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印刷・発行　令和２年５月

熊本市中央区黒髪２丁目39番１号

熊本大学　理学部同窓会

印刷　小野高速印刷㈱
熊本大学理学部同窓会報
平成31年度

　同窓生の皆様に於かれましては、日々ご健勝の
こととお慶び申し上げます。とは言え、年号が平
成から令和へと変わり、令和天皇の即位式に関す
る行事も無事に終了し、日本全体が新鮮な気持ち
で意気揚々と始まったかのように見えた令和元年
度でした。しかし、12月には例年に増してA型イ
ンフルエンザが流行し、次はB型と、気をつけてい
たところへ、知らぬところで新型コロナウイルス

（COVID-19）が忍び寄っていました。そして１ヶ月
の間にCOVID-19は瞬く間に世界中に広がり、３月
には世界保健機構（WHO）もパンデミック（警戒
フェーズ６：世界的大流行）の状態にあると発表
しました。感染は一部の罹患者（スーパースプレッ
ダー）から小規模な感染集団（クラスター）を生み、
それが連鎖（リンク）していきます。そしてリンク
がリンクを呼んで、ついには爆発的感染拡大（オー
バーシュート）につながるそうです。これらの言葉
を毎日聞いていると、フラスコの中で分子同士が
次々と衝突して起こる化学反応、特にラジカル反
応の様子を連想します。化学反応を効率的に行な
うためには濃縮条件にして分子同士の衝突の機会
を多くすることであり、加熱により分子運動を増せ
ば、さらに化学反応の効率を上げることができま
す。ラジカル反応であれば、爆発的ラジカル連鎖
反応ということになります。COVID-19の集団感染
も、この化学反応を理解していれば、防ぐことがで
きるかもしれません。すなわち、一定の距離を置き、
密集状態にならぬようにし、部屋の空気の流れを
常に保ち密閉状態にならないようにするなどの対策
を取れば、感染のリスクが下がるようです。まさに、
化学反応をなるべく起こさないようにすることと似
ていますね。
　日本人として嬉しかった話は、やはり吉野彰氏
が二人のアメリカ人化学者と共に2019年ノーベル
化学賞を受賞したことでしょう。受賞理由は、「繰
り返し充電可能で軽量かつ高出力リチウムイオン電
池の開発であり、それによりスマートフォンやノー
トパソコン、電気自動車（EV）の充電池にも採用
され、モバイルな世界を可能にし、かつ化石燃料
に頼らない社会の可能性を高めたことにより人類に
最大の恩恵を齎した」ことです。リチウムイオン電

池は現在、私たちの生活にはなくてはならない必需
品です。東日本大震災に続く福島原発事故は私た
ちにエネルギー資源の開発を見直させ、そのような
中でのリチウムイオン電池の開発・普及は、私たち
の未来に明るい光を射してくれました。各家庭の高
効率変換型太陽光パネルで発電した電気を、大容
量リチウムイオン電池に蓄電し、必要に応じて電気
を取り出す仕組みが将来的に確立されれば、電気
代のことを考えずにすみ、エコ・フレンドリー（廃
棄物なし、原子効率大、再生可能な物の使用など）
でグリーン（機能的で毒性なし、エネルギーを加え
ずに常温常圧で進行する触媒反応的）なサステナ
ブル（持続可能な）社会が到来することでしょう。
　さて、平成31年４月４日（木）の入学式では、理
学部に208名／定員200名、大学院自然科学教育部
に（修士）87名／定員110名、同（博士）９名／定
員12名が入学して同窓会準会員となりました。ま
た、令和２年３月24日（火）に予定されていた卒業
式はCOVID-19感染防止の観点から中止となりまし
たが、理学士180名、修士理学78名、博士理学７名
が卒業・修了予定で、新たに同窓会会員になります。
毎年のことながら、新しい同窓生が着実に増えて
おり、会員相互の絆もなお一層強靭なものにしてい
かなければなりません。そのような意味でも、令和
元年５月には第28号理学部同窓会名簿を発行いた
しました。また、毎年開かれるホームカミングデー
や九州連合同窓会、東京・関西連合同窓会では多
数の理学部同窓生も集まり、理学部同窓会の基盤
がなお一層固められています。令和２年度には新
制大学理学部発足70年の節目にあたり、盛大な行
事も予定しています。これからも同窓会会員の皆
様のご支援はもとより、益々のご指導とご鞭撻のほ
ど、宜しくお願い申し上げる次第です。

令和２年３月吉日

熊本大学理学部同窓会会長
熊本大学大学院先端科学研究部

基礎科学部門化学分野教授
　西野　宏

（化学科第27回、昭和54年卒）

会 報 発 行 に 当 た っ て
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　徐々に暖かい日が増え、春の兆しを感じます。

