により、科学工学会技術賞を受賞

受賞 工学部

幅広く奥深い教養人の育成-教養部で公開講座
開講-

全5講座を開講 公開講座 教養部

平成6年度安全管理調査点検報告書
本学安全管理委員会から平成6年度の安全管理調査点検報告書が学長に提出
された

その他 全学

主要日誌
4/10　テキサステック大学表敬訪問
4/11　平成7年度入学式
4/17　フランス科学技術庁表敬訪問　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/26　平成7年度熊本大学（県内4機関合同新採用職員研修）　　　など 行事 全学

熊本大学くすの木会館使用規則 7/4/24から施行 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

7/4/25から施行、7/4/1から適用 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 7/4/27から施行 規則 全学

各学部及び教養部の改組について 6/6臨時評議会において了承された各学部及び教養部の改組についての構想 コラム 全学

平成7年度歳出予算について 5/25開催評議会で報告のあった本年度の本学の歳出予算 その他 全学

新任部局長紹介 附属図書館長　金原理教授 人事 全学

「米国機械工学会国際太陽エネルギー会議最優
秀論文賞」を受賞　工学部廣瀬勉教授　後藤元
信助教授　児玉昭雄助手

工学部応用化学科廣瀬勉教授、後藤元信助教授、児玉昭雄助手の3名が
「Thermally Activated Honeycomb Dehumidifiers for Adsorption Cooling
System」により受賞

受賞 工学部

「熊日賞」を受賞　荒木淑郎名誉教授
本学名誉教授荒木淑郎氏（元医学部教授、同附属病院長）が「熊日賞」を受
賞

受賞 医学部

11名の元教授に名誉教授の称号授与 5/11くすの木会館において授与式を挙行 その他 教職員

工学部で2つの公開講座 全2講座 公開講座 工学部

6・7515
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図書館（医学部分館）の24時間開館を開始 5/1運用開始。また24時間会館セレモニーとしてテープカットが行なわれた 施設 図書館

第56回七大学理学部長会議開催 5/11-12メルパルク熊本において開催 会議 理学部

薬学部で消防訓練 5/9中央消防署員の指導の下実施 行事 薬学部

主要日誌（5月） 5/11　名誉教授称号授与式　　　など 行事 全学

7月行事予定 7/10　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

熊本大学附属図書館利用規則の一部を改正する
規則

7/5/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館利用細則の一部を改正する
細則

7/5/1から施行 規則 図書館

平成7年度科学研究費補助金が内定-内定総額約
6億3千万円　前年比約6千8百万円減！-

内定件数は増加したが、内定金額は減。補助金総括表や、交付内定金の推
移、部局別申請状況の統計等あり

科研費 全学

新任部局長紹介 教育学部長大迫靖雄教授 人事 全学

教養部山田光太郎助教授「幾何学賞」を受賞
教養部数学科山田光太郎助教授が「3次元双曲型空間内の平均曲率1の局面に
関する幾何」に関する業績により、1995年度幾何学賞を受賞

受賞 教養部

公務員の使命と心構えを学ぶ-平成7年度新採用
職員研修-

6/26-28本学大学院自然科学研究科の会議室において実施 セミナー 事務局

主要日誌（6月） 6/1　評議会第一部会　　　など 行事 全学

8月の行事予定
8/1　学部説明会（工学部を除く全学部）
8/3-4　工学部学部説明会　　　など

行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

7/6/19から施行 規則 全学

熊本大学職員身分証明書取扱要項 7/6/29から施行 規則 事務局

平成7年度社会教育主事講習終了-本年度までの
受講者2,500名となる-

7/10-8/10まで実施 セミナー 全学

平成7年度学部説明会開催-2,300名もの高校生
等が参加-

8/1（文・教育・法・理・医・薬・医短）、8/3-4（工）に開催 行事 全学

平成8年度入学者選抜に関する実施要項を発表 7/20に発表 入試 全学

委員会だより 「平成7年度厚生補導担当教官研究会から　学生部委員会」 コラム 全学

工学部延藤安弘教授「日本建築学会作品選奨」
を受賞

工学部建築学科延藤安弘教授が「もやい住宅・Mポート」の設計により
「1995年日本建築学会作品選奨」を受賞

受賞 工学部

7 ・ 8
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民間等との共同研究の受入れ 全22研究（工学部19、医学部3） 研究・教育 地域共同研究センター

主要日誌（7月） 7/10　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

9月の行事予定 9/1　放送公開講座（テレビ）開講式　　　など 行事 全学

安全管理講習会を実施 9/5熊本市広域防災センターにおいて開催 セミナー 教職員

発明に関する講演会開催
7/28,31に発明委員会の主催により、楷樹会館第1研修室および大学院自然科
学研究科ゼミナール室で開催

セミナー 全学

委員会だより 蔵書目録情報の遡及入力始まる　附属図書館委員会 コラム 図書館

工学部三浦助教授、本田教授「第19回研究進歩
賞」を受賞

工学部材料開発工学科三浦秀士教授、本田忠敏教授が「金属粉末射出成形
（MIM）プロセスの確立とその応用に関する研究」により社団法人粉黛粉末
冶金協会の第19回研究進歩賞を受賞

受賞 工学部

民間等との共同研究の受入れ 全3研究（工学部3） 研究・教育 地域共同研究センター

第18回国立大学大学院環境科学関係研究科長会
議開催

7/20-21にかけて本学及び熊本アークホテルにおいて開催 会議 自然系

薬学部キャンパス再開発の光りと影＝上釜兼人
平成5年10月から7年3月にかけて行なわれた薬学部キャンパスの再開発を概
観しながら、現在直面する様々な問題への対応状態を紹介

コラム 薬学部

主要日誌（8月） 8/10　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

10月の行事予定 10/5　メンタルヘルス講習会　　　など 行事 全学

熊本大学公開講座-テレビ講座始まる- 本年度のテーマは「老い-その光と影-」。9/1-11/24まで毎週金曜日に開講 公開講座 全学

メンタルヘルス講習会開催 10/5くすの木会館において開催 セミナー 事務局

科学研究費補助金に関する説明会開催 9/11-12本荘地区及び黒髪地区において開催 セミナー 教職員

民間等との共同研究の受入れ 全1研究（医学部1）

九州地区国立学校事務電算化担当職員A研修を
実施

8/22-30国立阿蘇青年の家及び本学において実施 セミナー 事務局

熊本大学（県内4機関合同）主任研修を実施
9/25-27まで本学大学院自然科学研究科ゼミナール室及び国立阿蘇青年の家
で実施

セミナー 事務局

工学部技術職員技術研修会を開催 8/21-23にかけて工学部及び総合情報処理センターで開催 セミナー 事務局

主要日誌（9月） 9/5　安全管理講習会　　　など 行事 全学
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11月の行事予定
11/1　開学記念日
11/3-5　大学祭
11/6　キャンパスクリーンデー　　　など

行事 全学

熊本大学大学院人文・社会科学系研究科（博士
課程）設置検討委員会要項の一部を改正する要
項

7/9/28から実行 規則 社会文化科学研究科

熊本大学附属図書館利用規則の一部を改正する
規則

薬学部分館の平日の開館時間の延長のため。7/10/1から施行 規則 図書館

留学生センター日本語研修コースを開講 10/13に日本語研修コースの開講式が事務局会議室で行なわれた 行事 留学生センター

インカーネットワード大学長が来学 10/19インカーネットワード大学長ルイス・アグニーズィ氏が本学を訪問 海外交流 全学

高月清教授（医学部）『文化功労者』に選ばれ
る

医学部内科学第二講座の高月清教授が長年の功績により平成7年度「文化功
労者」に選ばれた

受賞 医学部

秋の生存者叙勲
11/3発表の秋の生存者叙勲において、勲五等双光旭日章を元医学部附属病院
事務長熊谷昭雄氏が受章

受賞 医学部附属病院

緊急車両立ち往生＝黒髪地区交通対策委員会 黒髪地区の緊急車両構内走行の通路確保のための対策について 施設 全学

第1回学生生活実態調査報告書を刊行＝学生部
委員会

学生部委員会では昨年11月に学部学生及び医療技術短期大学部学生を対象と
した第1回学生生活実態調査を実施。このたび報告書を刊行することとなっ
た

コラム 全学

生涯生活設計セミナーを開催
10/13大学院自然科学研究科ゼミナール室において平成7年度生涯生活設計セ
ミナーを開催

セミナー 教職員

第43回六大学法文系学部長会議開催 10/26-27、本学の当番で熊本厚生年金会館において開催 行事 社文系

医学部解剖慰霊祭を開催
10/25に医療技術短期大学部体育館において実施。これに先立ち医学部構内
の実験動物慰霊碑前において動物慰霊祭を開催

行事 医学部

会計事務研修を実施
10/9-13まで熊本県内の文部省関係4機関の会計事務担当職員で実務経験3年
未満のものを対象として実施

セミナー 事務局

主要日誌（10月） 10/5　メンタルヘルス講習会　　　など 行事 全学

12月の行事予定 12/6　文教懇談会　　　など 行事 全学

熊本大学発明規則の一部を改正する規則 7/10/26から施行 規則 全学

熊本大学発明委員会規則の一部を改正する規則 7/10/26から施行 規則 全学

熊本大学発明実施細則の一部を改正する細則 7/10/26から施行 規則 全学

熊本大学給与振込口座実施要領の一部を改正す
る要領

7/10/2から実施 規則 全学

名誉教授懇談会を開催 11/13事務局大会議室で開催 行事 教職員

520 7 ・ 11
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松尾哲夫教授（工学部）精密工学会九州支部
「功労賞」を受賞

工学部機械工学科松尾哲夫教授が精密工学会九州支部「功労賞」を受賞 受賞 工学部

後藤元信助教授（工学部）「日本吸着学会奨励
賞」を受賞

工学部応用化学科後藤元信助教授が「クロマト分離への連続混合体理論の適
用」に関する一連の研究により日本吸着学会奨励賞を受賞

受賞 工学部

加賀山朋子助手（教養部）「日本高圧力学会奨
励賞」を受賞

教養部物理学科加賀山朋子助手が「重い電子系物質における圧力誘起電子転
移の研究」により平成7年度日本高圧力学会奨励賞を受賞

受賞 教養部

永年の本学発展への御尽力に感謝します-熊本
大学永年勤続者表彰式・文部省永年勤続者表彰
状伝達式-

11/22メルパルク熊本において挙行 行事 教職員

医学教育等関連業務功労者表彰
医学部附属病院中央放射線部の高本尚男技官が医学教育等関係業務功労者と
して表彰された

受賞 医学部附属病院

インターネットを利用した広報について＝広報
委員会

熊本大学はWWWによる広報に取り組むことになった（広報委員会よりの寄
稿）

コラム 全学

創造的人材育成と工学教育について-工学教育
に関するシンポジウム開催-

11/10に工学系の大学及び高専の教職員、民間団体及び企業の代表者等150名
の参加を得て「工学教育に関するシンポジウム」が同学部工学研究機器セン
ター2階講義室で開催された

セミナー 工学部

みんなで守ろう歴史とみどりの熊大キャンパス
-キャンパス・クリーン・デーを実施-

11/6に構内の一斉清掃を行なった 行事 全学

大学祭、戦後50年企画で盛り上がる-ロバー
ト・クラウダー展を開催-

本学学園祭を11/3-5の3日間開催。今年は戦後50周年企画として戦争に対す
る各種討論会・講演会・展示等が実施された。中でも旧制第五高等学校最後
の外国人教師であるロバート・クラウダー氏についての展示は特筆すべきも
のであった

行事 全学

特殊資料展開催「永青文庫の文学書」＝附属図
書館

11/3-5にかけて、附属図書館自由閲覧室で「永青文庫の文学書」をテーマに
資料展を開催。また、11/3には文学部荒木教授による公開講演会が行なわれ
た

行事 図書館

ホームページを公開＝附属図書館
10/26館内でオープニングセレモニーを行い、インターネットによる国内外
への情報発信が開始された

情報化 図書館

附属養護学校創立30周年を祝う＝教育学部
11/26に教育学部附属養護学校創立30周年記念行事として「すずかけ祭」が
同校構内で行なわれた

行事 教育学部

消防訓練を実施＝工学部 11/24に例年実施の消防訓練を行なった 行事 工学部

交通安全講習会を開催＝工学部 11/18に工学部は学生に対して二輪車の安全走行のための講習会を開催 行事 工学部

本学における薬品管理体制の整備について＝城
昭典

工学部城昭典教授よりの寄稿。環境保全委員会で検討中の全学統一の薬品管
理体制の整備状況についての説明

コラム 全学

主要日誌（11月）
11/6　　　キャンパス・クリーン・デー
11/26-27　五大学長懇談会（於熊本大学）

行事 全学

1月の行事予定 1/13-14　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

国際交流会館B棟の竣工に伴う。7/11/20から施行、7/4/1から適用 規則 全学

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 8/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院医学研究科規則の一部を改正す
る規則

8/4/1から施行 規則 全学
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新春所感「新生熊本大学をめざして」-熊本大
学長　森野能昌-

森野学長による コラム 全学

大学機能の更なる向上を！-第3回熊本大学文教
懇談会で多様な提言-

12/6ニュースカイホテルで開催。今回は本学が取り組んでいる大学会議を議
題に会議が進められた

行事 全学

留学生自らが設立-熊本大学留学生会（KUISA)
発会式を開催

12/5学内の北地区食堂で恒例の留学生パーティーと併せて開催 行事 留学生

柏木濶教授（工学部）　最優秀論文ゴールドメ
ダル賞を受賞

工学部機械工学科柏木濶教授がインドのインドール市SGS科学技術大学で開
催されたICAUTO'95（オートメーションに関する国際会議）において、
「Grouping of Inputs of Logical Circuit by use of Correlation
Method」の論文が最優秀論文ゴールドメダル賞を受賞

受賞 工学部

堺政和医員（医学部附属病院）　井上研究奨励
賞を受賞

医学部附属病院代謝内科堺政和医員が「酸化低比重リポ蛋白質によるマウス
マクロファージ増殖作用には、リゾホスファチジルコリンが重要な役割を果
たす」の博士論文により第12回井上研究奨励賞を受賞

受賞 医学部附属病院

生涯生活設計セミナー（退職準備型）を開催 12/11メルパルク熊本において開催 セミナー 教職員

熊本県銀行協会、熊本留学生交流推進会議へ自
転車32台寄贈

熊本県銀行協会加盟金融機関から熊本留学生交流推進会議（事務局は熊本大
学学生部）へ自転車が寄贈され、12/21学生部においてその贈呈式が行なわ
れた

その他 留学生

「見て、触れて、感激して」-夢科学探検95を
開催-

12/9「夢科学探検95」が工学部応用化学科を中心に、理学部、教育学部及び
教養部の化学の教官や学生、企業の研究者等によって開催された

行事 自然系

実り豊かな「極限環境の科学」…巨海玄道
教養部巨海玄道教授による寄稿（電子物性の研究の概要と研究室の日常につ
いて）

コラム 教養部

主要日誌（12月） 12/11　平成7年度生涯生活設計セミナー（退職準備型）　　　など 行事 全学

2月の行事予定
1/30-2/2　会計検査院会計実地検査
2/25-26　 個別学力検査（A・前期）　　　など

行事 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部を改正
する規則

高等学校「社会」が「地理歴史」「公民」の2教科に分かれたことに伴う 規則 全学

熊本大学入学試験学力検査実施教科専門委員会
規則の一部を改正する規則

高等学校「社会」が「地理歴史」「公民」の2教科に分かれたことに伴う 規則 全学

熊本大学入学者選抜方法研究委員会規則の一部
を改正する規則

高等学校「社会」が「地理歴史」「公民」の2教科に分かれたことに伴う 規則 全学

本学で約5,500人が受験　大学入試センター試
験

1/13-14にかけて実施 入試 全学

一般選抜の願書受付締切る　本学の志願者
5,842人

1/22-31まで受付。志願者は昨年度より174名減（詳細な志願者数についての
付表有）

入試 全学

松尾哲夫教授（工学部）　「中国高校金属切削
研究会“栄誉会員”」の称号授与さる

工学部機械工学科松尾哲夫教授が中国高校金属切削研究会の栄誉会員の称号
を授与された

受賞 工学部

JST応用実践コース（第1回）を開催 1/22-24まで事務局大会議室において開催 セミナー 全学

英会話の能力を磨く（継続と反復）　県内4機
関合同の語学研修を実施

10/12-1/25にかけて本学附属図書館図書館学資料室において実施 セミナー 全学

外国人留学生との交歓会を開催（文学部・法学
部）

12/21にくすの木会館レセプションルームにて開催 行事 社文系

1・

・ 2
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消防訓練を実施（附属図書館） 12/15附属図書館（中央館）において消防訓練を実施 行事 図書館

週2コマ・4時限制への移行を（篠崎榮） 大学改革（特に授業のあり方）についての提言 コラム 全学

主要日誌（1月） 1/13-14　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

3月の行事予定 3/13-15　平成7年度熊本大学（県内3機関合同）技術職員研修　　　など 行事 全学

熊本大学総合情報処理センター規則の一部を改
正する規則

8/1/25から実施 規則 総合情報処理センター

熊本大学総合情報処理センター運営委員会専門
委員会要項

8/1/25から実施 規則 総合情報処理センター

本荘団地施設長期計画の概要 本荘地区各施設の問題点、改善方法、今後の計画について 施設 全学

モンタナ大学長夫妻及び同大学財団理事長来学
2/2にモンタナ大学George Dennison学長、同夫人及びLarry Morlan同大学財
団理事長が来学

海外交流 全学

民間等との共同研究の受入れ 全2研究（工学部1、地域共同研究センター1） 研究・教育 地域共同研究センター

故永松譲一教授夫人へ紺綬褒章が授与
平成3年に亡くなられた元熊本大学名誉教授故永松譲一氏夫人永松ヤス子氏
が、永松譲一教授が収集されたドイツ文学図書を本学へ寄贈（「永松文
庫」）したことによるもの

受賞 文学部

人事交流による転出者との懇談会開催 2/8くすの木会館レセプションルームにて開催 行事 事務局

情報化への事務職員の対応についての講習会開
催

2/14本学情報処理センターで「学術情報システムの概要と情報化への事務職
員の対応について」の講習会を開催

セミナー 事務局

高度情報化キャンパスにおける教育研修の講演
会開催（附属図書館）

2/21附属図書館会議室において、本年度発足の熊本県大学図書館協議会の事
業の一環として「高度情報化キャンパスにおける教育研修」と題するを開催

セミナー 図書館

体験公開環境実習を実施（理学部） 2/1高校生を対象とした環境に関する体験実習を、理学部主催で実施 セミナー 理学部

リフレッシュ教育に関する講演会開催（工学
部）

2/16工学部ではリフレッシュ教育に関する講演会を開催（於大学院自然科学
研究科2Fゼミナール室）

セミナー 工学部

週2コマ・4時限制への移行を（続き）＝篠崎榮 教養部篠崎榮教授による寄稿。前号の続き コラム 全学

主要日誌（2月） 2/2　モンタナ大学長表敬訪問　　　など 行事 全学

4月の行事予定 4/11　平成8年度入学式　　　など 行事 全学

熊本大学総合情報処理センター規則の一部を改
正する規則

スペース・コラボレーション・システムを利用した教育研究の推進のため。
8/2/22から施行

規則 総合情報処理センター

熊本大学エイズ学研究センター設置検討委員会
要項

8/2/15から施行 規則 エイズ学研究センター

38524 ・
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平成7年度卒業式　学長告辞「流れに沿うて行
くな、川を渡れ」

3/28　熊本県立劇場において挙行。学長告辞掲載あり 行事 全学

平成8年度入学者選抜合格発表　一般選抜に
1,841名が感激の合格

入学試験（前期、A日程）は2/25,26に実施。3/7合格者発表。各日程の実施
状況についての掲載あり

入試 全学

谷口功教授（工学部）　日本化学会学術賞を受
賞

工学部応用化学科谷口功教授が「金属タンパク質の直接電子移動制御のため
の機能電極デザイン」により日本化学会平成7年度学術賞を受賞

受賞 工学部

工学部長　佐藤泰生教授

大学院自然科学研究科長　甲斐文朗教授

永年の本学発展への御尽力に感謝します　退職
時永年勤続者表彰式

3/27、熊本厚生年金会館で行なわれた 行事 全学

技術情報の交流深める　県内3機関合同技術職
員研修を実施

3/13-15まで、教室系技術職員を対象とするセミナーを本学において実施 セミナー 事務局

学術情報提供システム運用開始（附属図書館）
3/19より附属図書館は本学のネットワーク「KUIC」上で研究情報、一般情報
の提供を開始。生命科学分野、化学分野の2件を開始したが、このうち化学
分野については国内初のサービス

施設 図書館

「いじめ・不登校」の現状と解決を求めて（教
育学部）　附属教育実践研究指導センター研究
シンポジウム

2/27に教育現場との連携を深める活動の一環として「学校における問題解決
のための方途を探る-特に「いじめ・不登校」の現状とその解決を求めて-」
と題するシンポジウムを開催

行事 教育学部

熊本大学の学生交流＝福田省八
教育学部福田省八教授よりの寄稿。協定提携大学との協定締結に至るいきさ
つやその後の経過について

コラム 全学

主要日誌（3月） 3/12　個別学力検査（後期日程）　　　など 行事 全学

5月の行事予定 5/9-10　国立六大学長会議（当番　熊本大学）　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
工学部学科改組、教育学部小学校教員養成課程の入学定員の改定、理学部地
球化学科の学年進行及び工学部の臨時募集定員減に伴うもの。8/4/1から施
行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則 工学研究科の入学定員の改定に伴う。8/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射性同位元素委員会規則の一部を改
正する規則

8/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則
施設部企画課に企画調整担当の専門職員が配置されることに伴う、8/4/1か
ら施行

規則 事務局

熊本大学宿日直規則の一部を改正する規則 8/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

8/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の全部を改正する要項

8/4/1から実施 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

大学院入学料免除対象者の範囲の拡大などによる。8/4/1から施行 規則 全学

8525

新任部局長紹介 全学人事

4・

230/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則 小学校教員養成課程の入学定員増等に伴うもの。8/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 8/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 8/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 学科改組等に伴うもの。8/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部を改正す
る規則

8/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

8/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部を改正す
る規則

8/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

昼夜開講制の実施等に伴うもの。8/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

8/4/1から施行 規則 自然系

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

薬剤部に治験管理室を設置することに伴う。8/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受託
規則の一部を改正する規則

8/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院における外国医師及び
外国歯科医師の臨床修練に関する規則

外国医師及び外国歯科医師の臨床修練に関し、受入体制の整備を図るため制
定。8/4/1から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学事務局事務分掌規則の一部を改正する
規則

8/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

8/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学医学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

8/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学薬学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

8/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部事務分掌規則の一部を改正する
規則

8/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学医学部附属病院事務分掌規則の一部を
改正する規則

8/4/1から施行 規則 医学部附属病院

平成8年度入学式　学長告辞「広い視野で前進
を」

4/11熊本県立劇場コンサートホールで挙行。森野学長による告辞の掲載あり 行事 全学

春の生存者叙勲　本学関係者2名が受賞
勲五等瑞宝章に元医学部附属病院中央放射線部診療放射線技師長岡田武雄
氏、勲六等宝冠章に元医学部附属病院看護部副看護部長堀美惠子氏

受賞 全学

5・526 8
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三浦秀士教授（工学部）　「日本金属学会功績
賞」受賞

工学部知能生産システム工学科三浦秀士教授が金属加工に関する一連の研究
により第54回日本金属学会功績賞を受賞

受賞 工学部

教養部　「国際交通安全学会賞（業績部門）」
受賞

教養部が平成7年度より開設の総合科目「自動車交通の総合科学」により第
17回国際交通安全学会賞（業績部門）を受賞

受賞 教養部

電子メールの運用を開始 4/19より事務用LANによる電子メール等の運用を開始 施設 事務局

新しい自分との出会いを求めて　教養部で公開
講座開講

全6講座 公開講座 教養部

主要日誌（4月） 4/11　平成8年度入学式　　　など 行事 全学

6月の行事予定 6/24　新採用職員研修　　　など 行事 全学

96くまもと漱石博
本学では「'96くまもと漱石博推進100人委員会」の依頼により「'96くまも
と漱石博」を共催。本学で開催されるのはオープニングセレモニー
（10/6）、三四郎祭（10/26-27、11/2-4）

行事 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 （詳細不明） 規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 事務局

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 （詳細不明） 規則 事務局

熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策
定等に関する取扱要項の一部を改正する要項

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則の一部を改正する細則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学就職連絡会議要項 （詳細不明） 規則 全学

各学部及び教養部の改組計画決まる　-平成9年
度概算要求に向けて-

改革に対する基本的な考え方や、各学部・教養部それぞれの改革における特
色、今後の体制について

研究・教育 全学

平成8年度歳出予算について
5/23評議会において報告のあった平成8年度の本学の最終予算について（付
表）

その他 全学

7名の元教授に名誉教授の称号授与 5/7くすの木会館にて授与式を挙行 行事 教職員

国立六大学長会議を開催 5/9-10本学の当番で事務局大会議室において開催 会議 全学

喫煙と私語　-教養部の禁煙化その後-　：篠崎
榮

教養部における禁煙ルールの採用に関しての寄稿 コラム 教養部

主要日誌（5月） 5/9-10　国立六大学長会議（当番　熊本大学）　　　など 行事 全学
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7月の行事予定
7/5　九州地区国立大学・高等学校連絡協議会（当番　熊本大学）
7/10　社会教育主事講習開講式　　　など

行事 全学

熊本大学教授会基準の一部を改正する基準 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学大学院研究科委員会規則の一部を改正
する規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学スペース・コラボレーション・システ
ム教育実施委員会規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部を改正する
規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学放射線障害防止細則の一部を改正する
細則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学学生部留学生課留学生センター係の設
置に伴う学内関係規則等の整備に関する規則

（詳細不明） 規則 留学生センター

熊本大学教養部規則の一部を改正する規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学学生部事務分掌規則の一部を改正する
規則

（詳細不明） 規則 事務局

平成8年度科学研究費補助金が内定-内定総額約
8億5千万円　前年比　約2億2千万円増-

859件の申請に対し、300件が採用。金額は大幅増であるが、前年度が大幅減
であったため、例年の水準と言える。内定状況・課題等について記載あり

科研費 全学

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-

6/24学生会館1階に「就職情報資料室」を開設、近年急速に普及し始めたイ
ンターネット利用の求人広告、就職活動に対応するため

施設 全学

繊維学会「功績賞」受賞…教育学部　上出健二
教授

教育学部家政教育上出健二教授が繊維学会「功績賞」を受賞 受賞 教育学部

「火薬学会（論文）賞」受賞…工学部　伊東繁
助教授

工学部知能生産システム工学科伊東繁助教授が「平成7年度火薬学会（論
文）賞」を受賞

受賞 工学部

公務員の使命と心構えを学ぶ　-平成8年度新採
用職員研修-

6*24-26までの3日間、熊本県内における文部省関係4機関の新採用職員を対
象とした研修を本学大学院自然科学研究科ゼミナール室において実施

セミナー 事務局

地球環境　何が心配？　-理学部が高校生に対
してアンケート調査を実施-

理学部が来年度新設を目指す「環境理学科」の方向性を探るため、本年1月
に実施

その他 理学部

薬学部で消防訓練 5/24に実施 行事 薬学部

工学部「キャンパス・インフォメーション支援
システム」を披露　-全学導入に向けた学務情
報オンライン・システムが始動-

工学部内に設けられた学務情報室において、履修管理や成績管理などの多方
面に渡る学務情報のオンラインシステム「キャンパス・インフォメーション
支援システム」計画の一部が披露された

設備 全学

主要日誌（6月） 6/5-7　文部省施設実地監査　　　など 行事 全学

8月の行事予定
8/9　社会教育主事講習閉講式
8/27-29　平成8年度国立学校事務電算化講習会（当番熊本大学）　　　など

行事 全学
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平成8年度社会教育主事講習終了　本年度まで
の受講者2,608名となる

7/10に開講式（於国立阿蘇青年の家）、8/9閉講式 セミナー 全学

平成8年度学部説明会開催　約3,200名もの高校
生等が参加

8/6（文・教育・法・理・医・薬、医技短）、8/6-7（工）の日程でそれぞれ
開催

行事 全学

平成9年度入学者選抜に関する実施要項を発表 7/24発表 入試 全学

民間等との共同研究の受入れ 全4研究（医4） 研究・教育 地域共同研究センター

九州地区国立大学・高等学校連絡協議会開催
7/5熊本大学と熊本県公立高等学校長協会の当番により開催（於熊本厚生年
金会館）

会議 全学

日本学術振興会の事業説明会開催
7/4工学部2号館223講義室において、日本学術振興会事業部若松人物交流課
長を招いて、日本学術振興会における諸事業の説明会を開催

セミナー 全学

中堅係員としての役割について学ぶ　平成8年
度中堅係員研修

7/24-26まで本学及び阿蘇青年の家で実施 セミナー 事務局

主要日誌（7月） 7/10　社会教育主事講習開講式　　　など 行事 全学

9月の行事予定
9/11　安全管理講習会
9/13　学長選挙実施公示
9/21　医学部創立百周年記念式典　　　など

行事 全学

熊本大学長期計画委員会専門教育運営実施調整
専門委員会要項

専門教育の学部等間協力推進の方策について検討するため「熊本大学長期計
画委員会専門教育運営実施調整専門委員会」を設置したことに伴う。8/7/11
から施行

規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則 8/7/11から施行 規則 全学

熊本大学リサーチ・アシスタント実施要項 8/7/11から施行 規則 全学

熊本大学非常勤研究員実施要項 8/7/11から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院医薬品等臨床研究受託
規則の一部を改正する規則

8/6/19から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改
正する規則

8/7/1から施行 規則 医学部附属病院

高校生、一般を対象に公開臨海実習　-「海の
生物たちを知る」で初の実施-

8/10に高校生及び一般を対象に「海の生物たちを知る」と題して初の臨海実
習を開催

行事 理学部

病院内コンサートを実施　-地域ボランティア
と共同で開催-

8/7にミュンスター大学オーケストラによる院内コンサートを実施（地域ボ
ランティアが招聘、院内ボランティアグループが共同で開催）

行事 医学部附属病院

熊本県大学図書館協議会実務者研修会を開催 8/6本学図書館において開催 セミナー 図書館

第10回工学部技術職員技術研修会を開催 8/20-22まで工学部及び総合情報処理センターで開催 セミナー 工学部

主要日誌（8月）
8/9　社会教育主事講習閉講式
8/27-29　平成8年度国立学校事務電算化講習会（当番熊本大学）　　　など

行事 全学
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10月の行事予定
10/15　学長選挙投票日
10/30　解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

時期学長候補者に江口吾朗氏が選出される
10/15に森野現学長の任期満了に伴う学長選挙が実施され、江口吾朗総合研
究大学院大学生命科学研究科長が時期学長候補者に決定した。江口氏略歴、
選挙の経過についての記述あり

人事 全学

医学部創立百周年記念式典を挙行 9/21医学部創立百周年記念式典を熊本県立劇場で挙行 行事 医学部

第1回九州地区大学放送公開講座「テレビ講
座」始まる

9/6熊本県立図書館において第1回九州地区大学放送公開講座テレビ講座の開
講式を開催。このテレビ講座は本年度から九州地区の大学の協力により開講
され、ほぼ九州全域にわたって放映される。今回のテーマは「災害に強い地
域づくり（自然災害と都市災害）」

公開講座 全学

中国桂林市桂林工学院長一行が来学
9/26に中国桂林市桂林工学院梁金城院長、馬天駿建設工程系主任、黄俊華国
土系主任、崔天順資源工程系副主任、戴開秋博士一行が本学を訪問

海外交流 全学

民間等との共同研究の受入れ 全6研究（工6） 研究・教育 地域共同研究センター

リーダーシップと職務の重要性について学ぶ
県内4機関合同係長研修を実施

9/25-27まで、熊本県内の文部省関係4機関合同の係長研修を熊本大学及び国
立阿蘇青年の家において実施

セミナー 事務局

安全管理講習会開催 9/11全学を対象に工学部223教室で開催 セミナー 全学

主要日誌（9月） 9/4　九州地区国立大学学生部課長会議（当番熊本大学）　　　など 行事 全学

11月の行事予定
11/1　開学記念日
11/2-4　大学祭
11/5　キャンパスクリーンデー　　　　など

行事 全学

熊本大学環境保全委員会規則の一部を改正する
規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部を改正する要領 （詳細不明） 規則 全学

学長退任にあたって
森野学長より、学長在任6年間に起こった出来事（大学設置基準大綱化、自
己点検評価開始、全学的な教育改革、など）について

コラム 全学

インカーネットワード大学長が来学
10/14テキサス州サンアントニオ市インカーネットワード大学長ルイス・ア
グニーズィ氏が本学を訪問

海外交流 全学

「日本建築学会奨励賞」　工学部　伊東龍一助
教授

工学部環境システム工学科伊東龍一助教授が「立川流の大工とその彫刻」に
より、日本建築学会奨励賞を受賞

受賞 工学部

秋の生存者叙勲　本学関係者2名が受章
11/3発表の秋の生存者叙勲において、勲三等旭日中綬章を元医学部教授の鹿
子木敏範名誉教授と元医学部教授野村茂名誉教授が受章

