
民間等との共同研究実施件数　　　（令和元年度）　　　 受託研究実施件数 （令和元年度）

公開講座 34講座（令和元年度）

講　座　名 回数 実施部局名

公開講演会「最新化学談話シリーズ」 7 
理学部高校生のための化学の談話室 1 

理学部化学科特別談話会 1 
広げよう医療と保健の知識２ ～永く健康に生きるために～ 1 医学部保健学科
高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 2 芸術工学部
とかち森の学校 1 農学部附属演習林北海道演習林
九州山地の森と樹木（椎葉の奥座敷 秋の紅葉探索ツアー） 2 農学部附属演習林宮崎演習林
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
最先端の熱流体研究が示唆するサステナブル社会への処方箋 2 総合理工学府
ことば研究における多面的アプローチ 5 言語文化研究院
第18回九州大学理学部生物学科公開講座 1 理学研究院

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

日本を元気にする創薬イノベーション
～九州大学発アカデミア創薬・育薬を目指す最新研究～ 5 薬学研究院

未来を担う機械工学 1 
工学研究院

安全で豊かな暮らしを守る環境政策と環境技術 1 
アクティブライフのための運動教室（春・夏期）　 10 

芸術工学研究院

アクティブライフのための運動教室（秋・冬期） 10 
近現代演劇における女優の魅力 4 
聴能形成実務担当者講座 2 
高校生のための環境設計公開講座 1 
高校生のための音の実験 1 
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 
SPレコード・蓄音機で楽しむ昭和芸能文化～アルバムの楽しみ～ 1 
SPレコード・蓄音機で楽しむ昭和芸能文化～母と子～ 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（講義編） 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（演習編） 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（実践編） 1 
高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座
（演習編） 1 

高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座
（体験編） 1 

データサイエンスプロ短期集中コース 11 
システム情報科学研究院

中学生の科学実験教室２０１９ 1 

講　座　名 回数 実施部局名

伊都キャンパス農場フォーラム 1 
農学研究院糸島農業視察バスツアー 1 

カイコを育て，繭から糸を紡ぐ体験をしよう 6 

寄附講座・寄附研究部門 23講座1研究部門（令和2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
（千円） 寄附者

法学研究院 現代社会論講座 令和2年4月1日～令和3年3月31日 9,852 株式会社西日本新聞社

医学研究院

眼病態イメージング講座 令和元年7月1日～令和4年6月30日 60,000 株式会社ニデック
加齢病態修復学講座 平成28年12月1日～令和2年11月30日 180,000 株式会社FBR（Fujino brain Research）

重症心肺不全講座 令和2年1月1日～令和4年12月31日 45,000 ニプロ株式会社 アボットメディカルジャパン株式会社

放射線医療情報・ネットワーク講座 令和2年4月1日～令和4年3月31日 40,000 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
連携病態修復内科学講座 令和2年4月1日～令和3年3月31日 20,000 医療法人相生会
包括的腎不全治療学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 60,000 バクスター株式会社
人工関節生体材料学講座 平成30年2月1日～令和3年1月31日 72,000 京セラ株式会社

循環器病病態治療講座 平成30年4月1日～令和3年3月31日 100,000 アクテリオン　ファーマシューティカルズ　ジャパン株式会社
応用病態修復学講座 平成30年10月1日～令和3年9月30日 120,000 社会医療法人池友会
体表感知学講座 平成31年4月1日～令和3年3月31日 60,000 マルホ株式会社

分子イメージング・診断学講座 平成31年4月1日～令和4年3月31日 105,000 ゲルベ・ジャパン株式会社 株式会社フィリップス・ジャパン
周産期・小児医療学講座 平成31年4月1日～令和4年3月31日 180,000 福岡県
連携総合診療内科学講座 令和元年10月1日～令和4年9月30日 123,000 原　寛
医工連携・健康長寿学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 100,000 原　寛

