
所属部局名 氏名 ふりがな 主な研究事項・専門分野 開催日時 開催場所 講義題目 問合せ先
オンライン開催

会議室URL
通知日

理学研究院 赤木　右 あかぎ　たすく 生物無機地球化学
3月14日 (月)
15:00～16:30

伊都キャンパス
ウエスト1号館　講義棟 201号室

生物による化学風化と地球環境
理学部地球惑星科学科等事務室
担当：山路
電話：092-802-4209

3/1

マス・フォア・インダスト
リ研究所

小磯　深幸 こいそ　みゆき 微分幾何学，変分法
3月3日 （木）
15:00～16:00

伊都キャンパス
ウエスト1号館
IMIオーディトリアム（D313）

私の数学
数理・IMI事務室
担当：藤本
電話：092-802-4402

3/1

数理学研究院 長田　博文 おさだ　ひろふみ 無限粒子系・確率論
3月8日（火）
15:30～17:00

伊都キャンパス
ウエスト1号館
IMIカンファレンスルーム（D414)

空間から時間へ
数理・IMI事務室
担当：藤本
電話：092-802-4402

3/1

人間環境学研究院 南　博文 みなみ　ひろふみ 心理学

3月5日（土）
14:00-15:30   講
義
15:50-17:20
ディスカッション

オンライン開催 交差路からの眺め―Deep Urbanismへ―
南 博文先生退職記念講義準備委員会
『南マガジン』編集委員会
minamimagazine@gmail.com

