
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

農学研究院 大嶋　雄治 おおしま　ゆうじ 水産学・生態毒性学
3月7日(火)
13:30～15：00）

伊都キャンパス
ウエスト5号館
232講義室

水産と生態毒性学　環境ホルモンやマイクロプラスチック等環境汚染
から生物を知る

水産生物環境学分野
担当：島崎洋平准教授
連絡先：simasaki@agr.kyushu-u.ac.jp

3/6

農学研究院 伴野　豊 ばんの　ゆたか 蚕糸学・家蚕遺伝子資源学
3月13日（月）
11:00〜12:00

伊都キャンパス
ウエスト5号館
220番教室
(オンライン併用開催)

カイコバイオリソースと九州大学
家蚕遺伝子分野事務室
担当：後藤・西川　他
電話：092-802-4822,4859,4816

https://us06web.zoom.us/j/8809292
0658?pwd=SzZ0M2xkS1RaQ2R1TEN
GQzY2YnV3QT09

ミーティングID: 880 9292 0658
パスコード: 2TN0Qe

3/6

数理学研究院 勝田　篤 かつだ　あつし 幾何学
3月９日（木）
14:10～15:10

伊都キャンパス
ウエスト1号館D棟4階
 IMIオーディトリアム（D-413）

Toward non commutative Bloch analysis.

数理・IMI事務室
担当：園
電話：092-802-4402
Mail：math@jimu.kyushu-u.ac.jp

3/6

芸術工学研究院 矢向　正人 やこう　まさと 音楽学、音楽美学
３月１０日（金）
15:00～16:30

大橋キャンパス
3号館 322

音楽研究の展開
担当：西田
電話：092-553-4308

3/6

芸術工学研究院 谷　正和 たに　まさかず 環境人類学
３月１１日（土）
14：00～17：00

大橋キャンパス
デザインコモン２階

どういう経緯で私はここにいるのか
井上朝雄准教授
Mail：tanigroup2023@gmail.com

3/6

理学研究院 和田　裕文 わだ　ひろふみ 磁性
3月2日（木）
15:00～17:00

伊都キャンパス
ウエスト1号館
B211講義室

私の遍歴・磁性
物理事務室
担当：小柳
電話：092-802-4101

2/15

理学研究院 久下　理 くげ　おさむ 生化学、細胞生物学、遺伝学
3月10日（金）
15:00～16:30

伊都キャンパス
ウエスト1号館D棟4階
D413号室
（IMIオーディトリアム）

生体膜リン脂質ホスファチジルセリンの生合成と細胞内輸送
化学部門生体情報化学研究室
担当：宮田 暖助教
電話：092-802-4162

2/15

理学研究院 廣岡　俊彦 ひろおか　としひこ 大気力学、中層大気科学
3月14日（火）
15:00〜16:30

伊都キャンパス
ウエスト1号館D棟4階
D413号室
（IMIオーディトリアム）

中層大気の波と流れを巡って
地球惑星事務室
担当：山路、中島 健介助教
電話：092-802-4209

2/15

理学研究院 川畑　俊一郎 かわばた　しゅんいちろう
生化学、タンパク質科学、比較免疫学、細胞
生化学、細胞内情報伝達

3月18日（土）
13:30〜15:30

伊都キャンパス
ウエスト１号館
講義棟（ビックリーフ）202室

カブトガニ凝固カスケードの自己触媒的活性化を介した分子機構と
ショウジョウバエ架橋酵素の生体防御に果たす役割
: Molecular mechanismof horseshoe crab coagulation
cascade through
autocatalytic activation and roles of Drosophila
cross-linking enzyme in the host defense system

生物科学部門
担当：柴田 俊生助教
電話：092-802-4031

2/15

農学研究院 南石　晃明 なんせき　てるあき 農業経営学、農業情報学
3月4日（土）
14：50～16：20

伊都キャンパス
ウエスト５号館
330教室

デジタル時代の農業経営学

参加申込フォーム：
https://forms.gle/PFFZTtpSpTd7jkyZ8
担当：農業経営学研究室　上西良廣助教
Mail：uenishi@agr.kyushu-u.ac.jp