消化器代謝学講座 令和元年12月1日～令和4年11月30日 54,000 

小野薬品工業株式会社 
ミヤリサン製薬株式会社 
株式会社三和化学研究所 
株式会社大塚製薬工場 
富士フイルムメディカル株式会社 
テルモ株式会社 
株式会社ファンケル 
株式会社大賀薬局

歯学研究院 歯科先端医療評価・開発学講座 平成31年4月1日～令和3年3月31日 40,000 株式会社ジーシー
薬学研究院 革新的バイオ医薬創成学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 60,000 EPSホールディングス株式会社

工学研究院
造船中核人材育成講座 平成28年10月1日～令和3年9月30日 105,000 

ジャパンマリンユナイテッド株式会社 
三井E&S造船株式会社 
川崎重工株式会社

船舶海洋人材育成講座 平成29年12月1日～令和4年11月30日 105,000 株式会社大島造船所

システム情報科学
研究院 味覚センサ講座 平成30年4月1日～令和3年3月31日 51,000 

株式会社味香り戦略研究所 
株式会社インテリジェントセンサーテクノ
ロジー 
総合商研株式会社

農学研究院

機能水・機能性食品・エネルギー
講座 平成27年10月1日～令和2年9月30日 90,500 

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

機能性多糖分析学講座 平成28年4月1日～令和3年3月31日 65,700 
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

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 令和2年4月1日～令和3年3月31日 9,500 富士通株式会社
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民間等との共同研究実施件数　　　（令和元年度）　　　 受託研究実施件数 （令和元年度）

公開講座 34講座（令和元年度）

講　座　名 回数 実施部局名

公開講演会「最新化学談話シリーズ」 7 
理学部高校生のための化学の談話室 1 

理学部化学科特別談話会 1 
広げよう医療と保健の知識２ ～永く健康に生きるために～ 1 医学部保健学科
高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 2 芸術工学部
とかち森の学校 1 農学部附属演習林北海道演習林
九州山地の森と樹木（椎葉の奥座敷 秋の紅葉探索ツアー） 2 農学部附属演習林宮崎演習林
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
最先端の熱流体研究が示唆するサステナブル社会への処方箋 2 総合理工学府
ことば研究における多面的アプローチ 5 言語文化研究院
第18回九州大学理学部生物学科公開講座 1 理学研究院

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

日本を元気にする創薬イノベーション
～九州大学発アカデミア創薬・育薬を目指す最新研究～ 5 薬学研究院

未来を担う機械工学 1 
工学研究院

安全で豊かな暮らしを守る環境政策と環境技術 1 
アクティブライフのための運動教室（春・夏期）　 10 

芸術工学研究院

アクティブライフのための運動教室（秋・冬期） 10 
近現代演劇における女優の魅力 4 
聴能形成実務担当者講座 2 
高校生のための環境設計公開講座 1 
高校生のための音の実験 1 
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 
SPレコード・蓄音機で楽しむ昭和芸能文化～アルバムの楽しみ～ 1 
SPレコード・蓄音機で楽しむ昭和芸能文化～母と子～ 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（講義編） 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（演習編） 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座（実践編） 1 
高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座
（演習編） 1 

高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座
（体験編） 1 

データサイエンスプロ短期集中コース 11 
システム情報科学研究院

中学生の科学実験教室２０１９ 1 

講　座　名 回数 実施部局名

伊都キャンパス農場フォーラム 1 
農学研究院糸島農業視察バスツアー 1 

カイコを育て，繭から糸を紡ぐ体験をしよう 6 

寄附講座・寄附研究部門 23講座1研究部門（令和2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
（千円） 寄附者

法学研究院 現代社会論講座 令和2年4月1日～令和3年3月31日 9,852 株式会社西日本新聞社

医学研究院

眼病態イメージング講座 令和元年7月1日～令和4年6月30日 60,000 株式会社ニデック
加齢病態修復学講座 平成28年12月1日～令和2年11月30日 180,000 株式会社FBR（Fujino brain Research）

