女子中・高生の理系進路選択支援プログラム
「めざせ、理系キャリア！夢創り応援プロジェクト for ガールズ 2014」
女子中・高生に理系の学問を身近
なものとして興味を持ってもらい、理
系を視野に入れたキャリアビジョンを
抱き、サイエンティストを目指す夢創
り を応援することを目的とした企画
です。7月から10月まで充実したプロ
グラムを実施します。

8月1日（金）〜3日（日）
③女子高校生のための進路相談会
8月7日（木）
11：00〜12：30
13：30〜15：00
④輝く理系女子キャリアパス
10月5日（日）13：30〜16：30
※①、②、④は事前申込が必要です。

①聞いてみんね！みつけんね！理系の
ロールモデル
7月20日（日）13:30〜16:30
②理系の体験実習 in 熊大＆天草「来
てみなっせ！リケジョスクール」

【申込・問い合わせ】
工学部社会環境工学科交通まちづくり研究室
Tel .096-342-3494
Fax.096-342-3507
URL: http://www.girls.kumamoto-u.ac.jp/

平成26年度「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〜」に本学のプログラムが採択されました
（独）日本学術振興会が公募するこ
の事業は、研究機関で行っている最
先端の科研費の研究成果について、
中・高生を対 象に、じかに 見る・聞
く・触れる ことで科学のおもしろさ
を感じてもらうプログラムです。

手づくりの点字タイプ教具

【地球上の環境・エネルギー問題を解
決するパルスパワー利用技術を体験
しよう！】
期日／8月6日
（水）
場所／工学部物質生命化学科 化学
工学実験室ほか
対象／高校生、高専生
事前申込／7月25日（金）まで

【学ぼう！作ろう！届けよう！おしゃべ
り点字タイプの全国寄贈ものづくりセ
ミナー】
期日／8月12日
（火）
場所／工学部革新ものづくり教育セ
ンター「ものクリ工房」
対象／高校生
事前申込／7月25日（金）まで

【申込・問い合わせ】
パルスパワー科学研究所 佐々木
Tel.096-342-3666
Fax.096-342-3665
E-mail: msasaki@kumamoto-u.ac.jp

【申込・問い合わせ】
工学部技術部 須惠
Te l・Fax. 096-342-3696
E-mail: hiratoki2014@tech.eng.kuma
moto-u.ac.jp

平成26年度「高校生のための熊大ワクワク連続講義」
夏季プログラム受講生募集！
第一線で活躍する本学教員たちが、 【申込・問い合わせ】
高大連携推進室
自らの研究に抱く夢や、研究と高校の
Tel.096-342-2142
学習との関連などについて、高校生た
E-mail：gag-koda@jimu.kumamoto-u.
ちに熱く優しく語りかけます。
日時／8月6日（水）、8日（金）〜11日（月）
10：20〜16：00（開講時間）
場所／全学教育棟（黒髪北キャンパス）
対象／高校生および高校教員等
参加費／無料
事前申込／所定の申込様式（本学公
式サイトからダウンロー
ド可）に学校ごとに参加
希望を取りまとめてメール
でお申し込みください

ac.jp
URL：http://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/
koudairenkei/project/

テーマ展示「大宰府へつな
がる官道−黒髪キャンパスの
古代史」＆「熊本大学 地下の
文化財速報展」
本学黒髪キャンパスでは、古代の国
府と大宰府を結ぶ官道が発見されて
います。構内遺跡を出発点として、九
州各地に巡らされた通信・交通網の
実態に迫ります。また、昨年の発掘で
出土した遺物の展示も行います。参
加費は無料、申込不要です。
日時／8月6日（水）〜10月20日（月）
10：00〜16：00（入館15：30まで）※毎
週火曜および8月14日（木）〜17日（日）休館
場所／黒髪キャンパス 五高記念館小展示室
【問い合わせ】
埋蔵文化財調査センター
Tel.096-342-3832
URL: http://www.kumamoto-u.ac.jp/
organizations/maibun/
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熊本大学基金へのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。
№25（平成26年3月1日〜平成26年5月31日）

