
 1 / 4 

 

平成 20 年度 公開講演会 実績 

テーマ 講 師 等  参加者  

オープンシンポジウム 

「市民と公園・公園と管理」

(H20.4.3) 

基調講演 

「公園の利用と管理、世界の中の日本」 

  金子 忠一（東京農業大学教授） 

「国営公園を舞台とした公園の利用と管理」 

  新井 安男（公園緑地管理財団企画業務部長） 

「指定管理者制度がもたらした公園管理の進化」 

  伊藤 幸男（日比谷アメニス常務取締役） 

パネルディスカッション 

（パネリスト） 

  新井 安男（公園緑地管理財団企画業務部長） 

  伊藤 幸男（日比谷アメニス常務取締役） 

  荒木 昭次郎（熊本県立大学教授） 

  田中 誠（熊本県土木部） 

  前田 宜重（ハートリンク水俣） 

（モデレーター） 

  金子 忠一（東京農業大学教授） 

２８０

名 

特別講義『ハイデルベルク

－ロマン、学問、教育と文化

の町』(H20.4.21) 

講師 ヨアヒム・ゲルナー博士 （ドイツ・ハイデルベルク市 副市長） 
２００

名 

弥富家所蔵資料展観記念

講演会『国学 熊本へ』

(H20.5.16) 

記念講演 「近代における江戸学のあゆみ」 

  中野 三敏（九州大学名誉教授） 

特別展示 

弥富鞆彦氏（熊本県出身 埼玉県在住）から寄贈された江戸時代に

活躍した熊本の国学者中島広足や長瀬真幸らの巻物等の企画展示 

１２０

名 

徳富蘆花生誕１４０年記念

シンポジウム 

第１回 「蘆花・熊本からの

発信」(H20.6.14) 

パネルディスカッション 

「第一部 徳冨蘆花の魅力」 

「第二部 蘆花から学ぶ・蘆花を活かす」 

（パネリスト） 

  布川 純子（神奈川工科大学非常勤講師） 

  山並 信久（徳富記念園館長） 

  松下 純一郎（熊日編集局文化部長兼論説委員） 

  坂本 直充（水俣市立図書館長） 

  津留 今朝寿（菊池市企画部国際交流課） 

（コーディネーター） 

  半藤 英明（熊本県立大学大学院文学研究科長） 

２００

名 

食育月間特別講義『食環境

に関わる近年の状況』

(H20.6.24) 

講師 中田 哲也 （農林水産省北陸農政局 企画調整室長） ７０名 
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シンポジウム『“こうのとりの

ゆりかご”が映し出す社会』

(H20.7.6) 

基調講演 

『“こうのとりのゆりかご”を設置して』 

  蓮田 太二 （慈恵病院理事長） 

パネルディスカッション 

『“こうのとりのゆりかご”が映し出す社会』 

（パネリスト） 

  幸山 政史（熊本市長） 

  田尻 由貴子（慈恵病院看護部長） 

  高峰 武（熊本日日新聞論説委員長） 

  永尾 孝雄（熊本県立大学総合管理学部教授） 

（オブザーバー） 

  蓮田 太二（慈恵病院理事長） 

（コーディネーター） 

  石橋 敏郎（熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科長） 

※熊本県立大学アドミニストレーションフォーラム、大学院アドミニスト

レーション研究科看護管理コース記念事業  

２００

名 

『食・環境シンポジウム ～

あなたの食が地球を変える

～』(H20.8.9) 

基調講演 「フード・マイレージから見えてくる食と地球環境」 

講師 中田 哲也 （農林水産省北陸農政局 企画調整室長） 

パネルディスカッション 

（パネリスト） 

  那須修一（那須ファーム代表取締役） 

  モーティンソン雅子（主婦代表） 

  中田哲也（基調講演講師） 

（コーディネーター） 

  有薗幸司（熊本県立大学大学院環境共生学研究科長）  

５０名 

オープンシンポジウム 

『地方分権時代における地

域教育』(H20.9.26) 

