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　九州大学の研究・教育は，高度の世界水準を維持しておりますが，これをさらに発展させ，国際競争力のある個性輝く大
学として大きく飛躍するために，2つの将来構想を掲げています。

　この「新科学領域への展開」と「アジア指向」という将来構想を二本柱として，「研究」，「教育」，「社会連携」，「国際連携」
という4つの活動分野に重点をおいて，様々な取り組みを展開しています。また，教育の活動に対しては，「人的資源の重点
配置」「研究スペースの整備」「戦略的予算の措置」「研究・教育時間の確保」の４つのインセンティブで支援しています。
　4つの活動分野のうち，「社会連携」については，「社会連携事業に関する基本方針」（平成20年5月16日制定）を掲げ，よ
り良い社会の実現に向け，大学が有する全英知を結集し，学内の人材や設備，研究組織を最大限活用して，調査研究や教
育指導などの社会連携活動に取り組み，その成果を広く社会に還元・共有する活動を展開しています。

１．基本方針

２．基本方針に基づく取り組み

　本学はこの基本方針に基づき，以下の社会連携事業に取り組むこととする。

人的ネットワーク型社会連携の強化：教員の意識改革
情報共有型社会連携の強化：情報受発信の仕組みの改革
プロジェクト型社会連携の強化：社会の変化に対応した人づくり，ものづくりのための新事業の創成
教育サービス面における社会連携の強化：社会が求める事業への転換
全学的な社会連携推進体制の強化：社会連携推進室の機能強化
部局等単位での社会連携推進体制の強化：産学連携センター等関係組織及び部局単位での推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  体制の確立

自治体及び企業等との連携組織体制の強化：連携協定先との社会連携ネットワーク体制の確立

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

　以上の事業推進に際しては，九州大学同窓生をはじめとして，地域住民，社会活動団体，行政，経済
界などと幅広く共同して活動するシステムの構築を目指し，その活動自体が活力ある社会の誕生に貢献
するように努める。

　九州大学は，社会貢献戦略プロジェクトチームが策定した「九州大学の社会貢献実現のための社会
連携について」に基づき，以下を社会連携の基本方針とする。

より良い社会の実現に向けて大学が果たす役割を十分に認識し，本学が有する全英知，設備，研究
組織を結集して，そのための調査研究と教育指導にあたること。
研究・教育成果を広く社会に還元し，社会と共有することの意義を十分に認識し，そのための社会
連携を活性化して，社会貢献を実現すること。

(1) 

(2) 

（1） 研究実績に基づき形成する「新科学領域への展開」

（2） 歴史的・地理的必然が導く「アジア指向」の具現化

社会連携事業に関する基本方針

九州大学の社会連携活動について1
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自治体等との連携について

▪社会連携事業経費支援事業

【平成16年度】

2
　九州大学では，「社会連携事業に関する基本方針」に基づき，自治体や地域社会の諸セクター（以下「自治体等」）と連携し
ながら，様々な取り組みを行っています。
　これらの社会連携事業のうち，（1）地域社会の活性化や文化の向上に貢献することを目的とした事業，（2）自治体等と本
学が一体となって取り組む事業，（3）自治体等との持続的な連携・協働体制の構築が期待できる事業については，経費の一
部を大学から支援（社会連携事業経費）し，その活動の推進を図っています。
　また，国や自治体の審議会委員や，経済・文化団体の顧問，非政府・非営利組織等への参画等を通じた社会貢献も行っ
ています。

事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

附属言語運用総合研究センターによるプロジェクトの推進

九州大学箱崎文系地区
社会貢献委員会

九州大学箱崎文系地区
社会貢献委員会

福岡県,福岡市,
九州・山口経済連合会,
福岡商工会議所,
㈳福岡県中小企業
経営者協会，
日本労働組合総連合会
福岡県連合,
ＮＰＯふくおか,
西日本新聞社

九州大学箱崎文系地区
社会貢献委員会（人文科
学研究院，人間環境学研
究院，法学研究院，経済
学研究院，教育学部，石
炭資料研究センター）

現代の学校の教育力を拓く
社会調査士制度スタートについてのシンポジューム及び

「地域とつなぐ、地域をつなぐ」事業
アーキビスト研修プログラムの開発
紛争管理セミナー及びリーガルクリニック事業
九州大学ビジネス・スクールとTOTOの連携による教育，
九州大学型MOT教育の試行及びアジアの提携校,
関係大学との国際学術交流事業

福岡・博多のデジタル古地図集成事業 人文科学研究院 人文科学研究院
教授　安藤保 福岡県立図書館 総合研究博物館

「地域資源としての民家再発見」事業 人間環境学研究院 人間環境学研究院
教授　菊池成朋 浮羽郡浮羽町

アジア諸国の法律情報サービス 法学研究院
アジア法センター

法学研究院
アジア法センター 福岡県

一般自然科学啓蒙事業
理学研究院等社会貢献
推進委員会

理学研究院等社会貢献
推進委員会 福岡県教育庁 理学研究院

数理学研究院
先端的自然科学普及事業
理科・数学教育向上事業
理科実験普及事業

有資格者再教育事業「医師再教育事業」 医学研究院 医学研究院
教授　橋爪誠 福岡市医師会

高校生を対象にした旧池島炭坑を利用した
石炭資源の開発・利用に関する啓蒙事業 工学研究院 工学研究院地球資源

システム工学部門
長崎県長崎市,
長崎県佐世保市,
長崎県西彼杵郡外海町

無形資産の先進的デジタルアーカイブによる教育普及事業 芸術工学研究院 芸術工学研究院
講師　金大雄 熊本県教育庁

自治体の社会基盤整備のための
地理情報システム（GIS）技術の連携と支援 システム情報科学研究院 システム情報科学研究院

教授　牧之内顕史
福岡県

比較社会文化研究院,
人間環境科学研究院,
経済学研究院,
工学研究院,
新キャンパス計画推進室

福岡市ゼロエミッション・システム化推進事業

農学研究院

農学研究院
教授　金澤晋二郎 福岡市 医学部，病院,

熱帯農学研究センター

志賀島都市農村交流事業 農学研究院
教授　村田武

志賀島都市農村交流
協議会

地産地消型社会を推進する
ＩＴコミュニケーションネットワーク事業

農学研究院
助教授　中司敬 糟屋郡粕屋町

大学・学生・市民の協働による里山保全事業 農学研究院
助手　佐藤剛史

福岡市西区役所,
ＮＰＯ法人環境創造舎,
福岡グリーンヘルパーの会,
市民の手による生物調査,
福岡市西区元岡自治会,
福岡市西区桑原自治会

理学研究院

環境科学啓蒙事業
農学部附属演習林 農学研究院

助教授　井上晋 椎葉村教育委員会
環境教育向上事業

「高校生のための免疫学」セミナー 生体防御医学研究所 生体防御医学研究所 福岡県

シーボルト展示会 ―シーボルトと福岡― 附属図書館 附属図書館 福岡県立図書館

参画している分野等 延べ件数

科学技術振興，都市計画，防災，河川・地盤対策，行政改革，地方自治，医療制度，社会保障制度，
男女共同参画，学校運営，文化芸術振興，環境保全など 約1,900

（平成21年度）
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【平成17年度】

事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

元岡地区市民啓蒙活動事業
宙空環境研究センター 宙空環境研究センター

センター長　湯元清文

前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町 総合研究博物館

芦別地区市民啓蒙・先端的自然科学普及事業 北海道芦別市教育委員会,
星槎大学

産学官民連携で創ろう　オーダーメードのまち宗像 知的財産本部
産学連携センター

知的財産本部リエゾン
グループ,
産学連携センター

宗像市

ふくおか少子高齢社会オープンミュージアム 東アジアセンター・オン・
エイジング

東アジアセンター・オン・
エイジング 福岡市

比較社会文化研究院,
人間環境学研究院,
経済学研究院,
医学研究院，農学研究院

食と健康に関する市民ならびに学校給食,
食品産業関係者啓蒙事業

「食と安全と健康な生活の
構築」リサーチ・コア

農学研究院
教授　今泉勝己 福岡市保健環境研究所

高大連携シンポジウム 高大連携推進専門委員会 高大連携推進専門委員会 福岡県教育委員会

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館 総合研究博物館
教授　松隈明彦

前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町 宙空環境研究センター

事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

社会連携セミナーⅠ「朝鮮の歴史と文化」
人文科学研究院社会
連携推進委員会

人文科学研究院社会
連携推進委員会

福岡市，福岡市博物館

社会連携セミナーⅡ「言語と文芸 ―和漢古典の世界―」 福岡市，赤煉瓦文化館

人文科学研究院附属言語運用総合研究センター・セミナー 福岡県言語聴覚士会 人文科学研究院附属言語
運用総合研究センター

高校教育支援特別事業

理学研究院等社会貢献
推進委員会

理学研究院等社会貢献
推進委員会 福岡県教育庁 理学研究院,

数理学研究院

先端科学体験事業
先端科学普及事業
自然科学啓蒙事業
中等教育担当教員研修事業
地域における生活習慣病予防による
医療費節減効果評価事業 医学研究院 医学研究院

教授　馬場園明 糟屋郡宇美町 健康科学センター

地震活動予測を目指した
地下水位観測ネットワークシステムの構築

工学研究院

工学研究院
教授　江原幸雄 福岡市

地球環境を考慮した資源開発専門職大学院設立のための
調査事業

工学研究院地球資源
システム工学部門

北海道釧路市,
長崎県長崎市

英彦山花公園施設を利用した英彦山に生息する生物の
標本展示と農学部附属彦山生物学実験施設及び
環境昆虫学に関するパネル解説

農学研究院

農学研究院 添田町教育委員会

福岡都心部バイオマスゼロエミッションの構築 農学研究院
教授　金澤晋二郎 福岡市 医学研究院

芸術文化を取り込んだ先導的な食育と地域農産物の
ブランド化事業

農学研究院
助教授　中司敬 糟屋郡粕屋町，JA粕屋 芸術工学研究院

耕作放棄地の放牧利用を普及するための先端IT技術を
活用した遠隔管理システムの構築 農学部附属農場 農学研究院

助教授　後藤貴文 大分県 システムLSI研究センター,
知的財産本部

環境科学啓蒙事業
農学部附属演習林 農学部附属演習林 椎葉村教育委員会

環境教育向上事業

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館 総合研究博物館
教授　松隈明彦

前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町 宙空環境研究センター

芦別地区市民啓蒙・先端的自然科学普及事業
宙空環境研究センター 宙空環境研究センター

センター長　湯元清文

北海道芦別市，星槎大学

伊都地区市民啓蒙活動事業 前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町 総合研究博物館

透過電子顕微鏡解析・計測技術に関する教育研修と
研究支援事業 超高圧電子顕微鏡室 総合理工学研究院

教授　友清芳二 福岡県 工学研究院，
産学連携センター

伊都キャンパス誕生年記念事業 九州大学 九州大学 ㈶九州大学学術研究
都市推進機構

食の開発に関する中山間地域振興関係者啓蒙事業 「食の安全と健康な生活の
構築」リサーチコア 農学研究院 うきは市

高大連携シンポジウム 高大連携推進専門委員会 高大連携推進専門委員会 福岡県教育委員会

活字文化公開講座 社会連携推進室 社会連携推進室 活字文化推進会議
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【平成18年度】
事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