受賞 全学

生涯生活設計セミナー（生涯生活充実型）を開
催

10/24-25にかけて平成8年度生涯生活設計セミナー（生涯生活充実型）が熊
本電波高専、八代高専及び阿蘇青年の家との共催により開催された

セミナー 教職員

科学研究費に関する説明会 10/9に科学研究費補助金に関する説明会を開始 科研費 全学

第2回体験公開環境実習　高校生を対象に実施
（理学部）

9/28に阿蘇郡一宮町にある国立阿蘇青年の家及び仙酔峡周辺で、県内の高校
生を対象に実施

行事 理学部

医学部解剖慰霊祭開催
10/30医療技術短期大学部体育館において解剖慰霊祭が挙行された。なお同
日医学部構内において動物慰霊祭も行われた

行事 医学部
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阿蘇製薬（株）に感謝状
薬学部寄附講座「病態薬効解析学講座」の寄付者である阿蘇製薬に対し、感
謝状を贈呈

研究・教育 薬学部

漱石来熊百周年記念　黒髪キャンパスに漱石像
建立

10/27に夏目漱石の来熊百周年を記念して本学設置された漱石像の除幕式を
挙行

行事 全学

96くまもと漱石博を終えて＝中村青史 教育学部中村青史教授による寄稿 コラム 全学

主要日誌（10月） 10/26-27　漱石博（三四郎祭）　　　など 行事 全学

12月の行事予定 12/4　就職ガイダンス　　　など 行事 全学

熊本大学大学教育研究センター設置準備委員会
規則

（詳細不明） 規則 大学教育研究センター

熊本大学エイズ学研究センター設置準備委員会
規則

（詳細不明） 規則 エイズ学研究センター

学長に選任されて 江口学長によるもの コラム 全学

名誉教授懇談会を開催 11/11事務局大会議室にて開催 行事 教職員

医療技術短期大学部創立20周年記念式典 11/8メルパルク熊本にて創立20周年記念式典、講演会を開催 行事 医療技術短期大学部

依然厳しい就職戦線に対処　全学就職ガイダン
スを実施

11/13に公務員就職希望者ガイダンス（人事院九州事務局担当者による講演
など）、11/27企業就職希望者ガイダンス（リクルート九州支社担当者によ
る講演など）を実施。また、12月には「女子学生の企業就職者に対するガイ
ダンス」と「低学年（1、2年次）対象の就職ガイダンス」を実施

セミナー 全学

医学教育等関係業務功労者表彰 附属病院看護部本田和代副看護婦長が受賞 受賞 医学部附属病院

永年の本学発展への御尽力に感謝　熊本大学永
年勤続者表彰式・文部省永年勤続者表彰状伝達
式

11/22メルパルク熊本において挙行 行事 教職員

新任部局長紹介 医学部長　吉永秀教授 人事 全学

民間等との共同研究の受入れ 全2研究（工2） 研究・教育 地域共同研究センター

県内4機関合同会計系中堅職員研修 11/6-8にかけてくすの木会館にて開催 行事 事務局

九州地区国立学校事務電算化担当職員B研修 10/28-11/1にかけて国立阿蘇青年の家で実施 セミナー 事務局

「絵図で見る細川氏の領国支配」をテーマに
第13回特殊資料展（附属図書館）

11/2-4にかけて附属図書館自由閲覧室にて開催。初日には松本寿三郎文学部
教授による講演会も開催された

行事 図書館

雨の中2,500人が参加　キャンパス・クリー
ン・デーを実施

11/5に実施 行事 全学

起震車による地震を体験　工学部で消防訓練を
実施

11/22に例年実施の消防訓練を行なった 行事 工学部

533 8 ・ 12
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主要日誌（11月）
11/1　開学記念日
11/2-4　大学祭
11/5　キャンパスクリーンデー　　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/6　仕事始め　　　など 行事 全学

新春所感「新しい熊本大学を求めて」　学長
江口吾朗

江口学長によるもの コラム 全学

生涯学習支援策の更なる向上を　第4回熊本大
学文教懇談会で多様な提言

12/20ホテルキャッスルにおいて開催。今回は「生涯学習時代における熊本
大学の役割について」が議題

会議 全学

森野元学長に名誉教授の称号授与 12/5森野能昌元学長に対する名誉教授の称号授与式が行われた（於学長室） 行事 全学

植村教授（法学部）労働大臣から表彰される
法学部法律学科（民事法）植村啓治郎教授が、熊本地方最低賃金審議会会長
として永年にわたり労働行政の推進に貢献してきたことにより労働大臣から
11/23付けで表彰を受けた

受賞 法学部

技術賞（大学等廃棄物処理施設協議会）受賞
施設部　首藤征男係長

施設部設備課首藤征男環境整備係長が大学等廃棄物処理施設協議会技術賞を
受賞

受賞 事務局

同和問題特別講演会を開催 12/11に文学部・法学部A-2教室において開催 セミナー 全学

生涯生活設計セミナー「退職準備型」を開催
12/16熊本電波高専、八代高専、国立阿蘇青年の家との共催により、メルパ
ルク熊本において開催

セミナー 全学

事務情報化推進リーダーを対象にGroupWare講
習会

11/12-28まで本学事務部門における学内LANの有効活用を目的とした講習会
を実施

セミナー 事務局

国際交流会館で消防訓練 12/7国際交流会館において消防訓練を実施 行事 全学

外国人留学生と交歓会を開催
12/20に文学部・法学部の留学生との交流を深めるため、両学部が独自に外
国人留学生との交歓会を開催（於くすの木会館）

行事 社文系

（土・木）
2
Touch the DoBoKuフェアーを実施

11/24工学部環境システム工学科土木環境系の教官と学生を中心に、平成8年
度土木の日の熊本地区行事のメイン企画を実施

行事 工学部

産学官共同研究の国際化を目指して　第12回
産・学・官交流シンポジウムを開催

12/5地域共同研究センターと「くまもと科学・技術振興クラブ」の共催によ
り開催

行事 地域共同研究センター

主要日誌（12月） 12/11　同和問題特別講演会　　　など 行事 全学

2月の行事予定 2/3-7　会計検査院会計実地検査　　　など 行事 全学

熊本大学トランスジェニック実験センター（仮
称）設置検討委員会要項

8/11/7から施行 規則 トランスジェニック実験センター

熊本大学極限環境応用科学研究施設（仮称）設
置検討委員会要項

8/12/12から施行 規則 極限環境応用科学研究施設

熊本大学事務機構等検討委員会要項の一部を改
正する要項

8/12/13から施行 規則 事務局

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

9/4/1から施行 規則 全学

1・9534
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熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部を改正する要
項

8/12/26から実施 規則 全学

工学部研究棟〔Ⅰ〕他建物竣工記念式典
1/29に工学部研究棟〔Ⅰ〕、附属工学機器センター棟、黒髪地区放射性同位
元素総合研究棟（RI棟）の竣工記念と祝賀会を開催

施設 工学部

本学で約5,100人が受験　大学入試センター試
験

1/18-19に実施 入試 全学

一般選抜の願書受付締切る　本学の志願者
5,970人

1/27-2/4まで受付。昨年度より志願者増。志願者数統計あり 入試 全学

研修成果の実践を期待　JST基本コースを実施 1/20-22まで、事務局大会議室にて開催 セミナー 事務局

留学生交流パーティーに300余人 1/22北地区食堂にて開催 行事 留学生

「夢科学探検'96」-化学への招待- 12/14に理学部・工学部の共催により、両学部において開催 行事 自然系

主要日誌（1月） 1/6　仕事始め　　　など 行事 全学

3月の行事予定

3/8　合格発表（前期日程）
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/21　合格発表（後期日程）
3/25　平成8年度卒業式　　　など

行事 全学

「熊本大学外国人留学生後援会」設立される
留学生をとりまく様々な問題に対処するため「熊本大学外国人留学生後援
会」を設立

設置 留学生

冨樫貞夫教授（法学部）、丸山定巳教授（文学
部）　「第50回毎日出版文化賞」「第18回熊日
出版文化賞（特別賞）受賞」

「水俣病事件資料集（全二巻）」（水俣病研究会編、葦書房刊、1996)によ
り受賞

受賞 社文系

松本寿三郎教授（文学部）　「第18回熊日出版
文化賞」

文学部史学科（国史学）の松本寿三郎教授が「熊本藩侍帳集成」（松本寿三
郎編、細川藩政史研究会刊）により受賞

受賞 文学部

石田斉講師（工学部）　「日本化学会年会シン
ポジウム賞」受賞

工学部物質生命化学科石田斉教授が、シンポジウムにおける研究発表「非天
然アミノ酸を導入した機能性ペプチドの分子設計」により受賞

受賞 工学部

前田浩教授（医学部）　「財団法人高松宮妃癌
研究基金平成8年度学術賞」受賞

医学部微生物学講座前田浩教授が「高分子制癌剤による固形腫瘍の選択的な
化学療法についての研究」により受賞

受賞 医学部

人事交流による転出者との懇談会　-係長以上
の転出者28名が出席-

2/12にくすの木会館レセプションルームにおいて開催 行事 事務局

地域共同研究センター　高度技術研修を実施
1/17,24、地域共同センターは“建築環境性能の測定・評価”法の修得を主
題として高度技術研究を実施

行事 地域共同研究センター

主要日誌（2月） 2/4　エジプト大使バハザグルール氏表敬訪問　　　など 行事 全学

4月の行事予定 4/11　平成9年度入学式　　　など 行事 全学

熊本大学長期計画委員会情報化推進専門委員会
要項

9/2/13から実施 規則 全学

平成8年度卒業式　2542人、学び舎巣立つ 3/25熊本県立劇場において挙行。学長告辞、卒業者数記載有。 行事 全学

9 ・

2

3

・

536

535 9

537 9 ・ 4
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平成9年度入学者選抜合格発表　一般選抜に
1849名が感激の合格

前期日程は2/25-26にかけて実施。3/8合格発表。後期日程は3/12に実施。各
日程の志願者数等統計あり

入試 全学

教養部解散式　33年の歴史に幕
教養部は平成9年度政府予算の成立により、3/31をもって廃止が決定。3/28
メルパルクKUMAMOTOにおいて解散式が行なわれた

行事 教養部

永年の本学発展への御尽力に感謝します　退職
時永年勤続者表彰式

3/26メルパルクKUMAMOTOにおいて挙行 行事 教職員

佐伯守彦助手（工学部）「平成8年度砥粒加工
学会奨励賞」受賞

工学部知能生産システム工学科佐伯守彦助手が1996年度砥粒加工学会学術講
演会（ABTEC'96）若手研究者・技術者発表会における研究発表「非線型光学
結晶の光学面創成技術の開発」により平成8年度砥粒加工学会奨励賞を受賞

受賞 工学部

文学部長　丸山定巳教授

附属病院長　安藤正幸教授

医療技術短期大学部長　鍵本忠教授

大学教育研究センター長　北川浩治教授

技術情報の交流を深める　県内3機関合同技術
職員研修

3/17-19まで本学において実施 セミナー 事務局

SCSの設備を披露
3/17、総合情報処理センターに設置されたSCS設備の披露が学長、部局長及
びSCS教育実施委員会各委員等の参加を得て開催された

設備 総合情報処理センター

工学部寄附講座「電気エネルギー先端技術講
座」の存続期間を更新

平成5年度から8年度まで、九州電力株式会社の寄付により開設されていた寄
附講座の存続期間が平成13年度までに更新された

寄附講座 工学部

委員長！ご乱心を　-熊本大学学報二年間の編
集後記にかえて＝河野實彦

熊本大学学報の変化等について その他 全学

主要日誌（3月）
3/25　平成8年度卒業式
3/26　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/20-21　九州地区庶務部課長会議（本学当番）　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部を改正する規則
教養部の廃止、学部の改組並びに大学教育研究センター及びエイズ学研究セ
ンターの設置等に伴うもの

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部を改正する規則
理学研究科地学専攻の名称変更（地球科学専攻）、教育学研究科教科教育選
考の入学定員改訂に伴う

規則 全学

熊本大学評議会規則の一部を改正する規則 教養部の廃止等に伴うもの 規則 全学

熊本大学大学教育委員会規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学大学教育委員会教養教育専門委員会要
項

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学大学教育委員会専門教育専門委員会要
項

（詳細不明） 規則 全学

全学人事新任部局長紹介
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熊本大学教養教育運営基本規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学教科集団運営要項 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学学術研究推進委員会規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学大学院等検討委員会規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学長期計画委員会要項等の一部を改正す
る規則

教養部の廃止、大学教育研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学事務組織規則の一部を改正する規則 教養部の廃止、庶務部企画室の設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部を改正する規則
教養部の廃止、エイズ学研究センター・大学教育センター及び企画部企画室
の設置等に伴うもの

規則 全学

熊本大学公印規則の一部を改正する規則 教養部の廃止並びに大学教育研究センター及び庶務企画室の設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学消防団規則の一部を改正する規則 教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学発明規則等の一部を改正する規則 教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学事務電算化推進規則等の一部を改正す
る規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター及び庶務部企画室の設置に伴うも
の

規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部を改正する要
項

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター及び大学教育研究センターの設置
に伴うもの

規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部を改正す
る細則

教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学名誉教授称号授与規則の一部を改正す
る規則

教養部の廃止等に伴うもの 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部を改正する
規則

教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則等の一部を改
正する規則

教養部の廃止、エイズ学研究センター、大学教育センターの設置等に伴うも
の

規則 全学

熊本大学に勤務する職員の週休日等に関する規
則の一部を改正する規則

教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置、医療技術短期大学部の授業
時間を90分5コマ制に変更すること等に伴うもの

規則 全学

熊本大学研究支援推進員実施要項 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部を改正する規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター、庶務部企画室及び大学院会計係
の設置に伴うもの

規則 全学

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部を改正する規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター、庶務部企画室及び大学院会計係
の設置等に伴うもの

規則 全学
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熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則等の一部を改正する規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター及び庶務部企画室の設置等に伴う
もの

規則 全学

熊本大学金庫管守要項の一部を改正する要項 教養部の廃止並びに庶務部企画室及び大学院会計係の設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学国有財産取扱規則の一部を改正する規
則

教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学防火規則の一部を改正する規則 教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部を改正す
る規則

教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則の一部を改正する細則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 教養部の廃止及びエイズ学研究センターの設置等に伴うもの 規則 全学

熊本大学病的材料検査受託規則の一部を改正す
る規則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部を改正する規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センター及び庶務部企画室の設置、庶務課
大学院庶務・学部係及び大学院会計係の設置並びに医事課医療福祉係の廃止
等に伴うもの

規則 全学

熊本大学病理解剖受託規則の一部を改正する規
則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学自家用電気工作物保安規則の一部を改
正する規則

教養部の廃止並びにエイズ学研究センターの設置に伴うもの 規則 全学

熊本大学一般教育履修規則 教養部廃止後の一般教育の授業科目・単位・履修方法等について規定 規則 全学

熊本大学一般教育再試験規則 一般教育における再試験について規定 規則 全学

熊本大学学位規則の一部を改正する規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学研修員規則の一部を改正する規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学外国人受託研修員規則の一部を改正す
る規則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部を改正する
規則

教養部の廃止等に伴うもの 規則 全学

熊本大学国際交流会館料金規則の一部を改正す
る規則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学同窓会館使用規則の一部を改正する規
則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学くすの木会館使用規則の一部を改正す
る規則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学
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熊本大学知命堂使用規則の一部を改正する規則 9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学山崎記念館使用規則の一部を改正する
規則

9/4/1から消費税率が引き上げられること等に伴うもの 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部を改正する規則 学部の改組、教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部を改正する規則
生涯スポーツ福祉課程の設置、小学校教員養成課程の入学定員の改訂、教養
部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの

規則 教育学部

熊本大学法学部規則の一部を改正する規則 学部の改組、教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 法学部

熊本大学理学部規則の一部を改正する規則 学部の改組、教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部を改正する規則 教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 医学部

熊本大学薬学部規則の一部を改正する規則 教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 薬学部

熊本大学工学部規則の一部を改正する規則 教養部規則の廃止及び一般教育履修規則の制定等に伴うもの 規則 工学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部を改正
する規則

国語教育専修の設置、学校教育専修及び保健体育専修の授業科目増設等に伴
うもの

規則 教育学部

熊本大学大学院理学研究科規則の一部を改正す
る規則

理学部地球科学科の学年進行に伴う名称変更等に伴うもの 規則 理学部

熊本大学大学院工学研究科規則の一部を改正す
る規則

土木環境工学専攻の授業科目増設等に伴うもの 規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部を改
正する規則

生産科学専攻、システム科学専攻及び環境科学専攻の授業科目等について新
設及び変更を行なったこと等に伴うもの

規則 自然系

熊本大学医学部附属病院規則の一部を改正する
規則

各科に外来院長及び病棟院長を置くこと等に伴うもの 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館利用規則の一部を改正する
規則

平成9年4月から休日会館を実施すること等に伴うもの 規則 図書館

熊本大学附属図書館利用細則の一部を改正する
細則

中央館における学部学生に対するサービスの拡大を図ることに伴うもの 規則 図書館

熊本大学附属図書館貴重書及び特殊文庫資料利
用規則の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 図書館

熊本大学附属図書館文献複写料金徴収猶予規則
の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 図書館

熊本大学留学生センター長選考細則の一部を改
正する細則

教養部の廃止に伴うもの 規則 留学生センター

熊本大学留学生センター専任教官選考細則の一
部を改正する細則

教養部の廃止に伴うもの 規則 留学生センター
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熊本大学エイズ学研究センター規則 エイズ学研究センターの設置に伴うもの 規則 エイズ学研究センター

熊本大学大学教育研究センター規則 大学教育研究センターの設置に伴うもの 規則 大学教育研究センター

熊本大学大学教育研究センター長選考細則 大学教育研究センターの設置に伴うもの 規則 大学教育研究センター

熊本大学大学教育研究センター教育部教養教育
実施委員会運営要項

大学教育研究センターの設置に伴うもの 規則 大学教育研究センター

熊本大学大学教育研究センター教育部担当者会
議及び担当者連絡会議運営要項

大学教育研究センターの設置に伴うもの 規則 大学教育研究センター

熊本大学医療技術短期大学部学則の一部を改正
する規則

保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部改正に伴うもの 規則 医療技術短期大学部

平成9年度入学式　学長告辞「青春を大事にし
て自ら学ぼう」

4/11熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。学長告辞掲載あり 行事 全学

エイズ学研究センターの看板掲揚
4/1付けでエイズ学研究センターが発足し、4/2に開所を記念して看板掲揚、
共同記者発表及び開所記念セミナーが行なわれた

設置 エイズ学研究センター

大学教育研究センターが発足
教養部は3/31を持って廃止、本年度より教養教育実施の学内組織として大学
教育研究センターが発足。教養教育実施体制及び事務機構図の掲載あり

設置 大学教育研究センター

英国ダラム大学長が来学 4/21ダラム大学Evelyn Ebsworth学長がRoze婦人と共に本学を訪問 海外交流 全学

委員会だより　厚生補導講演会を開催＝学生部
委員会

1/10に学生部委員会主催による厚生補導講演会がくすの木会館レセプション
ルームにて開催された

行事 全学

春の生存者叙勲　本学関係者2名が受章
4/29の生存者叙勲において、勲三等旭日中綬章（教育研究功労）を迫徹朗名
誉教授（元文学部長）、勲五等瑞宝章（看護業務功労）を高嶋幸惠氏（元医
学部附属病院看護部長）が受章

受賞 全学

薬学分館が“24時間会館”を開始 4/15薬学部分館は「24時間入退館管理システム」を導入 設備 図書館

生涯スポーツ福祉課程を設置（教育学部） 4/1に教育学部の学部改組に伴って生涯スポーツ福祉課程が設置された 設置 教育学部

単位互換協定に基づく授業料相互不徴収の実施
に関する協定書の調印式（法学部）

本学法学部、熊本県立大学総合管理学部及び熊本学園大学商学部・経済学部
の4学部での単位互換を実施

その他 全学

環境理学科がスタート（理学部） 4/1に理学部の学部改組に伴い、環境理学科が設置された 設置 理学部

大学教育研究センターで三つの公開講座
昭和51年から続けられていた教養部の公開講座が、今回の大学改革による教
養部廃止に伴い、大学教育研究センターへ引き継がれ、全学の教官の協力を
得て同センターにて開講することとなった。本年度は全3講座

公開講座 大学教育研究センター

主要日誌（4月）
4/11　平成9年度入学式
4/21　ダラム大学長表敬訪問　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/23-25　平成9年度熊本大学（県内4機関合同）新採用職員研修　　　など 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 全学

9538 5・
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熊本大学職員健康安全管理規則の一部を改正す
る規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則等の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則の一部を改正する規則

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部を改正する規則 （詳細不明） 規則 全学

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部を改正する要項

（詳細不明） 規則 全学

10名の元教授に名誉教授の称号授与 5/1くすの木会館において授与式を挙行 行事 教職員

消防訓練に400名が参加＝薬学部 5/23消防訓練が行なわれた 行事 薬学部

主要日誌（5月）
5/20　九州地区国立大学人事担当課長会議（当番熊本大学）
5/20-21　九州地区国立大学等庶務部課長会議（当番熊本大学）
5/28-30　大蔵省共済組合監査　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/23-25　平成9年度熊本大学（県内4機関合同）主任研修　　　など 行事 全学

平成9年度科学研究費補助金が内定　内定総額
約10億3千万円　前年比約1億円増

907件の申請に対し319件が内定。昨年度より内定件数で18件、金額で1億840
万円の増

科研費 全学

SCS開局記念式典を挙行 6/13総合情報処理センター「SCS教室」でSCS開局記念式典が行なわれた 行事 総合情報処理センター

第47回熊日賞＝松田一郎教授（医学部）
医学部小児科学講座松田一郎教授が永年の功績により「第47回熊日賞」を受
賞

受賞 医学部

平成8年度土木学会論文賞＝小林一郎教授（工
学部）

工学部環境システム工学科小林一郎教授が「世界初の本格吊橋トゥルノン橋
の建設について（総合題目）」と題する一連の研究により、平成8年度土木
学会論文賞を受賞

受賞 工学部

平成9年度新採用職員研修　公務員の使命と心
構えを学ぶ

6/23-25まで、大学院自然科学研究科ゼミナール室において実施 セミナー 事務局

全学生に情報ネットワークシステム利用のため
のIDを交付

総合情報センターで昨年度より進められていた全学生に対する学内LAN利用
のための個人ID送付についての作業が終了し、各学部等を通じて交付するこ
ととなった

設備 総合情報処理センター

熊本県教育委員会と教育協議会を開催（教育学
部）

6/10教育学部会議室において、地域との連携の一環として教育を取り巻く諸
問題を協議するため例年実施している教育協議会を開催

会議 教育学部

主要日誌（6月） 6/23　平成9年度熊本大学（県内4機関合同）新採用職員研修会　　　など 行事 全学

8月の行事予定
8/4　アイソトープ遺伝子施設建物竣工披露式
8/12　社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部を改正する規則

9/6/23から施行 規則 全学

・
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平成10年度入学者選抜に関する実施要項を発表 7/18に本学の平成10年度入学者選抜に関する実施要項が発表された 入試 全学

第16回日本実験動物技術者協会研究奨励賞　野
口和浩技官（医学部附属動物実験施設）、浦野
徹助教授（医学部）

医学部附属動物実験施設野口和浩技官及び浦野徹助教授は、学術誌「実験動
物技術」に発表した論文「動物実験施設に汚染した力納金の分離と防除に関
する研究」により第16回日本実験動物技術者協会奨励賞を受賞

受賞 医学部附属動物実験施設

民間等との共同研究の受入れ 全23研究（医学部2、工学部20、地域共同研究センター1） 研究・教育 全学

主任の責務と大学行政の課題等について学ぶ
平成9年度4機関合同主任研修を実施

7/23-25まで熊本大学及び国立阿蘇青年の家で実施 セミナー 事務局

学生が先生・インターネット講習
学生サークルIUJ-Kが就職情報資料室のパソコンを使ってインターネットの
講習会を開始。このサークルは就職情報資料室のパソコンのメンテナンスも
行なっており、学生部厚生課と連携し、学生サービスの一端も担っている

セミナー 学生

電子ジャーナルサービスを開始 附属図書館で電子ジャーナルの提供を開始 設備 図書館

目録システムとILLシステムの地域講習会を開
催

目録システム講習会を6/25-27日に、ILLシステム講習会を23-24日に、それ
ぞれ開催（附属図書館と学術情報センターの共催による）

セミナー 図書館

国際問題に関する特別講演
7/2に法学部で駐ラオス特命全権大使坂井弘臣氏により、6/25日に外務省総
合外交政策局安全保障政策課主席事務官岡田隆氏により、国際問題に関する
特別講演が開催された

行事 法学部

「海の生物たちを知る」で臨海実習
7/20から一泊二日の日程で、理学部附属臨海実験所で高校生及び一般社会人
を対象に「海の生物たちを知る」と題する公開臨海実習を開催

行事 理学部

「七夕祭」大好評 7/4-11まで、医学部附属病院恒例の七夕祭を開催 行事 医学部附属病院

主要日誌（7月） 7/23-25　熊本大学（県内4機関合同）主任研修　　　など 行事 全学

9月の行事予定 9/26　地域共同研究センター10周年記念式典　　　など 行事 全学

アイソトープ総合センター及び遺伝子実験施設
の竣工を祝う

8/4に学内共同教育研究施設（アイソトープ総合センター及び遺伝子実験施
設）の竣工記念式典と祝賀会が開催された

施設 アイソトープ総合センター、遺伝子実験施設

平成9年度学部説明会開催　約3,000名の高校生
等が参加

8/7に文・教・法・理・医・薬の各学科と医療技術短期大学部で、8/7-8にか
けて工学部で開催

行事 全学

満屋裕明教授（医学部）「日本学術振興会平成
9年度未来開拓学術研究推進事業によるプロ
ジェクト」に決定される

研究プロジェクト名：ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1）感染症の病理病態解
析とその治療法の開発

研究・教育 医学部

谷口功教授（工学部）「生物系特定産業技術研
究推進機構平成9年度新技術・新分野創出のた
めの基礎研究プロジェクト」に決定される

研究課題名：金属タンパク質の界面電子移動制御と生物機能の高度利用 研究・教育 工学部

寄稿　第15回日本植物細胞分子生物学会（熊
本）大会を終えて＝小野莞爾

7/19-21まで熊本大学黒髪キャンパス（工学部、文・法学部）と熊本市国際
交流会館を会場として開催された第15回日本植物細胞分子生物学会について
の、理学部小野教授より寄稿

コラム 理学部

主要日誌（8月） 8/12　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

10月の行事予定
10/2　科学研究費に関する説明会（研究者向け）
10/6　組換えDNA実験教育訓練講習会　　　など

行事 全学

地域共同研究センター創立10周年記念式典 9/26にKKRホテル熊本において式典、記念講演会及び祝賀会を挙行 行事 地域共同研究センター

9
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在大阪ニュージーランド総領事が来学 9/9に在大阪ニュージーランド領事館のペイトン総領事が本学を訪問 海外交流 全学

民間等との共同研究の受入れ 全7研究（医学部3、工学部4） 研究・教育 全学

安全管理講習会を開催 9/9に工学部223教室において開催 行事 全学

雑誌記事索引のネットワーク利用を開始
9/4より国立大学としては初めてNICHIGAI/WEBサービスで提供されている
「雑誌記事索引ファイル」を学内LANを通じて自由に利用できるサービスを
開始

設備 図書館

主要日誌（9月） 9/9　学術研究推進委員会及びフォーラム　　　など 行事 全学

11月の行事予定

11/1　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/2　工学部創立百周年記念式典
11/4　キャンパス・クリーン・デー　　　など

行事 全学

熊本大学大学院学則の一部改正 9/7/31から施行 規則 全学

熊本大学大学院医学研究科規則の一部改正 9/9/25から施行 規則 医学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部改正 9/8/1から施行 規則 自然系

熊本大学リサーチ・アソシエイト実施要項 9/8/22から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部改正 9/9/25から施行 規則 全学

フルブライト・メモリアル基金（FMF)アメリカ
人教員が教育学部を訪問

10/8FMFアメリカ人教員一行38名が、教育学部及び附属小・中学校を訪問 海外交流 教育学部

米国モンタナ大学国際交流部長が来学 10/16にモンタナ大学のマーク・ラスク国際交流部長が本学を訪問 海外交流 全学

「熊本県近代文化功労者」顕彰　武内忠男名誉
教授

本学名誉教授武内忠男氏（元医学部教授）が熊本県近代文化功労者として顕
彰された

受賞 医学部

「第30回安達峰一郎記念賞」受賞　北村泰三教
授（法学部）

法学部公共政策学科北村泰三教授が著書『国際人権と刑事拘禁』により第30
回安達峰一郎記念賞を受賞

受賞 法学部

秋の生存者叙勲　本学関係者4名が受章

教育研究功労・勲三等旭日中綬章に内川澄雄名誉教授（元教育学部教授）と
奥田襄介名誉教授（元工学部教授）、文部行政事務功労・勲四等旭日小綬章
に山本寛氏（元事務局長）、同・勲六等宝冠章に白石テイ子氏（元医学部附
属病院副看護部長）

受賞 全学

五高創立110年を記念「龍南健児の像」建立
旧制第五高等学校開校110周年を記念して本学に銅像「龍南健児の像」が建
立され、10/10に除幕式が行なわれた

行事 前身校

共同研究の模索＝初のフォーラム＝
9/9、12の両日、学術研究推進委員会による共同研究フォーラムが開催され
た（於大学院自然科学研究科会議室）

セミナー 全学

医学部解剖慰霊祭を実施
10/22に平成9年度医学部解剖慰霊祭が医療技術短期大学部で開催された。こ
れに先立ち、医学部構内の実験動物慰霊碑前において動物慰霊祭が実施され
た

行事 医学部

主要日誌（10月）
10/27-29　平成9年度熊本大学（県内4機関合同）会計事務職員研修　　　な
ど

行事 全学
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12月の行事予定 12/4　同和問題講演会　　　など 行事 全学

熊本大学教員倫理規則 9/10/23から施行 規則 教職員

熊本大学物品無償借入取扱規則 9/10/7から施行 規則 全学

熊本大学給与振込口座実施要領の一部改正 9/10/8から実施、9/10/1から適用 規則 全学

工学部創立100周年記念式典を挙行
11/2熊本県立劇場にて創立100周年記念式典及び記念講演を挙行。また、工
学部にて祝賀会を開催

行事 工学部

名誉教授懇談会を開催
11/11に本荘・九品寺地区のアイソトープ総合センター・遺伝子実験施設に
て開催

行事 教職員

工学部が中国四川連合大学理学部・工学部及び
山東工業大学と学術交流協定締結

10/9に中国四川連合大学理学部・工学部と学術協定を締結。また、10/31に
は、中国山東工業大学と学術交流協定を締結

海外交流 工学部

1997年度計測自動制御学会著述賞受賞　柏木濶
教授（工学部）

工学部知能生産システム科柏木濶教授が著書『M系列とその応用』により、
1997年度計測自動制御学会著述賞を受賞

受賞 工学部

医学教育等関係業務功労者表彰　尾上和彦技官
（附属病院）

医学部附属病院中央放射線部尾上和彦技官が本年度の医学教育等関係業務功
労者として表彰された

受賞 医学部附属病院

永年の本学発展へのご尽力に感謝します！　熊
本大学永年勤続者表彰式、文部省永年勤続者表
彰状伝達式

11/21にメルパルク熊本で挙行。被表彰該当者は熊本大学61名、文部省2名 行事 全学

県内4機関合同会計系事務職員研修、契約事務
研修

10/27-29にかけて県内4機関合同会計系事務職員研修を実施。また、11/10-
12にかけて県内4機関合同契約事務研修が実施された

セミナー 事務局

九州地区国立学校事務電算化担当職員A研修 10/14-22まで、文部省と本学の共催により国立阿蘇青年自然の家で実施 セミナー 事務局

国立大学等動物実験施設教職員高度技術研修 11/11-14にかけて、文部省と医学部附属動物実験施設の共催により実施 セミナー 医学部附属動物実験施設

阿蘇家文書に見る肥後の南北朝　第14回附属図
書館特殊資料展

11/1から三日間、熊粋祭の機関に併せて附属図書館において、第14回特殊資
料展を開催。また初日には同館会議室において工藤敬一文学部教授による
「阿蘇家文書のおもしろさ」と題する講演会が開催された

行事 図書館

「酒と図書館」と題して文化講演会
11/7附属図書館の職員親睦会「びぶろす会」が江口学長を招いて「酒と図書
館」と題する文化講演会を開催

セミナー 図書館

外国人留学生との交歓会を開催
11/7文学部・法学部では、外国人留学生との交歓会をくすの木会館レセプ
ションルームにて開催

行事 社文系

九州・沖縄地区国立大学理学部長会議開催 11/14に本学の当番で開催 会議 理学部

工学部で消防訓練 11/14工学部において消防訓練を実施 行事 工学部

主要日誌（11月）
11/1-3　大学祭
11/2　　工学部百周年記念式典
11/4　　キャンパス・クリーン・デー　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/17-18　大学入試センター試験　　　など 行事 全学
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熊本大学の全学委員会委員の任期の特例に関す
る規則の一部改正

