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公開講座

講　座　名 回数 実施部局名

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・糸島地域の歴史発掘） 10 地球社会統合科学府
世界一大きな授業＠九州大学 4

法学研究院
みんなの「水」講座 5
公開講演会「最新化学談話シリーズ」 8

理学部
第13回九州大学　理学部生物学科　公開講座 1
高校生のための化学の談話室 4
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
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

第12回九州大学医学部保健学科公開講座　
身近な健康を考える2－安全に健やかに－ 1 医学部

医療・創薬の革新　〜基礎および臨床現場の取り組み〜 5 薬学研究院
船舶海洋科学技術におけるロボット工学への挑戦 5 工学部

（究極の）滑らかさ 1
工学研究院九州大学ソフト工学公開講座「医療・福祉のための先端ロボット技術」 1

現場で奮闘する研究者に聞く「近年の自然災害の傾向とその対策」 2
九州大学ソフト工学公開講座2015

「環境新時代－くらしをまもるテクノロジー－」 5 工学研究院，カーボンニュートラル・エネ
ルギー国際研究所

九州の地下資源 -金・地熱・レアメタル- 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10　創造都市の歩き方（2）　〜アジアの創造都市を訪ねて〜 6

芸術工学部

建築探偵シリーズその11　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総長）の戦前期デザイン思想と戦後の実践を巡る物語〜 6

3Dプリンタでモデルを作ろう－3Dデジタルモデリングの1日体験－（第1回） 1
3Dプリンタでモデルを作ろう－3Dデジタルモデリングの1日体験－（第2回） 1
蓄音機でよみがえる大正・昭和の芸能文化 1
聴能形成実務担当者講座 2
絵画の学校／油絵，アクリル画，水彩，デッサン 6
高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 2
高校生のための環境設計公開講座 1
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
黒澤映画で楽しむシェイクスピア 4
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
はじめての工業デザイン 1

43講座（平成26年度）

民間等との共同研究実施件数 受託研究実施件数 （平成26年度）

ライフサイエンス
139件（19.9%）

ライフサイエンス
227件（32.9%）

ナノテクノロジー・材料
80件（11.6%）

ナノテクノロジー・材料
99件（14.2%）

エネルギー
133件（19.1%）

エネルギー
92件（13.4%）

製造技術
106件（15.2%） 製造技術

38件（5.5%）

その他
95件（13.6%）

その他
140件（20.3%）

社会基盤
32件（4.6%）

社会基盤
14件（2.0%）

フロンティア
10件（1.4%）

フロンティア
8件（1.2%）

情報通信
44件（6.3%）

情報通信
49件（7.1%）

環境
40件（5.7%）

環境
41件（6.0%）

計 698件 計 689件

（次頁へ続く）
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講　座　名 回数 実施部局名

中学生の科学実験教室2014 1 システム情報科学研究院
サステナブル社会実現に貢献する日本の先端的省エネルギー技術 2 総合理工学府
ウリ科野菜の育ち方　〜世界にたった１個のメロンを目指して！ & キュウリの接ぎ木も
やってみよう！〜 2 農学部附属農場（原町農場）

里山森林体験講座－野外活動で学ぶ環境問題と森林の働き－ 2 農学部附属演習林（福岡演習林）
九州山地の森を知ろう 1

農学部附属演習林（宮崎演習林）
九州山地の森と樹木 1
森林の光の色－植物が好きな光、嫌いな光－ 1 農学部附属演習林（北海道演習林）
第12回市民公開講座「患者さんと考える明日への医療」 1

病院
第6回血液疾患医療講演会 1

寄附講座・寄附研究部門

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26年4月〜平成29年3月 51 学校法人滋慶学園
法学研究院 現代社会論講座 平成27年4月〜平成29年3月 19.704 株式会社西日本新聞社

医学研究院

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

応用病態修復学講座 平成26年10月〜平成28年9月 70 一般財団法人地域医学研究基金

放射線医療情報・ネットワーク講座 平成26年4月〜平成29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

地域医療学講座 平成26年4月〜平成29年3月 52.5 鹿児島県指宿市
体表感知学講座 平成25年4月〜平成28年3月 90 マルホ株式会社

神経治療学講座 平成24年10月〜平成27年9月 54

バイオジェン・アイデック・ジャパン株
式会社
バイエル薬品株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
田辺三菱製薬株式会社

