
2021年度（令和３年度）就職指導教員_事務担当一覧

※各担当教職員に電話をする場合は、011-706-（内線番号）【水産学部・水産科学院は0138-40-（内線番号）】におかけください。
※キャリアセンターでは、就職担当教員及び就職事務担当の予定は把握しておりませんので、直接ご確認ください。
※2021年4月1日現在（交代している場合があります）

部局名 学科名等 専攻（コース）等 備考

文学部・文学院 教授 砂田　徹 2868 進路開拓専門部会長・
学生委員会副委員長

文学事務部教務担当 3005

教育学部・教育学院 教育学科 助手 丸山　美貴子 3095 教育学事務部教務担当 3494

法学部 教授 上田　信太郎 3136

（法学研究科・法科大学院）

経済学部・経済学院 経営学科 現代経済経営専攻 教授 坂川　裕司 4054 経済学事務部教務担当 3164

数学科 数学専攻 教授 洞　彰人 2674

物理学科 物性物理学専攻 教授 野嵜　龍介 2691

教授 村越　敬 2704 2021年10月から

教授 坂口　和靖 2698 2021年9月まで

生物科学科
(生物学専修分野)

自然史科学専攻 教授 藤田　知道 2740

生物科学科
(高分子機能学専修分野)

教授 芳賀　永 4909 代理連絡先：
先端生命研究推進室（内2747）

地球惑星科学科 自然史科学専攻 助教 馬上　謙一 9174 代理連絡先：
地球惑星科学第一支援室（内2734）

宇宙理学専攻 准教授 鎌田　俊一 3225

生命科学専攻
（生命融合科学コース）
ソフトマター専攻

教授 芳賀　永 4909 代理連絡先：
先端生命研究推進室（内2747）

生命科学専攻
（生命システム科学コース）

教授 藤田　知道 2740

生命科学専攻
（生命医薬科学コース）
臨床薬学専攻

教授 市川　聡 3228

医学部（医学科）・
医学院

医学系事務部総務課
医学院教務担当

5019

看護学専攻・看護学領域・
高度実践看護学領域
公衆衛生看護学領域・
助産学領域・看護科学領域

教授 尾崎　倫孝 3337

放射線技術科学専攻・
先進医療科学領域

特任教授 山本　徹 3412

検査技術科学専攻・
生体情報科学領域 講師 大久保　寅彦 3696

理学療法学専攻・
リハビリテーション科学領域

助教 長谷川　直哉 3531

作業療法学専攻 助教 宮島　真貴 2350

生体量子科学領域 准教授 杉森　博行 3410

健康科学領域・
総合健康科学領域

教授 小笠原　克彦 3409

歯学部・歯学院 口腔医学専攻 准教授 髙橋　茂 4218 歯学事務部教務担当 4320

教授 市川　聡 3228 薬学科・薬科学科（共通）

教授 菅原　満 3923 病院・薬局のみ担当

応用物理工学コース 工学系事務部教務課
就職企画事務室

5552

応用化学コース

応用マテリアル工学コース

情報理工学コース

電気電子工学コース

生体情報コース

メディアネットワークコース

電気制御システムコース

機械情報コース

機械システムコース

社会基盤学コース

国土政策学コース

建築都市コース

環境工学コース

資源循環システムコース

就職指導教員 就職事務担当

法学部・
法学研究科・
法科大学院

法学研究科・法学部事務部
教務担当

3121
※就職指導教員は設置しない

2135

理学部・
理学院

理学・生命科学事務部
事務課教務担当

2836

化学科

生命科学院

医学院の就職担当教員は医学院教務担当までお願いいたします。
医学院教務担当連絡先　メールアドレス： d-tanto@med.hokudai.ac.jp　内線：5019

医学部(保健学科)・
保健科学院

保健学科・
保健科学院 保健科学研究院教務担当

薬学部 薬学事務部教務担当 3489

工学部・
工学院

応用理工系学科
就職担当教員については、
工学院・工学部Webサイトでご確認下さい。
https://www.eng.hokudai.ac.jp/job/ 材料･化学系就職支援室 6554

情報エレクトロニクス学科
就職担当教員については、
情報科学院進学・就職支援室Webサイトでご確認下さい。
http://www.ist.hokudai.ac.jp/office/jobinfo/

情報科学研究院事務課
教務担当

7596

機械知能工学科

就職担当教員については、
工学院・工学部Webサイトでご確認下さい。
https://www.eng.hokudai.ac.jp/job/

工学系事務部教務課
就職企画事務室

5552

環境社会工学科



部局名 学科名等 専攻（コース）等 備考就職指導教員 就職事務担当

応用物理学専攻

材料科学専攻

機械宇宙工学専攻

人間機械システムデザイン専攻※

量子理工学専攻

環境フィールド工学専攻

北方圏環境政策工学専攻

建築都市空間デザイン専攻

環境創生工学専攻

環境循環システム専攻

共同資源工学専攻

生物資源科学科 教授 金澤　章 2807

応用生命科学科 教授 橋本　誠 3849

生物機能化学科 教授 石塚　敏 3352

森林科学科 教授 佐々木　貴信 3340

畜産科学科 教授 玖村　朗人 3642

教授 小関　成樹 2552 生物生産工学系

教授 鮫島　良次 2556 地域環境学系

農業経済学科 教授 山本　康貴 2460

（農学院）

共同獣医学課程 教授 奥村　正裕 5227

（獣医学院）

水産学部・
水産科学院

資源機能化学科 海洋応用生命科学専攻 教授 川合　祐史 5583 函館キャンパス事務部学生
担当 5507

情報理工学コース 情報理工学専攻

電気電子工学コース
情報エレクトロニクスコース 情報エレクトロニクス専攻

生体情報コース
生体情報工学コース 生命人間情報科学専攻

メディアネットワークコース メディアネットワーク専攻

電気制御システムコース
システム情報科学コース システム情報科学専攻

環境科学院 環境物質科学専攻 教授
（副学院長）

小西　克明 4538 環境科学事務部教務担当 2205

国際広報メディア・
観光学院

国際広報メディア・観光学専攻 教授 中川　理 5349 メディア・観光学事務部
教務担当

5116

教授 坂口　和靖 2698 （理学系）

教授 大熊　　毅 6599 （工学系）

公共政策大学院 公共政策学教育部 講師 武藤　俊雄 4736 法学研究科・法学部事務部
教務担当

3121

医理工学院 医理工学専攻 准教授 橋本　孝之 7798 医学系事務部総務課
医理工学院教務担当

5526

国際感染症学院 獣医学系事務部教務担当 5279

国際食資源学院 農学・食資源学事務部
学生支援担当

4041

5552

エネルギー環境システム専攻※

空間性能システム専攻

工学部・
工学院

（工学院）
就職担当教員については、
工学院・工学部Webサイトでご確認下さい。
https://www.eng.hokudai.ac.jp/job/

工学系事務部教務課
就職企画事務室

農学部・
農学院

農学・食資源学事務部
学生支援担当

4041

生物環境工学科

※就職指導教員は設置しない

工学系事務部
総合化学事務室教務担当

7246

獣医学部・
獣医学院 獣医学系事務部教務担当 5279

※就職指導教員は設置しない

情報科学院
就職担当教員については、
情報科学院進学・就職支援室Webサイトでご確認下さい。
http://www.ist.hokudai.ac.jp/office/jobinfo/

情報科学研究院事務課
教務担当

7596

※就職指導教員は設置しない

※就職指導教員は設置しない

総合化学院
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