9/11/17から施行 規則 全学

熊本大学職員身分証名書取扱要項の一部改正
事務情報化の推進を図るため、職員の身分証明書をIDカード化することに伴
う。9/12/1から実施

規則 事務局

新春所感「より良き学舎への飛躍を期して」 江口学長によるもの コラム 全学

留学生を取り巻く現状と課題に多様な提言　第
5回熊本大学文教懇談会を開催

12/3熊本市内のホテルにて開催。今回は「留学生について-国際化の中の地
域性」が議題。

行事 全学

黒髪会親睦会に125人が参加 12/5北地区食堂にて開催。本学にかつて在職した事務職員と現職との親睦会 行事 事務局

科学者懇談会・公開市民講演会を開催　本学と
日本学術会議九州・沖縄地区会議との共催

12/11くすの木会館において懇談会を開催。また、熊本市国際交流会館ホー
ルにおいて講演会が行なわれた

行事 全学

産学官お見合い　ON CAMPUS　地域共同研究セ
ンター10周年記念事業

12/4に地域共同研究センターと九州通商産業局、（財）九州地域産業活性化
センターとの共催により、工学部キャンパスにおいて開催

行事 地域共同研究センター

夢化学探検'97 12/13に理学部・工学部の共催により開催 行事 自然系

民間等との共同研究の受入れ 全3件（工・3） 研究・教育 全学

同和問題特別講演会を開催
12/4文学部・法学部教室にて開催。部落問題研究所常務理事東上高志氏によ
る講演

行事 全学

生涯生活設計セミナー（退職準備型）を開催 12/15にメルパルク熊本において開催 行事 教職員

学術及び総合情報処理センター長会議 11/27に工学部会議室にて開催 行事 総合情報処理センター

主要日誌（12月）
12/3　熊本大学文教懇談会
12/15　生涯生活設計セミナー　　　など

行事 全学

平成10年2月の行事予定 2/25　個別学力試験　　　など 行事 全学

熊本大学動物資源開発研究センター設置準備委
員会規則

9/12/25から施行 規則 動物資源開発研究センター

熊本大学事務組織規則の一部改正
附属病院総務課管理係を廃止及び管理課司計係の設置に伴うもの。10/1/1か
ら施行

規則 事務局

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部改正

附属病院管理課司計係の設置に伴うもの。10/1/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学山崎記念館使用規則の一部改正 10/1/5から施行 規則 全学

本学で4,700人が受験　大学入試センター試験 1/17-18に平成10年度大学入学者選抜大学入試センター試験が実施された 入試 全学

一般選抜の願書受付締切る　本学の志願者数
5,800人

1/26-2/4の間入学願書受付を実施。本年度入学志願者数統計の記載有 入試 全学
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笹川医学奨学金制度10周年記念中華人民共和国
厚生省最優秀指導者賞　高橋睦正医学部教授

医学部放射線医学講座高橋睦正教授が中華人民共和国厚生省最優秀指導者賞
を受賞。授賞式は9/12/4-5にかけて北京市内人民大会堂において執り行われ
た

受賞 医学部

「継続」と「反復」による更なる語学力の向上
を　平成9年度語学実践（英会話）研修を実施

昨年10/16にスタート、本年1/8まで延べ12回に渡って、職員を対象として実
施

セミナー 事務局

研修成果の実践を期待　平成9年度4機関合同
JST応用実践コースを実施

1/19-21まで事務局大会議室等において実施 セミナー 事務局

ボランティア養成講座を開講
11/19-12/17まで計5回、本学学生を対象としてボランティア活動の意義・歴
史や実際の活動例・障害教育との関連等についての講座を開講

セミナー 学生

法学部・公共政策学科創設記念公開シンポジウ
ムを開催

1/10本年度公共政策学科が創設されたことを記念して「地域政策を考える-
環境と福祉-」をテーマとした公開シンポジウムを開催（於熊本市国際交流
会館）

行事 法学部

主要日誌（1月）
1/17-18　大学入試センター試験
1/19-21　JST研修
1/27-30　文部省会計実地監査　　　など

行事 全学

3月の行事予定

3/9　前期日程試験合格者発表
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/18　留学生センター日本語研修コース修了式
3/20　後期日程合格者発表
3/25　平成9年度卒業式　　　など

行事 全学

熊本大学入学試験管理委員会規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学入学試験学力検査実施教科専門委員会
規則の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における技術専門官及び技術専門職員
に関する規則

10/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学における技術専門官及び技術専門職員
選考内規

10/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部改正

10/1/20から実施 規則 事務局

工学部研究棟Ⅰが「文教施設部長賞」を受賞
本学の工学部研究等Ⅰが平成9年度国立月光優秀施設表彰における文教施設
部長賞（計画部門）と決定された

施設 工学部

「大学院の現状と大学院改革」で特別講演
2/16に文部省高等教育局大学課大学改革推進室赤塚義英室長補佐を講師に招
いて「大学院の現状と大学院改革」と題した特別講演会を開催（於くすの木
会館）

行事 全学

高度技術研修を実施=地域共同研究センター=
1/16、23の両日「レーザ・プラズマを利用した先端材料作成と高度技術評
価」を主題とする高度技術研修を実施

セミナー 地域共同研究センター

主要日誌（2月） 2/25-26　個別学力試験（前期日程）　　　など 行事 全学

4月の行事予定
4/10　平成10年度入学式
4/13-17　会計検査院実地検査
4/14　留学生センター日本語研修コース開講式（前期）　　　など

行事 全学

熊本大学放射性障害防止専門委員会要項の一部
改正

（詳細不明） 規則 全学

2581人、学び舎巣立つ　平成9年度卒業式 3/25熊本市民会館大ホールにおいて挙行、卒業者数、学長告辞掲載有 行事 全学

本号より『学報』の
熊本大学ホームペー
ジの学内専用への掲
載開始

一般選抜に1,804人が感激の合格　平成10年度
入学者選抜合格発表

本年の受験状況について記載。また、前期・後期それぞれの日程の受験状況
についての統計の掲載有

入試 全学

4・
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4月から成績証明書が自動発行となる 学生に交付する各種証明書の自動発行機がキャンパス内四箇所に設置された 設備 全学

永年の本学発展へのご尽力に感謝します　退職
時永年勤続者表彰式

3/27にメルパルク熊本において開催 行事 教職員

工学部長　生野浩正教授

大学院自然科学研究課長　秋吉卓教授

岩﨑司事務局長

教室系技術職員の資質向上を図る　県内3機関
合同技術職員研修

3/16-18まで教室系職員を対象とする技術職員研修を実施 セミナー 事務局

「大学における研究の在り方について」で特別
講演

3/6生物分子工学研究所長志村令郎史による特別講演「大学における研究の
在り方について」を実施

セミナー 全学

『バイオサイエンスシンポジウムin熊本大学』
を開催

3/10大学院自然科学研究科において実施 行事 自然系

民間等との共同研究の受入れ 全2研究（工学部2） 研究・教育 全学

主要日誌（3月）
3/25　平成9年度卒業式
3/27　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/7　留学生センター運営委員会　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部改正
理学研究科・工学研究科の廃止及び自然科学研究科の改組等に伴うもの。
10/4/1から施行

規則 全学

熊本大学大学院学則の一部改正
理学研究科・工学研究科の廃止並びに自然科学研究科の改組、薬学研究科医
療薬科学専攻の薬科学専攻への名称変更・臨床薬学専攻（独立専攻）の設置
等に伴うもの。10/4/1から施行

規則 全学

熊本大学附属図書館運営委員会規則 10/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学同和問題委員会規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学長期計画委員会情報化推進専門委員会
要項の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則等の一部改正
附属図書館工学部分室の廃止、医学部附属動物実験施設における日直業務の
廃止、証明書自動発行機の運用開始等に伴うもの、10/4/1から施行

規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

全学人事新任部局長紹介
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熊本大学における民間機関等との共同研究実施
細則の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学一般教育履修規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学位規則の一部改正
自然科学研究科の改組及び薬学研究科臨床薬学専攻の設置に伴うもの。
10/4/1から施行

規則 全学

熊本大学における卒業期に卒業できない学生の
処置に関する取扱内規の一部改正

10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学部共通細則の一部改正 学生証をIDカード化すること等に伴うもの。10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学体育施設使用規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文学部規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学理学部規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 理学部

熊本大学医学部規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学工学部規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院文学研究科規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部改正
教科教育専攻国語教育専修において取得できる免許状の追加等に伴うもの。
10/4/1から施行

規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学大学院医学研究科規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部改正
臨床薬学専攻（独立専攻）の設置及び医療薬科学専攻の名称変更に伴う規定
の準備等に伴うもの。10/4/1から施行

規則 薬学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部改正
博士前期課程の8専攻及び博士後期課程物質・生命科学専攻の設置に伴う規
定の整備等に伴うもの。10/4/1から施行

規則 自然系

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学附属図書館規則の一部改正
附属図書館協議会の廃止及び附属図書館運営委員会の設置並びに工学部分室
の廃止に伴うもの、10/4/1から施行

規則 図書館

熊本大学附属図書館利用規則の一部改正 身分証明書及び学生証のIDカード化に伴うもの。10/4/1から施行 規則 図書館
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熊本大学附属図書館利用細則の一部改正 身分証明書及び学生証のIDカード化に伴うもの。10/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館貴重所及び特殊文庫資料利
用規則の一部改正

附属図書館運営委員会の設置（附属図書館協議会の廃止）に伴うもの。
10/4/1から施行

規則 図書館

熊本大学細川家北岡文庫古文書利用規則の一部
改正

10/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学附属図書館長選考内規の全部改正 附属図書館協議会の廃止に伴うもの。10/4/1から施行 規則 図書館

熊本大学総合情報処理センター規則の一部改正
熊本大学情報ネットワークシステム運営委員会の廃止に伴うもの。10/4/1か
ら施行

規則 総合情報処理センター

平成10年度入学式　学長告辞「自ら己のマニュ
アルを作り、それを実践しよう」

4/10熊本県立劇場コンサートホールで挙行。学長告辞掲載あり 規則 全学

全国初「動物資源開発研究センター」設置 本年度国内に２ヶ所設置された施設のうちの一つで、4/21に看板掲揚 設置 動物資源開発研究センター

インカーネットワード大学Louis Agnese学長（4月7日）

モンタナ大学George M. Dennison学長（4月14日）

モンタナ大学Robert B. Hausmann教授（4月20日）

春の生存者叙勲　本学関係者2名が受章
勲二等瑞宝章に立川逸郎名誉教授（元工学部長)、勲六等宝冠章に菅奈津江
氏（元医学部附属病院副看護部長）

受賞 教職員

金沢文子助教授（教育学部）「第41回油脂技術
優秀論文賞」受賞

教育学部教育保険化金沢文子助教授が財団法人油脂工業会館より「第41回油
脂技術優秀論文賞」を受賞

受賞 教育学部

主要日誌（4月）
4/7　インカーネットワード大学長表敬訪問
4/10　平成10年度入学式
4/14　モンタナ大学長表敬訪問　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/4　留学生センター運営委員会　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学動物資源開発センター規則 10/4/9から施行 規則 動物資源開発研究センター

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正 10/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学くすの木会館使用規則の一部改正 管理業務の外部委託による。10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学知命堂使用規則の一部改正 管理業務の外部委託による。10/4/1から施行 規則 全学

熊本大学自己評価委員会規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

550 5・10

全学海外交流米国2大学から学長、教授が来学
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熊本大学消防団規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学発明規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学名誉教授称号授与規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学組替えDNA実験安全管理規則の一部改
正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学に勤務する職員の週休日等に関する規
則の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学公印規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学発明実施細則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学教員倫理規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則
の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学
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熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則等の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学国有財産取扱規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学防火規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学物品無償借入取扱規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策
定等に関する取扱要項の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学における購入物品の機種選定に関する
取扱要項の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学会計監査実施規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学の会計期間の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学自家用電気工作物保安規則の一部改正 動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設規則
の一部改正

動物資源開発センターが設置されたことに伴う。10/4/9から施行 規則 医学部附属遺伝発生医学研究施設

8名の元教授に名誉教授の称号授与 5/7にくすの木会館において授与式を挙行 行事 教職員

米国モンタナ州立大学から国際教育局長ら来学
5/13にモンタナ州立大学ピーターソン国際教育局長、オウエン国際交流委員
長兼ビジネス学部長が本学を訪問

海外交流 全学

保健管理センターで学生の健康診断を自動化
平成10年4月から学生の定期健康診断を学生証（IDカード）、自動計測器及
びパソコンを組み合わせた「健康管理システム」により実施することとなっ
た

設備 保健管理センター

薬学部で消防訓練 5/7に薬学部において消防訓練を実施 行事 薬学部

英語聞き取り試験の導入について　-熊本大学
英語部会調査チーム代表　教育学部教授　荘口
博雄

平成9年度より熊本大学入学試験に導入された英語の聞き取り試験について
のコラム

コラム 全学

主要日誌（5月） 5/13　モンタナ州立大学訪問団来学　　　など 行事 全学

7月の行事予定 7/13-17　平成10年度九州地区国立学校事務情報化担当職員研修　　　など 行事 全学

熊本大学受託研究規則の一部改正 10/6/3から施行、10/4/1から適用 規則 全学

・10551 6
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熊本大学外国人受託研究員規則の一部改正 10/6/3から施行、10/4/1から適用 規則 全学

号外 10 ・ 6

熊本大学大学院等検討委員会中間答申 平成10年4月28日付、大学院等検討委員会より出されたもの 答申 全学 6月の別冊

中国広西医科大学副学長一行が来学 6/4に中国広西医科大学の唐歩堅副学長一行が本学を訪問 海外交流 全学

1998年日本建築学会小論文賞　工学部石原教授
工学部環境システム工学科・熊本大学地域共同研究センター長石原修教授が
「季間蒸暑地域における機構特性とパッシブ・クーリング効果の定量化に関
する一連の研究」により1998年日本建築学会論文賞を受賞

受賞 工学部

第33回小島三郎記念技術賞　附属病院杉内主任
技師

医学部附属病院中央検査部杉内博幸主任臨床検査技師が「結成リポ蛋白コレ
ステロールの直接測定法の確立」により「第33回小島三郎記念技術賞」を受
賞

受賞 医学部附属病院

平成10年度熊本大学新採用職員研修 6/22-24にかけて、大学院自然科学研究科ゼミナール室において実施 セミナー 事務局

主要日誌（6月） 6/4　中国広西医科大学副学長表敬訪問　　　など 行事 全学

8月の行事予定 8/12　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

熊本大学学則の一部改正 10/6/25から施行 規則 全学

熊本大学産学官連携研究推進機構規則 10/6/25から施行 規則 全学

熊本大学産学官連携研究推進機構運営協議会規
則

10/6/25から施行 規則 全学

熊本大学産学官連携研究推進機構実施委員会規
則

10/6/25から施行 規則 全学

熊本大学産学官連携研究推進機構参与会実施要
領

10/6/25制定 規則 全学

平成11年度入学者選抜に関する実施要項を発表 平成11年度の試験日程及び募集要項について 入試 全学

平成10年度4機関合同中堅係員研修実施 7/22-24まで本学及び国立阿蘇青年の家において実施 セミナー 事務局

平成10年度九州地区国立学校事務情報化担当職
員研修実施

7/13-17まで、文部省と本学の共催により国立阿蘇青年の家において実施 セミナー 事務局

天草の海の神秘　理学部一般公開臨海実習
7/25-26にかけて天草郡松島町にある臨海実験所において、高校生及び社会
人を対象に「海の生物たちを知る～天草の海の神秘～」と題して公開臨海実
習を開催

セミナー 理学部

主要日誌（7月）
7/13-17　九州地区国立学校事務情報化担当職員研修
7/22-24　熊本大学（県内4機関合同）中堅係員研修　　　など

行事 全学

9月の行事予定
9/2-4　平成10年度大蔵省共済組合監査
9/18　留学生センター日本語研修コース修了式　　　など

行事 全学

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部改正

管理課第三用度係の設置にともなう。10/7/1から施行 規則 全学
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熊本大学文学部規則の一部改正 外国人留学生のための新たなカリキュラム開講に伴う。10/10/1から施行 規則 文学部

熊本大学学長特別補佐に関する規則 10/7/23から施行 規則 全学

熊本大学学術研究推進委員会中間答申 10/6/3付、学術研究推進委員会 答申 全学

熊本大学大学院等検討委員会基本構想 10/8/10付、大学院等検討委員会 答申 全学

平成10年度科学研究費補助金が内定　内定総額
約12億円　前年度比約1億6千万円

本年度の科学研究費補助金の内定通知があり、392件、総額12億180万円が内
定した

科研費 全学

米国モンタナ州立大学　Hashem Nehrir教授夫
妻が来学

モンタナ州立大学工学部のHashem Nehrir教授が本学工学部の檜山隆教授と
の共同研究のため来学

海外交流 工学部

主要日誌（8月）
8/12　社会教育主事講習閉講式
8/19　九州地区大学保健管理研究委員会（本学当番）　　　など

行事 全学

10月の行事予定

10/2　科学研究費に関する説明会（事務担当者向け）
10/12　九州地区国立大学施設部課長会議（当番熊本大学）
10/13-16　九州地区国立学校等係長研修（当番熊本大学）
10/21　解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

熊本大学大学教育委員会専門教育専門委員会要
項の一部改正

10/10/1から施行 規則 全学

新任部局長紹介 学生部長　森光昭教授 人事 全学

民間等との共同研究の受入れ
全35研究（工学部31、医学部2、医療技術短期大学部1、地域共同研究セン
ター1）

研究・教育 全学

「安全管理講習会」を開催
9/7に「有害化学物質の取扱」及び「環境ホルモンによる汚染」をテーマに
開催

セミナー 全学

第12回工学部技術職員技術研修会開催 8/19-21まで工学部附属工学研究機器センターを主会場に開催 セミナー 事務局

主要日誌（9月） 9/2-4　平成10年度大蔵省共済組合監査　　　など 行事 全学

11月の行事予定

11/1　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/17-18　大学院自然科学研究科長会議（当番熊本大学）
11/20　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

熊本大学学則の一部改正 10/10/1から施行 規則 全学

熊本大学長期計画委員会生涯学習教育研究セン
ター（仮称）設置検討専門委員会要項

10/9/17から施行 規則 生涯学習教育研究センター

熊本大学技術職員の組織等に関する規則 10/9/17から施行 規則 全学

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部改正 10/10/1から施行 規則 自然系

熊本大学における課外活動指導者に対する感謝
状贈呈要項

10/9/30から実施 規則 全学

10号外 8・
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熊本大学動物資源開発研究センター運営専門委
員会細則

10/9/30から施行 規則 動物資源開発研究センター

熊本大学動物資源開発研究センター利用者専門
委員会細則

10/9/30から施行 規則 動物資源開発研究センター

熊本大学・産学官連携研究推進機構設立記念式
典

10/12に「産学官連携研究推進機構」の設立記念式典・記念講演会・祝賀会
が挙行された（於熊本ホテルキャッスル）、産学官連携研究推進機構の機構
図掲載有

行事 全学

新しい熊本大学の放送による公開を期して
江口学長、放送公開講座実施委員会委員長中本環両氏による寄稿。新生熊本
大学放送公開講座について

コラム 全学

工学部と自然科学研究科が培材大学工学部（大
韓民国）と部局間学術交流協定を締結

10/28培材大学工学部金錘玉工学部長、林大永副教授が本学を訪問し、生野
工学部長、昭義自然科学研究科長との間で学術交流協定の調印式を行なった

海外交流 工学部

Commemorative Gold Medal賞　医学部前田教授
医学部微生物学講座前田浩教授が、第15回国際キニン学会においてドイツ連
邦共和国のFrey-Werle財団の“Commemorative Gold Medal”を受賞

受賞 医学部

九州地区国立学校等係長研修
10/13-16まで、文部省及び熊本大学を主催として平成10年度九州地区国立学
校等係長研修が開催された

セミナー 事務局

生涯生活設計セミナー講習会開催
10/26-27にかけて熊本大学、熊本電波工業高等専門学校、八代工業高等専門
学校、国立阿蘇青年の家との共催により平成10年度生涯生活設計セミナー
（生涯生活充実型）が解された

セミナー 事務局

第4回体験公開環境実習
9/26-27にかけて、理学部環境理学科による「第4回体験公開環境実習」が国
立阿蘇青年の家との共催で開催された

行事 理学部

平成10年度医学部解剖慰霊祭
10/21に医療技術短期大学部体育館において挙行。これに先立ち医学部構内
の実験動物慰霊碑前において動物慰霊祭を実施

行事 医学部

主要日誌（10月）
10/12　熊本大学産学官連携研究推進機構設立記念式典
10/12　平成10年度九州地区国立大学施設部課長会議（当番熊本大学）
など

行事 全学

12月の行事予定 12/14　生涯生活設計セミナー（退職準備型）　　　など 行事 全学

熊本大学コンピュータ西暦2000年問題検討委員
会要項

10/10/23から実施 規則 全学

熊本大学コンピュータ西暦2000年問題対応プロ
ジェクトチーム設置要領

10/10/23から実施 規則 全学

新任部局長紹介 医学部長　宮川太平教授 人事 全学

永年の本学発展への御尽力に感謝します　熊本
大学永年勤続者表彰式、文部省永年勤続者表彰
状伝達式

11/20事務局大会議室において挙行 行事 教職員

秋の生存者叙勲　本学関係者1名が受章
11/3発表の秋の生存者叙勲において、勲三等旭日中綬章を古川昌弘名誉教授
（元本学教養部教授）受章

受賞 全学

民間等との共同研究の受入れ 全4研究（工学部4） 研究・教育 全学

細川家資料に見る近代法への歩み　第15回特殊
資料展（附属図書館）

11/1-3にかけて第15回特殊資料展「細川家資料に見る近代法への歩み」を開
催（於附属図書館）。11/1には山中至熊本大学法学部教授による「熊本藩の
つみとばつ」と題した公開講演会を開催

行事 図書館

第12回国立大学大学院自然科学研究科長会議開
催

11/17-18にかけて、大学院自然科学研究科長会議を本学当番で開催（於熊本
厚生年金会館）

行事 全学

1210557

11

・

556 10 ・

257/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

モンタナの二つの大学
国際交流委員会学術交流専門委員会委員長理学部長櫃田倍之氏、庶務部庶務
課学事調査係長山内裕治氏による、本学と学術協定を結んでいるモンタナ大
学・モンタナ州立大学訪問記

コラム 全学

主要日誌（11月）

11/1　開学記念日
11/1-3　大学祭
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/17-18　大学院自然科学研究科長会議（当番熊本大学）
11/20　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/11　同和・人権問題講演会　　　など 行事 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部改正

10/11/19から施行 規則 全学

熊本大学学芸員養成連絡協議会要項 10/11/19から実施 規則 全学

熊本大学毒物及び劇物取扱い要項 10/11/26から実施 規則 全学

熊本大学衝撃・極限環境研究センター設置準備
委員会規則

10/11/26から施行 規則 衝撃・極限環境研究センター

新春所感　熊本大学長　江口吾朗 江口学長によるもの。現在学内で行なわれている改革等について言及 コラム 全学

THE CAROTHERS MEMORIAL MEDAL賞　上出健二教
育学部教授

教育学部家庭科の上出健児教授が連合王国のThe Texitile Institute（TI)
より1998年度の「Carothers Memorial Medal」（カロザース賞）を受賞

受賞 教育学部

工学部で外部評価実施
12/5に工学部において外部評価委員や学内関係者参加のもと外部評価を実
施。12/20までに評価結果が提出され、3月中には報告書に取りまとめられる

評価 工学部

法学部で公開シンポジウムを開催
11/28法学部主催で「医療と人権-新しい生命倫理」をテーマに公開シンポジ
ウムを開催

行事 法学部

文学部・法学部外国人留学生との交歓会を開催 11/6に文学部・法学部が外国人留学生との交歓会を開催 行事 社文系

パソコン研修会（初級）を開催
11/26-12/11までに4回にわたって事務系職員を対象としたパソコン研修会
（初級）を開催

セミナー 事務局

Practice makes perfect!・・・「継続は力な
り」を痛感しました　平成10年度語学実践（英
会話）研修を実施

10/8-12/21まで毎週木曜日に延べ12回に渡って語学実践（英会話）研修を実
施

セミナー 事務局

研修成果の実践を期待　JST基本コースを実施 12/14-16まで事務局大会議室で実施 セミナー 事務局

生涯設計セミナー（退職準備型）を開催
12/14本年度退職予定者及び近い将来退職が予定される教職員とその配偶者
を対象として開催（於メルパルク熊本）

セミナー 教職員

夢化学探検'98
12/12に工学部・理学部を会場として開催（熊本大学工学部物質生命化学科
の教官・学生主体で、理学部化学科、物理化学科、物理学科、生物学科、企
業の協力による）

行事 自然系

工学部「消防訓練」を実施 11/27に工学部で例年実施の消防訓練を開催 行事 工学部

主要日誌（12月） 12/14-16　熊本大学（県内4機関合同）JST基本コース　　　など 行事 全学

2月の行事予定 2/25-26　個別学力試験（前期日程）　　　など 行事 全学
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熊本大学医学部附属病院規則の一部改正
中央検査部に新たに一般外来検査室、免疫検査室、中央採血室を設置したこ
と等によるもの。10/12/18から施行

規則 医学部附属病院

熊本大学看護教育等検討委員会要項 10/12/17から実施 規則 全学

本学で4,962人が受験　大学入試センター試験 1/16-17まで実施 入試 全学

熊本大学留学生交流パーティーを開催 1/22北地区食堂にて開催 行事 全学

熊本大学医学部附属病院で再開発整備事業の着
工式を挙行

1/12に附属病院再開発整備事業の着工式を挙行。再開発計画の完成予想図の
掲載有

行事 医学部附属病院

民間等との共同研究の受入れ 全1研究（薬学研究科1） 研究・教育 全学

特別講演会「大学のセクハラ体質」　=同和・
人権問題特別講演会を開催=

1/11に「同和・人権問題特別講演会」として、「大学のセクハラ体質」を
テーマに東京大学大学院人文社会系研究科教授上野千鶴子氏の講演を開催

セミナー 全学

主要日誌（1月） 1/16-17　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

3月の行事予定
3/25　卒業式
3/26　退職時の永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

熊本大学受託研究規則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学受託研究員規則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規
則の一部改正

11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学庁舎等使用取扱細則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学寄贈物品取扱規則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学病理解剖受託規則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並び
に授業料の徴収猶予取扱規則の一部改正

11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学寄宿舎規則の一部改正 11/1/11から施行 規則 全学

熊本大学医学部附属病院研修登録医受入れ規則
の一部改正

11/1/11から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院受託実習生受入規則の
一部改正

11/1/11から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院研修生受入規則の一部
改正

11/1/11から施行 規則 医学部附属病院

2・11559

259/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

熊本大学学長特別補佐支援事務室設置要項 11/1/21から実施 規則 全学

熊本大学医学部附属病院長選考規則の一部改正 11/1/21から施行 規則 医学部附属病院

平成11年度熊本大学入学試験志願状況 2/3に締め切りの平成11年度入学試験志願状況について（付表有） 入試 全学

中華人民共和国桂林工学院と学術交流協定
1/25に工学部及び大学院自然科学研究科が中国桂林工学院と学術交流協定を
締結

海外交流 工学部

インターネットを利用した“SOSEKI”平成11年
4月からスタート

2/12に学務情報システムSOSEKIの紹介を含めたセレモニー及び記念講演絵画
工学部管理棟講義室にて開催された。SOSEKIは平成11年4月から運用開始予
定

設備 全学

熊本大学地域共同研究センター「高度技術研
修」の実施について

1/22、29の両日、“高機能先端材料創製のための新プロセス並びに高度評価
技術”の修得を主題として実施

セミナー 地域共同研究センター

主要日誌（2月） 2/25-26　個別学力試験（前期日程）　　　など 行事 全学

4月の行事予定 4/9　平成11年度入学式　　　など 行事 全学

2,470人、学び舎巣立つ　平成10年度卒業式・
学長告辞

3/25日熊本県立劇場コンサートホールにて挙行。学長告辞掲載有 行事 全学

一般選抜に1,724人が感激の合格　平成11年度
入学者選抜合格発表

前期合格発表は3/9、後期は3/21 入試 全学

永年の本学発展の御尽力に感謝します！　退職
時永年勤続者表彰式

3/26事務局大会議室において挙行 行事 教職員

文学部長　桑原莞爾教授

法学部長　中村直美教授

理学部長　甲斐文朗教授

薬学部長　上釜兼人教授

附属病院長　生塩之敬教授

医療技術短期大学部部長　尾道三一教授

主要日誌（3月）
3/9　熊本大学産学官連携研究推進機構シンポジウム
3/25　平成10年度卒業式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/6　事務協議会　　　など 行事 全学

熊本大学遺伝子改変マウス作成等受託規則 11/4/1から施行 規則 動物資源開発研究センター

新任部局長紹介 全学人事

・ 3560 11

4・11561
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熊本大学遺伝子改変マウス作成等受託実施細則 11/4/1から施行 受賞 動物資源開発研究センター

熊本大学学則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置等に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院学則の一部改正
自然科学研究科生産システム科学専攻及びシステム情報科学専攻の設置、教
育学研究科教科教育専攻音楽専修の設置等に伴うもの。11/4/1から施行

規則 全学

熊本大学自己評価委員会規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学消防団規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学発明規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学学長選考規則施行細則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学明教授称号授与規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学教員倫理規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員健康安全管理規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学に勤務する職員の週休日等に関する規
則の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における民間機関等との共同研究規則
の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学受託研究規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学毒物及び劇物取扱い要項の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学文書処理規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学公印規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学発明実施細則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用
ネットワーク運用管理要項の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学放射線障害防止共通細則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学
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熊本大学旅行命令権の復委任に関する規則の一
部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学給与簿実施要領の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要
項の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学所属出納官吏等の任命等に関する規則 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における予算執行職員の補助者指定に
関する規則の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学奨学寄附金受入及び委任経理事務取扱
規則の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学国有財産取扱規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学防火規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学物品管理事務取扱規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学物品無償借入取扱規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策
定等に関する取扱要項

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学における購入物品の機種選定に関する
取扱要項

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学会計監査実施規則の一部改正 衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学の会計期間の事務の一部を処理させる
職員、事務の範囲等を定める規則の一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学債権管理及び歳入徴収事務取扱規則の
一部改正

衝撃・極限環境研究センターの設置に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学大学院等検討委員会規則の一部改正 工学研究科及び理学研究科の廃止に伴うもの。11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学事務組織規則の全部を改正する規則 事務組織の改革に伴うもの。11/4/1から施行 規則 事務局

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部改正

11/4/8から施行、11/4/1から適用 規則 全学

熊本大学一般教育履修規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 全学

熊本大学専攻科規則の一部改正
特殊教育特別専攻科精神薄弱教育専攻を知的障害教育専攻に改めることに伴
うもの。11/4/1から施行

規則 専攻科
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熊本大学大学院文学研究科規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 文学部

熊本大学教育学部規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院教育学研究科規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 教育学部

熊本大学大学院法学研究科規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 法学部

熊本大学医学部規則の一部改正 救急医学講座の新設に伴うもの。11/4/1から施行 規則 医学部

熊本大学医学部附属病院規則の一部改正 中央診療施設に医療情報部が設置されるため。11/4/1から施行 規則 医学部附属病院

熊本大学大学院薬学研究科規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 薬学部

熊本大学工学部教授会規則の一部改正 11/4/1から施行 規則 工学部

熊本大学大学院自然科学研究科規則の一部改正
生産システム科学専攻及びシステム情報科学専攻の設置等に伴うもの。
11/4/1から施行

規則 自然系

熊本大学大学教育研究センター規則の一部改正
大学教育研究センター研究部の業務をファカルティ・ディベロップメントに
関する調査・研究及び教養教育の支援に移行すること等に伴うもの。11/4/1
から施行

規則 大学教育研究センター

平成11年度入学式　学長告辞
4/9熊本県立劇場コンサートホールにて挙行され、2,769人が入学。学長告辞
掲載有

行事 全学

熊本大学法学部　華東政法学院と研究者の交流
締結

3/29に前法学部長清正寛教授、新法学部長中村直美教授、法学科長若曽根健
治教授及び葉陵陵助教授（公共政策学科）が中国にと講師、華東政法学院
（曹健明院長）と国際交流協定を締結。法学部としては初めての国際交流協
定

海外交流 法学部

ネゲフ・ベングリオン大学から校長、工学部長
が来学

4/12にネゲフ・ベングリオン大学（イスラエル）のフィンガー・ナーハム校
長とガビ・ベンドール工学部長が学長を表敬訪問

海外交流 全学

産学官連携研究推進機構石原修教授・木田建次
教授、平成10年度即効型地域コンソーシアム研
究開発事業に採択される

研究開発プロジェクト名は「バイオリサイクリング技術による資源環境型産
業の開発」。平成10年度第三次補正通商産業省予算による「即効型地域コン
ソーシアム研究開発」制度において採択されたもの

研究・教育 産学官連携研究推進機構

春の生存者叙勲　本学関係者3名が受章
勲三等旭日中綬章を奥村孝一名誉教授（元教養部長）が、勲三等瑞宝章を菅
村央名誉教授（元教育学部教授）と北村敏夫名誉教授（元医学部教授）がそ
れぞれ受章

