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平成 23年度 公開講演会 実績 

テーマ 講 師 等 参加者  

くまもと緑のリレーフォーラ

ム inきくよう 

(H23.5.28、菊陽町) 

・講演 

「ベスチャート－『奇跡の庭』の草花たち－適材適所の植物選び－」 

大出英子(目白大学短期大学部准教授) 

 

・ショートスピーチ 

「緑のまちづくりと貸景」 

蓑茂壽太郎(公立大学法人熊本県立大学理事長・農学博士) 

 

・ガーデニングセミナー 

「みんなでやろう！緑と花のまちづくり－寄せ植えで輝く町の風景－」 

大出英子(目白大学短期大学部准教授) 

300名 

くまもと緑のリレーフォーラ

ム inひとよし 

(H23.7.10、人吉市) 

・基調講演 

「歴史まちづくりと庭園」 

 野村勘治 

 （野村庭園研究所主宰・三重大学非常勤講師） 

 

・報告 

「青井阿蘇神社大宮司邸庭園の特徴と価値」 

 蓑茂壽太郎 

  (公立大学法人熊本県立大学理事長・農学博士) 

 

・鼎談 

「歴史的資源を生かしたこれからのまちづくり」 

田中信孝(人吉市長) 

野村勘治  (野村庭園研究所主宰・三重大学非常勤講師) 

蓑茂壽太郎  (公立大学法人熊本県立大学理事長・農学博士) 

・総括 

くまもと緑・景観協働機構  

170名 

文学部フォーラム 

「トマス・グラバーと近代日

本の曙」 

(H23.7.23) 

・第１部 特別講演 

「幕末・維新の日本とスコットランドとの交流－トマス・グラバーを中心

に」 

 マイケル・ガーデナー(英国ウォリック大学准教授) 

 

「幕末期における英仏の対日外交とグラバー」 

杉浦裕子(鳴門教育大学専任講師) 

 

「グラバーと蝶々夫人伝説」 

村里好俊(熊本県立大学文学部教授) 

 

・第２部 テーブル・トーク 

「グラバーと幕末・維新の日本について」 

マイケル・ガーデナー(英国ウォリック大学准教授) 

杉浦裕子(鳴門教育大学専任講師) 

村里好俊(熊本県立大学文学部教授) 

学生有志数名  

120名 
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宮崎暢俊客員教授特別講

義 

「人と自然との共生」 

葉祥栄客員教授特別講義 

「小国ドームについて」 

(H23.8.10、小国町木魂館、

小国ドーム) 

 

特別講義 

宮崎暢俊 

(九州ツーリズム大学学長、前小国町長、熊本県立大学客員教授) 

 

特別講義 

葉祥栄(建築家、熊本県立大学客員教授)  

40名 

地域連携シンポジウムＰａｒｔ

１ 

熊本県立大学地域連携セン

ター開設５周年記念シンポ

ジウム 

(H23.9.27) 

地域連携センターの活動について(概要報告) 

地域連携センター関連事業教育研究活動報告 

地域貢献研究事業 

「親力向上に関する研究」 

荒木紀代子(熊本県立大学総合管理学部教授) 

「樹成り熟成不知火果実の高品質時期の把握」 

白土英樹(熊本県立大学環境共生部教授) 

「蔵書が語る人のあゆみと地域のあゆみ-天草市上田資料館収蔵古

典籍より-」 

米谷隆史(熊本県立大学文学部准教授) 

 

連携教育研究活動・包括協定先と連携した活動 

「安全な環境保全型機能薬品の開発研究」 

篠原亮太(熊本県立大学環境共生学部教授) 

「食育推進プロジェクト」 

本田榮子(熊本県立大学特任教授) 

「天草・夕陽プロジェクト」 

澤田道夫(熊本県立大学総合管理学部准教授) 

 

基調講演「公立大学の地域実学主義」 

講師 

蓑茂壽太郎(公立大学法人熊本県立大学理事長) 

 

