
 

 

 

令和４年９月８日 

報道機関各位 

                             熊 本 大 学 

第１回 Kumadai-Hub巡回ポスター展 開催 

 

このたび、熊本大学では、有志若手研究者等が集う Kumadai-Hub が中心となって、第 1

回 Kumadai-Hub巡回ポスター展を実施します。 

Kumadai-Hubは、2019年 12月に発足した熊本大学の「自称」若手研究者の有志による組

織です。「自称」としたのは、「若手」の定義があいまいなためで、メンバーは「フレッシ

ュな気持ちを持っている人」として集まっています。研究者や研究に携わるさまざまな職

種の人たちの自由意志でスタートし、この 2 年ほどで約 70 名（2022 年 6 月現在）のメン

バーが集まるようになりました。この集まりの目的は、キャンパスや分野にとらわれない

自由な交流の場を作ることです。 

将来的には「異分野融合」や「共同研究」が生まれる可能性もありますが、それを第一

の目的とはしないことをアピールしながら活動を続けています。 

巡回ポスター展には、研究者だけでなく、研究者を志す学生や技術職員や研究支援職員

もポスターを出展します。 

熊本大学の研究を担い、支える当事者たちによる有志企画ですので、当日の取材方、よ

ろしくお願いいたします。なお、取材を希望される場合は、令和 4年 9月 29日（木）まで

に下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

 

記 

 

【日  時】令和４年１０月３日（月）17：30～19：30 

【場  所】熊本大学 工学部百周年記念館（黒髪南キャンパス） 

【対  象】熊本大学全教職員・学生 

【参 加 費】無料 

※詳しくは別紙チラシまたはホームページをご覧ください。 

https://sites.google.com/cs.kumamoto-u.ac.jp/kumadai-hub-jp/ 

【お問い合わせ先】 

Kumadai-Hub巡回ポスター展プログラム委員会 

担当：坂井・渡辺・土井 

Email．Kumadaihub@gmail.com   

 



第1回Kumadai-Hub

巡回ポスター展
日時:  2022年10月3日（月）午後5:30 – 午後7:30

会場: 熊本大学 工学部百周年記念館

問い合わせ先: Kumadai-Hub巡回ポスター展実行委員会

Mail. kumadaihub@gmail.com

参加登録資格:
参加登録資格は 2 つの枠で下記の通り定めます。熊本大学
に所属するすべての教職員および学生(職位・常勤非常勤は
問わない)の参加を歓迎します！

<ポスター出展枠>
登録期間:7 月 22 日(金)~8 月 31 日(水)
ポスター提出締切:9 月 15 日(木)
✓ 熊本大学に所属する研究者(職位・常勤非常勤は問わない)
✓ 熊本大学に在籍し且つ指導教員に発表の了解を得ている学生

(学部・大学院、学年は問わない)
✓ 熊本大学に所属する教職員で本ポスター展への出展を通して業
務改善、スキル向上、課題解決を目指す者

<一般参加者枠>
登録期間:7 月 22 日(金)~10 月 3 日(月)

Kumadai-Hubは、2019年12月に発足しました。熊本大学の
「自称」若手研究者の有志による組織です。
「自称」としたのは、「若手」の定義があいまいなためで、メンバーは「フ
レッシュな気持ちを持っている人」として集まっています。研究者や研究
に携わるさまざまな職種の人たちの自由意志でスタートし、この2年ほ
どで約70名（2022年6月現在）のメンバーが集まるようになりました。
この集まりの目的は、キャンパスや分野にとらわれない自由な交流の場
を作ることです。将来的には「異分野融合」や「共同研究」が生まれる
可能性もありますが、それを第一の目的とはしないことをアピールしなが
ら活動を続けています。
熊大の意欲的な研究者の方々の参加をお待ちしています！

Kumadai-Hub巡回ポスター展は、熊本大学において研究にかか
わるすべての人の交流促進を目的に開催されます。分野や職位、年
齢などにかかわらず自由に対話、フラットに議論する場を皆でつくること
を目指します。

詳細の情報はこちらから→

9月15日（木）

https://sites.google.com/cs.kumamoto-u.ac.jp/kumadai-hub-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0


1st Kumadai-Hub

Poster Session
Time & Date:  5:30PM – 7:30PM, Monday October 3rd, 2022

Venue: 100th Anniversary Memorial Hall, Kumamoto University

Contact: Committee secretariat of Kumadai-Hub Poster Session
Mail. kumadaihub@gmail.com

Qualification:
There are two types of registration categories available below.
*All interested in Kumamoto University are welcome!

<Poster presentation>
Registration: Friday July 22nd - Wednesday August 31st
Poster submission Deadline: Thursday September 15th
✓ All types of researchers in Kumamoto University
✓ All KU students with permissions approved by their 

supervisors to participate

✓ All teaching staffs in Kumamoto University, who are aiming 
towards workforce transformation, skill developments, and 
problem solving

<Guest Only>
Registration: Friday July 22nd- Monday October 3rd

Kumadai-Hub is a voluntary organization of volunteer "self-
proclaimed" young researchers at Kumamoto University that 
has been going on since December 2019.
We use the term "self-proclaimed" because the definition of 
"young" is ambiguous, so our members gather as "people 
who have a fresh mind". It was started by the free will of 
researchers and people from various professions involved in 
research, and has grown to about 70 members (as of June 
2022) over the past two years or so. The purpose of this 
gathering is to create a place for free exchange regardless of 
campus or field. We welcome all ambitious researchers at 
Kumadai to join us!
Kumadai-Hub Poster Session is aiming to encourage various 
cross disciplinary networking with people who engage in 
research activities in Kumamoto University.

Find more information→

Thursday September 15th

https://sites.google.com/cs.kumamoto-u.ac.jp/kumadai-poster-session/home?authuser=0
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