受賞 全学

主要日誌（4月） 4/9　平成11年度入学式　　　など 行事 全学

6月の行事予定 6/7　事務協議会　　　など 行事 全学

熊本大学先端科学技術共同研究センター（仮
称）設置検討委員会要項

11/4/15から実施 規則 全学

熊本大学及び熊本大学医療技術短期大学部研究
生等の授業料並びに熊本大学公開講座講習料に
関する規則の一部改正

11/4/8から施行、11/4/1から適用 規則 全学

熊本大学附属図書館文献複写規則の一部改正 11/4/15から施行、11/4/1から適用 規則 図書館

5・11562
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熊本大学評議会規則の一部改正 11/4/22から施行 規則 全学

熊本大学教育委員会教養教育専門委員会要項の
一部改正

11/4/22から実施 規則 教養

工学部物質生命化学科生物科学工学研究室　広
瀬勉教授・後藤元信助教授・児玉昭雄助手、平
成11年度「新規産業創造型提案公募事業
（NEDO)」に採択される

研究開発プロジェクト名は「太陽熱駆動型オープンサイクル吸着式除湿冷房
プロセスの開発」。新エネルギー・産業技術総合開発機構による「新規産業
創造型提案公募事業」のエネルギー・環境分野で採択されたもののうちのひ
とつ

研究・教育 工学部

薬学部で消防訓練 5/21薬学部において消防訓練を行なった 行事 薬学部

主要日誌（5月）
5/12　熊本大学名誉教授称号授与式
5/12　熊本大学名誉教授懇談会　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/6　培材大学総長表敬訪問　　　など 行事 全学

熊本大学事務協議会規則 （詳細不明） 規則 事務局

熊本大学事務情報化推進委員会要項 （詳細不明） 規則 事務局

熊本大学環境保全センター規則 （詳細不明） 規則 環境保全センター

熊本大学環境保全センター運営委員会規則 （詳細不明） 規則 環境保全センター

熊本大学コンピュータ西暦2000年問題対応プロ
ジェクトチーム設置要領

（詳細不明） 規則 全学

熊本大学組換えDNA実験安全管理細則 （詳細不明） 規則 全学

工学部小田勇教授「溶接学会平成10年度溶接学
術振興賞」受賞

工学部知能生産システム工学科の小田勇教授が溶接学会より平成10年度溶接
学術振興賞を受賞

受賞 工学部

国公立大学薬学部長（科長・学長）会議の開催 5/28に熊本大学薬学部を当番校としてKKR HOTEL TOKYOで開催 行事 薬学部

熊本大学医学部附属病院臨床研修懇話会を開催
5/21ニュースカイホテルにおいて開催。なお、今後更に検討を続けていく必
要があることから、会の名称を「熊本大学医学部関連教育施設連絡協議会」
と改称し、定期的に開催することになった

行事 医学部

公務員の使命と心構えを学ぶ
6/21-23にかけて、平成11年度の新採用職員を対象とした研修を開催（於大
学院自然科学研究科ゼミナール室）

セミナー 事務局

主要日誌（6月） 6/1　社会教育主事講習運営委員会　　　など 行事 全学

8月の行事予定
8/6　熊本大学学部説明会
8/11　社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

熊本薬専教授　上田茂次郎
熊本医科大学・薬学専門学校でドイツ語の教員を務めた上田茂次郎について
のコラム

コラム 前身校

文学部上村直己教授
による連載「九州の
日独文化史」第１６
回

培材大学校（韓国）と大学間交流協定締結

7/6に協定締結式を挙行。参加者は培材大学校から朴総長、金工科大学長、
林中小企業支援研究所長ら6名が、熊本大学から江口学長、生野工学部長、
秋吉大学院自然科学研究科長、甲斐理学部長、吉玉留学生センター長ら10名
が出席

海外交流 全学

・ 6

564 11 ・ 7

563 11

565 11 ・ 8

264/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

工学部大津政康教授「アメリカ・アコース
ティック・エミッション研究会　論文賞」受賞

工学部環境システム工学科の大津政康教授がアメリカ・アコースティック・
エミッション研究会より論文賞を受賞

受賞 工学部

文学部小川剛生講師「第25回日本古典文学会
賞」受賞

文学部小川剛生講師が論文「室町木の即位灌頂-東山御文庫蔵『御福照院関
白消息』をめぐって-」により第25回日本古典文学会賞を受賞

受賞 文学部

循環科学フォーラム開催される 6/5に熊本大学工学部主催、熊本大学・文学会後援で開催 行事 工学部

工学部創立百周年記念事業学術振興助成事業を
開始

工学部では、国際的学術交流への貢献と教育研究の萌芽を育てることを目的
として、創立百周年記念学術振興助成金による助成事業を開始（平成11年度
から7年間を予定）

研究・教育 工学部

主任の責務と大学行政の課題等について学ぶ
平成11年度4機関合同主任研修を実施

7/21-23まで熊本大学及び国立阿蘇青年の家を研修会場にして実施 セミナー 事務局

主要日誌（7月） 7/5　培材大学（韓国）総長訪問　　　など 行事 全学

9月の行事予定
9/27-10/1　平成11年度（第36回）九州地区国立学校等会計事務研修
など

行事 全学

工学部百周年記念事業　「重文工作機械動態保
存化修復事業」終了記念披露会

工学部百周年を契機に全工作機械を運転できるように修復することとなり、
本年5月末に修復を終了、7/21に記念式典と共に一般公開を行なった。ま
た、8/6にも一般公開を行なった

行事 工学部

教育学部附属教育実践研究指導センター中山玄
三助教授、平成11年度日本科学教育学会科学教
育研究奨励賞　受賞

教育学部附属教育実践研究指導センター中山玄三助教授は論文「Changing
the Science Curriculum toward the Promotion of Science Literacy for
all in japan」により平成11年度日本科学教育学会科学教育研究奨励賞を受
賞

受賞 教育学部

附属図書館　国際デザイン協議会2位入賞グ
ループとの意見交換会を開催

8/5、附属図書館では米国「ACADIA」主催の国際デザイン協議会で2位に輝い
た大学院自然科学研究科のグループを招いて入賞作品のプレゼンテーション
と意見交換を開催（協議会のテーマは「情報化時代の図書館」）

行事 図書館

大学院自然科学研究
科のグループについ
ては両角・位寄研究
室HPや4/6付熊日に掲
載有

主要日誌（8月） 8/11　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

10月の行事予定
10/15　留学生センター日本語研修開講式（後期）
10/20　平成11年度解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

最初の女性独語教師　ゾフィー・ビュットナー 旧五高で教鞭をとった女性独語教師についてのコラム コラム 前身校

受賞　1999年度計測自動制御学会論文賞
工学部知能生産システム工学科の柏木濶教授、原田博之助教授及び山口晃生
講師が論文「M返還の性質と同定への応用」より1999年度計測受動制御学会
論文賞を受賞

受賞 工学部

平成11年度九州地区国立学校事務情報化担当職
員研修（パソコン指導者養成コース）

8/31-9/3まで国立阿蘇青年の家において実施 セミナー 事務局

平成11年度熊本大学（県内3機関合同）技術職
員研修実施

8/24-26にかけて教室系技術職員を対象として開催 セミナー 事務局

平成11年度熊本大学安全管理講習会を開催 9/10に教職員を対象とし、安全管理委員会の主催で開催 セミナー 教職員

熊本大学環境保全センター発足
6/1に発足した環境保全センターの発足にあたってのセンター長挨拶、セン
ター概要

コラム 環境保全センター

主要日誌（9月） 9/20-22　平成11年度県内4機関合同係長研修　　　など 行事 全学

11月の行事予定
11/1　大学祭
11/2　キャンパスクリーンデー　　　など

行事 全学
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附属図書館第16回特殊資料展
10/30-11/1の3日間「天草・島原の乱」をテーマに開催。10/31には吉村豊雄
文学部教授による「細川家と天草四郎」と題した公開講演会を開催

行事 図書館

五高記念館で初の公開講座
10/23-24にかけて「五高記念館から日本近代を考える」をテーマに初の公開
講座を開催

行事 五高記念館

附属図書館で中学生の職場体験学習
10/5に附属図書館は市立桜山中学校から職場体験学習の生徒7名を受け容れ
て職場体験を実施

行事 図書館

附属病院外来総合窓口の案内サービスを通して
体験研修

10/18-11/16まで、附属病院において事務部係長及び専門職員を対象として
附属病院特別体験研修を実施

行事 医学部附属病院

教育学部と広西師範大学教育科学学院（中国）
が学術交流協定を締結

11/9に教育学部は中国桂林市の広西師範大学教育科学学院と学術交流協定の
調印式を行なった

海外交流 教育学部

法学部で創立20周年記念シンポジウムを開催
11/13に法学部創立20周年を記念として「国際支援に向けていま何ができる
か-法・人権・環境をめぐって」をテーマとする公開シンポジウムを開催

行事 法学部

法学部におけるFD講演会の開催
11/17に法学部で京都大学高等教育教授システム開発センターの大山泰宏助
教授を講師として「FD共同体の生成へ向けて」と題するFD講習会を開催

行事 法学部

1998年度ノーベル賞受賞者UCLA教授イグナロ博
士特別講演会開催される

10/4に医学部においてUCLAのルイス・イグナロ教授による「一酸化チッソの
哺乳動物における生理学的悪割の重要性」に関する特別講演会が開催された

行事 医学部

受賞　中国医学会名誉会員及びアメリカ放射線
医学会特別名誉会員

医学部放射線医学教室の高橋睦正教授が中国医学会とアメリカ放射線医学会
から名誉会員及び名誉特別会員の顕彰を受賞

受賞 医学部

受賞　韓国自動制御学会功績賞
工学部知能生産システム工学科柏木濶教授が韓国自動制御学会から永年にわ
たる韓国自動制御学術会議における「Significant Contribution and
Continuous Support」に対して功績賞を受賞

受賞 工学部

平成11年秋の褒章（紫綬褒章）
11/2付け発表の秋の褒章の受章者において松田一郎名誉教授（元医学部附属
病院長）が紫綬褒章を受章

受賞 全学

秋の生存者叙勲
11/3発表の秋の生存者叙勲において松山公一名誉教授（元熊本大学長）が勲
二等旭日重光章を受章

受賞 全学

主要日誌（10月）
10/8　産学官技術交流会
10/20　解剖慰霊祭
10/22　ドイツ癌センター総長ハウゼン氏表敬訪問　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/9　部局長会議　　　など 行事 全学

平成11年度新教育課程研究協議会を熊本大学で
開催

12/11に「21世紀の教育像を求めて」をテーマに開催 行事 全学

附属図書館の「学術資料調査研究推進室」を開
室

11/26に熊本大学ならではの特色あるコレクションや学術研究の成果も体系
的に収集整理し、今後の研究に役立てるとともに広く学外に発信していくこ
とを目的とした「熊本大学学術資料調査研究推進室」の開室式が行なわれた

行事 図書館

第20回国立学校等研究協力部課長会議を開催 11/18-19に本学の当番で開催（於ニュースカイホテル） 行事 全学

テキサス大学ヘルスサイエンスセンターサンア
ントニオ校の萩野教授が来学

11/10にテキサス大学ヘルスサイエンスセンターサンアントニオ校
（UTHSCSA）との大学間交流協定の締結に伴い、同校の萩野教授が来学

海外交流 全学

医学部附属病院でコンピュータ西暦2000年問題
シミュレーションを実施

11/21に医学部附属病院でいわゆるコンピュータ西暦2000年問題を想定した
シミュレーションを行なった

行事 医学部附属病院

文学部創設記念式典を実施
11/27に文学部では『熊本大学　文科・文学部50周年』と銘打って学部創設
の記念式典と記念事業（公開シンポジウム、記念講演会）を開催

行事 文学部

11
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法学部創立20周年・熊本法律研究会創設20周年
記念シンポジウム

12/4に「地方における法科大学院の必要性-連携と協力への模索-」と題する
シンポジウムで開催

行事 法学部
シンポジウムの詳細
は「熊本法学」に掲
載予定

法学部　外部評価を実施
11/27-28、法学部は両日に渡って外部評価を実施。今回は特に「教育」に焦
点を当て、法学部及び大学院法学研究科について行なわれた

行事 法学部

第2回5大学化学シンポジウム開催
11/12に大学院自然科学研究科ゼミナール室において、理学部物質化学科の
当番で開催された

行事 理学部

工学部　消防訓練を実施 11/19に工学部では例年実施の消防訓練を行なった 行事 工学部

附属病院　総合防火訓練を実施 11/26熊本市西消防署の協力で実施 行事 医学部附属病院

受賞　平成12年度日本薬学会賞
薬学部薬化学研究室の國枝武久教授が「複素五員環化合物を反応素子とする
超公立不斉合成法の開発」により平成12年度日本薬学会賞を受賞

受賞 薬学部

受賞　平成11年度シクロデキストリン学会奨励
賞

大学院薬学研究科臨床薬学専攻病態・生体情報学講座入江徹美教授が「生体
適合性シクロデキストリンを用いたペプチド・蛋白性薬物の製剤特性の改
善」によりシクロデキストリン学会賞を受賞

受賞 薬学部

熊本大学永年勤続者表彰式・文部省永年勤続者
表彰状伝達式

11/24にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行された 行事 教職員

主要日誌（11月）
11/2　キャンパスクリーンデー
11/18-19　第20回国立大学研究協力部課長会議　本学当番　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/15-16　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

年頭所感　学長 江口学長によるもの。大学の独立行政法人化について言及 コラム 全学

年頭所感　事務局長 岩崎事務局長によるもの。大学改革等について コラム 全学

夢化学探検'99
12/11に工学部物質生命化学科及び理学部物質化学科の教職員・学生を中心
として開催

行事 工学部

平成11年度4機関合同JST応用実践コースを実施 12/13-15まで事務局大会議室等において実施 セミナー 事務局

生涯生活設計セミナー（退職準備型）を開催
12/15に本年度退職予定者及び近い将来退職が予定される教職員とその配偶
者を対象として開催

セミナー 教職員

医学部附属病院会計事務特別研修を実施
10/12-12/14まで事務職員の資質向上及び意識改革を推進し、病院経営の効
率化・適正化を図るために事務職位を対象として実施

セミナー 事務局

同和・人権問題特別講演会を開催
12/15に教職員・学生を対象に、大阪大学文学研究科杉原達教授を迎え「国
際化時代の人権と共生-大阪の朝鮮人の歴史から考える-」と題する講演会を
開催

行事 全学

主要日誌（12月） 12/15　カナダケベック州ラバル大学中島教授来学　　　など 行事 全学

2月の行事予定 2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など 行事 全学

大学入試センター試験 1/15・16に実施 入試 全学

12
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熊本大学留学生交流パーティー開催 1/21に北地区食堂において開催 行事 留学生

平成11年度語学実践（英会話）研修を実施 昨年10/7-12/24まで附属図書館において実施 セミナー 事務局

平成11年度（第13回）工学部技術部研修会実施 11/4に工学部研究棟Ⅰにおいて実施 セミナー 事務局

主要日誌（1月） 1/31-2/4　会計検査院会計実地検査　　　など 行事 全学

3月の行事予定 3/24　平成11年度卒業式　　　など 行事 全学

私立大学の経営等に関する特別講演会を開催
2/14工学部225番教室において志学館大学企画課長冨澤三木雄氏、麻生学園
常務理事八木淑夫氏を招いて開催。独立行政法人化をにらんでのもの

行事 全学

「大学改革と情報基盤」をテーマに学術講演会
を開催

1/26に附属図書館と総合情報処理センターの共催により講演会を開催 行事 全学

教育学部外部評価報告書を刊行 学外者による評価を初めて実施し、報告書にまとめて11年12月に刊行 評価 教育学部

主要日誌（2月） 2/25-26　個別学力検査　　　など 行事 全学

4月の行事予定 4/11　入学式　　　など 行事 全学

平成11年度卒業式-2,541人、学び舎巣立つ- 3/24熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。学長式辞掲載有 行事 全学

大学院自然科学研究科「リフレッシュ教育
フォーラム」を開催

3/13に文部省より受けた「平成11年度リフレッシュ教育推進経費」により
「リフレッシュ教育フォーラム」を実施

行事 自然系

大学院改革に係るFD講演会を開催
2/22に北陸先端科学技術大学院学長示村悦二郎氏を招いて「大学院改革の課
題と展望」をテーマとしたFD講習会を開催

行事 自然系

医学部附属病院現地再開発、いよいよ着工へ
3/15に熊本大学医学部附属病院西病棟新営工事起工祝賀会を挙行。医学部附
属病院の再開発事業についての概要の掲載有

施設 医学部附属病院

熊本大学が「インターネット合否速報」を開始 平成12年度入試から「インターネットによる合否速報」サービスを開始 入試 全学

退職時永年勤続者表彰式 3/22にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 教職員

副学長紹介 宮本英七教授、森光昭教授 人事 全学

理学部長　黒澤和教授

医学部長　川村祥介教授

工学部長　岩井善太教授 全学人事新部局長紹介

・ 4
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自然科学研究科長　園田頼信

角地敏弘　事務局長

運営諮問会議構成員 松山元学長他7名が就任 人事 全学

評議員 12/4/1～の評議員名簿 人事 全学

運営会議委員 12/4/1～の運営会議委員名簿 人事 全学

熊本大学事務機構図 事務機構図。課長以上の配属について記載有 その他 事務局

主要日誌（3月）
3/24　平成11年度卒業式
3/27　モンタナ大学ラビノビッチ教授表敬訪問　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/11　事務協議会　　　など 行事 全学

平成12年度入学式
4/11に第52回入学式を熊本県立劇場コンサートホールで挙行、江口学長式辞
掲載有

行事 全学

エイズ学研究センター・動物資源開発研究セン
ター棟が竣工

5/12に2月に竣工したエイズ学研究センター・動物資源開発研究センターの
竣工記念式典を挙行

行事 生命系

受賞「第58回日本金属学会功績賞」
大学院自然科学研究科生産システム科学専攻西田稔教授が第58回日本金属学
会功労賞を受賞

受賞 工学部

主要日誌（4月）
4/11　平成12年度入学式
4/25　培材大学より表敬訪問
4/28　塩谷熊本県知事表敬訪問　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/22　運営委員会　　　など 行事 全学

発生医学研究センターが開設
5/19に本年4月に設置が認められた発生医学研究センター（学内共同教育研
究施設）の開設記念式典を挙行

行事 発生医学研究センター

名誉教授称号授与式を開催 5/17に5名の元教授が出席し、授与式を開催。全6名に授与 行事 教職員

名誉教授懇談会を開催
5/17にくすの木会館レセプションルームで開催。懇談会に先立ち、五高記念
館前で記念撮影

行事 教職員

薬学部で消防訓練
5/19に熊本市中央消防署の協力の下、教職員及び学生約400名が参加して挙
行

行事 薬学部

主要日誌（5月）

5/12　熊本大学エイズ学研究センター動物資源開発研究センター建物竣工披露式典
5/16　モンタナ州立大学より表敬訪問
5/17　名誉教授称号授与式
5/17　名誉教授懇談会
5/19　熊本大学発生医学研究センター開設記念式典　　　など

行事 全学

7月の行事予定
7/17-19　平成12年度厚生指導担当教官研究会
7/25　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会　　　な
ど

行事 全学

熊本大学文教懇談会を開催 6/29に「熊本大学と地域との連携について」を議題に意見交換を行なった 行事 全学

574 12 ・ 5

575 12 ・ 6

576 12 ・ 7

269/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

工学部と自然科学研究科がベルフォール・モン
ベリアール工科大学（フランス）と部局間学術
交流協定締結

6/14にフランスのベルフォール・モンベリアール工科大学のビュアボワ学
長、コット教授、デュラン教授、ペ教授（アジア留学生担当教官）が本学を
訪問し、工学部・大学院自然科学研究科と部局間学術交流協定の調印式を挙
行

海外交流 工学部

教育学部が熊本県教育委員会と教育懇談会を開
催

6/27に毎年定期的に開催している熊本県教育懇談会をくすの木会館で開催。
「現職教員の大学院における再教育について」「教員養成の在り方につい
て」「教育に関わる諸問題について」3つの議題について協議を行なった

行事 教育学部

附属病院外来ロビーでの案内サービスを通して
体験研修

6/12-7/4まで附属病院事務職員を対象に特別体験研修を実施 行事 医学部附属病院

主要日誌（6月）

6/1　バーミンガム大学より表敬訪問
6/16　視学委員実地視察（薬学部にて）
6/19-21　新採用職員研修
6/29　熊本大学文教懇談会（KKRホテル熊本）　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/4　学部説明会・研究室公開（各学部等）
8/9　社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

第1回熊本大学運営諮問会議を開催
7/17に外部有識者9人の委員で構成される運営諮問会議を事務局大会議室に
おいて開催

会議 全学

第30回（平成12年度）熊本大学社会教育主事講
習を開催

7/5-8/9まで、国立阿蘇青年の家や本学において開催 セミナー 全学

大学間交流協定校のネゲフ・ベングリオン大学
（イスラエル）及びエーゲ大学（トルコ）を江
口学長が表敬訪問

7/3にイスラエルのネゲフ・ベングリオン大学レクターのナーハム・フィン
ガー教授を江口学長が表敬訪問し、学術交流の推進について意見交換等を行
なった
7/5にトルコのエーゲ大学レクターのレフェ・シァギリ教授を江口学長が表
敬訪問、学術交流の推進について意見交換を行なった

海外交流 全学

順天郷大学校（大韓民国）から李総長一行が表
敬訪問

7/21に順天郷大学校（大韓民国)の李総長、金総長室・国際プログラム室長
及び李国際交流課長並びに李駐福岡大韓民国領事及び白忠清南道熊本事務所
長が江口学長を表敬訪問

海外交流 全学

名誉教授称号授与式を開催
7/13に5/31付体感の出田透元保健管理センター教授に熊本大学名居教授称号
を授与

行事 全学

新汎用（給与計算・共済組合）事務システム説
明会を開催

7/31/8/4まで、国立学校事務情報化汎用システム（給与計算事務システム及
び共済組合事務システム）導入説明会を本学が当番校として工学部管理棟1
階講義室で開催。熊本大学は共済組合事務システムの開発校

セミナー 事務局

熊本大学医学部関連教育施設連絡協議会を開催
6/15に市内のホテルで開催。卒後臨床研修の必修化に向けた取り組みについ
て協議

会議 医学部

工学部で「科学研究費申請に向けて」勉強会を
開催

7/13に「科学研究費申請に向けて（その1）-早期取組みの必要性-」と題し
た勉強会を開催

セミナー 工学部

平成12年度工学部技術部職員研修（その1）を
実施

7/18に環境問題に焦点を当てた個別研究会を開催 セミナー 工学部

ラジオ講座（熊本大学オン・エアー）が9月3日
（日）から始まる！

9/3-12/3まで、テーマは「知識の森散歩」 公開講座 全学

平成12年度熊本大学放送公開講座（テレビ講
座）

11/5-12/17まで、テーマは「生命と倫理」 公開講座 全学

主要日誌（7月）
7/5-8/9　社会教育主事講習
7/17　熊本大学（県内4機関合同）中堅職員研修
7/18　順天郷大学より表敬訪問　　　など

行事 全学

9月の行事予定 9/7　事務連絡協議会　　　など 行事 全学

高等学校進路指導担当者との入試懇談会を開催
7/25に今年度の高等学校進路指導担当者との入試懇談会を工学部2号館を主
会場に開催

入試 全学

「さがしタイケンin熊本」を開催
8/4に全学部において「さがしタイケンin熊本」と題した「学部説明会・研
究室公開」を開催

行事 全学

577 12 ・ 8
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医学部附属病院で院内コンサート開催
8/1に医学部附属病院外来ロビーにおいて、小児科ボランティア「たんぽぽ
の会」による院内コンサートを開催

行事 医学部附属病院

主要日誌（8月） 8/9　社会教育主事講習閉講式　　　など 行事 全学

10月の行事予定 10/12　熊本大学学長選挙　　　など 行事 全学

平成12年度熊本大学（県内3機関合同）技術職
員研修実施

8/22-24まで、教室系技術職員を対象に実施 セミナー 事務局

医学部で「第1回医学教育ワークショップ」を
開催

9/2-3に「第1回医学教育ワークショップ」を開催。FD活動の一環として、教
育活動の基本になる「カリキュラム・プランニング」をメインテーマに、授
業担当教官の意識の向上を目的として開いたもの

セミナー 医学部

附属病院医療事務特別研修を実施 7/13-8/30にかけて「医療事務特別研修」を実施 セミナー 医学部附属病院

医療事故防止についての講演会を実施 9/8に医療事故防止対策の一環として講演会を開催 行事 医学部附属病院

附属図書館でWebUIPを使用した初めての地域講
習会を開催

8/28-9/1まで国立情報学研究所との共催による「目録システム」及び「ILL
システム」の地域講習会を開催

セミナー 図書館

主要日誌（9月） 9/4　情報公表部会　　　など 行事 全学

11月の行事予定 11/22　永年勤続者表彰式　　　など 行事 全学

附属病院で第二回治験実施講習会を開催 9/8に文部省医学教育課鳥居係長を講師として招き、治験実施講習会を開催 セミナー 医学部附属病院

附属病院会計事務特別研修を実施
9/12-10/27まで事務職員の資質向上及び意識改革を推進し、病院経営の効率
化・適正化を図るために事務職員を対象に開催した「会計事務特別研修」を
実施

セミナー 医学部附属病院

受賞　平成12年度日本シクロデキストリン学会
賞

薬学部製剤学研究室上釜兼人教授が「シクロデキストリンを用いた高性能薬
物放出システムの設計と評価」に関する研究により平成12年度日本シクロデ
キストリン学会賞を受賞

受賞 薬学部

主要日誌（10月）
10/12　熊本大学学長選挙
10/18　平成12年度解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/12　平成12年度生涯生活設計セミナー（退職準備型） 行事 全学

熊本大学公開シンポジウムを開催
11/1に理学部・工学部・自然科学研究科主催によるシンポジウム「21世紀の
有明・八代海沿岸域の環境を考える」を開催（於熊本市国際交流会館）

行事 自然系

「ラフカディオ・ハーン生誕150年祭記念特別
展」を開催

11/3-19まで熊本大学五高記念館においてラフカディオ・ハーン生誕150年記
念祭特別展示店を開催

行事 五高記念館

県下高等学校長との入試懇談会を開催 10/20に熊本厚生年金会館で公・私立45校の参加を得て開催 行事 全学

附属図書館で第17回特殊資料展を開催
11/3-5に工学部北野隆教授指導の下で「永青文庫による細川家（藩）の大名
屋敷」をテーマに資料展を開催。11/3には北野教授による「細川家（藩）の
江戸屋敷」と題した公開講演会を開催

行事 図書館

工学部探検2000を開催
11/3に工学部全学科及び大学院自然科学研究科（工学系）の教職員及び学生
の参加の下黒髪南キャンパスにおいて開催

行事 工学部
工学部の全学科が参
加したのは今回が初
めて

579 12 ・ 10
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平成12年度生涯生活設計セミナー（生涯生活充
実型）を開催

10/23-24の両日熊本厚生年金会館において開催 セミナー 教職員

受賞「平成12年度放射線安全管理功労者表彰」
科学技術庁長官賞

黒髪地区放射性同位元素総合研究室（工学部）の岸川俊明助教授が平成12年
度放射線安全管理功労者表彰式において科学技術庁長官賞を受賞

受賞 工学部

受賞　日本吸着学会奨励賞
工学部物質生命化学科の児玉昭雄助手が「ハニカム回転吸着装置を用いたデ
シカント空調プロセスに関する研究」により平成12年度日本吸着学会奨励賞
を受賞

受賞 工学部

主要日誌（11月）

11/1　熊大公開シンポジュウム
11/3-5　熊本大学熊粋祭
11/6　キャンパスクリーン・デー
11/22　熊本大学永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/20-21　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

年頭所感（学長） 「新しい世紀を迎えて」と題する江口学長によるコラム コラム 全学

熊本TLO設立に向けて産学官連携セミナーを開
催

12/1に現在設立準備を進めている熊本TLOの役割や方向性について考える熊
本大学産学官連携セミナーを工学部で開催

セミナー 全学

平成12年度知的所有権セミナーを開催
11/7に文部省及び本学主催により「平成12年度知的所有権セミナー-生命科
学分野における知的所有権-」が開催された

セミナー 全学

平成12年度熊本大学（県内4機関合同）パソコ
ン研修

12/4から事務系職員を対象としたパソコン研修会を開催 セミナー 事務局

生涯生活設計セミナー（退職準備型）を開催
12/12に本年度退職予定者及び近い将来退職が予定される教職員とその配偶
者を対象として開催（於メルパルク熊本）

セミナー 教職員

工学部で消防訓練を実施 12/1に例年実施されている消防訓練を行なった 行事 工学部

附属病院で平成12年度九州地区国立大学病院医
療保険事務専門研修を開催

11/13-17まで文部省主催による九州地区国立大学病院医療保険事務専門研修
会が本学医学部附属病院を当番として開催された

セミナー 医学部附属病院

附属病院西病棟工事見学会を開催、四床室モデ
ルルームも完成

10/10、11/10の2回にわたり、再開発建物の特徴のひとつである免震装置の
取り付けに伴う工事見学会が職員及び工学部建築学専攻の学生約80名を集め
て行なわれた

施設 医学部附属病院

附属病院で医療事故防止のための大学間チェッ
ク実施

10/16に国立大学病院における医療事故防止への取組みの一環として実施さ
れる、九州地区「医療事故防止のための相互チェック」を大分医科大学及び
鹿児島大学の各リスクマネージメント委員等によって実施された

行事 医学部附属病院

附属病院で災害時の傷病者受入訓練を実施
11/11に熊本市主催で行なわれた熊本市災害医療訓練に連動して、附属病院
においても災害時における傷病者の受入訓練を実施した

行事 医学部附属病院

熊本大学永年勤続者表彰式・文部省永年勤続者
表彰

11/22に大学教育センター多目的会議室において開催 行事 教職員

主要日誌（12月） 12/15　同和・人権問題特別講演会　　　など 行事 全学

2月の行事予定 2/25　個別学力試験（前期日程）　　　など 行事 全学

大学入試センター試験 1/20-21にかけて実施 入試 全学

アルバータ大学（カナダ）と大学間交流協定を
締結

本学はカナダのアルバータ大学と平成13年1月12日付けで学術交流に関する
大学間交流協定を締結

海外交流 全学

1・

2・13583

13582
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附属病院で接遇研修を実施 12/21に職員の接遇技術の向上、意識改革を目的として接遇研修を実施 セミナー 医学部附属病院

平成12年度医学教育等関係業務功労者表彰受賞
看護部婦人科病棟勤務の先任看護助手釘崎邦子氏が文部省の平成12年度医学
教育等関係業務功労者表彰を受賞

受賞 医学部附属病院

教育研修センターNEWS LETTER創刊
附属病院では平成12年10月に院内措置で設置された教育研修センターからの
情報発信として、「教育研修センターNEWS LETTER」を創刊

その他 医学部附属病院

主要日誌（1月） 1/20-21　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

3月の行事予定
3/23　平成12年度卒業式
3/26　平成12年度熊本大学永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

独立行政法人化に関する講演会を開催
2/17に文部科学省高等教育局大学課の杉野大学改革指針室長を講師に招いて
「独立行政法人化に関する講演会」を開催

セミナー 全学

附属病院教育研修センターで特別講演会を実施
1/19に附属病院では教育件数センター主催の特別講演会を実施。本センター
の主催事業第１号

行事 医学部附属病院

課外活動指導者に関する感謝状を贈呈

1/31に体育系4サークル6名、文化系2サークル2名に対して学長室において、
永年本学の課外活動サークルの指導者として、サークル活動の活性化等に顕
著な功績のある人々に対し、「熊本大学における課外活動指導者に対する感
謝状の贈呈要項」に基づいて感謝状及び記念品を贈呈

行事 全学

キティーちゃんが附属病院を訪問
2/20に小児科病棟で、ハーモニーランドからキティちゃんと入院中の子供た
ちが楽しく遊んだ

行事 医学部附属病院

主要日誌（2月）
2/21　大学評価に関する特別講演会
2/27　「韓国と日本の産学交流の現状と連携のあり方」に関する意見交換会
について　　　など

行事 全学

4月の行事予定 4/11　平成13年度入学式　　　など 行事 全学

平成12年度熊本大学卒業式
3/23に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。江口学長による式辞掲
載有

行事 全学

細川佳代子さん講演会「ボランティアの私」を
開催

3/23に附属図書館、生涯学習教育研究センター、熊本県大学図書協議会の三
者共催で細川佳代子氏による講演会を開催（於くすの木会館）

行事 全学

モンタナ州立大学（アメリカ）から学務担当副
学長一行が来学

3/6にモンタナ州立大学のデイビッド・ドーリー学務担当副学長、ノーマ
ン・ピーターソン国際交流室長、イボンヌ・ルドマン国際交流室長補佐が江
口学長を表敬訪問

海外交流 全学

アルバータ大学学外教育学部（カナダ）から英
語教育担当者一行が来学

2/22、本年1月に大学間交流協定を締結したアルバータ大学の学外教育学部
から、ロバート・バーマン教授及びミミ・フィー事務官が宮本副学長を表敬
訪問

海外交流 全学

熊本大学教育学部で教員養成系学部等に関する
講演会を実施

3/7に教育学部で文部科学省高等教育局の石井教育大学室長を講師に招いて
「教員用政経学部及び大学院の課題と今後の在り方について」と題する講演
会を開催

行事 教育学部

寄附講座存続期間の更新について 工学部電気エネルギー先端技術講座（九州電力株式会社） 研究・教育 工学部

退職時永年勤続者表彰式 3/26に大学教育研究センター多目的会議室において挙行 行事 教職員

主要日誌（3月）
3/6　モンタナ州立大学より表敬訪問
3/23　平成12年度熊本大学卒業式
3/29　学長と塩谷県知事との対談　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/23　名誉教授称号授与式及び名誉教授懇談会　　　など 行事 全学

