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ごあいさつ

地域社会における文化の

大学の使命は教育と研究、さらには

それらの成果に基づく社会貢献にあり、

崇城大学は建学の精神に則り、地域社

会における文化の「府」たらんと日々

活動を続けてきました。

平成２３年４月、これまで学科や教

員個人単位で行ってきた活動を全学

的・組織的に支え社会貢献を果たすた

め、新たに「地域共創センター」を発

足いたしました。

本センターは、地域社会の課題解決

支援、企業との共同研究、教育現場と

しての地域連携の活用、本学教員シー

ズ情報の発掘・発信と地域連携強化、

研究資金獲得や知的財産保全支援など

の役割を担って、本学教員と地域社会

や企業の皆様を有機的に結びつける活

動を行っております。

崇城大学が地域に根ざし、グロ－バ

ルに発展し、社会貢献していくために

も、本センターでは、地域社会や企業

の皆様からのご相談やご訪問を歓迎し、

多くの連携プロジェクトが生まれ、推

進されますことを期待しております。

皆様のご支援をよろしくお願いいたし

ます。
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「府」たらん

1. 地域連携に関する総合的研究、企画・立案
2. 自治体、企業、研究機関等と学内教員との連携

コーディネート
3. 自治体、企業、研究機関等との共同研究、受託

研究等外部資金に関すること
4. 自治体、企業等の締結先との産官学連携事業の

推進に関すること
5. 知的財産の創出、権利化、管理等に関すること
6. ベンチャービジネスの萌芽となるべき独創的な

研究開発と人材育成に関すること
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地域連携・研究活動において、窓口の地域共創センターでは、
主に下記の業務を行っています。



地方
自治体

熊本県・熊本市・八代市・人吉市・水俣市・玉名市・山鹿市・宇土市・上天草市・宇城市・天草市・
合志市・長洲町・益城町・五木村・臼杵市

金 融 熊本銀行・熊本県信用金庫協会・熊本信用金庫

病 院 国立病院機構熊本医療センター・熊本赤十字病院・済生会熊本病院

団 体
熊本県産業技術センター・熊本県工業連合会・熊本県情報サービス産業協会・熊本市現代美術館・
川尻文化の会・㈱エフエム熊本・熊本朝日放送㈱・熊本バスケットボール㈱・日本エアコミューター㈱・
㈱フジドリームエアラインズ・㈱ジェイコム九州

H29.5月現在

地域連携の取組み
大学で育まれた智を協定先の地域をはじめとした地域社会へ還元し、
崇城大学は地域と共に発展し続けています。

協 定 締 結 先 一 覧

長洲町とは、これまでにも芸術分野を中心に多くの分野で連携して
いましたが、今後も人と地域が輝く町の実現のため相互協力し、地域
社会の発展及び人材育成等、地方創生のための取り組みを推進してい
きます。

長洲町
H28.9月締結

10年以上変更がない熊本信用金庫で使用されている封筒や手提げ
袋のデザインを本学の学生２名が担当しました。

今後も、熊本信用金庫が抱える課題を、共に解決しながら地域活性
化、地域経済の発展に寄与していきたいと考えています。

熊本信用金庫（コンセプトラボ㈱との三者協定）
H29.4月締結

㈱ジェイコム九州（コンセプトラボ㈱との三者協定）
H29.5月締結

この協定を基に、㈱ジェイコム九州熊本局（J:COM熊本）は、本学
とコンセプトラボ㈱が運営する「崇城大学SCB放送局新市街スタジ
オ」の活用とともに、協業による番組制作コミュニティチャンネルの
放送を行うなど地域の魅力発信及び地域活性化を図っていきます。