人文科学研究院社会連携セミナーⅠ
「言語と文芸―和漢古典の世界―」

人文科学研究院

人文科学研究院
助教授　高山倫明 福岡市

人文科学研究院社会連携セミナーⅡ
「朝鮮の歴史と文化」
人文科学研究院社会連携セミナーⅢ

「社会生活と言語コミュニケーション」
人文科学研究院
教授　柴田篤 福岡県言語聴覚士会

福岡アジア美術館「フィリピンの美術」展キュレーション
（企画構成）事業

人文科学研究院
教授　後小路雅弘 福岡アジア美術館

福岡・博多関係の古地図デジタル化プロジェクト 比較社会文化研究院 比較社会文化研究院
教授　高野信治 福岡県立図書館 総合研究博物館

発達障害特別支援地域ネットワーク事業
人間環境学研究院

人間環境学研究院
教授　大神英裕

前原市,
前原市教育委員会 病院

産官学連携による福岡天神地区エリアマネジメントと
まちづくりガイドライン策定事業

人間環境学研究院
教授　出口敦 福岡市中央区役所 工学部

福岡県教育委員会・教育センターとの連携にもとづく
研修講座事業 教育学部 教育学部

学部長　野島一彦
福岡県教育委員会,
福岡県教育センター,
志摩町教育委員会

中小企業のための経済・経営セミナー 経済学研究院 経済学研究院
研究院長　荻野喜弘

㈳福岡県中小企業
経営者協会

自然科学啓蒙事業

理学研究院 理学研究院
教授　藤義博 福岡県教育庁

先端科学普及事業
先端科学体験事業
中等教育担当教員研修事業
高校教育支援特別事業

医師再教育事業
医学研究院

医学研究院
教授　橋爪誠

福岡県医師会,
福岡市医師会,
日本救急医学会,
日本内視鏡外科学会

地域におけるメタボリック症候群の予防プログラムの開発 医学研究院
教授　馬場園明 糟屋郡宇美町

福岡地域における地震活動の予測と地震情報の
事前伝達システムの構築 工学研究院 工学研究院

教授　江原幸雄 福岡市西区役所

都市における市民遺産発掘事業

芸術工学研究院

芸術工学研究院
教授　西山徳明 太宰府市教育委員会

広域八女圏の地域固有文化資源を生かした
多世代交流型創造教育拠点整備に関する社会連携活動

芸術工学研究院
教授　藤原恵洋

八女市,
八女市教育委員会

ユーザーサイエンス機構,
農学研究院

段ボールコンポストによる循環型コミュニティ形成事業 芸術工学研究院
助教授　近藤加代子 春日市

高校の化学クラブ活動を通した調査・研究
―優秀な理系学部受験生の獲得および企業からの支援―

芸術工学府
教務職員　今坂智子

福岡県立修猷館高校,
福岡県立福岡高等学校

工学研究院,
中央分析センター,
九州大学親和会

芸術文化を取り込んだ先導的な食育と地域農産物の
ブランド化Ⅱ

農学研究院

農学研究院
教授　中司敬

糟屋郡粕屋町,
JA粕屋

農学部附属農場,
芸術工学研究院

第6回九州森林フォーラム
「国産材積極活用のリアリズム」への助成

農学研究院
助教授　佐藤宣子

NPO法人九州森林ネット
ワーク

耕作放棄地の放牧利用を普及するための先端IT技術を
活用した遠隔管理システムの構築 農学部附属農場 農学研究院

助教授　後藤貴文 大分県 農学部附属農場,
知的財産本部

福岡演習林を活用した森林環境学習機会の提供事業

農学部附属演習林

農学研究院
助教授　薛孝夫 篠栗町教育委員会

北海道演習林を活用した自然体験事業
農学研究院
助教授　古賀信也

北海道立足寄少年自然の家,
足寄町教育委員会

北海道演習林を活用した中大連携・高大連携事業 足寄町立足寄中学校,
北海道立足寄高等学校

環境科学啓蒙事業
農学研究院
助教授　熊谷朝臣

宮崎県東臼杵郡椎葉村

森林教育体験事業 宮崎県東臼杵郡椎葉村,
大河内森林ガイドの会

福岡県立図書館と共催する資料展示・講演会開催事業 附属図書館 附属図書館長
有川節夫 福岡県立図書館

地域高齢者の転倒及び介護認定に関わる要因分析に
関する調査・研究事業

健康科学センター

健康科学センター
教授　熊谷秋三 福津市

ウォーキング事業参加者の運動継続への
行動科学的視点による介入と効果検証

健康科学センター
教授　松本公雄 筑紫野市

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館 総合研究博物館
教授　松隈明彦

前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町

伊都地区市民啓蒙活動事業
宙空環境研究センター 宙空環境研究センター

センター長　湯元清文

前原市，糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町

芦別地区市民啓蒙・先端的自然科学普及事業 北海道芦別市，星槎大学

高大連企画「模擬講義」「高校生と大学生のセミナー」 高等教育開発推進センター 高等教育開発推進センター
センター長　淵田吉男 福岡県教育委員会

「地産地消による健康な生活」講演会 「食の安全と健康な生活の
構築」リサーチコア

農学研究院
教授　今泉勝己 前原市

平成18年度福岡都市圏大学連携事業 社会連携推進室 社会連携推進室長 福岡都市圏大学連携会議,
福岡市 アドミッションセンター
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【平成19年度】
事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

人文科学研究院社会連携セミナーⅢ
「社会生活と言語コミュニケーション」 人文科学研究院

人文科学研究院
教授　柴田篤 福岡県言語聴覚士会

美術鑑賞教育ワークショップ 人文科学研究院
教授　後小路雅弘 福岡県立美術館

「福岡・博多の古地図に親しむ」プロジェクト 比較社会文化研究院 比較社会文化研究院
教授　高野信治 福岡県立図書館 総合研究博物館

発達障害特別支援地域ネットワーク事業 人間環境学研究院 人間環境学研究院
教授　大神英裕 前原市教育委員会 病院

福岡県教育委員会・教育センターとの連携に基づく
研修講座事業 教育学部 教育学部

教授　野島一彦
福岡県教育委員会,
福岡県教育センター,
志摩町教育委員会

自然科学啓発事業

理学研究院

理学研究院
教授　八尋正信

先端科学普及事業
福岡県教育庁

先端科学体験事業

中等教育担当教員研修事業
福岡県教育センター,
福岡県高等教育学校
理科部会

高校教育支援特別事業 福岡県教育庁

自然科学資料室（標本室）の一般公開 理学研究院
助教　上原誠一郎

有資格者再教育事業（医師再教育事業） 医学研究院 医学研究院
教授　橋爪誠 福岡市医師会

保水性ブロックのヒートアイランド制御及び
雨水流出制御に関する研究

工学研究院

工学研究院
教授　島谷幸宏

福岡市

トキの生息環境を支える地域社会での社会的合意形成の
設計 新潟県佐渡市

高校生を対象とした旧池島炭鉱を利用した石炭資源の
開発・利用に関する啓発事業

工学研究院
教授　松井紀久男

長崎県立佐世保北高等学校,
三井松島リソーシス㈱

糸島平野における地中熱利用適地抽出のための
地下水フィールド調査

工学研究院
准教授　藤井光 前原市

九州大学を地域の一部と見た地域の祭り「伊都祭2007」 工学部
工学府

工学研究院
教授　古川明徳

福岡市西区役所,前原市,
糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町 ほか

九州大学エクステンションプログラム
「八女学」教育研究拠点・八女交流キャンパスの構築 芸術工学研究院

芸術工学研究院
教授　藤原惠洋 八女市 農学研究院

博多冷泉地区景観演出デザインプロジェクト 芸術工学研究院
准教授　田上健一 福岡市博多区役所

芸術文化を取り込んだ先導的な食育と地域農産物の
ブランド化Ⅲ

農学研究院 農学研究院
教授　中司敬

糟屋郡粕屋町,
JA粕屋 芸術工学研究院

耕作放棄地の放牧利用を普及するための先端IT技術を
活用した遠隔管理システムの構築 農学部附属農場 農学研究院

准教授　後藤貴文 大分県

森林教育体験事業

農学部附属演習林

農学研究院
准教授　熊谷朝臣

宮崎県東臼杵郡椎葉村,
大河内森林ガイドの会

北海道演習林を活用した自然体験事業
農学研究院
准教授　古賀信也

北海道立足寄少年自然の家,
足寄町教育委員会

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

北海道足寄町との協力協定にもとづく講演会開催 北海道足寄郡足寄町

筑紫野市国保ヘルスアップ事業の全体評価及び
なかなかよか健康チャレンジの推進 健康科学センター 健康科学センター

教授　橋本公雄 筑紫野市

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館等 総合研究博物館
教授　松隈明彦

前原市,糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町

農学研究院,
芸術工学研究院

芦別地区市民啓発・先端的自然科学普及事業

宙空環境研究センター 宙空環境研究センター
センター長　湯元清文

北海道芦別市,星槎大学

伊都地区市民啓発活動事業 前原市,糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町

国際太陽系観測年（IHY）2007における啓発活動・
最先端科学普及事業

日本学術会議地球惑星
科学委員会

高大連携企画：「大学で学ぶとは」 高等教育開発推進センター 高等教育開発推進センター
センター長　淵田吉男 福岡県教育委員会

産学連携・地域貢献を指向したアウトリーチ活動
「糸島サイエンスキャラバン」 知的財産本部 知的財産本部

助教　中武貞文
福岡県，前原市,
糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町

工学研究院
システム情報科学研究院

「南阿蘇における中山間地農業の振興と健全な食」講演会 「食の安全と健康な生活の
構築」リサーチコア

農学研究院
教授　今泉勝己 熊本県阿蘇郡南阿蘇村

平成19年度福岡都市圏大学連携事業 社会連携推進室 社会連携推進室長 福岡市 アドミッションセンター
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【平成20年度】
事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

人文科学研究院社会連携セミナーⅠ
「社会生活と言語コミュニケーションPart2」 人文科学研究院

人文科学研究院
教授　高木彰彦 福岡県言語聴覚士会

美術鑑賞サポート・プログラム 人文科学研究院
教授　後小路雅弘 福岡県立美術館

「福岡・博多の古地図に親しむ」プロジェクト 比較社会文化研究院 比較社会文化研究院
教授　高野信治 福岡県立図書館 総合研究博物館

産官学連携による博多まちづくりガイドライン策定事業
人間環境学研究院

人間環境学研究院
教授　出口敦

博多まちづくり推進協議会,
福岡市 新キャンパス計画推進室

発達障害特別支援地域ネットワーク事業 人間環境学研究院
准教授　中村知靖 前原市教育委員会 医学研究院

福岡県教委・教育センター等との連携協定にもとづく
研修講座事業の展開と拠点形成 教育学部 人間環境学研究院

教授　野島一彦 福岡県教育センター

第12回体験物理学

理学研究院

理学研究院
教授　篠崎文重 福岡市教育庁

高等化学センター研修会(SPP)：ポテンショメトーによる
溶液内平衡解析の実験

理学研究院
教授　石黒慎一 福岡県教育センター

化学への招待 理学研究院
教授　横山拓史

福岡県教育庁公開講演会「最新化学談話シリーズ」 理学研究院
准教授　大橋和彦

自然科学資料室（標本室）の一般公開 理学研究院
助教　上原誠一郎

特定健診・保健事業の支援 医学研究院 医学研究院
教授　馬場園明 糟屋郡宇美町

難病患者への生活相談支援・就労支援ネットワーク事業 病院 病院地域医療連携センター
センター長　吉良潤一 福岡県

唐津市未利用トンネルにおける恒温空間の構築

工学研究院

工学研究院
教授　佐々木久郎 佐賀県唐津市 知的財産本部

奄美大島におけるリュウキュウアユの保全の社会的定着 工学研究院
教授　島谷幸宏

宇検村教育委員会
（鹿児島県大島郡）

トキの生息環境を支える地域社会での環境再生の促進 新潟県佐渡市

高校生を対象とした旧池島炭鉱を利用した
石炭資源の開発・利用に関する啓発事業

工学研究院
教授　松井紀久男

長崎県教育委員会,
長崎県立佐世保南高等学校,
三井松島リソーシス㈱

第4回福岡県防災講演会 工学研究院
准教授　橋本晴行 福岡県

元岡・桑原地区農業用地下水の持続的水資源利用に
関する研究事業

工学研究院
准教授　広城吉成 福岡市

糸島平野における省エネルギー型地中熱利用
農業用ハウス空調の普及促進

工学研究院
准教授　藤井光 前原市

八女市町村会館・八女市中央公民館コンバージョン・
プロジェクト芸術文化支援に関する社会連携事業

芸術工学研究院

芸術工学研究院
教授　藤原惠洋 八女市

福岡市の観光接点要素に対するブランド構築事業 芸術工学研究院
教授　森田昌嗣 福岡市

元気！大牟田まちデザイン・学びの協働プロジェクト 芸術工学研究院
准教授　近藤加代子 大牟田市

博多冷泉・公共空間デザインプロジェクト 芸術工学研究院
准教授　田上健一 福岡市博多区役所

熊本県との市民参加デザイン教育プロジェクト 芸術工学研究院
准教授　平井康之 熊本県 ユーザーサイエンス機構

世界遺産地域の地方自治体による主体的管理の研究と実践 芸術工学研究院
助教　福島綾子 長崎県五島市

高校の化学クラブ活動の支援および調査・研究 芸術工学府
教務職員　今坂智子 福岡県高等学校化学部会 工学研究院,

未来化学創造センター
芸術文化を取り込んだ先導的な食育と地域農産物の
ブランド化Ⅳ

農学研究院 農学研究院
教授　中司敬

糟屋郡粕屋町,
JA粕屋 芸術工学研究院

大分県の農地を守るシステム構築：耕作放棄地の放牧利用を
普及するための先端IT技術を活用した遠隔管理システムの構築 農学部附属農場 農学研究院

准教授　後藤貴文 大分県

森林教育体験授業

農学部附属演習林

農学部附属演習林
技術専門職員　久保田勝義

宮崎県東臼杵郡椎葉村,
大河内森林ガイドの会

北海道演習林を活用した中大連携・高大連携事業
農学研究院
准教授　古賀信也

北海道立足寄高等学校,
足寄町立足寄中学校

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

北海道立足寄少年自然の家,
足寄町教育委員会

筑紫野市なかなかよか健康チャレンジ
―ウォーキング事業―の推進

健康科学センター

健康科学センター
教授　橋本公雄 筑紫野市

行橋市国保ヘルスアップ事業の長期継続効果に関する
追求研究

健康科学センター
教授　熊谷秋三 行橋市

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館 総合研究博物館
教授　松隈明彦

前原市，糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町

宙空環境研究センター,
工学研究院

伊都地区市民啓発活動事業

宙空環境研究センター 宙空環境研究センター
センター長　湯元清文

前原市，糸島郡二丈町
糸島郡志摩町

総合研究博物館,
工学研究院

芦別地区市民啓発・先端的自然科学普及事業 芦別市，星槎大学
国際太陽系観測年(IHY)2008における啓発活動・
最先端科学普及事業

日本学術会議地球惑星
科学委員会

産学連携・地域貢献を指向したアウトリーチ活動
糸島サイエンスキャラバン 知的財産本部 知的財産本部

副本部長　谷川徹

福岡県，前原市,
糸島郡二丈町,
糸島郡志摩町

福岡産学ジョイントプラザでの業務推進 福岡市，福岡商工会議所

中間山地農業振興講演会 「食の安全と健康な生活の
構築」リサーチコア

農学研究院
教授　今泉勝己 JAふくおか八女

平成20年度福岡都市圏大学連携事業 社会連携推進室 社会連携推進室長 福岡市，西日本新聞社 ほか アドミッションセンター

地域と大学協同の祭り「伊都祭2008」 伊都地区共通事務室 工学研究院
教授　山﨑伸彦

福岡市西区役所，前原市,
糸島郡志摩町,
糸島郡二丈町 ほか

工学研究院
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【平成21年度】
事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

