
No. 実施等 日　　程 行　　　　　事　　　　　名 会　　場 担当学部名等 備　考

1 終了
H22.10.9（土）
～H23.1.8(土)

九州大学百周年記念事業特別講座
九州大学の歴史と芸術

箱崎キャンパス：
21世紀交流プラザⅠ

人文科学研究院
朝日カルチャーセンター

2 終了 H23.3.1（火）
第１回 九州大学創立百周年記念講演会
「和本リテラシーの回復を願って」
　九州大学名誉教授　中野 三敏 氏

箱崎キャンパス：
中央図書館

箱崎文系地区協議会・附属図
書館

3 終了 H23.3.5（土） エネルギーベストミックス福岡セミナー
筑紫キャンパス：
C-cube筑紫ホール

炭素資源国際教育研究セン
ター

4 終了 H23.3.26（土）
九州大学創立百周年記念公開講演会・総合研究博物館創立十周年記念フォーラム
どうする、どうなる！？九州大学の標本資産―これからの博物館と運営のあり方―

箱崎キャンパス：
旧工学部本館

総合研究博物館

5 実施
H23.4.9（土）
～9.24(土)

九州大学百周年記念事業特別講座
九大１００年　お宝大集合　～仙厓さんもおカイコさんも全学から発掘

箱崎キャンパス：
21世紀交流プラザⅠ

人文科学研究院
朝日カルチャーセンター

6 終了 H23.4.17（日） 九州大学創立１００周年記念 第３回ツール・ド・糸島 サイクリング大会
糸島市志摩中央公園広場
（ｽﾀｰﾄ・ｺﾞｰﾙ）

総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂ
BRANDEX福岡

7 実施 H23.4.22（金）
工学部百周年記念講演会
「建築教育の国際化」
　バージニア工科大学都市建築学部・学部長/教授　ジャック・デイビス 氏

箱崎キャンパス：
旧工学部本館大講義室

工学部

8 中止 H23.5.7（土） 九州大学創立百周年記念・九大病院市民公開講座
病院キャンパス：
医学部百年講堂

病院

9 実施
H23.5.7（土）
～5.30（月）

九州大学創立百周年記念　九州大学学術標本・貴重資料パネル展
（総合研究博物館学術標本コレクション、附属図書館貴重資料パネル）

福岡空港 国内線第3ターミ
ナルビル1階ロビー

総合研究博物館
附属図書館

10 実施
H23.5.10（火）
～5.16（月）

第52回附属図書館貴重文物展示
「九州大学百年の宝物 ―附属図書館貴重資料コレクションー」

紀伊國屋書店福岡本店イ
ベントスペース（博多バス
ターミナル６F）

附属図書館

11 実施 H23.5.10（火）
学内研究施設公開
福岡演習林資源植物園の公開

農学部附属演習林
（福岡演習林）

農学部附属演習林

12 中止 H23.5.13（金） 九州大学創立百周年 記念国際シンポジウム
病院キャンパス：
医学部百年講堂

九州大学
国内外の状況を踏まえて中
止とし、状況により再度計画

九州大学創立百周年　関連行事実施状況等一覧
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13 実施 H23.5.13（金）
初代総長胸像設置・除幕式
　→「初代総長胸像設置式」として実施

伊都キャンパス 九州大学

14 延期 H23.5.14（土） 九州大学創立百周年 記念式典 アクロス福岡、エルガーラ 九州大学 H24.5.12（土） 開催予定

15 延期 H23.5.14（土） 九州大学創立百周年 記念フォーラム アクロス福岡、エルガーラ 九州大学 H24.5.12（土） 開催予定

16 延期 H23.5.14（土） 九州大学創立百周年 記念祝賀会 ホテルオークラ福岡 九州大学 H24.5.12（土） 開催予定

17 延期 H23.5.14（土） 写真で見る「九大百年」展 エルガーラ 九州大学 H24.5.12（土） 開催予定

18 延期 H23.5.15（日） 九大100年まつり 伊都キャンパス 九州大学 H24.5.13（日） 開催予定

19 延期 H23.5.15（日） 九州大学創立百周年 ＱＵウォーク
スタート：天神中央公園
ゴール：伊都キャンパス

健康科学センター 今年中に実施を計画

20 延期 H23.5.15（日）～ 工学部百周年記念展示室
伊都キャンパス：
ウエスト4号館1階

工学部 今年の夏前頃に実施予定

21 実施 H23.5.16（月）
第2回 九州大学創立百周年記念講演会
「医薬品行政の国際的展開～アジアにおける協力を中心として～」
　（独）医薬品医療機器総合機構 理事（技監）　川原　章 氏

病院キャンパス：
コラボステーションⅠ

薬学研究院

22 実施
H23.5.22（日）～
5月29日（日）

九州大学創立百周年記念・九州大学総合研究博物館特別企画
旧工学部知能機械実習工場空間展示「Breathing」

箱崎キャンパス：
総合研究博物館第一文館
倉庫（旧工学部知能機械
実習工場）

総合研究博物館

23 延期 H23.5.22（日） 九州大学創立百周年 記念コンサート アクロス福岡 九州大学 H24.5月～6月で検討中

24 実施 H23.5.28（土）
第３回 九州大学創立百周年記念講演会
高速鉄道シンポジウム「夢のレール―鉄道が描く未来」
　漫画家　松本 零士 氏、　（社）海外鉄道協力協会　常務理事　秋山 芳弘 氏

