
部局責任者の職位 部局副責任者の職位

大学経営推進局 大学経営推進局担当課長

広報局長 広報局担当課長

国際室担当課長

グローバルコモンズ担当課長

ヒューマンエンパワーメント推進局長 ヒューマンエンパワーメント推進局担当課長

副室長

副室長

財務部財務企画課長

財務部財務制度企画課長

財務部財務管理課長

財務部資金調達・運用課長

財務部契約課長

財務部全学会計センター長

ヒューマンバイオロジー学位プログラムリーダー

エンパワーメント情報学学位プログラムリーダー

ライフイノベーション学位プログラムリーダー

ヒューマニクス学位プログラムリーダー

地球規模課題学位プログラムリーダー

人間総合科学研究科国際連携食料健康科学専攻長

教育推進部課長（グローバル教育院担当）

ライフイノベーション(生物情報）学位プログラムリーダー

ライフイノベーション(食料革新）学位プログラムリーダー

ライフイノベーション(環境制御）学位プログラムリーダー

ライフイノベーション(生体分子材料）学位プログラムリーダー

教育推進部課長（グローバル教育院担当）

ヒューマンバイオロジー学位プログラムリーダー

ライフイノベーション(病態機構）学位プログラムリーダー

ライフイノベーション(創薬開発）学位プログラムリーダー

教育推進部課長（グローバル教育院担当）

外国語教育部門長

日本語教育部門長

国語部門長

教材開発・支援部門長

グローバルコミュニケーション教育センター担当係長

体育センター長補佐

体育センター担当主幹

アドミッションセンター長 教育推進部入試課長

学生部長 学生部学生生活課長

保健管理センター所長 保健管理センター専門員

計算科学研究センター副センター長

計算科学研究センター担当主幹

下田臨海実験センター長 研究推進部研究企画課専門員

部局副責任者一覧表

国際局長

URA研究戦略推進室長

人間総合科学学術院長（教育推進部）

グローバルコミュニケーション教育センター長

財務部長

グローバル教育院長

理工情報生命学術院長（教育推進部）

体育センター長

計算科学研究センター長
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

つくば機能植物イノベーション研究センター長 つくば機能植物イノベーション研究センター担当主幹

副センター長

副センター長

プラズマ研究センター担当専門職員

センター長特別補佐

研究推進部研究企画課
（生存ダイナミクス研究センター）担当主幹

副センター長

地中海・北アフリカ研究センター担当係長

副センター長（応用加速器担当）

副センター長（低温部門担当）

副センター長（分析部門担当）

副センター長（工作部門担当）

研究推進部研究企画課担当専門職員

サイバニクス研究センター長 サイバニクス研究センター担当主幹

アイソトープ環境動態研究センター担当教授

研究推進部研究企画課専門員

人工知能科学センター長 研究推進部研究企画課（人工知能科学センター）担当係長

オープンファシリティ推進機構長 副機構長

産学連携部長 産学連携部産学連携企画課長

国際産学連携本部長 産学連携部産学連携企画課長

高細精医療イノベーション研究コア長 産学連携部産学連携企画課長

プレシジョン・メディスン開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

スポーツイノベーション開発研究センター長
産学連携部産学連携企画課主幹
（スポーツイノベーション開発研究センター）

未来社会工学開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

ヘルスサービス開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

テーラーメイドQOLプログラム開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

働く人への心理支援開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

イノベイティブ計測技術開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

革新的創薬開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

オープンイノベーション国際戦略機構長 産学連携部産学連携企画課長

アスレチックディレクター 産学連携部産学連携企画課主幹

デジタルネイチャー開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

健幸イノベーション開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

スマートウエルネスシティ政策開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

健幸ライフスタイル開発研究センター長 産学連携部産学連携企画課長

数理物質系　准教授/副センター長

数理物質系　准教授/副センター長

産学連携部産学連携企画課長

附属図書館長 学術情報部情報企画課長

学術情報メディアセンター長 学術情報メディアセンター担当主幹

附属病院長 副病院長（病院総務部長）

プラズマ研究センター長

生存ダイナミクス研究センター長

アイソトープ環境動態研究センター長

ゼロCO2エミッション機能性材料開発研究センター長

地中海・北アフリカ研究センター長

研究基盤総合センター長