仙厓展 ―九州大学文学部所蔵中山森彦コレクション―

人文科学研究院

人文科学研究院
研究院長　柴田篤

福岡市教育委員会,
福岡市美術館

学生による「アジア現代美術展」の企画実施 人文科学研究院
教授　後小路雅弘

㈶福岡市文化芸術振興
財団

高等学校教員を対象とした歴史学・歴史教育セミナー 人文科学研究院
教授　佐伯弘次

福岡県高等学校歴史
研究会 比較社会文化研究院

社会生活とコミュニケーションPart2 人文科学研究院
教授　久保智之 福岡県言語聴覚士会

「九州の古地図に親しむ」プロジェクトＩ 比較社会文化研究院 比較社会文化研究院
教授　高野信治 福岡県立図書館 総合研究博物館

産官学連携による博多まちづくりガイドライン策定・普及事業
人間環境学研究院

人間環境学研究院
教授　出口敦 博多まちづくり推進協議会 新キャンパス計画推進室

発達障害幼児等に対する支援ネットワーク事業 人間環境学研究院
准教授　中村知靖

糸島市教育委員会
（旧前原市教育委員会）

福岡県教委・教育センター等との連携協定に基づく
研修講座事業の展開と拠点形成 教育学部 教育学部

学部長　八尾坂修 福岡県教育センター 人間環境学研究院

高校化学センター研修会（SPP）

理学研究院

理学研究院
教授　関谷博 福岡教育センター

公開講演会「最新化学談話会シリーズ」 理学研究院
准教授　宇都宮聡

福岡県教育庁第13回体験物理学 理学研究院
准教授　光田暁弘

自然科学資料室（標本室）の一般公開 理学研究院
助教　上原誠一郎

ガイドラインに即した生活習慣病予防のための
行動変容支援マニュアル 医学研究院 医学研究院

教授　馬場園明 糟屋郡宇美町

身体障害者巡回相談
病院

病院
教授　岩本幸英

福岡県更生相談所,
福岡市更生相談所

難病患者への生活相談・就労支援ネットワーク事業 病院地域医療連携センター
センター長　吉良潤一 福岡県

地震防災情報の効果的な市民への伝達

工学研究院

工学研究院
教授　江原幸雄 福岡市

三里松原自然環境再生プロジェクト 工学研究院
教授　小松利光 遠賀郡岡垣町 総合理工学研究院

唐津市未利用トンネルに構築した貯蔵空間の経済性と
衛生環境の向上

工学研究院
教授　佐々木久郎 唐津市

長崎県松浦市におけるボタ山の再資源化に関する調査研究 工学研究院
教授　松井紀久男

長崎県松浦市，
都市基盤・環境・資源センター

第5回福岡県防災講演会 工学研究院
准教授　橋本晴行 福岡県

させぼ港まちづくりスタジオ
～産官学連携による持続的なまちづくり構想策定事業～

工学研究院
准教授　樋口明彦

㈶佐世保観光
コンベンション協会

八女市町村会館・八女市中央公民館再生による
地域交流センター創設を基軸とした地域創造市民
プロデューサー育成事業

芸術工学研究院

芸術工学研究院
教授　藤原惠洋 八女市

博多冷泉まち・みちデザインプロジェクト 芸術工学研究院
准教授　田上健一 福岡市博多区役所

ユーザー視点からのミュージアムデザインプロジェクト 芸術工学研究院
准教授　平井康之 横浜市民ギャラリーあざみ野 総合研究博物館

離島における地域づくりのための官民学連携 芸術工学研究院
助教　福島綾子 五島市

高校の化学クラブ活動への支援および調査・研究 芸術工学府
教務職員　今坂智子 福岡県高等学校化学部会 工学研究院

芸術文化を取り込んだ先導的な食育と地域農産物の
ブランド化Ⅴ

農学研究院

農学研究院
教授　中司敬

糟屋郡粕屋町,
JA粕屋 芸術工学研究院

農学研究院等と北海道足寄町との協力協定にもとづく
講演会

農学研究院
准教授　古賀信也 北海道足寄郡足寄町

大分県の農地を守るシステム構築：耕作放棄地の
肉用牛の放牧利用を普及するための先端ＩＴ技術を
活用した遠隔管理システムの構築

農学部附属農場 農学研究院
准教授　後藤貴文 大分県

森林教育体験授業

農学部附属演習林

農学部附属演習林
技術専門職員　久保田勝義

宮崎県東臼杵郡椎葉村,
大河内森林ガイドの会

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 農学研究院

准教授　久米篤

北海道立足寄少年自然の家,
足寄町教育委員会

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

筑紫野市「なかなかよか健康チャレンジ」
―ウォーキング事業―の推進 健康科学センター 健康科学センター

教授　橋本公雄 筑紫野市

コミュニケーションミュージアム事業 総合研究博物館 総合研究博物館
教授　松隈明彦

糸島市（旧前原市，糸島郡
二丈町，糸島郡志摩町）

工学研究院，農学研究院,
宙空環境研究センター

伊都地区市民アウトリーチ活動事業

宙空環境研究センター 宙空環境研究センター
センター長　湯元清文

糸島市（旧前原市，糸島郡
二丈町，糸島郡志摩町）

総合研究博物館,
工学研究院

芦別地区市民アウトリーチ・最先端自然科学普及事業 北海道芦別市，星槎大学
国際宇宙天気主導事業（ISWI）企画推進と
最先端科学普及活動

日本学術会議地球惑星
科学委員会

九州大学箱崎地区の小中学校への宇宙天気
アウトリーチ活動

東箱崎校区青少年育成
連合会

産学連携・地域貢献に向けたアウトリーチ活動
「九大発サイエンスキャラバン」 知的財産本部

知的財産本部
総合調整グループリーダー
古川勝彦

福岡県，佐賀県,
糸島市，佐賀県神埼市

人文科学研究院，人間環
境学研究院，医学研究院,
工学研究院，農学研究院,
健康科学センター

平成21年度福岡都市圏大学連携事業 社会連携推進室 社会連携推進室長 ふくおかで学ぼう2009
事務局 アドミッションセンター

地域と大学協同の祭「2009伊都祭」 伊都共通事務部 工学研究院
教授　山﨑伸彦

福岡市西区役所，糸島市
（旧前原市，糸島郡二丈町，
糸島郡志摩町）
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【平成22年度】

事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局

九大生による「韓国現代美術展」の企画実施

人文科学研究院

人文科学研究院
教授　後小路雅弘 福岡市文化芸術振興財団

社会連携ワークショップを通じた言語コミュニケーションに
関する連携サイクルの構築

人文科学研究院
教授　西岡宣明 福岡県言語聴覚士会

高等学校教員を対象にした歴史学・歴史教育セミナー 人文科学研究院
教授　佐伯弘次

福岡県高等学校歴史
研究会

荘園の里（田染荘小崎地区）保全活性化事業 比較社会文化研究院 比較社会文化研究院
教授　服部英雄 豊後高田市教育庁

小学生と大学生による棚田景観再現プロジェクト

人間環境学研究院

人間環境学研究院
教授　菊池成朋 うきは市教育委員会

九州大学・久山町社会福祉協議会連携事業 人間環境学研究院
教授　針塚進 久山町社会福祉協議会

MAT fukuoka（福岡近現代建築ツアー） 人間環境学研究院
准教授　末廣香織

ビジターズ・インダストリー
推進協議会

福岡テンジン大学と連携した生涯教育プログラムの開発
および人材育成事業

人間環境学研究院
講師　田北雅裕

福岡テンジン大学
実行委員会

難病患者への生活相談・就労支援ネットワーク事業 病院 病院地域医療連携センター
センター長　吉良潤一 福岡県

九重火山防災情報の効果的な住民への伝達

工学研究院

工学研究院
教授　江原幸雄 大分県玖珠郡九重町

三里松原自然環境再生プロジェクト 工学研究院
教授　小松利光 遠賀郡岡垣町

第６回福岡県防災講演会および地域防災力強化事業 工学研究院
准教授　橋本晴行 福岡県

筑豊地区における炭鉱遺産データの有効活用化に関する
調査研究

工学研究院
教授　松井紀久男 田川市石炭・歴史博物館

糸島市地理空間情報エキスパート養成事業 工学研究院
准教授　三谷泰浩 糸島市

唐津市におけるハム製造と熟成に関わる
地下トンネル利用の実用化

工学研究院
教授　佐々木久郎 唐津市

音響効果を利用した障害児への教育 工学研究院
准教授　加藤喜峰 福岡市立西部療育センター

工・農技術融合による有機農業の高度化
（アイガモロボットの開発）

工学研究院
教授　外本伸治 井原山田緑プロジェクト

中世都市遺産菊池における市民と九大生の協働による
千年風土時空資源の踏査と未来遺産デザイン

芸術工学研究院

芸術工学研究院
教授　藤原惠洋 菊池市

自然循環で創る21世紀まほろばの生活
―持続可能な生活文化と生活技術の学びと創造―

芸術工学研究院
准教授　近藤加代子 太宰府市

博多冷泉まちづくり資源創生プロジェクト 芸術工学研究院
准教授　田上健一 福岡市博多区役所

みんなの美術館（ミュージアム・フォー・オール）プロジェクト 芸術工学研究院
准教授　平井康之 横浜市民ギャラリーあざみ野

熊本県天草市におけるキリスト教系集落の景観理解と
地域づくりにおける社会連携

芸術工学研究院
助教　福島綾子 天草市教育委員会

高校の化学クラブ活動への支援，調査・研究 芸術工学府
教務職員　今坂智子 福岡県高等学校化学部会 工学研究院

粕屋と糸島をつなぐ 
―大学の知の活用による食、農、文化の先導― 農学研究院 農学研究院

教授　中司敬
糟屋郡粕屋町,
糸島市 芸術工学研究院

地下空間のワイヤレスブロードバンド化及び同所の
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 システム情報科学研究院

教授　古川浩 NPO高度IT人材アカデミー

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 農学部附属演習林 農学研究院

准教授　久米篤

北海道立足寄少年自然の家,
足寄町教育委員会

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

筑紫野市「なかなかよか健康チャレンジ」
―ウォーキング事業―の推進 健康科学センター 健康科学センター

教授　橋本公雄 筑紫野市

九大・糸島市民の情報交換及び連携交流事業

宙空環境研究センター 宙空環境研究センター
センター長　湯元清文

糸島市 工学研究院, 農学研究院,
総合研究博物館

九州大学箱崎地区周辺の小学校への
宇宙天気アウトリーチ活動 福岡市東区役所

国際宇宙天気主導（ISWI）事業による国際貢献と
最先端科学普及活動

日本学術会議地球惑星
科学委員会

大磯町民アウトリーチ・最先端自然科学普及事業 神奈川県中郡大磯町

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 総合研究博物館
教授　松隈明彦 糸島市 工学研究院，農学研究院,