584 13 ・ 3
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平成13年度熊本大学入学式
4/11に第53回入学式を熊本県立劇場コンサートホールで挙行。江口学長式辞
掲載有

行事 全学

「熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター」
を設置

4/1に学内共同教育研究施設として「熊本大学沿岸域環境科学教育研究セン
ター」を理学部内に設置

設置 沿岸域環境科学教育研究センター

「生涯学習教育研究センター」を設置 4/1に生涯学習教育研究センターを設置 設置 生涯学習教育研究センター

熊本大学教育学部附属教育実践総合センターの
開所式を挙行

教育学部の「附属教育実践研究指導センター」を「附属教育実践総合セン
ター」に改組、4月より活動開始。4/27に開所式を挙行

設置 教育実践総合センター

主要日誌（4月）
4/5　沿岸域環境科学教育研究センター看板上掲式
4/11　平成13年度入学式
4/20　生涯学習教育研究センター・情報プラザ開所式　　　など

行事 全学

6月の行事予定
6/5　衝撃・極限環境研究センター及びサテライト・ベンチャー・ビジネ
ス・ラボラトリー建物竣工披露式　　　など

行事 全学

名誉教授称号授与式を実施 5/23事務局大会議室で名誉教授授与式を挙行 行事 教職員

「衝撃・極限環境センター」・「SVBL」合築棟
の竣工記念式典を挙行

6/5に「衝撃・極限環境研究センター」・「サテライト・ベンチャー・ビジ
ネス・ラボラトリー」の合築棟竣工記念式典を挙行

行事 全学

工学部と自然科学研究科が韓国化学技術院
（KAIST)工学部と部局間学術交流協定締結

5/24に工学部及び自然科学研究科と韓国科学技術院（KAIST)工学部との部局
間交流協定の調印式を挙行

海外交流 全学

国立8大学理学部長会議を開催

5/10に熊本大学を当番大学としてKKRホテルにて開催。協議事項は「大学評
価・学位授与機構が実施する分野別教育評価及び分野別研究評価について」
「理学部の将来について」「予算配分について」「理学部教官の任期制につ
いて」

会議 理学部

主要日誌（5月）
5/17　佐々木文化庁長官来学
5/22　五高同窓会樋口五高会代表幹事外2名来学　　　など

行事 全学

7月の行事予定
7/16-18　第4回衝撃工学国際シンポジウム
7/24　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会
など

行事 全学

駐日フランス大使館科学技術参事官一行が来学
6/29に駐日フランス大使館ミシェル・イスラエル科学技術参事官及び九州日
仏学館ジャン・パンキエ副館長が江口学長を表敬訪問

海外交流 全学

新採用職員研修を実施
6/18から3日間、大学院自然科学研究科ゼミナール室で、平成12年10月1日以
降13年4月1日までに新規に採用された事務官・技官を対象に新採用職員研修
を開催

セミナー 事務局

事務職員海外研修機構報告会を開催
7/4に国際教育交流担当職員長期研修プログラムに参加した学生部留学生課
の菊池隆志事務官及び総務部国際課の興梠由華事務官の海外研修帰国報告会
が行なわれた

行事 事務局

熊大通信を創刊
教育研究活動等に関する情報を社会に対して積極的に公表していくために、
学外向けの広報誌「熊大通信」を創刊

その他 全学

主要日誌（6月）
6/5　「サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー」・「衝撃・極
限環境研究センター」合築棟竣工披露式　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/3　学部説明会・研究室公開（各学部等）
8/24　社会教育主事講習閉講式　　　など

行事 全学

放送大学と単位互換協定を締結 7/3に本学及び本学医療技術短期大学部は放送大学との単位互換協定を締結 研究・教育 全学

濟州大學校（大韓民国）教職員一行が来学
7/27に濟州大學校企劃研究室長の呉性寶教授ほか66名の教職員一行が本学を
訪問

海外交流 全学

586 13 ・ 5
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熊大生が海難救助で表彰
7/1に工学部4年の中村浩さんと同学部2年の山口修平さんが鹿児島県入来浜
海岸で海難救助を行い、本学で表彰式が行なわれた

受賞 学生

教育懇談会を開催
7/5に教育学部が熊本県教育委員会との教育懇談会を開催（於くすの木会
館）。「現職教員の大学院における再教育について」「附属学校教諭の定員
削減について」「教育に関わる諸問題について」の3つについて協議

会議 教育学部

社団法人粉体粉末冶金協会第2回論文賞受賞
工学部知能生産システム工学科松田光弘助手及び三浦秀士教授が「焼結低合
金鋼の高性能化に向けたメゾへテロ組織制御」に関する論文について社団法
人粉黛粉末冶金協会から第2回論文賞を受賞

受賞 工学部

「大学案内」と「熊本大学MAP」を作成
入学志願者向けの「熊本大学案内2002」と同冊子と併せて配布する「熊本大
学MAP」を作成。「熊本大学MAP」は入学志願者から大学周辺の生活環境につ
いて知りたいという要望が多かったことから作成されたもの

その他 全学

主要日誌（7月） 7/5　平成13年度第1回熊本大学運営諮問会議　　　など 行事 全学

9月の行事予定 9/20-21　第2回エイズセミナー（国際シンポジウム）　　　など 行事 全学

法学部が韓国・韓南大学校法科大学との学術交
流・学生交流の協定を締結

8/27法学部は韓国の韓南大学校法科大学（法学部）と学術交流・学生交流協
定を締結

海外交流 法学部

第1回熊本大学医学部附属病院臨床研修指導医
研修ワークショップを開催

8/18-19にかけて医学部附属病院では本院総合臨床研修センター主催による
「第1回熊本大学医学部附属病院臨床研修指導医研修ワークショップ」を開
催。本ワークショップは「卒前医学教育の改革」「卒後臨床研修必修化」へ
の対応の一環として実施されたもの

セミナー 医学部附属病院

熊本大学医学部関連教育施設連絡協議会を開催
7/30に「第3回熊本大学医学部関連教育施設連絡協議会」を市内ホテルで開
催

会議 医学部附属病院

講演会「独立行政法人制度の概要について」を
開催

8/9に中央青山監査法人公認会計部長の中元文徳氏を講師として招いて「独
立行政法人の概要について」と題した講演会を開催

セミナー 事務局

寄附講座存続期間の更新について 病態薬効解析学講座（H3/10/1設置、阿蘇製薬株式会社）の存続期間更新 研究・教育 薬学部

主要日誌（8月）
8/1　独法化等調査検討事務プロジェクトチーム会議
8/3　学部説明会・研究室公開（各学部等）
8/9　独立行政法人制度に関する講演会　　　など

行事 全学

10月の行事予定 10/2-3　平成13年度西日本地区国語問題研究協議会　　　など 行事 全学

薬学部が「ISO14001」を取得

薬学部13/9/6付けで環境管理システムの国際規格「ISO14001」を取得。学生
及び教職員の「環境保全の意識高揚」を目的とし、「電気の使用量削減」
「コピー用紙、コンピュータ用紙類の使用量削減」「廃棄物の分別」「毒物
及び劇物等の薬品の管理強化」の運用管理項目を設け、それぞれ達成目標を
定めた環境マニュアルを作成

その他 薬学部

九州地区大学厚生補導職員（中級）研修会を開
催

8/21から4日間にわたり平成13年度九州地区大学厚生補導職員（中級）研修
会が熊本大学で開催された

セミナー 事務局

「知のフロンティア講座」を開催

9/22に生涯学習教育研究センターが地域貢献の一環として一般市民の方に、
科学・技術の発達や世界の動き、人間や社会のメカニズム解明など最先端の
研究を生き生きと分かりやすく伝える公開講演会を開催。第1回目は江口学
長が「生命科学の現在-ヒトという生き物-」と題して講演

行事 生涯学習教育研究センター

主要日誌（9月） 9/22　第1回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など 行事 全学

11月の行事予定

11/2　平成13年度FD特別講演会及びシンポジウム
11/2-4　大学祭（11/2は阿蘇耐久遠歩大会）
11/9　熊本大学産学官技術交流会
11/10　第3回熊本大学「知のフロンティア講座」
11/29　平成13年度国立大学国際交流課長等連絡協議会
11/30　日本学術会議九州・沖縄地区会議科学者懇談会、学術講演会　　　など

行事 全学

生涯学習教育研究センター開所記念式典シンポ
ジウムを開催

10/17に平成13年4月に学内共同教育研究施設として設置された生涯学習教育
研究センターの開所を記念してシンポジウム「生涯学習社会を生きる」を熊
本市国際交流会館で開催

行事 生涯学習教育研究センター

平成13年度九州地区会計事務研修を開催
10/1-5まで文部科学省、独立行政法人教員研修センター及び本学の共催によ
り開催（於国立阿蘇青年の家）

セミナー 事務局

590 13 ・ 9
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平成13年度中国・四国・九州地区国際規格担当
職員研修を開催

10/16-19まで、文部科学省及び本学の主催により開催。平成7年度開始の同
研修は昨年度まで「中国・四国・九州地区国立大学等国際交流担当職員研
修」として開催されていたが、今年度より更に発展し、内容も一新した

セミナー 事務局

主要日誌（10月） 10/2-3　平成13年度西日本地区国語問題研究協議会　　　など 行事 全学

12月の行事予定
12/1　第4回熊本大学「知のフロンティア講座」
12/11　平成13年度生涯生活設計セミナー（退職準備型）
12/15　第5回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など

行事 全学

田中千束氏に紺綬褒章を伝達
11/15に本学に多数の図書を寄贈された田中千束氏に授与された紺綬褒章の
伝達を、ご夫妻を招いて学長室で行なった

受賞 全学

平成13年度国立大学国際交流科長等連絡協議会
を開催

11/29に本学の当番により平成13年度国立大学交際交流課長等連絡協議会が
開催された。「大学競争時代に勝ち残る意識改革」と題した講話の後、「国
立大学等の国際競争力強化のための方策について」を題として協議

会議 事務局

災害時の傷病者受入訓練を実施（医学部附属病
院）

11/3に熊本市主催で行なわれた熊本市災害医療訓練に連動し、附属病院では
災害時における傷病者の受入訓練を実施

行事 医学部附属病院

黒髪南地区（理学部・工学部・自然科学研究
科）合同消防訓練を実施

11/22に黒髪南地区では3部局合同による消防訓練を実施 行事 自然系

工学部探検2001を開催
11/3に工学部全学科及び大学院自然科学研究科（工学系）の教職員及び学生
の参加の下黒髪南キャンパスにおいて開催

行事 工学部

主要日誌（11月）

11/2　平成13年度FD特別講演会及びシンポジウム
11/2-4　大学祭（11/2は阿蘇耐久遠歩大会）
11/9　熊本大学産学官技術交流会
11/10　第3回熊本大学「知のフロンティア講座」
11/29　平成13年度国立大学国際交流課長等連絡協議会
11/30　日本学術会議九州・沖縄地区会議科学者懇談会、学術講演会　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/26　第5回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など 行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式・文部科学省永年勤
続者表彰状伝達式

11/22にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 教職員

「水俣病とメチル水銀中毒」に関する講演会・
展示会を開催

11年10月に附属図書館内に設置された「学術資料調査研究推進室」の成果を
公開する初めての事業として「水俣病とメチル水銀中毒」に関する講演会
（10/6、医学部解剖学教室の浴野教授、二宮助手による）、展示会（10/6-
21）を開催

行事 図書館

附属図書館で貴重資料展・公開講演会を開催
11/2-4まで「中世阿蘇社の世界」と題する貴重資料展を開催。11/2には春田
直紀教育学部助教授による「中世阿蘇社の理想と現実」と題する公開講演会
も開催

行事 図書館

主要日誌（12月）
12/1　第4回熊本大学「知のフロンティア講座」
12/11　平成13年度生涯生活設計セミナー（退職準備型）
12/15　第5回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など

行事 全学

2月の行事予定 1/28-2/1　会計検査院実地検査　　　など 行事 全学

引用情報データベース説明会を開催
1/10、附属図書館では世界的な引用情報データベースWeb of Scienceの説明
会を学内三箇所で開催。このデータベースは平成13年度の学内予算「重点配
分経費」によって導入されたもの

セミナー 図書館

医学部附属病院医療事務特別研修を実施
11/13-12/26まで附属病院では病院事務に携わる職員の資質の向上と診療報
酬請求事務の適正化を図るための基礎的な知識及び技術を修得することを目
標として医療事務特別研修を実施

セミナー 医学部附属病院

主要日誌（1月） 1/26　第6回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など 行事 全学

3月の行事予定

3/5　ノーベル博物館長講演会「ノーベル賞：栄えある科学と文化の100年の
歴史」
3/16　第8回熊本大学「知のフロンティア講座」（講演：高橋隆雄文学部教
授「生命と倫理」）
3/22　平成13年度卒業式　　　など

行事 全学

九州地区教員養成大学・学部長懇談会を開催

2/15に本学教育学部の担当により九州地区教員養成大学・学部長懇談会を開
催。これは昨年11月に「国立の教員養成系大学・学部のあり方に関する懇談
会」の報告書が出された後、全国の教員養成系大学・学部の再編・統合が活
発になってきたことを受けて開催されたもの

会議 教育学部

・ 12593 13
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教育学部が熊本市教育委員会と連携・協力に関
する協定を締結

本学教育学部は学校現場の諸課題の解決を図るため、熊本市教育委員会と連
携・協力する協定を結ぶこととなり、2/28にくすの木会館で調印式を行った

その他 教育学部

ノーベル博物館長講演会を開催
3/5にノーベル博物館（スウェーデン）のリンドク・ヴィスト館長を招聘し
て「ノーベル賞：栄えある科学と文化の百年の歴史」と題した講演会を開催

行事 全学

主要日誌（2月） 1/28-2/1　会計検査院実地検査　　　など 行事 全学

4月の行事予定
4/1　総合情報基盤センター設置
4/11　平成14年度入学式
4/20　第9回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など

行事 全学

平成13年度熊本大学卒業式
3/22に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。江口学長による式辞の
掲載有

行事 全学

退職時永年勤続者表彰式 3/28にくすの木会館レセプションルームにおいて開催 行事 教職員

医療安全管理部を設置
医学部附属病院では平成14年度に専念のゼネラルリスクマネージャー（看護
師長）が配属されたことに伴い、「医療安全管理部」を設置。4/1に看板掲
揚を行なう

設置 医学部附属病院

教育学部がFDシンポジウム「教育方法と評価方
法を考える」を開催

3/5にNPO法人「熊本県次世代情報通信推進機構」と共催してFDシンポジウム
「教育方法と評価方法を考える」を開催

行事 教育学部

主要日誌（3月）

3/5　ノーベル博物館長講演会「ノーベル賞：栄えある科学と文化の100年の
歴史」
3/16　第8回熊本大学「知のフロンティア講座」（講演：高橋隆雄文学部教
授「生命と倫理」）
3/22　平成13年度卒業式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/18　第10回熊本大学「知のフロンティア講座」柳治男教授　　　など 行事 全学

平成14年度熊本大学入学式

4/11に熊本県立劇譲歩コンサートホール及び大会議室で挙行された。学長式
辞の掲載有。また、4/22には大学院医学研究科医科学選考入学式（於医学部
第一会議室）、大学院社会文化科学研究科入学式（於くすの木会館レセプ
ションルーム）を挙行

行事 全学

国際ナノテクノロジー総合展でナノテック大賞
バイオテクノロジー部門賞を受賞

衝撃・極限環境研究センター久保田教授、工学部中田教授との研究室と熊本
テクノロジー社が共同で開発したナノマニピュレーションシステムが、3月
に開催された国際ナノテクノロジー総合展においてナノテック大賞バイオロ
ジー部門を受賞

受賞 衝撃・極限環境研究センター

学長を囲んでの独法化懇話会
4/12に独法化に関する見識を深める目的で、江口学長を講師として経理部職
員を対象とした懇話会を開催

行事 事務局

主要日誌（4月）
4/1　総合情報基盤センター設置
4/11　平成14年度入学式
4/20　第9回熊本大学「知のフロンティア講座」　　　など

行事 全学

6月の行事予定
6/15　第11回熊本大学「知のフロンティア講座」寺崎秀則教授
6/22　理学部編入試験
6/28　工学部編入学試験（推薦）　　　など

行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 5/24に8名のもと教授の出席の下授与式を開催 行事 教職員

第43回国立六大学長会議を開催
5/28に熊本大学を当番大学として市内ホテルにて開催。主に独立行政法人化
と法化大学院構想についての意見交換

会議 全学

受験生への応援メッセージ入り「熊本大学案内
2003」発刊

受験生向けの大学紹介冊子「熊本大学案内」とセットで小冊子「熊本大学Q
＆A」（学費・学生生活全般に関する事項等について高校生から質問の多
かった事項を中心に編集）を作成

その他 全学

主要日誌（5月）
5/18　第10回熊本大学「知のフロンティア講座」柳治男教授
5/24　名誉教授懇談会　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/20　第12回熊本大学「知のフロンティア講座」吉田勇法学部長　　　など 行事 全学

・ 4597 14
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平成14年度熊本大学入学式年度春季全国国立大
学教育学部長会議を開催

5/30、31に本学の担当により全国国立大学教育学部長会議を開催。「教員養
成系大学・学部の再編・統合に対する対応について」「独立行政法人化後の
教育学部の在り方について」の2つの議題を中心に協議を行なった

会議 教育学部

新採用職員研修を実施
6/17から3日間、13/10/1から14/4/1の間に新規に採用された事務官及び技官
を対象として新採用職員研修を開催

セミナー 事務局

総合情報基盤センター開所記念式典
6/17に本年4月に総合情報処理センターを改組して設置した「総合情報基盤
センター」の開所記念式典を挙行

行事 総合情報基盤センター

社会文化科学研究科（後期3年博士課程）設置
を祝う

6/22に本年4月に設置された社会文化科学研究科（後期3年博士課程）の記念
式典及び祝賀会を挙行

行事 社会文化科学研究科

主要日誌（6月）
6/15　第11回熊本大学「知のフロンティア講座」寺崎秀則教授
6/22　理学部編入試験（学報）
6/28　工学部編入学試験（推薦）　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/19　学部説明会・研究室公開（各学部）
8/29　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会　　　な
ど

行事 全学

セクシュアル・ハラスメント防止研修会を各学
部で実施

5/29-7/18にかけて、各学部で研修会を開催 セミナー 全学

教育学部と韓国江南大学校が学術交流協定を締
結

7/1に教育学部は韓国の江南大学校第Ⅰカレッジと学術交流に関する協定を
締結

海外交流 教育学部

理学部で授業の公開を実施
理学部ではH13年度から教官のFD活動の一環として教官相互で授業の公開を
行い、授業内容及び教授方法の改善を図っており、7/4には地球科学科長谷
川教授による「古海洋学」の公開講義が行なわれた

研究・教育 理学部

教育懇談会を開催
7/8に熊本県教育委員会との教育懇談会をくすの木会館にて開催。「教員養
成大学・学部の再編統合について」「現職教員の大学院における再教育につ
いて」「教育に関わる諸問題について」の3つの議題について協議

会議 教育学部

主要日誌（7月）
7/5　会計監査院実地検査
7/20　第12回熊本大学「知のフロンティア講座」吉田勇法学部長　　　など

行事 全学

9月の行事予定
9/4　第6回遺伝子実験施設セミナー
9/20-21　第3回熊本エイズセミナー（国際シンポジウム）
7/24-25　平成14年度地域共同研究センター高度技術研修　　　など

行事 全学

アメリカ・アコースティックエミッション研究
会フェロー賞を受賞

大学院自然科学研究科環境共生科学専攻・防災システム工学講座の大津政康
教授がアメリカ・アコースティック・エミッション研究会年次大会において
Fellow Awardを受賞

受賞 自然系

主要日誌（8月）
8/19　学部説明会・研究室公開（各学部）
8/29　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会　　　な
ど

行事 全学

10月の行事予定 10/26　産学官連携事業～新事業創出へのチャレンジ～　　　など 行事 全学

北京大学医学部実験動物科学部と学術交流協定
を締結

9/17に動物資源開発研究センターが北京大学医学部実験動物科学部と学術交
流に関する協定を締結

海外交流 動物資源開発研究センター

SCSによる5大学連合シンポジウムを開催
10/8に山形大学、群馬大学、徳島大学、愛媛大学及び熊本大学の5大学によ
る｛FD活動とその効果」をテーマとしたSCSによる連合シンポジウムを開催

行事 全学

主要日誌（9月）

9/4　第6回遺伝子実験施設セミナー
9/19　学長選挙
9/20-21　第3回熊本エイズセミナー（国際シンポジウム）
7/24-25　平成14年度地域共同研究センター高度技術研修　　　など

行事 全学

11月の行事予定

11/1　平成14年度FDシンポジウム
11/2-4　大学祭
11/2　熊本大学附属図書館公開講演会
11/2-4　熊本大学附属図書館貴重資料展
11/3　作ってみよう吹いてみようバンブーフルート
11/16　知のフロンティア講座　人口減少を前提とした地域社会（仮）　　　など

行事 全学

ハーン展示会・講演会を開催
9/19-27まで熊本大学学術資料調査研究推進室の事業として熊本大学小泉八
雲研究会との共催により熊本大学ハーン展示会・講演会を開催

行事 図書館

600 14
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「工業的先端技術の医療・福祉への応用」を
テーマとした高度技術研修を開催

9/24、25の両日、地域共同研究センターにより開催 セミナー 地域共同研究センター

国立大学53工学系部長会議を開催
10/4に国立大学工学系部長会議総会が本学工学部を当番校として開催。「入
学者の学力低下への対応」「独立行政法人化への対応」などの協議事項につ
いて議論

会議 工学部

堀場雅夫氏を招き産学官技術交流会を開催
10/26に九州経済産業局等との共催により堀場雅夫氏（堀場製作所取締役会
長）を講師に招いて「新事業創出へのチャレンジ」をテーマとした産学官技
術交流会を開催

行事 全学

主要日誌（10月）

10/16　熊本大学と熊本県内の高等学校長との懇談会
10/19　知のフロンティア講座「有害物質除去技術の実用化に向けて」（工
学部平山忠一教授）
10/26　産学官連携事業～新事業創出へのチャレンジ～　　　など

行事 全学

12月の行事予定
12/7　センター試験を課さない推薦入学試験
12/21　知のフロンティア講座「ガンの予防と治療の最前線」（仮）（医学
部小川道雄教授）　　　など

行事 全学

電子ジャーナル・データベース利用説明会を開
催

10月に附属図書館では平成13年度から整備を進めてきた電子ジャーナル及び
データベースの説明会をを開催

その他 図書館

第3回熊本大学黒髪会親睦会を開催
11/1に熊本大学在職経験者と在職者との親睦を図ることを目的とした「熊本
大学黒髪会親睦会」を開催

行事 全学

貴重資料展・公開講演会を開催
11/2-4にかけて「永青文庫の中の『明治維新』」をテーマに平成14年度熊本
大学附属図書館貴重資料展を開催。11/2に文学部三澤純助教授による「永青
文庫の中の『明治維新』」と題した公開講演会を開催

行事 図書館

学生の表彰

熊本大学アーチェリー部が第37回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦に
おいて団体3位に入賞し、また、第39回全日本学生アーチェリー女子東西対
抗戦に西軍メンバーとして出場した高澤郁美（教育学部1年次）が最優秀選
手賞を受賞したため、11/7に学長室において表彰状の授与及び記念品を贈呈

受賞 学生

黒髪南地区3部局（理学部・工学部・自然科学
研究科）合同消防訓練を実施

11/15に本学に多数の図書を寄贈された田中千束氏に授与された紺綬褒章の
伝達を、ご夫妻を招いて学長室で行なった黒髪南地区（理学部・工学部・自
然科学研究科）が3部局合同で消防訓練を実施

行事 自然系

主要日誌（11月）

11/1　平成14年度FDシンポジウム
11/2-4　大学祭
11/2　熊本大学附属図書館公開講演会
11/2-4　熊本大学附属図書館貴重資料展
11/3　作ってみよう吹いてみようバンブーフルート
11/8　学長退官記念講演会
11/16　知のフロンティア講座　人口減少を前提とした地域社会
11/22　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

1月の行事予定
1/10　新春講演会「大学のサバイバル」（仮題）知的財産の保護と活用
1/25　知のフロンティア講座「橋の世界への誘い-力と形-」（﨑元達郎学
長）　　　など

行事 全学

九州・沖縄地区国立大学理学部長会議を開催
11/14に本学理学部を当番として開催。会議では「独立行政法人化への対応
について」「中期目標・中期計画の策定状況について」「教官の任期制の実
施状況について」を議題とした

会議 理学部

熊本大学永年勤続者表彰式・文部科学省永年勤
続者表彰状伝達式を挙行

11/22にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 全学

米国教員一行が本学を訪問
11/25にフルブライト・メモリアル事業により日本を訪れている米国の教育
者20名が本学を訪問

行事 全学

名誉教授称号授与式を開催
11/19付けで本学を退官した江口吾朗前学長に対し、12/17に熊本大学名誉教
授の称号を授与

行事 全学

主要日誌（12月）
12/7　センター試験を課さない推薦入学試験
12/21　知のフロンティア講座「ガンの予防と治療の最前線」（医学部小川
道雄教授）　　　など

行事 全学

2月の行事予定

2/8　推薦入学（センター試験を課す選抜）試験
2/8　知のフロンティア講座「人の安全と国の安全」（仮）（法学部北村泰
三教授）
2/11　推薦入学（センター試験を課す選抜）合格者発表
2/25-26　一般選抜（前期日程）　　　など

行事 全学

「大学改革と知の創造と活用への取り組み」に
関する講演会を開催

1/10に文部科学省から佐々木技術移転推進室室長補佐を講師に招いて「大学
改革と知の創造と活用への取り組み」に関する講演会を開催

行事 全学

国際学会賞受賞学生を学長が表彰
大学院自然科学研究科建築学専攻2年の小袋雄亮さんがヤングリサーチャー
賞を受賞したため、1/15に学長室において受賞

受賞 学生
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主要日誌（1月）

1/10　新春講演会「大学のサバイバル」知的財産の保護と活用
1/24　第30回遺伝子技術講習会
1/25　知のフロンティア講座「橋の世界への誘い-力と形-」（﨑元達郎学
長）　　　など

行事 全学

3月の行事予定

3/12　個別学力検査（後期日程）
3/15　知のフロンティア講座「音楽療法」（文学部木村博子助教授）
3/21　後期日程試験合格者発表
3/25　平成14年度卒業式　　　など

行事 全学

地域貢献特別支援事業「研究シーズ公開シンポ
ジウム」を開催

2/6に熊本市の展示場において平成14年度地域貢献特別支援事業の一環とし
て「研究シーズ公開シンポジウム」を開催し、工学部を中心に全学部から
募った最先端の研究シーズ130点を公開

行事 全学

モンタナ大学のハウスマン教授が表敬訪問
2/18にモンタナ大学で国際交流を担当しているロバート・ハウスマン教授が
﨑元学長を表敬訪問

海外交流 全学

主要日誌（2月）

2/8　推薦入学（センター試験を課す選抜）試験
2/8　知のフロンティア講座「人の安全と国の安全」（法学部北村泰三教
授）
2/11　推薦入学（センター試験を課す選抜）合格者発表
2/25-26　一般選抜（前期日程）　　　など

行事 全学

4月の行事予定 4/4　平成15年度入学式　　　など 行事 全学

平成14年度熊本大学卒業式・修了式
3/25に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

退職時永年勤続者表彰式 3/28にくすの木会館レセプションルームにおいて開催 行事 教職員

主要日誌（3月）
3/12　個別学力検査（後期試験）
3/15　知のフロンティア講座「音楽療法」（木村博子文学部助教授）
3/25　平成14年度卒業式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/6　平成15年度組換えDNA実験に関する教育訓練講習会　　　など 行事 全学

平成15年度熊本大学入学式
4/4に熊本県立劇場コンサートホール及び演劇ホールで挙行された。﨑元学
長による式辞掲載有

行事 全学

医学部附属病院が「医療サービスの提供」
ISO9001：2000を取得

医学部附属病院が2003/3/19付けでISO9001：2000を取得。「医療サービスの
提供」について附属病院全体として承認されたもの。これまで国立大学附属
病院では一部の部署のみISO9000を取得したところはあったが、附属病院全
体としての承認は全国初

その他 医学部附属病院

主要日誌（4月） 4/4　平成15年度入学式　　　など 行事 全学

6月の行事予定 6/23　フルブライト・メモリアル基金米国教育者訪問　　　など 行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 5/23に名誉教授称号授与式を開催 行事 教職員

地域貢献特別支援事業に選定 文部科学省の「地域貢献特別支援事業」に「熊本大学LINK構想」が選ばれた その他 全学

主要日誌（5月）
5/6　平成15年度組換えDNA実験に関する教育訓練講習会
5/18　教育改革フォーラム
5/23　名誉教授称号授与式・懇談会　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/3　事務協議会　　　など 行事 全学

米国教育者が本学を訪問
6/23に日米教育委員会フルブライト・メモリアル事業により在日している米
国の教育者20名が本学を訪問

海外交流 全学

熊本大学地域貢献シンポジウムを開催
6/24に文部科学省高等教育局視学官串田俊巳氏を招き、熊本県と共同で「熊
本大学地域貢献シンポジウム」が開催された

会議 全学

4

3608 15 ・
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主要日誌（6月）
6/23　フルブライト・メモリアル基金米国教育者訪問
6/24　地域貢献シンポジウム　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/8　学部説明会・研究室公開（各学部）
8/27　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会　　　な
ど

行事 全学

文部科学省「大学知的財産本部整備事業」対象
機関に採択される

文部科学省の「大学知的財産本部整備事業」の1つとして「知的財産創成推
進本部」が選ばれた

その他 全学

「21世紀COEプログラム」に本学から1件採択さ
れる

平成15年度「21世紀COEプログラム」に自然科学研究科の秋山教授を拠点
リーダーとする「衝撃エネルギー科学の深化と応用」が採択された。本学で
は前年度に「生命科学」分野から「細胞系譜制御研究教育ユニットの構築」
が採択されており、2つ目の採択となる

その他 全学

生命資源研究・支援センターの看板上掲式等行
う

7/30に本年4月に開設された生命資源研究・支援センターの開設を祝すと共
に、今後の発展を祈念して看板上掲式、記念式典及び祈念祝賀会を開催

行事 全学

主要日誌（7月） 7/14-18　会計実地調査　　　など 行事 全学

9月の行事予定 9/4　事務協議会　　　など 行事 全学

教育学部が熊本県教育委員会と教育懇談会を開
催

8/12に毎年定期的に開催している熊本県教育委員会との教育懇談会をくすの
木会館で開催

会議 教育学部

主要日誌（8月）
8/22　学部説明会・研究室公開（各学部）
8/27　熊本県高等学校進学指導連絡協議会との入試に関する懇談会　　　な
ど

行事 全学

10月の行事予定 10/23　（仮称）熊本大学知的財産創生推進本部キックオフ　　　など 行事 全学

平成15年度「特色ある大学教育支援プログラ
ム」に採択される

本年度から実施された文部科学省の新規事業「特色ある大学教育支援プログ
ラム」に熊本大学「IT環境を用いた自立学習支援システム」が採択された

研究・教育 全学

主要日誌（9月） 9/9　大学教育委員会　　　など 行事 全学

11月の行事予定
11/1-3　大学祭、阿蘇耐久遠歩大会
11/22　熊本大学産学官技術交流会　　　など

行事 全学

寄附講座の設置について
大学院医学薬学研究部に「画像診断解析学寄附講座」（フィリップスメディ
カルシステムズ株式会社）の寄附講座設置

研究・教育 生命系

熊本大学案内「がんばれ受験生」が優秀賞を受
賞

本学発行の「がんばれ受験生-熊大は受験生を応援します-」が、熊本日日新
聞社主催の「熊日広報・社内報コンクール」において優秀賞を受賞

受賞 全学

医学部保健学科設置記念式典・祝賀会
10/7に医学部保健学科の設置記念式典をメルパルク熊本において開催。医学
部保健学科は、医療技術短期大学部と教育学部特別教科（看護）雄油性課程
を統合再編したもの

設置 保健学科

工学部が第1回東京フォーラムを開催

10/31に工学部はKKRホテル東京において、教育の取り組みや研究活動などの
現状を紹介して助言をいただき、首都圏在住の方の協力を得て、産学官との
連携を進めるきっかけをつくることを目的とした「第1回熊本大学工学部東
京フォーラム」を開催

行事 工学部

第40回「阿蘇耐久遠歩大会」
11/1に恒例の「阿蘇耐久遠歩大会」を開催。今年は﨑元学長が10年ぶりに参
加

行事 全学

主要日誌（10月） 10/23　熊本大学知的財産創生推進本部キックオフ講演会　　　など 行事 全学

12月の行事予定 12/16　平成15年度生涯生活設計セミナー（退職準備型）　　　など 行事 全学
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アイルランド大使館からの図書の寄贈