卒業生の皆様、在学生の保護者の皆様、法人・団体等の皆様、本学の退職者及び教職員の皆様から、これまでに約5億
7572万円（平成26年5月31日現在）のご寄附をいただき、臨床医学教育研究センター建設や本学学生の留学支援、
課外活動支援、60年史編纂事業等、研究・教育に資する事業に取り組ませていただきました。皆様のご協力に厚く御礼
申し上げます。
今号では、
平成26年3月1日から平成26年5月31日までの間に入金を確認させていただきました個人133名、
5法人・団体等
の寄附者すべての皆様へ感謝の意を込め、ご芳名を掲載させていただきます。
公開を希望されない寄附者の皆様につきまして
は、
掲載しておりません。
また、万一お名前に記載漏れがある場合は、誠に恐縮ではございますが、基金事務室（電話：096-342-2029）までご連絡ください。
皆様の更なるご支援とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

１．お名前・寄附金額の掲載を希望された寄附者の皆様
（寄附金額別、五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。） ※（

【1000万円】
【300万円】
【5万円未満】

凸版印刷株式会社
三雲 勝
池田 勇
坂田 満生（11）

）内の数字は、累計寄附金額（万円）です。

【360万円】
甲斐原 守夫（1440）
【10万円】
菊池 健（130）
衞藤 光明（5）
岡崎 美知治
佐藤 理恵
田中 正紀

渡辺 達人（13）
小貫 フキ子
松田 亨

２．お名前のみ掲載を希望された寄附者の皆様
（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

荒木 幹生[4]
今井 博昭[7]
小野 修男
神崎 芳郎[2]
志茂 文子
髙田 貢太郎
徳尾 芳道[2]
徳永 温正
堀修
松尾 敏之[5]
山下 卓郎[3]
山本 栄祐[3]
医療法人中山内科・胃腸科医院

※［

］内の数字は、累計寄附回数（回目）です。

岩越 彪
上田 京二[6]
清田 幸子
草野 龍二[8]
田川 聖也[2]
田口 昭生
中島 誠[2]
根岸 利雄
松岡 正章
丸野 陽一[2]
吉田 千恵子
吉留 五十二
株式会社ミカド科学産業[2]

上田 昭一[2]
小石 豊吾
嶽本 あゆみ
波多邉 隆
蓑田 眞幸[7]

内村
古賀
田中
濱田
村上

博昭
芳美
啓一
康太郎
健太郎[7]

小野 省五[3]
佐々木 賢二[3]
田之上 建司
平田 友孝[4]
栁下 芳寛

養護教諭特別別科

３．お名前・寄附金額の掲載を希望されなかった寄附者の皆様
個人82名、1法人・団体等

（一財）凸版印刷三幸会様から1000万円の
ご寄附をいただきました
このたび、
（一財）凸版印刷三幸会様（代表理事：足立直樹
様）
から本学工学部の教育研究に活用してほしいと、1000万
円のご寄附をいただきました。
同会は、社会福祉の向上及び青少年教育に関する助成
や、体育及び厚生施設の設置・運営に、
また、母体である凸版
印刷株式会社様（代表取締役社長：金子眞吾様）
は
「印刷テ
クノロジー」
を基盤に、
「 情報コミュニケーション」
「 生活環境」
「マテリアルソリューション」
の3分野で事業を展開、
それぞれの
分野を発展させたトータルソリューションを提供しておられ、
とも
に社会課題の解決に貢献して
おられます。
なお、今回のご寄附に対し、5
月16日
（金）に谷口学長から足
立直樹代表理事に栄誉会員の
感謝状と
「入神致用」の扁額が
凸版印刷株式会社本社にて、足立代表理
贈られました。
事（左から３人目）、金子社長（左から2人
目）ほか同社の皆様と谷口学長（右端）
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故三雲勝様のご家族から300万円の
ご寄附をいただきました
このたび、故三雲勝様のご家族から本学医学部小児科の
教育研究に活用してほしいと、300万円のご寄附をいただきま
した。
三雲様は昭和21年に熊本医科大学をご卒業され、本学医
学部小児科医局で文部教官を勤められた後、
熊本中央病院で
の勤務を経て、熊本市中央区紺屋今町で小田小児科内科医
院を開業されるなど、
ご生前は長年にわたり小児医療にご尽力
されました。
今回のご寄付は三雲様のご遺志に基づき、
ご息女の高島け
い子様
（本学大学院自然科学研究科高島和希教授奥様）
より
ご恵贈いただいたものです。
なお、今回のご寄附に対し、3
月19日(水)に谷口学長から故三
雲勝様に特別栄誉会員の感謝
状と
「入神致用」
の扁額が贈られ
ました。

