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区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

01 組織、課程（沿革） ①　1947（S22）　開学～ 1 熊本女子大学一覧 昭和33年

2 熊本女子大学概況 昭和38年

3 熊本女子大学学報№１ 昭和44年11月20日

4 熊本女子大学学報№2 昭和45年3月27日

5 熊本女子大学学報№3 昭和45年11月2日

6 熊本女子大学学報№4 昭和46年4月1日

7 熊本女子大学学報№5 昭和46年11月1日

8 学報№７ 昭和48年3月10日

9 熊本女子大学創立15年記念誌 昭和40年5月25日

10 昭和48年度熊本女子大学（県立４年
制）学生募集要項・入学案内 昭和47年4月

11 昭和49年度熊本女子大学（県立４年
制）学生募集要項・入学案内 昭和48年4月

12 昭和50年度学生募集要項・入学案内 昭和49年4月

13 昭和51年度学生募集要項・入学案内 昭和50年4月

14 昭和52年度学生募集要項・入学案内 昭和51年4月

15 昭和53年度学生募集要項・入学案内 昭和52年4月

16 昭和54年度学生募集要項・入学案内 昭和53年4月

01 組織、課程（沿革） ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 熊本女子大学　1983 昭和57年4月

2 熊本女子大学　1984 昭和58年4月

3 熊本女子大学　1985 昭和59年4月

4 熊本女子大学　1986 昭和60年4月

5 熊本女子大学　1987 昭和61年4月

6 熊本女子大学　1988 昭和62年4月

7 熊本女子大学　1989 昭和63年4月

8 1990　熊本女子大学 平成元年4月

9 1993　熊本女子大学 平成4年4月

10 大学案内　1994 平成5年4月

11 大学案内　1996 平成7年4月

12 平成8年度熊本県立大学概要 平成8年4月1日

13 春秋彩第8号（1996.11） 平成７年11月

14 春秋彩第9号（1997.3） 平成10年3月

15 昭和55年度学生募集要項 昭和54年4月

16 昭和56年度学生募集要項 昭和55年4月

17 昭和57年度学生募集要項 昭和56年4月

18 昭和58年度学生募集要項 昭和57年4月

19 昭和59年度学生募集要項 昭和58年4月

20 昭和60年度学生募集要項 昭和59年4月
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21 昭和61年度学生募集要項 昭和60年4月

22 昭和62年度学生募集要項 昭和61年4月

23 昭和63年度学生募集要項 昭和62年4月

24 昭和64年度学生募集要項 昭和63年4月

25 平成2年度学生募集要項 平成元年4月

26 図書館だより創刊号（1983.12.15） 昭和58年12月15日

27 図書館だより第2号（1984.3.15） 昭和59年3月15日

28 図書館だより第3号（1984.11.10） 昭和59年11月10日

29 図書館だより第4号（1985.2.26） 昭和60年2月26日

30 図書館だより第5号（1985.11.7） 昭和60年11月7日

31 図書館だより第6号（1986.2.17） 昭和61年2月17日

32 図書館だより第7号（1987.1.28） 昭和62年1月28日

33 図書館だより第8号（1987.11.5） 昭和62年11月5日

34 図書館だより第9号（1988.2.25） 昭和63年2月25日

35 図書館だより第10号（1988.11.24） 昭和63年11月24日

36 図書館だより第11号（1989.2.25） 平成元年2月25日

37 図書館だより第12号（1989.11.10） 平成元年11月10日

38 図書館だより第13号（1990.11.30） 平成2年11月30日

39 図書館だより第14号（1991.11.30） 平成3年11月30日

40 図書館だより第15号（1992.11.30） 平成4年11月30日

41 図書館だより第16号（1993.11.30） 平成5年11月30日

42 図書館だより第17号（1994.11.30） 平成6年11月30日

43 図書館だより第18号（1995.11.30） 平成7年11月30日

44 図書館だより第19号（1996.11.30） 平成8年11月30日

45 熊本県立大学の現状と課題　1996 平成8年3月

01 組織、課程（沿革） ③　1997（H9）　50周年～ 1 大学案内1998 平成9年4月

2 大学案内2000 平成11年4月

3 大学案内2001 平成12年4月

4 大学案内2004 平成15年4月

5 大学案内2005 平成16年4月

6 大学案内2006 平成17年4月

7 大学案内2007 平成18年5月

8 大学案内（英語版）2000 平成11年4月

9 平成9年度　熊本県立大学概要 平成9年4月

10 平成10年度　熊本県立大学概要 平成10年4月

11 平成11年度　熊本県立大学概要 平成11年4月

12 平成12年度　熊本県立大学概要 平成12年4月
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13 平成13年度　熊本県立大学概要 平成13年4月

14 平成14年度　熊本県立大学概要 平成14年4月

15 平成15年度　熊本県立大学概要 平成15年4月

16 平成16年度　熊本県立大学概要 平成16年4月

17 平成17年度　熊本県立大学概要 平成17年4月

18 大学概要2006 平成18年4月

19 春秋彩第10号（1998.3） 平成10年3月

20 春秋彩第11号（1998.7） 平成10年7月

21 春秋彩第12号（1999.3） 平成11年3月

22 春秋彩第13号（1999.7） 平成11年7月

23 春秋彩第14号（2000.3） 平成12年3月

24 春秋彩第15号（2000.8） 平成12年8月

25 春秋彩第16号（2001.3） 平成13年3月

26 春秋彩第17号（2002.3） 平成14年3月

27 春秋彩第19号（2003.10） 平成15年10月

28 春秋彩第18号（2003.3） 平成15年3月

29 春秋彩第21号（2004.10） 平成16年10月

30 春秋彩第20号（2004.4） 平成16年4月

31 春秋彩第23号（2005.10） 平成17年10月

32 春秋彩第22号（2005.4） 平成17年4月

33 春秋彩第25号（2006.11） 平成18年11月

34 春秋彩第24号（2006.4） 平成18年4月

35 平成18年度新入生・在学生オリエンテーショ
ン資料　外国語教育センター関係説明資料 平成18年4月

36 熊本県立大学地域連携センターだより第1
号（2006.4） 平成18年4月

37 熊本県立大学開学50周年記念誌 平成10年3月30日

38 熊本県立大学の現状と課題1998 平成10年3月

39 熊本県立大学の改革方策 平成14年3月

40 熊本県立大学の現状と課題2003 平成15年3月

01 組織、課程（沿革） ④　2007（H19）  60周年～ 1 大学案内2008 平成19年5月

2 大学案内2009 平成20年5月

3 大学案内2010 平成21年5月

4 大学案内2011 平成22年5月

5 大学案内2012 平成23年5月

6 大学案内2013 平成24年5月

7 大学案内2014 平成25年5月

8 大学案内2015 平成26年5月

9 大学案内2016 平成27年5月
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10 大学案内2017 平成28年5月