3/1

先導物質化学研究所 岡田　重人 おかだ　しげと 電池材料
３月１４日（月）
15:00～16:10

筑紫キャンパス
総合研究棟（C-Cube)　１階
筑紫ホール
オンライン開催併用

電池材料研究の足跡と出会い

先導物質化学研究所
岡田研究室
担当：猪石 篤(助教)
電話：092-583-7657

3/1

農学研究院 酒井　謙二 さかい　けんじ 環境微生物学
3月8日（火）
13:30～15:00

伊都キャンパス
ウエスト5号館　232講義室
オンライン開催併用

そこに山は在るか？　そこに微生物は在る
か？
～土壌環境微生物学研究道半ばにて～

担当：田代幸寛
電話：092-802-4739

3/1

比較社会文化研究院 小山内　康人 おさない　やすひと 地質学・岩石学
3月10日（木）
13：00〜14：30

伊都キャンパス
イースト２号館　D103教室

日本・南極・ゴンドワナ
～研究足跡をたどる～

環境変動部門
担当：仙田　量子 （准教授）
電話:092-802-5653

2/14

比較社会文化研究院 高野　信治 たかの　のぶはる 歴史学
3月12日（土）
13：30開演
14：００開始

オンライン開催
周縁的なものからの歴史像
～目指しはしたものの？～

基幹教育院
担当：福田千鶴（教授)
電話：092－802－6019
携帯：090－2142－2972

2/14

医学研究院 笹栗　俊之 ささぐり　としゆき 薬理学・臨床薬理学
2月17日（木）
15：00～16：30

馬出キャンパス
基礎研究A棟1階　第2講義室
オンライン開催併用

くすりとからだ：私の研究と教育
臨床薬理学分野
担当：有岡　将基　（助教）
電話：092-642-6082

2/14

医学研究院 池田　典昭 いけだ　のりあき 法医学
3月18日（金）
１４：００～１６：００

馬出キャンパス
九州大学医学部　百年講堂

社会医学としての法医学
法医学分野
担当：辻　彰子（助教）
電話：092-642-6124

2/14

生体防御医学研究所 佐々木　裕之 ささき　ひろゆき
分子生物学、遺伝学、エピジェネ
ティクス、発生学

3月18日（金）
15:00〜16:30

オンライン開催
私のエピジェネティクス研究：運命と偶然のは
ざまを科学する

エピゲノム制御学分野
担当：鵜木　元香（准教授）
電話：092-642-6761

2/14

生体防御医学研究所 中別府　雄作
なかべっぷ　ゆうさ
く

分子生物学・神経科学
3月5日（土）
13:00〜14:30

オンライン開催
活性酸素による核酸の酸化に起因する生体の
障害とその防御機構の解明
～発がんから神経変性まで～

脳機能制御学分野
担当：土本　大介（助教）
電話：092-642-6802

https://us06web.zoom.us/j/83245234625?p
wd=UmdjY1YzcjhJbE9FTVh1UU16WmViUT09

ミーティングID: 832 4523 4625
パスコード: 7Qh3x2

2/14

工学研究院 久枝　良雄 ひさえだ　よしお
生体機能関連化学・錯体化学・
有機電気化学

3月1日（火）
15：00～16：30

オンライン開催を予定
九州大学での４７年！
〜バイオミメティックからバイオインスパイアー
ドへ〜

久枝研究室
担当：嶌越　恒（教授）
電話：092-802-2828

2/14

工学研究院 橋本　典明 はしもと　のりあき
海岸工学，沿岸防災，海洋工学，
港湾工学

3月８日（火）
１３：３０～１５：３０
※開場１３：００

伊都キャンパス
総合学習プラザ2階
工学部大講義室　（要申込）
オンライン開催併用　（要登録）

波浪の観測・解析・予測

沿岸海洋工学研究室（山城・児玉・井手）
電話：092-802-3416
Mail:hashimoto_farewell_lecture@civil.kyu
shu.ac.jp

2/14

工学研究院 松村　晶 まつむら　しょう 材料物性学　顕微科学
3月19日（土）
14:00〜15:30

伊都キャンパス
工学部西講義棟第1講義室
オンライン開催併用

電子顕微鏡と相転移
エネルギー量子工学部門
担当：安田　和弘（准教授）
電話：092-802-3487

2/14

工学研究院 古田　弘幸 ふるた　ひろゆき 有機機能分子化学
3月4日（金）
14:00～16:00

伊都キャンパス
総合学習プラザ2階　工学部大講義室
オンライン開催併用
※学外からの参加はオンラインのみ可能

「混乱から創造へ」
〜出会いが拓いた研究人生４０年〜

古田研究室
担当：清水　宗治（准教授）
電話：092-802-2866

2/14

工学研究院 高松　洋 たかまつ　ひろし 熱工学，生体熱工学
3月5日（土）
14:00〜15:30

伊都キャンパス
総合学習プラザ　大講義室
オンライン開催併用

移動現象の大切さ
～大学人としての37年間を振り返って～

熱物質移動研究室
担当：藏田　耕作（准教授）
電話：092-802-3124
https://sites.google.com/view/proftakama
tsu/home

2/14

工学研究院 高田　保之 たかた　やすゆき 熱工学
3月２6日（土）
13：00～15：30
※講義開始13：20～

伊都キャンパス
西講義棟　第一講義室

Wetting and Bubbles
～Quest for a Great Spot～
※日本語での講義

熱流体物理研究室
担当：迫田　直也（准教授）
電話：092-802-3226

2/14

総合理工学研究院 羽田　亨 はだ　とおる 宇宙プラズマ物理学
3月11日（金）
14:50～16:20

筑紫キャンパス
総合研究棟（C-Cube)　１階
筑紫ホール
オンライン開催併用

宇宙プラズマの世界
地球環境理工学　メジャー事務室
担当：長井
電話：092-583-7558

2/14

基幹教育院 木村　政伸 きむら　まさのぶ 日本教育史
3月1日（火）
１５：００～16:30

伊都キャンパス
イースト1号館　E-A-239

歴史的存在としての私と研究を語る（仮題）

人間環境学研究院
担当：野々村　淑子（教授）
Mail：nonomura.toshiko.868@m.kyushu-
u.ac.jp

2/14

九　州　大　学　広　報　室
TEL　：092-802-2130
FAX ：092-802-2139

2022年3月1日

令和3年度 定年・早期退職予定教授の最終講義について【3月1日現在】

今年度末で定年・早期退職予定教授の最終講義について、現時点で判明している情報をお知らせいたします。
今後も新しい情報が入り次第、随時情報提供いたします。※網掛けは既にお知らせ済みのものです。
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