宙空環境研究センター
平成22年度福岡都市圏大学連携事業 社会連携推進室 社会連携推進室 大学ネットワークふくおか

伊都祭2010 伊都共通事務部 伊都共通事務部 福岡市西区役所,
糸島市 工学研究院
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▪その他の社会連携活動
事業名 実施部局 実施代表者 学外連携機関 学内連携部局 連携期間

Science for All Fukuokans ネットワーク（SAFnet）
の構築 ～「サイエンスモールin福岡」～ 九州大学

（主担当者）
教授　副島雄児

（副担当者）
准教授　三島美佐子

㈶九州先端科学技術
研究所，福岡市，
福岡県商工部　ほか

平成２２年　９月
～　２４年　３月

九州大学教育学部と糸島市教育委員会との
連携協力

教育学部

学部長　南博文

糸島市教育委員会 平成２２年１１月
～

九州大学教育学部と志摩町教育委員会との
連携・協力 志摩町教育委員会 平成１７年　４月

～　２２年１１月

国立大学法人九州大学教育学部と
福岡県教育センターの連携 福岡県教育センター 平成１８年　３月

～

学生サポーター制度に基づく
教育学ボランティア演習の実施 福岡市教育委員会 平成１６年　１月

～

社会教育主事講習（文部科学省共催） 准教授　岡幸江

福岡県教育委員会,
佐賀県教育委員会,
長崎県教育委員会,
大分県教育委員会,
沖縄県教育委員会

社会教育学研究室
（学務部学務企画課）

平成　６年　１月
～

有資格者再教育事業「医師再教育事業」 医学研究院 教授　橋爪誠 平成２２年　４月
～　２３年　３月

九州大学病院きらめきプロジェクト 病院きらめきプロジェクト
キャリア支援センター

（センター長）
教授　久保千春

（副センター長）
教授　樗木晶子

福岡県医師会
男女共同参画推進室,
女性研究者キャリア
開発センター，
病院女性総合診療外来

平成１９年１０月
～

小国ブランド創生プロジェクト

芸術工学研究院

教授　安河内朗 小国町 平成１６年　４月
～　２１年　３月

大川新ブランド開発事業 教授　森田昌嗣 大川市 平成１５年　８月
～　２２年　８月

国際里山・田園保全ワーキングホリデーの実施
及び環境保全活動リーダーの養成

教授　重松敏則*

山村塾,
黒木有機農業の会,
黒木町林業振興会

平成　９年　４月
～　２１年　３月

黒木町　元笠原東小学校を拠点とする
教育研究プロジェクト 八女市（旧黒木町） 平成１６年　４月

～　２１年　３月

市民や企業が参加しやすい森林整備のモデルづくり
（パッチワークの森づくり） 准教授　朝廣和夫 山村塾，社団法人

国土緑化推進機構
平成１９年１０月
～　２３年　３月

さいとぴあ開館記念イベント
「さいとぴあ夏祭り」科学教室

システム情報科学
研究院 教授　竹田正幸 福岡市西区役所 社会連携推進室 平成２２年　３月

～　２２年　７月

親子わくわく自然体験　夏

農学部附属演習林
（北海道） 准教授　久米篤

足寄町教育委員会,
北海道立足寄少年自然
の家（ネイパル足寄）

平成１８年　６月
～

森の環境レスキュー隊 平成１９年　７月
～

足寄町若手職員研修 足寄町 平成１９年１０月
～

山の環境レスキュー隊 ネイパル足寄,
足寄町教育委員会

平成２１年　２月
～

林業体験実習 北海道立足寄高等学校,
足寄町立足寄中学校

平成２２年１０月
～

小型風力発電システムの設置調査
応用力学研究所 教授　大屋裕二

福岡市環境局 平成２０年　４月
～　２１年　３月

緑の分権改革推進事業 福岡市環境局，総務省,
㈶九州環境管理協会

平成２２年　４月
～　２３年　３月

日炭高松炭鉱回顧録編纂事業 附属図書館付設記録
資料館 教授　三輪宗弘 日炭高松OB会 平成１９年　４月

～　２３年　３月

森林浴および森林ロード歩行のストレス低減効果に
関する研究

健康科学センター

教授　大柿哲朗 唐津市 医学研究院,
知的財産本部

平成１８年　９月
～　１９年　３月

うきは市食育プロジェクト事業
センター長　大柿哲朗
(H18～H20)
准教授　眞﨑義徳
(H21,H22)

うきは市 平成１８年　４月
～　２３年　３月

地域における効果的な介護予防策に関する
調査研究 教授　熊谷秋三 太宰府市 平成２１年　４月

～　２３年　３月

総合研究博物館公開展示

総合研究博物館 博物館長

福岡市博物館，福岡市
立少年科学文化会館,
九州国立博物館

農，工，理，薬，人文
その他

平成１２年　５月
～

総合研究博物館特別展示 農，工，理，薬，人文
その他

平成１３年　３月
～

総合研究博物館セミナー 農学研究院，その他 平成１６年　７月
～

ひらめきときめきサイエンス 日本学術振興会,福岡・
山口の教育委員会(後援) 農学研究院 平成２０年　４月

～　２２年　３月

学校活性化人材育成事業スーパーセミナー合宿

高等教育開発推進
センター

教授　淵田吉男

福岡県教育庁

平成２２年　４月
～　２４年　３月

高校生理数能力向上事業理数オリンピックセミナー 教授　副島雄児 平成２２年　４月
～　２４年　３月

学校活性化人材育成事業ハイレベル合宿 教授　淵田吉男 平成１８年　４月
～　２１年　３月

高校生理数能力向上事業理数スーパサイエンスセミナー 教授　副島雄児 平成１８年　４月
～　２１年　３月

地域政策デザイナー育成事業 産学連携センター 教授　谷口博文

㈳九州経済連合会,
㈶九州地域産業
活性化センター,
㈶九州経済調査協会,
㈱西日本新聞

平成２２年　１月
～

＊印については在職時の職名で表記
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▪特色ある社会連携事業の取り組み

事業名 有資格者再教育事業「医師再教育事業」

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院医学研究院

実施代表者名 先端医療医学部門　教授　橋爪誠

連携機関等名 福岡県医師会，福岡市医師会，日本救急医学会，日本内視鏡外科学会

連携期間 平成２２年４月　～　２３年３月

事業名 九州大学教育学部と糸島市教育委員会との連携協力

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 教育学部

実施代表者名 学部長　南博文

連携機関等名 糸島市教育委員会

連携期間 平成２２年１１月　～

　医師を対象とし，医療行為を継続して行うために必要な医
療上の知識や医療技術の再評価を行うとともに，最新の医
療情報や医療技術を習得し，国民の健康と福祉の向上に貢
献する目的で，有資格者（医師）再教育事業（修了書授与）
を行っている。その骨子は，①心肺蘇生法講習会と②内視鏡
外科手術トレーニングセミナーである。心肺蘇生法に関して
は，医師あるいは医療従事者が素養として当然身に付けて
おくべきものとされていたが，その教育環境は未整備の状況
である。内視鏡外科手術においても，経験の少ない医師によ
る医療事故が問題となったのは記憶に新しく，専門的トレーニングの必要性は論を待たない。①心肺蘇生法
講習会として，１）一次救命処置（Basic CPR＋AED（＋異物除去）コース、BVM 換気（バッグバルブマスク換
気）も含むBasic CPR ＋AED＋異物除去コース），２）二次救命処置（ICLS コース、日本医師会ACLS コース，
アメリカ心臓協会ACLS provider course 及びそれに準ずるコース），３）指導者養成ワークショップなどを行っ
ている。②内視鏡外科手術トレーニングセミナーは，受講コースを内視鏡外科の基本手技の修得を目的とする
Standard courseとテーマ別にexpertによる講義および動物を用いたより実践的なAdvanced courseに分け，
実施している。（平成22年12月時点で1035名が全国より受講，学会後援）
　以上の活動を通じて魅力ある社会貢献事業を推進している。

　2010年11月に九州大学教育学部と糸島市教育委員会の間に連携協力の覚書を交わしたことを踏まえ，
糸島市内の校区を指定し，学校・家庭・行政・地域関係主体，そして大学の各々が当事者意識をもって「子ど
も」が抱える問題解決と，まちづくりを視野に入れた協働的実践研究を展開する。具体的な取り組みを進める
際，スクールソーシャルワーク・モデルを援用する。スクール・ソーシャルワーク（以下，SSW）は，1900年代前半
に米国で生まれたものであり，子どもを取りまく状況が厳しさを増し，虐待や不登校等，問題が複雑化する今
日において，子どもの問題を子ども自身や学校だけでなく，子どもを取り巻く周囲の環境要因を踏まえて，総
合的に解決に導く手法である。本研究では，学校教育，社会教育といった教育学的分野の研究者だけではな
く，臨床心理や医療（地域看護学），まちづくり等の多様な共同研究者と連携し，専門的視点に基づく調査研
究やカリキュラム開発を行う。また，学生や大学院生は，それ
ぞれの関心に基づいてフィールドワーク調査を行う。まずは、
共同研究校を中心とした「拠点校区（モデル地区）」を設定
し，学校・家庭・行政・地域関係主体・大学の関係者が，協
働しながら子どもが抱える問題を発見・共有し，それを解決
に導くための定期的な会議を開催することから始める。最終
的には，その会議から得られた課題や知見を基に，持続可
能なSSWモデルを追究する。
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事業名 福岡県防災講演会

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院工学研究院

実施代表者名 環境都市部門　准教授　橋本晴行

連携機関等名 福岡県総務部消防防災課

連携期間 平成１６年１１月　～　

事業名 産学連携技術交流研究会

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院工学研究院

実施代表者名 機械工学部門　教授　土肥俊郎　（副代表　准教授　黒河周平，准教授　大西修）

連携機関等名 九州地区を中心とする大，中，小企業並びにに官学機関

連携期間 平成１９年７月　～

　近年，大規模な自然災害が世界各地で発生している。特
に九州は自然災害の頻発地であり，災害に関する最新の研
究成果が蓄積されている。平成16年，本事業代表者の橋本
を始めとして九州大学の研究者が中心となり，災害研究の
成果を地域社会に還元するための分野横断的な実行組織
として「地域防災研究会」（会員26名）を設立した。会員の
専門分野は，心理学，社会学，法学，経済学，都市計画学，
建築学，地形学，地質学，気象学，地震学，防災工学，河川
工学など多方面に及ぶ。その活動の一環として「福岡県防
災講演会」を県との共同主催で，平成16年からほぼ毎年福岡県庁において開催し，平成22年度で6回目を
数える。このような連携の積み重ねは，地域防災研究会と福岡県との間に安定した協力体制を構築し，連携
機関の福岡県総務部消防防災課からは来年度もぜひ開催したい旨連絡を受けている。
　本講演会では，地震，風水害，地域防災のテーマについて3人の研究者が講演し，最後に聴講者との総合
討論を行う。講演会の参加費は無料で，市町村職員のみならず防災士や自主防災組織リーダー，自治会長
など地域の防災の担い手である県民も対象とし，聴講者は250人を越える。地域防災研究会の研究者ネット
ワークを活用することで，質の高い様々な専門家を講師として依頼することが可能となっている。多方面の防
災専門家の講演を聴講する絶好の機会を県民に提供しており，講演と総合討論を通じて，災害体験の共有
化や意識向上が図られている。

　工学研究院機械工学部門の精密加工学研究室では，超精密加工・計測技術による先端的オプトメカトロ
ニクス部品と機械要素部品の加工技術・製造プロセスを確立することを目的として，最先端の加工・計測技術
に関する研究をおこなっている。そして，九州地区の活性化を念頭に，現在では約15社の民間等との共同研
究を積極的に推進しており，従来にない新しい加工・計測に関する手法の確立や装置開発などをおこない各
界から脚光を浴びているところである。このような研究をさらに推進する中から，九州からその活力を情報発
信すると同時に，九州地区の産業界に貢献し，元気が出るように年2回程度「産学連携技術交流研究会」を
企画・開催している。本研究会は，九州地区を中心に共同研究
を行っている民間等の大・中・小の企業に対する情報交換の
場と位置づけ，米国インテル，タイ国チュラロンコーン大学，産総
研，大阪大学，日立，日本電気，フジミ，DNPなどをはじめ外部か
ら著名な講演者を招聘してお互いに技術討論の場を提供し，
今後の研究開発の糧としている。本交流
研究会は，一研究室が主体となって行う
非常にユニークなものであるが，当初は
九州地区が中心であったが，学生を含
めて毎回60～90名の参加者がある。
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事業名 九重火山防災情報の効果的な住民への伝達について