３

※地方自治体（16）、金融関係（3）、医療機関（3）、公共団体等（6）、放送局（3）、航空会社（2）



４

本学では、地域社会発展のため様々な取組みを行っています。

合志マンガミュージアムの内装デザイン
建築学科 西郷正浩 准教授
概要：「合志マンガミュージアム」の内装を担当し、腰掛けて漫画を読むことが

できる縁側のような読書スペースを設計しました。

【平成28年事例】

水出るアプリ＆ねこでるアプリ
情報学科 和泉信生 助教
概要：【水出るアプリ】熊本地震の際、断水状況の把握のために学生たちが、住民一人

ひとりの情報提供でライフラインの復旧に繋がる情報共有アプリを開発しました。

【ねこでるアプリ】「のらねこ」を「地域ねこ」として見守り共存していく
ためのTNR活動を促進することを目的として、動物病院とウェブサイトを開
発。地域で見かけた猫の写真を投稿することでTNR活動をサポートしています。

夏目漱石グッズ制作
デザイン学科 小川 剛 准教授
概要：「夏目漱石来熊120周年」を記念してつくられたノベルティに、本学芸術学部

デザイン学科の学生のデザインが採用されました。
（写真左：ピンバッチ付きカード、右：マウスパッド）

灯りのまつり
概要：県内外で定着している“灯りのまつり”として平成28年度も「熊本暮らし

人まつり みずあかり（熊本市）」「うすき竹宵祭り（臼杵市）」「山鹿
灯籠・百華百彩（山鹿市）」に協力しました。
※「本妙寺桜灯籠（熊本市）」は、熊本地震の影響で開催されていません。

熊本 デザ
イン

合志 建築

情報

宮地和紙を使ったデザイン商品開発
デザイン学科 原田和典 教授
概要：約400年の歴史を持つ宮地和紙の伝統を継承するため、宮地和紙を使った生活雑貨の

デザイン商品開発を学生らが行いました。

宮地 デザ
イン

鶴屋との連携による熊本中心街の活性化
デザイン学科 森野晶人 教授、甲野善一郎 准教授
概要：平成29年のバレンタインディスプレイでは、『Move On』として、赤い

シルエットが表現する10個のストーリーに、大切な人への感謝の思いを
込めたデジタルアニメを制作しました。

鶴屋 デザ
イン

水出るアプリ ねこでるアプリ

デザ
イン建築



① 三和コンクリート工業㈱
② 片山拓朗 教授
③ 生物の移動が容易なコンクリー

ト護岸を実現する目的で開発さ
れた生物用通路付きブロックで
ある。ブロックの基本設計と動
物実験を崇城大学が担当し、製
品設計を三和コンクリート工業
㈱が担当した。

自然環境ブロック
Ｘ－ｒｏｕｔｅ

① バイオマスジャパン㈱
② 池永和敏 准教授
③ 新触媒「ＢｉｏＭＡＸ」は劇物

指定品外で安全である。さらに、
バイオディーゼル燃料（ＢＤ
Ｆ）製造工程でメタノールにア
ルカリ触媒を溶かす大変危険な
作業工程も、新触媒「ＢｉｏＭ
ＡＸ」では不要となり安全面に
優れた、極めて活性の高い触媒
である。

Ｂｉｏ ＭＡＸ

① ㈱サンワハイテック
② 飯田晴彦 教授
③ 産業支援機関などの支援を受け

開発を行なっている製品。公道
ではなく施設などの｢構内専用
モデル｣である。対象は高齢者
から若者。座席の昇降機能が特
徴で、それにより足腰の負担を
抑えた乗り降り、好みの高さに
調整できるため、健常者と同じ
目線で移動することが可能と
なっている。

構内用スタンディングビークル（ＥＶ）

ＳＴＡＶｉ

連携研究成果
共同研究・受託研究の成果の一例をご紹介します。
研究シーズと企業ニーズが融合することにより、多くの成果が生まれて
います。

①連携企業 ②本学研究者 ③製品紹介

機械 ナノ デザ

ベジマルキッズ

① ㈱ひまわりらいふ
② 本間康夫 教授
③ “残さず、こぼさず、姿勢良く

食べる”習慣を身につけられ、
福祉の現場にも活用できる食育
食器。使いやすさは勿論、完食
の意欲や喜びを促し、食べる楽
しさを味わえるようデザイン。
2010年度キッズデザイン賞受
賞。