数学教室同窓会の皆様はいかがお過ごしでしょう

か。コロナウイルスが世界的に流行しており我々

の生活にも影響を及ぼしております。皆様もご自

愛ください。同窓会の皆様に数学教室の近況をご

報告申し上げます。

　最初に先生方のご異動について報告いたしま

す。令和２年３月をもちまして木村弘信先生が定

年を迎え退職されました。木村先生は1995年に熊

本大学理学部に赴任され、20年以上に亘り熊本大

学で教鞭を執られていました。令和２年３月をも

ちまして濱名裕治先生が筑波大学に異動されまし

た。濱名先生は2004年に熊本大学理学部に赴任さ

れ、約15年に亘り熊本大学に所属されていまし

た。令和元年11月に川節和哉先生が着任されまし

た。これからの講義で川節先生の専門とされてい

る表現論について伺えればと思います。また長

年、数学事務に勤められていました江崎久美子さ

んが令和２年３月をもちまして退職されました。

事務には本木貞子さんが新しく入られました。

　次に今年度の学生の近況について報告いたしま

す。現在、数学教室には３年生に47名、４年生に

38名、博士前期課程１年に11名、２年に13名、博

士後期課程に６名が在籍しています。コロナウイ

ルスの感染防止のため、講義が遠隔で行われるま

たは延期になり、毎年恒例の歓迎会も中止になる

などしておりますが、学生全員が各々の目標に向

かって勉学に励んでおります。私自身も大学院生

として修論に向け、研究に励む所存です。

　数学教室のさらなる発展のため、今後とも数学

教室を見守り、またご指導いただければ幸いで

す。最後になりますが、数学教室同窓会の皆様の

ご健勝をお祈り申し上げます。

大学院自然科学教育部博士課程前期２年

　赤木　昂平

　日増しに春めいてまいりましたこの頃、皆様は

いかがお過ごしでしょうか。同窓生の皆様に物理

学コース（学部）と物理科学コース（大学院）の

近況をお知らせ申し上げます。

　本年度、物理学コースは新たに３年生31名を迎

え、４年生35名、博士前期課程41名、博士後期課

程５名が在籍しています。来年度は博士前期課程

に21名、博士後期課程に３名の入学が予定されて

います。

　令和元年９月には日本天文学会2019年秋季大会

と計測インフォマティクス研究会が、11月にはPan 

Pacific International Symposium on Chalcogenide 

Functional Materialsと応用物理学会九州支部学

術講演会が本校で開催され、本コースの学生も参

加しました。令和２年２月には卒業研究発表会、

修士論文発表会が執り行われ、発表者が各々、魅

物 理 教 室

数 学 教 室

教 室 だ よ り
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力的な研究成果を報告しました。また、令和２年