ＪＲ博多シティ：
ＪＲ九州ホール

工学研究院
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25 実施
H23.5.28（土）

～7.2（土）
公開講座「２１世紀の教養教育」 伊都キャンパス 言語文化研究院

26 実施 H23.5月～6月頃
学内研究施設公開
低温センター、超伝導システム科学研究センター合同による研究施設公開

伊都キャンパス
低温センター、超伝導システム
科学研究センター

27
筑紫地区学内研究施設公開
（筑紫地区にある大学院、研究所、センター、各種実験施設を一般公開し、小～高校生向け
の科学実験やロケット打ち上げを実施。また、「大学院受験相談コーナー」も開催。）

筑紫キャンパス

28
第４回 九州大学創立百周年記念講演会
「スマート化とは何か」
　ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部　村岡 元司 氏

筑紫キャンパス：
C-cube筑紫ホール

29 実施 H23.6.17（金）
九州大学創立百周年記念 寄附講座開設記念式典・シンポジウム
「極限環境微生物の理解と遺伝子資源利用を目指して」

西新プラザ
農学研究院
　微生物遺伝子工学分野
　極限環境微生物ゲノム機能開発学講座

30 実施 H23.6.18（土）
第５回 九州大学創立百周年記念講演会
「ライフサイエンス革命によるゲノム情報社会の将来形成」
　国立遺伝学研究所 副所長 教授　五條堀　孝 氏

病院キャンパス：
コラボステーションⅠ

システム生命科学府

31 実施 H23.6.20（月）
第６回 九州大学創立百周年記念講演会
「地球の未来について考える～ユネスコ事務局長10年の経験を通して今思うこと～」
　元ユネスコ事務局長　松浦 晃一郎 氏

伊都キャンパス：
稲盛財団記念館

言語文化研究院

32 実施 H23.6.29（水） 九州大学創立百周年記念 九大フィルハーモニーオーケストラ定期演奏会 アクロス福岡
九大フィルハーモニーオーケスト
ラ

33 実施 H23.7月　　　　
都市と大学の環境保全フォーラム
―九州大学伊都キャンパスにおける取組み―

福岡市講堂 新キャンパス計画推進室

34 実施 H23.9.4（日）
市民講演会
（統計関連学会連合大会の市民講演会）

アクロス福岡 数理学研究院

35 実施 H23.10月 遺伝学発展に貢献した九大のカイコ研究紹介 未定
農学部遺伝子資源開発研究セ
ンター

36 実施 H23.11.13（日）
九州大学創立百周年記念講演会
小説家　片山 恭一 氏　講演会

病院キャンパス：
医学部百年講堂

病院

37 実施
H23.11.14（月）

～16（水）
第９回 JBS バイオフロンティア国際シンポジウム（九州大学創立百周年記念）
New Aspect of Phospholipid Biology and Medicine 2011（リン脂質機能の新機軸２０１１）

ホテル・ルイガンス —スパ＆
リゾート—（福岡市東区海の
中道）

歯学研究院
　口腔細胞工学

実施 H23.6.4（土） 筑紫キャンパスの部局
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38 「九州大学百年の宝物」展 総合研究博物館

39 写真で見る「九大百年」展（「九州大学百年の宝物」展と同時開催） 九州大学

40 実施 H23.11月末 グローバルＣＯＥ「新炭素資源学」講演会 未定
炭素資源国際教育研究セン
ター

41 実施 H23.11月 大学で開発したリソース（カイコ・クワ）を社会へ 未定
農学部遺伝子資源開発研究セ
ンター

42 実施 未定
九大百年の歴史で培った知的財産としての生物遺伝資源　ーカイコ、イネ、微生物を中心にし
てー

未定
農学部遺伝子資源開発研究セ
ンター

43 実施 未定
大学の緑を利用してCO2削減を目指す
－木質バイオマスの循環利用－

伊都キャンパス
農学研究院
　環境農学部門（森林計画学）

※「九州大学創立百周年記念講演会」については、上記のほか、文、理、歯、工、芸工、シス情、農、高等セ、統合新領域においても計画中。

（延期に伴って今年度行う行事）

No. 実施等 日　　程 行　　　　　事　　　　　名 会　　場 担　　当 備　考

1 新規 H23.5.13（金）
九大百年開学式
（例年の開学記念式典を本年は創立百周年記念式典（No.14）として実施予定でしたが、行事
の延期に伴い、今年は「九大百年開学式」として実施します。）

伊都キャンパス：
稲盛財団記念館

九州大学

　
　（お問い合わせ先）
　九州大学総務部百周年記念事業推進課
　　TEL：092-642-3971、7397
　　FAX：092-642-2113
　　E-mail: 100thaniv@jimu.kyushu-u.ac.jp
    http://100th.jimu.kyushu-u.ac.jp/

実施
H23.11.15（火）
～12.18（日）

九州国立博物館
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平成２３年４月２１日 

   

 
九大百年開学式 

 

 

○平成２３年５月１３日（金） １０：００～１２：００ 

 

     出席者：総長、理事、監事、副学長、総長特別補佐、部局長、評議会委員、 

       学内関係者 外  

 

 

１．開学式    （１０：００～１１：００） 

  会場：伊都キャンパス 稲盛財団記念館 稲盛ホール 

 

 

  １）開  式 

  ２）総長挨拶 

  ３）学生表彰 

  ４）九大百年祝典序曲の受贈 

  ５）閉  式  

 

   （センター１号館東側広場へ移動） 

 

２．初代総長胸像設置式  （１１：３０～１２：００） 

   会場：伊都キャンパス センター１号館東側広場 

 

 

  １）開  式 

  ２）胸像披露     

  ３）報  告 

    ・山川健次郎、胸像寄附者、台座銘文、同揮毫、銘板等について 

  ４）閉  式  
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