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院工学研究院 九重地熱・火山研究観測ステーション

実施代表者名 地球資源システム工学部門　教授　江原幸雄

連携機関等名 くじゅう山系（硫黄山）火山防災協議会および大分県九重町

連携期間 平成１９年７月　～

事業名 三里松原自然環境再生プロジェクト

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院工学研究院

実施代表者名 環境都市部門　教授　小松利光

連携機関等名 岡垣町役場，九州共立大学工学部

学内連携部局名 大学院総合理工学研究院

連携期間 平成２０年８月　～　２３年３月

　工学研究院九重地熱・火山研究観測ステーションは1970年代
後半から，大分県の九重火山の調査研究を始め，火山活動を解
明してきた。この間，1995年に九重火山は噴火を起こしたが，大
学合同観測班の中心的メンバーとして活躍した。そのような実績の
もと，2007年7月より，九重火山周辺の自治体・警察・消防等で構
成する「くじゅう山系（硫黄山）火山防災協議会」より，火山防災機
関としての就任依頼があり，以降毎年，九重火山の活動の現状に
ついて，同協議会に報告を行ってきた。そして，このような火山活動
に関する情報を広く住民に周知するために，2010年10月2日，九
重町役場において，「九重火山に関する防災講演会」を九重町と共同で開催した。同講演会には一般市民あ
るいは防災関係者等150名以上が参加し，九重火山の噴火史，1995年噴火等に関する講演が行われると
ともに，住民と質疑応答を行った。また，九重火山の理解を深めるために「論文集」，それを易しく解説した「火
山噴火ひとくちメモ」，さらに，日常から火山に親しめるように「九重火山下敷き」を作成した。これらは当日の
参加者に配布するとともに，町役場でも町民に配布してもらうことにした。さらに，下敷きに関しては，九重町の
全小学校6年生および全中学生にも配布した。2011年度は文部科学省事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」
にも応募し，九重町の中学生に九重火山の理解を深めてもらうことを計画している。

　岡垣町第4次総合計画を実現するために策定された後期基本計画の具体的取り組みとして，海岸侵食防
止が掲げられている。この行動目標は，岡垣町が目指す4つの将来像のうち，一つ目の柱である「Ⅰ自然に思
いを～緑を育み水を守るまち～」の中に位置づけられる。これまで三里松原海岸は，白い砂浜と緑の松林の
続く「白砂青松」として親しまれ，日本の歴史と風土に培われてきた美しい国土を代表するものとして地域住民
の情操を育ててきたが，近年、人間の手による様々な影響から砂浜が消失し，次世代へ引き継ぐべき貴重な
財産が蝕まれているのが現状である。そこで、防災ならびに
環境の創造・再生という観点から良好な空間として機能を
有する以前の「白砂青松」を取り戻すため，侵食要因ならび
に防止要因を分析し，その対処法を検証し，海岸線の整備・
再生を推進することを目的とする。このような目的を鑑み，官
と学が密接に連携することで，三里松原海岸と人間との今
後の関わり方についての方向性を見出すべく研究に取り組
んでいる。
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事業名 中学生の科学実験教室2010  ―コンピュータとエレクトロニクスを体験しよう！―

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院システム情報科学研究院

実施代表者名 情報エレクトロニクス部門　教授　都甲潔

連携機関等名 ㈶KDDI財団，福岡県教育委員会，福岡市教育委員会，糸島市教育委員会

連携期間 平成７年　～

事業名 地域政策デザイナー育成事業

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 産学連携センター

実施代表者名 リエゾン部門　教授　谷口博文

連携機関等名 ㈳九州経済連合会，㈶九州地域産業活性化センター，㈶九州経済調査協会，㈱西日本新聞社

連携期間 平成２２年１月　～　

　科学技術に立脚した未来社会を支える若年層の理科離れを防
止し，創造的な精神を養わせると同時に，最新の科学技術を肌で感
じると同時に大学の雰囲気を味わわせるべく，九州大学大学院シ
ステム情報科学研究院主催で開催する，中学生を対象とした科学
実験教室である。具体的には，中学生を対象に参加者を広く募り約
60人を選ぶ。そして本研究院の教職員や学生からなる指導員と一
緒に，1日のコースで見学体験や実験を行う。実験テーマとしては，
基礎的かつ先端的なものをいくつか用意し，参加者は希望のテー
マを一つ選んで体験する。今年度実施したテーマは以下の通り。

「自分の顔をコンピュータの中に写し取り，上横斜めから見てみよう」
「磁石が声を記憶する？！～磁気を使った情報記録～」　　「簡単なラジオ製作」
「楽しいディジタル電子工作」　　「作って動かすレゴブロック・ロボット」
「生体アンプをつくって生体の電気信号を測ろう」　　「レーザーで絵を描こう」
「匂い嗅ぎロボットを作って対決しよう」　　「見て！触って！感じる。静電気を体験しよう」
「コンピュータを使わないコンピュータサイエンスの学習」
「風で電気を作ろう!!～風力発電機を作ってオルゴールを鳴らそう～」

　九州の将来ビジョンをデザインし，自立的な地域経営を担う高度人材を育成するため，産学官連携により
新たに「地域政策デザイナー養成講座」を開設することとし，平成22年1月に九州経済連合会，九州経済調
査協会，西日本新聞社とともに実行委員会を設立した。経済界，自治体の協力も得て，自治体職員，民間企
業社員，経営者，専門職，大学院生等を対象に，22年3月末から12月にかけて各界有識者による講演会及び
討論会を開催し，地域の具体的な課題解決につながる政策提言を行ったところである。
　このうち平成21年度には，経済界の要望なども取り入れて，カリキュラムの検討，講演依頼，テーマの設定，
受講生の募集等を行い，3月に第1回セミナー（オリエンテーション）を実施した。（受講生32名，うち社会人募
集が24名，学生については大学院共通教育科目（前・後期各2単位）として実施。このほか聴講生が126名，
うち社会人100名）
　平成22年4月から実施された12回の講演と7回のゼミ形式
の討論を合わせ，参加者数は延べ1800人に上った。講座の最
終成果は「九州の自立と成長戦略 ～魅力ある九州の実現の
ために～」と題した提言書（120ページ）にまとめられ，二つの
テーマ（アジアの活力の導入策・移動の容易なまちづくり）に関
する政策提言として12月の記念シンポジウムにおいて受講生
から発表した。また資料は広く関係者に配布され，提言内容は
西日本新聞の特集（12月18日付朝刊）でも取り上げられた。
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事業名 篠栗九大の森

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 農学部附属演習林

実施代表者名 福岡演習林

連携機関等名 篠栗町

連携期間 平成２０年７月　～　

　九州大学農学部附属演習林と篠栗町は，福岡演習林の一部，蒲田
池を取り囲む丘陵状の周辺の１７haを，九州大学と篠栗町が共同で管
理しながら，近隣住民の利用に供することについて，森林の整備と共同
管理に関する覚書を締結し，「篠栗九大の森」を開園した。
　「篠栗九大の森」は，１7haの敷地内に2㎞の遊歩道を配置した，市民
の方々が自然を体感できる森である。
　なお，森林管理，植生管理は九州大学が，利用上の便益施設や安全
施設の管理については篠栗町がそれぞれ担当することとし，地元自治会
からは，定期的なパトロールや清掃が行われている。また，「篠栗九大の
森」で行われる，観察会や環境学習には演習林スタッフが協力している。

事業名 九州大学病院きらめきプロジェクト

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター

実施代表者名 きらめきプロジェクト　（センター長）久保千春　（副センター長）樗木晶子

連携機関等名 福岡県医師会，NPO法人九州医療システム研究機構，総合メディカル株式会社

学内連携部局名 男女共同参画推進室，女性研究者キャリア開発センター，病院女性総合診療外来

連携期間 平成１９年１０月　～

　女性医療人が出産・育児を担いながらも，医療の世界で活躍できる体制や，介護や自身の病気などで常勤
医として働くことが困難な医療人も，そのキャリアを継続できる体制を創るための具体策として医療人の実態調
査を行い，どのような問題があるかを明らかにしていく。 
　多くの医療人に，当プロジェクトのホームページ会員の登録をしてもらい，ネットワークを構築する。登録者に
はネットワークを介して，医療人のライフステージに柔軟に対応した初期研修から復職プログラムまでを含む
種々の教育研修プログラムをe-ラーニングにより提供し，継続的学習・研修を可能にする。
　キャリアを持続する為の講演会や，情報交換の場も提供している。 
　ワーキングコースでは，ライフステージに応じた就業や研究を継続できるよう「ステップアップ外来」を設置し，
非常勤医師や歯科医師により各診療科の協力を得てワークシェア，フレックス制で運営し，復職やキャリア継続
へのステップアップとする。
　復職支援コースでは，復帰前の研修や再教育の場を提供
し再就職を支援する。
　医学部・歯学部の学生の皆さんにもその能力を十分に発
揮できるチャンスを得ることの社会的意義を理解してもらい，
学生の皆さんとも交流の場をもち，さらにジェンダー教育・
ミッション教育や性差医療などの教育も取り入れている。 
　このプロジェクトが，すべての医療人にとって働きやすい職
場環境を提供することを目指している。
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事業名 「九州の古地図に親しむ」プロジェクト

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院比較社会文化研究院

実施代表者名 社会情報部門　教授　高野信治

連携機関等名 福岡県立図書館

学内連携部局名 総合研究博物館

連携期間 平成１８年４月　～　２２年３月

事業名 荘園の里（田染荘小崎地区）保存活性化事業

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 大学院比較社会文化研究院

実施代表者名 社会情報部門　教授　服部英雄

連携機関等名 豊後高田市役所，荘園の里推進委員会

連携期間 平成１２年４月　～　

　九州大学では，100年に迫る歴史の中で，九州を中心とする歴史史料を
積極的に収集し，研究・教育に活用してきた。それらは，学内の図書館や研
究室などに分散して保管され、総数は約70万点にもおよぶ。
　本プロジェクトでは①九大所蔵記録史料と福岡県立図書館が所蔵する
古地図のなかから，福岡，博多，及び九州に関する古地図を選び出し，イン
ターネットを通じて一般に公開する。従来，多くの古地図は巨大であるため，
一般に閲覧できなかったが，高精細画像をWeb上に公開することによって，
古地図の細部まで自由に見ることができるようになる。
　また，②古地図のWeb作成事業とともに，200～400年前の古地図と現
在の町並みの変化を理解するための市民参加によるシンポジウムを開催す
る。これによって，古地図の市民への普及と九州の成り立ち・変化について
の理解を深める。以上を目的とした。
　具体的には，例年，九州大学・福岡県立図書館が所蔵する史料のなかから，福岡，博多，及び九州に関す
る古地図を調査し，その学術情報を抽出する。デジタル化に当たっては，デジカメ等によって全体像を撮影す
るとともに，貴重な古地図を選び，高精細画像のデジタル化を行い，Web上に公開した。
　さらに，平成19年度から平成21年度まで，毎年1回，シンポジウムを開催し（シンポジウム「古地図に楽し
む」，シンポジウム「古地図に親しむⅡ」，シンポジウム「九州の古地図に親しむ」），市民参加者は毎回130人
から150人を数え，大好評であった。会場は福岡県立図書館。

　豊後高田市小崎地区は中世荘園（宇佐八幡宮領荘園）の景観を今日にまで良く伝え，鎌倉時代の古文書
に記される古い水田が保存されてきた。皇太子が水シンポジウム（別府市開催）で田染の配水に見る水の循
環使用の知恵を強調したこともあって，近年知名度が増加した。15年ほど前にこの地でも圃場整備事業が計
画されたが，文化財的価値に配慮して近代的な圃場整備事業は実施しなかった。これを受け小崎地区では
地域住民が荘園の里推進委員会を設置し，水田を維持保存すると同時に，荘園領主制度（オーナー制度）や
お田植え祭，収穫祭を通じて都市市民との交流
を図ってきた。豊後高田市もこれを積極的に支援
してきた。九州大学は従来からも全学教育におけ
る体験学習の一つとしてお田植え祭への参加を
行っている。また、平成22年12月19日にはシンポ
ジウム「国選定重要文化的景観・田染荘小崎への
招待－学問と社会連携」（於　九大西新プラザ）
を実施し，学生や市民がより参加しやすい交流の
充実を図りつつ，この活動の普及を図った。
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事業名 学校活性化人材育成事業スーパーセミナー合宿

