
－1－－ 1－

印刷・発行　令和３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
令和２年度

　同窓生の皆様に於かれましては、如何お過ごし
でしょうか。令和２年度はコロナ禍のパンデミッ
クに始まり、いつ終わるともしれないコロナ感染
症に恐れ慄き、全ての生活様式が一変しました。
初めの頃はマスク着用の義務、くしゃみエチケッ
トの励行、三密を避け、アクリル板やビニール製
カーテンで仕切り、寒くても暑くてもドアや窓を
開放して常に換気し、人の集まるところへは行か
ず、手の消毒はもとより、手を触れるところは徹
底的に消毒・除菌し、普段手で触れるところは直
接手では触らない。このような徹底したコロナ対
策を日本全国一人一人が実行したお陰で、爆発的
感染を３度防げました。しかし、年度末に日本で
もようやくコロナウイルスワクチン接種が医療関
係者からスタートし、卒業や移動の時期も相まっ
て、そろそろ大丈夫かという気の緩みも出たの
か、関西や関東の若者を中心に爆発的感染が再び
起こり始めた年度末でした。
　大学では令和元年度の卒業式が中止になったこ
とを受け、令和２年度の入学式は中止となりまし
た。その後、対面授業は禁止され、全てオンライ
ン授業となりました。教員は慣れないオンライン
化に四苦八苦しながら、見えない学生を相手に手
探り状態で一方通行の授業を何とか熟しました。
大変だったのは学生実験でした。こちらはオンラ
イン実験とはいかず、最低限の実験は対面でやら
ざるを得ず、徹底した感染防止対策を施して乗り
切りました。学生の方も大変で、大学に出てくる
ことは叶わず、教員と直接話すことすらできず、
クラスやコースの友人や部活動の仲間とも接触す
ることもできない状態が続きました。したがっ
て、熊本県外からやって来ている学生はアパート
を引き払い、実家へ戻った学生も多かったと思い
ます。このように、あらゆるものが一変し、おま
けに授業開始が令和２年５月７日からとなったこ

とから、学生の弾む声が消えた閑散としたキャン
パス内を歩いていると、平成28年４月16日に起
こった熊本地震の後の惨憺たる状況を思い起こさ
せました。コロナ禍では建物などのインフラには
問題はありませんでしたが、学生がいない、教職
員もマスクで顔がよくわからない、会議は全てオ
ンラインまたはメール会議、テレワーク等、実に
不思議な大学の状況が続いています。
　さて、令和２年度に理学部に入学した学生は
204名（内、グローバルリーダーコース８名）／定
員200名、大学院自然科学教育部（理学系）（修
士）に81名／定員110名、同（博士）に８名／定
員12名で、合計293名が同窓会準会員となりまし
た。また、令和３年３月25日（木）に挙行された
卒業式ではCOVID-19感染防止の観点から代表者
のみの出席、理学部の卒業式は中止、各コースの
学位記授与のみ執り行われました。今年度は理学
士186名、修士理学88名、博士理学11名が学位記
を授与され、新たな同窓会会員となります。毎年、
新しい同窓生が加わり、会員数が増えることは、
組織としての土台が末広となり一層強靭な組織と
なることを意味し、同窓会の発展に繋がります。
そのような中、新型コロナウイルス支援基金や理
学部化学実験室火災復旧に向けてのご寄附等に皆
様方のご支援を賜りましたこと、深く感謝申し上
げる次第です。次年度以降も、益々のご指導とご
鞭撻のほどを宜しくお願い申し上げます。

令和３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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　春の日差しが心地よい毎日でございますが、数