11 大学概要2007 平成19年6月

12 大学概要2008 平成20年6月

13 大学概要2009 平成21年6月

14 大学概要2010 平成22年6月

15 大学概要2011 平成23年6月

16 大学概要2012 平成24年6月

17 大学概要2013 平成25年6月

18 大学概要2014 平成26年6月

19 大学概要2015 平成27年6月

20 大学概要2016 平成28年6月

21 春秋彩第26号（2007.4） 平成19年4月

22 春秋彩第27号（2007.11） 平成19年11月

23 春秋彩第28号（2008.春） 平成20年4月

24 春秋彩第29号（2008.秋） 平成20年11月

25 春秋彩第30号（2009.春） 平成21年4月

26 春秋彩第31号（2009.秋） 平成21年11月

27 春秋彩第32号（2010.春） 平成22年4月

28 春秋彩第33号（2010.秋） 平成22年11月

29 春秋彩第34号（2011.春） 平成23年4月

30 春秋彩第35号（2011.秋） 平成23年11月

31 春秋彩第36号（2012.春） 平成24年4月

32 春秋彩第37号（2012.秋） 平成24年11月

33 春秋彩第38号（2013.春） 平成25年4月

34 春秋彩第39号（2013.秋） 平成25年11月

35 春秋彩第40号（2014.春） 平成26年4月

36 春秋彩第41号（2014.秋） 平成26年11月

37 春秋彩第42号（2015.春） 平成27年4月

38 春秋彩第43号（2015.秋） 平成27年11月

39 春秋彩第44号（2016.03） 平成28年3月

40 春秋彩第45号（2016.秋） 平成28年11月

41 春秋彩第46号（2017.春） 平成29年3月

42 熊本県立大学地域連携センター　パンフレッ
ト

43 平成28年度一般入試学生募集要項 平成27年4月

44 平成28年度自己推薦型入試学生募集要
項 平成27年4月

45 平成28年度春季入学大学院アドミニスト
レーション研究科学生募集要項 平成27年4月

46 平成28年度春季入学大学院環境共生学
研究科学生募集要項 平成27年4月
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47 平成28年度春季入学大学院文学研究科
学生募集要項 平成27年4月

48 平成28年度特別選抜学生募集要項 平成27年4月

49 平成28年度入学者選抜概要 平成27年4月

50 平成29年度入学者選抜概要 平成28年4月

51 平成29年度自己推薦型入試学生募集要
項 平成28年4月

52 平成29年度特別選抜学生募集要項 平成28年4月

53 平成29年度一般入試学生募集要項 平成28年4月

54 平成29年度春季入学大学院文学研究科
学生募集要項 平成28年4月

55 平成29年度春季入学大学院環境共生学
研究科学生募集要項 平成28年4月

56 平成29年度春季入学大学院アドミニスト
レーション研究科学生募集要項 平成28年4月

57 熊本県立大学大学院文学研究科パンフレッ
ト（文学部） 平成27年

58 大学院文学研究科パンフレット「大学院で文
学を学ぶ　ことばを探求する」

59 平成24年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成25年6月

60 平成25年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成26年6月

61 平成26年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成27年6月

62 平成27年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成28年6月

63 自己点検・評価報告書　熊本県立大学の
現状と課題2010 平成23年3月31日

64 自己点検・評価報告書及び認証評価結果
2015 平成28年3月31日

65
第1期中期目標期間(平成18年度～平成
23年度)公立大学法人熊本県立大学業務
実績評価書

平成24年8月

66 平成18年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成19年8月

67 平成19年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成20年8月

68 平成20年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成21年8月

69 平成21年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成22年8月

70 平成22年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成23年8月

71 平成23年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成24年8月

72 平成24年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成25年8月

73 平成25年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成26年8月

74 平成26年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成27年8月

75 平成27年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成28年8月

01 組織、課程（沿革） ⑤　2017（H29）  70周年～ 1 大学案内2018 平成29年5月

2 大学案内2019 平成30年5月

3 大学案内2020 令和元年5月

4 大学案内2021 令和2年5月

5 大学案内2022 令和3年5月

6 大学案内2023 令和4年5月

7 大学概要2017 平成29年6月

8 大学概要2018 平成30年6月
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9 大学概要2019 令和元年6月

10 大学概要2020 令和2年6月

11 大学概要2021 令和3年6月

12 大学概要2022 令和3年6月

13 春秋彩第47号（2017.秋） 平成29年11月

14 春秋彩第48号（2018.春） 平成30年3月

15 春秋彩第49号（2018.秋） 平成30年11月

16 春秋彩第50号（2019.春） 平成31年3月

17 春秋彩第51号（2019.秋） 令和元年11月

18 春秋彩第52号（2020.春） 令和２年3月

19 春秋彩第53号（2021.秋） 令和２年11月

20 春秋彩第54号（2021.春） 令和３年3月

21 春秋彩第55号（2021.秋） 令和３年11月

22 春秋彩第56号（2022.春） 令和4年3月

23 春秋彩第57号（2022.秋） 令和4年11月

24 平成30年度入学者選抜概要 平成29年6月

25 平成31年度入学者選抜概要 平成30年6月

26 令和2年度(2020年度)入学者選抜概要 令和元年6月

27 令和3年度(2021年度)入学者選抜概要 令和2年6月(10月)

28 令和4年度(2022年度)入学者選抜概要 令和3年6月

29 令和5年度(2023年度)入学者選抜概要 令和4年6月

30 平成31年度自己推薦型入試学生募集要
項 平成30年6月

31 令和2年度(2020年度)自己推薦型入試
学生募集要項 令和元年6月

32 令和3年度(2021年度)自己推薦型選抜
学生募集要項 令和2年6月

33 令和4年度(2022年度)自己推薦型選抜
学生募集要項 令和3年6月

34 令和5年度(2023年度)自己推薦型選抜
学生募集要項 令和4年6月

35 平成30年度特別選抜学生募集要項 平成29年8月

36 平成31年度特別選抜学生募集要項 平成30年8月

37 令和2年度(2020年度)特別選抜学生募
集要項 令和元年8月

38 令和3年度(2021年度)特別選抜学生募
集要項 令和2年11月

39 令和4年度(2022年度)特別選抜学生募
集要項 令和3年11月

40 令和5年度(2023年度)特別選抜学生募
集要項 令和4年11月

41 平成30年度一般入試学生募集要項 平成29年11月

42 平成31年度一般入試学生募集要項 平成30年11月

43 令和2年度(2020年度)一般入試学生募
集要項 令和元年11月

44 令和3年度(2021年度)一般選抜学生募
集要項 令和2年11月

45 令和4年度(2022年度)一般入試学生募
集要項 令和3年11月
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46 令和5年度(2023年度)一般入試学生募
集要項 令和4年11月

47 令和3年度(2021年度)秋季入学大学院
文学研究科学生募集要項 平成2年7月

48 令和3年度(2021年度)秋季入学大学院
環境共生学研究科学生募集要項 平成2年7月

49 令和3年度(2021年度)秋季入学大学院ｱ
ﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科学生募集要項 平成2年7月