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 高等教育開発推進センター

実施代表者名 淵田吉男

連携機関等名 福岡県教育庁

連携期間 平成２２年４月　～　２４年３月

事業名 高校生理数能力向上事業理数オリンピックセミナー

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 高等教育開発推進センター

実施代表者名 副島雄児

連携機関等名 福岡県教育庁

連携期間 平成２２年４月　～　２４年３月

　福岡県教育委員会高校教育課と九州大学高等教育開発推進センターとの連携によって，県下の全高校
を対象とした合宿型セミナーを実施している。1）200名程度の規模で実施，2）合宿では8名の九州大学教員
ファシリテイターによって8クラスのサブテーマクラスを構成し，参加生徒はいずれかのクラスに参加，3）クラス
毎に与えられた事前学習課題を参加生徒が主体的に取り組み、また、クラス交流システムを用いて生徒間，
生徒とファシリテイターとの事前交流が行われる，4）2泊3日の合宿（大分県九重町）では，最終日に生徒によ
る全体発表会を行い，8クラスの学習成果を共有する，5）事後学習としてレポートの提出が求められ，ファシリ
テイターからレポートに対する総評が返されるなど，合宿の前後における一連の学習活動を含む特色あるセ
ミナーとなっている。このセミナーにより，参加高校生は，大学における学問研究を体験するとともに，高校に
おける学習目的の再認識および学ぶことの意味についての自覚を得るなど，学校活性化人材育成事業とし
て大きな成果が得られている。合宿終了後も，生徒とファシリテイター教員との交流が持続し，また，多くの合
宿参加生徒が九州大学に入学するなど，実質的に成果が表れている。なお，平成22年度は，次のファシリテイ
ターの参加協力を得た。

施　光恒准教授（比較社会文化研究院）・渡辺哲司准教授（高等教育開発推進センター）・水本博（工学研
究院）・神野尚三准教授（医学研究院）・眞﨑義憲准教授（健康科学センター）・林直亨准教授（健康科学セ
ンター）・山下親子准教授（高等教育開発推進センター）・井上仁講師（情報基盤研究開発センター）

　福岡県教育委員会を母体として，公立高等学校校長会，高等学校数学教育会，高等学校理科部会，教育
庁教育振興部，私学学事振興局，私学協会の代表者，および九州大学高等教育開発推進センターとの協力
により，実行委員会を組織し次のプログラムによって連携事業を展開している。
◦6月　福岡県内の高校生及び中学3年生を対象に，数学，物理，化学，生物の科目についてオリンピックコ
ンテストを実施し，各科目の成績優秀者（上位5名程度）に対して表彰を行い，科学技術の振興に寄与する人
材の発掘及び育成を図る。
◦10月～11月　上記コンテストによる各科目の成績優秀者5名について，九州大学の受け入れ研究グルー
プの指導のもと，期間中の日曜日，4日間をめどに九州大学でのセミナー（実験や実習を含む）を体験させる。
これによって，国際科学技術コンテストへの参加意識の啓発を行うとともに，大学における研究の成果や意義
を修得させ，学習意欲の向上，学習目的の意義づけを与える。なお，平成22年度は，［数学］九州大学大学院
システム情報科学研究院情報学部門・長谷川隆三教授，［物理］高等
教育開発推進センター・副島雄児教授，［化学］先導物質化学研究所
分子集積化学部門・新名主輝男教授，［生物］医学研究院基礎医学
部門・續輝久教授の各研究グループが実施した。
　単独のコンテストや大学経験にとどまらず，高大連携を基にしたこれ
らのプログラム化により，貴重な成果を挙げている点で，他に類を見な
い特色ある事業取り組みとなっている。
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事業名 伊都祭2010 （過去に、伊都祭2007・伊都祭2008・伊都祭2009を開催）

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 伊都共通事務部

実施代表者名 伊都共通事務部総務調整課長

連携機関等名 福岡市（西区）・糸島市

学内連携部局名 工学研究院

連携期間 平成１９年１０月　～

事業名 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（未来の科学者養成講座）

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 理学部

実施代表者名 理学部長　荒殿誠

連携機関等名 科学技術振興機構，九州各県および山口県教育委員会後援

連携期間 平成２１年４月　～　２４年３月

　九州大学は，平成17年8月から伊都キャンパスへの移転
を開始し，平成21年3月には，六本松キャンパスの移転が
完了した。
　現在，伊都キャンパスの学生・教職員数は1万人を超え，
産学官の連携，地域に開かれた学術研究都市構想の下，
キャンパス整備は着 と々進んでいる。
　これまで本学は，福岡市，糸島市と協力協定を締結し
様々な連携事業を展開している。それらの事業の一つとし
て伊都祭は，地域の特産品販売の露店や伝統芸能，職
員，学生サークルの発表・展示など大学・地域の特色ある
催しを開催し，大学と地域の魅力を発信する祭りとして定着している。来場者数も年々増加し，伊都祭2010で
は約10,000名に達した。これまでの4回の開催で地域との交流・連携が更に進んでおり，伊都祭は本学を代
表する社会連携事業となっている。
　なお，伊都祭を主催するにあたり，福岡市西区西部六校区・糸島市の住民，福岡市・糸島市の職員及び九
州大学の学生・職員が実行委員会を組織し，大学，地域，行政が一体となり，九州大学と地域の魅力を発信
する祭り「伊都祭」を開催する体制を構築している。

　数学・物理学・化学・生物学の各分野において，強い興味と豊かな才能を持つ高校生を選抜し，少人数セ
ミナー形式で大学レベルの教育を行うものです。8月から翌年3月の間の月2回のセミナー，第一線の研究者
による講演会受講と講師との懇談などを経，3月の生徒発表会では各受講生が取り組んだ大学レベルの課
題に対する研究成果を発表します。プロジェクトを修了した受講生には修了証明書が授与される他，特に優
秀な受講生はエクセレント・スチューデントとして表彰されます。また，プロジェクト修了者が九州大学に入学し
た場合には，申請によって既修得単位として認定する制度もあります。
　夏には，全国の未来の科学者養成講座で選抜された
受講生による全国受講生発表会が開かれ，本プロジェク
ト受講生の1名が奨励賞を，1名が銀賞を受賞しました。
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事業名 九州大学理学部先端自然科学講演会

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 理学部

実施代表者名 理学部長　荒殿誠

連携機関等名 福岡県高等学校理科部会

連携期間 平成１７年８月　～

事業名 体験物理学

特色ある
取り組みの
概要

実施部局名 理学部物理学科

実施代表者名 物理学部門長　武田信一

連携期間 平成８年　～

　20世紀以降の自然科学の進歩には目を見張るものが
あり，新しい科学や技術の発展，あるいは先鋭化している
環境問題などを正しく認識することは，現代社会で生きて
いく上で不可欠です。このような社会情勢の中，平成15年
から実施されている高等学校学習指導要領では各教科・
科目の内容が再編され，「物理」，「化学」，「生物」，「地学」
の各科目のIでは基本的な概念や原理・法則を学習し，Ⅱ
ではそれらに加えて発展的，継続的な課題を探究すること
が求められています。
　このような教育内容の改定を受け，九州大学理学部と福岡県高等学校理科部会では，新しい教育課程
に付け加えられた内容を中心とした，最先端の自然科学と科学技術に関する講演会を開いています。
　教育に携わる先生方が自然科学の最先端に触れることにより，自然科学に関する知識をリフレッシュする
一助とすることが目的で，毎年50名程度の参加者があり，講演会後の懇談会では活発な意見交換がされて
います。

　理学部物理学科では，高等学校へのパンフレット送付やWebページで募集した高校1，2年生を対象に，
大学での講義・セミナーや，物理学実験を体験していただく催しを行っています。内容は，1日目が講義形式
のセミナーで，素粒子物理，宇宙物理，ナノ物理など，物理学のいくつかの分野について九大の教員が最新
の状況をも交えながらわかりやすく解説します。また，2日目は実験で，受講者は10種類程度のテーマから2
つを選んで午前と午後に実際に体験してもらいます。
　平成22年度で14回目となる息の長い活動ですが，数年前
に実施日程を3日間から2日間に短縮したところ，福岡県内の
みならず，九州各県，山口，広島，愛媛，沖縄など，出席しやす
くなった遠方からの参加者も目立つようになり，例年70名程
度の参加者を得ています。
　また，同様な試みは化学科や地球惑星科学科でも行ってお
り，こちらは九州大学主催のオープンキャンパス（8月）の機会
に開催しています。



20Kyushu University

Community Cooperation Report

組織的な連携の取り組み3
　九州大学では，産学連携推進の一元的中核組織である知的財産本部を中心に，企業や自治体等と組織的な連携体制
を構築し，産業の振興，循環型社会の形成，安全な街づくりなど地域社会の振興に寄与することを目的とした取り組みを
行っています。
　知的財産本部では，「共同研究等のコーディネート」，「技術移転推進」，「大学発ベンチャー支援」，「国際的な産学連携
推進」，「デザインビジネスの促進」など，産学連携推進に関するあらゆる機能を一つの組織内に持ち，学内外からの産学連
携に関する多様なニーズに応える体制をとっています。

　このほか九州大学では，国内外の大学等の機関と連携してネットワークを構築し，地域社会の教育サービスの向上と教育
の質の向上に関する取り組みや，活力ある地域づくりに取り組んでいます。また，平成21年には㈳九州経済連合会に加入し，
連合会と連携しながら産学連携，国際連携の推進に関する取り組みを開始し，本学の持つ知識・技術をデジタルコンテンツ
制作企業や，ユーザー企業に紹介し，積極的な活用を推進するための「デジタルコンテンツ技術研究会」を立ち上げるなどの
取り組みを行っています。

株式会社産学連携機構九州［九大TLO］

知的財産本部（IMAQ）

リーダー会議

KASTEC
産学連携センター

産業界・地域社会・アジア海外など

QREC
ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター

知的財産本部長知的財産評価会議

DLO

総
合
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プ
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連　携　名 内　容

福岡・釜山大学間コンソーシアム

平成19年9月に福岡市で開催された「福岡－釜山フォーラム」にて採択された「福岡宣言2007」で
の提唱を受け，福岡・釜山地域に属する大学間において，教職員の交流の活性化，相互交流を通じ
た学生への体験学習の機会の提供，地域社会に対する教育サービスなどを展開しつつ，人材育成
に取り組みながら学術協力を推進することを目的として，学術・学生交流の活性化と，日韓の相互理
解の促進に取り組む。

大学ネットワークふくおか
福岡都市圏の大学及び圏域の魅力と活動内容等に関する情報を全国・世界に発信するするととも
に，教育研究の発展及び活力ある地域づくりに貢献することを目的に，福岡都市圏の大学・産業界・
行政が連携して事業に取り組む。

Q-Links（九州地域大学教育改善
FD・SDネットワーク）

Q-Links（Kyushu Learning Improvement Network for Staff  Members in Higher Education
の略称）は，九州地域における大学教育の改善の推進，教育活動の質の向上を目的に，参加機関の
FD・SD情報の集約・公開や，各機関同士のFD・SDに関する連携の充実・強化などに取り組む。

【大学等とのネットワークの一例】
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締結年月 連携先 連携課題

平成１５年　３月 西部瓦斯株式会社 水素および天然ガスに係わる新規技術開発
平成１５年　３月 DIC株式会社 光機能性有機材料の開発
平成１５年　６月 三菱重工業株式会社技術本部 エネルギー，物流および情報に係る新規技術開発
平成１５年　７月 株式会社大島造船所 造船技術に係わる新規技術開発
平成１５年１０月 日本ゼオン株式会社 電池材料の開発

平成１６年　３月 株式会社電通九州
・新しいマーケティングコミュニケーションの開発研究
・新しいメディアやコンテンツの開発研究
・地域活性化を促す交流プログラムの開発研究

平成１６年　６月 三井造船株式会社 二酸化炭素分離・回収技術の開発及び二酸化炭素接触水素化反応による
固定化技術の開発

平成１６年　７月 財団法人日本産業デザイン振興会 国際的視野に立った総合デザイン研究の高度化並びに教育の活性化

平成１６年　７月 日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社

・情報通信分野を中心とした共同研究の組織連携の強化
・大学・研究会社・事業会社の３者連携による新創造研究からの事業化の検討
・互いのリソース（研究，人，設備等）を活かした新たな共生モデルの構築

平成１６年　８月 TOTO株式会社
平成１６年　８月 日本電子株式会社 超高圧電子顕微鏡室を中心とした教育研究，開発研究及び各種支援事業の構築

平成１６年１０月 株式会社オートネットワーク技術研究所 ワイヤーハーネス事業に関する電気通信分野を中心とした共同研究の
組織連携強化

平成１６年１０月 日本政策投資銀行
・自立化した大学法人の経営モデルの構築
・新キャンパスを中心とした学研都市形成の推進
・産学連携・地域連携の推進
・アジア等国際展開における連携

平成１６年１１月 九州電力株式会社総合研究所 環境とエネルギー分野を中心とした共同研究の組織連携強化
平成１６年１２月 アサヒビール株式会社 ライフサイエンス分野を中心とした共同研究の組織連携強化
平成１６年１１月 独立行政法人海洋研究開発機構 「海洋ロボットの研究開発と応用」分野における基盤研究の研究開発
平成１６年１２月 株式会社同仁化学研究所 研究用試薬開発を中心とした共同研究の組織連携強化
平成１６年　６月 株式会社富士通研究所 情報通信分野を中心とした共同研究の組織連携強化

