
民間等との共同研究実施件数　　　（平成28年度）　　　 受託研究実施件数� （平成28年度）

公開講座� 38講座（平成28年度）

講　座　名 回数 実施部局名

『北平日記』読書会―目加田誠先生が見た1930年代の北京― 10 文学部
学校管理職マネジメント短期研修プログラム 5 教育学部，人間環境学研究院
伊都学(西区・糸島地域の自然と歴史発掘) 10 比較社会文化研究院，アジア埋蔵文化財研究センター
公開講演会「最新化学談話シリーズ」 10 

理学部高校生のための化学の談話室 1 
フクオカサイエンスマンス参加企画「理学部化学科特別談話会」 1 
第１５回九州大学理学部生物学科公開講座 1 

理学研究院
現代物理学講座 1 
現代数学入門 2 数理学研究院，マス・フォア・インダストリ研究所
身近な医療知識－私達の健康を考える 1 医学部保健学科
くすりを創る，使う新戦略 5 薬学研究院
モノを造る・モノを動かす 1 工学研究院
環境分析と資源・エネルギー循環
－安全・安心な生活を目指して－ 2 工学研究院附属循環型社会システム工学研究センター

建築探偵シリーズその⑭　アジアの都市と建築（その１）近代を疾走した
上海，横浜，香港，大連，長崎の都市遺産を歩く 6 

芸術工学研究院

建築探偵シリーズその⑮　汎美計画から芸術工学へ〜芸術工学の創造
者小池新二（九州芸術工科大学初代学長）の戦前期デザイン思想と戦
後の実践を巡る物語(その３）〜

6 

3次元スキャンとスキャンデータ処理
〜3Dデジタルモデリングの一日体験〜 1 

聴能形成実務担当者講座 2 
地域づくりとアート：「編集」の視点から再考する（その１）
地域をいかす編集　 2 

地域づくりとアート：「編集」の視点から再考する（その２）
地域をひらく編集　 2 

デジタルファブリケーションとペーパーコンピューティング 6 
デジタルファブリケーションとIoTデザインプロトタイピング 6 
高校生のための環境設計公開講座 1 
高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 2 
高校生のための音と画像の実験 2 
高校生のための最先端メディアスタジオワークショップ 2 
蓄音機で楽しむ大正・昭和初期芸能文化〜恋と愛の物語〜 1 
絵画で楽しむシェイクスピア 1 
高校生のための工業設計学科のデザイン講座（基礎編） 1 
高校生のための工業設計学科のデザイン講座（演習編） 1 
高校生のための工業設計学科のデザイン講座(体験編) 1 

 （次頁へ続く）

ライフサイエンス
214件（27.1%）

ライフサイエンス
366件（41.5%）

計791件 計882件

情報通信�
48件（6.1%）�

情報通信�
29件（3.3%）�

環境�
43件（5.4%）�

環境�
66件（7.5%）�

ナノテクノロジー・材料�
133件（16.8%）�

ナノテクノロジー・材料�
79件（9%）�

エネルギー
148件（18.7%）

エネルギー
111件（12.6%）

� 社会基盤
� 20件（2.5%）

社会基盤
21件（2.4%）

フロンティア
10件（1.3%）

フロンティア
10件（1.1%）

その他�
66件（8.3%）�

その他�
150件（16.9%）�

製造技術
109件（13.8%）

製造技術
50件（5.7%）
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講　座　名 回数 実施部局名

中学生の科学実験教室２０１６ 1 
システム情報科学研究院

先端サマーセミナー 1 
大気と海洋の環境学　〜地球温暖化から越境汚染まで〜 2 総合理工学府
九大にカイコの勉強をしにいこう 1 農学研究院
里山森林体験講座-里山林の多面的機能と持続的利用- 2 農学部附属演習林福岡演習林
九州山地の森と樹木 2 農学部附属演習林宮崎演習林
十勝の森を長期で見つめる-百年の調査プロジェクト- 2 農学部附属演習林北海道演習林
宇宙天気体験講座 1 国際宇宙天気科学・教育センター

寄附講座・寄附研究部門� 25講座3部門（平成29年5月1日現在）

部　局　名 講座・研究部門名 設　置　期　間 寄附総額 
(百万円) 寄　附　者

人間環境学研究院 第三段階教育論講座 平成29年4月〜平成30年3月 17 学校法人滋慶学園
法学研究院 現代社会論講座 平成29年4月〜平成31年3月 19.7 株式会社西日本新聞社

医学研究院

脳神経治療学講座 平成27年10月〜平成30年9月 33
田辺三菱製薬株式会社
一般社団法人日本血液製剤機構
バイエル薬品株式会社

泌尿器分子創薬学講座 平成27年3月〜平成30年2月 20

旭化成ファーマ株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
日本新薬株式会社
日本ビーシージー製造株式会社