デザ

５

① 有園義肢㈱
② 本間康夫 教授
③ 歩行困難者のリハビリを目的と

した自転車型歩行器。サドルに
腰掛けたまま自身の足で移動す
ることで、屋内外を問わず、楽
しみながら継続して身体能力の
維持・向上を計ることができる。
2011年度Ｇマーク受賞。

歩行補助具
Ｋａｐｐｏデザ

① ㈱国際友好交易
② 横溝和美 教授、周建融 助教
③ ７種類の薬草から成分を抽出し

た健康飲料。運動機能の向上と
抗疲労効果をもつことや､細胞･
遺伝子レベルの研究で、細胞の
働きを高め､寿命を延ばす分子
シャペロンを誘導し､感染に対
する抵抗力を亢進させるなどア
ンチエージングに繋がる効能を
見いだした。

めいるせんじゅ
美露仙寿薬



崇城大学は、5学部10学科17専攻の総合大学であり、さまざまな研究シーズを
有しています。それらと技術開発ニーズを結びつけることにより、新たな技
術・産業を創成します。新産業の創成に崇城大学をご活用ください。

共同研究 受託研究 奨学寄附金

費 用 必要な経費を協議によって
決定します。

必要な経費を協議によって
決定します。

金額は自由に設定していた
だけます。

契 約 締 結 必要 必要 不要

成 果 の 報 告 相互に報告し、情報共有し
ます。 報告します。 報告しません。

知財の取り扱い
原則として、貢献割合に応
じて、持分割合を決定しま
す。

原則として、学園に帰属し
ますが、有償にて実施可能
です。

学園に帰属します。

産官学連携 各種制度

※本学では、教育・学術研究を円滑に推進するために必要となる管理等の必要経費として、原則、当該研究費の受入額の中から
13％相当額を間接経費に充て、機関管理の下で大学の管理・運営上貴重な財源として活用させていただいております。

６

本学の教育職員が民間企業等の学外研究者と共通の課題について、共同または分担して行う研究です。

※ 共同研究には以下の２つのタイプがあります。

１）分担型共同研究
本学の教育職員と民間企業等の研究者が、共通の課題について分担して行う研究です。

２）研究員受入型共同研究
本学に民間企業等から研究者を受入れ、本学の教育職員と当該研究者が、共通の課題について共同して行う研究です。

本学の教育職員が民間企業等の学外機関から委託を受けて行う研究です。

共同研究

受託研究

事前
打合せ

正式申込 研究開始契約締結 研究報告
研究費
納入

実用化

●共同研究・受託研究実施の手順

本学または本学の教育職員の教育研究の奨励を目的として、民間企業等からいただく寄附金です。
※ 本学は「特定公益増進法人」であり、本学への寄附については通常よりも広く税の優遇措置を受けることが

できます。

●奨学寄附金申込の手順

奨学寄附金

申込
教育研究
の向上

受入
社会
還元

寄附金
納入



科 研 費

７

【（文科省・学振） 学科ごとの申請件数・採択率・獲得金額（代表者分のみ）】

【平成28年度科研費の配分（新規採択＋継続分）状況について】
私立大学565大学・大学院大学のうち本学は88位でした。
※九州の理工系私立大学1位（医学、歯学系私立大学除く）

〈教育学術新聞 H28.10.26発表〉

※期間延長分含む
※特別研究員奨励費 1件（院生分）は含まれていない

平成28年度 研究活動報告
◆外部資金受入れ状況

［合計］
74,029千円

88件

【企業からの外部資金、分野別内訳】

外 部 資 金

内側：件数
外側：金額（千円）

104,147 111,190 104,860 

84,177 
131,811 

57,933 

19,893 

24,654 

16,096 

121 

138 

139 

110

115

120

125

130

135

140

145

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H26 H27 H28
科研費総額 受託・共同研究総額
奨学寄附金総額 外部資金合計件数