外科集学的治療学講座 平成26年4月〜平成29年3月 60 小野薬品工業株式会社
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25年4月〜平成28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26年4月〜平成28年3月 120 福岡県
がん分子病態学講座 平成26年4月〜平成29年3月 90 大鵬薬品工業株式会社
がん先端医療応用学講座 平成26年4月〜平成29年3月 60 株式会社ヤクルト本社
包括的腎不全治療学講座 平成27年4月〜平成28年3月 30 バクスター株式会社

薬学研究院
革新的バイオ医薬創成学講座 平成24年10月〜平成27年9月 60 テラ株式会社
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

農学研究院
極限環境微生物ゲノム機能開発学
講座 平成22年10月〜平成27年9月 250 財団法人発酵研究所

未来創生微生物学講座 平成26年4月〜平成28年3月 46 三和酒類株式会社
生体防御医学
研究所

悪性腫瘍に対する新規免疫・遺伝子
治療薬開発研究部門 平成26年4月〜平成28年3月 34 新日本製薬株式会社

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27年4月〜平成29年3月 120 興和株式会社
株式会社先端医療開発

先端循環制御学部門 平成27年4月〜平成30年3月 120 アクテリオンファーマシューティカルズ
ジャパン

20講座4部門（平成27年4月1日現在）
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15 社会との連携

社会連携事業

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

臨床と教育の現場に向けてのことばに関する学術的支援 人文科学研究院 一般社団法人福岡県言語聴覚士会

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 NPO法人女性エンパワーメントセンター
福岡

子どもの問題を中核においた大学と学校・地域の連携システムの構築と展開

人間環境学研究院

糸島市教育委員会
不登校児童生徒の居場所活動「ここりーと」とスクールメンタルサポーター活動
の展開

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
児童福祉分野の情報デザインを探る〜福岡市こども総合相談センターと連携
して〜 福岡県福岡市

地球市民育成のための小大連携ワークショップ 法学研究院 筑紫野市立吉木小学校

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推進連絡協議会

炭鉱関連博物館連携ネットワークを利用した炭鉱遺産を活用した教育プログラ
ムの提案

工学研究院

釧路市立博物館

糸島市地理空間情報エキスパート養成事業 福岡県糸島市

再生氾濫原アザメの瀬における地域活性化計画 国土交通省九州地方整備局武雄河川
事務所

直方市における市民参加型GISの実現を目指す教育支援事業 福岡県直方市
糸島市災害リスクコミュニケーション事業 福岡県糸島市
唐津みなと里山づくりの支援 佐賀県唐津市
福島地域景観まちづくり協議会による持続可能な地域コミュニティ形成に向け
たアクションプログラムの実践 長崎県松浦市

大分県日田市の大山川・三隅川・花月川における河川環境保全と水災害の防
災・減災の両立への取り組み 大分県日田市

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

津屋崎千軒の建築文化継承に関わる地域連携

芸術工学研究院

福岡県福津市
人にやさしい／人がやさしい社会実現のためのフォーカスグループプロジェクト 一般社団法人生き方のデザイン研究所
産学官連携をすすめる九州大学社会イノベーションデザインハブプロジェクト 福岡県福岡市，NPO法人ドネルモ
大濠ひまわり芸術祭実行委員会（仮称） 大濠・西公園管理事務所
ユネスコ世界文化遺産をものがたる天草石工と九大生がつながりもやう域学
連携デザインワークショップ

芸術工学研究院，
人間環境学研究院 熊本県天草市

港湾附属施設のワイヤレスブロードバンド化および同所の商業活動を活性化さ
せるICT利活用モデルの構築 システム情報科学研究院 福岡地域戦略推進協議会

福岡県糟屋郡新宮町における飛砂対策に関する社会連携事業 総合理工学研究院，
工学研究院 福岡県糟屋郡新宮町

44事業（平成26年度）

共同研究部門

部　局　名 部　門　名 設　置　期　間 相　手　先

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

国土交通省九州地方整備局
博多港ふ頭株式会社
三井造船株式会社九州支社

平成26年4月1日〜平成29年3月31日
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

海洋エネルギー資源共同研究部門 平成26年4月1日〜平成28年3月31日 一般財団法人日本海事協会

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
ギガフォトン株式会社

平成25年4月1日〜平成28年3月31日

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

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
平成26年10月1日〜平成29年9月30日

手術支援システム開発部門 平成24年4月1日〜平成29年3月31日 ‒
先進細胞治療学研究部門 平成24年4月1日〜平成28年3月31日 株式会社メディネット
癌局所制御研究部門 平成24年6月1日〜平成29年3月31日 一般財団法人メディポリス医学研究財団