重症心肺不全講座 令和2年1月1日～令和4年12月31日 45,000 ニプロ株式会社 アボットメディカルジャパン株式会社

放射線医療情報・ネットワーク講座 令和2年4月1日～令和4年3月31日 40,000 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
連携病態修復内科学講座 令和2年4月1日～令和3年3月31日 20,000 医療法人相生会
包括的腎不全治療学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 60,000 バクスター株式会社
人工関節生体材料学講座 平成30年2月1日～令和3年1月31日 72,000 京セラ株式会社

循環器病病態治療講座 平成30年4月1日～令和3年3月31日 100,000 アクテリオン　ファーマシューティカルズ　ジャパン株式会社
応用病態修復学講座 平成30年10月1日～令和3年9月30日 120,000 社会医療法人池友会
体表感知学講座 平成31年4月1日～令和3年3月31日 60,000 マルホ株式会社

分子イメージング・診断学講座 平成31年4月1日～令和4年3月31日 105,000 ゲルベ・ジャパン株式会社 株式会社フィリップス・ジャパン
周産期・小児医療学講座 平成31年4月1日～令和4年3月31日 180,000 福岡県
連携総合診療内科学講座 令和元年10月1日～令和4年9月30日 123,000 原　寛
医工連携・健康長寿学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 100,000 原　寛

消化器代謝学講座 令和元年12月1日～令和4年11月30日 54,000 

小野薬品工業株式会社 
ミヤリサン製薬株式会社 
株式会社三和化学研究所 
株式会社大塚製薬工場 
富士フイルムメディカル株式会社 
テルモ株式会社 
株式会社ファンケル 
株式会社大賀薬局

歯学研究院 歯科先端医療評価・開発学講座 平成31年4月1日～令和3年3月31日 40,000 株式会社ジーシー
薬学研究院 革新的バイオ医薬創成学講座 令和2年4月1日～令和5年3月31日 60,000 EPSホールディングス株式会社

工学研究院
造船中核人材育成講座 平成28年10月1日～令和3年9月30日 105,000 

ジャパンマリンユナイテッド株式会社 
三井E&S造船株式会社 
川崎重工株式会社

船舶海洋人材育成講座 平成29年12月1日～令和4年11月30日 105,000 株式会社大島造船所

システム情報科学
研究院 味覚センサ講座 平成30年4月1日～令和3年3月31日 51,000 

株式会社味香り戦略研究所 
株式会社インテリジェントセンサーテクノ
ロジー 
総合商研株式会社

農学研究院

機能水・機能性食品・エネルギー
講座 平成27年10月1日～令和2年9月30日 90,500 

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

機能性多糖分析学講座 平成28年4月1日～令和3年3月31日 65,700 
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

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 令和2年4月1日～令和3年3月31日 9,500 富士通株式会社
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共同研究部門 10部門（令和2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 2016年3月1日～2019年2月28日
2019年3月1日～2021年3月31日 キヤノン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 2017年4月1日～2020年3月31日
2020年4月1日～2023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
2011年7月16日～2014年3月31日
2014年4月  1日～2017年3月31日
2017年4月  1日～2020年3月31日
2020年4月  1日～2023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
株式会社三井E&Sマシナリー
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

2011年9月1日～2013年3月31日
2013年4月1日～2016年3月31日
2016年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2022年3月31日

ギガフォトン株式会社

総合理工学研究院 革新的高機能構造鉄鋼材料共同研究部門 2020年4月1日～2025年3月31日 日本製鉄株式会社
カーボンニュートラル・
エネルギー国際研究所 マツダ次世代エネルギー貯蔵共同研究部門 2017年8月1日～2020年3月31日 

2020年4月1日～2023年3月31日 マツダ株式会社

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

2015年4月1日～2017年3月31日
2017年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2021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 2014年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2024年3月31日 日本製鉄株式会社

先端医療オープン
イノベーションセンター

創薬アセット応用共同研究部門 2018年6月1日～2021年5月31日 持田製薬株式会社
がん免疫共同研究部門 2019年4月1日～2022年3月31日 株式会社新日本科学