（千円） （件）

申請件数
(件)

採択件数
(件)

採択率
（％）

 機械工学科 9 1 12.5 2 3 3,380,000
 ナノサイエンス学科 12 1 8.3 3 4 13,650,000
 エコデザイン学科 1 0 0.0 0 0 0
 建築学科 8 3 37.5 3 6 23,039,519
 宇宙航空システム工学科 0 0 0.0 0 0 0

情  情報学科 12 0 0.0 1 1 780,000
 応用微生物工学科 11 3 27.3 2 5 13,000,000
 応用生命科学科 16 4 25.0 5 9 14,983,760
 美術学科 2 0 0.0 1 1 1,040,000
 デザイン学科 1 0 0.0 0 0 0

薬  薬学科 27 3 11.1 12 15 21,026,976
6 1 16.7 3 4 12,220,000
0 0 0.0 2 2 1,040,000

105 16 15.4 34 50 104,160,255合計

学部 学科
新規分

継続件数
(件)

合計件数
（件）

獲得金額
（円）

工

生

芸

　総合教育センター
　SILC

【外部資金受入状況の推移】

33

158
6

3

10

8
5 23,612 

16,292 5,313 

5,559 

3,501 

3,090 
1,822 

14,840 

ライフサイエンス

バイオ・食品

ナノテク・材料

情報通信・電気電子

土木・建築・環境

機械・エネルギー

デザイン・美術

その他



８

（公財）岩谷直治記念財団
ナノサイエンス学科 池永和敏 准教授
研究テーマ：災害復興支援技術を指向した廃棄ガラス

繊維強化プラスチックの完全リサイクル

（公財）キヤノン財団
ナノサイエンス学科 黒岩敬太 教授
薬学科 池田 剛 教授
研究テーマ：トマト由来ステロイドアルカロイド配糖体

によるプローブ材料開発

平成28年度に、民間財団より研究助成の採択を受けて、以下の研究を進めています。

（公財）野田産業科学研究所
応用微生物工学科 岡 拓二 准教授
研究テーマ：新規抗真菌剤の標的となる真菌型ガラクト

マンナン生合成に関する基盤研究

熊本地震で発生した廃棄ガラス繊維強化プラスチック（廃棄
バスタブ）の分解リサイクルについての研究です。

地震により約３万個の廃バスタブが排出され、すべてが埋立
処分となり、新たな環境問題が生じています。

池永研究室が提案するマイクロ波（電子レンジ）の方法は、
通常より迅速に分解リサイクルが可能であることを震災の直前
の3月に完成しており、地震後は、益城町役場、西原村役場の
協力の下、サンプリングを実施しながら、分解リサイクルに取
り組んでいます。

黒岩教授のナノ配列技術と池田教授のトマトからの有効成分
抽出技術を組み合わせたもので、病理診断としての生体標識プ
ローブなどへの応用が見込まれています。

熊本特産物を利用した地域性、トマトからナノテク材料の斬
新性により、採択率2％の助成金を獲得しました。

今後の研究展開により、熊本の地域創生と最先端科学が融合
し、相乗的に推進されることが期待されます。

肺アスペルギルス症を引き起こすことで知られている
Aspergillus fumigatusはガラクトマンナン(GM)という多糖
を産生します。

このGMは、細胞壁の最表層を覆っていることから感染、
病原性の発揮やヒトの免疫機構との関係が示唆されています。
しかし、GMの生合成を担う糖転移酵素やその遺伝子につい
てはあまり知られていません。 この多糖の生合成を阻害す
ると菌体の生育が著しく抑制されることから抗真菌剤の標的
としても期待されています。

