
 

・教育研究上の基本組織一覧（別紙様式２－１－２） 

（医学系抜粋） 

大 
学 

教育研究上の基本組織 組織等の長 教育課程 
教育課程ごとの 

質保証の責任者 

Ａ 

医学部医学科 医学部長 医学科 医学部長 

医学研究科 医学研究科長 医科学専攻 医学研究科長 

医学部保健学科 保健学科長 保健学科 保健学科長 

保健学研究科 保健学研究科長 
保健学専攻博士前期課程 保健学研究科長 

保健学専攻博士後期課程  〃 

Ｂ 

医学部 医学部長 
医学科 医学部長 

人間健康科学科 〃 

医学研究科 医学研究科長 

医学専攻（博士課程） 医学研究科長 

医科学専攻（修士課程） 〃 

医科学専攻（博士後期課程） 〃 

社会健康医学系専攻（専門職学位課程） 〃 

Ｂ大学・Ｚ大学医学国際連携専攻（博士課程） 〃 

Ｃ 
医学部 医学部長 医学科、看護学科 医学部長 

医学系研究科 医学系研究科長 医科学専攻、看護学専攻 医学系研究科長 

Ｄ 

医学部 
医学部長 医学科 医学部長 

 〃 看護学科 医学部長 

医学系研究科 

医学系研究科長 医学専攻 医学系研究科長 

 〃 看護学専攻 医学系研究科長 

 〃 先進的医科学専攻 医学系研究科長 

Ｅ 

医学部 医学部長 
医学科 学科長 

保健学科看護学専攻 専攻主任 

医科学教育部 医科学教育部長 
医科学専攻（Ｍ） 教育部長 

医科学専攻（Ｄ） 教育部長 

保健科学教育部 保健科学教育部長 
保健学専攻（Ｍ） 教育部長 

保健学専攻（Ｄ） 教育部長 
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（工学系抜粋） 

大 
学 

教育研究上の 

基本組織 
組織等の長 教育課程 

教育課程ごとの 

質保証の責任者 

Ａ 

システム工学部 システム工学部長 システム工学科 システム工学部長 

システム工学研究

科 
システム工学研究科長 システム工学専攻 システム工学研究科長 

Ｂ 

工学部 工学部長 
建築学科 工学部長 

物理工学科 〃 

工学研究科 工学研究科長 

建築学専攻（修士課程） 工学研究科長 

建築学専攻（博士後期課程） 〃 

機械理工学専攻（修士課程） 〃 

機械理工学専攻（博士後期課程） 〃 

Ｃ 

理工学部 理工学部長 
理工学部数物科学科 理工学部長 

〃  物質創成化学科  〃 

理工学研究科 理工学研究科長 
博士前期課程理工学専攻 理工学研究科長 

博士後期課程機能創成科学専攻  〃 

Ｄ 

工学部 工学部長 工学部 工学部長 

工学研究科 工学研究科長 
修士課程 工学研究科長 

博士課程 〃 

技術経営研究科 技術経営研究科長 専門職学位課程 技術経営研究科長 

Ｅ 

理工学部 理工学部長 化学・生命理工学科、物理・材料理工学科 理工学部長 

総合科学研究科 

理工学専攻 
総合科学研究科長 理工学専攻 理工学専攻長 

工学研究科 工学研究科長 
物質機能工学専攻,電気電子・情報システム

工学専攻 
工学研究科長 

Ｆ 

理工学部 理工学部長 
理工学科機械科学コース コース長 

理工学科情報光システムコース（情報系） 系長 

先端技術科学教育

部 
先端技術科学教育部長 

知的力学システム工学専攻（Ｍ）機械創造システム工

学コース 

コース長 

知的力学システム工学専攻（Ｄ）機械創造システム工

学コース 

コース長 

システム創生工学専攻（Ｍ）光システム工学コー

ス 

コース長 

システム創生工学専攻（Ｄ）光システム工学コー

ス 

コース長 

  



 
 

Ｇ 

工学部 学長 
機械工学課程 機械工学系長 

電気・電子情報工学課程 電気・電子情報工学系長 

工学研究科 学長 
機械工学専攻 機械工学系長 

電気・電子情報工学専攻 電気・電子情報系長 

Ｈ 

工学部 工学部長 
社会基盤工学科、機械工学科、化学・生命工

学科 
工学部長 

工学研究科 工学研究科長 
工学専攻、Ｈ大学・Ｙ大学国際連携統合機械

工学専攻 
工学研究科長 

自然科学技術研究

科 
自然科学技術研究科長 生命科学・化学専攻、生物生産環境科学専攻 自然科学技術研究科長 

Ｉ 

工学部 
工学部長 高分子・有機材料工学科 工学部長 

 〃 化学・バイオ工学科 工学部長 

理工学研究科 
理工学研究科長 理学専攻 理工学研究科長 

 〃 物質化学工学専攻 理工学研究科長 

Ｊ 

工学部 学長 

地球環境工学科環境防災工学コース 地球環境工学科長 

地域未来デザイン工学科社会インフラ工学

コース 

地域未来デザイン工学

科長 

大学院工学研究科 学長 

博士前期課程社会環境工学専攻 社会環境工学専攻主任 

博士前期課程各専攻共通 各専攻共通主任 

博士後期課程生産基盤工学専攻 生産基盤工学専攻主任 

博士後期課程各専攻共通 各専攻共通主任 

Ｋ 
先端科学技術研究

科 
先端科学技術研究科長 先端科学技術研究科 先端科学技術研究科長 

 
  



