
新たなカタチの大学院教育

Business
Seminar

災害、コロナ報道の
現場から
Report from Sites A�ected 
by Natural Disasters and COVID-19

熊本大学所属の学生・教職員のみなさまはどなたでも参加できます！

国内外のリーダーの講演を通じ、幅広い知識、
リーダーの資質、キャリアパスなどを学ぶセミナーです。

＊セミナー日程はこちら
　 https://higoprogram.jp/seminar_calendar/

主　催 熊本大学 博士課程教育リーディングプログラム グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO
熊本大学 健康生命科学S-HIGO プロフェッショナル養成フェローシッププログラム
国立大学法人熊本大学 医薬保健学系事務課 医学事務チーム HIGOプログラム担当
TEL: 096-373-5006　higo-program@jimu.kumamoto-u.ac.jp

問合せ

全ての教育部の方が学べます！

新型コロナウイルス感染症拡大防の対策を十分行い実施いたします

・風邪症状がある方は参加をお控え下さい。
・マスクの着用をお願いいたします。
・定員は 50 名です。   定員を超えた場合は Zoom での同時配信
    または後日 e-learning にて受講をお願いいたします。  
    e-learning での受講を希望される方は、下記問合せ先までご連絡下さい。

 

 
 

毛利 聖一
熊本日日新聞社 編集局長

MOURI Seiichi
 Editorial Bureau Chief, Kumamoto Nichinichi Shimbun

We are now in an era of once-in-a-century disasters, including 
earthquakes, torrential rains, and the COVID-19 pandemic. The 
Kumamoto Nichinichi Shimbun has been on the front lines of news 
reporting, with our reporters themselves being victims of and 
involved in such disasters. In the aftermath of the Kumamoto 
earthquake, which was referred to as “a chain of shocks,” we 
focused our efforts on providing information on the damage and 
evacuees. Then we focused on the verification and reporting of 
issues related to recovery and reconstruction. As a local 
newspaper, we have paid particular attention to the gaps in the 
progress of reconstruction that have emerged over time. However, 
it is undeniable that memories of the disaster are fading. With the 
occurrence of the torrential rains causing flooding of Kuma River, 
which claimed many victims, the issues of disaster evacuation and 
flood control measures have gained prominent attention. In this 
world, covered with the shadow of infectious diseases and war, 
how can we convey and delve into information from the macro 
perspective while focusing on the micro aspects of the region? 
Looking back on our coverage of the earthquake, I will introduce 
one aspect of our ongoing exploration at the Kumanichi editorial 
office.

地震、豪雨、新型コロナウイルスによるパンデミックと、われわれは世紀に一度と言っ
ていいような災禍の時代にいます。 熊本日日新聞も、記者自らが被災者や当事者と
なりながら、最前線で報道に当たってきました。連鎖の衝撃といわれた熊本地震で
は、情報が錯綜する中、被災状況や避難者向け情報の発信に力を入れる一方、検
証や復旧・復興の課題を追ってきました。 中でも地元紙として意識してきたのが、
時間の経過とともに生じる復興格差です。 ただ、最近は記憶の風化が進んでいる
感は否めません。 多くが犠牲となった球磨川豪雨では避難のあり方や治水対策と
いった課題がクローズアップされました。 世界を感染症と戦争の陰が覆う中、マク
ロの視点を持ちつつ、地域のミクロにこだわった情報をどう伝え、掘り下げていく
か。震災報道を振り返りながら、模索が続く熊日編集局の一端をご報告します。

講演概要

2022年10月14日（金）
13：15〜14：45

Zoom meeting ID と Password は、Moodle から確認出来ます
“HIGO 企業・行政セミナー / HIGO Business and Governmental Seminar”

熊本大学大江地区

薬学部宮本記念館コンベンションホール
ZOOMによる同時配信を行います
https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=84771

http://higoprogram.jp/en/20221014bs/
＊Remote Simultaneous English Interpretation available

https://higoprogram.jp

https://twitter.com/HIGO_SHIGO