本研究では、GMの生合成の全貌を明らかにすることで新
規な抗真菌開発のための基盤形成を目指します。

助 成 金

委 員 の 委 嘱 ・ 講 師 派 遣

（件） ※トータル159件（高校からの出張講義を除く）
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【平成28年度 委員の委嘱・講師派遣依頼件数】

※その他：（公財）泉科学技術振興財団（ナノサイエンス学科 田丸俊一教授）他
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研究活動支援プログラム
（ SRAP ： SOJO Reseach-
Assisting  Program）

学内で行っている特定研究等の中間報告、海外
研修教員の帰国報告、外部研究者による講演、外
部資金獲得に関する情報提供や講演など、教員の
研究活性化を目的として実施しています。

崇城大学 市民公開講座

社会人の知的好奇心や向学心にお応えする
ため、一般の方を対象とした「市民公開講
座」を開講しています。

崇城大学 総合教育センターの教員が講師
となり、自然・人文・社会科学の様々な分
野から社会の関心を集めている話題等につ
いて、分かりやすく講義します。

講座は前期と後期に分かれており、ホー
ムページ等で受講生の募集の案内をしてい
ます。（受講料無料）

SOJO コラボ（技術交流）
これまでに技術交流会・異業種交流会・分野別情報交換

会・大学見学会・コーディネータによる無料技術相談会など
開催しています。

企業の皆様も技術の場、研究交流の場としてぜひご利用く
ださい。

2014年より加盟機関を随時募集しています。興味をお持ち
の方からのご連絡をお待ちしています。

連絡先：地域共創センター 096-326-3418（直通）

◆平成29年度 後期日程
月日 講師 役職 テーマ

9/19 永松 俊雄 教授 あなたがその行動を選ぶわけ

10/3 冨田 健之 教授 漢字の向こうに歴史がみえる

10/17 岩本 晃代 教授 熊本ゆかりの詩人

11/7 今井 亮佑 教授 「世論」とは何か

11/21 中島 厚秀 准教授 ミドル・シニア世代の起業のすすめ

12/5 清水 潤 准教授 暮らしの中の憲法

12/19 藤本 元啓 教授 紀元節▶建国記念の日と皇位継承神器
～神武天皇と聖徳太子そして三種神器～

（企画・協力：不思議探求SOJOセミナー運営委員会）

地域共創センターの取組み



地域共創センターのホームページでは、産官学
連携・地域連携の成果等の最新情報を掲載してお
ります。

また、共同研究・受託研究・奨学寄附金の申込
書や契約書など、各種様式もこちらでダウンロー
ドできます。

http://www.sojo-kyoso.com/
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研究業績データベース

研究シーズ集

http://rsrch.ofc.sojo-u.ac.jp/sjuhp/KgApp

研究業績データベースとは本学教員の教育・研究活動
や業績、特許に関する情報を公開しており、氏名、所属
および研究分野等のキーワードで、研究者情報を検索す
ることができます。

※本サイトの情報は、研究者の任意の入力に基づいており、常に最新の業績を
反映しているものではありません。

地域共創センター 検索

地域共創センターホームページ

研究シーズとは、研究開発や新規事業創出を目指す
中で、その発明や研究開発の種(Seeds)となる研究を
指します。

崇城大学では、薬学、工学、情報、環境など多岐に
わたる分野において様々な研究を推進しており、「地
域産業の活性化」や「新産業の創出」及び産官学金連
携を積極的に推進していただく為に本学の研究内容を
わかりやすくまとめ、「研究シーズ集」として公開し
ています。
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学生フォーミュラ活動 チーム「Sojo Project F」
「全日本学生フォーミュラ大会」への出場を目指し、工学部機械工学科の
学生がフォーミュラカーの設計・製作に挑むプロジェクトです。