学教室同窓会の皆様はいかがお過ごしでしょう

か。新型コロナウイルスの勢いがおさまる気配も

なく、大学の様子も以前とは全く異なるものとな

りました。このような中での数学教室の近況を、

同窓会の皆様にご報告申し上げます。

　まずはじめに、先生のご異動について報告いた

します。令和３年３月をもちまして谷本祥先生が

名古屋大学に准教授として転出されました。谷本

先生は平成30年１月に熊本大学の大学院先導機構

に卓越研究員（准教授）として赴任されました。

短い期間ではありましたが、谷本先生から多くの

ことを学ばせていただきました。今後の益々のご

活躍を心よりお祈り申し上げます。

　次に、昇任される先生について報告いたしま

す。千吉良直紀先生が令和２年４月に准教授から

教授に昇任されました。

　最後に、今年度の学生の近況および行事等につ

いて報告いたします。現在、数学教室には３年生

45名、４年生37名、博士前期課程22名、博士後期

課程５名が在籍しております。新型コロナウイル

ス感染防止のため遠隔授業が続いており、学生同

士が顔を合わせる機会もごくわずかという環境で

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。昨年９月に熊本大学にて開催が予

定されておりました日本数学会秋季総合分科会も

現地開催が中止となり、オンライン開催となりま

した。我々学生が学会の雰囲気を感じることがで

きる貴重な機会になるはずでしたので大変残念に

思いますが、この環境にめげず、私自身もより一

層研究に力を注いでいく所存です。

　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。末筆ながら、数学教室同窓会の皆様のご健勝

をお祈り申し上げます。

� 理学部理学科数学コース４年　　山崎　未菜美

　日増しに暖かくなってまいりましたが、いかが

お過ごしでしょうか。同窓生の皆様に、物理教室

の最近の活動についてご報告申し上げます。

　本年度、物理教室の在籍人数は、３年生32名、

４年生32名、博士前期課程１年20名、博士前期課

程２年22名、博士後期課程１年３名、博士後期課

程２年１名で計110名です。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年

度はオープンキャンパス、夢科学、新入生歓迎会

といった例年の行事が全て中止され、学内外共に

交流の機会が無くなってしまいました。しかしそ

のような状況下でも、授業、実験、研究発表会等

はオンライン環境を利用して実施されました。

　先生方はオンラインでの授業用に資料を作り直

物 理 教 室

数 学 教 室

教 室 だ よ り
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したり、学生のオンライン学習環境を整えたりす

る必要があり、大変苦労されたそうです。特に実

験の授業に関しては、前期は対面で行うことが出

来ず、後期は一部の実験を対面で行えたものの、

三密回避のための工夫に四苦八苦されていたご様

子でした。先生方は大変お疲れさまでした。

　学生側もレポートやテストの形式がいつもと異

なることで多少困惑していたようですが、そのよ

うな中でも受講や活発な質問を通して学びを得よ

うと取り組んでいた点は例年通りでした。学生の

皆さんもお疲れさまでした。

　理論系の研究室は比較的スムーズにオンライン

環境に移行できたようでした。実験系の研究室に

おいても、論文閲読組と実験組を分けるなどの工

夫によって三密を回避しつつ研究を続けられてい

たようです。

　卒業研究発表会、修士論文発表会、各種学会も

全てオンラインで行われました。学生の皆さんは

日々の研究成果をまとめ、先輩や先生方のご教示

を受けながら発表練習を重ねて本番に臨んでいま

した。登壇して注目されることが無いためか、例

年よりもリラックスした状態で議論に集中できて

いた様子でした。

　今年も人事異動がありました。令和３年３月で

細川伸也教授が定年退職されます。私自身も物性

物理学などの授業において大変お世話になりまし

た。最終講義はオンラインで行われるそうです。

長い間大変お疲れ様でした。一方、新しく松田和

博教授と島村孝平助教が赴任されました。熊本大

学の物理教室の研究活動をより活発なものにして

くださることが期待されます。

　全国の物理教室同窓会の皆様から多くのご支援

を頂いたことに、心より感謝申し上げます。コロ

ナ禍という時代の転換期においても一同努力して

まいります。今後とも同窓会の皆様方には、ご指

導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、同窓会の皆様のますます

のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

大学院自然科学教育部理学専攻博士前期課程１年

� 竹下　雄輔

　日ごとに春めき、花の便りが聞かれる頃となり

ましたが、いかがお過ごしでしょうか。同窓生の

皆様に、化学コースの近況についてご報告いたし

ます。

　まず、先生方のご異動についてです。令和２年

11月には、無機化学を専門とされている関根良博

准教授が着任されました。一方で、令和３年２月

末に有機化学の石川勇人教授が千葉大学薬学部

へ、無機化学の船津麻美助教が長岡技術科学大学

へ准教授として転出されました。そして、有機化

学の西野宏教授と無機化学の中村政明准教授が３

月末に定年退職されます。これまでの長きに渡る

ご指導に感謝申し上げるとともに、今後益々のご

活躍をお祈りいたします。

　現在、化学コースには152名（B3：44名，B4：

39名，M1：24名，M2：34名，D1：４名，D2：３名，

D3：４名）の学生が在籍し、日々、学業に励んで

います。

化 学 教 室
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　やわらかな春風に心華やぐ季節となりました