2/15

農学研究院 石野 良純 いしの よしずみ 分子生物学・極限環境生物学
３月９日（木）
14:00～16:00

伊都キャンパス
ウエスト５号館
２２０教室

大腸菌からアーキアへ：分子微生物学における40年の視点
生物化学分野
担当：金田
電話：092-802-4714

2/15

システム情報科学研究院 川邊　武俊 かわべ　たけとし 制御工学
3月3日（金）
15:00～17:30

伊都キャンパス
総合学習プラザ 工学部大講義室

自動車制御系設計作品集ー機械，情報と制御ー
電気システム工学部門事務室
担当：湯野剛史（川邊研助教）
電話：092-802-3691

2/15

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

2023年3月6日

令和4年度 定年退職予定教授の最終講義について【3月6日現在】

今年度末で定年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。



工学研究院 古川　雅人 ふるかわ　まさと 流体工学，流体機械
3月11日（土）
13:00～15:00

伊都キャンパス
稲盛財団記念館　稲盛ホール

ターボ機械と渦流れ現象　～渦とともに３８年～
機械工学部門事務室
担当：森英男准教授
電話：092-802-3114

2/15

工学研究院 出光　一哉 いでみつ　かずや 原子力学
3月17日（金）
14：00～16：00

伊都キャンパス
センター2号館
2306号室

核燃料サイクルに関する研究について
エネルギー量子工学部門事務室
担当：藤田
電話：092-802-3542

2/15

工学研究院
キャンパス計画室

吉田　敬介 よしだ　けいすけ
機械工学(熱工学）、(公財）九州大学学術研
究都市推進機構研究主幹

3月18日（土）
14：00～16：00

伊都キャンパス
ウエストゾーン講義室

機械工学屋の九大統合移転
キャンパス計画室
campusplan@jimu.kyushu-u.ac.jp

2/15

総合理工学研究院 張　炳國 じゃん　びょんくっく 耐熱材料・構造セラミックス材料学
３月１5日（水）
15:00～16:30

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

構造セラミックス材料研究の旅路
材料理工学メジャー事務室
担当:野副
電話: 092-583-7547

Zoomミーティング
https://zoom.us/j/95834624844?pw
d=UThDWU9rU1lWdUY0Mi9IbERiNFB2
UT09

ミーティングID: 958 3462 4844
パスコード: 039494

2/15

医学研究院 住本　英樹 すみもと　ひでき 生化学・分子生物学
3月14日（火）
13:00〜14:30

馬出キャンパス
ウェストウィング
臨床大講堂

最終講義
医系学部等事務部総務課総務第一係
担当：本田
電話：092-642-6249

2/15

法学研究院 河野　俊行 こうの　としゆき 国際私法、国際文化遺産法
３月１０日（金）
16:00～17:30

伊都キャンパス
イースト１号館
E-B-112

世界遺産の現在と未来ー次の推薦候補を考えてみる
担当：八並廉准教授
電話：080-6420-2785

2/15

法学研究院 Caslav Pejovic ペイヨヴィッチ・チャスラヴ 海商法、国際商法
３月１6日（木）
16:40～18:10

伊都キャンパス
イースト２号館
E-109

Kyushu University: Retrospective of a Carrier
Wrapped by Destiny

担当：八並廉准教授
電話：080-6420-2785

2/15

言語文化研究院 井上　奈良彦 いのうえ　ならひこ コミュニケーション学・議論学とディベート
3月11日（土）
16:30～18:00

伊都キャンパス
※開催場所は申込者に通知
オンライン併用

 ディベート教育と研究を振り返ってー共創学部最終講義を兼ねてー

担当：井上奈良彦研究室
電話：092-802-5747
参加申込フォーム：
https://forms.gle/AT1ksh5TpyWScFJ36

2/15

言語文化研究院 高橋　勤 たかはし　つとむ アメリカ文学・環境人文学
3月23日（木）
10:30～12:00

伊都キャンパス
イースト２号館
C203

石牟礼道子における近代の構図
担当：大津隆広教授
電話：092-802-5700

2/15

歯学研究院 山下　喜久 やました　よしひさ 予防歯科学・口腔衛生学
2月2日（木）
14：50～16：20

馬出キャンパス
歯学部Ｂ棟（本館実習棟）１階
歯学部講義室AB

 落ち穂拾いの研究者人生
The Road to Preventive Dentistry

歯学研究院
担当：山下喜久教授
電話：092-642-6350

2/1

歯学研究院 中村　誠司 なかむら　せいじ 口腔外科
3月17日（金）
15:00〜16:30

馬出キャンパス
歯学部Ｂ棟（本館実習棟）１階
学部講義室AB

九州大学での47年間を振り返って
〜失敗を恐れず、失敗から学べ！〜

顎口腔外科　秘書
電話：092-642-6447

2/1

医学研究院 佐々木　雅之 ささき　まさゆき 放射線医学・放射線技術学
2月8日(水)
14：50～16：20

馬出キャンパス
総合研究棟102室

医療と医学と保健学
～放射線医学と放射線技術学の40年～

医学研究院保健学部門医用量子線科学分野 分野長
有村秀孝教授
電話：092-642-6719
Mail：arimura.hidetaka.616@m.kyushu-
u ac jp

2/1

医学研究院 筒井　裕之 つつい　ひろゆき 循環器内科学
3月13日（月）
14：00～15：30

馬出キャンパス
九州大学病院　臨床大講堂

心臓病に挑む・患者を救う
～今まで、そしてこれから～

循環器内科医局
担当：細川
電話：092-642-5360

2/1

薬学研究院 植田　正 うえだ　ただし タンパク質工学
2月23日（木、祝）
14：50～16：20

馬出キャンパス
コラボステーションI 視聴覚室

40年間のタンパク質研究
IMMP研究会（同門会）
担当：阿部義人（国際医療福祉大学）
電話：0944-32-6128

2/1

農学研究院 平松　和昭 ひらまつ　かずあき 環境水理学・環境水文学
3月17日(金)
14:00～15:30

伊都キャンパス
ウエスト5号館
220講義室

九州大学での46年を振り返って
～地域水環境のモデリング研究～

農学研究院水環境学研究室
担当：原田昌佳准教授
電話：092-802-4616

2/1

人間環境学研究院 安立　清史 あだち　きよし 社会学・福祉社会学
2月6日（月）
14：50～16：20

伊都キャンパス
イースト2号館
D103教室

福祉の起原──「戦争の乗り越え」は可能か

人文社会科学系事務部総務課庶務第一係
担当：松尾
電話：092-802-6304
Mail:jbssyomu1@jimu.kyushu-u.ac.jp

2/1



人文科学研究院 岡崎　敦 おかざき　あつし 西洋史、文書学、アーカイブズ学
 3月4日(土)
14:00～16:00

九州大学箱崎サテライト
旧工学部本館3F
10番講義室

岡崎敦先生最終講義

岡崎敦先生最終講義実行委員会
担当：今井宏昌准教授
Mail：imai@lit.kyushu-u.ac.jp
電話：092-802-5025 （教員室）
　　　　092-802-5091（西洋史学研究室）

2/1

言語文化研究院 山村　ひろみ やまむら　ひろみ スペイン語学
3月23日（木）
13:00～14:30

伊都キャンパス
イースト２号館
C203教室

スペイン語の時制を考える
担当：大津隆広教授
電話：092-802-5700

2/1