平成１７年　１月 宗像市

・宗像市内既存産業の振興ならびに新産業創出への協力
・地域を対象とする研究活動や修学についての支援
・研究及びインターンシップ等のための職員及び学生の受入についての協力
・相互の広報活動についての協力
・その他地域振興に関する事項

平成１７年　３月

ＪＦＥスチール株式会社
新日本製鐵株式会社
住友金属工業株式会社
株式会社神戸製鋼所
日新製鋼株式会社
大同特殊鋼株式会社
山陽特殊製鋼株式会社
新日鐵住金ステンレス株式会社

鉄鋼製造に関する教育・人材育成の振興・活性化

平成１７年　４月 GFF（GAME FACTORY'S FRIENDSHIP）
・九州大学の各種ハードウェアからソフトウェア，コンテンツの知見
・設備等とGFFの研究開発ニーズをもとにした共同研究の実施ならびに
  各種支援事業の構築

平成１７年　６月 国際協力銀行 海外経済協力分野における相互交流
平成１７年　７月 株式会社シュタインバイスジャパン 中小企業・ベンチャー企業の技術開発支援

平成１７年　８月 パナソニック電工株式会社 ・生活快適ソリューションシステム実現のための映像提示技術の具体的実証研究
・感性工学分野を中心とした共同研究の組織連携強化

平成１７年１１月 日産化学工業株式会社 新規有機材料を中心とした共同研究の連携強化

平成１７年１１月 福岡市 九州大学の持つ知的資源の活用，市民と大学との交流推進
伊都キャンパス周辺の街づくり等

平成１７年１１月 株式会社日立製作所 エネルギー分野，メディア分野を中心とした共同研究の組織推進強化

平成１７年１２月 日本レコードマネジメント株式会社 共同研究による情報管理手法の確立
（病院における医療情報管理手法の確立など）

平成１７年１２月 早稲田大学 教育・研究・産学連携・国際交流に関する事項の連携強化
平成１７年１２月 富士フイルム株式会社 機能性材料，感性工学，ライフサイエンスの各分野における共同研究等の実施
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締結年月 連携先 連携課題

平成１８年　５月 独立行政法人産業技術総合研究所
・共同研究の推進
・研究施設・設備等の相互利用を通じた戦略的な研究拠点の構築
・研究者の研究交流等を含む人的交流，人材育成の推進及び相互支援

平成１８年　６月 糸島市
・双方の持つ資源の活用
・住民と大学との交流の促進
・伊都キャンパス周辺地域の環境整備とまちづくり等

平成１８年　７月 株式会社アルバック
・大学から企業への長期インターンシップの実施
・長期インターンシップを通して、互いのリソーズ（研究，人，設備等）を活かした
  新たな共生モデルの構築

平成１８年１１月 株式会社クラレ 新規有機材料の創出を中心とした共同研究の組織連携強化

平成１８年１１月 独立行政法人国際協力機構
九州国際センター

・開発途上国への国際協力の実施
・国際協力に資する人材の育成

平成１９年　２月 唐津市 九州大学の持つ知的資源の活用、唐津市の持つ地域資源の活用, 
住民と大学の促進等

平成１９年　９月 株式会社西日本新聞社 ・九大法学研究院に「分権型社会論講座」の寄附講座設置
・九州が抱える多様な課題について，共同プロジェクトを実施

平成１９年１０月 佐賀県
・九州大学の持つ知的資源の活用
・佐賀県の持つ地域資源の活用
・人材育成・交流の促進等

平成２０年　３月 独立行政法人海上技術安全研究所 海上輸送及び海洋開発に係る新規技術開発
平成２０年　３月 財団法人電力中央研究所 石炭等炭素資源有効利用における連携

平成２０年　４月 福岡女子大学
西南学院大学 教育・研究・産学連携・国際交流に関する事項の連携協力

平成２０年　４月 株式会社福岡銀行
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

・産学連携による地域産業育成と学術振興
・まちづくり，新キャンパス周辺への貢献事業
・人材を中心とした経営資源の相互活用

平成２０年　７月 横浜ゴム株式会社 事業付加価値の向上を中心とした共同研究の組織連携強化

平成２１年　４月 フランステレコム・ジャパン株式会社
・国内における新世代ブロードバンド環境をインフラとした革新的なサービスの創出
・具体的な実証研究ついて、共同研究を企画・実施
・同研究分野を中心とした研究者，学生の人材交流

平成２１年　４月 大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

・共同研究の推進
・研究施設，設備等の相互利用を通じた戦略的な研究拠点の構築
・研究者の研究交流を含む相互交流
・人材育成の推進及び相互支援
・情報発信の相互支援及び共同実施

平成２１年　５月 宇部興産株式会社
・新規機能性材料等の創出を中心とした共同研究の組織連携強化
・大学と企業との個別共同研究の実施
・互いのリソース（研究，人，設備等）を活かした新たな共生モデルの構築

平成２１年　８月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構

・産学官連携を含む共同研究の推進
・研究者の研究交流を含む相互交流
・研究施設，設備等の相互利用
・教育・人材育成の推進及び相互支援
・研究資源の相互利用

平成２１年　９月 西日本高速道路株式会社
・共同研究，委託研究等の実施とこれに伴う研究者及び技術者の交流
・九州大学の大学院学生に対するNEXCO西日本でのインターンシップ機会の付与
・九州大学及びNEXCO西日本による連携推進会議及び技術交流会の開催
・その他，上記以外の学際横断的な研究者・技術者の交流

平成２２年　４月 住友金属鉱山株式会社 ・非鉄金属事業に係る共同研究の組織連携強化
・互いのリソース（研究，人，設備等）を活かした新たな共生モデルの構築

平成２２年　４月 東海ゴム工業株式会社
・機能性材料を軸とした健康・福祉・医療に係るデバイスの共同研究の組織連携強化
・産学連携センター連携部門の設立
・互いのリソース（研究，人，設備等）を活かした新たな共生モデルの構築

平成２２年　７月 財団法人九州先端科学技術研究所
・双方の研究開発
・教育・人材等に係わる相互協力が可能な全ての分野における組織連携の強化
・互いのリソース（研究、人、設備等）を活かした新たな共生モデルの構築等を実施

平成２２年　９月 富士電機ホールディングス株式会社
・自然科学及び社会科学に関する組織連携強化
・富士電機HDの抱える事業課題及び新事業創出へ向けた個別テーマのマッチング，
  個別共同研究
・互いのリソース（研究，人，設備等）を活かした新たな共生モデルの構築等

平成２２年１１月 会津若松市 ・明日を担う人材の育成
・文化活動及び教育活動の進展など

平成２２年１１月 国土交通省九州地方整備局
・社会資本整備の整備・充実
・災害の予防・復旧
・美しく豊かな環境形成など，総合的見地に立った地域づくり
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公開講座等の実施状況4

　社会に開かれた大学として，大学の教育・研究成果を広く社会に還元・
共有する取り組みとして，地域社会における教育文化の向上を目的に，本
学の教育・研究成果を広く学習できる機会として，小学生から一般まで幅
広い層を対象に，実践的なフィールドワーク，社会のニーズに応じたテーマ
による講義など有料・無料の様々な公開講座を実施しています。

（１）公開講座の実施状況

年度
有料講座 無料講座 計

件数 受講者 件数 受講者 件数 受講者

１６年度 29 954 16 748 45 1,702
１７年度 27 1,130 18 628 45 1,758
１８年度 27 951 14 434 41 1,385
１９年度 30 1,098 15 1,033 45 2,131
２０年度 21 643 21 1,444 42 2,087
２１年度 25 604 20 1,330 45 1,934

【平成16～平成21年度の状況】

【平成22年度の状況（平成23年2月末現在）】

※受講者は延べ人数を計上しています。

※無料講座は把握できた人数のみを計上しています。

▪有料講座

▪無料講座

▪その他提携講座

実施部局名 講座タイトル 受講者

人間環境学研究院 学校管理職マネジメント短期研修プログラム 53
比較社会文化研究院 伊都学（西区・糸島地域の歴史発掘） 46
数理学研究院 現代数学入門 46
薬学研究院 薬学の最先端研究と医療薬学教育 171

芸術工学部

［建築探偵シリーズその2］建築再生よみがえり術 27
［建築探偵シリーズその3］近代化遺産vs世間遺産 34
高校生のための環境設計公開講座 11
高校生のための工業設計学科特別プログラム 10
高校生のための音と画像の実験 26
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 18
聴能形成実務担当者講座 6

農学部附属農場
農業生産を体験しよう 11
体験！農業と食料・環境問題 12

農学部附属演習林
九州山地の森を知ろう 18
十勝のカラマツを知ろう 14
里山森林体験講座 －森林活動で学ぶ環境問題と森林の働き－ 20

健康科学センター こころとからだの健康の常識・非常識 14
知的財産本部 グラミン・クリエイティブ･ラボ＠九州大学ソーシャル･ビジネス・ワークショップ 262

実施部局名 講座タイトル 受講者

理学部

公開講演会「最新化学談話シリーズ」 250
理学部生物学科公開講座 168
高校生・受験生のための理学部化学科特別談話会 256
フクオカサイエンスマンス参加企画「一般市民向け公開講演会」 308

工学部 海洋探査技術の進歩と海上安全性問題 38
工学研究院 社会を支える機械工学2010 27
芸術工学部 ロボットと家電 13

システム情報科学研究院
中学生の科学実験教室2010 ～コンピュータとエレクトロニクスを体験しよう！～ 67
先端サマーセミナー2010「システム情報科学の底力」 109

総合理工学府 グリーンエネルギー技術の最前線 58

実施部局名 講座タイトル 受講者

－ 百周年記念事業特別講座『九州大学の歴史と芸術』 53

文学部
愛についての6章 212
私の中の宇宙（コスモス），宇宙（コスモス）の中の私 149
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（2）講演会・セミナー等の実施状況
（平成22年度：4月～1月末）

※大学ホームページから発信された情報及び部局から提供のあった情報を掲載，（　）内の数字は開催月

実施部局 実施内容

九州大学（本部担当企画等）
開学記念講演会（5），開学記念行事案内研究施設公開（5），高等研究院セミナー「ノーベル化学賞受賞者シャープレス博士特別
講演会」（5），日本学術会議地域振興／九州・沖縄地区サイエンス・カフェ（6），九大・北大フロンティア・セミナー（6,10），
国連大学・九州大学・（公財）国連大学協力会共催シンポジウム（7），SIA-DAY 高樹のぶ子と浸るインドネシア（9），
九大・北大合同活動報告会（12），百周年記念ゴッホスクール特別企画（12）

グローバルCOEプログラム 『未来分子システム科学』国際シンポジウム（6）
ビジネス・スクール QBSビジネス・フォーラム（7）
システム生命科学府 バイオインフォマティクス夏の学校（7）

統合新領域学府 オートモーティブサイエンス・コンソーシアム研究会（9，12），彫刻家・外尾悦郎さんを迎えての特別講演（11），
ライブラリーサイエンス専攻設置記念シンポジウム「ライブラリーを科学する」（12）

人文科学研究院 文学部・朝日カルチャーセンター提携講座（4～3：計10回），親子でたのしく「にんぷろ・かるた」（7）

比較社会文化研究院 比較社会文化学府・國立臺灣大學日本語文學系所合同シンポジウム「ことばと文化」（4），シンポジウム「知の加工学」からみた
日本の技術経営（12），景観の国宝・田染荘小崎への招待（12），地域創成リーダーセミナー・イン・福岡（10～2）

法学研究院 変貌する地方自治の未来像（8），地域創成リーダーセミナー・イン・福岡（10～2）

言語文化研究院
英語ディベート講習会（4），Talk：Speech and Debate Education in the U.S.（4），英語講演会「仕事に生かすディベート」（5），
英語ディベート講座（6），英語ディベート大会（9），英語ディベート公開講座（9），韓国における英語ディベート教育（9），
第8回JDA九州ディベート大会（12），外国語プレゼンテーションコンテスト（1）

理学研究院 未来の科学者養成講座公開講演会（8～2），高校生・受験生のための理学部化学科特別談話会（8），理学部生物学科公開講座（8），
鉱物コレクションの一般公開（11），一般市民向け公開講演会（12），理学部物理学科体験入学・公開講座・施設公開（3）

医学研究院 アトピー相談会（10，2）
工学研究院 未来につなぐ九州の道（7），水素エネルギーを学ぼう（8），九重火山に関する防災講演会（10），新☆エネルギーコンテスト（11）

芸術工学研究院 メディアアート表現による新しいコンピュータ操作方法（8），メディアアートの発想源（9），
九州大学の人間工学～人間工学へのお誘い～（12）

システム情報科学研究院 電気エネルギー環境工学講座公開講座（6～1），さいとぴあ開館記念イベント科学教室（7），
九大・九工大寄附講座合同シンポジウム「電力関係の国際規格動向と戦略」（12）