が、同窓生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今年度は世界的に新型コロナウイルスが猛威を奮

い、多くの業界が対応に追われた１年であったか

と思います。熊本大学においても入学式や学祭の

中止、対面授業やサークル活動の制限など、苦難

の１年となりました。同窓会の皆様に、地球環境

科学教室の近況をご報告申し上げます。

　まず、先生方のご異動について報告します。令

和３年３月をもちまして渋谷秀敏教授と秋元和實

准教授が定年を迎え、退職されます。これまで渋

谷先生には固体地球科学、秋元先生には層位学や

古生物学を専門に教鞭をとっていただきました。

そして、４月から金沢大学より古生物学を専門と

される田中源吾准教授が赴任されます。

　次に学生の近況報告です。現在、地球環境科学

教室には学部３年生32名、４年生17名、大学院生

が留学生・社会人を含めて博士前期課程15名、博

士後期課程12名在籍しています。今年度は新型コ

ロナウイルスの影響で、多くの講義やゼミがリ

モートで行われましたが、一部の野外実習や研究

活動は感染対策を行い、無事に実施することがで

きました。３年生向けに開講されている地質調査

法では、天草で２泊３日の野外実習が行われ、昼

は野外調査を行い、夕飯後は夜業に勤しみまし

た。歓迎会も中止となり、交流の少ない状況にい

た３年生にとって、連日の実習は仲を深める良い

機会になったようです。

　コロナの影響は卒業生の研究にも及び、多くの

学生が野外調査を制限されたり、テーマ変更を

行ったりなど思うように研究が進まないなか、卒

論・修論作成に取り組みました。２月上旬の卒論・

修論発表会は、例年通り工学部百周年記念館にて

座席間隔を十分にとった中で行われ、登壇した学

地 球 環 境 科 学 教 室

　令和２年度を振り返ると、４月にはすでに新型

コロナウイルスが猛威を振るい、ほぼすべての授

業が遠隔で行われることとなりました。また、毎

年恒例の行事である、４月の新３年生歓迎会、９

月のソフトボール大会、11月の夢科学探検は、残

念ながら中止となりました。先生方や先輩、後輩、

また地域の方々と交流する機会が次々に無くなる

状況でありましたが、各研究室では感染対策を充

分に行いながら研究活動を継続しています。２月

には、修士論文審査会および卒業研究発表会が遠

隔で行われ、大学院２年生と学部４年生は研究成

果について発表しました。あまり表情が見えない

中でも、分野の垣根を越えて議論が交わされ、有

意義な時間となりました。

　化学は私たちの暮らしを豊かにしてきました。

私たち学生は、先に続く新たな時代がより良い社

会となるよう、先生方や仲間と共に研究に尽力す

る所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願いいたします。この災禍の中ではございます

が、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上

げます。

� 理学部理学科化学コース４年　　緒方　友理絵
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　暖かく、過ごしやすい季節になりました。まだ