50 令和3年度(2021年度)春季入学大学院
文学研究科学生募集要項 令和3年4月

51 令和3年度(2021年度)春季入学大学院
環境共生学研究科学生募集要項 令和3年4月

52 令和3年度(2021年度)春季入学大学院ｱ
ﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科学生募集要項 令和3年4月

53 令和4年度(2022年度)秋季入学大学院
文学研究科学生募集要項 平成3年10月

54 令和4年度(2022年度)秋季入学大学院
環境共生学研究科学生募集要項 平成3年10月

55 令和4年度(2022年度)秋季入学大学院ｱ
ﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科学生募集要項 平成3年10月

56 令和5年度(2023年度)春季入学大学院
文学研究科学生募集要項 令和4年4月

57 令和5年度(2023年度)春季入学大学院
環境共生学研究科学生募集要項 令和4年4月

58 令和5年度(2023年度)春季入学大学院ｱ
ﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科学生募集要項 令和4年4月

59 環境共生学部10年から20年の歩み 平成31年3月

60 環境共生学部環境共生学科リーフレット 平成31年

61 平成28年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成29年6月

62 平成29年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 平成30年6月

63 平成30年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 令和元年6月

64 令和元年度業務実績に係る自己点検・評
価報告書 令和２年6月

65 令和3年度業務実績に係る自己点検・評価
報告書 令和4年6月

66  第2期中期目標期間業務実績に係る自己
点検・評価報告書 平成30年6月

67
第2期中期目標期間(平成24年度～平成
29年度)公立大学法人熊本県立大学業務
実績評価書

平成30年8月

68 公立大学法人熊本県立大学第３期中期
計画 平成30年3月

69 平成28年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成29年8月

70 平成29年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 平成30年8月

71 平成30年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 令和元年8月

72 令和元年度公立大学法人熊本県立大学
業務実績評価書 令和2年8月

73 令和2年度公立大学法人熊本県立大学業
務実績評価書 令和3年8月

74 令和3年度公立大学法人熊本県立大学業
務実績評価書 令和4年8月

【02　教育内容】 ①　1947（S22）　開学～ 1 昭和46年度学習便覧 昭和46年4月

2 昭和47年度学習便覧 昭和47年4月

3 昭和48年度学習便覧 昭和48年4月

4 昭和49年度学習便覧 昭和49年4月

5 昭和50年度学習便覧 昭和50年4月

6 昭和51年度学習便覧 昭和51年4月

7 昭和52年度学習便覧 昭和52年4月

8 昭和53年度学習便覧 昭和53年4月
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区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

9 昭和54年度学習便覧 昭和54年4月

【02　教育内容】 ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 昭和55年度学習便覧 昭和55年4月

2 昭和56年度学習便覧 昭和56年4月

3 昭和57年度学習便覧 昭和57年4月

4 昭和58年度学習便覧 昭和58年4月

5 昭和59年度学習便覧 昭和59年4月

6 昭和60年度学習便覧 昭和60年4月

7 昭和61年度学習便覧 昭和61年4月

8 昭和62年度学習便覧 昭和62年4月

9 昭和63年度学習便覧 昭和63年4月

10 平成元年度学習便覧 平成元年4月

11 平成2年度学習便覧 平成2年4月

12 平成3年度学習便覧 平成3年4月

13 平成4年度学習便覧 平成4年4月

14 平成5年度学習便覧 平成5年4月

15 平成6年度授業計画（文学部） 平成6年4月

16 平成6年度授業計画（生活科学部） 平成6年4月

17 平成6年度授業計画（総合管理学部） 平成6年4月

18 平成6年度履修の手引（文学部） 平成6年4月

19 平成6年度履修の手引（生活科学部） 平成6年4月

20 平成6年度履修の手引（総合管理学部） 平成6年4月

21 平成6年度履修の手引（文学研究科） 平成6年4月

22 平成７年度授業計画（文学部） 平成７年4月

23 平成７年度授業計画（生活科学部） 平成７年4月

24 平成７年度授業計画（総合管理学部） 平成７年4月

25 平成７年度履修の手引（文学部） 平成７年4月

26 平成７年度履修の手引（生活科学部） 平成７年4月

27 平成７年度履修の手引（総合管理学
部） 平成７年4月

28 平成７年度履修の手引（文学研究科） 平成７年4月

29 平成８年度授業計画（文学部） 平成８年4月

30 平成８年度授業計画（生活科学部） 平成８年4月

31 平成８年度授業計画（総合管理学部） 平成８年4月

32 平成８年度履修の手引（文学部） 平成８年4月

33 平成８年度履修の手引（生活科学部） 平成８年4月

34 平成８年度履修の手引（総合管理学
部） 平成８年4月

35 平成８年度履修の手引（文学研究科） 平成８年4月

【02　教育内容】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 外国語教育センター　パンフレット
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区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

2 SYLLABUS 1997（文学部） 平成9年4月

3 SYLLABUS 1997（生活科学部） 平成9年4月

4 SYLLABUS 1997（総合管理学部） 平成9年4月

5 平成9年度履修の手引（文学部） 平成9年4月

6 平成9年度履修の手引（生活科学部） 平成9年4月

7 平成9年度履修の手引（総合管理学部） 平成9年4月

8 平成9年度履修の手引（文学研究科） 平成9年4月

9 1998授業計画教養科目（文学部） 平成10年4月

10 1998授業計画専門科目（文学部） 平成10年4月

11 1998授業計画教養科目（生活科学部） 平成10年4月

12 1998授業計画専門科目（生活科学部） 平成10年4月

13 1998授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成10年4月

14 1998授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成10年4月

15 平成10年度履修の手引（文学部） 平成10年4月

16 平成10年度履修の手引（総合管理学
部） 平成10年4月

17 平成10年度履修の手引（文学研究科） 平成10年4月

18 平成10年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成10年4月

19 1999授業計画教養科目（文学部） 平成11年4月

20 1999授業計画専門科目（文学部） 平成11年4月

21 1999授業計画教養科目（環境共生学
部・生活科学部） 平成11年4月

22 1999授業計画専門科目（環境共生学
部・生活科学部） 平成11年4月

23 1999授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成11年4月

24 1999授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成11年4月

25 平成11年度履修の手引（環境共生学
部） 平成11年4月

26 平成11年度履修の手引（総合管理学
部） 平成11年4月

27 平成11年度履修の手引（文学研究科） 平成11年4月

28 平成11年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成11年4月

29 2000授業計画教養科目（文学部） 平成12年4月

30 2000授業計画専門科目（文学部） 平成12年4月

31 2000授業計画教養科目（環境共生学
部・生活科学部） 平成12年4月

32 2000授業計画専門科目（環境共生学
部・生活科学部） 平成12年4月

33 2000授業計画専門科目（生活科学部） 平成12年4月

34 2000授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成12年4月

35 2000授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成12年4月

36 平成12年度履修の手引（文学部） 平成12年4月

37 2001授業計画教養科目（文学部） 平成13年4月

38 2001授業計画専門科目（文学部） 平成13年4月
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区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