その他の社会連携事業 50事業（令和元年度）

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

職場体験学習（福岡市立元岡中学校） 工学部技術部 福岡市立元岡中学校

古くて新しい石炭の使い道を体験しよう　～石炭地下ガス化体験実験～ 工学部技術部 大牟田市石炭産業科学館

里山を用いた森林環境教育の初等および中等教育課程への実践的導入 農学部附属演習林（福岡演習林） 篠栗町

北海道演習林を活用した初等および中等教育連携事業 農学部附属演習林（北海道演習林） 北海道足寄町立足寄小学校，北海道足寄町
立足寄中学校，北海道立足寄高等学校

国内草資源高度活用型の安全で良質な牛肉生産システム構築による地域活性 農学部附属農場（高原農業実験実
習場）

大分県農林水産研究指導センター，株式会社
トゥルーバーアグリ，大分銀行，NPO法人放
牧応援隊

「六本松法学継続教育オフィス」企業法務セミナー 法務学府 九州経済産業局，福岡経営者協会

福岡県社会保険労務士会との教育連携 法務学府 福岡県社会保険労務士会

国際交流の日（オープンスクール・地域清掃ボランティア・豚汁会）

総合理工学府

福岡市立春日野中学校

英語ディベート発表会（春日高校文化祭） 福岡県立春日高校

英語ディベート交流会 福岡県立春日高校

福岡少年院との教育連携

法学研究院

福岡少年院

福岡県行政書士会「司法研修講座」 福岡県行政書士会

福岡県司法書士会「司法研修講座」 福岡県司法書士会

日本労働組合総連合会福岡県連合会・社会連携講座 
「ワークルールとキャリアデザイン」 日本労働組合総連合会福岡県連合会

糸島市行政改革推進委員会

経済学研究院

糸島市

筑紫野市総合計画審議委員会 筑紫野市

大野城市公共サービス改革委員会 大野城市

平成新山防災視察登山
理学研究院　附属地震火山観測研
究センター

島原市，雲仙火山防災協議会

島原防災塾 島原市，国土交通省雲仙復興事務所，島原半
島ジオパーク協議会事務局

科学実験教室
工学研究院

福岡市西区

社会見学の受け入れ 学校法人志摩学園可也幼稚園

吉木のヤマザクラ 復興支援プロジェクト

芸術工学研究院

添田町，英彦山デザインLLP

アートと社会包摂　実践講座　「災害復興支援プロジェクト」 共星の里，公益財団法人福岡市文化芸術振興
財団，朝倉市，東峰村，添田町　ほか

アートと社会包摂　制作実践講座　「演劇と社包摂」 福岡市

アートと社会包摂　実践講座　「奥八女芸能プロジェクト」 八女市

アートと社会包摂　教材開発研究会 文化庁

化学クラブ生徒等を対象にした研修会 福岡県高等学校化学部

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

平成29年7月九州北部豪雨後の朝倉市志波地区平榎集落における復興支援

芸術工学研究院

朝倉市志波地区平榎集落

グローバルデザインプロジェクトV
－Design for the Convivial Community 糸島市

グローバルデザイン　プロジェクト３　デザインアクロスカルチャー 福岡市立高木小学校，アムステルダム応用科
学大学，福岡市科学館

福岡市科学館テーブルサイエンス 福岡市科学館

福岡市子育てサービスマップ 福岡市

福津市親子向け子育てワークショップ 福津市

乳幼児健診のリデザイン 福津市

黒川復興ガーデンプロジェクト-英彦山修験道と禅に習う- 共星の里　黒川INN美術館

災害時における農業ボランティア活動をコーディネートするための体制設備 福岡県，JA福岡

総合的な学習の時間「身近にある化学現象」

先導物質化学研究所

福岡市立春日野中学校

大野城心のふるさと館１周年記念イベント 大野城市

大野城放課後総合学習　ランドセルクラブ 大野城市立大野南小学校

総合的な学習の時間「3Dプリンター技術と未来のものづくり」 グローバルイノベーションセンター 福岡市立春日野中学校