体表感知学講座 平成28年4月〜平成31年3月 90 マルホ株式会社
人工関節生体材料学講座 平成27年2月〜平成30年1月 72 京セラメディカル株式会社

分子イメージング・診断学講座 平成28年4月〜平成31年3月 105
バイエル薬品株式会社
株式会社フィリップスエレクトロニクス
ジャパン

外科分子治療学講座 平成27年4月〜平成30年3月 60 中外製薬株式会社
周産期・小児医療学講座 平成28年4月〜平成31年3月 180 福岡県

放射線医療情報・ネットワーク講座 平成29年4月〜平成32年3月 90
富士フイルム株式会社
富士フイルムメディカル株式会社

外科集学的治療学講座 平成29年4月〜平成30年3月 20 小野薬品工業株式会社
連携病態修復内科学講座 平成29年4月〜平成32年3月 141 長崎県佐世保市
地域連携小児医療学講座 平成29年4月〜平成32年3月 75 長崎県佐世保市
がん先端医療応用学講座 平成29年4月〜平成30年3月 20 株式会社ヤクルト本社
包括的腎不全治療学講座 平成29年4月〜平成32年3月 60 バクスター株式会社

重症心肺不全講座 平成29年1月〜平成31年12月 145

日本メドトロニック株式会社
社会医療法人財団池友会
セント・ジュード・メディカル株式会社
ニプロ株式会社

加齢病態修復学講座 平成28年12月〜平成32年11月 180 株式会社FBR（Fujino brain Research）
応用病態修復学講座 平成28年10月〜平成30年9月 70 一般財団法人地域医学研究基金
眼病態イメージング講座 平成28年7月〜平成31年6月 60 株式会社ニデック
地域医療学講座 平成29年4月〜平成32年3月 52.5 鹿児島県指宿市

薬学研究院
創薬腫瘍科学講座 平成27年4月〜平成30年3月 90 社会医療法人雪の聖母会
革新的バイオ医薬創成学講座 平成29年4月〜平成32年3月 60 株式会社アイロムグループ

農学研究院

機能性多糖分析学講座 平成28年4月〜平成33年3月 60.5
株式会社ヴェントゥ－ノ
特定非営利活動法人NPOフコイダン
研究所

機能水・機能性食品・エネルギー
講座 平成27年10月〜平成32年9月 84

第一産業株式会社
株式会社日田天領水
株式会社野口総合研究所

工学研究院 造船中核人材育成講座 平成28年10月〜平成33年9月 105
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
三井造船株式会社
川崎重工業株式会社

水素エネルギー
国際研究センター

クリーンエネルギー社会
システム研究部門 平成27年4月〜平成30年3月 90 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

循環器病未来医療
研究センター 循環器病先端医療研究開発学部門 平成29年4月〜平成30年3月 30 株式会社先端医療開発

サイバーセキュリティ
センター 富士通スペシャリスト育成研究部門 平成28年6月〜平成30年3月 18.3 富士通株式会社
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共同研究部門� 13部門（平成29年5月1日現在）

部　局　名 部　門　名 設　置　期　間 相　手　先

医学研究院 先進画像診断・低侵襲治療学共同研究部門 平成28年3月31日〜平成31年2月28日 東芝メディカルシステムズ株式会社
薬学研究院 抗がん剤育薬共同研究部門 平成29年4月 1日〜平成32年3月31日 大鵬薬品工業株式会社

工学研究院 海域港湾環境防災共同研究部門
平成23年7月16日〜平成26年3月31日
平成26年 4月1日〜平成29年3月31日
平成29年 4月1日〜平成32年3月31日

国土交通省九州地方整備局
一般社団法人港湾空港総合技術センター
博多港ふ頭株式会社
三井造船株式会社九州支社
ユニキャリア株式会社
一般社団法人港湾荷役機械システム協会
株式会社ヤマウ

システム情報科学研究院 ギガフォトンNext GLP共同研究部門
平成23年 9月1日〜平成25年3月31日
平成25年 4月1日〜平成28年3月31日
平成28年 4月1日〜平成31年3月31日