39 2001授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成13年4月

40 2001授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成13年4月

41 2001授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成13年4月

42 2001授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成13年4月

43 平成13年度履修の手引（文学部） 平成13年4月

44 平成13年度履修の手引（環境共生学
部） 平成13年4月

45 平成13年度履修の手引（生活科学部） 平成13年4月

46 2002授業計画教養科目（文学部） 平成14年4月

47 2002授業計画専門科目（文学部） 平成14年4月

48 2002授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成14年4月

49 2002授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成14年4月

50 2002授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成14年4月

51 2002授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成14年4月

52 平成14年度履修の手引（文学部） 平成14年4月

53 平成14年度履修の手引（環境共生学
部） 平成14年4月

54 平成14年度履修の手引（総合管理学
部） 平成14年4月

55 平成14年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成14年4月

56 2003授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成15年4月

57 2003授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成15年4月

58 2003授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成15年4月

59 2003授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成15年4月

60 2003授業計画教養科目（文学部） 平成15年4月

61 2003授業計画専門科目（文学部） 平成15年4月

62 平成15年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成15年4月

63 平成15年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成15年4月

64 平成15年度履修の手引（環境共生学
部） 平成15年4月

65 平成15年度履修の手引（総合管理学
部） 平成15年4月

66 平成15年度履修の手引（文学研究科） 平成15年4月

67 平成15年度履修の手引（文学部） 平成15年4月

68 2004授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成16年4月

69 2004授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成16年4月

70 2004授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成16年4月

71 2004授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成16年4月

72 2004授業計画教養科目（文学部） 平成16年4月

73 2004授業計画専門科目（文学部） 平成16年4月

74 平成16年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成16年4月

75 平成16年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成16年4月
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76 平成16年度履修の手引（環境共生学
部） 平成16年4月

77 平成16年度履修の手引（総合管理学
部） 平成16年4月

78 平成16年度履修の手引（文学研究科） 平成16年4月

79 平成16年度履修の手引（文学部） 平成16年4月

80 2005授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成17年4月

81 2005授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成17年4月

82 2005授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成17年4月

83 2005授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成17年4月

84 2005授業計画教養科目（文学部） 平成17年4月

85 2005授業計画専門科目（文学部） 平成17年4月

86 平成17年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成17年4月

87 平成17年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成17年4月

88 平成17年度履修の手引（環境共生学
部） 平成17年4月

89 平成17年度履修の手引（総合管理学
部） 平成17年4月

90 平成17年度履修の手引（文学研究科） 平成17年4月

91 平成17年度履修の手引（文学部） 平成17年4月

92 2006授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成18年4月

93 2006授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成18年4月

94 2006授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成18年4月

95 2006授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成18年4月

96 2006授業計画教養科目（文学部） 平成18年4月

97 2006授業計画専門科目（文学部） 平成18年4月

98 平成18年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成18年4月

99 平成18年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成18年4月

100 平成18年度履修の手引（環境共生学
部） 平成18年4月

101 平成18年度履修の手引（総合管理学
部） 平成18年4月

102 平成18年度履修の手引（文学研究科） 平成18年4月

103 平成18年度履修の手引（文学部） 平成18年4月

【02　教育内容】 ④　2007（H19）  60周年～ 1 2007授業計画教養科目（文学部） 平成19年4月

2 2007授業計画専門科目（文学部） 平成19年4月

3 2007授業計画教養科目（環境共生学
部） 平成19年4月

4 2007授業計画専門科目（環境共生学
部） 平成19年4月

5 2007授業計画教養科目（総合管理学
部） 平成19年4月

6 2007授業計画専門科目（総合管理学
部） 平成19年4月

7 2008授業計画（全学共通科目） 平成20年4月

8 2008授業計画（文学部） 平成20年4月

9 2008授業計画（環境共生学部） 平成20年4月
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区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

10 2008授業計画（総合管理学部） 平成20年4月

11 平成20年度履修の手引（文学部） 平成20年4月

12 平成20年度履修の手引（環境共生学
部） 平成20年4月

13 平成20年度履修の手引（総合管理学
部） 平成20年4月

14 平成20年度履修の手引（文学研究科） 平成20年4月

15 平成20年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成20年4月

16 2009 SYLLABUS（全学共通科目） 平成21年4月

17 2009 SYLLABUS（文学部） 平成21年4月

18 2009 SYLLABUS（環境共生学部） 平成21年4月

19 2009 SYLLABUS（総合管理学部） 平成21年4月

20 平成21年度履修の手引（文学部） 平成21年4月

21 平成21年度履修の手引（環境共生学
部） 平成21年4月

22 平成21年度履修の手引（総合管理学
部） 平成21年4月

23 平成21年度履修の手引（文学研究科） 平成21年4月

24 平成21年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成21年4月

25 平成21年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成21年4月

26 2010 SYLLABUS（全学共通科目） 平成22年4月

27 2010 SYLLABUS（文学部） 平成22年4月

28 2010 SYLLABUS（環境共生学部） 平成22年4月

29 2010 SYLLABUS（総合管理学部） 平成22年4月

30 2011 SYLLABUS（全学共通科目） 平成23年4月

31 2011 SYLLABUS（文学部） 平成23年4月

32 2011 SYLLABUS（環境共生学部） 平成23年4月

33 2011 SYLLABUS（総合管理学部） 平成23年4月

34 平成23年度履修の手引（文学部） 平成23年4月

35 平成23年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成23年4月

36 平成23年度履修の手引（環境共生学
部） 平成23年4月

37 平成23年度履修の手引（総合管理学
部） 平成23年4月

38 平成23年度履修の手引（文学研究科） 平成23年4月

39 平成23年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成23年4月

40 2012 SYLLABUS（全学共通科目） 平成24年4月

41 2012 SYLLABUS（文学部） 平成24年4月

42 2012 SYLLABUS（環境共生学部） 平成24年4月

43 2012 SYLLABUS（総合管理学部） 平成24年4月

44 平成24年度履修の手引（文学部） 平成24年4月

45 平成24年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成24年4月

46 平成24年度履修の手引（環境共生学
部） 平成24年4月
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47 平成24年度履修の手引（総合管理学
部） 平成24年4月