パネルディスカッション 

「熊本県立大学と地域との連携を点検する」 

パネリスト 

古田勝人(天草市副市長) 

丸野香代子(((株))談代表取締役) 

古賀実(熊本県立大学長) 

明石照久 

(熊本県立大学総合管理学部教授・地域連携センターコーディネータ

ー) 

コーディネーター 

篠原亮太 

(熊本県立大学環境共生学部教授・地域連携センター長) 

 

総括 熊本県立大学長 古賀実  

 

 

200名 
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Ｌ.Ｌ.ジェーンズ来熊１４０年

記念シンポジウム 

「Ｌ.Ｌ.ジェーンズが遺したも

の」 

(H23.10.22) 

基調講演 

「熊本洋学校とジェーンズ」 

講師 黒田孔太郎(ジェーンズ邸館長) 

 

資料紹介 

「蔵書印・標語からみる熊本洋学校資料」 

大島明秀(熊本県立大学文学部准教授) 

 

パネルディスカッション 

パネリスト 

幸山政史(熊本市長) 

内村公春(九州学院院長) 

福田稠(福田病院理事長) 

平野有益(新聞博物館長) 

蓑茂壽太郎(公立大学法人熊本県立大学理事長) 

コーディネーター 

半藤英明(熊本県立大学副学長) 

230名 

建築家・山本理顕講演会 

(H23.10.29) 

講演 「地域社会圏」 

講師 山本理顕((株)山本理顕設計工場代表)  
220名 

第４回熊本県立大学・祥明

大学校(韓国学術フォーラ

ム) 

(H23.11.20) 

基調講演 「西洋からみた日本と韓国」 

講師 樺山紘一 

(印刷博物館長、元国立西洋美術館長、東大名誉教授)  

 

分科会【文学部】  

テーマ：韓国と日本、そして、これから 

コメンテーター：山田俊（熊本県立大学文学部長、教授） 

研究発表 

・「日本近代文学者の朝鮮旅行」 

李漢正(祥明大学校語文大学専任講師) 

コメンテーター：五島慶一(熊本県立大学文学部准教授) 

 

・「Literature, Economy, and Interdisciplinary studies(文学、経済、そ

して学術的研究)」 

李性範(祥明大学校語文大学助教授) 

コメンテーター：勝野由美子 

(熊本県立大学大学院文学研究科博士後期課程２年) 

 

・「シェイクスピアへの散歩道－シドニーから始めて」 

村里好俊(熊本県立大学文学部教授) 

コメンテーター：山田佳子 

(熊本県立大学大学院文学研究科博士課程前期１年) 

 

・「否定命令文「スルナ」の機能－命令、非命令－」 

佐藤友哉 

(熊本県立大学大学院文学研究科博士後期課程１年) 

コメンテーター：半藤英明 

(熊本県立大学文学部教授) 

 

分科会【環境共生学部】 

テーマ：東アジア地域における大気汚染の現状と課題 

250名 
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コメンテーター：有薗幸司 

（熊本県立大学環境共生学部長、教授） 

 

研究発表 

・「日本の経済発展と工業地帯における環境汚染対策例」 

篠原亮太(熊本県立大学環境共生学部教授) 

 

・「Current Air Quality Issues in Chungnam, Korea(韓国忠南地域の大

気室の現状と主要問題)」 

呉世源(祥明大学校工科大学環境工学科副教授) 

 

・「大気汚染に関する東アジア共同研究の成果と将来」 

張代洲(熊本県立大学環境共生学部教授) 

 

・総合討論 

 

分科会【総合管理学部】】 

テーマ：経営情報システムの展開とコンプライアンス 

コメンテーター：三浦章 

（熊本県立大学総合管理学部長、教授） 

 

研究発表 

・「韓国の自動車部品メーカーにおけるＩＴ－ＲＯＩ(システム化投資効

果)の実例」 

安范俊(祥明大学校工科大学経営工学科教授) 

 

・「情報セキュリティからのアプローチ」 

金井貴(熊本県立大学総合管理学部准教授) 

