
 歴代総長� （平成28年4月1日現在）

在　任　期　間 氏　　　　名 ふ　り　が　な

初      代 明治44年04月01日〜大正02年05月09日 理学博士 山　川　健次郎 やまかわ けんじろう
第  ２  代 大正02年05月09日〜大正15年03月19日 工学博士 真　野　文　二 まの ぶんじ
第  ３  代 大正15年03月19日〜昭和04年09月12日 農学博士 大工原　銀太郎 だいくはら ぎんたろう

（事務取扱） 昭和04年09月12日〜昭和04年10月09日 医学博士 後　藤　七　郎 ごとう しちろう
第  ４  代 昭和04年10月09日〜昭和11年07月04日 松　浦　鎮次郎 まつうら しげじろう
第  ５  代 昭和11年07月04日〜昭和11年11月18日 医学博士 高　山　正　雄 たかやま まさお
第  ６  代 昭和11年11月18日〜昭和20年03月01日 工学博士 荒　川　文　六 あらかわ ぶんろく
第  ７  代 昭和20年03月01日〜昭和20年10月16日 百　武　源　吾 ひゃくたけ げんご

（事務取扱） 昭和20年10月16日〜昭和20年11月30日 理学博士 西　　　久　光 にし ひさみつ
第  ８  代 昭和20年11月30日〜昭和24年11月29日 農学博士 奥　田　　　譲 おくだ ゆずる
第  ９  代 昭和24年11月30日〜昭和28年11月29日 法学博士 菊　池　勇　夫 きくち いさお
第１０代 昭和28年11月30日〜昭和36年11月29日 工学博士 山　田　　　穣 やまだ みのる
第１１代 昭和36年11月30日〜昭和42年11月29日 医学博士 遠城寺　宗　徳 えんじょうじ むねのり
第１２代 昭和42年11月30日〜昭和44年01月31日 工学博士 水　野　高　明 みずの たかあき

（事務取扱） 昭和44年01月31日〜昭和44年05月24日 原　　　俊　之 はら　　 としゆき
（事務取扱） 昭和44年05月24日〜昭和44年08月14日 医学博士 問　田　直　幹 といだ なおき
（事務取扱） 昭和44年08月14日〜昭和44年11月07日 谷　口　鉄　雄 たにぐち　 てつお

第１３代 昭和44年11月07日〜昭和45年11月06日 医学博士 入　江　英　雄 いりえ ひでお
第１４代 昭和45年11月07日〜昭和50年11月06日 医学博士 池　田　數　好 いけだ かずよし
第１５代 昭和50年11月07日〜昭和53年11月06日 医学博士 武　谷　健　二 たけや けんじ
第１６代 昭和53年11月07日〜昭和56年11月06日 理学博士 神　田　慶　也 かんだ よしや
第１７代 昭和56年11月07日〜昭和61年09月30日 医学博士 田　中　健　藏 たなか けんぞう

（事務取扱） 昭和61年10月01日〜昭和61年11月06日 医学博士 山　元　寅　男 やまもと とらお
第１８代 昭和61年11月07日〜平成03年11月06日 理学博士 髙　橋　良　平 たかはし りょうへい
第１９代 平成03年11月07日〜平成07年11月06日 農学博士 和　田　光　史 わだ こうじ
第２０代 平成07年11月07日〜平成13年11月06日 医学博士 杉　岡　洋　一 すぎおか よういち
第２１代 平成13年11月07日〜平成20年09月30日 工学博士 梶　山　千　里 かじやま ちさと
第２２代 平成20年10月01日〜平成26年09月30日 理学博士 有　川　節　夫 ありかわ せつお
第２３代 平成26年10月01日〜 　　  現　在 医学博士 久　保　千　春 くぼ ちはる

�国立大学法人九州大学の運営組織� （平成28年4月1日現在）

総　長

経営協議会 教育研究評議会

監　事

主な学内委員会

役員会
●重要事項を議決
●総長, 理事で構成

●経営面を審議
●学外有識者過半数（14名以上）

●教育研究面を審議
●学内代表者で構成

●国立大学法人の業務を監査

●部局長会議（以下の委員会の総称）

　　　　将来計画委員会　  予算管理委員会
　　　　大学評価委員会　  ハラスメント委員会
男女共同参画推進委員会　  人事委員会
　　　　　　 基金委員会　  障害者支援推進委員会