48 平成24年度履修の手引（文学研究科） 平成24年4月

49 平成24年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成24年4月

50 2013 SYLLABUS（全学共通科目） 平成25年4月

51 2013 SYLLABUS（文学部） 平成25年4月

52 2013 SYLLABUS（環境共生学部） 平成25年4月

53 2013 SYLLABUS（総合管理学部） 平成25年4月

54 平成25年度履修の手引（文学部） 平成25年4月

55 平成25年度履修の手引（環境共生学
部） 平成25年4月

56 平成25年度履修の手引（総合管理学
部） 平成25年4月

57 平成25年度履修の手引（文学研究科） 平成25年4月

58 平成25年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成25年4月

59 平成25年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成25年4月

60 2014 SYLLABUS（全学共通科目） 平成26年4月

61 2014 SYLLABUS（文学部） 平成26年4月

62 2014 SYLLABUS（環境共生学部） 平成26年4月

63 2014 SYLLABUS（総合管理学部） 平成26年4月

64 平成26年度履修の手引（文学部） 平成26年4月

65 平成26年度履修の手引（環境共生学
部） 平成26年4月

66 平成26年度履修の手引（総合管理学
部） 平成26年4月

67 平成26年度履修の手引（文学研究科） 平成26年4月

68 平成26年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成26年4月

69 平成26年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成26年4月

70 2015 SYLLABUS（全学共通科目） 平成27年4月

71 2015 SYLLABUS（文学部） 平成27年4月

72 2015 SYLLABUS（環境共生学部） 平成27年4月

73 2015 SYLLABUS（総合管理学部） 平成27年4月

74 平成27年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成27年4月

75 平成27年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成27年4月

76 平成27年度履修の手引（環境共生学
部） 平成27年4月

77 平成27年度履修の手引（総合管理学
部） 平成27年4月

78 平成27年度履修の手引（文学研究科） 平成27年4月

79 平成27年度履修の手引（文学部） 平成27年4月

80 2016 SYLLABUS（全学共通科目） 平成28年4月

81 2016 SYLLABUS（文学部） 平成28年4月

82 2016 SYLLABUS（環境共生学部） 平成28年4月

83 2016 SYLLABUS（総合管理学部） 平成28年4月
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84 平成28年度履修の手引（文学部） 平成28年4月

85 平成28年度履修の手引（環境共生学
部） 平成28年4月

86 平成28年度履修の手引（総合管理学
部） 平成28年4月

87 平成28年度履修の手引（文学研究科） 平成28年4月

88 平成28年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成28年4月

89 平成28年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成28年4月

【02　教育内容】 ⑤　2017（H29）  70周年～ 1 2017 SYLLABUS（全学共通科目） 平成29年4月

2 2017 SYLLABUS（文学部） 平成29年4月

3 2017 SYLLABUS（環境共生学部） 平成29年4月

4 2017 SYLLABUS（総合管理学部） 平成29年4月

5 平成29年度履修の手引（文学部） 平成29年4月

6 平成29年度履修の手引（環境共生学
部） 平成29年4月

7 平成29年度履修の手引（総合管理学
部） 平成29年4月

8 平成29年度履修の手引（文学研究科） 平成29年4月

9 平成29年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成29年4月

10 平成29年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成29年4月

11 2018 SYLLABUS（全学共通科目） 平成30年4月

12 2018 SYLLABUS（文学部） 平成30年4月

13 2018 SYLLABUS（環境共生学部） 平成30年4月

14 2018 SYLLABUS（総合管理学部） 平成30年4月

15 平成30年度履修の手引（文学部） 平成30年4月

16 平成30年度履修の手引（環境共生学
部） 平成30年4月

17 平成30年度履修の手引（総合管理学
部） 平成30年4月

18 平成30年度履修の手引（文学研究科） 平成30年4月

19 平成30年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成30年4月

20 平成30年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成30年4月

21 2019 SYLLABUS（全学共通科目） 平成31年4月

22 2019 SYLLABUS（文学部） 平成31年4月

23 2019 SYLLABUS（環境共生学部） 平成31年4月

24 2019 SYLLABUS（総合管理学部） 平成31年4月

25 平成31年度履修の手引（アドミニストレー
ション研究科） 平成31年4月

26 平成31年度履修の手引（環境共生学研
究科） 平成31年4月

27 平成31年度履修の手引（環境共生学
部） 平成31年4月

28 平成31年度履修の手引（総合管理学
部） 平成31年4月

29 平成31年度履修の手引（文学研究科） 平成31年4月

30 平成31年度履修の手引（文学部） 平成31年4月

31 2020 SYLLABUS（全学共通科目） 令和2年4月
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32 2020 SYLLABUS（文学部） 令和2年4月

33 2020 SYLLABUS（環境共生学部） 令和2年4月

34 2020 SYLLABUS（総合管理学部） 令和2年4月

35 令和2年度履修の手引（文学部） 令和2年4月

36 令和2年度履修の手引（環境共生学部） 令和2年4月

37 令和2年度履修の手引（総合管理学部） 令和2年4月

38 令和2年度履修の手引（文学研究科） 令和2年4月

39 令和2度履修の手引（環境共生学研究
科） 令和2年4月

40 令和2年度履修の手引（アドミニストレーショ
ン研究科） 令和2年4月

41 2021 SYLLABUS（全学共通科目） 令和3年4月

42 2021 SYLLABUS（文学部） 令和3年4月

43 2021 SYLLABUS（環境共生学部） 令和3年4月

44 2021 SYLLABUS（総合管理学部） 令和3年4月

45 2021 SYLLABUS（文学研究科博士前
期課程日本語日本文学専攻） 令和3年4月

46 2021 SYLLABUS（文学研究科博士後
期課程日本語日本文学専攻） 令和3年4月

47 2021 SYLLABUS（文学研究科博士前
期課程英語英米文学専攻） 令和3年4月

48 2021 SYLLABUS（文学研究科博士後
期課程英語英米文学専攻） 令和3年4月

49 2021 SYLLABUS（環境共生学研究科
博士前期課程） 令和3年4月

50 2021 SYLLABUS（環境共生学研究科
博士後期課程） 令和3年4月

51 2021 SYLLABUS（アドミニストレーション
研究科博士前期課程） 令和3年4月

52 2021 SYLLABUS（アドミニストレーション
研究科博士後期課程） 令和3年4月

53 令和3年度履修の手引（文学部） 令和3年4月

54 令和3年度履修の手引（環境共生学部） 令和3年4月

55 令和3年度履修の手引（総合管理学部） 令和3年4月

56 令和3年度履修の手引（文学研究科） 令和3年4月

57 令和3年度履修の手引（環境共生学研究
科） 令和3年4月

58 令和3年度履修の手引（アドミニストレーショ
ン研究科） 令和3年4月

59 令和4年度履修の手引（文学部） 令和4年4月

60 令和4年度履修の手引（環境共生学部） 令和4年4月

61 令和4年度履修の手引（総合管理学部） 令和4年4月

62 「基礎総合管理実践」「基礎総合管理実践
演習」第1期授業実施報告書 平成31年

63 「基礎総合管理実践」「基礎総合管理実践
演習」第2期授業実施報告書 令和2年

64 「基礎総合管理実践」「基礎総合管理実践
演習」第3期授業実施報告書 令和3年

【03　研究成果】 ①　1947（S22）　開学～ 1 郷土文化研究所関係書類綴 昭和25年

2 郷土文化研究所記録 昭和25年

3 郷土文化研究所草案書類綴 昭和25年7月

4 熊本県史料集成購読者名簿
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5 熊本県史料集成第１集　熊本区誌 昭和27年2月11日