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

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

佐賀県唐津市
平成27年4月1日〜平成32年3月31日

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

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 JFEスチール株式会社

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
富士通株式会社

産学連携センター 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 株式会社オートネットワーク技術研究所
循環器病未来医療研究
センター 未来心血管治療学共同研究部門 平成27年4月1日〜平成29年3月31日 日本たばこ産業株式会社

15部門（平成27年5月1日現在）
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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

熊本県球磨郡多良木町
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 山都町教育委員会

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5回） 福岡県糸島市

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），
システム情報科学研究院 大分県

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
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
北海道演習林におけるカラマツ育林技術の普及促進事業

農学部附属演習林（北海道演習林）
北海道足寄郡足寄町

北海道演習林を活用した中大連携・高大連携事業 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 福岡県教育庁福岡教育

事務所
地域貢献型科学コミュニケーション活動ネットワークの構築 基幹教育院，総合研究博物館 福岡県
がん患者支援ネットワーク事業 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
巡回展示「みんなで作ろうミュージアム・プロジェクト」 総合研究博物館 福岡県糸島市

九大・糸島市民の情報交換及び連携交流事業 国際宇宙天気科学・教育センター，
工学研究院，総合研究博物館 福岡県糸島市

大磯町町民アウトリーチ・最先端自然科学普及事業 国際宇宙天気科学・教育センター，
総合研究博物館 神奈川県中郡大磯町

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

高知県いの町における地域社会・企業・大学の協働による「和紙の力」再構築プ
ロジェクト 明るい柳野を創る会

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
営農指導員との連携で目指す中山間地農業の活性化〜伝統農法の保全と地域
特性のブランド化を通して〜 新あきた農業協同組合

その他の社会連携活動

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等
九大生ポスト・AQAプロジェクトによる現代美術展 人文科学研究院 第5回福岡アジア美術トリエンナーレ実行委員会

地域住民参加型で進める耐震補強スキームの構築に関する実験的研究 人間環境学研究院 都城工業高等専門学校建築学科，
沖縄県八重山郡竹富町役場

東区コミュニティユース2014「世界の貧困を擬似体験する参加型ワーク
ショップ」

法学研究院

福岡市東区役所，箱崎校区自治会，
東箱崎校区自治会

和のミュージアム まちづくり、日本文化、地域文化ワークショップ NPO法人福博相伝の会
NGO合同説明会 in 九州大学 特定非営利活動法人NGO福岡ネットワーク
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
糸島産薬用植物の機能評価と栽培研究 薬学研究院 福岡県糸島市
第11回種子島ロケットコンテスト

工学研究院

種子島ロケットコンテスト大会実行委員会
筑後川流域のエクスカーション 大分県日田市，福岡県福岡市
海と船を知る教室 日本船舶海洋工学会
糸島市南東部における高密度重力探査を用いた基盤・断層構造の推定 福岡県糸島市

中山間地水害後の農林地復旧支援モデルに関する研究 芸術工学研究院 八女市，山村塾，独立行政法人科学技術振興機
構社会技術研究開発センター

糸島市における理想的な森林配置に関する研究－今後の効率的かつ多
様な森林管理を見据えたゾーニング－ 農学研究院 福岡県糸島市

糸島産アマナツの長期貯蔵技術の開発 福岡県糸島市

篠栗九大の森 農学部附属演習林
（福岡演習林） 福岡県糟屋郡篠栗町

足寄町職員研修 農学部附属演習林
（北海道演習林）

北海道足寄郡足寄町

地域の教育機関との連携による北海道演習林を活用した自然体験事業 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足寄，
足寄町教育委員会

糸島市における風環境の把握と風力資源マップの作成 応用力学研究所 福岡県糸島市
ペシャワール会活動写真展〜辺境の大地に根ざして〜 附属図書館 ペシャワール会

行政文書の廃棄に係る歴史公文書の選別基準に関する研究 附属図書館付設記録
資料館 熊本県

市民参加型タンポポ調査2015説明会 総合研究博物館 タンポポ調査・西日本実行委員会
PPPを活用した糸島市のまちなか居住推進に関する研究 産学連携センター 福岡県糸島市
プロフェッショナルへのキャリア＆ライフパス－女性研究者・技術者編－ 男女共同参画推進室 福岡県男女共同参画センターあすばる

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

伊都祭2014 伊都共通事務部 福岡市西区役所，福岡県糸島市
Eat Ito 2014〜糸島夏野菜カレーを食べよう！〜 産学・社会連携課 福岡県糸島市
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