
・あなたが最も話しやすい相談員にご相談ください。その際、親しい友人などと一緒に同行してもかまいません。

・相談は、直接話をする以外にも、電話や手紙、Eメールなどでも受け付けます。

・名誉やプライバシーは絶対に守りますので、安心してご相談ください。 令和４年7月1日現在

学　部　等 勤務場所（号館、棟、階） 職　　名 氏　　名 電話番号 電子メール

事　務　局 本部２階 総務部人事課長 松　浦　洋　人 285-7050 jinjik@kuas.kagoshima-u.ac.jp

〃 産学交流プラザ２階 課長代理 田　尻　正　和 285-3640 sharend@kuas.kagoshima-u.ac.jp

〃 本部２階 財務部財務課課長代理 美　坂　英　樹 285-7115 k9406116@kadai.jp

〃 共通教育棟1号館1階 学生部学生生活課長 永　松　　　巌 285-7330 gakuseik@kuas.kagoshima-u.ac.jp

〃 本部４階 施設部企画課施設企画係長 西　谷　誠一郎 285-7220 k8240927@kadai.jp

〃 中央図書館１階
図書サービス課
学術情報係長

鬼　塚　純　子 285-7440 onituka@lib.kagoshima-u.ac.jp

保健管理センター 保健管理センター 医師 伊地知　信　二 285-7381 jiminy@hsc.kagoshima-u.ac.jp

〃 〃 医師 川　池　陽　一 285-7385 oyatto@hsc.kagoshima-u.ac.jp

〃 〃 医師 鮫　島　久　美 285-7382 hisami@hsc.kagoshima-u.ac.jp

〃 〃 保健師 中　村　聡　子 285-7385 satoko.n@hsc.kagoshima-u.ac.jp

法文学部 法文学部棟１号館４階 准教授 末　松　信　子 285-7572 suematsu@leh.kagoshima-u.ac.jp

〃 法文学部棟１号館６階 教授 原　田　いづみ 285-7651 haradaiz@leh.kagoshima-u.ac.jp 

〃 法文学部棟１号館３階  准教授 山　﨑　真理子 285-7631 yamasaki@leh.kagoshima-u.ac.jp

〃 法文学部棟１号館１階 再雇用職員 通　山　裕　樹
285-7517
(内線7516)

k7643105@kadai.jp

教育学部 文系研究棟5階 教授 上　谷　順三郎 285-7842 jkami@edu.kagoshima-u.ac.jp

〃 音楽美術科棟3階 准教授 清　水　　　香 285-7886 shimizu@edu.kagoshima-u.ac.jp

〃 管理棟・理系研究棟２階 総務係長 西　元　頌　二 285-7715 k4374120@kadai.jp

〃 管理棟・理系研究棟１階 教務係長 冨　山　陽　子 285-7713 k5508531@kadai.jp

〃 附属中学校事務室 事務係長 山　下　　　泉 285-7933 hrssodan05@kuas.kagoshima-u.ac.jp

農学部 農学部研究棟D１階 教授 志　水　勝　好 285-8542 shimizuk@agri.kagoshima-u.ac.jp

〃 農学部研究棟C4階 准教授 渡　部　由　香 285-3557 k6734357@kadai.jp

共同獣医学部 総合動物実験施設5階 助教 井　尻　　　萌 285-8783 k7513816@kadai.jp

農学部･共同獣医学部等 農・獣医共通棟1階 学務課学生係長 大　山　祐紀子 285-3553 hrssodan06@kuas.kagoshima-u.ac.jp

水産学部 水産学部２号館２階 教授 吉　川　　　毅 286-4191 yoshi@fish.kagoshima-u.ac.jp

〃 水産学部１号館１階 技術専門職員 山　岡　　　浩 286-4150 yamaoka@fish.kagoshima-u.ac.jp

〃 水産学部１号館１階 専門職員 坂　野　純　子 286-4992 fishfune@fish.kagoshima-u.ac.jp

理工学研究科理学系 理学部2号館2階 教授 内　海　俊　樹 285-8164 uttan@sci.kagoshima-u.ac.jp

〃 共通教育棟4号館1階 講師 横　川　由紀子 285-8923 itojima@sci.kagoshima-u.ac.jp

〃 理学部1号館１階 理学系事務課総務係長 大　塚　恭　子 285-8015 hrssodan07@kuas.kagoshima-u.ac.jp

理工学研究科工学系 機械工学２号棟３階 教授 福　原　　　稔 285-8251 fukuhara@mech.kagoshima-u.ac.jp

〃 工学部共通棟６階 教授 大　橋　勝　文 285-8447 mohashi@ibe.kagoshima-u.ac.jp

〃 技術部建築学棟１号館２階 技術専門職員 奈　良　大　作 285-8236 nara@eng.kagoshima-u.ac.jp

〃 事務部工学部共通棟４階 総務係長 堀之内　信　介 285-8215 esoumucho@kuas.kagoshima-u.ac.jp

臨床心理学研究科 法文学部１号館３階 教授 久　保　陽　子 285-7643 yokokubo@leh.kagoshima-u.ac.jp

〃 共通教育棟3号館4階 助教 清　重　英　矩 285-7648 kiyoshige@leh.kagoshima-u.ac.jp

連合農学研究科 農学部研究棟D４階 教授 三　好　和　睦 285-8587 kmiyoshi@agri.kagoshima-u.ac.jp

〃 連合農学研究科棟１階 連大事務係長 清　田　あゆみ 285-8792 k7589671@kadai.jp

医歯学総合研究科 医歯学総合研究科棟２（基礎医学系）６階 教授 田　川　義　晃 275-5232 tagawa@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

〃 医歯学総合研究科棟２（基礎医学系）８階 教授 郡　山　千　早 275-5295 fiy@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〃 医歯学総合研究科棟１（歯学系）８階 助教 小　栁　江梨子 275-6122 e.koyanagi@dent.kagoshima-u.ac.jp

〃 医歯学総合研究科棟１（歯学系）５階 講師 河　野　博　史 275-6172 hiro164@dent.kagoshima-u.ac.jp

医学部 保健学科東研究棟４階 教授 八　代　利　香 275-6755 yatsu-r@health.nop.kagoshima-u.ac.jp 

〃 保健学科東研究棟５階 教授 中　尾　優　子 275-6350 ynakao@health.nop.kagoshima-u.ac.jp 

〃 保健学科東研究棟２階 教授 永　野　　　聡 275-6771 naga@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島大学病院 C棟８階MEセンター 臨床工学技士長 佐　潟　芳　久
275-6686
PHS：9047

030079@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〃 管理棟３階 総務課長 鮎　川　秋　徳
275-6690
PHS：8242

soumuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp

〃 管理棟２階 副看護部長 今　川　真由美
275-6859
PHS：9389

kangobu1@m3.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〃 B棟５階病棟 看護師長 山　口　雪　子
275-5853
PHS：9398

nsb5@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〃 地域医療連携センター 副看護師長 坂　元　剛　二
275-5970
PHS：8014

renkeins@m3.kufm.kagoshima-u.ac.jp

         総務部人事課安全衛生・服務係 電話　285-7070    E-mail：jshokuin-k@kuas.kagoshima-u.ac.jp

         学 生 何 で も 相 談 室 電話　285-7311    E-mail：soudan@kuas.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島大学ハラスメント防止委員会

鹿児島大学ハラスメント相談員名簿
（任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日）

ホットライン