�役員等� （平成28年7月1日現在）

役　　職 氏　　名 主　な　任　務 所　属　等

役
員

総長  久　保　千　春  
理事・副学長  丸　野　俊　一  教育, キャリア形成支援, 基幹教育, 図書館, 障害者支援推進
理事・副学長  井　上　和　秀  人事, 財務
理事・副学長  荒　殿　　　誠  企画・評価, 安全衛生, 危機管理
理事・副学長  安　浦　寛　人  キャンパス移転・整備, 情報, 情報公開, ハラスメント防止
理事・副学長  若　山　正　人  研究, 産学官社会連携
理事・副学長  青　木　玲　子  国際, 男女共同参画, 知的財産
理事・事務局長  玉　上　　　晃  総務, 労務管理
理事  山　縣　由美子  広報, 教育社会連携, 高大連携, 同窓会, 九大基金 
監事  細　田　勝　則 業務監査
監事  白　水　一　信 業務監査

副学長

 石　橋　達　朗 病院, 医系学府教育 病院長
 佐々木　裕　之  附置研究所, 研究 生体防御医学研究所教授
 日　野　伸　一 学事, 入試, カリキュラム, 理工系学府教育 工学研究院教授
 本　庄　春　雄  筑紫地区先端科学キャンパス 総合理工学研究院教授
 宮　本　一　夫  図書館, 人文科学 人文科学研究院教授
 緒　方　一　夫  スーパーグローバル大学創成 熱帯農学研究センター教授

副理事

 井　上　眞　理 学生支援, 男女共同参画 農学研究院教授
 副　島　雄　児 高大連携 基幹教育院教授
 渡　邊　公一郎 国際, 留学生センター 工学研究院教授
 古　川　勝　彦 産学官連携 産学連携センター教授
 松　山　倫　也 計画・評価 農学研究院教授
 脇　山　真　治 アート・デザイン 芸術工学研究院教授

�経営協議会委員�（28名）� （平成28年4月1日現在）

区　分 氏　名 所　属　等 備　考

総　長 久保　千春

理事 
（総長が指名

した５名）

丸野　俊一

井上　和秀

安浦　寛人

若山　正人

玉上　　晃

病院長 石橋　達朗

部局長  
（総長が指名

した６名）

田中　教雄 大学院法学研究院長 （人文社会系）

福元　圭太 大学院言語文化研究院長 （人文社会系）

原　　　隆 大学院数理学研究院長 （理工系）

原田　　明 大学院総合理工学研究院長 （理工系）

平田　雅人 大学院歯学研究院長 （医系）

花田　和明 応用力学研究所長 （研究所等）

区　分 氏　名 所　属　等

学
外
有
識
者 

（
１５
名
）

安西祐一郎 (独)日本学術振興会理事長
石原　　進 九州旅客鉄道㈱相談役
糸山　泰人 国際医療福祉大学副学長
今西祐一郎 国文学研究資料館館長
小川　　洋 福岡県知事

加藤　公敬 富士通㈱マーケティング改革
プロジェクト室ＳＶＰ

工藤　智規 東京電機大学監事

久保田勇夫 ㈱西日本シティ銀行
代表取締役会長

田中　優次 西部ガス㈱代表取締役会長
谷　　正明 ㈱福岡銀行代表取締役会長

知野　恵子 ㈱読売新聞東京本社編集局
企画委員

長尾　亜夫 西日本鉄道㈱相談役
中園　政直 福岡市副市長
貫　　正義 九州電力㈱代表取締役会長

古川貞二郎 社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会会長

� ※順不同・敬称略。
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役員等／
経営協議会委員

伊都キャンパス
への移転

学生定員及び
在籍学生数

学部卒業・
大学院修了後
の進路状況

学部卒業・
大学院修了後
の進路状況

研究プログラム
及び教育プログラム
の採択状況

研究プログラム
及び教育プログラム
の採択状況

教育研究
評議会評議員

教育研究
評議会評議員

歴代総長／
運営組織

歴代総長／
運営組織

学府・研究院
制度について

学府・研究院
制度について

キャンパスマップ

沿革 沿革

大学の組織 大学の組織

部局長等 部局長等

入学状況 入学状況

学位取得者数等 学位取得者数等

教職員数等 教職員数等

社会との連携 社会との連携

国際交流 国際交流

収入・支出 収入・支出

諸施設 諸施設

案内図 案内図

土地・建物 土地・建物

教育研究組織 教育研究組織

役員等／
経営協議会委員

伊都キャンパス
への移転

学生定員及び
在籍学生数

キャンパスマップ

2役員等／経営協議会委員

役員等／
経営協議会委員

歴代総長／
運営組織

1 歴代総長／運営組織




