
令和4年度（2022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指導教員及び就職事務担当のスケジュールを把握しておりませんので、直接ご確認ください。

令和4年11月1日現在

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 北　孝文 2687

教授 村越　敬 2704 １学期担当

教授 村上　洋太 3813 ２学期担当

生物科学科
(生物学専修分野)

自然史科学専攻
(多様性生物学)

教授 柁原　宏 2755

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
（地球惑星ダイナミクス講座）
（地球惑星システム科学講座）
（地震学火山学講座）
（科学コミュニケーション講座）

講師 高木　聖子 3566
代理連絡先：地球惑星
科学宇宙理学スタッフ室
(内3827)

宇宙理学専攻 講師 高木　聖子 3566

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・看護実践領域・公衆衛
生看護学領域・助産学領域・高度実
践看護学領域・看護科学領域

助教 中村　真弥 2320

放射線技術科学専攻・
生体量子科学領域

准教授 杉森　博行 3412

検査技術科学専攻・
生体情報科学領域

講師 益田　紗季子 3405

理学療法学専攻 助教 石田　知也 3531

作業療法学専攻・
リハビリテーション科学領域

講師 髙島　理沙 3380

先進医療科学領域 助教 村山　迪史 3730

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 教授 戸田　泰則 6627
工学系事務部教務課
就職企画事務室

応用化学コース 教授 忠永　清治 6572

応用マテリアル工学コース 教授 林　重成 6357

情報理工学コース 教授 今井　英幸 -
csit-job2023＠
ist.hokudai.ac.jp

電気電子工学コース 教授 本久　順一 6508

生体情報コース 教授 橋本　守 6857

メディアネットワークコース 教授 土橋　宜典 6530

電気制御システムコース 教授 山下　裕 6451

機械情報コース 教授 富岡　智 6656

機械システムコース 教授 清水　裕樹 6408

社会基盤学コース

国土政策学コース
工学系事務部教務課
就職企画事務室

5552

建築都市コース 教授 森　太郎 6250

環境工学コース 教授 岡部　聡 6266

資源循環システムコース 教授 廣吉　直樹 6313

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

薬学部 薬学事務部教務担当 3489

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神谷温之教授(神経生物学教室)ですが、
就職担当教員向けの連絡は神谷教授ではなく、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

保健科学研究院教務担
当

2135

5552材料･化学系就職支援
室 6554
zaikajob@eng.hokudai.a
c.jp

情報エレクトロニクス学科
工学系事務部情報科学
研究院事務課教務担当

7596

渡部　靖憲 6185

工学部・
工学院

応用理工系学科

機械知能工学科

環境社会工学科

教授



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 教授 戸田　泰則 6627
工学系事務部教務課
就職企画事務室

材料科学専攻 教授 林　重成 6357

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 5552

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 鈴木　卓 4937

応用生命科学科 教授 浅野　眞一郎 2423

生物機能化学科 教授 当真　要 3857

森林科学科 教授 渋谷　正人 3346

畜産科学科 教授 小池　聡 2812

教授 小関　成樹 2552 生物生産工学系

教授 井上　京 2554 地域環境学系

農業経済学科 教授 坂爪　浩史 2457

（農学院）

共同獣医学課程 教授 石塚　真由美 6949

（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 山﨑　浩司
14-
5574

函館キャンパス事務部
学生担当

14-
5507

情報理工学コース 情報科学専攻 教授 今井　英幸 -
csit-job2023＠
ist.hokudai.ac.jp

情報エレクトロニクスコース 情報科学専攻 教授 本久　順一 6508

生体情報工学コース 情報科学専攻 教授 橋本　守 6857

メディアネットワークコース 情報科学専攻 教授 土橋　宜典 6530

システム情報科学コース 情報科学専攻 教授 山下　裕 6451

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 村上　洋太 3813 （理学系）

教授 忠永　清治 6572 （工学系）

准教授 鱒渕　友治 6742 （工学系）

公共政策学教育部 公共政策学専攻 准教授 武藤　俊雄 4715
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

工学部・
工学院

材料･化学系就職支援室　6554
zaikajob@eng.hokudai.ac.jp

教授 清水　裕樹 6408

※6研究室中、エネル
ギー変換システム研
究室・流れ制御研究
室・エンジンシステム
研究室担当

工学系事務部教務課
就職企画事務室

エネルギー環境システム専攻※

教授 富岡　智 6656

※6研究室中、原子炉
工学研究室・原子力シ
ステム安全工学研究
室・原子力環境材料
学研究室担当

教授 渡部　靖憲 6185

教授 森　太郎 6250
旧建築都市学科及び
建築都市コース出身
学生

空間性能システム専攻

教授 岡部　聡 6266
旧環境工学科及び衛
生環境工学コース出
身学生

教授 廣吉　直樹 6313

農学部・
農学院

4041

生物環境工学科

※就職指導教員は設置しない

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

農学・食資源学事務部
学生支援担当

※就職指導教員は設置しない

※就職指導教員は設置しない

情報科学院
情報科学研究院事務課
教務担当

7596

総合化学院
工学系事務部総合化学
事務室教務担当

7246