総合的な学習の時間「大気の流れと海洋開発」 応用力学研究院 福岡市立春日野中学校

総合的な学習の時間「電子顕微鏡で覗くナノの世界」 総合理工学研究院 福岡市立春日野中学校

セルロースナノファイバー活用実践講座

農学研究院

経済産業省九州経済産業局，鹿児島県薩摩
川内市，熊本県，熊本県産業技術振興協会，
くまもと有機エレクトロニクス産業促進協議
会，福岡県工業技術センター

福津の自然と生き物を見て，触って，その豊かさを知るための環境教育 福津市

重要文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」における水生生物を通し
た地域の担い手育成事業 熊本県上益城郡山都町教育委員会

「通潤用水の生きものたち」観察会 矢部郷自然観察会，山都町教育委員会

未来のいとしま学チャレンジ教室（糸島市立二丈中学校） カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所

福岡県

未来のいとしま学チャレンジ教室（糸島市立志摩中学校） 福岡県

御所浦白亜紀資料館「世界のアンモナイト」特別展 総合研究博物館 天草市立御所浦白亜紀資料館

Study Group Workshop　2019 マス・フォア・インダストリ研究所 糸島市

� （次頁へ続く）
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共同研究部門 10部門（令和2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 2016年3月1日～2019年2月28日
2019年3月1日～2021年3月31日 キヤノン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 2017年4月1日～2020年3月31日
2020年4月1日～2023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
2011年7月16日～2014年3月31日
2014年4月  1日～2017年3月31日
2017年4月  1日～2020年3月31日
2020年4月  1日～2023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
株式会社三井E&Sマシナリー
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

2011年9月1日～2013年3月31日
2013年4月1日～2016年3月31日
2016年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2022年3月31日

ギガフォトン株式会社

総合理工学研究院 革新的高機能構造鉄鋼材料共同研究部門 2020年4月1日～2025年3月31日 日本製鉄株式会社
カーボンニュートラル・
エネルギー国際研究所 マツダ次世代エネルギー貯蔵共同研究部門 2017年8月1日～2020年3月31日 

2020年4月1日～2023年3月31日 マツダ株式会社

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

2015年4月1日～2017年3月31日
2017年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2021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 2014年4月1日～2019年3月31日
2019年4月1日～2024年3月31日 日本製鉄株式会社

先端医療オープン
イノベーションセンター

創薬アセット応用共同研究部門 2018年6月1日～2021年5月31日 持田製薬株式会社
がん免疫共同研究部門 2019年4月1日～2022年3月31日 株式会社新日本科学