９月には日本物理学会2020年秋季大会（物性）の

開催が予定されており、本コースの更なる活躍が

期待されます。

　研究活動以外では令和元年４月に新３年生の歓

迎会が、同年８月にオープン・キャンパスが行わ

れました。オープン・キャンパスでは、それぞれ

の研究室がその展示に創意工夫を凝らし、多くの

高校生が訪れました。11月には夢科学探検2019が

催され、子供たちに物理学の面白さを伝えられた

ように思います。

　人事に関しては、令和２年の春には神戸大学か

ら島村孝平助教が、京都大学から松田和博教授が

着任することになり、本コースに新しい風が吹こ

うとしています。悲しいお知らせですが、令和元

年８月に紙谷正夫名誉教授がご逝去されました。

　私事ではございますが、本年で大学院博士前期

課程を修了し、就職する運びとなりました。就職

先においてもこの６年間で培った知識、経験が自

らの重要な糧になるだろうと自負しております。

私と私の同期生、後輩をいつも温かく見守ってい

ただきありがとうございます。今後とも同窓会の

皆様には御指導、御鞭撻の程よろしくお願い致し

ます。末筆ながら、皆様の益々の御健勝を心より

お祈り申し上げます。

自然科学教育部博士前期課程２年　　野田　寛之

　桜が少しずつ咲き始め、暖かい季節になってき

ました。いかがお過ごしでしょうか。同窓生の皆

様に理学部化学教室の近況をご報告申し上げます。

　化学コースの人気は今も高く、本年度の化学講

座の在籍人数は、３年生44名、４年生40名、博士

前期課程61名、博士後期課程７名です。私も、そ

のうちの１人として、物理化学を深く学ぶととも

に、日々卒業研究を行いました。

　化学コースには、学生と教員、学年や研究室と

いった枠を越えて交流を深める行事がいくつかあ

るというのが、他のコースにはない良い点です。

４月に行われる新３年生の歓迎会は今年も行わ

れ、理学部の中庭に多くの学生と教員が集まり、

食事をとりながら語り合いました。９月には快晴

の中、恒例のソフトボール大会が行われました。

各研究室Tシャツを揃えるなどし、学生と教員

が一丸となり戦い汗を流しました。日頃部屋で研

究を行い運動する機会の少ない私たちの訛った体

に鞭を打ち、一生懸命に頑張りました。夕方には

中庭に集まり、バーベキューを行いました。一日

運動した後のご飯は格別に感じました。そこで３

年生は興味を持った研究分野の先生や先輩に話し

かける姿が見られました。また、11月には「夢科

学探検」が開催されました。こちらも毎年恒例に

なってきており、子供から大人まで、幅広い年代

の方々に実験を通して化学の面白さを体験してい

ただきました。今回も多くの参加者でにぎわい、

たくさんの人に喜んでいただきました。すごく良

かったです。2020年になり、２月に行われる修士

論文審査会と卒業研究発表会に向けて、発表準備

に励みました。４年生は教員の前で発表すること

が今までなかったので、不安で仕方なかったです

化 学 教 室
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　薫風爽やかな季節を迎え、同窓会生の皆様はい

かがおすごしでしょうか。４月になってしまいま

したが、近況をご報告致します。地球環境科学講

座では、今年新３年生29名を迎え、４年生17名、

博士前期15名、博士後期11名が研究にいそしんで

おります。
　令和2年３月をもちまして、本講座教員の西山

忠男教授が御退職なされ、名誉教授になられまし

た。教室には特任教授として研究を続けられてい

ます。私は岩石学の講義や顕微鏡実験など多くの

ご指導を頂きました。学生一同心より感謝申し上

げ、西山先生の今後のご活躍をお祈り申し上げま

す。トピックスとしては、くまもと水循環・減災

研究教育センターの宮縁育夫先生がブラタモリに

出られ、阿蘇の地質を紹介されました（写真）。

　昨年度の本講座の行事についてですが、４月に

は３年生を歓迎する新入生歓迎会、11月にはハン

マー祭が盛大に行われ、研究室・学年の垣根を超

え、互いに親睦を深めることができました。２月

には卒論・修論発表会があり、これまで取り組ん

できた研究の成果を発表しました。先生方から多

くのご質問、ご指摘を頂き、新たな視点を得ると

共に多くの学びを得ることが出来ました。私は海

外留学のために１年近く休学していましたが、帰

国して参加した発表会では、後輩たちの中には卒

論とその発表用スライドが高い完成度で作成され

ており、担当教授の度肝を抜かせる学生がいまし

た。私は地球のことに心血を注いだ努力に感心し

てしまいました。昨年度４年生は、11名が就職し、

６名が大学院に進学致しました。

　本年度の行事につきましては、コロナウイルス

の関係で例年通りの行事がのきなみ中止になって

しまいました。対面での授業も当面の間延期とな

りオンラインで授業を受けるなど、学生にとって

も変化を迫られる年となっています。大学での実

験・研究も十分にできませんが、自宅で論文を読

むなど自分にできることを実行していくしかあり

ません。同窓会生の皆様も３密（密集・密閉・密接）

を避けるなど、感染には十分お気を付けくださ

い。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

大学院自然科学教育部博士前期課程１年

地球環境科学　鵜木　康平

地 球 環 境 科 学 教 室

阿蘇にて宮縁育夫先生とタモリ

が、無事に発表を全員終えることができました。

　世界中でコロナウイルスが流行しており、私た

ちも多くの影響を受けております。卒業式もなくな

り、入学式までなくなってしまいました。収束する

目途は立っていませんが、同窓会の皆様のますま

すのご活躍、健康を心よりお祈り申し上げます。

理学部化学コース４年　　国本　立志
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　生物教室卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょ

うか。学内では卒論・修論発表会や入学試験と

いった重要行事も終わり、残すところは卒業、修

了式のみとなっておりましたが、ご存じのように

新型コロナウイルスによる深刻な被害によって全

ての行事が中止に追い込まれました。卒業旅行も

多くの人がキャンセルしました。私達の学年は入

学直後に熊本地震で被災し、卒業時にはコロナ渦

に遭うという辛い巡り合わせとなってしまいまし

たが、これも良い経験と捉えて今後に生かせたら

と思っています。一日も早い終息を願わずにはお

られません。

　さて、生物教室の最初のご報告としては、令和

２年３月31日をもちまして滝尾進教授が定年退職

を迎えられました。滝尾先生は広島大学から平成

９年に本学理学部生物教室に着任され、その後は

くまもと水環境・減災研究教育センター教授も併

任され、コケ植物からノリに至るまで幅広い生物

を対象として研究を行われてきました。講義、実

習を通してその温厚なお人柄と生物への熱い想い

を私達学生は感じて来ました。今後もますますご

活躍されることをお祈りしております。なお、最

終講義と祝賀会は11月に延期されました。

　次に生物教室の現況ですが、令和元年４月に新

３年生70名を迎え、院生まで加えると150名近い

相変わらずの大所帯です。４月中旬には恒例の３

年生歓迎会をくすのき会館で開き、ビンゴゲーム

などで楽しい時間を過ごし、学年間の垣根をかな

り取り払えたと思います。８月にはオープンキャ

ンパスの演示実験に複数の研究室が参加して高校

生との交流を深め、さらに11月の学園祭では夢科

学探検2019への参加を通して、教えることの楽し

さと難しさを体験することが出来ました。12月に

は院生の中間発表会と卒業生講演会、そして２月

の卒論発表会は２日間とも朝から夕方までフルに

発表が続きましたが、皆さん疲れることもなく活

発なディスカッションが行われました。打ち上げ

の歓送会も大いに盛り上がったことは言うまでも

ありません。また、４月からは谷時雄先生が理学

部長に就任されますが、今後の理学部のさらなる

発展のためにご尽力されます。

　今後とも卒業生の皆様のご協力とご指導を頂く

とともに、ご支援もどうぞ宜しくお願い致しま

す。末筆ながら、皆様のご健勝とご活躍をお祈り

しております。

理学部生物コース４年　　後藤　暉幸

生 物 教 室
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【平成30年度繰越】 　　　　　￥16,375,374
（化学実験場復旧寄附金￥20,000を含む）
【令和元年度繰越】 　　　　　￥17,240,122
（化学実験場復旧寄附金￥23,000を含む）

【収入】
会費納入 ¥1,755,000
化学実験場復旧寄附金 ¥3,000 
カード手数料 ¥3,989 

小　計 ¥1,761,989 

平成３０年度 会計報告

あ と が き

　理学部同窓会会員の皆様、新型コロナウイルス
が確実に近づき、不安な毎日を送っておられるこ
ととお察し致します。大学におきましても、授業
計画や学園生活に大きな影響が出ることは必至の
状況です。
　このような時勢ではありますが、あとがきを兼
ねて令和最初の庶務報告を致します。2019年４月
４日に入学式が挙行され、学部生208名と大学院
生96名の新入生を迎え、令和元年度がスタートし
ました。５月18日には第８回熊本大学東京連合同
窓会が開催され、理学部同窓会からは西野会長を
始め同窓生22名が参加されました。また、５月30
日に連合会総会、月末には第28号同窓会名簿を３
年ぶりに発行しました。なお、同窓会名簿は無料
のため、終身会費を納入済みの希望された正会員
のみにお送りしております。住所変更作業に関し
ましては、多くの方々にご協力を頂きましてどう
も有難うございました。６月11日には理学部同窓
会理事会を開き、活動案や会計案等について審議
しました。また、10月27日には第６回九州連合同
窓会と第14回ホームカミングデーが合同開催さ
れ、卒業生表彰では理学部からは安仁屋眞昭様

（昭和38年数学科卒業）と宮川英明様（昭和46年
物理学科修了）が受賞され同日に表彰式も行われ
ました。そのいっぽうで、３月24日に予定されて
いた熊本大学卒業式はウイルス感染予防のために
中止が決定し、学部や各コースの学位記授与式や
祝賀会等の一切の行事もやむなく取りやめに追い
込まれました。新年度の入学式も中止の方向で検
討されており、未曾有の事態となりそうです。
　ところで、本年度末で定年退職されるのは数学
の木村弘信先生、地学の西山忠男先生、生物の滝

尾進先生です。これまでの先生方の長年に亘る理
学部へのご貢献に深く感謝いたします。なお、先
生方の最終講義と祝賀会等は延期となっておりま
す。
　2020年秋には理学部70周年記念祝賀会や記念誌
発行も控えておりますが、新型コロナウイルスの
状況次第では流動的かもしれません。理学部同窓
会では、各種イベントのご案内や住所変更届など
をHPでもご紹介しておりますので、ぜひご覧下
さい。
　最後に、皆様方のご健勝とご活躍をお祈りする
ととともに、今後ともご指導とご協力を賜ります
ようどうぞ宜しくお願い申しあげます。

令和２年３月吉日

理学部同窓会庶務
寺本　進（生物昭和57年卒）

平成30年６月１日〜令和元年５月31日

卒業生表彰

【支出】
平成31年度学部協力金 ¥300,000 
合同大同窓会広告費 ¥260,000 
ホームページ作成・維持費 ¥178,200 
卒業生表彰祝い金 ¥20,000 
同窓会連合会会費 ¥60,000
同窓会長活動費 ¥51,460
ホームカミングデー歓迎パーティー ¥9,250
文具 ¥8,103
振込手数料・通信費 ¥10,228

小　計 ¥897,241


