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3 教育研究評議会評議員

総長 久　保　千　春
理事 丸　野　俊　一
理事 井　上　和　秀
理事 荒　殿　　　誠
理事 安　浦　寛　人
理事 若　山　正　人
理事 石　橋　達　朗
理事 内　藤　敏　也
理事 山　縣　由美子
副学長 佐々木　裕　之
副学長 髙　松　　　洋
副学長 宮　本　一　夫
副学長 緒　方　一　夫
副学長 佐々木　一　成
副学長 永　島　英　夫
副学長 酒　匂　一　郎
基幹教育院長 谷　口　説　男
大学院人文科学研究院長 佐　伯　弘　次
大学院比較社会文化研究院長 中　野　　　等
大学院人間環境学研究院長 尾　崎　明　仁
大学院法学研究院長 村　上　裕　章
大学院経済学研究院長 岩　田　健　治
大学院言語文化研究院長 鈴　木　右　文
大学院理学研究院長 和　田　裕　文
大学院数理学研究院長 長　田　博　文
大学院医学研究院長 北　園　孝　成
大学院歯学研究院長 中　村　誠　司
大学院薬学研究院長 家　入　一　郎
大学院工学研究院長 久　枝　良　雄
大学院芸術工学研究院長 谷　　　正　和
大学院システム情報科学研究院長 白　谷　正　治
大学院総合理工学研究院長 中　島　英　治
大学院農学研究院長 福　田　　　晋
法科大学院長 堀　野　　　出
大学院システム生命科学府長 片　山　佳　樹
大学院統合新領域学府長 志堂寺　和　則
共創学部長 小山内　康　人

教育学部長 黒　木　俊　秀
高等研究院長 （佐々木　裕　之）
生体防御医学研究所長 中別府　雄　作
応用力学研究所長 花　田　和　明
先導物質化学研究所長 林　　　潤一郎
マス・フォア・インダストリ研究所長 佐　伯　　　修
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所長 PETROS SOFRONIS

九州大学病院長 赤　司　浩　一
附属図書館長 （宮　本　一　夫）
情報基盤研究開発センター長 小　野　謙　二
センター群協議会議長 岩　永　省　三

＜オブザーバー＞
監事 細　田　勝　則
監事 白　水　一　信
副理事 副　島　雄　児
副理事 渡　邊　公一郎
副理事 古　川　勝　彦
副理事 松　山　倫　也
副理事 清須美　匡　洋
副理事 玉　田　　　薫 
副理事 （小山内　康　人）
副理事 大　戸　茂　弘
副理事 （谷　口　説　男）
副理事 坂　井　　　猛
事務局長 （内　藤　敏　也）
教育研究評議会規則第6条第2項に該当する者
※（　　　）は再掲。

構成員職数 48 （現員46名）

�教育研究評議会評議員� （令和元年7月16日現在） �廃止された組織及び存続期間�

第8臨時教員養成所 大12.03 （1923）〜昭08.03 （1933）

活材工学研究所 昭20.01 （1945）〜昭20.12 （1945）

附属工学専門部 昭19.03 （1944）〜昭24.01 （1949）

福岡臨時教員養成所 昭17.02 （1942）〜昭24.05 （1949）

福岡高等学校 昭24.05 （1949）〜昭25.03 （1950）

久留米工業専門学校 昭24.05 （1949）〜昭26.03 （1951）

第3分校 昭24.07 （1949）〜昭26.03 （1951）

附属医学専門部 昭14.05 （1939）〜昭27.03 （1952）

第１・ 第2分校 昭24.07 （1949）〜昭30.10 （1955）

彦山生物学研究所 昭14.05 （1939）〜昭34.03 （1959）

九州大学分校 昭30.10 （1955）〜昭38.03 （1963）

医学部附属精神身体医学
研究施設 昭36.04 （1961）〜昭38.03 （1963）

工業教員養成所 昭36.04 （1961）〜昭44.03 （1969）

農学部附属木材研究施設 昭32.04 （1957）〜昭44.06 （1969）

保健管理センター 昭42.06 （1967）〜昭53.03 （1978）

産業労働研究所 昭24.05 （1949）〜昭54.03 （1979）

工学部附属分析
機器センター 昭49.04 （1974）〜昭57.03 （1982）

医学部附属遺伝情報
実験施設 昭56.04 （1981）〜昭60.03 （1985）

教養部 昭38.04 （1963）〜平06.03 （1994）

文学部附属九州文化史
研究施設 昭40.04 （1965）〜平06.06 （1994）

理学部附属基礎情報学
研究施設 昭42.06 （1967）〜平08.05 （1996）

教育学部附属比較教育文化
研究施設 昭30.07 （1955）〜平10.03 （1998）

農学部附属彦山生物学実験所 昭46.04 （1971）〜平10.03 （1998）

工学部附属地熱開発センター 昭62.05 （1987）〜平10.03 （1998）

言語文化部 昭63.04 （1988）〜平12.03 （2000）

大型計算機センター 昭44.04 （1969）〜平12.03 （2000）

情報処理教育センター 昭52.04 （1977）〜平12.03 （2000）

中央計数施設 昭37.05 （1962）〜平12.03 （2000）

総合情報伝達システム
運用センター 平06.01 （1994）〜平12.03 （2000）

遺伝情報実験施設 昭60.04 （1985）〜平13.03 （2001）

生体防御医学研究所附属
発生工学実験施設 平04.04 （1992）〜平13.03 （2001）

韓国研究センター
（学内共同利用施設等） 平11.12 （1999）〜平14.03 （2002）

機能物質科学研究所 昭62.05 （1987）〜平15.03 （2003）

有機化学基礎研究センター 平05.04 （1993）〜平15.03 （2003）

大学教育研究センター 平06.06 （1994）〜平15.03 （2003）

アドミッションセンター
（学内共同教育研究施設） 平11.04 （1999）〜平15.03 （2003）

システム情報科学研究院附属
超伝導科学研究センター 平12.04 （2000）〜平15.03 （2003）

医学部附属統合教育研究
実習センター 昭63.04 （1988）〜平15.03 （2003）

先端科学技術共同
研究センター 平06.06 （1994）〜平15.09 （2003）

医学部附属病院 昭24.05 （1949）〜平15.09 （2003）

歯学部附属病院 昭42.06 （1967）〜平15.09 （2003）

技術移転推進室 平11.07 （1999）〜平15.09 （2003）

石炭研究資料センター 昭54.04 （1979）〜平17.03 （2005）

人間環境学府附属臨床
心理センター 平07.04 （1995）〜平17.03 （2005）

大学史料室 平04.12 （1992）〜平17.03 （2005）

アジア総合研究センター 平14.04 （2002）〜平17.06 （2005）

全学教育機構 平12.11 （2000）〜平18.05 （2006）

高等教育総合開発
研究センター 平15.04 （2003）〜平18.05 （2006）

教育改革推進室 平15.04 （2003）〜平18.05 （2006）

情報基盤センター 平12.04 （2000）〜平19.03 （2007）

量子線照射分析実験施設 平07.10 （1995）〜平19.03 （2007）

工学研究院附属環境
システム科学研究センター 平12.04 （2000）〜平20.03 （2008）

生体防御医学研究所附属
感染防御研究センター 平13.04 （2001）〜平22.03 （2010）

デジタルメディシン・
イニシアティブ 平17.07 （2005）〜平22.06 （2010）

アジア総合政策センター 平17.07 （2005）〜平22.06 （2010）