6 熊本県史料集成第２集　肥後国郷帳 昭和27年4月20日

7 熊本県史料集成第３集　白川縣下区画便
覧 昭和27年6月15日

8 熊本県史料集成第４集　仁助咄 昭和27年9月25日

9 熊本県史料集成第５集　肥後国古塔調査
録 昭和27年11月20日

10 熊本県史料集成第６集　熊本縣郡区便覧 昭和28年2月10日

11 熊本県史料集成第７集　続肥後国古塔調
査録 昭和28年7月1日

12 熊本県史料集成第８集　明治前期熊本県
農業統計 昭和29年4月1日

13 熊本県史料集成第９集　高木熊太日記 昭和29年7月5日

14 熊本県史料集成第10集　肥後藩の農民生
活 昭和30年5月10日

15 熊本県史料集成第11集　肥後藩の政治 昭和31年9月15日

16 熊本県史料集成第12集　明治の熊本 昭和32年9月20日

17 熊本県史料集成第13集　西南役と熊本 昭和33年10月15日

18 熊本県史料集成第14集　人吉藩の政治と
生活 昭和34年10月10日

19 熊本県史料集成別冊第１集　熊本県古地
図目録 昭和29年2月1日

20 熊本女子大学学術紀要第１号 昭和25年3月31日

21 史料目録

22 肥後国宇土郡村誌抄

23 肥後国球磨郡村誌抄

24 肥後国郡村誌抄　上巻

25 肥後国郡村誌抄　中巻

26 肥後藩の経済構造 昭和32年5月30日

27 肥後藩の農業構造 昭和30年5月1日

28 肥後藩の農村構造 昭和31年7月1日

【03　研究成果】 ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 熊本県立大学　研究者総覧　1995 平成７年4月

【03　研究成果】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 ネット社会を生き抜くための知恵と常識 平成19年3月

2 熊本県立大学「新熊本学」講座　熊本の生
活と環境

3 熊本県立大学研究者総覧1997 平成9年4月

4 熊本県立大学研究者総覧1999 平成11年4月

5 熊本県立大学研究者総覧2001 平成13年4月

6 熊本県立大学研究者総覧2003 平成15年4月

7 熊本県立大学文学部紀要第９巻第２号

8 地域交流センター研究者ガイド

【03　研究成果】 ④　2007（H19）  60周年～ 1 熊本県立大学研究者ガイド2007 平成19年4月

2 熊本学のススメ　ー地域学入門ー 平成20年４月

3 徳富蘆花生誕140年記念シンポジウムブック
レット 平成20年

4 第４回日本食育学会総会・学術大会抄録 平成22年5月



17

区分 年代別 登録番号 資料名 発行年

5 くまもと紫のはなし 平成23年11月15日

6 ジェーンズが遺したもの 平成24年3月14日

7 郷土文化研究所記録

8 チラシ「シンポジウム 文学は生きているか？」 平成24年10月

9 熊本県立大学研究者ガイド2013 平成25年4月

10 蘇峰の時代 平成25年11月23日

11 ことのは　熊本県立大学文学部日本語日本
文学科だより 平成26年

12 平成28年度大学COC事業　シンポジウム
復旧・復興に向けた大学の役割 平成28年

13 熊本県立大学食育推進活動10周年記念
誌 平成28年3月

14 蘇峰、書籍、そして水俣 平成29年2月

15
2009年度熊本県立大学特別講座「第5回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」資料

平成21年4月

16
2010年度熊本県立大学特別講座「第6回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」資料

平成22年4月

17
2011年度熊本県立大学特別講座「第7回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」資料

平成23年4月

18
2012年度熊本県立大学特別講座「第8回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」資料

平成24年4月

19
2012年度熊本県立大学特別講座「第8回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」(チラシ)

平成24年4月

20
2013年度熊本県立大学特別講座「第9回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」資料

平成25年4月

21
2013年度熊本県立大学特別講座「第9回
帰国・外国人児童生徒の日本語の先生と
担任のための研修会」(チラシ)

平成25年4月

22
2014年度熊本県立大学特別講座「第10
回帰国・外国人児童生徒の日本語の先生
と担任のための研修会」資料

平成26年4月

23
2014年度熊本県立大学特別講座「第10
回帰国・外国人児童生徒の日本語の先生
と担任のための研修会」(チラシ)

平成26年4月

24 2012年度熊本県立大学特別講座「第7回
くまもと失語症会話パートナー講座」 平成24年4月

25 2013年度熊本県立大学特別講座「第8回
くまもと失語症会話パートナー講座」 平成25年4月

26 2014年度熊本県立大学特別講座「第９
回 くまもと失語症会話パートナー講座」 平成26年4月

27 2015年度熊本県立大学特別講座「第10
回 くまもと失語症会話パートナー講座」 平成27年4月

28 2016年度熊本県立大学特別講座「第11
回 くまもと失語症会話パートナー講座」 平成28年4月

29
2015年度熊本県立大学特別公開講座
「防災クロスロードゲームの体験学習」を開催
します！」

平成27年8月

30
平成25年度熊本県立大学地域貢献研究
事業「熊本県の多文化共生社会づくりのため
の調査と事業立案

平成25年4月

【03　研究成果】 ⑤　2017（H29）  70周年～ 1
第10回祥明大学校・熊本県立大学学術
フォーラム「底流としての異文化ーその発見と
発掘ー」

平成29年11月

2 熊本県立大学日本語教育研究室報告集
第28号　2017 平成30年3月
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3 チラシ「第5回食育健康フェスティバル」 平成30年

4 環境共生フォーラムポスター 令和元年11月

5 第7回食育・健康フェスティバルチラシ 令和元年11月

6 第7回食育・健康フェスティバル報告書 令和元年11月

7
2017熊本県立大学特別講座
第13回帰国・外国人児童 ・ 生徒の日本
語の先生と担任のための研修会

平成29年10月

8
2018熊本県立大学特別講座
第14回帰国・外国人児童 ・ 生徒の日本
語の先生と担任のための研修会

平成30年10月

9
2019熊本県立大学特別講座
第15回帰国・外国人児童 ・ 生徒の日本
語の先生と担任のための研修会

令和元年9月

10 2019熊本県立大学特別講座
防災ゲーム「クロスロード」体験 平成元年11月

11
平成31年度熊本県立大学特別講座
第1回児童生徒が学びの主体となる外国語
教育研修会

令和元年9月

12
第12回祥明大學校・熊本県立大学学術
フォーラム「ことばと社会をつなぐ言語教育・研
究」チラシ

令和元年11月

13 2019年度熊本県立大学の食育活動リーフ
レット 令和2年3月

14 令和2年度学生GP公開審査会抄録集 令和2年12月

15
令和2 年度（2020 年度）熊本県立大
学 研究成果報告会高橋研究室卒業設計
発表会開催について

令和3年3月

16
2020年度熊本県立大学特別講座
第2回 児童生徒が学びの主体となる外国語
教育研修会

令和3年4月

17
令和3年度（2021 年度）オンライン特別
講座球磨川流域圏バーチャルキャンパス受
講生募集について

令和3年8月

18
令和4年度（2022 年度）オンライン特別
講座球磨川流域圏バーチャルキャンパス受
講生募集について

令和4年8月

【04　国際交流】 ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 祥明大学校と協定締結・記念品

2 日本国熊本女子大学・大韓民国祥明女子
大学校姉妹大学提携宣言 平成元年10月17日

3 日本国熊本女子大学・大韓民国祥明女子
大学校学術交流協定書 平成元年10月17日

【04　国際交流】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 熊本県立大学とモンタナ州立大学ビリングス
校との学生交流に関する実施協定