本学の前身・第五高等学校でハーンが教鞭をとったこと、学術資料研究推進
室の重要な柱としてハーン研究が行なわれていることから、在日アイルラン
ド大使館から学術図書の寄贈を受けた。10/17にポドリグ・マーフィー駐日
アイルランド大使が来学し、贈呈式を挙行

その他 全学

熊本大学ハーン講演会オープニングに駐日アイ
ルランド大使が出席

10/17にアイルランド関係図書の贈呈式に来学したポドリグ・マーフィー駐
日アイルランド大使が同日開催のハーン講演会においてスピーチを行なった

行事 全学

ハーン展示会を開催
10/17-24まで熊本大学学術資料調査研究室及び熊本大学小泉八雲研究会の共
同でハーン展示会を開催

行事 図書館

熊本大学知的財産創生推進本部キックオフ講演
会

10/23に独立行政法人科学技術推進機構と共催で熊本大学知的財産創生推進
本部キックオフ講演会を開催

行事 全学

駐日フランス大使館一行が来学
11/11にフランソワ・ゲール駐日フランス大使館大学間交流官、フィリッ
プ・オルシニフランス政府留学局日本支局長及びジャン＝ピエール・ラヴ
ノー九州日仏学館副館長が平山副学長を表敬訪問

行事 全学

地場企業との技術交流会

11/22に財団法人九州産業技術センターとの共催により「これからの技術開
発における産学官連携の重要性」をテーマにした産学官技術交流会を開催。
また同時に熊本大学地域貢献特別支援事業の一環として「熊本大学研究シー
ズ公開シンポジウム」も同時開催

行事 全学

主要日誌（11月）

11/1-3　大学祭、阿蘇耐久遠歩大会
11/18-21　平成15年度文部科学省会計監査
11/21　永年勤続表彰式
11/22　熊本大学産学官技術交流会　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/17-18　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式・文部科学省永年勤
続者表彰状伝達式を挙行

11/21に医学部附属病院でいわゆるコンピュータ西暦2000年問題を想定した
シミュレーションを行なった平成15年度熊本大学永年勤続者表彰式及び文部
科学省永年勤続者表彰状伝達式をくすの木会館レセプションルームで開催

行事 教職員

中国教育部中国大学教職員訪日団が本学を訪問
12/2に趙紀寧北京郵電大学副学長を団長とした中国教育部中国大学教職員訪
日団一行が本学を訪問

行事 全学

主要日誌（12月）
12/6　平成16年度推薦入学試験（センター試験を課さない）
12/16　平成15年度生涯生活設計セミナー（退職準備型）　　　など

行事 全学

2月の行事予定

2/7　推薦入学（センター試験を課す選抜）試験
2/10　推薦入学（センター試験を貸す選抜）合格者発表
2/20　平成15年度第5回FD研究会（大学教育機能開発総合研究センター・教
養教育実施機構）
2/25-26　一般選抜（前期日程）　　　など

行事 全学

学生4団体を表彰
熊本大学学生表彰規定に基づき、「フィルハーモニーオーケストラ部」、
「体育会」、「熊粋祭（大学祭）実行委員会」、「阿蘇耐久遠歩大会実行委
員会」の4団体を表彰、1/15に表彰式を挙行

行事 全学

電子入札を実施
医学部附属病院中央診療棟（軸Ⅰ）工事の入札において、本学は建設工事で
は文部科学省関係機関で初めてとなる電子入札を実施

設備 全学

主要日誌（1月） 1/17-18　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

3月の行事予定
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/15-17　「ESHPシンポジウム」～衝撃・極限研究センター～
2/25　平成15年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

工学部物質生命化学科が「ISO14001」を取得

工学部物質生命化学科が16年1月15日付で環境管理システムの国際規格
「ISO1401」を取得。また、環境システム工学科、知能生産システム科、電
気システム工学科の教育プログラムが昨年4月に｛JABEE」の認定を受けた。
これらを受け、工学部では2/4に記者発表をおこなった

その他 工学部

教員の個人活動評価に関する講演会
3/2に岡山大学副学長千葉喬三氏、長崎大学工学部教授江頭誠氏を講師に迎
え、教員の個人活動評価に関する講演会を開催

行事 教職員

主要日誌（2月）

2/2　九州地区国立大学学生関係部長会議
2/4　JABEE・ISOに関する記者会見
2/5　九州地区国立大学病院長会議
2/7　教育学部附属教育実践総合センター第9回シンポジウム
2/7　推薦入学（センター試験を貸す選抜）試験
2/16-17　大学院文学研究科春季日程入学試験
2/20　平成15年度第5回FD研究会（大学教育機能開発総合研究センター・教養教育実施機
構）
2/21　平成15年度熊本大学フレンドシップ事業企画運営協議会および公開シンポジウム
2/25-26　一般選抜（前期日程）　　　など

行事 全学
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4月の行事予定 4/4　平成16年度入学式　　　など 行事 全学

平成15年度熊本大学卒業式・修了式
3/25に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

退職時永年勤続者表彰式
3/26に平成15年度熊本大学永年勤続者表彰式、感謝状授与式及び文部科学省
永年勤続者表彰状伝達式をくすの木会館レセプションルームにおいて挙行

行事 全学

国立大学法人熊本大学の設立記念式典を挙行

16/4/1より熊本大学は国立大学法人として新しいスタートを切り、黒髪キャ
ンパス正門につけられた「国立大学法人熊本大学」という銘版の除幕式を挙
行。また、教職員出席のもとで設立記念式典を開催（於工学部百周年記念
館）

行事 全学

主要日誌（3月）

3/1　特殊教育特別専攻科入学試験、社会文化科学研究科（博士課程）春季日程入学試験
3/2　教員の個人活動評価に関する講演会
3/15-17　「ESHPシンポジウム」～衝撃・極限環境研究センター～
3/25　平成15年度卒業式・修了式
3/26　平成15年度熊本大学永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/28　名誉教授称号授与式　　　など 行事 全学

平成16年度熊本大学入学式
4/4に熊本県立劇場コンサートホール及び演劇ホールで挙行された。﨑元学
長による式辞掲載有

行事 全学

「東京リエゾンオフィス」表札を上掲
4/26に「国立大学法人熊本大学東京リエゾンオフィス」の表札上掲を行なっ
た。東京リエゾンオフィスは東京工業大学附属工業高校の敷地内に建設され
たキャンパス・イノベーションセンター内に設けられたもの

行事 全学

主要日誌（4月）

4/1　国立大学法人熊本大学設立記念式典、除幕式
4/4　平成16年度入学式
4/14　平成16年度熊本大学新採用職員研修
4/22-23　平成16年度春季九州地区教員養成大学・学部事務長協議会
など

行事 全学

6月の行事予定
6/11　工学部第3年次編入学試験（推薦）
4/19　理学部第3年次編入学試験　　　など

行事 全学

大学院法曹養成研究科設置記念式典・祝賀会を
開催

5/18に本年4月1日付でスタートした大学院法曹養成研究科の設置記念式典を
挙行

行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 5/28に今春退官された教官の方々に名誉教授称号授与式を開催 行事 教職員

主要日誌（5月）

5/6-7　全国国立大学工学系学長懇談会
5/7　第65回国立8大学理学部長会議
5/13-14　第54回国立大学工学部長会議・総会
5/18　熊本大学大学院法曹養成研究科設置記念式典
5/21　熊本大学工学部関西フォーラム
5/28　名誉教授称号授与式　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/8　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

広報新戦略に関する講演会を開催
6/21に博報堂シニアエージェンシープロデューサーの蟇田吉昭氏を講師に迎
えて「広告会社から見た大学のブランド化及び広告広報戦略」と題した講演
会を開催

行事 全学

第1回理学部七夕まつり
7/7に本年度から理学部の6学科を理学科1学科に改組したことを記念し、理
学部学生委員会・理学部七夕まつり実行委員会の主催で「七夕まつり」を開
催

行事 理学部

主要日誌（6月）
6/11　工学部第3年次編入学試験〔推薦）
8/17-18　国立大学附属病院長会議
8/19　理学部第3年次編入学試験　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/4　オープンキャンパス（学部説明会及び研究室公開）
8/27　熊本県高等学校進学指導者連絡協議会との入試懇談会　　　など

行事 全学

桂林工学院が表敬訪問
7/14に工学部及び自然科学研究科との間で部局間学術交流協定を結んでいる
中国桂林工学院から周徳倹副院長を初めとする11名の代表団が本学を訪問

海外交流 工学部

平成16年度「特色ある大学教育支援プログラ
ム」に2年連続で採択

「学習と社会に扉を開く全学共通情報基礎教育」により「特色ある大学教育
支援プログラム」に採択された

研究・教育 全学

621 16 ・ 4
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オープンキャンパスを開催 8/4にオープンキャンパスを開催。延べ7500名が参加 行事 全学

主要日誌（7月）
7/12　大学院医学教育部修士課程推薦入学試験
7/14　桂林工学院訪問
7/30　熊本県教育委員会との教育懇談会　　　など

行事 全学

9月の行事予定
9/17　平成16年度大学知的財産戦略研修会（KKRホテル熊本）
9/25　ハーン没後百年記念祭　　　など

行事 全学

工学部が東京でイブニングセミナーを開催 8/5に東京リエゾンオフィスにおいてイブニングセミナーを開催 セミナー 工学部

第1回東京リエゾンオフィス参与会を開催
9/6に東京リエゾンオフィスの活動の支援及び助言を得ることを目的とし、
参与及び学長・理事出席のもと第1回参与会を開催

行事 全学

主要日誌（8月）
8/4　オープンキャンパス（学部説明会及び研究室公開）
8/27　熊本県高等学校進学指導者連絡協議会との入試懇談会　　　など

行事 全学

10月の行事予定 10/30-11/1　大学祭　　　など 行事 全学

九州地区国立大学法人等就職指導担当職員研修
会

8/26-27にかけて第6回九州地区国立大学法人等就職指導担当職員研修会（独
立行政法人日本学生支援機構主催）を本学当番で開催。法人化後では初の開
催となる

セミナー 事務局

平成16年度「大学知的財産戦略研修会」（九州
ブロック）を開催

9/17に「大学地的財産戦略研修会」を大学知的財産本部整備事業における地
域連携ネットワークの構築に関わる事業の一環として開催

行事 全学

平成17年度科学研究費補助金公募要領等説明会
（九州地区）開催

9/27に本学を会場として九州地区の国公私立大学・短期大学、高等専門学
校、研究機関等の事務担当者を対象に開催

行事 事務局

主要日誌（9月）

9/6　東京リエゾンオフィス参与会
9/15-16　平成16年度メンタルヘルス研究協議会
9/17　平成16年度大学知的財産戦略研修会
9/17　大学院教育学研究科入学試験
9/25　ハーン没後百年記念祭
9/25-26　大学院法学研究科第一期入学試験
9/27　大学院文学研究科（修士課程）入学試験
9/27　国立大学薬学部事務長会議　　　など

行事 全学

11月の行事予定
10/30-11/1　大学祭
11/19　第4回熊本大学黒髪会親睦会　　　など

行事 全学

セクハラ防止啓発シンポジウム
11/1に熊粋祭に協賛して熊本大学セクシュアル・ハラスメント防止委員会の
主催によるセクシュアル・ハラスメント防止啓発のシンポジウムを開催

行事 全学

主要日誌（10月）

10/1　大学院秋季入学式
10/7-8　平成16年度五大学学長懇談会
7/8　国立大学薬学部長会議
10/12　熊本県高等学校長会との懇談会
10/14　国立大学法人22大学理学部長会議
10/15　国立大学法人理学部長会議
10/21　六大学教養教育代表者会議
10/22　国立大学法人教育系学部長会議
10/30-11/1　大学祭　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/17　第3回熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター講演会　　　など 行事 全学

第25回六大学工学部長会議を開催
11/4に第25回六大学工学部長会議が本学工学部を当番として開催され、「学
部運営（人員管理・大学の財政等）」、「学部資金獲得の方策」、「特徴あ
る教育・研究の活性化への取組み」などについて議論

会議 工学部

第1回工学部顧問会議を開催

11/6に学外の有識者8名で構成する顧問会議を開催。「法人化に関連して大
学で問題になっている予算・戦略・教育・研究」、「工学部の評価のあり
方」、「大学院改組に関連した工学系教育」、「産学連携のあり方」などに
ついて意見交換

会議 工学部

第1回CICフォーラムに参加
11/12にキャンパス・イノベーションセンター（CIC)に入居している熊本大
学など12大学により第1回CICフォーラムを開催

行事 全学

・ 9626 16
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主要日誌（11月）

10/30-11/1　大学祭
11/2　キャンパスクリーンデー
11/2　全国国立大学病院事務部長会議
11/4　九州・沖縄地区国立大学法人理学部長会議
11/4　第25回六大学工学部長会議
11/6　文学部・法学部3年次編入学試験
11/13　教育学部体育祭
11/17　解剖慰霊祭
11/19　第4回熊本大学黒髪会親睦会
11/22　永年勤続者表彰式
11/27　文学部・法学部・教育学部推薦入学試験
11/28　法曹養成研究科入学試験　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/15-16　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式を挙行 11/22にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 教職員

地域共同研究センター「高度技術研修」を実施 11/6-12/4まで「高度技術研修-MOSデバイスプロセス実習」を実施 セミナー 地域共同研究センター

病院にクリスマスツリーのイルミネーションが
灯る

12/13に医学部附属病院内の臨床研究等北側壁面に巨大なイルミネーション
のツリーを設置

その他 医学部附属病院

第2回イブニングセミナーを開催
12/6にキャンパス・イノベーションセンターを会場に「第2回イブニングセ
ミナー」を開催

セミナー 全学

主要日誌（12月）
12/11　夢科学探検2004
12/18　同窓会館「宮本記念館」竣工記念式典　　　など

行事 全学

2月の行事予定
2/5　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）
2/8　シンポジウム「大学の国際化とこれからの留学生教育」
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

フォーラム「看護における高度専門職業人の育
成と地域における看護系大学院の役割」を開催

1/9に医学部は「看護における高度専門職業人の育成と地域における看護系
大学院の役割」についてフォーラムを開催

行事 医学部

熊本地域留学生シンポジウムを開催
1/24に留学生交流推進会議との共催により「熊本地域留学生シンポジウム」
を開催

行事 全学

主要日誌（1月）

1/10　三大学教育連携協定並びに単位互換協定調印式
1/15-26　大学入試センター試験
1/24　熊本地区留学生シンポジウム
1/24-25　医学教育部修士課程入学試験
1/28　留学生交流パーティー
1/29　大学院教育学研究科第2次募集入学試験　　　など

行事 全学

3月の行事予定
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/17　定例記者懇談会
3/25　平成16年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

特別寄稿「2004年日本留学フェアに参加して」
(1)

16/10/25-11/1にかけて中国の教育相に当たるところが「2004中国国際教育
展」として主催したフェアへの参加体験記。熊本大学が今後留学生獲得にむ
けてどのようにするべきか、などについて記述。学術研究協力部国際課長諏
訪原敏郎氏による寄稿

コラム 留学生

キヤノン株式会社顧問が講演
1/17に知的財産創生推進本部の活動の一環としてキヤノン株式会社の丸島儀
一顧問を招き、「大学知的財産本部と特許戦略～大学知的財産本部への期待
～」をテーマとした特別講演会を開催

行事 全学

講演会「今後の大学の将来像と国立大学の法人
化」を開催

2/7に文部科学省の德永保大臣官房審議官（高等教育局担当）を招いて「今
後の大学の将来像と国立大学の法人化」と題した特別講演会を開催

行事 全学

シンポジウム「大学の国際化とこれからの留学
生教育」を開催

2/8に留学生センターの主催により「大学の国際化とこれからの留学生教
育」をテーマにシンポジウムを開催

行事 留学生センター

主要日誌（2月）

2/4-5　第45回国立六大学長会議
2/5　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）
2/7　講演会「大学の国際化とこれからの留学生教育」
2/12-13　大学院法学研究科第2期入学試験
2/14　大学院文学研究科春季日程入学試験、医学教育部博士課程入試
2/15　東亜大学校協定調印式
2/25-26　個別学力検査（前期試験）　　　など

行事 全学

4月の行事予定 4/9　平成17年度入学式　　　など 行事 全学

特別寄稿「2004年日本留学フェアに参加して」
(2)

16/10/25-11/1にかけて中国の教育相に当たるところが「2004中国国際教育
展」として主催したフェアへの参加体験記。熊本大学が今後留学生獲得にむ
けてどのようにするべきか、などについて記述。学術研究協力部国際課長諏
訪原敏郎氏による寄稿

コラム 留学生
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「利益相反に関する特別講演会」を開催
3/2に利益相反に関する職員への啓発活動の一環として「利益相反に関する
特別講演会及び説明会」を開催

行事 全学

学生2団体・1個人を表彰

第26回全国国立大学空手道選手権大会において団体3位に入賞した「空手道
部」、第36回九州ジュニア柔道体重別選手権大会（81kg）において優勝した
「柔道部杉山太平君」、40年間人形劇や児童文化財を通して地域社会に貢献
した「青い鳥」の2団体・1個人を表彰

その他 学生

平成16年度熊本大学卒業式・修了式
3/25に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

永年勤続者（退職時）表彰式 3/29にくすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 教職員

寄附講座の設置について
大学院医学薬学研究部（先端生命医療科学部門）に「感染症阻止学寄附講
座」（財団法人化学及び血清療法研究所）を設置

研究・教育 生命系

主要日誌（3月）

3/1　特殊教育特別専攻科入学試験、社会文化科学研究科（博士課程）春季日程入学試験
3/2　平成16年度熊本大学フレンドシップ事業企画運営協議会及び公開シンポジウム
3/3　薬学教育部博士後期課程入試
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/17　定例記者懇談会
3/25　平成16年度卒業式・修了式
3/29　永年勤続者表彰式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/12　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

平成17年度熊本大学入学式
4/9に熊本県立劇場コンサートホール及び演劇ホールで挙行。﨑元学長によ
る式辞掲載有

行事 全学

行列のできる大学相談会
4/10に新入生歓迎行事の一環として「行列の出来る大学相談会」を実施。こ
れまでは各学部・サークルによるものしかなかったが、今年度からは大学と
学生及び生協の協賛で大学相談を企画・実施することとなった

行事 全学

九州地区大学図書館協議会総会を開催
4/21-22にかけて九州地区国立大学図書館協会総会及び九州地区大学図書館
協議会総会が本学の当番により開催された

会議 図書館

「政策創造研究センター」開設、看板除幕式 本年4月設置の「政策創造研究センター」の看板除幕式を5/9に実施 行事 政策創造研究センター

主要日誌（4月）

4/9　平成17年度入学式
4/10　大学相談会
4/12　日本語研修コース開講式
4/21-22　平成17年度春季九州地区教員養成大学・学部事務長協議会
4/21　第35回九州地区国立大学図書館協会総会
4/22　第56回九州地区大学図書館協議会総会　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/9　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

病院事務職員を対象とした個人情報保護に関す
る研究会を実施

5/12に医学部附属病院において同病院医療情報経営企画部菊池健助教授を講
師として個人情報保護に関する研修会を実施

セミナー 医学部附属病院

病院事務職員対象の院内感染研修会を実施
5/17に感染対策チーム（Infection Control Team;ICT）メンバー益田感染対
策看護士長を講師として研修会を実施

セミナー 医学部附属病院

アメリカの特許制度について講演会を開催

5/27に福岡アメリカン・センター（在福岡アメリカ領事館広報部）の協力を
得て全米科学アカデミー 科学・技術・経済対策委員会（STEP)エグゼクティ
ブ・ディレクターのスティーブン・メリル氏による講演会（テーマは「技術
革新のための21世紀の特許制度～知的財産制度の最新動向と今後の課題～）
を開催

行事 全学

「政策創造研究センター」開設を記念してキッ
クオフ・シンポジウムを開催

5/30に4月開設の「政策創造研究センター」のキックオフ・シンポジウム
「熊本の未来-自治体の政策形成と大学の役割-」を開催。基調講演として東
京大学の姜尚中教授による「地域から考える日本と東北アジアの未来」を実
施

行事 政策創造研究センター

名誉教授称号授与式を開催 6/3に授与式を開催 行事 教職員

「Study in Australia and English
Education」を開催

6/6に留学生センターの主催による「Study in Australia and English
Education」の特別講演が開催された。公演はニューカッスル大学（オース
トラリア）英語研修センター所長Seams Fagan氏によるもの

行事 全学

主要日誌（5月）

5/12　国立8大学理学部事務長会議
5/13　第6回国立8大学理学部長会議
5/19-20　第55回国立大学工学部長会議
5/26-27　国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会
5/27　平成17年度春季全国国立大学法人教育系学部長会議
5/27　旧六国立大学法人教育学部長会議　　　など

行事 全学
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7月の行事予定 7/8　学生委員会　　　など 行事 全学

「ワンクリック」で参考図書を検索
平成17年度より学務情報システム（SOSEKI)のシラバス内に参考図書の書
誌・所蔵情報等を即座に検索できるOPACのリンクを貼った

設備 図書館

病院職員向けに個人情報保護ガイドブック刊行
医学部附属病院では個人情報保護に関する法令・指針・規則等を1冊にまと
め、ガイドブックとして刊行し、関係職員に配布

その他 医学部附属病院

病院事務職員を対象に「プレゼンテーション研
修」を実施

6/9に医療情報経営企画部菊池健助教授を講師として「効果的なプレゼン
テーション」と題した研修会を実施。この研修会は事務職員の自己啓発のた
め本年度から取り入れたもの

セミナー 医学部附属病院

病院職員対象の自己啓発研修会を実施
6/16に医療情報経営企画部菊池健助教授を講師として「今、職員に求められ
るもの」と題した研修会を実施

セミナー 医学部附属病院

国際交流業務研修を開講
6/23に事務職員の国際交流業務に関する資質の向上を目的として「平成17年
度熊本大学国際交流業務研修」を開講

セミナー 事務局

事務職員対象の管理職研修会（基礎研修）を実
施

6/24に医学・薬学事務部において、教育学部附属教育実践総合センター吉田
道雄教授を講師として「リーダーシップ・トレーニング」と題した研修を実
施

セミナー 生命系

主要日誌（6月）

6/3　名誉教授称号授与式
6/3　国立大学薬学部長会議
6/10　工学部第3年次編入学試験（推薦）
6/16　平成17年度全国国立大学教員養成学部事務長協議会
6/16-17　国立大学附属病院長会議
6/18　理学部第3年次編入学試験
6/20　九州地区国立大学・高等学校連絡協議会　　　など

行事 全学

8月の行事予定
8/9　オープンキャンパス
8/26　熊本県高等学校進学指導者連絡協議会との入試懇談会　　　など

行事 全学

個人情報保護とセキュリティに関する研修会を
実施

6/28に医学・薬学等事務部は民間ITサービス企業から講師を招き、「技術的
安全管理措置」と題した研修会を実施

セミナー 生命系

病院の管理職対象のPS研究会を実施
7/2に外部から講師を招いてPS（Patient Satisfaction:患者満足）研修を実
施

セミナー 医学部附属病院

事務職員対象の職場活性化研修会を実施
7/4、11に医学・薬学等事務部では、教育学部附属教育実践総合センター吉
田道雄教授を講師に「職場活性化のための手法」と題した研修を実施

セミナー 生命系

病院全職員対象の院内感染対策研究会を実施
7/13、19に医学部附属病院では院内感染対策委員会主催でICT（Infection
Control Team:感染対策チーム）を講師として研修会を実施

セミナー 医学部附属病院

病院会計財務分析セミナーを実施
7/14に医学･薬学等事務部では外部講師を招いて「財務諸表の見方」と題し
た研修を実施

セミナー 生命系

主要日誌（7月）
7/11　医学教育部修士課程推薦入学試験・薬学教育部博士課程推薦入学
7/14-15　第60回九州地区国立大学病院事務部長会議　　　など

行事 全学

9月の行事予定 9/8　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

医学・薬学等事務部で自己啓発研修会を実施
7/27・28に医学･薬学等事務部では病院事務部係長級以下職員と看護部管理
職員を対象として「国立大学法人熊本大学職員として」と題して赤塚善一事
務部長を講師として自己啓発研修会を実施

セミナー 医学部附属病院

本渡市と包括的連携協定を締結
8/23に本学と熊本県本渡市は、地域社会の発展と人材の育成に寄与するた
め、包括的連携協定を締結

その他 全学

東京リエゾンオフィス参与会を開催
8/25に東京都港区のキャンパス･イノベーションセンターにおいて東京リエ
ゾンオフィス参与会を開催

行事 全学

第4回東京リエゾンオフィス・イブニングセミ
ナーを開催

8/25にキャンパス・イノベーションセンターにおいて、「21世紀医学薬学研
究の新展開」と題して第4回熊本大学東京リエゾンオフィス・イブニングセ
ミナーを開催。講演は発生医学研究センターの粂昭苑教授、医学薬学研究部
野守裕明教授、同水島透教授によるもの。

セミナー 全学

638 17 ・ 9
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富士電機システムズ株式会社と包括的連携に関
する協定等を締結

本学は富士電機システムズ株式会社と包括的連携に関する協定を締結すると
共に、（財）くまもとテクノ産業財団と富士電機システムズ株式会社との3
者間で「アモルファス太陽電池及び自然エネルギー分野等における包括的協
力に関する合意書」の締結を行なった

研究・教育 全学

教員養成に係る特別講演会を開催
9/1に文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室・教員養成企画室の
長谷川室長を講師に招いて「教員養成を巡る最近の動きについて」と題した
特別講演会を開催

行事 全学

インターンシップを実施
8/29から大学事務を就業体験する「熊本大学インターンシップ」を実施（4
回目）

行事 全学

主要日誌（8月）

8/9　オープンキャンパス
8/17-19　第35回九州地区大学保健管理研究協議会
8/19　薬学教育部博士課程入学試験
8/20　熊大病院群臨床研修指導医ワークショップ
8/22-23　医学教育部修士課程入学試験
8/23-26　九州地区厚生補導職員（中級）研修会
8/26　熊本県高等学校進学指導者連絡協議会との入試懇談会
8/27　平成18年度熊大病院群研修医選考試験　　　など

行事 全学

10月の行事予定
10/7　平成17年度大学知的財産戦略研修会
10/30-11/1　大学祭　　　など

行事 全学

メンタルヘルス研修会を実施

9/15に医学部附属病院では外部講師を招いて職場におけるメンタルヘルスに
ついての理解を深めるための研修を実施（事務職員・看護職員・コメディカ
ルが参加）
9/7には「ストレスと心の健康」をメインテーマとして全教職員を対象にメ
ンタルヘルス講習会を開催

セミナー 医学部附属病院

講演会「教育者そしてジャーナリスト　ハー
ン」を開催

9/26（ラフカディオ･ハーンの命日）に附属図書館では学術資料調査研究推
進室と共催で「教育者そしてジャーナリスト ハーン」のテーマで、ハーン
の孫にあたる稲垣明男氏を招いて講演会を開催

行事 図書館

受動喫煙に関する講演会を開催
9/26に病院地区事業場において、附属病院呼吸器内科興梠教授を講師として
タバコによる職員の健康障害防止の目的で講演会を開催

行事 医学部附属病院

安全管理講習会を開催
9/30に中央安全衛生委員会及び環境安全センターの共催で教職員及び学生を
対象とした安全管理講習会を開催。講師は東京工業大学の玉浦教授で、演題
は「大学の環境安全とアカウンタビリティ」

セミナー 全学

主要日誌（9月）

9/3　熊大病院群研修医選考試験
9/5-6　大学院医学教育部博士課程入学試験
9/8-9　平成17年度九州地区教員養成大学･学部総務系係長会議並びに教務･厚生補導係長
会議
9/16　大学院教育学研究科入学試験
9/26　平成17年度秋季卒業式･修了式
9/29　国立大学薬学部事務長会議　　　など

行事 全学

11月の行事予定 10/30-11/1　大学祭/阿蘇耐久遠歩大会　　　など 行事 全学

平成17年度「大学知的財産戦略研修会」（九州
ブロック）を開催

10/7に「知財を核とする研究リソースの活用と展望」をテーマに研修会を実
施

セミナー 全学

中国に上海オフィスを開設
10/26に「第3回熊本大学フォーラムin上海」の実施のため設置したフォーラ
ム準備室を、中国における様々な活動の拠点とするため、初の海外事業所
「上海オフィス」として開設

設置 全学

熊本大学上海フォーラム2005　日中の研究者ら
450人が交流

10/27-28にかけて本学が初めて海外で開く学術交流イベント「熊本大学上海
フォーラム」を開催。さまざまな講演・研究発表のほか、フォーラムに併せ
て工学部･自然科学研究科と北京工業大学による交流協定の調印式も行なわ
れた

行事 全学

主要日誌（10月）

10/6-7　第26回全国国立大学学生指導担当副学長協議会
10/7　平成17年度大学知的財産戦略研修会
10/7　平成17年度第2回国公立大学薬学部長会議
10/13　国立大学法人22大学理学部長会議
10/14　第23回国立大学法人理学部長会議
10/20-21　第53回六大学教養教育代表者会議
10/20　第80回国立大学医学部長会議
10/21　平成17年度秋季全国国立大学法人教育系学部長会議
10/27-28　熊本大学上海フォーラム
10/30-11/1　大学祭　　　など

行事 全学

12月の行事予定
12/11　「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」先
端機械加工技術を体験してみよう　　　など

行事 全学

附属図書館が所蔵貴重資料展を開催

11/4-6にかけて附属図書館では第22回貴重資料展「古今和歌集　その豊饒の
世界」を開催。これは熊本大学文学部を中心に熊本県立大学・尚絅大学など
と共に企画された「古今和歌集1100年熊本フォーラム」の一環として開催さ
れたもの。
11/6には附属図書館会議室において文学部森正人教授による「絵と歌と物語
と」と題した公開講演会が開催された

行事 図書館

事務職員対象のコミュニケーション研修会を実
施

11/8、16に医学･薬学等事務部では、教育学部附属教育実践総合センターの
吉田道雄教授を講師として「コミュニケーション･スキルアップ･トレーニン
グ」と題して研修を実施

セミナー 生命系

「バイオエレクトリクス分野」の研究に関する
国際的合意書を締結

11/11に本学はオールドドミニオン大学（アメリカ）とカールスルーエ研究
所（ドイツ）との3機関で「バイオエレクトリクス分野の研究コンソーシア
ム構築に関する国際的合意書」を締結

セミナー 全学
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第19回国立大学大学院自然科学研究科長会議を
開催

11/14に本学の当番で開催。協議題は「大学院入試等に関わる管理運営につ
いて」「大学院教育の室の工場について」「7大学の連携について」等

会議 自然系

労働安全衛生講演会を実施
11/14に大江･本荘地区及び医学部附属病院の各安全衛生委員会は「職場の安
全と人間理解～ヒューマンエラーの社会心理学～」と題して労働安全衛生講
演会を実施。講師は教育学部附属教育実践総合センター吉田道雄教授

行事 生命系

発生医学研究センターの新棟落成記念式典を実
施

11/22に発生医学研究センターの竣工を祝すと共に今後の発展を祈念して記
念式典を開催

行事 発生医学研究センター

熊本県大学図書館協議会セミナーを開催

11/22に文部科学省研究振興局情報課学術基盤整備室大学図書館係主任の及
川義博氏を講師に迎えて開催。テーマは今年6月に科学技術・学術審議会学
術分科会が公表した「学術基盤としての大学図書館等の今後の整備の在り方
について（中間報告）」について

セミナー 図書館

主要日誌（11月）

10/30-11/1　大学祭/阿蘇耐久遠歩大会
11/1　九州・沖縄地区国立大学法人理学部長会議
11/12　教育学部体育祭
11/16　解剖慰霊祭
11/22　発生医学研究センター竣工式
11/29-30　九州地区国立大学病院事務協議会
11/30　教育学部向け知的財産権教育支援セミナー　　　など

行事 全学

1月の行事予定

1/15　「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」命を
大切に～遺伝子診断の光と影～
1/16　「日本学術会議九州・沖縄地区学術講演会」21世紀の先端科学-熊本
からの発信-
1/21-22　大学入試センター試験　　　など

行事 全学

熊本大学永年勤続者表彰式を挙行 11/22くすの木会館レセプションルームにおいて挙行 行事 教職員

「阿蘇家文書」18年の歳月をかけ修復完成
昭和63年から始めた修復事業が平成17年12月をもって完了。平成18年9-10月
に熊本県立美術館との共催による展示会「阿蘇家文書修復完成記念-阿蘇の
文化遺産展（仮称）」やシンポジウム、日本古文書学会の開催を予定

その他 図書館

国際交流業務研修を開催

本学では国際交流に携わっている職員を対象に、6月から月1回、国際交流業務研修を実施
しており、その一環として外部講師による講演会を2回開催
第1回が9/9に文部科学省科学技術･学術政策局国際交流官付の小山佐和推進第一係長によ
る「研究者による学術交流について」、第2回が早稲田大学の高橋史郎留学センター事務
長による「大学経営の視点から見た国際戦略と留学生交流」

セミナー 事務局

「海外協定校の学部授業体験講座」を開催

12/6-7に「海外協定校の学部授業体験講座」を開催。海外の協定校で実際に
行なわれている授業を学生に体験してもらう目的で今回始めて開催したも
の。今回はオーストラリアのニューカッスル大学ウェイン・レイノルド氏を
招いて「オーストラリアの歴史」についての特別講義を行なった