総合理工学研究院 総理工セミナー（12）

農学研究院 糸島市民大学（5～7，10～12），アグリコラボいとしまワークショップ（9,12），ビタミン発見100周年記念市民公開講座「私たちの
健康増進とビタミン、サプリメント」（11），農工商連携等人材育成事業特別講演「江戸時代に学ぶ日本人の心」（1）

農学部附属演習林
演習林自然散策の会（4～1），春の野山の観察会（4），開学記念施設公開事業「大学の森を歩こう」（5），大河内小学校総合学習（6），
トカプチの森見学会（9），地域開放事業「九州山地の森と樹木」（10），林業体験実習（10），JICA集団研修「共生による森林保全
コース」（10），環境保全農業論実習（10），森林施業技術研修会（11），サイエンス・マンス協賛事業「大学の森を歩こう」（11），

病院 リンパ浮腫セルフケア講習会（4），九州大学病院きらめきプロジェクト講演会（7），知的財産セミナー「医薬品開発における課題
克服に向けて」（9），九州大学病院きらめきプロジェクト学生交流会（11），人体・病理ミュージアムの一般公開（11）

応用力学研究所 RIAMフォーラム（6）
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所開所式（12）

附属図書館 学術情報セミナー「図書館・情報サービスとユーザー」（6），知られざる北の国境「樺太と千島」移動展IN福岡（10），
芸術工学図書館セミナー「色彩」（10），

健康科学センター QUウォーク（11），リサーチコア「身体運動の科学を通しての社会貢献」公開講演会（12）
中央分析センター 分析基礎セミナー（4～12：計12回），分析センターワークショップ（10）

総合研究博物館

総合研究博物館設立10周年特別展示「光が泳ぐ場所」（5），ギャラリートーク「光が泳ぐ場所」（5），サイエンスカフェQcafe（5～6），
特別展示「九州大学教育・研究の最前線～第9回P&P研究成果一般公開～」（5～6），子ども大学博物館見学デー（8），

「ツノゼミの世界」at 箱崎キャンパス（7～8），「かがくのえほんとハカセたち」at 箱崎キャンパス（7～8），
九大博公開展示at 少年科学文化会館（7～8），博物館セミナー（ミュージアムテクノロジー系）（9～10），
公開授業「現代芸術特論：素敵な美術展の作り方」at 九大博（12）

宙空環境研究センター 2010年宇宙天気ツアーへようこそ！（8），公開講座「インターネットにより宇宙をみる」（11），
コミュニティユース2010 宇宙天気アウトリーチ活動（9,1）

韓国研究センター 韓国研究センター10周年記念式典・記念シンポジウム（12）
高等教育開発推進センター 外国語プレゼンテーションコンテスト（1）

産学連携センター KASTECセミナー（7～2：計8回），筑紫地区商工会工業振興協議会ものづくり交流会（11），
地域政策デザイナー養成講座「政策提言発表記念シンポジウム」（12）

未来化学創造センター 未来化学創造センターシンポジウム（8）
低温センター 施設公開（5，8），学習塾からの実験見学会（8），佐世保高専からの見学会（10），

稲盛フロンティア研究センター 研究講演会「ナノエレクトロニクス・デバイスの新潮流」（6），研究講演会「低炭素社会の実現に向けて」（7），
研究講演会「界面現象解明に向けた計算科学の基礎・基盤技術と応用」（1）

炭素資源国際教育研究センター 石炭等化石資源高度利用セミナー（10），石炭利用技術基礎講座「石炭火力発電技術」（11）
伊藤プラズマ乱流研究センター 学術の大型施設計画・大規模研究計画（マスタープラン）に関する物理系シンポジウム（1）
日本エジプト科学技術連携
センター 日本エジプト科学技術連携センター設立記念シンポジウム（9）

最先端有機光エレクトロニクス
研究センター 第１回産官学交流セミナー（8），オペラ・クリスマス・サイエンスレクチャー（12）

知的財産本部
知的財産本部成果報告会（5），IRBC2010国際知識経済都市会議［国際地域ベンチマーク協議会］（7），ノーベル平和賞受賞者
ムハマド・ユヌス教授を迎えたシンポジウム（7），九州大学／福岡銀行連携講義「研究・技術経営論」キックオフシンポジウム（9），
福岡市産学連携交流センター講演会・交流会（9），欧州ゲーム市場セミナー「オランダ最先端シリアスゲーム」（11），
知的財産連続セミナーin福岡（1），九州大学新技術説明会（1）

女性研究者キャリア開発センター サイエンスカフェQcafe2010　Cafeソフル（9，12，1），TENCON2010特別企画「アジア諸国に学ぶ女性のキャリアの築き方」（11）
大学評価情報室 大学経営研究会（4），大学評価・IR研究会（1）
九州大学学生後援会 学生後援会文化祭（10）
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　福岡県をはじめ，九州各県等にある教育機関の要請に応
じて，大学での高度な教育・研究に触れる機会として出前講
義を実施しているほか，模擬授業を通じて大学で学ぶことの
魅力や楽しさを知っていただく取り組みも実施しています。

（3）出前講座，模擬授業の状況
学部 件数

文学部 13
教育学部 1
法学部 15
経済学部 4
理学部 30
医学部 5
歯学部 1
薬学部 3
工学部 26
芸術工学部 6
農学部 13

計 117

県等名 高等学校等名

福　岡
嘉穂高等学校，久留米信愛女学院高等学校，古賀竟成館高等学校，香住丘高等学校，修猷館高等学校，城南高等学校，
新宮高等学校，西南学院高等学校，泰星高等学校，筑紫女学園高等学校，筑前高等学校，筑陽学園高等学校，伝習館高等学校，
東筑高等学校，八女高等学校，武蔵台高等学校，福岡中央高等学校，明善高等学校，春日野中学校，泰星中学高等学校

佐　賀 佐賀西高等学校，白石高等学校，武雄高等学校，東明館高等学校，東明館中学校

長　崎 活水高等学校，天草高等学校，諫早高等学校，大村高等学校，五島高等学校，青雲高等学校，長崎日本大学高等学校，
長崎東高等学校，北陽台高等学校，長崎北高等学校

熊　本 宇土高等学校，熊本高等学校，済々黌高等学校，第二高等学校
大　分 大分上野丘高等学校，中津南高等学校，日田高等学校，大分県教育委員会
宮　崎 宮崎大宮高等学校，延岡高等学校，宮崎北高等学校，宮崎南高等学校，日南高等学校
鹿児島 甲南高等学校，加治木高等学校，鹿児島中央高等学校，鹿児島玉龍高等学校

中国・四国 豊浦高等学校（山口），岩国高等学校（山口），下関西高等学校（山口），下松高等学校（山口），下関中等教育学校（山口），
清心女子高等学校（岡山），広島城北高等学校（広島），松山西中等教育学校（愛媛），高知学芸高等学校（高知）

上記以外 清真学園高等学校（茨城），第二女子高等学校（宮城）

学部 担当教員名 テーマ・内容 学校名

文学部 小黒康正准教授 ｢愛」と｢読書」の混淆－ゲーテ『若きウェルテルの悩み』をめぐって 向陽高等学校（長崎）

法学部
土井政和教授 日本の犯罪状況と刑罰の在り方 西陵高等学校（福岡）
五十川直行教授 講義（専門分野），学部の説明 筑紫丘高等学校（福岡）

理学部

渡部行男教授 物理学入門 西陵高等学校（福岡）
八尋正信教授
光田暁弘准教授
寺西高准教授

ESS講演会へ参加，極低温の世界，タンデム加速器紹介 [SSH]第二高等学校（熊本）

横山拓史教授 研究室見学と研究紹介 筑紫丘高等学校（福岡）

医学部
髙栁涼一教授他 文科省SSH体験学習，3分野での講義及び実習 [SSH]小倉高等学校（福岡）
谷憲三朗教授 研究紹介，研究室見学 向陽高等学校（長崎）
嶋 雄一助教 教員の研究紹介，医学科カリキュラムの説明 筑紫丘高等学校（福岡）

工学部

伊藤衡平教授 燃料電池って何？～その背景と，組立から運転まで～ [SSH]第二高等学校（熊本）
岩井芳夫准教授 植物油からディーゼル燃料を作ろう [SSH]第二高等学校（熊本）
藤井光准教授 地中熱利用によるヒートアイランド現象の抑制 [SSH]第二高等学校（熊本）
菊植亮准教授 パソコンによるロボット制御の基礎 [SSH]第二高等学校（熊本）

農学部

飯田弘教授
日下部宜宏准教授
安井秀准教授
飯山和弘助教
竹下稔助教

SSH体験学習 [SSH]小倉高等学校（福岡）

近藤隆一郎教授 最先端の科学技術を学ぶ [SSH]第二高等学校（熊本）

【出前講義状況】

【講義先】

【模擬授業状況】

（平成21年度）

（平成21年度）

（平成21年度）
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取組み名 概要 代表 採択年度

きんしゃいきゃんぱす
箱崎商店街きんしゃい通りにある空き店舗を活用して，地域（商店
街）の中での子どもの遊び場・立ち寄り場をつくり，子どもと地域の
大人・大学生とのコミュニケーションづくりの取り組み

人間環境学府生 平成１７年度

多々良川自然教室
（多々良川グリーンプロジェクト）

東区のシンボル的河川であり，豊かな自然環境が残っている多々
良川を活用して，流域・周辺地区の住民に地域の自然環境に理解
と関心を持ってもらう取組み

理学府生 平成１７～１８年度

Little Hands
（子ども育成・見守り事業）

子どもたちと年齢の近い学生との異年齢交流を通じて，安心して
年長者との交流を持てるような機会や，地域に対する安心感の醸
成を図る取り組み

教育学部生 平成１８～１９年度

つなごう！仲間プロジェクト
子どもたちが，もめごとの解決の考え方や技法を学ぶことで，学
校・地域社会のメンバーとして日常生活を豊かに送るうえでのコ
ミュニケーション能力を高める取り組み

法学府生 平成１９～２１年度

箱崎アートターミナル2010
地域の方々と共に箱崎の未来を見据えようとしたアートフェスティ
バルやフォーラムの企画・運営といった活動を実践化し，地域創造
への継続的実践化の仕組みづくりの構築に向けた取組み

統合新領域学府生 平成２２年度～

箱崎音楽童ピアノプロジェクト
商店街やピアニストが共同する場をコーディネートし，地域社会全
体が「子育て」「人材育成」をテーマに循環し，コミットしあうような
箱崎のまちに子どもと大人の感性交歓の共有地創出を目指す取
り組み

統合新領域学府生 平成２２年度～

箱崎マンスリーワークショップ
マンスリーワークショップを開催し，アートの共創体験を地元の
方々へのケアフルな場として提供して，まちが地域に暮らす市民の
安らぎあえる共有地となるような環境づくりの取り組み

統合新領域学府生 平成２２年度～

自然の中の“わくドキ”探しｉｎ箱崎
自然と関わるワークショップを開催し，子供たちの自然をめでる心
や親の自然体験に対する意識を高め，豊かな感受性を育むことを
目指す取り組み

統合新領域学府生 平成２２年度～

宇宙天気アウトリーチ活動
宇宙開発・利用や，宇宙の活動状況を紹介し，宇宙という遠いよう
で実は身近に迫っている題材を体験型の学習で楽しく学ぶことで
子供たちに科学の面白さを再認識させる取り組み

理学府生 平成２２年度～

その他の取り組みの紹介5

　箱崎九大記憶保存会は，九州大学の移転に伴い，姿を消し忘れら
れつつある「箱崎」と「六本松」の記録と記憶の保存を目的として，文学
部（社会学研究室）の学生有志が中心となって平成19年4月に活動を
始めました。
　長年にわたり九大生を育んでくれた街，九大生の思い出が染み込
んだ街を画像（写真・動画），聞き書き形式で記録しています。
　これらの活動を通じ，「懐かしいあの頃」を思い返すお手伝いをする
こと，「箱崎」「六本松」を介して，卒業生と地域，かつての学生と今の
学生など異なる立場の方々の思いを結ぶことも目指して活動を続けて
います。

　福岡市東区では，東区にある大学を地域の魅力資源と位置付け，「大学と地域の共働」に向けた取組みとして「東区コミュ
ニティユース」が実施されています。地域コミュニティを活性化し，将来地域コミュニティを担う学生が，地域に関わる契機とし，
学生がその専門的知識等を活かしながら，地域の抱える諸問題の解決にチャレンジするこの取り組みに本学の学生も参画し
ています。

▪箱崎九大記憶保存会

▪東区コミュニティユース事業
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