
　※センター委員・学部等就職担当へのご連絡は、大学代表 （ TEL : 092-871-6631 ）へおかけください。

　※メールアドレスは「☆」を「@」に変換してください。

役職名 かな氏名 内線 号館 階

センター長 みのわ　やすひろ 3907 - 文系センター棟 9

センター長補佐 だざい　うしお 4321 - 2号館（2921） 9

センター長補佐 のぐち　やすただ 6725 - 第二記念会堂 3

学科 かな氏名 内線 メールアドレス 号館 階

（センター委員）

教授 植上　一希 うえがみ　かずき　 4318 uegami☆ci s.fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 13

（キャリア支援委員）

文化 准教授　本多　康生 ほんだ　やすお 3806 yasuohonda☆fukuoka-u.ac.jp 8

歴史 講師　 福元　健之 ふくもと　けんし 3815 k.fukumoto.vy☆adm.fukuoka-u.ac.jp 8

日本語日本文 准教授　大坪　亮介 おおつぼ　りょうすけ 3730 r.otsubo.qt☆adm.fukuoka-u.ac.jp 7

教育・臨床心理 教授　 植上　一希 うえがみ　かずき　　 4318 uegami☆ci s.fukuoka-u.ac.jp 13

英語 教授 高橋　美知子 たかはし　みちこ 3524 mtakaha☆fukuoka-u.ac.jp 5

ドイツ語 准教授 有馬　良之 ありま　よしゆき 3625 arimayo☆fukuoka-u.ac.jp 6

フランス語 准教授　小池　美穂 こいけ　みほ 3629 mkoike☆fukuoka-u.ac.jp 6

東アジア地域言語 教授 大澤　武司 おおさわ　たけし 3733 t.osawa.sf☆adm.fukuoka-u.ac.jp 7

（センター委員）

教授 下田　大介 しもだ　だいすけ 4011 dshimoda☆adm.fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 10

（学部調整委員）

准教授　牧　真理子 まき　まりこ 4001 mmaki☆fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 10

准教授　城野　一憲 しろの　かずのり 3913 kaz_shirono☆fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 9

講師　 芥川　正洋 あくたがわ　まさひろ 4010 - 文系センター棟 10

（センター委員）

教授 木下　敏之 きのした　としゆき - kinoshita.toshiyuki☆gmail.com 文系センター棟 12

（学部調整委員）

教授 辰己　佳寿子 たつみ　かずこ 4215 ktatsumi☆adm.fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 12