セミナー 学生

講演会「国立大学病院の諸課題」を実施
12/8に文部科学省高等教育局医学教育課大学支援室迫田浩一郎専門官を講師
に迎え、「国立大学病院の諸課題」をテーマに講演会を実施

行事 医学部附属病院

「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大
学の研究室へ～KAKENHI」（先端機械加工技術
を体験してみよう）を開催

12/11に日本学術振興会の研究成果の社会還元・普及事業「ひらめき☆とき
めきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI～」に採択されたプロ
グラム「先端機械加工技術を体験してみよう」を開催（対象は中学生・高校
生）

行事 全学

第5回東京リエゾンオフィス・イブニングセミ
ナーを開催

12/12にキャンパス・イノベーションセンターで開催。今回は「熊本大学の
21世紀COEの発展と融合～ポストCOEを目指して～」をテーマに本学で採択さ
れている2つの21世紀COEプログラムについて紹介

セミナー 全学

傾聴の技法を学ぶ「メンタルヘルス研修会」を
実施

12/15に医学･薬学等事務部では、本荘地区安全衛生委員会主催により外部講
師を招いてメンタルヘルス研修会を実施

セミナー 生命系

主要日誌（12月）
12/2　養護教諭特別別科入学試験
12/11　「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」先
端機械加工技術を体験してみよう　　　など

行事 全学

2月の行事予定
2/11　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）
2/18-19　地域共同研究センター･高度技術研修
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大
学の研究室へ～KAKENHI」（命を大切に～遺伝
子診断の光と影～）を開催

1/15に日本学術振興会の研究成果の社会還元・普及事業「ひらめき☆ときめ
きサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」に採択されたプログラ
ム「命を大切に～遺伝子診断の光と影～」を同事業推進委員の立命館大学文
学部佐藤達哉助教授を迎えて開催

セミナー 全学

日本学術会議九州・沖縄地区会議学術講演会を
開催

1/16に平成17年度日本学術会議九州・沖縄地区会議主催の学術講演会「21世
紀の先端科学-熊本からの発信-」が開催された

行事 全学

結城事務次官が本学を視察
1/24-25に結城文部科学事務次官が本学を訪問し、学長及び理事と法人化後
の本学の取組状況等について意見交換を行なった

行事 全学

永青文庫理事長細川護煕氏が附属図書館を訪問
1/25に財団法人永青文庫理事長の細川護煕氏が同財団常務理事伊藤延男氏と
共に本学図書館を訪れ、同財団が寄託している熊本藩政資料（北岡文庫）の
保管状況やデータベース作成の作業等を視察

行事 図書館

642 18 ・ 1

18 2643 ・
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主要日誌（1月）

1/15　「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」命を
大切に～遺伝子診断の光と影～
1/16　日本学術会議九州・沖縄地区学術講演会
1/21-22　大学入試センター試験　　　など

行事 全学

3月の行事予定
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/24　平成17年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

平成17年度産学官連携事業を開催
1/20に平成17年度産学官連携事業として「大学発ベンチャー企業創出・発展
への取組みと課題」を財団法人九州地域産業活性化センターの支援を受けて
開催

セミナー 全学

平成17年度知的財産公開シンポジウム「健康と
食と薬」を開催

1/23に平成17年度知的財産公開シンポジウム「健康と食と薬」を知的財産創
生推進本部と薬学部の主催により開催（於薬学部宮本記念館）

行事 薬学部

ノッティンガム大学アジア担当副学長が本学を
訪問

1/29-2/1までの日程で、高等教育の発展と大学法人化について意見交換する
ため日本と英国の間で実施されている「日英高等教育に関する協力プログラ
ム」により英国ノッティンガム大学アジア担当副学長イアン・ガウ教授一行
が本学を訪問

海外交流 全学

自転車寄贈式を挙行
社団法人熊本県銀行協会から留学生の勉強と生活の一助にと熊本留学生交流
推進会議宛に自転車30台の寄贈申し込みがあり、1/31に構内において寄贈式
を挙行。式後自転車は県内の留学生が在籍する各大学等に分配された

その他 留学生

病院職員対象の自己啓発研修会を実施
2/16に医学・薬学等事務部は民間の経営コンサルタントを講師として自己啓
発研修会を実施

セミナー 生命系

主要日誌（2月）

2/2　第61回九州地区国立大学病院長会議
2/11　推薦入学試験（センター試験を課す選抜）
2/11-12　法学研究科第2期入学試験
2/13-14　文学研究科春季日程入学試験
2/18-19　地域共同研究センター・高度技術研修
2/18　教育学部附属教育実践総合センター第11回教育研究シンポジウム
2/25-26　個別学力検査（前期日程）
2/28　社会文化科学研究科教授システム学選考（修士課程）入学試験　　　など

行事 全学

4月の行事予定
4/4　平成18年度入学式
4/25　熊本大学附属図書館南棟・放送大学熊本学習センター合築棟竣工記念
式典・祝賀会　　　など

行事 全学

女性のためのヘルスケアに関する講演会を開催

医学部附属病院及び大江・本荘の両事業場の安全衛生委員会では2月・3月の
2回にわたり、「女性のためのヘルスケアに関する講演会」を実施。講師は
大学院医学薬学研究部片渕秀隆教授及び乳腺・内分泌外科学分野岩瀬弘敬教
授

行事 生命系

海外企業との共同契約交渉の留意点について講
演会を開催

2/17に米国弁護士である吉田直樹氏により「海外企業との共同開発・ライセ
ンス交渉等の留意点～海外企業等との付き合い方の初歩～」のテーマで特別
講演会を開催

行事 全学

地域共同研究センター「高度技術研修」を実施
2/18-19にかけて地域共同研究センターは「平成17年度高度技術研修～e-
ラーニング～」を実施

セミナー 地域共同研究センター

「知的財産の侵害と対処（攻撃・防御）」につ
いて講演会を開催

2/24に知的財産創生推進本部主催による知財及び技術移転関係の人材育成の
ためのセミナー及び研修会である「知的財産の侵害と対処（攻撃・防御）
(2)～意匠・商標権、不正競争防止法違反を中心として～」と題して本学地
域共同研究センター客員教授（弁護士・弁理士）の影山光太郎氏による講演
会を開催

行事 全学

第6回東京リエゾンオフィス・イブニングセミ
ナーを開催

3/8にキャンパス・イノベーションセンターで開催。今回は「地域の自然と
環境～有明海・八代海の再生と維持～」と題して理学部の安部眞一教授、沿
岸域環境科学教育研究センターの逸見泰久教授及び滝川清教授の講演が行な
われた

セミナー 全学

東京リエゾンオフィス参与会を開催
3/8にキャンパス・イノベーションセンターで開催。今回は2年の任期が今年
3月で終了することから最後の「参与会」となった

行事 全学

技術移転の父ニールス・ライマース氏の特別講
演会を開催

3/16に技術支援の父として知られ、世界中多くのライセンス・アソシエイト
に影響を与えてきたニール・ライマース氏による講演「My view of
university technology licensing（大学における技術移転の基本的展
開）」のテーマで開催

行事 全学

中川内閣参事官の特別講演会を開催
3/17に中川健朗内閣参事官を招いて「知的財産立国を目指して～大学知的財
産への期待～」のテーマで特別講演会を開催

行事 全学

永年勤続者（退職時）表彰式
3/22に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。江口学長による式辞の
掲載有くすの木会館レセプションルームで挙行

行事 教職員

平成17年度熊本大学卒業式・修了式
3/24に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

薬学部（創薬・生命約化学科）に先端DDS学寄附講座（株式会社LTTバイオ
ファーマ)

薬学部

644 18 ・ 3

645 18 ・ 4
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薬学部（創薬・生命約化学科）に医薬高分子学寄附講座（ニプロ株式会社） 薬学部

工学部に太陽電池・環境自然エネルギー寄附講座（富士電機システムズ株式
会社）

工学部

主要日誌（3月）

3/1　特殊教育特別専攻科入学試験
3/6　平成17年度熊本大学フレンドシップ事業企画運営協議会及び公開シン
ポジウム
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/24　平成17年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/12　学生委員会　　　など 行事 全学

学長がスエズ運河大学との大学間研究者交流協
定調印式に出席

3/28に本学とエジプトのスエズ運河大学との大学間研究者交流協定の締結に
あたり、﨑元学長がエジプトのイスマリア市にある同大での調印式に出席

海外交流 全学

平成18年度熊本大学入学式
4/4に熊本県立劇場コンサートホール及び演劇ホールで挙行された。﨑元学
長による式辞掲載有

行事 全学

新入生オリエンテーション「ダイナマイト新
歓」を開催

本学では入学式後の3日間、新入生オリエンテーション「ダイナマイト新
歓」を学生団体（体育会・文化部会・熊粋祭）及び大学生協との連携により
開催

行事 全学

熊本大学附属図書館南棟・放送大学熊本学習セ
ンター竣工記念式典を挙行

4/25に熊本大学附属図書館南棟及び放送大学熊本学習センターの合築棟竣工
記念式を挙行

施設 図書館

JICAとの業務実施契約を締結
本学は独立行政法人国際協力機構（JICA）の「スラバヤ工科大学情報技術高
等人材育成計画」に関する大型プロジェクトを受注、4/28に両機関の間での
業務実施契約を締結。期間は2006年4月から4年間

研究・教育 工学部

主要日誌（4月）

4/4　平成18年度入学式
4/4-7　ダイナマイト新歓
4/14　薬学部附属創薬研究センター開所記念式典
4/25　熊本大学附属図書館南棟・放送大学熊本学習センター合築棟竣工記念
式典・祝賀会　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/8　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 6/1に11名の元教授が出席し、授与式を開催（被授与者は15名） 行事 教職員

主要日誌（5月）

5/18　第81回国立大学医学部長会議
5/19　全国医学部長病院長会議平成18年度定例総会
5/25　旧六国立大学法人教育学部長会議
5/26　平成18年度春季全国国立大学法人教育系学部長会議　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/24　平成18年度熊本大学社会教育主事講習　　　など 行事 全学

放送大学教育振興会井上理事長が新築の放送大
学熊本学習センターを視察

6/15に放送大学振興会井上孝美理事長が本学の経営協議会出席後に新築と
なった放送大学熊本学習センターを視察。本学と放送大学は昨年度より「熊
本大学と放送大学の間における単位互換モデル構築に向けたプロジェクト」
によりこれまで以上に本学の学生が放送大学の授業を受講できるようになっ
ている状況

行事 放送大学

永青文庫セミナーを開催
6/24に文学部・附属図書館の共催で一般市民を対象とした永青文庫セミナー
をくすの木会館において開催。講師は本学客員教授川口恭子氏で、テーマは
「手紙から見た細川重賢の交友」

セミナー 文学部・図書館

主要日誌（6月）

6/1　名誉教授称号授与式
6/2　平成18年度国公立大学薬学部長（科長・学長）会議
6/6　平成18年度国立大学学生関係部長・課長会議
6/22　平成18年度全国国立大学教員養成学部事務長協議会
6/22　第60回国立大学附属病院長会議　　　など

行事 全学

8月の行事予定 8/8　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

平成18年度個人情報保護に係る教育研究会を開
催

7/31に個人情報保護のための教育研修の一環として筑波大学大学院ビジネス
科学研究科の藤原静雄教授を招いて「国立大学における個人情報保護の在り
方～教育・研究（・診療）の保護対策」と題して研修会を開催

セミナー 教職員

主要日誌（7月）
7/1　事務組織改編
7/12　釜慶大学より表敬訪問
7/24-8/22　平成18年度熊本大学社会教育主事講習　　　など

行事 全学

寄附講座の設置について 研究・教育
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9月の行事予定 9/7　教育研究評議会　　　など 行事 全学

平成18年度「熊本大学拠点形成研究公開シンポ
ジウム」を開催

8/1-2にかけて、本学が平成15年から「熊本大学における部局横断的又は特
化された研究を推進するための戦略」に基づいて採択・推進している「拠点
形成研究（A)（B）」について研究報告会をシンポジウム形式で開催

セミナー 全学

林文部科学審議官が本学を視察

8/4-5にかけて林文部科学審議官が本学を訪問し、研究や産学官連携の現況
等について﨑元学長や小野理事と意見交換。また5日には本学で開催された
シンポジウム「半導体量産地域イノベーションのための熊本シンポジウム」
に参加

行事 全学

東京リエゾンオフィス参与会を開催
8/25にキャンパス・イノベーションセンターにおいて平成18年度第1回目の
参与会を開催

会議 東京リエゾンオフィス

第7回東京リエゾンオフィス・イブニングセミ
ナーを開催

8/25に「クリーンエネルギーとその未来」を主題に、『工学部・太陽電池寄
附講座（富士電機システムズ株式会社）の展開に向けて』をテーマに工学部
と工学部寄附講座（太陽電池・環境自然エネルギー寄附講座）の企画で講演
を行なった

セミナー 東京リエゾンオフィス

主要日誌（8月）

8/8　オープンキャンパス
8/10-23　平成18年度学校図書館司書教諭講習
8/19-20　附属病院臨床研修指導医研修ワークショップ
8/22　熊本県高等学校進学指導連絡協議会　　　など

行事 全学

10月の行事予定

10/2　秋季入学式
10/10　平成18年度熊本大学と熊本県高等学校校長会との懇談会
10/29　附属養護学校「すずかけ祭り」
10/30　医学部附属病院新中央診療棟竣工披露式　　　など

行事 全学

県立美術館と共催で「阿蘇の文化遺産展」を開
催

9/8-10/22にかけて附属図書館が所蔵する重要文化財「阿蘇家文書」の修復
事業が完了したことを記念して「阿蘇家文書修復完成記念　阿蘇の文化遺産
展」を熊本県立美術館と共催

行事 全学

韓国フォーラムを大田広域市で開催-韓国科学
技術員（KAIST)との大学間交流協定調印も-

9/26-27にかけて、理学部環境理学科による「第4回体験公開環境実習」が国立阿蘇青年の
家との共催で開催された「熊本大学韓国フォーラム2006」を韓国・大田（テジョン）広域
市で開催。なお、これまで韓国科学技術院と進めてきた部局間交流が更新を迎えたが、今
年新たに工学分野を中心とした大学間での学術交流及び学生交流協定を締結することとな
り、9/28に韓国科学技術院において両機関代表による協定調印式を挙行

海外交流 全学

男女共同参画推進室を設置
男女共同参画事業を積極的に推進するために男女共同参画室を設置、男女共
同参画コーディネーターを配置した

設置 男女共同参画室

寄附講座の設置について 薬学部に病態薬効解析学寄附講座（阿蘇製薬株式会社）を設置 研究・教育 薬学部

主要日誌（9月）
9/14-15　平成18年度九州地区教員養成大学・学部総務系係長会議並びに教
務・厚生補導係長会議　　　など

行事 全学

11月の行事予定

11/1　第43回阿蘇耐久遠歩大会
11/2-4　第13回熊粋祭
11/2　平成18年度幼児教育研究会（附属幼稚園）
11/3　薬学展
11/15　解剖慰霊祭
11/25　平成19年度推薦入学（大学入試センター試験を課さない）・社会人

行事 全学

第6回熊本国際フォーラムが開催されます
教育学部社会科歴史教室主催の第6回熊本国際フォーラムが開催され、今回
は英国から3名、合衆国から１名の最先端の中世史家を招いて「中世ブリテ
ンにおけるネイション」の諸相と題するシンポジウムを行なう

セミナー 教育学部

日本フルブライトメモリアル基金事業による米
国教育者が本学を訪問

10/1に日米教育委員会の日本フルブライトメモリアル基金事業の一環で米国
の小・中・高校における教育者20名が本学を訪問

海外交流 全学

国大協九州地区支部会議、九州地区事務局長会
議を開催

10/16に平成18年度第2回（社）国立大学協会九州地区支部会議が本学の当番
で開催された
また10/17には平成18年度九州地区国立大学法人事務局長会議を開催

会議 全学

主要日誌（10月）

10/2　秋季入学式
10/10　平成18年度熊本大学と熊本県高等学校校長会との懇談会
10/10　日本フルブライトメモリアル基金米国教育者一団来学
10/13　国立大学法人理学部長会議
10/16　国立大学協会九州支部会議
10/17　九州地区国立大学法人事務局長会議
10/18　旧六国立大学法人教育学部長会議
10/29　附属養護学校「すずかけ祭り」
10/30　医学部附属病院新中央診療棟竣工披露式　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/7　推薦入学試験合格者発表（大学入試センターを課さない）　　　など 行事 全学

大学院法曹養成研究科附属臨床法学研究セン
ター銘盤除幕式及び開所式典を挙行

大学院法曹養成研究科が臨書教育の拠点・先端的法領域の拠点、地域リーガ
ルネットワークの中核としての「附属臨床法学教育研究センター」を設置。
同センターには「弁護士法人大知従法律事務所熊本リーガル・クリニック」
を併設しており、法律事務所と一体的に実務教育を展開するために法律事務
所との協定を締結

施設 法曹養成研究科

・

650 18

18

653 18

・

・

651

12

11

9

・

652

1018
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男女共同参画推進事業第2回『地域連携による
キャリアパス環境整備』フォーラムを開催

12/5に「動き始めた女性研究者支援策」と題した講演会を独立行政法人日本
学術振興会総務部長久保真季氏を迎えて開催

セミナー 男女共同参画室

主要日誌（11月）

11/1　第43回阿蘇耐久遠歩大会
11/2-4　第13回熊粋祭
11/2　平成18年度幼児教育研究会（附属幼稚園）
11/3　薬学展
11/15　解剖慰霊祭
11/25　平成19年度推薦入学（大学入試センター試験を課さない）・社会人特別選抜試験
11/25　第6回熊本国際フォーラム
11/26　九州英語教育学会第35回熊本研究大会　　　など

行事 全学

1月の行事予定
1/9　附属病院新中央棟診療開始
1/20-21　平成19年度大学入試センター試験　　　など

行事 全学

第8回東京リエゾンオフィス・イブニングセミ
ナーを開催

12/13に『熊本大学医学薬学系寄附講座の研究教育の現状と将来』を主題に4
講座の研究内容、設置経緯、今後の展開について紹介を行なった

セミナー 東京リエゾンオフィス

学生が授業開放CMを制作
生涯学習養育研究センターで行なっている授業開放（地域貢献事業の一環）
の地域社会への浸透を図るため、映像製作会社の協力を得て本学の学生がボ
ランティアでテレビCMの政策を行なった

その他 生涯学習教育研究センター

主要日誌（12月） 12/7　推薦入学試験合格者発表（大学入試センターを課さない）　　　など 行事 全学

2月の行事予定

2/2　名誉教授称号授与式
2/7　上海くまもとフェア（中国上海市）
2/8-10　韓国科学技術院　副校長来校
2/9　平成18年度教育学部附属小学校研究発表会
2/10　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）〔教育学部、医学部、工学部〕
2/25-26　平成19年度個別学力検査（前期試験）、私費外国人留学生特別選抜試験、法学
部帰国子女特別選抜試験
2/27　21世紀型大学教育セミナー･シリーズ（大教センター企画）
2/27　日本語研修修了式・短期留学コース修了式　　　など

行事 全学

ベーカリー・カフェを新設オープン
1/9に附属病院第6病棟に隣接する旧救急棟1階に新中央診療棟の開院日に合
わせてベーカリー･カフェがオープン。店名は「サンテ」。この福利施設は
財団法人恵和会からの経費援助により開設されたもの

施設 医学部附属病院

名誉教授称号授与式を開催
2/2に昨年11月に退職した小野副学長、平山副学長の熊本大学名誉教授称号
授与式を開催

行事 教職員

主要日誌（1月）
1/9　附属病院新中央棟診療開始
1/20-21　平成19年度大学入試センター試験　　　など

行事 全学

3月の行事予定

3/3　薬用植物園　薬用植物観察会
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/13　熊本大学GPフォーラム
3/16　男女共同参画推進「地域連携によるキャリアパス環境整備フォーラム」
3/23　学長表彰
3/27　平成18年度卒業式・修了式
3/30　永年勤続者表彰　　　など

行事 全学

「“アクティブ・リーダー”育成のための実践
型係長研修」閉講式

2/7に事務系係長級職員を対象とした実践型係長研修（昨年9月から半年間開
催、“アクティブ・リーダー”の養成を目的とする）の閉講式を行なった

セミナー 事務局

熊本県と熊本大学による「上海くまもとフェ
ア」を開催

2/7に本学は熊本県と海外では初の共同事業となる「上海くまもとフェア」
（熊本県、熊本大学のほか県内企業からも16社が出展した産学官連携事業）
を開催

行事 全学

主要日誌（2月）

2/2　名誉教授称号授与式
2/7　上海くまもとフェア（中国上海市）
2/8-10　韓国科学技術院　副校長来校
2/9　平成18年度教育学部附属小学校研究発表会
2/10　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）〔教育学部、医学部、工学部〕
2/16　DOWAホールディングス株式会社との包括的連携に関する協定調印式
2/25-26　平成19年度個別学力検査（前期試験）など
2/27　21世紀型大学教育セミナー･シリーズ（大教センター企画）
2/27　日本語研修修了式・短期留学コース修了式　　　など

行事 全学

4月の行事予定

4/4　平成19年度熊本大学入学式
4/10　附属中学校入学式
4/11　附属養護学校入学式
4/12　附属小学校入学式
4/13　附属幼稚園入学式　　　など

行事 全学

大学評価に関する講演会を開催
3/8に広島大学の椿康和理事を講師に招いて「広島大学における大学改革の
推進～大学経営評価指標の導入と活用～」というテーマで講演会を開催

セミナー 教職員

平成18年度熊本大学卒業式・修了式
3/27に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

永年勤続者（退職時）表彰式
3/30に役員及び関係部局長等の参列のもと、くすの木会館レセプションルー
ムにおいて挙行

行事 教職員

657 19 ・ 4

・ 3

655 19 ・ 2

656

654 19 ・ 1
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平成19年度熊本大学入学式
4/4に熊本県立劇場コンサートホール及び演劇ホールで挙行された。﨑元学
長による式辞掲載有

行事 全学

大学院薬学研究部に感染制御学（肥後銀行）寄附講座（株式会社肥後銀行） 薬学部

医学部附属病院先端医療支援センターに不整脈先端医療寄附講座（日本ガイダント株式会
社、日本光電工業株式会社、フクダ電子株式会社、株式会社ゲッツブラザーズ、日本ライ
フライン株式会社、日本メドトロニック株式会社、株式会社ネオテック、医療法人田中会
武蔵ヶ丘病院、医療法人東陽会東病院、医療法人社団鶴友会鶴田病院、医療法人社団イチ
イ会小沢病院、医療法人永田会、医療法人社団仁誠会）

医学部附属病院

主要日誌（3月）

3/3　薬用植物園　薬用植物観察会
3/10　附属中学校卒業式
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/13　熊本大学GPフォーラム
3/14　附属幼稚園卒園式
3/15　附属養護学校卒業式
3/16　男女共同参画推進「地域連携によるキャリアパス環境整備フォーラム」
3/16　附属小学校卒業式
3/19　ベトナム国立ハノイ校ハノイ科学大学と大学間交流協定（学術交流）を締結
3/23　学長表彰
3/27　平成18年度卒業式・修了式
3/30　永年勤続者表彰　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/8　役員会　　　など 行事 全学

熊本市と包括的連携協定を締結
4/26に熊本市及び熊本都市圏をはじめとする地域社会の発展と人材の育成に
寄与することを目的とし、本学と熊本市は包括的連携協定を締結

その他 全学

「eラーニング推進機構」開設、看板除幕式
4月に学内共同研究施設として設置した「eラーニング推進機構」の開設を祝
して4/27に看板除幕式を挙行

行事 eラーニング推進機構

「高等教育の国際化」に関するセミナーを開催
5/10にトロント大学教育研究助教授のジェーン・ナイト氏による「高等教育
の国際化：現在のトレンドと新たなチャレンジ-グローバルな視点から-」と
題したセミナーを開催

行事 全学

主要日誌（4月）

4/4　平成19年度熊本大学入学式
4/10　附属中学校入学式
4/11　附属養護学校入学式
4/12　附属小学校入学式
4/13　附属幼稚園入学式
4/26　熊本市と包括的連携協定調印式
4/27　eラーニング推進機構看板除幕式　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/1　名誉教授懇談会　　　など 行事 全学

第4回「地域連携によるキャリアパス環境整備
フォーラム」を開催

5/18に北城恪太郎氏（日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問・社団法人経
済同友会終身幹事）を迎えて「21世紀における地域からの挑戦～人材のイノ
ベーション」と題した講演会を開催。教職員や学生の男女共同参画への意識
啓発の目的で開催されたもの

行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 6/1に14名の元教授が出席し、授与式を開催（被授与者は15名） 行事 教職員

主要日誌（5月） 5/18　地域連携によるキャリアパス環境整備フォーラム　　　など 行事 全学

7月の行事予定 7/12　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

教職員チームが全日本壮年ソフトボール大会熊
本県予選で初優勝・全国大会へ

6/16-17に開催された「第22回全日本壮年ソフトボール大会」において本学
の教職員で構成されるソフトボールチームが初優勝を飾り、全国大会への出
場権を獲得

その他 教職員

メディア教育開発センターと包括的連携協定を
締結

7/2に独立行政法人メディア教育開発センター（NIME)との間でeラーニング
システム及び情報コミュニケーション技術（ICT）を活用した教育と研究の
開発・推進を目的とする包括的連携協定を締結

研究・教育 eラーニング推進機構

主要日誌（6月）
6/1　名誉教授称号授与式・名誉教授懇談会
6/4　学位記授与式　　　など

行事 全学

8月の行事予定 8/7　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

水俣市と包括的連携協定を締結、並びにみなま
た環境塾キックオフシンポジウムを開催

8/4に本学と水俣市により「みなまた環境塾」事業（水俣から環境保全の大
切さを世界に発信できる人材の育成を目指す）のキックオフシンポジウムが
開催された

行事 全学

660 19

661 19 ・ 8

・ 7

658 19 ・ 5

659 19 ・ 6

研究・教育寄附講座の設置について
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主要日誌（7月）
7/2　独立行政法人メディア教育開発センターとの教育研究に関する連携・
協力協定調印式
7/29-8/11　アジア国際連携人材育成プログラム　　　など

行事 全学

9月の行事予定 9/25　平成19年度秋季卒業式・修了式　　　など 行事 全学

東アジアの協定校等11大学の学生25名に日本体
験プログラムを実施

7/29-8/11にかけて夏期休暇中の受入れサマープログラムとして初の取組み
である「アジア国際連携人材育成プログラム2007」を開催

行事 全学

第5回「地域連携によるキャリアパス環境整備
フォーラム」を開催

9/7に内閣府男女共同参画局長の坂東久美子氏を迎えて「ワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調和）の推進」と題した講演会を開催

行事 男女共同参画室

主要日誌（8月） 8/7　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

10月の行事予定
10/1　秋季入学式
10/10　五高開校120周年記念式典　　　など

行事 全学

平成19年度国立大学法人留学生担当課長会議を
開催

9/19に国立大学法人留学生担当課長等会議が本学を当番として開催（於メル
パルク熊本）。協議題は「留学生が遭遇する事故等で死亡した場合の大学の
対処について」「短期留学生の受入れについて」「国際的な連携教育の進
展・取組状況について」

会議 留学生

6か月の新採用事務系職員研修が終了
従来配属後に集合型研修を行なってきたものを、今年度よりすべての新採用
職員を人事課付とし、6ヶ月間の研修に専念させることとなった。10月より
本配属

人事 事務局

旧制第五高等学校開校120周年記念式典を盛大
に挙行

10/10に旧制第五高等学校の開校120周年記念式典を卒業生ら約550人を招い
て挙行

行事 前身校

主要日誌（9月） 9/25　平成19年度秋季卒業式・修了式　　　など 行事 全学

11月の行事予定

11/1　熊本大学基金設立総会
11/1　第44回阿蘇耐久遠歩大会
11/2-4　第14回熊粋祭
11/3　第2回ホームカミングデー
11/5　キャンパス・クリーン・デー
11/26-27　環黄海産学官連携総（学）長フォーラム　　　など

行事 全学

附属図書館が所蔵貴重資料展「近代への階梯」
を開催

10/10-13にかけて附属図書館では旧制第五高等学校開校120周年を迎えるに
あたって貴重資料展「近代への階梯」を開催

行事 図書館

久保審議官が本学を視察 10/18に文部科学省窪高等教育担当審議官が本学の現状視察のため訪問 行事 全学

平成19年度九州地区国立学校会計事務研修を開
催

10/22-26にかけて「平成19年度九州地区国立学校会計事務研修」を地区の当
番校として開催

セミナー 事務局

文科省大学改革推進室長が本学を視察
10/24に文部科学省大学振興課大学改革推進室の井上卓己室長と桐生崇専門
官が本学を訪問、高等教育コンソーシアム熊本への取り組みや知的財産創生
推進本部の活動状況の説明を受け、意見交換を行なった

行事 全学

韓国高麗大学校保健学科大学と学術交流協定締
結

10/26に大韓民国高麗大学校保健科学大学から林国煥保健科学大学長と金正
敏放射線学科長が本学医学部保健学科との学術交流協定締結のため来学

行事 全学

主要日誌（10月）

10/1　秋季入学式
10/1　熊本大学基金創設
10/10　五高開校120周年記念式典
10/29　グローバルCOEキックオフシンポジウム　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/13　部局長等連絡調整会議　　　など 行事 全学

第2回「熊本大学ホームカミングデー」を開催
11/3に大学祭開催に合わせてホームカミングデーを同窓会連合会・大学支援
者会の後援を得て開催

行事 全学

熊粋祭で培材大学校が伝統芸能を披露
11/2-4にかけて開催された第14回熊粋祭に、韓国の交流協定校で大学間学術
学生交流協定を締結している培材大学工が初めて海外の交流協定校として参
加、伝統芸能を披露

海外交流 全学

・ 12

・ 11664 19

665 19
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662 19 ・ 9

663 19
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『機械遺産』認定祈念「秋深しコンサート」を
開催

11/22に工学部研究資料館が今年度夏に機械学会から「機械遺産」に認定さ
れたことを記念して同資料館にて「秋深しコンサート」を開催

行事 前身校

「大学評価に関する講演会」を開催
11/26に九州大学大学院法学研究院の関口正司教授（大学評価情報室副室
長）を講師に招いて「法人評価を改善につながる評価へと活かす工夫」とい
うテーマで講演会を開催

行事 全学

主要日誌（11月）

11/1　開学記念日
11/1　熊本大学支援者会設立総会
11/1　第44回阿蘇耐久遠歩大会
11/2-4　第14回熊粋祭
11/3　第2回ホームカミングデー
11/7　解剖慰霊祭
11/22　永年勤続者表彰式
11/26-27　環黄海産学官連携総（学）長フォーラム
11/29-30　第5回熊本大学熊本フォーラム　　　など

行事 全学

1月の行事予定 1/19-20　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

中国・上海で同窓会を開催
11/24に中国・上海市内のホテルで中国在住の卒業生を対象とした同窓会を
開催

行事 全学

「環黄海産学官連携大学総（学）長フォーラ
ム」開催

11/26-27に本学は「環黄海産学官連携大学総（学）長フォーラム」の日本側
事務局兼開催校として、企画・実施・運営を行なった

行事 全学

主要日誌（12月） 12/19　学長と学生代表との懇談会　　　など 行事 全学

2月の行事予定
2/9　推薦入学試験（大学入試センターを課す選抜）
2/25-26　平成20年度個別学力検査　　　など

行事 全学

平成19年度地域共同研究センター高度技術研修
会を開催

12/14-15の2日間にわたり、高度技術研修会（地域共同研究センター主催、
於黒髪南地区インキュベーション施設）を開催。研修テーマは「パワーデバ
イスを用いた高電圧パルス発生回路」

セミナー 全学

情報公開及び個人情報保護に関する教育研修会
を開催

2/5に教職員を対象に情報公開及び個人情報保護に関する教育研修会を開催 セミナー 全学

ゲロルト・アメルンク在大阪・神戸ドイツ連邦
共和国総領事が本学を表敬訪問

2/13にゲロルト・アメルンク在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事が本学を
表敬訪問

海外交流 全学

主要日誌（1月） 1/19-20　大学入試センター試験　　　など 行事 全学

3月の行事予定

3/11　附属中学校卒業式
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/13　附属幼稚園卒園式
3/14　附属特別支援学校卒業式
3/17　附属小学校卒業式
3/18　熊本大学GPフォーラム
3/24　学生表彰式
3/25　平成19年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

﨑元学長がSSH研究発表会にて基調講演
2/26に文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を
受けている鹿児島県池田中学・高等学校が開催したSSH研究発表会において
﨑元学長が「橋の世界への誘い-力と形」の基調講演を行なった

行事 全学

科学研究費補助金学内説明会を開催 3/14に科学研究費補助金の公募等に関する学内説明会を開催 セミナー 全学

主要日誌（2月）
2/9　推薦入学試験（大学入試センターを課す選抜）
2/25-26　平成20年度個別学力検査　　　など

行事 全学

4月の行事予定 4/4　平成20年度熊本大学入学式　　　など 行事 全学

表彰・報奨制度（最高50万円）を創設
本学は研究活動により多額の外部資金を獲得した教員に報奨金を支給する制
度を創設。3/17に平成18年度実績で54名が該当したことを受け、報奨金を支
給