ギガフォトン株式会社

農学研究院 唐津水産研究センター共同研究部門 平成24年 4月1日〜平成27年3月31日
平成27年 4月1日〜平成32年3月31日 佐賀県唐津市

マス・フォア・インダストリ
研究所 富士通ソーシャル数理共同研究部門 平成26年 9月1日〜平成29年8月31日 株式会社富士通研究所

病院 リウマチ膠原病内科学共同研究部門 平成25年 4月1日〜平成30年3月31日 富山化学工業株式会社

グローバルイノベーション
センター ANtech車載先端材料共同研究部門 平成27年 4月1日〜平成29年3月31日

平成29年 4月1日〜平成31年3月31日 株式会社オートネットワーク技術研究所

鉄鋼リサーチセンター
イノベイティブ鉄鋼材料共同研究部門 平成26年 4月1日〜平成31年3月31日 新日鐵住金株式会社

先進鉄鋼製錬・環境共同研究部門 平成26年 4月1日〜平成29年3月31日
平成29年 4月1日〜平成32年3月31日 ＪＦＥスチール株式会社

先端医療イノベーション
センター

低侵襲先端医療学研究部門 平成23年10月1日〜平成26年9月30日
平成26年10月1日〜平成29年9月30日 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

先端臨床検査研究部門 平成26年10月1日〜平成31年3月31日 株式会社ＬＳＩメディエンス
九州プロサーチ有限責任事業組合

循環器病未来医療研究
センター 循環器疾患リスク予測共同研究部門 平成29年 4月1日〜平成31年3月31日 オムロンヘルスケア株式会社

社会連携事業� 41事業（平成28年度）

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

地域社会における日本語教育と多文化理解教育に関する社会連
携事業 比較社会文化研究院 福岡市JSL日本語指導教育研究会

不登校児童生徒の居場所活動「ここりーと」の展開とスクールメ
ンタルサポーター活動

人間環境学研究院

NPO法人九州大学こころとそだちの相談室

浮羽まるごと博物館構想 福岡県うきは市
学校と地域が一体となった「糸島力」開発事業 糸島市教育委員会
城下町萩の都市空間の魅力再発見事業 山口県萩市
福岡県教育センターと九州大学教育学部との持続的連携体制の
構築 福岡県教育センター

官・民・学連携による伊万里市地域資源活用プロジェクト 佐賀県伊万里市
対馬市における廃校活用による地域拠点形成事業 法学研究院 長崎県対馬市
島原半島世界ジオパークと連携したジオツアー 理学研究院附属地震火山観測研究センター 島原半島ジオパーク協議会
糸島市災害リスクコミュニケーション事業

工学研究院

福岡県糸島市
上西郷川における地域‐行政‐大学の連携による日本一の郷川

（さとがわ）づくりの取り組み 福岡県福津市，福津市立福間南小学校

ひとよしGデザイン・プロジェクト事業〜G空間とICTで「つなぐ」
魅力的で安心安全な「未来のまちづくり」 熊本県人吉市

福岡市北崎校区のまちづくり活動支援 福岡県福岡市西区北崎校区
周辺地域における子ども科学実験教室 福岡県福岡市西区
北山東部小学校小川小水力発電所との連携 小川小水力発電クラブ
糸島市民の意識向上のための九大の魅力を伝える連携教育事業 福岡県糸島市
嬉野市塩田の川まちづくり活動支援 NPO法人塩田津町並み保存会
古賀大根川におけるふるさと川づくりの取り組み 福岡県古賀市，古賀ふるさと見分けの会
湯布院温泉における民官学で連携した水環境再生と地域活性化 大分県，豊かな水環境創出ゆふいん会議
大濠アートプロジェクト2016

芸術工学研究院

NPO法人健脳リハビリテーション
九州大学学生と日韓市民による国際協働型地域再生デザインワー
クショップの実践と下浦ガイドブックの作成の支援 熊本県天草市

ユニバーサル都市・福岡デザインワークショップ2016 福岡県福岡市

紙おむつのリサイクル推進システムデザイン事業 (公財)福岡県リサイクル総合研究事業化セン
ター

福岡市動物園：いのちの大切さをコミュニケーションする社会プ
ロジェクト 福岡市動物園

 （次頁へ続く）
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事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等
多良木町における生ゴミを利用した完熟堆肥の製造法の開発

農学研究院

熊本県多良木町
唐津市民，青少年へのアウトリーチ事業 佐賀県唐津市
豊かな長寿社会をめざす講演会（第７回） 福岡県糸島市
都市近郊地域における「食から始まる自然への感謝を養う」初等・
中等教育との連携 福津市立福間小学校，福間中学校

里山における初等及び中等教育課程の森林環境教育の実践的導
入 農学部附属演習林 福岡演習林 篠栗町教育委員会

大分県内における耕作放棄地放牧の推進とICT放牧管理システ
ムの普及事業 農学部附属農場高原農業実験実習場 大分県

山間奥地集落における初等教育課程への森林環境教育の実践的
導入 農学部附属演習林 宮崎演習林 椎葉村立大河内小学校

北海道演習林を活用した中大連携・高大連携事業 農学部附属演習林 北海道演習林 北海道立足寄高等学校，足寄町立足寄中学校
依存症から考える喫煙，飲酒，薬物乱用防止教室および薬物乱用
防止教育教材作成事業