教授　 玉田　桂子 たまだ　けいこ 4222 ktamada☆adm.fukuoka-u.ac.jp 文系センター棟 12

（センター委員）

准教授 飛田　努 とびた　つとむ 4414 ttobita☆adm.fukuoka-u.ac.jp 2号館（2711） 7

（学部調整委員）

准教授　和田　剛明 わだ　たけあき 4301 twada☆fukuoka-u.ac.jp 2号館（2712） 7

講師　 猿渡　剛 さるわたり　つよし 4405 t.saruwatari☆fukuoka-u.ac.jp 2号館（2911） 9

—　商学部　—

—　法学部　—

—　経済学部　—

文
系
セ
ン
タ
ー
棟

キャリアセンター

—　人文学部 　—

氏名

氏名

 法学部

 教授　　　蓑輪　靖博

 商学部

 教授　　　太宰　潮

スポーツ科学部

 准教授　　野口　安忠

センター委員・学部等就職担当一覧　（2024年3月卒業生対象）

2022年12月１日現在



　※センター委員・学部等就職担当へのご連絡は、大学代表 （ TEL : 092-871-6631 ）へおかけください。

　※メールアドレスは「☆」を「@」に変換してください。

役職名 かな氏名 内線 号館 階

センター長 みのわ　やすひろ 3907 - 文系センター棟 9

センター長補佐 だざい　うしお 4321 - 2号館（2921） 9

センター長補佐 のぐち　やすただ 6725 - 第二記念会堂 3

学科 かな氏名 内線 メールアドレス 号館 階

（センター委員）

准教授 仁部　芳則 にぶ　よしのり 6243 nibu☆adm.fukuoka-u.ac.jp 9号館別館 4

（キャリア教育調整委員）

応用数 教授 田中　尚人 たなか　なおと 6135 naoto☆cis.fukuoka-u.ac.jp 9号館 4

物理科 教授 御園　雅俊 みその　まさとし 6156 m-misono☆fukuoka-u.ac.jp 9号館 2

化 准教授　　石川　立太 いしかわ　りゅうた 6237 ryutaishikawa☆fukuoka-u.ac.jp 9号館別館 4

地球圏科 教授 岩山　隆寛 いわやま　たかひろ 6159 iwayama☆adm.fukuoka-u.ac.jp 18号館 5

（センター委員）

教授 吉澤　幹夫 よしざわ　みきお 6516 yoshizawa☆adm.fukuoka-u.ac.jp 5号館 2

（学部調整委員）

機械工 教授 高尾　幸来 たかお　こうらい 6329、6310 gao☆fukuoka-u.ac.jp 11号館 4

電気工 教授 篠原　正典 しのはら　まさのり 6347 sinohara☆fukuoka-u.ac.jp 高電圧実験室 3

電子情報工 教授 名倉　徹 なくら　とおる - eecs_recruit☆ml.fukuoka-u.ac.jp 4号館 5

化学システム工 教授 久保田　純 くぼた　じゅん 6421 jkubota☆fukuoka-u.ac.jp 6号館 2

社会デザイン工 教授 渡辺　亮一 わたなべ　りょういち 6470、6471 tc_employment☆fukuoka-u.ac.jp 水理衛生工学実験室北棟 2

建築 教授 吉澤　幹夫 よしざわ　みきお　 6516 yoshizawa☆adm.fukuoka-u.ac.jp 5号館 2

（センター委員） ※医学部委員へのご連絡は、医学部代表（TEL：092-801-1011）へおかけください。

教授 佐久間　良子 さくま　よしこ 4364 yoshiko☆adm.fukuoka-u.ac.jp 看護学科棟 6

（センター委員）

教授 右田　啓介 みぎた　けいすけ 6641 migitak☆fukuoka-u.ac.jp 17号館（514） 5

（学部調整委員）

准教授　　林　稔展 はやし　としのぶ 6648 toshinobu☆fukuoka-u.ac.jp 17号館（310） 3

（センター委員）

准教授 野口　安忠 のぐち　やすただ 6725 nogu8411☆adm.fukuoka-u.ac.jp 第二記念会堂 3

—　理学部　—

—　スポーツ科学部　—

—　工学部　—

—　医学部　—

—　薬学部　—

氏名

氏名

キャリアセンター

 法学部

 教授　　　蓑輪　靖博

 商学部

 教授　　　太宰　潮

スポーツ科学部

 准教授　　野口　安忠

センター委員・学部等就職担当一覧　（2024年3月卒業生対象）

2022年12月１日現在

キャリアセンター事務室（就職・進路支援）

事務部長：志渡澤 登 （内線４７０１）

事務室長：水迫 幸治 （内線４７１０）

室長補佐：南川 久世 （内線４７１１）

室長補佐：假野 陽介 （内線４７１３）

事 務 室 員：（内線４７１５～４７１８）

〒８１４—０１８０ 福岡市城南区七隈八丁目１９番１号

福岡大学 キャリアセンター事務室（就職・進路支援）

ＴＥＬ（０９２）８７１－６６３１（大学代表）

（０９２）８６４－９６７４（キャリアセンター直通）

（０９２）８０１－１０１１（医学部代表）

ＦＡＸ（０９２）８６１－６３０１

E-mail：shushoku@adm.fukuoka-u.ac.jp

福岡大学 東京事務所
ＴＥＬ（０３）３５０１－６６２９