 
 
（文系抜粋） 

大 
学 

教育研究上の基本組織 組織等の長 教育課程 
教育課程ごとの 

質保証の責任者 

Ａ 

文学部 文学部長 人文学科 文学部長 

法学部 法学部長  法学部長 

文学研究科 文学研究科長 
文献文化学専攻（修士課程） 文学研究科長 

文献文化学専攻（博士後期課程） 〃 

法学研究科 法学研究科長 

法政理論専攻（修士課程） 法学研究科長 

法政理論専攻（博士後期課程） 〃 

法曹養成専攻（専門職学位課程） 〃 

Ｂ 

教育学部 教育学部長 学校教育教員養成課程 教育学部長 

経済学部 経済学部長 経済学科 経済学部長 

教育学研究科（学校教

育専攻） 
教育学研究科長 学校教育専攻 教育学研究科長 

教育学研究科（教職開

発専攻） 
教育学研究科長 教職開発専攻 教育学研究科長 

経済学研究科 経済学研究科長 
経済学専攻 経済学研究科長 

経営学専攻    〃 

Ｃ 

文化科学研究科地域文

化学専攻 
地域文化学専攻長 地域文化学専攻 地域文化学専攻長 

文化科学研究科比較文

化学専攻 
比較文化学専攻長 比較文化学専攻 比較文化学専攻長 

Ｄ 

人文社会科学部 人文社会科学部長 
文化創生課程 人文社会科学部長 

社会経営課程  〃 

人文社会科学研究科 人文社会科学研究科長 
文化科学専攻 人文社会科学研究科長 

応用社会科学専攻  〃 

教育学部 教育学部長 

学校教育教員養成課程初等中等教育専

攻小学校コース 
教育学部長 

学校教育教員養成課程初等中等教育専

攻中学校コース 
 〃 

大学院教育学研究科 教育学研究科長 
学校教育専攻 教育学研究科長 

教職実践専攻  〃 

Ｅ 

総合科学部 総合科学部長 
社会総合科学科国際教養コース コース長 

社会総合科学科心身健康コース コース長 

総合科学教育部 総合科学教育部長 
地域科学専攻（Ｍ） 教育部長 

地域科学専攻（Ｄ） 教育部長 

  



 
 

Ｆ 

教育学部 教育学部長 
学校教育教員養成課程、特別支援学校教

員養成課程 
教育学部長 

地域科学部 地域科学部長 地域政策学科、地域文化学科 地域科学部長 

教育学研究科 教育学研究科長 教職実践開発専攻、心理発達支援専攻 教育学研究科長 

地域科学研究科 地域科学研究科長 地域政策専攻、地域文化専攻 地域科学研究科長 

Ｇ 

人文社会科学部 人文社会科学部長 人文社会科学科 人文社会科学部長 

地域教育文化学部 地域教育文化学部長 地域教育文化学科 地域教育文化学部長 

社会文化システム 

研究科 

社会文化システム 

研究科長 

文化システム専攻 社会文化システム研究科長 

社会システム専攻 社会文化システム研究科長 

地域教育文化 

研究科 

地域教育文化 

研究科長 

臨床心理学専攻 地域教育文科研究科長 

文化創造専攻 地域教育文科研究科長 

Ｈ 

教育学部 学長 学校教育教員養成課程 学長 

大学院教育学研究科 教育学研究科長 学校教育専攻、障害児教育専攻 教育学研究科長 

大学院連合教職実践研

究科 
連合教職実践研究科長 教職実践専攻 連合教職実践研究科長 

Ｉ 

言語文化学部 言語文化学部長 言語文化学科 言語文化学部長 

国際社会学部 国際社会学部長 国際社会学科 国際社会学部長 

総合国際学研究科 
総合国際学研究科長 世界言語社会専攻 総合国際学研究科長 

 〃 国際日本専攻 総合国際学研究科長 

Ｊ 

人文社会科学部 人文社会科学部長 人間文化課程、地域政策課程 人文社会科学部長 

教育学部 教育学部長 学校教育教員養成課程 教育学部長 

総合科学研究科地域創

生専攻 
総合科学研究科長 地域創生専攻 地域創生専攻長 

総合科学研究科総合文

化学専攻 
総合科学研究科長 総合文化学専攻 総合文化学専攻長 

 
  



 
 
（教養教育抜粋） 

大 
学 

教育研究上の基本組織 組織等の長 教育課程 
教育課程ごとの 

質保証の責任者 

Ａ 教育推進機構教養教育開発実践センター 教養教育開発実践ｾﾝﾀｰ長 教養教育 教養教育開発実践ｾﾝﾀｰ長 

Ｂ 学士課程基盤教育機構 基盤教育機構長 学士課程基盤教育 基盤教育機構長 

Ｃ 教養教育 教養・協働教育部門長 全教育課程 教養・協働教育部門長 

Ｄ 国際高等教育院 国際高等教育院長  国際高等教育院長 

Ｅ 教養教育院 教養教育院長 教養教育科目 教養教育院長 

Ｆ 総合教育院（教員組織） 総合教育院長   

Ｇ 教育推進機構 教育推進機構長 教養教育 教育推進機構長 

 