基幹教育院

糸島市教育委員会，宗像市教育委員会，
大野城市教育委員会

福岡県内公立高校におけるアクティブラーニング型授業の展開
事業 福岡県立糸島高等学校

ロコモティブシンドローム予防の普及啓発事業 病院 福岡県
別府市内における温泉効能別にみた個別化健康増進事業 病院（別府病院） 別府市医師会
伝統的食文化を継承するための官民学連携による協同食育とそ
のネットワークの構築〜九大「自炊塾」プログラムの社会的普及
展開

持続可能な社会のための決断科学センター

大分県佐伯市，長崎県対馬市,他

地域住民の連携による中津干潟の自然再生計画 NPO法人水辺に遊ぶ会
長崎県対馬市における韓国人および日本人観光客を対象とした

「国境観光」商品の開発による地域活性化計画 長崎県対馬市

福岡県における持続的な留学生サポート連携事業 (公財)福岡県国際交流センター
糸島市佐波集落と連携で行う加茂川流域再生による地域活性化 福岡県糸島市佐波区

その他の社会連携活動� 24事業（平成28年度）

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

エクセレント・スチューデント・イン・サイエンス　育成プロジェクト 理学部 九州各県及び山口県教育委員会
福岡県重症神経難病患者入院施設確保等事業

医学研究院
福岡県

福岡市認知症疾患医療センター事業 福岡県福岡市　
福岡県難病相談・支援センター設置事業 福岡県
航空・宇宙体験学習〜よく飛ぶ紙飛行機制作教室〜

工学研究院

福岡県福岡市西区
技術シンポジウム「はじまる・ひろがる・めぐる九州の高速道路・新時代」 国土交通省九州地方整備局
海と船を知る教室 公益社団法人日本船舶海洋工学会

アザメの瀬　夏休み自然環境教室 国土交通省九州地方整備局武雄河川事
務所

「糸島ビーチ・スタイル」の形成－砂浜の環境の恵みの継承と参加型保全対策－ 福岡県糸島市
留学生主導による糸島市国際観光振興支援－留学生の地域貢献を通しての帰属
意識の獲得とエンパワーメント－ 福岡県糸島市

ＩＣＴを活用した防災業務支援システムの導入実証実験 福岡県糸島市
糸島土壌の特徴と現状把握のためのブロッコリーおよびキャベツ圃場の土壌診
断とその活用 農学研究院 福岡県糸島市

糸島市指定ごみ袋のユニバーサルデザイン。そしてレジリエンスデザインへ。
芸術工学研究院

福岡県糸島市
「唐津城天守閣プロジェクトマッピング」 佐賀県唐津市
科学実験教室による科学技術理解増進の効果 水素材料先端科学研究センター 福岡県糸島市

シンポジウム「国境ゲートウェイ・アジア：北部九州のツーリズムから考える」
アジア太平洋未来研究センター

九州経済調査協会，福岡アジア都市研
究所

シンポジウム「流動する北東アジア：紛争か，協力か」 九州経済調査協会
九大百年　美術をめぐる物語 総合研究博物館 福岡県立美術館
福岡・箱崎のチャレンジ「FUKUOKA NEXT 都市革新フォーラム」 統合移転推進課 福岡県福岡市，九州経済調査協会
孫文生誕150周年記念カンファランス

「孫文の国際的な遺産と未来へのインスピレーション」 総務部総務課 九州経済フォーラム，地域企業連合会
九州連携機構

シンポジウム「岸田外務大臣と語る：アジアのゲートウェイ・九州
〜九州の魅力をアジアに発信するためには〜」 総務部広報室 外務省，西日本新聞社

福岡国際女性シンポジウム 男女共同参画推進室 福岡県

本格的な産学官共同研究をすすめるための地域フォーラム 研究・産学官連携推進部産学官連携
推進課 文部科学省，経済産業省

世界に羽ばたく未来創成科学者育成プロジェクト 学務部学務企画課
福岡県教育委員会，佐賀県教育委員会，
山口県教育委員会，福岡県SSHコンソー
シアム協議会
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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

教育研究
評議会評議員

歴代総長／
運営組織

学府・研究院
制度について

沿革

大学の組織

部局長等

入学状況

学位取得者数等

教職員数等

社会との連携

国際交流

収入・支出

諸施設

案内図

土地・建物

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

社会との連携

15社会との連携