大会では速く走るための性能だけでなく、燃費や耐久性、整備性、車両
設計における工夫、低コスト化なども
審査対象となっています。
「福岡モーターショー2015 」では、
2015年度大会フォーミュラ車両を
出展し、九州学生製作車両展フォー
ミュラ部門において、最優秀賞を
受賞しました。

飛行ロボット研究会 全国大会に出場！
2016年に開催された「第12回全日本室内飛行ロボットコンテスト

大会」に、工学部宇宙航空システム工学科の
学生からなる飛行ロボット研究会（2015年
発足）が出場しました。前年度の予選落ちを
教訓に、機体の軽量化や翼を可動式にする
など工夫し、見事決勝へ進出！6位の成績を
おさめました。

ものづくり創造センター（SUMIC）

“学生が自由な発想で実践的な学びを体感できる場所”として、2016年4月に開設しました。

小型レーザー加工機・カッティングマシーン・ パネルソー・大型プリンターなどを備えた
約900㎡の「組立加工スペース」と、フライス盤・旋盤などの大型加工設備を備えた約
1,100㎡ の「機械加工スペース」があり、教育・研究実習やものづくり自主活動の他、各学
科の授業においても広く活用されています。

プロと連携した共同制作企画例
▶熊本日日新聞との月1回の紙面連載
▶FM桐生との月2回の番組放送
▶J:COMとの週1回の番組放送（2017年10月より）
▶くまもと県民テレビとの夢まちランドの番組放送
▶雑誌「NASSE」の紙面連載
▶ ICT、農業、サブカルなどをテーマにした番組制作 など

メディア企業が集結！
SCB放送局キャンパススタジオや、SCB放送局新市街スタジオを拠点に、

現在メディア企業9社と学生が連携し、新聞づくりや番組制作等の共同制
作を行っています。今年10月からは、 J:COM熊本で週1回番組の企画から
制作までを学生25名体制で行います。

SCB放送局新市街スタジオ

2015年に開局し、1Fに放送スタジオ、2Fに
フリースペースを設けています。

ここを拠点に、熊本朝日放送KAB・くまもと
県民テレビKKT・ J:COM・熊本日日新聞・地元
フリーペーパー「すぱいす」・雑誌「ナッセ」
などメディア企業9社が集結しています！

地域コミュニティブランド(SCB : Social Community Brand）は地域活性化・コ
ミュニティビジネス創発のための新たな理論です。全国５０のプロジェクトがSCB理
論を用いた地域活性化を推進しており、学生主体のSCB放送局もその一つです。

授業科目「メディア・コンテンツ制作部門・演習」は、SCB放送局の活用、TV局
やラジオ局のプロとの連携により、最先端のアクティブラーニングを開講しています。

wikipedia 地域コミュニティブランド 検索

SCB放送局キャンパスタジオ（情報学部1階）

施設紹介

【カッティングマシーン】
パソコンに取り込んだ形通

りに自動でカットします。薄
手の素材に対応し、約１畳分
の大きさまで切ることができ
ます。

【小型レーザー加工機】
CADで起こしたデザインをア

クリル樹脂・紙・木などに自在
に彫り込むことができ、芸術学
部の作品や企業部の商品試作な
ど自由な発想をそのまま形にで
きます。

【旋盤】
円柱形の素材を回しながら

削る工業系学科の実習の基本
となる機械です。安全教育を
受けるか技師の立ち会いがあ
れば、工学部以外の学生も使
用できます。

【フライス盤】
刃を回転させながら金属素材

の歯車などを削る材料加工に欠
かせない機械の一つで、デジタ
ルで設定ができる最新機種も導
入しています。
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機能物質解析センター

ＤＤＳ研究所

医薬品原体の持つ効力を最大限に発揮
させ、安全性を高め、かつ患者の生活の
質を向上させることがDDS（ドラッグ・
デリバリー・システム）の目的です。
本学は西日本初のDDS研究所を国の支援
で開設しました。