行事 全学

平成19年度熊本大学卒業式・修了式
3/25に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学
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大学院自然科学研究科に電力フロンティア講座（九州電力株式会社） 自然系

医学部附属病院先端医療支援センターに心血管治療先端医療寄附講座（ジョンソン・エン
ド・ジョンソン株式会社、ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社、テルモ株
式会社、株式会社カネカメディックス、USCIジャパン株式会社、日本ライフライン株式会
社、アボット バスキャラージャパン株式会社、セント・ジュード・メディカル株式会
社、ジーエムメディカル株式会社、アルティーアイ株式会社、株式会社ネオテック）

医学部附属病院

平成20年度熊本大学入学式
4/4に熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行。﨑元学長による式辞掲
載有

行事 全学

主要日誌（3月）

3/11　附属中学校卒業式
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/13　附属幼稚園卒園式
3/14　附属特別支援学校卒業式
3/17　附属小学校卒業式
3/18　熊本大学GPフォーラム
3/24　学生表彰式
3/25　平成19年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

5月の行事予定
5/18　平成20年度九州地区国立大学法人等職員採用試験（熊本大学会場）
5/23　研究活動表彰式　　　など

行事 全学

ふくおかフィナンシャルグループと「産学連携
協力に関する協定」を締結

本学は株式会社福岡銀行、株式会社熊本ファミリー銀行、株式会社ふくおか
フィナンシャルグループと「産学連携協力に関する協定」を締結（4/28付
け）

研究・教育 全学

主要日誌（4月） 4/4　平成20年度熊本大学入学式　　　など 行事 全学

6月の行事予定
6/6　名誉教授称号授与式/名誉教授懇談会
6/9　イノベーション推進機構除幕式　　　など

行事 全学

研究活動表彰式を実施 5/23に平成19年度の外部資金獲得実績に基づいて59名の該当者を表彰 行事 全学

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」撮影ロケ
5/27、6/1にNHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」（2009-2011の秋放送予
定）の撮影を五高記念館及びその周辺で行なった

行事 五高記念館

イノベーション推進機構設立記念式典を開催
6/9に「熊本大学イノベーション推進機構」の設立記念式典を開催（於工学
部百周年記念館）

行事 イノベーション推進機構

主要日誌（5月）
5/18　平成20年度九州地区国立大学法人等職員採用試験（熊本大学会場）
5/23　研究活動表彰式　　　など

行事 全学

7月の行事予定 7/24　教育研究協議会　　　など 行事 全学

名誉教授称号授与式を開催 6/6に15名の元教授が出席し授与式を挙行（被授与者は全20名） 行事 全学

スリランカへ足踏みミシンを贈る
6/21に教育学部家政教育学科で不要となった12台の足踏みミシンをスリラン
カの女性支援をしている団体に寄贈。7月下旬にスリランカに届けられる予
定

海外交流 教育学部

先輩キャリア交流会を開催
7/2に文学部文学科女子学生17名が本年5月に結成した就活サークル「WB」と
キャリア支援課が合同で「先輩キャリア交流会～OB・OGキャリアメッセージ
に学ぶ」を開催

行事 学生

寄附講座の設置について
医学部附属病院に機能神経外科先端医療寄附講座（医療法人社団北斗 北斗
病院）

研究・教育 医学部附属病院

主要日誌（6月）
6/6　名誉教授称号授与式/名誉教授懇談会
6/9　イノベーション推進機構除幕式
6/13　全学的な男女共同参画推進フォーラム　　　など

行事 全学

8月の行事予定 8/5　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

展覧会「Dr.Arita天然痘根絶の軌跡」を開催 5/8-6/30にかけて五高記念館において「Dr.Arita天然痘根絶の軌跡」を開催 行事 五高記念館

・ 6

・ 5
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新規採用職員による業務説明会を実施
7/1に「国立大学法人等の業務に関する説明会」を国立大学法人等の職員を
目指す157名の大学訪問者に対して実施。この企画・運営のすべてを今年4月
に採用となった新規採用職員12名が行なった

行事 事務局

標語で省エネルギー推進
本学で行なった省エネルギー推進の意識向上を図るため募集された「標語」
の中から3作品が選出され、対象者への表彰式を7/17に挙行

行事 全学

地域連携活動をまとめた冊子「地域を創る熊大
力」を発行

熊本大学が「地域に開かれた大学」を目指して取り組んでいる様々な地域連
携活動を「地域」という視点でまとめた冊子『地域を創る熊大力』を発行

その他 全学

主要日誌（7月） 7/28-8/8　熊本大学サマープログラム2008　　　など 行事 全学

9月の行事予定
9/9　韓国KAISTオフィス開所式
9/17　熊本大学名誉博士称号授与式（第1号）
9/25　秋季卒業式・修了式　　　など

行事 全学

学生自身による図書選書を完了
附属図書館では17名の学生図書選書委員による今年度の学生用の図書（570
冊）の選書を完了

その他 図書館

熊本大学サマープログラム2008を実施
7/28-8/8にわたって中国・韓国の大学生30名を迎えて「熊本大学サマープロ
グラム2008」を実施

行事 全学

病児保育で育児支援

9/1より「女性研究者支援モデル事業」の一環として、ワーク・ライフ・バ
ランスの観点から、本学とNPO法人チャイルドケアサポートみるくとの連携
により、学内保育施設こばと保育園に通う園児及びその保護者を対象とし
て、病児保育モデル事業を開始（県内大学としては初の試み）

行事 教職員

川口客員教授、文化功労者として表彰される
附属図書館の川口恭子客員教授が永年の地域貢献により、荒木精之記念文化
功労賞を受賞。9/12に熊本県芸術文化祭前夜祭の席上で表彰された

受賞 図書館

主要日誌（8月） 8/5　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

10月の行事予定 10/1　秋季入学式　　　など 行事 全学

韓国科学技術院内にリエゾンオフィスを開所、
第1回共同シンポジウムを同時開催

韓国科学技術院（KAIST、本学と大学間交流協定校）のバイオメディカルセ
ンター内に本学2ヶ所目の海外リエゾンオフィス「熊本大学韓国KAISTオフィ
ス」を開所。9/9に両大学の学長及び担当副学長出席のもと開所式を挙行

行事 熊本大学韓国KAISTオフィス

職員ソフトボール部壮年チーム、全日本壮年ソ
フトボール大会に2年連続出場

9/13-15まで香川県で開催された「第23回全日本壮年ソフトボール大会」に
本学職員ソフトボール部壮年チームが熊本県代表として出場

行事 事務局

中国河北省の大学管理運営幹部30名が本学を訪
問

9/24に中国河北省の大学幹部30名が日本政府と中国政府の間の円借款事業の
一環として行なっている「中国の大学管理運営幹部特別研修」により本学を
訪問、国立大学法人化と本学の法人化以降の取り組みについて講義を行なっ
た

海外交流 全学

「中九州三大学病院合同専門医養成プログラ
ム」のキックオフミーティングを開催

9/26に山崎記念館において「中九州産大学病院合同専門医養成プログラム」
（熊本・大分・宮崎の三大学の連携による）のキックオフミーティングを開
催

研究・教育 医学部附属病院

新採用事務系職員研修が終了 9/30をもって平成20年度新採用職員研修を終了、10月から本配属となる セミナー 事務局

メンター説明会を開催
10/6に、10/1付で事務局長からメンターの依嘱を受けた職員を対象としたメ
ンター説明会を開催。メンター制度は昨年度より実施

セミナー 事務局

地域連携によるキャリアパス環境整備フォーラ
ムを開催

10/7に前熊本県知事の潮谷義子氏を迎えて「男女共同参画推進における大学
の役割」と題した講演会を開催

行事 男女共同参画室

イノベーション推進機構等、技術移転等にかか
る研修会を実施

10/8-10までイノベーション推進機構、研究・国際部社会連携化、熊本TLOの
構成を対象として技術移転等に係る研修会を実施（講師は（株）東京大学
TLOの山本貴史社長）

セミナー 教職員

男女共同参画キャリアセミナーを開催
10/10に「熊本大学男女共同参画キャリアセミナー」を開催（講師は（株）
リアセック取締役COO松村直樹氏）

セミナー 全学

675 20 ・ 10
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主要日誌（9月）

9/9　韓国KAISTオフィス開所式
9/17　熊本大学名誉博士称号授与式（第1号）
　　　グローバルCOEプログラム「エイズ制圧を目指した国際教育研究拠点」キックオフ
シンポジウム
9/25　秋季卒業式・修了式
9/28　長崎地区熊本大学進学説明会　　　など

行事 全学

11月の行事予定

11/1　第45回阿蘇耐久遠歩大会
11/1-3　第15回熊粋祭
11/2　第3回ホームカミングデー
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/5-6　第6回熊本大学フォーラム・スラバヤ　　　など

行事 全学

ボランティアによる院内コンサートを開催
10/15にソプラノ歌手笹原美香氏の申出により、ボランティアによる院内コ
ンサートを開催

行事 医学部附属病院

日本フルブライトメモリアル基金事業による米
国教育者が本学を訪問

10/20に日本フルブライトメモリアル基金事業の一環として、米国の小・
中・高校における教育者16名が本学を訪問

行事 全学

熊本大学政策フォーラムを開催
10/30に地域貢献事業の一環として、「大学発、地域づくりを考える―“連
帯”と“協働”のネットワーク―」と題した「熊本大学政策フォーラム」を
開催

行事 全学

第25回「貴重資料展」を開催 10/30-11/1にかけて、附属図書館で貴重資料展「源氏物語千年の時」を開催 行事 図書館

第3回永青文庫セミナー「細川重賢夫人の手
紙」を開催

11/1に構内にある放送大学熊本学習センターにおいて、永青文庫セミナーを
開催

行事 図書館

第3回熊本大学ホームカミングデーを開催 11/2に同窓会連合会の後援を得て、第3回ホームカミングデーを開催 行事 事務局

主要日誌（10月）
10/1　秋季入学式
10/29　解剖慰霊祭　　　など

行事 全学

12月の行事予定
12/9　推薦入学試験（大学入試センター試験を課さない）
12/19　学長選考会議（学長候補者の決定）　　　など

行事 全学

第6回熊本大学フォーラムをインドネシア・ス
ラバヤで開催

11/5-6にかけて、インドネシア・スラバヤにおいて、スラバヤ工科大学と独
立行政法人国際協力機構との共催で第6回熊本大学フォーラムを開催

行事 全学

「学長と学生代表との懇談会」を開催 11/25に学長と学生代表との懇談会を開催。今年で4回目 行事 全学

東京連合同窓会設立記念式典・交流会を開催
11/29に「熊本大学東京連合同窓会」の設立を記念して、設立記念式典・記
念講演会・交流会が開催された

行事 全学

個人情報保護研修会を実施 12/1に医学部附属病院において、個人情報保護研修会を開催 セミナー 医学部附属病院

主要日誌（11月）

11/1　開学記念日、第45回阿蘇耐久遠歩大会
11/1-3　第15回熊粋祭
11/2　第3回ホームカミングデー
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/5-6　第6回熊本大学フォーラム・スラバヤ
11/27　永年勤続表彰式　　　など

行事 全学

1月の行事予定
1/5　仕事始め式
1/17-18　大学入試センター試験　　　など

行事 全学

「ドナルドショー」を実施
11/27に医学部附属病院においてマクドナルドの人気キャラクター・ドナル
ドによる「ドナルドショー」を実施。日本マクドナルドによる地域貢献活動
のひとつとして毎年実施しているもの

行事 医学部附属病院

「ラフカディオ・ハーン」ミニシンポジウムを
開催

12/11に学術資料研究推進室は附属図書館との共催で「ラフカディオ・ハー
ン」ミニ・シンポジウムを開催

行事 図書館

入院中の子ども達にクリスマスプレゼントを配
布

12/21に入院中の子ども達にクリスマスプレゼントが贈られた。医学部附属
病院と財団法人恵和会が毎年共同して企画しているもの

行事 附属病院

附属病院で院内コンサートを開催
12/25に附属病院では熊本大学教育学部附属中学校コーラス部を招いて院内
コンサートを開催。同病院で初めて開催されたもの

行事 附属病院

・ 1

・ 12

678

676 20

677 20

21

・ 11

299/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

寄附講座の設置について

医学部附属病院に新生児学寄附講座（医療法人社団愛育会　福田病院）、地
域医療システム学寄附講座（熊本県）が設置。なお、「地域医療システム学
寄附講座」は、医学部附属病院内に新たに設置する「地域医療支援センター
（仮称）」内の設置

研究・教育 附属病院

国立大初の参加　本学でTABLE FOR TWO運動が
スタート

1/5から本学と熊本大学生協で「TABLE FOR TWO」運動を開始。国立大学では
初の試み

その他 全学

主要日誌（12月）
12/9　推薦入学試験（大学入試センター試験を課さない）
12/19　学長選考会議（学長候補者の決定）　　　など

行事 全学

2月の行事予定
2/7　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

「東光原文学賞」受賞者決定 昨年5月創設の「東光原文学賞」の表彰式を1/16に挙行 行事 図書館

五高記念館で「消防訓練」を実施
1/20に教職員の防火知識の向上並びに防火意識の高揚を図ることを目的とし
て、消防訓練を実施

行事 五高記念館

「国際化推進機構開設記念式典及び国際化シン
ポジウム」を開催

1/27に熊本大学国際化推進機構開設記念式典及び国際化シンポジウムを開
催。同機構は従来の「留学生センター」を発展的に改組したもので、本年
1/1に設置

行事 国際化推進機構

「滞在支援プランWG」が検討内容を報告
1/29-30、院内事務系職員勉強会において「滞在支援プランWG」による検討
内容報告が行なわれた

行事 附属病院

「大学教育の質保障と評価に関するフォーラ
ム」を開催

工学部申請の特色GPとして採択された「工学教育から発信する大学教育の質
保証」による「大学教育の質保障と評価に関するフォーラム」を開催

行事 工学部

附属病院内の（財）恵和会が「テーブル・
フォー・ツー（TFT)運動」に参加

2/2より医学部附属病院内にある（財）恵和会が本学と連携して、国立大学
附属病院内財団としてTFT運動に初参加

その他 附属病院

韓国オフィスのある韓国科学技術院で共同ワー
クショップを開催

2/4に韓国科学技術学院にて衝撃エネルギー工学に関する共同ワークショッ
プ「CERC-SCMRC 3rd International Workshop」を開催

セミナー 衝撃・極限環境研究センター

主要日誌（1月）

1/5　仕事始め式
1/16　熊本大学東光原文学賞表彰式
1/17-18　大学入試センター試験
1/27　国際化推進機構開設記念式典　　　など

行事 全学

3月の行事予定

3/7　個別学力検査（前期日程）の合格者発表
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/18　学制表彰式
3/21　個別学力検査（後期日程）の合格発表
3/25　平成20年度卒業式・修了式
3/26　学長退任記念講演会
3/31　永年勤続者表彰　　　など

行事 全学

文部科学省小林大学病院支援室長による講演会
を実施

1/23、医学部附属病院において、文部科学省高等教育局医学教育課小林万里
子大学病院支援室長を迎えて講演会を開催

セミナー 附属病院

医学部附属病院で個人情報保護研修会を開催
2/19、医学部附属病院において、産業医科大学産業生態科学研究所作業病体
学八幡勝也准教授を招いて、個人情報保護研修会を開催

セミナー 附属病院

本学主催で「教員免許状更新講習フォーラム」
を開催

2/21に熊本県立劇場コンサートホールにおいて、「教員免許状更新講習
フォーラム」を開催（「高等教育コンソーシアム熊本」との連携事業）

セミナー 全学

国際シンポジウム「臨床法学教育の実践と課
題」を開催

2/28に国際シンポジウム「臨床法学教育の実践と展望」を開催。専門職大学
院等における高度職業人養成教育推進プログラム「ローセンターを活用した
臨床教育の高度化」の事業として開催したもの

セミナー 法曹養成研究科

施設マネジメントに関する講演会を開催
3/11に大学等関係者に必要な幅広い情報共有と施設マネジメントの推進を図
ることを目的とした講演会を開催

セミナー 全学

イノベーション推進機構地域共同ラボラトリー
高度技術研修を開催

3/13-14、医学薬学研究部において、糖尿病に関する転写因子をテーマに、
イノベーション推進機構地域共同ラボラトリー高度技術研修が開催された

セミナー イノベーション推進機構

永青文庫「町在」解析目録完成
附属図書館では、学術資料調査研究推進室古文書分野の協力を得て、「細川
家北岡文庫」のうち「町在」についての悉皆解析を行い、「町在」解析目録
を作成

その他 図書館

3・680 21
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主要日誌（2月）
2/7　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）
2/11　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す選抜）合格者発表
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

4月の行事予定
4/1　谷口功学長就任式
4/4　平成21年度熊本大学入学式　　　など

行事 全学

第3回日本ファシリティマネジメント大賞
（JFMA賞）を受賞

大学院自然科学研究科の位寄・大西研究室（環境共生工学専門人間環境計画
額講座）で行われているファシリティマネジメントの活動が評価され、第3
回日本ファシリティマネジメント大賞の功績賞を受賞

受賞 自然科学研究科

「中九州三大学病院合同専門医養成プログラ
ム」の平成20年度総合フォーラムを開催

3月13日に「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」に採択されたプログ
ラムの平成20年度活動のまとめとしてフォーラムが開催される

行事 附属病院

60周年記念展示「公印の記憶」を開催
熊本大学設立60周年記念展示「公印の記憶」を60年史編纂室との共催により
開催

行事 図書館

平成20年度熊本大学卒業式・修了式 3/25、熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行 行事 全学

寄附講座の設置について

医学部附属病院に、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、バイエル薬
品株式会社、田辺三菱製薬株式会社、塩野義製薬株式会社、セリング・プラ
ウ株式会社、日本セルヴィエ株式会社、アステラス製薬株式会社による寄附
講座「循環器臨床研究先端医療寄附講座」が設置される（平成21年4月1日～
平成26年3月31日まで）

研究・教育 附属病院

文学部附属永青文庫研究センター看板上掲式を
開催

4/3、文学部附属永青文庫研究センター看板上掲式が行われる 研究・教育 文学部

平成21年度熊本大学入学式 4/4、熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行 行事 全学

主要日誌（3月）

3/18　学生表彰式
3/25　平成20年度卒業式・修了式
3/26　学長退任記念講演会
3/31　永年勤続者表彰式、崎元達郎学長離任式

行事 全学

5月の行事予定
5/28　研究活動表彰式
5/29　名誉教授称号授与式
5/30　永青文庫研究センター開所式

行事 全学

平成21年5月13日、医学部附属病院が「熊本県
肝疾患診療拠点病院」として選定されました。

厚生労働省の方針に基づき、熊本県からの協力要請があり、附属病院が管疾
患診療連携拠点病院となる。また、事業の一環として「肝疾患相談室」が院
内に開設される

研究・教育 附属病院

主要日誌（4月）
4/1　谷口功学長就任式
4/4　平成21年度熊本大学入学式　　　など

行事 全学

6月の行事予定 6/4　役員会　　　など 行事 全学

地元の要請を受け中心市街地に壁画を作成
5/15-17、教育学部及び教育学研究科の美術科学生を中心とするボランティ
ア学生28名により、熊本氏が保有する旧産業文化会館のシャッターなどに壁
画を制作（平成19年4月締結の熊本市と本学都の包括的連携協定の一環）

行事 教育

文学部附属永青部の研究センター設立記念講演
会を開催

5/30、工学部百周年記念館において文学部附属永青文庫研究センター設立記
念講演会が開催される

行事 文学部

永青文庫研究センターをPR
文学部創立30周年記念事業並びに文学部附属永青文庫研究センター設立記念
事業の一環として、キャンパス・イノベーションセンター東京において、
「永青文庫史資料の世界」と題するセミナーを開催

セミナー 文学部

主要日誌（5月）
5/28　研究活動表彰式
5/29　名誉教授称号授与式
5/30　永青文庫研究センター開所式

行事 全学

7月の行事予定 7/23　教育研究評議会　　　など 行事 全学

研究活動表彰式を実施 5/28、研究活動表彰式を実施 行事 教職員

684 21 ・ 7

682 21 ・

681 21 ・

5

4

683 21 ・ 6

301/305



「熊本大学学報」主要トピックス一覧

年 月 日 項目 該当する部局等
号

発行
トピックスタイトル（※カッコ内は仮タイト

ル）
備考トピックス内容

トピックス種別

名誉教授称号授与式を開催 5/29、名誉教授称号授与式を開催 行事 教職員

イノベーション推進機構大江リエゾンオフィス
設置記念式典を開催

7/2、イノベーション推進機構大江リエゾンオフィスの設置を広く地域社会
に周知するため、設置記念式典を開催

行事 イノベーション推進機構

主要日誌（6月）
6/26　ものクリ工房増設開所式、ものづくり事業5周年記念フォーラム
など

行事 全学

8月の行事予定 8/7　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

全国国立大学法人留学生センター長及び留学生
課長等合同会議を開催

7/3、全国国立大学法人留学生センター長及び留学生課長等合同会議を開催 行事 国際化推進機構

熊本大学サマープログラムに参加した協定校学
生が蒲島郁夫熊本県知事を表敬

8/4に、7/26から2週間の予定で中国・韓国の交流協定校からの学生21名を迎
えて行ったサマープログラムの参加者が、蒲島郁夫熊本県知事を表敬訪問

行事 国際化推進機構

イノベーション推進機構、MyIPO幹部候補生の
研修を実施

4月から7月末までの約半年間、JICAの「知的財産権人材育成にかかるMyIPO
行政能力向上プロジェクト」の一環として、マレーシア知的財産権校舎幹部
候補生2名を研修生として受け入れた

研究・教育 イノベーション推進機構

主要日誌（7月） 7/26-8/8　熊本大学サマープログラム2009　　　など 行事 全学

9月の行事予定
9/13　育薬フロンティアセンター（模擬薬局）建物完成式典
9/25　平成21年度秋季卒業式・修了式　　　など

行事 全学

附属図書館・学生図書選書員の活動を紹介
8/3-9/11、附属図書館で学生選書展示「We Love Books!-ぼくらのオススメ-
」を開催

行事 図書館

教育学部学生壁画制作に対し熊本市長から感謝
状

8/27、教育学部美術科の松永拓己准教授と同ゼミの学生ボランティア30名に
対し、熊本市文化施設の壁画制作に対する感謝状が贈呈される

その他 教育学部

熊本大学職員ソフトボール部の壮年チーム「熊
本大学倶楽部」が3位

9/4-6に開催された「第24回全日本壮年ソフトボール大会」に熊本大学のソ
フトボール部・壮年チーム「熊本大学倶楽部」が出場し、全国3位となる

その他 教職員

薬学部附属育薬フロンティアセンター（模擬薬
局）建物完成記念式典を挙行

薬学部附属育薬フロンティアセンター（模擬薬局）の建物完成記念式典と、
記念講演会を開催

行事 薬学部

主要日誌（8月） 8/7　オープンキャンパス　　　など 行事 全学

10月の行事予定 10/1　平成21年度秋季入学式　　　など 行事 全学

医学部附属病院で個人情報保護研修会を開催
9/16、医学部附属病院に大分大学医学部附属病院医療情報部の三宅秀敏教授
を招いて個人情報保護研修会を開催

セミナー 附属病院

日本物理学会秋季大会が開催され、本学に感謝
状

9/25、9/25-28にかけて熊本大学で開催された日本物理学会の秋季大会につ
いての尽力・支援に対し、社団法人日本物理学会が熊本大学に対して感謝状
を贈呈

その他 全学

主要日誌（9月）
9/13　育薬フロンティアセンター（模擬薬局）建物完成式典
9/14　イノベーション推進機構イノベーション推進人材育成センター開所式
9/25　平成21年度秋季卒業式・修了式　　　など

行事 全学

11月の行事予定

10/31-11/1　本九祭2009
11/1　第4回ホームカミングデー（熊本大学設立60周年記念事業）
11/1-11/3　第16回熊粋祭
11/2　熊本大学設立60周年記念式典・講演会（熊本大学設立60周年記念事
業）
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/12-13　第4回環黄海域国際マグネシウムシンポジウム
11/18　解剖慰霊祭
11/20-29　大学サイエンスフェスタ（熊本大学設立60周年記念事業）
11/26　永年勤続表彰式
11/29　第2回東京連合同窓会　　　など

行事 全学
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3年目となる6ヶ月の新採用事務系職員研修が終
了

9/30をもって平成20年度新採用職員研修を終了、10月から本配属となる。
9/30には「研修成果報告会」を開催

セミナー 事務局

個人情報保護に関する教育研修会（講演会）を
開催

10/30、筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授の藤原靜雄氏を講師に招
き、個人情報保護に関する教育研修会を開催

セミナー 全学

医学部附属病院の小児病棟でハロウィンイベン
トを実施

10/30、医学部附属病院小児病棟でハロウィンイベントを初めて開催 行事 附属病院

第4回熊本大学ホームカミングデーを開催
11/1、熊本大学設立60周年記念事業の一環として熊本大学ホームカミング
デーを開催

行事 全学

文部科学省高等教育局加藤審議官が医学部附属
病院等を視察

11/1、文部科学省高等教育局の加藤重治審議官が医学部及び医学部附属病院
を視察

行事 医学部

熊本大学設立60周年記念座談会　上海-熊本帰
郷之旅「熊大と中国をつなぐ」を開催

11/1、熊本大学上海同窓会の呼びかけで帰郷した中国人留学生OB・OGと、現
役中国人留学生、中国留学経験のある日本人学生、中国とゆかりの深い教職
員らによって、上海-熊本帰郷の旅「熊大と中国をつなぐ」を開催

行事 全学

熊本大学設立60周年・法学部設立30周年記念
法学部シンポジウム「今、求められるまちづく
りとは-住民参加と自治-」

11/1、熊本大学設立60周年・法学部設立30周年を記念し、法学部教育GP（質
の高い大学教育推進プログラム）の一環として、法学部シンポジウム「今、
求められるまちづくりとは-住民参加と自治-」を開催

行事 法学部

熊本大学設立60周年記念式典を挙行
11/2、新制国立大学発足から60周年を記念し、熊本県立劇場で設立60周年記
念式典・祝賀会・講演会を挙行

行事 全学

医学部附属病院でイルミネーション点灯式を実
施

11/2、附属病院内の憩いの広場でイルミネーション点灯式が行われる。イル
ミネーションは平成22年1月末まで点灯予定

行事 附属病院

4年生の企画による「キャリアデザインセミ
ナー」を開催

11/14、学部3年生や大学院1年生を対象とし、Own Work Note2009プロジェク
ト主催、学務部キャリア支援課・熊本大学生活協同組合共催によるキャリア
デザインセミナーを開催

セミナー 学生

主要日誌（10月）
10/1　平成21年度秋季入学式
10/31　国際学長フォーラム　　　など

行事 全学

12月の行事予定 12/17　部局長等懇談会　　　など 行事 全学

国際学長フォーラム-第7回熊本大学フォーラム
-

10/31、熊本大学と交流協定を結んでいる11カ国26校の学長・副学長が参加
し、「国際学長フォーラム-第7回熊本大学フォーラム」を開催。設立60周年
記念行事の一環。

行事 全学

貴重資料展-新しい横井小楠像の構築を目指し
て-

10/31-11/2まで、附属図書館第26回貴重資料展を開催し、熊本大学に寄託さ
れている「横井家文書」を中心とした展示を行う。また、11/31に文学部の
三澤純准教授による公開講演会を実施

行事 全学

「ラフカディオ・ハーン」検証講演・シンポジ
ウム

11/7、附属図書館と学術資料調査研究推進室との共催で「ラフカディオ・
ハーン漂白の軌跡-ヨーロッパからアメリカへ-」と題した講演・シンポジウ
ムを開催

行事 図書館

国際交流会館新棟開所式を挙行 11/26　国際交流会館新棟の開所式を挙行 行事 国際化推進機構

「第2回熊本大学東京連合同窓会」を開催
11/29、上野精養軒において、関東地区在住の同級生や大学関係者が出席し
て「第2回熊本大学東京連合同窓会」を開催。また、谷口功学長、大学院自
然科学研究科秋山秀典教授による記念講演会も実施

行事 全学

「学長と学生代表との懇談会」を開催 12/1、5回目となる「学長と学生代表との懇談会」を実施 行事 全学

主要日誌（11月）

10/31-11/1　本九祭2009
11/1　第4回ホームカミングデー
11/1-11/3　第16回熊粋祭
11/2　熊本大学設立60周年記念式典・講演会
11/4　キャンパス・クリーン・デー
11/12-13　第4回環黄海域国際マグネシウムシンポジウム
11/18　解剖慰霊祭
11/20-29　大学サイエンスフェスタ
11/26　永年勤続表彰式
11/26　国際交流会館新棟開所式
11/29　第2回東京連合同窓会　　　など

行事 全学
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1月の行事予定 1/4　仕事始め式　　　など 行事 全学

平成21年度熊本大学留学生交流パーティーを開
催

12/16、平成21年度熊本大学留学生交流パーティーを開催 行事 国際化推進機構

第2回「東光原文学賞」受賞者が決定 1/15、第2回「東光原文学賞」の表彰式を挙行 行事 図書館

主要日誌（12月）
12/1　学生代表との懇談会
12/17　部局長等懇談会
12/25　仕事納め式　　　など

行事 全学

2月の行事予定

2/4-5　2010くまもと産業ビジネスフェアにて熊本大学設立60周年記念展示
会の実施
2/22　短期留学・日本語研修閉講式
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

松本紘京都大学総長が学長を訪問 1/28、松本紘京都大学総長が谷口功学長を訪問し、意見交換を行う 行事 全学

主要日誌（1月）
1/4　仕事始め式
1/16-17　大学入試センター試験　　　など

行事 全学

3月の行事予定

3/10　個別学力検査（前期日程）の合格者発表
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/24　個別学力検査（後期日程）の合格者発表
3/25　平成21年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

熊本大学のオリジナルグッズ紹介

2006年4月のコミュニケーションマーク制定を機に、本学オリジナルグッズ
を開発。絵葉書、ペーパーウェイト、シャープペン・ボールペンのほか、地
元企業と共同開発した「熊大クッキー」「五高珈琲」を販売。また、2009年
11月からは「熊大設立60周年記念限定ボトル　白岳37℃」を販売

その他 全学

九州地区の大学職員のサッカー大会、熊大2連
覇！

2/27、「九州地区の大学職員サッカー大会」を武夫原グラウンドで開催。熊
本大学が2連覇する。

行事 教職員

国際関係業務スキル向上研修（全6回）を実施
平成21年10月から22年3月にかけて月1回職員向けの国際関連業務スキル向上
研修を開催

セミナー 教職員

熊本大学イノベーション推進機構 地域共同ラ
ボラトリー高度技術研修を開催

3/4-5、大学院自然科学研究科において、熊本大学イノベーション推進機構
地域共同ラボラトリー高度技術研修を開催

セミナー イノベーション推進機構

関西リエゾンオフィスを開設
3/13、平成21年10月にクリエイション・コア東大阪内に開設した「熊本大学
関西リエゾンオフィス」の開所式およびキックオフシンポジウムを開催

行事 全学

主要日誌（2月）

2/4-5　2010くまもと産業ビジネスフェアにて熊本大学設立60周年記念展示
会の実施
2/6　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す）
2/8　九州地区国立大学法人学長と監事の意見交換会
2/11　推薦入学試験（大学入試センター試験を課す）の合格者発表
2/22　短期留学・日本語研修閉講式
2/25-26　個別学力検査（前期日程）　　　など

行事 全学

4月の行事予定
4/4　平成22年度熊本大学入学式
4/7　短期留学コース・日本語研修コース開講式　　　など

行事 全学

「発達障害」をテーマに学生支援FD・SD研修会
を開催

3/10、「発達障害を持つ学生を理解するために」をテーマに学生支援FD・SD
を開催

セミナー 教職員

平成21年度熊本大学卒業式・修了式 3/25、熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行 行事 全学

国際産学連携サテライトオフィス設置記念式典
を開催

前年10月に中国山東大学との間に学術交流に関する協定を締結したことの一
環として、熊本大学イノベーション推進機構と「中国山東大学国際合作及び
交流処」と相互に「国際産学連携サテライトオフィス」を設置
（3/30、国際産学連携サテライトオフィス設置記念式典を挙行）

行事 イノベーション推進機構

「糖尿病分子病態解析学寄附講座」を、大学院生命科学研究部に平成22年4
月1日～27年3月31日まで設置。萬有製薬株式会社の寄附による。

「循環器予防医学先端医療寄附講座」を、医学部附属病院に平成22年4月1日
～27年3月31日まで設置。医療法人社団陣内会陣内病院の寄附による。

寄附講座の設置について 生命科学研究部研究・教育
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「地域専門医療推進学寄附講座」を、医学部附属病院に平成22年4月1日～26
年3月31日まで設置。熊本県の寄附による。

「重症心身障がい学寄附講座」を、医学部附属病院に平成22年4月1日～26年
3月31日まで設置。熊本県の寄附による。

平成22年度熊本大学入学式 4/4、熊本県立劇場コンサートホールにおいて挙行 行事 全学

主要日誌（3月）

3/10　個別学力検査（前期日程）の合格者発表
3/12　個別学力検査（後期日程）
3/24　個別学力検査（後期日程）の合格者発表
3/25　平成21年度卒業式・修了式　　　など

行事 全学

5月の行事予定 5/21　教育研究評議会　　　など 行事 全学

寄附講座の設置について 生命科学研究部研究・教育
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