 

・「消費者保護からのアプローチ」 

吉村信明(熊本県立大学総合管理学部教授) 

 

・質疑応答  

地域連携シンポジウムＰａｒｔ

２ 

地域連携を超えて次なる展

開へ 

(H23.11.22) 

「環境共生学の構築と地域社会」(自然科学系シンポジウム) 

趣旨説明 

有薗幸司(熊本県立大学環境共生学部長、教授) 

 

基調講演 「１０年の歩みと最近の取組」 

篠原亮太(熊本県立大学環境共生学部教授) 

 

パネルディスカッション 

パネリスト 

太田黒慎一(熊本県農業研究センター所長) 

南孝雄((社)熊本県建築士事務所協会副会長) 

那須修一((有)那須ファーム代表取締役) 

田上和俊(水俣市副市長) 

松添直隆 

(熊本県立大学環境共生学部環境資源学科長、教授) 

白土英樹 

(熊本県立大学環境共生学部食健康科学科長、教授) 

コーディネーター 

530名 
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堤裕昭 

(熊本県立大学大学院環境共生研究科長、教授) 

 

コメント 蓑茂壽太郎 

(公立大学法人熊本県立大学理事長、教授) 

 

「連携を超え創造へ－地域創造のハブ・熊本県立大学」(社会科学系

シンポジウム) 

趣旨説明 

三浦章(熊本県立大学総合管理学部長、教授) 

 

連携事例報告 

報告Ⅰ「玉名市での新しい観光づくり」 

津曲隆(熊本県立大学総合管理学部教授) 

総合管理学部学生グループ 

 

報告Ⅱ「ＫＵＭＡＪＥＣＴ２０１０」 

澤田道夫(熊本県立大学総合管理学部准教授) 

総合管理学部学生グループ 

 

パネルディスカッション 

パネリスト 

丸本文紀((株)シアーズホーム代表取締役) 

柿添克也(くまもと県北 玉名観光協会事務局長) 

沖松勝彦(あさぎり町商工観光課主幹) 

上拂耕生(総合管理学部准教授) 

コーディネーター 

明石照久(熊本県立大学大学総合管理学部教授)  

潮谷義子客員教授特別講

義 

「地域社会の絆・再生シナリ

オ」 (H23.12.2) 

特別講義 

 潮谷義子 

(長崎国際大学学長、前熊本県知事、熊本県立大学客員教授)  

300名 

くまもとブランド推進セミナー 

～山形県『アル・ケッチャー

ノ』奥田政行シェフを招いて

～ 

(H23.12.8) 

基調講演 「食からはじまる地域づくり」 

講師：奥田政行 

(イタリア料理店「アル・ケッチャーノ」オーナーシェフ) 

 

トークセッション 「うまいって何だろう？」 

奥田政行×小山薫堂  

100名 

文学部特別講演会 

「ジェンダー・文化・身体－

現代女性小説における＜食

＞」 

（H23.12.17） 

・学生による作家・作品紹介 

・特別講演「ジェンダー・文化・身体－現代女性小説における＜食

＞」 

講師 エマ・パーカー(英国レスター大学上級講師) 

・コメント及び質疑応答  

 

150名 

居住環境学科講演会 

「建築家・平田晃久講演会」 

（H23.12.17） 

講演 「Tangling」 

平田晃久(建築家・平田晃久建築設計事務所主宰)  
150名 
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２０１２新春ランドスケープ鼎

談 

「森の都と樹の技術」 

（H24.1.20） 

第一部 

基調講演 「森の都と樹の技術；大木の保存と再生」 

講師 濱野周泰(東京農業大学造園科学科長・教授) 

 

第二部 

新春鼎談 「森の都・熊本に必要な技術と思想」 

濱野周泰(東京農業大学造園科学科長・教授) 

西川嘉輝(公園緑地管理財団上席参事、技術士、公園管理運営士) 

蓑茂壽太郎(公立大学法人熊本県立大学理事長) 

120名 

 