ミクロンサイズのダイヤを固めて小指
大の塊状ダイヤをつくる、金属とセラ
ミックスを接合する、板金属を成形して
美術品に用いるなど、爆発衝撃による超
高圧を利用し、新しい素材の創出に取り
組んでいます。

ナノの世界を見て、探り、解き明かす大型精密分析機器を取り揃えています。

衝撃先端技術研究センター エネルギーエレクトロニクス研究所
（EE研究所）

エネルギーとエレクトロニクスを融
合させた世界拠点のひとつで、温暖化
防止などの地球環境規模の問題からマ
ルチメディアまで、現代社会の中心的
課題の研究に取り組んでいます。

【フーリエ変換 核磁気共鳴装置
（FT-NMR 400MHz））】

原子の化学結合状態などによって
わずかながら変化する核磁気共鳴を利用
して、薬剤や発光・導電物質の分析、同
定の手段として用いています 。

【 X線回折装置（XRD） 】
回折現象を利用して、無機・有機

物質、タンパク質等の三次元構造や
結晶の特定ができます。

英語学習を促すシステムとして難易度を分けされた学習素材やエデュテイメ
ントブース他多種多様な設備があり、スピーキングセンター、ライティングセ
ンターなど個別サポートも可能な学習環境も備えています。

SILC（シルク）

※現在、熊本地震の影響で工事中のため、図書館1階全学SALCに仮設
中です。

※新築中のSILC棟
（ 2018年3月完成予定）

起業部の活動スペースとしてオープン！
ビジネスプランの作成やプレゼンテー

ションのトレーニングなど、様々な活動の
場として活用しています。

SOJO VENTURES ＆LAB

【飛行時間型質量分析計
（MALDI-TOF-MS） 】

生体分子（タンパク質、ペプチド、多糖
など）やプラスチックなどの高分子のイオ
ン化によって、分子量の大きな高分子化合
物の質量分析が可能となっています。
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総合教育センター
（SILC含む）

工学部

機械工学科 機械工学専攻 機械システム工学専攻

ナノサイエンス学科 応用化学専攻 応用化学専攻

建築学科 建設システム開発
工学専攻 環境社会工学専攻

宇宙航空システム工学科
・宇宙航空システム専攻
・航空整備学専攻
・航空操縦学専攻

宇宙航空システム
工学専攻 機械システム工学専攻

芸術学部

美術学科 美術専攻

芸術学専攻

デザイン学科 デザイン専攻

芸術学専攻

生物生命学部

応用微生物工学科 応用微生物
工学専攻

応用微生物
工学専攻

応用生命科学科 応用生命科学専攻 応用生命科学専攻

情報学部 情報学科 応用情報学専攻 応用情報学専攻

薬学部 薬学科
（6年制課程）

薬学専攻
（4年制課程）

【大学/学科】 【大学院/修士課程】 【大学院/博士課程】

崇城大学 組織図
〈5学部 10学科 17専攻〉
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＜ＪＲ利用＞
●鹿児島本線「崇城大学前」駅下車

※熊本駅から所要時間約５分
※上熊本駅から所要時間約２分

＜九州産交バス利用＞
●交通センター仮バスターミナル 花畑広場（仮）前 ４番乗場より乗車（所要約１３分）→「崇城大学前」下車

※芸術学部・薬学部へは「釜尾」下車

＜飛行機利用＞
●熊本空港からリムジンバス乗車（所要約５０分）→「熊本交通センター」下車

熊本交通センターから九州産交バス乗車（所要約１３分）→「崇城大学前」下車

ACCESS
MAP

崇城大学 地域共創センター
【ADDRESS】 〒860-0082 熊本市西区池田4丁目22番1号 情報学部棟1階

【TEL/FAX】 096-326-3418

【 E - M A I L 】 ken-sien@ofc.sojo-u.ac.Jp

【 U R L 】 http://www.sojo-kyoso.com

地域共創センター
情報学部棟１階
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