まだ自粛期間が続いておりますが、生物教室同窓

会の皆様お元気にお過ごしでしょうか。皆様に、

生物教室の近況をご報告申し上げます。

　まずはじめのご報告といたしまして、令和２年

３月に瀧尾進教授がご退職されました。瀧尾先生

の最終講義「フラスコ内で植物を育てて24年」に

つきましては、新型コロナウイルス感染防止のた

め長らく開催を延期しておりましたが、令和３年

３月27日にオンラインにて開催されました。

　令和２年10月１日には、くまもと水循環・減災

研究教育センターに山田勝雅先生が准教授として

着任されました。山田先生は現在、逸見先生とご

一緒に研究なさっています。また、同月16日に、

生物コースにツァイ・イールン先生が助教として

着任されました。ツァイ先生は、澤研究室にて線

虫走化性と線虫ゲノム編集について研究なさって

います。お二人には、令和３年４月から講義およ

び実習でお世話になります。

　続いて、学生の状況についてご報告いたしま

す。生物コースでは、令和２年４月に３年生60名

を迎え、４年生63名、博士前期課程35名、博士後

期課程７名の総勢165名が現在在籍しています。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大によ

り、学生の生活も例年とは異なるものとなりまし

た。感染防止のため講義や実習のほとんどがオン

ラインで行われ、12月の３年生研究室配属、２月

の卒論・修論発表会も同じくオンラインで行われ

ました。３年生の対面式や歓迎会、卒業生の送別

会といった毎年恒例のイベントも中止となり、生

物コースの仲間と直接顔を合わせる機会がなく、

寂しい一年でした。明るいお知らせといたしまし

ては、令和２年３月25日に卒業式が開催されまし

た。卒業式はオンラインでの参加という形になり

ましたが、生物コースでの学位授与式は感染症対

策を徹底した上、対面で実施されました。一年間

思うように動けず苦しい日々ではありましたが、

晴れ着姿の友人たちの元気そうな顔を見て、皆と

無事に卒業を迎えられたことを心から嬉しく思い

ました。

　元通りの生活に戻るまでには、まだまだ時間が

かかると思われますが、生物教室同窓会の皆様の

ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

� 理学部理学科生物学コース　　金山　千紘

生が自身の成果を発表し、先生との討論を繰り広

げました。

　最後になりますが、地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前期課程２年

� 松尾　遼

生 物 教 室
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【令和元年年度繰越】� 　　　　　￥17,240,122
（化学実験場復旧寄附金￥23,000を含む）
【令和２年度繰越】� 　　　　　￥17,366,814
（化学実験場復旧寄附金￥28,000を含む）
（火災復旧寄附金� � � �￥1,430,000を含む）

【収入】
会費納入 ¥2,743,000
化学実験場復旧寄附金 ¥5,000�
火災復旧寄附金 ¥1,430,000
カード手数料 ¥741�

小　計 ¥4,178,741

令和元年度 会計報告

あ と が き

　2020年度（令和２年度）の庶務報告を致します。
年度早々の新型コロナ急速拡大によって、４月の
入学式、理学部１年生合宿研修、理学部七夕祭り、
オープンキャンパス、秋の学園祭、歓送会等々の
イベントは全て取りやめとなりました。そんな中、
３月25日の卒業式だけは規模を大幅に縮小しなが
らも挙行されましたので、卒業生にとっては大学
生活最後の良い思い出となったことでしょう。
　同窓会活動においても然り、東京や関西そして
九州の連合同窓会も次々と延期や中止になりまし
た。なお、関西連合同窓会の次期役員は古島圭智
氏（留任、化学54回生）、九州連合同窓会の次期
役員は伊藤喜久男氏（新任、物理学科17回生）と
西園幸久氏（留任、地学28回生）にお引き受け頂
きました。また、理学部同窓会理事会は対面と遠
隔併用で何とか７月28日に開くことができました。
この時に卒業生名簿を冊子体からWEBへ移行す
ることが話題に挙がり、いま理事会で問題点など
の洗い出しを含めて検討が進められています。
　また、ご存じのように大学での講義や実習など
も多くが遠隔授業となり、特に新入生は履修ガイ
ダンス直後から登校できなくなりました。後期の
実習ではクラスを細分化しての対面実習も増えま
したが、令和３年度も同じような授業形態が続く
と思われます。後輩達へのご支援をどうぞ宜しく
お願い致します。併せて、理学部火災の実験室復
旧につきましては、化学科のみならず広く多くの
卒業生の皆様から予想を上回るご寄附を賜り、深
くお礼を申し上げます。被害を受けた学生達の補
償に使用されたと伺っております。
　ところで、例年ホームカミングデーに行われて
いた卒業生表彰ですが、令和２年度は理学部同窓
からは古澤二氏（地学科30回生、昭和33年卒）が

受賞されました。この３月で定年退職された先生
方の最終講義は遠隔で行われましたが、詳細など
は教室便りをご覧下さい。
　最後にお知らせです。令和３年３月末をもちま
して西野会長、寺本庶務、中山会計の３名は３年
間の任期を終え、令和３年度からの庶務・会計は
数学教室卒業生にバトンタッチされます。また、
新会長には西野宏氏の留任が理事会において決定
しました。３年間、どうもお世話になりました。
　末筆ながら、卒業生の皆様のますますのご健勝
とご発展をお祈りしております。

※�事務連絡です。同窓会名簿第29号が令和４年春に発
行されますので、住所変更される場合は連絡用葉書
や同窓会HP、メールなどで事務局へお知らせ下さ
い。特に令和元年と２年の卒業生は住所が把握でき
ておりませんので、宜しくお願いします。

理事（庶務）寺本　進（生物科第30回、昭和57年卒）

令和元年６月１日〜令和２年５月31日

熊本城の夜景

【支出】
令和２年度学部協力金 ¥300,000�
第28号同窓会名簿 ¥2,751,619�
平成31年度同窓会会報 ¥789,496
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 ¥60,800
ホームページ維持費 ¥11,000
入会金二重払返金 ¥13,000
文具 ¥6,361
振込手数料・通信費 ¥39,773

小　計 ¥4,052,049

令和２年度化学コースの卒論発表会記念写真