【04　国際交流】 ⑤　2017（H29）　70周年～ 1 国際教育交流センターパンフレット2020 平成31年

【05　地域貢献】 ①　1947（S22）　開学～ 1 熊本女子大学開放老人講座テキスト

2 昭和40年度熊本女子大学開放講座講義
要綱 昭和40年4月

3 昭和42年度開放講座老人福祉コース　老
人の健康と栄養調査成績 昭和42年4月

4 昭和42年度熊本女子大学開放講座「家
庭コース」講義要綱 昭和42年4月

5 昭和42年度熊本女子大学開放講座「老
人福祉コース」講義要綱 昭和42年4月

6 昭和43年度熊本女子大学開放講座「老
人福祉コース」講義要綱 昭和43年4月

7 昭和44年度文部省委嘱熊本女子大学開
放老人福祉講座講義要綱 昭和44年4月

8 昭和45年度文部省委嘱熊本女子大学開
放老人講座講義要項 昭和45年4月

9 昭和46年度文部省委嘱熊本女子大学開
放老人講座講義要項 昭和46年4月

10 昭和47年度文部省委嘱熊本女子大学開
放老人講座講義要項 昭和47年4月
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11 昭和48年度文部省委嘱熊本女子大学開
放老人講座講義要項 昭和48年4月

12 昭和49年度文部省委嘱熊本女子大学老
人大学講座講義要綱 昭和49年4月

13 昭和50年度文部省委嘱熊本女子大学老
人大学講座講義要綱 昭和50年4月

14 昭和51年度（錦町）熊本女子大学開放
講座講義要綱 昭和51年4月

【05　地域貢献】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 平成15年度（後期）授業公開講座受講
生募集パンフレット 平成15年8月

2 平成16年度（後期）授業公開講座受講
生募集パンフレット 平成16年8月

3 平成18年度（前期・通年）授業公開講
座受講生募集パンフレット 平成18年4月

【05　地域貢献】 ④　2007（H19）  60周年～ 1 平成20年度（後期）熊本県立大学授業
公開講座受講生募集 平成20年4月

2 平成20年度熊本県立大学中学生「未来
作文」コンテスト作品集 平成20年4月

3 平成21年度熊本県立大学中学生絵画コン
クール入賞作品集 平成21年4月

4 平成22年度熊本県立大学中学生書道コン
クール入賞作品集 平成22年4月

5 平成23年度熊本県立大学中学生がつくる
朝食コンクール作品集 平成23年4月

【05　地域貢献】 ⑤　2017（H29）　70周年～ 1 オンライン授業公開講座2020 令和2年4月

2 オンライン授業公開講座2021 令和3年4月

3 令和2年度(2020年度)熊本県立大学オン
ライン公開講演会 建築家 矢橋 徹 講演会 令和2年2月

4
令和2年度(2020年度)熊本県立大学オン
ライン公開講演会 「体感する数学：数学っ
ておもしろい」

令和3年2月

5 令和3年度高大連携講座 令和3年5月

6
令和3年度熊本県立大学研究成果報告会
大学生による地域課題解決プロジェクト成果
報告会

令和3年6月

7 令和3年度(2021年度)オンライン特別講座
球磨川流域 バーチャルキャンパス 令和3年7月

【06　学生支援】 ①　1947（S22）　開学～ 1 熊本女子大学学生自治会規約 昭和31年6月11日

2 昭和四十年度学生便覧 昭和40年4月

3 昭和四十二年度学生便覧 昭和42年4月

4 昭和43年度学生便覧 昭和43年4月

5 昭和44年度学生便覧 昭和44年4月

6 昭和45年度学生便覧 昭和45年4月

7 昭和46年度学生便覧 昭和46年4月

8 昭和47年度学生便覧 昭和47年4月

9 昭和48年度学生便覧 昭和48年4月

10 昭和49年度学生便覧 昭和49年4月

11 昭和50年度学生便覧 昭和50年4月

12 昭和51年度学生便覧 昭和51年4月

13 昭和52年度学生便覧 昭和52年4月

14 昭和53年度学生便覧 昭和53年4月

15 昭和54年度学生便覧 昭和54年4月

【06　学生支援】 ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 昭和55年度学生便覧 昭和55年4月
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2 昭和56年度学生便覧 昭和56年4月

3 昭和57年度学生便覧 昭和57年4月

4 昭和58年度学生便覧 昭和58年4月

5 昭和59年度学生便覧 昭和59年4月

6 昭和60年度学生便覧 昭和60年4月

7 昭和61年度学生便覧 昭和61年4月

8 昭和62年度学生便覧 昭和62年4月

9 昭和63年度学生便覧 昭和63年4月

10 昭和60年度　学生便覧 昭和60年4月

11 昭和63年度　学生便覧 昭和63年4月

12 平成元年度　学生便覧 平成元年4月

13 平成2年度　学生便覧 平成2年4月

14 平成3年度　学生便覧 平成3年4月

15 平成4年度　学生便覧 平成4年4月

16 平成5年度　学生便覧 平成5年4月

17 1994　学生便覧 平成6年4月

18 1995　学生便覧 平成７年4月

19 1996　学生便覧 平成８年度4月

【06　学生支援】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 1997　学生便覧 平成9年4月

2 1998　学生便覧 平成10年4月

3 1999　学生便覧 平成11年4月

4 2000　学生便覧 平成12年4月

5 2001　学生便覧 平成13年4月

6 2003　学生便覧 平成15年4月

7 2004　学生便覧 平成16年4月

8 2005　学生便覧 平成17年4月

9 2006　学生便覧 平成18年4月

10 就職ガイドブック2006 平成18年4月

【06　学生支援】 ④　2007（H19）　60周年～ 1 2007　学生生活ハンドブック 平成19年4月

2 2008　学生生活ハンドブック 平成20年4月

3 2009　学生生活ハンドブック 平成21年4月

4 2010　学生生活ハンドブック 平成22年4月

5 2011　学生生活ハンドブック 平成23年4月

6 2012　学生生活ハンドブック 平成24年4月

7 2013　学生生活ハンドブック 平成25年4月

8 2014　学生生活ハンドブック 平成26年4月

9 2015　学生生活ハンドブック 平成27年4月
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10 2016　学生生活ハンドブック 平成28年4月