その他の社会連携事業 50事業（令和元年度）

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

職場体験学習（福岡市立元岡中学校） 工学部技術部 福岡市立元岡中学校

古くて新しい石炭の使い道を体験しよう　～石炭地下ガス化体験実験～ 工学部技術部 大牟田市石炭産業科学館

里山を用いた森林環境教育の初等および中等教育課程への実践的導入 農学部附属演習林（福岡演習林） 篠栗町

北海道演習林を活用した初等および中等教育連携事業 農学部附属演習林（北海道演習林） 北海道足寄町立足寄小学校，北海道足寄町
立足寄中学校，北海道立足寄高等学校

国内草資源高度活用型の安全で良質な牛肉生産システム構築による地域活性 農学部附属農場（高原農業実験実
習場）

大分県農林水産研究指導センター，株式会社
トゥルーバーアグリ，大分銀行，NPO法人放
牧応援隊

「六本松法学継続教育オフィス」企業法務セミナー 法務学府 九州経済産業局，福岡経営者協会

福岡県社会保険労務士会との教育連携 法務学府 福岡県社会保険労務士会

国際交流の日（オープンスクール・地域清掃ボランティア・豚汁会）

総合理工学府

福岡市立春日野中学校

英語ディベート発表会（春日高校文化祭） 福岡県立春日高校

英語ディベート交流会 福岡県立春日高校

福岡少年院との教育連携

法学研究院

福岡少年院

福岡県行政書士会「司法研修講座」 福岡県行政書士会

福岡県司法書士会「司法研修講座」 福岡県司法書士会

日本労働組合総連合会福岡県連合会・社会連携講座 
「ワークルールとキャリアデザイン」 日本労働組合総連合会福岡県連合会

糸島市行政改革推進委員会

経済学研究院

糸島市

筑紫野市総合計画審議委員会 筑紫野市

大野城市公共サービス改革委員会 大野城市

平成新山防災視察登山
理学研究院　附属地震火山観測研
究センター

島原市，雲仙火山防災協議会

島原防災塾 島原市，国土交通省雲仙復興事務所，島原半
島ジオパーク協議会事務局

科学実験教室
工学研究院

福岡市西区

社会見学の受け入れ 学校法人志摩学園可也幼稚園

吉木のヤマザクラ 復興支援プロジェクト

芸術工学研究院

添田町，英彦山デザインLLP

アートと社会包摂　実践講座　「災害復興支援プロジェクト」 共星の里，公益財団法人福岡市文化芸術振興
財団，朝倉市，東峰村，添田町　ほか

アートと社会包摂　制作実践講座　「演劇と社包摂」 福岡市

アートと社会包摂　実践講座　「奥八女芸能プロジェクト」 八女市

アートと社会包摂　教材開発研究会 文化庁

化学クラブ生徒等を対象にした研修会 福岡県高等学校化学部

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

平成29年7月九州北部豪雨後の朝倉市志波地区平榎集落における復興支援

芸術工学研究院

朝倉市志波地区平榎集落

グローバルデザインプロジェクトV
－Design for the Convivial Community 糸島市

グローバルデザイン　プロジェクト３　デザインアクロスカルチャー 福岡市立高木小学校，アムステルダム応用科
学大学，福岡市科学館

福岡市科学館テーブルサイエンス 福岡市科学館

福岡市子育てサービスマップ 福岡市

福津市親子向け子育てワークショップ 福津市

乳幼児健診のリデザイン 福津市

黒川復興ガーデンプロジェクト-英彦山修験道と禅に習う- 共星の里　黒川INN美術館

災害時における農業ボランティア活動をコーディネートするための体制設備 福岡県，JA福岡

総合的な学習の時間「身近にある化学現象」

先導物質化学研究所

福岡市立春日野中学校

大野城心のふるさと館１周年記念イベント 大野城市

大野城放課後総合学習　ランドセルクラブ 大野城市立大野南小学校

総合的な学習の時間「3Dプリンター技術と未来のものづくり」 グローバルイノベーションセンター 福岡市立春日野中学校

総合的な学習の時間「大気の流れと海洋開発」 応用力学研究院 福岡市立春日野中学校

総合的な学習の時間「電子顕微鏡で覗くナノの世界」 総合理工学研究院 福岡市立春日野中学校

セルロースナノファイバー活用実践講座

農学研究院

経済産業省九州経済産業局，鹿児島県薩摩
川内市，熊本県，熊本県産業技術振興協会，
くまもと有機エレクトロニクス産業促進協議
会，福岡県工業技術センター

福津の自然と生き物を見て，触って，その豊かさを知るための環境教育 福津市

重要文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」における水生生物を通し
た地域の担い手育成事業 熊本県上益城郡山都町教育委員会

「通潤用水の生きものたち」観察会 矢部郷自然観察会，山都町教育委員会

未来のいとしま学チャレンジ教室（糸島市立二丈中学校） カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所

福岡県

未来のいとしま学チャレンジ教室（糸島市立志摩中学校） 福岡県

御所浦白亜紀資料館「世界のアンモナイト」特別展 総合研究博物館 天草市立御所浦白亜紀資料館

Study Group Workshop　2019 マス・フォア・インダストリ研究所 糸島市
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