事例報告 

和水町「合併自治体における小学校統廃合問題」 

  相澤紘一（和水町教育長） 

小国町「小学校統廃合と新たな小国型教育の実践」 

  原部文治（小国町教育委員会事務局長） 

宇城市「市教育振興基本計画策定に向けた取組」 

  藤井 誠（宇城市教育プラン会議室長） 

パネルディスカッション 

（パネリスト） 

  相澤紘一（和水町教育長） 

  原部文治（小国町教育委員会事務局長） 

  藤井 誠（宇城市教育プラン会議室長） 

（コメンテーター） 

  石橋敏郎（熊本県立大学総合管理学部教授） 

  石村秀登（熊本県立大学文学部准教授） 

（コーディネーター） 

  米澤和彦（熊本県立大学長） 

８０名 

徳富蘆花生誕１４０年記念 報告 「本学の蘆花研究について」 １５０
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シンポジウム 

第２回 「至宝の蘆花文学」

(H20.10.25) 

  半藤 英明 （本学大学院文学研究科長）  

講演① 「蘆花と自然」 

  吉田 正信（愛知教育大学名誉教授）  

講演② 「『みみずのたはこと』論」 

  布川 純子（神奈川工科大学非常勤講師）  

報告 「蘆花資料と今後の研究」 

  本学文学部学生 

パネルディスカッション「至宝の蘆花文学」  

（パネリスト）  

  吉田 正信 

  布川 純子 

  川平 敏文（本学文学部准教授）  

  大島 明秀（本学文学部講師）  

（コーディネーター）  

  半藤 英明  

報告「熊本近代文学館と蘆花」 

  鶴本 市朗（熊本近代文学館） 

名 

『建築家・西山立衛講演会』

(H20.10.26) 

講演「近作について」 

講師 西沢立衛（建築家） 

 

２００

名 

英語教育シンポジウム～授

業実践を基に実践的コミュ

ニケーション能力を考える～

(H20.11.15) 

基調講演 

  熊本県立宇土高等学校   橋本慎二 

実践報告 

  熊本県立第一高等学校   宮本英明 

  熊本県立熊本北高等学校  中元義明 

  熊本県立宇土高等学校   橋本慎二 

パネルディスカッション 

（パネリスト） 

  熊本県立第一高等学校   宮本英明 

  熊本県立熊本北高等学校  中元義明 

  熊本県立宇土高等学校   橋本慎二 

  熊本県立大学教授     吉井誠 

（コーディネーター） 

  熊本県立大学准教授    長嶺 寿宜※熊本県立大学文学部フ

ォーラム 

１００

名 

特別講義「住みよい地域づ

くりを願って～ユニバーサル

デザインとは～」(H20.12.5) 

特別講義 

  講師 潮谷義子（熊本県立大学客員教授、前熊本県知事） 

３５０

名 

葉祥栄客員教授特別講義

(H21.1.31) 

特別講義 

  講師 葉祥栄（熊本県立大学客員教授、建築家） 

 

１５０

名 
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多文化共生シンポジウム in

くまもと(H21.2.14) 

報告 

  アンケート「熊本県在住の外国人を取り巻く諸状況」から見える、

熊本の多文化共生の状況 

  船本日佳里（大学院文学研究科） 

  赤島八生（文学部） 

パネルディスカッション「熊本の外国人」 

（パネリスト） 

  田村太郎（多文化共生センター代表理事） 

  明石 照久（熊本県立大学准教授） 

  松本 富士男（財団法人熊本市国際交流振興事業団常務理事） 

（コーディネーター） 

  羽賀友信（長岡市国際交流センター長） 

対談「日本の外国人」  

  羽賀友信（長岡市国際交流センター長） 

  田村太郎（多文化共生センター代表理事） 

１００

名 

環境共生フォーラム「環境

共生学部１０年の歩み」

(H21.3.7) 

基調講演「大気環境と私たちの生活」 

  講師 岩坂泰信（金沢大学フロンティアサイエンス機構特任教授）  

講演「熊本・九州・東アジアの大気環境」 

  張代洲（環境共生学部准教授） 

講演「循環型社会の救世主として造られているコンポストが水環境に

与える影響について」 

  篠原亮太（環境共生学部教授） 

講演「食と農と環境について考えよう」 

  松添直隆（環境共生学部教授） 

講演「有明海で拡大する貧酸素水とその影響」 

  堤裕昭（環境共生学部教授）※熊本県立大学環境共生フォーラム 

２００

名 

 