11 就職ガイドブック2012 平成24年4月

12 保護者のための就職ガイドブック（2014） 平成26年4月

13 就職ガイドブック2016 平成28年4月

14 後援会だより　平成20年11月秋号 平成20年11月

15 後援会だより　平成21年6月水無月号 平成21年6月

16 後援会だより　平成22年6月水無月号 平成22年6月

17 後援会だより　平成23年8月葉月号 平成23年8月

18 後援会だより　平成23年新春号 平成23年

19 後援会だより　平成24年新春号 平成24年

20 後援会だより　平成24年9月長月号 平成24年9月

21 後援会だより　平成25年8月葉月号 平成25年8月

22 後援会だより　平成26年9月長月号 平成26年9月

23 後援会だより　平成27年9月長月号 平成27年9月

24 後援会だより　平成28年10月神無月 平成28年10月

【06　学生支援】 ⑤　2017（H29）　70周年～ 1 2017　学生生活ハンドブック 平成29年4月

2 2018　学生生活ハンドブック 平成30年4月

3 2019　学生生活ハンドブック 平成31年４月

4 2020　学生生活ハンドブック 令和2年4月

5 2021　学生生活ハンドブック 令和3年4月

6 2022　熊本県立大学ハンドブック 令和4年4月

7 就職ガイドブック2017 平成29年4月

8 西部電気工業奨学金パンフレット

9 後援会だより　平成30年3月弥生 平成30年3月

10 後援会だより　2018.11 平成30年11月

11 後援会だより　2019.11 令和元年11月

12 後援会だより　2020.3 平成2年3月

13 後援会だより　2020.11 令和2年11月

14 後援会だより　2021.3 平成3年3月

15 後援会だより　2021.9 平成3年9月

16 後援会だより　2022.3 平成4年3月

【07　その他】 ①　1947（S22）　開学～ 1 熊本女子大学ニュース第１号
（1949.11.10） 昭和24年11月10日

2 熊本女子大学ニュース（1950.9.20） 昭和25年9月20日

3 熊本女子大学看板

4 熊本女子大学新聞（S30.9.23） 昭和30年9月23日

5 香好　第5号 昭和45年6月10日

6 驢馬　創刊号 昭和52年3月31日
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7 驢馬　第二号 昭和53年3月31日

8 驢馬　第三号 昭和54年4月30日

9 驢馬　第四号 昭和55年11月30日

10 驢馬　第五号 昭和57年9月1日

【07　その他】 ②　1980（S55）　現在地へ移転
～ 1 熊本女子大学学生新聞（1983.4.13） 昭和58年4月13日

2 熊本県立大学学生新聞創刊号
（1994.7.1） 平成6年7月1日

3 図書館ガイドブック第1版（1995.3.1） 平成7年3月1日

4 図書館ガイドブック第2版（1996.3） 平成８年3月

【07　その他】 ③　1997（H9）　50周年～ 1 PUK-PUK 97 平成9年10月

2 PUK-PUK 99 平成11年10月

3 PUK-PUK 2000 平成12年10月

4 PUK-PUK 2003 平成15年10月

5 PUK-PUK 2004 平成16年10月

6 PUK-PUK 2006 平成18年10月

7 図書館ガイドブック第3版（1997） 平成9年3月

8 図書館ガイドブック第4版（1997） 平成10年3月

9 図書館ガイドブック第7版（2002） 平成15年3月

10 図書館ガイドブック第8版（2003） 平成16年3月

11 図書館ガイドブック第9版（2004） 平成17年3月

12 図書館ガイドブック第10版（2005） 平成18年3月

【07　その他】 ④　2007（H19）　60周年～ 1 チラシ「冬・進歩････大学と社会」 平成20年2月

2 チラシ「日本語日本文学研究の未来」 平成20年3月

3 チラシ「国学　熊本へ」 平成20年5月

4 チラシ「徳富蘆花」 平成20年6月

5 チラシ「ことばと文学」 平成21年7月

6 チラシ「ことばと身体」 平成21年11月

7 チラシ「学びの継承～学部から大学院へ～」 平成22年2月

8 チラシ「トマス･グラバーと近代日本の曙」 平成23年7月

9 チラシ「くまもと緑のリレーフォーラムinひとよし」 平成23年7月

10 チラシ「西洋から見た日本と韓国」 平成23年11月

11 チラシ「ジェンダーと女性表象」 平成25年6月

12 チラシ「徳富蘇峰生誕150周年記念シンポ
ジウム 蘇峰の時代」 平成25年11月

13 チラシ「大規模災害の経験を活かす防災・減
災のまちづくり」 平成25年11月

14 チラシ「和楽の世界」 平成26年7月
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15 チラシ「アジア太平洋の変動と日韓関係」 平成26年8月

16 チラシ「建築家 藤本壮介 講演会」 平成26年11月

17 チラシ「建築家 手塚貴晴講演会」 平成27年10月

18 チラシ「漱石先生の大きな足跡」 平成27年11月

19 チラシ「熊本地震からの復興の姿を考える」 平成28年9月

20 チラシ「大津町の創造的復興を考えるフュー
チャーセッション」 平成28年10月

21 国際関係シンポジウム2016　アジア太平洋
の中の日本外交　プログラム 平成28年11月

22 チラシ「熊本の未来は描けたか」 令和2年2月

23 MOREPUKLET 平成28年9月

24 PUK-PUK 2009 平成21年10月

25 PUK-PUK 2010 平成22年10月

26 PUK-PUK 2011 平成23年10月

27 PUK-PUK 2016 平成28年10月

28 第45回白亜祭（2009.11） 平成21年11月

29 第46回白亜祭（2010.11） 平成22年11月

30 第47回白亜祭（2011.11） 平成23年11月

31 第48回白亜祭（2012.11） 平成24年11月

32 第49回白亜祭（2013.11） 平成25年11月

33 第50回白亜祭（2014.11） 平成26年11月

34 第51回白亜祭（2015.11） 平成27年11月

35 第52回白亜祭（2016.11） 平成28年11月

36 紫苑第70号（2014.3） 平成26年3月

37 紫苑第71号（2014.8） 平成26年8月

38 紫苑第72号（2015.4） 平成27年4月

39 紫苑第73号（2015.8） 平成27年8月

【07　その他】 ⑤　2017（H29）　70周年～ 1 チラシ「トランプ政権とアジア太平洋」 平成29年7月

2 チラシ「建築家 中村拓志 講演会 動的設
計論」 平成29年10月

3 チラシ「東日本大震災とトモダチ作戦」 平成30年3月

4 五百旗頭特別栄誉教授特別講演会チラシ 平成30年7月

5 チラシ「東日本大震災の被災地から学ぶ」 平成30年12月

6 チラシ「日本と東アジアの経済協力」 令和元年２月

7 五百旗頭特別栄誉教授特別講演会チラシ 平成31年4月

8 チラシ「アジアで進むイノベーション」 令和元年11月

9
チラシ 「熊本県立大学創立70周年記念公
開講演会 学部生・社会人のための大学院
のススメ」

平成29年6月

10 熊本県立大学創立70周年記念式典・祝
賀会パンフレット 平成29年10月

11 第53回白亜祭（2017.11） 平成29年11月
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