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

東京キャンパス事務部企画推進課長

附属小学校長

附属中学校長

附属駒場中学校長

附属高等学校長

附属駒場高等学校長

附属坂戸高等学校長

附属視覚特別支援学校長

附属聴覚特別支援学校長

附属大塚特別支援学校長

附属桐が丘特別支援学校長

附属久里浜特別支援学校長

人文社会国際比較研究機構長

西アジア文明研究センター長

人文社会エリア支援室長

人文社会科学研究群長

人文学学位プログラムリーダー

国際公共政策学位プログラムリーダー

国際日本研究学位プログラムリーダー

人文社会エリア支援室長

哲学・思想専攻長

歴史・人類学専攻長

文芸・言語専攻長

現代語・現代文化専攻長

国際公共政策専攻長

国際日本研究専攻長（前期）

国際日本研究専攻長（後期）

国際地域研究専攻長

人文社会エリア支援室長

人文学類長

人文社会エリア支援室長

社会学類長

人文社会エリア支援室長

法学学位プログラムリーダー

経営学学位プログラムリーダー

法曹専攻長

国際経営プロフェッショナル専攻長

社会人大学院等支援室長

ビジネス科学研究群長

法学学位プログラムリーダー

経営学学位プログラムリーダー

法曹専攻長

国際経営プロフェッショナル専攻長

社会人大学院等支援室長

人文社会ビジネス科学学術院長（人社）

人文社会科学研究科長

附属学校教育局教育長

人文社会系長

ビジネスサイエンス系長

人文社会ビジネス科学学術院長（社会人）

人文・文化学群長（人社）人文学類

社会・国際学群長（人社）社会学類
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

カウンセリング学位プログラムリーダー

カウンセリング科学学位プログラムリーダー

リハビリテーション科学学位プログラムリーダー

スポーツウエルネス学学位プログラムリーダー

社会人大学院等支援室長

経営システム科学専攻長

企業法学専攻長

企業科学専攻長

法曹専攻長

国際経営プロフェッショナル専攻長

社会人大学院等支援室長

生涯発達専攻長

生涯発達科学専攻長

社会人大学院等支援室長

数学域長

物理学域長

化学域長

物理工学域長

物質工学域長

数理物質エリア支援室長

数理物質科学研究群長

数学学位プログラムリーダー

物理学学位プログラムリーダー

化学学位プログラムリーダー

応用理工学学位プログラムリーダー

国際マテリアルズイノベーション学位プログラムリーダー

数理物質エリア支援室長

数学専攻長

物理学専攻長

化学専攻長

電子・物理工学専攻長

物性・分子工学専攻長

ナノサイエンス・ナノテクノロジー専攻長

物質・材料工学専攻長

数理物質エリア支援室長

数学類長

物理学類長

化学学類長

数理物質エリア支援室長

地球学類長

数理物質エリア支援室長

人間総合科学研究科長（社会人）

数理物質系長

人間総合科学学術院長（社会人）

ビジネス科学研究科長

理工学群長（数理）　数学類、物理学類、化学類

生命環境学群長（数理）　地球学類

理工情報生命学術院長（数理）

数理物質科学研究科長
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

社会工学域長

情報工学域長

知能機能工学域長

構造エネルギー工学域長

システム情報エリア支援室長

システム情報工学研究群長

社会工学学位プログラムリーダー

サービス工学学位プログラムリーダー

リスク・レジリエンス工学学位プログラムリーダー

情報理工学位プログラムリーダー

知能機能システム学位プログラムリーダー

構造エネルギー工学学位プログラムリーダー

エンパワーメント情報学プログラムリーダー

システム情報エリア支援室長

社会工学専攻長

リスク工学専攻長

コンピュータサイエンス専攻長

知能機能システム専攻長

構造エネルギー工学専攻長

システム情報エリア支援室長

応用理工学類長

工学システム学類長

社会工学類長

システム情報エリア支援室長

国際総合学類長

システム情報エリア支援室長

情報科学類長

システム情報エリア支援室長

システム情報工学研究科長

理工学群長（シス情）　応用理工学類、工学システム学類、社
会工学類

システム情報系長

理工情報生命学術院長（シス情）

社会・国際学群長（シス情）　国際総合学類

情報学群長（シス情）　情報科学類
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

環境バイオマス共生学専攻長

地球環境科学専攻長

地球科学専攻長

地球進化科学専攻長

生物科学専攻長（前期）

生物科学専攻長（後期）

生物資源科学専攻長

国際地縁技術開発科学専攻長

生物圏資源科学専攻長

生物機能科学専攻長

生命産業科学専攻長

環境科学専攻長

持続環境学専攻長

国際連携持続環境科学専攻長

先端農業技術科学専攻長

山岳科学センター長

微生物サステイナビリティ研究センター

生命環境エリア支援室長

生命地球科学研究群長

生物学学位プログラムリーダー

生物資源科学学位プログラムリーダー

農学学位プログラムリーダー

生命農学学位プログラムリーダー

生命産業科学学位プログラムリーダー

地球科学学位プログラムリーダー

環境科学学位プログラムリーダー

環境学学位プログラムリーダー

山岳科学学位プログラムリーダー

ライフイノベーション学位プログラムリーダー

国際連携持続環境科学専攻長

生命環境エリア支援室長

生命環境系長

理工情報生命学術院長（生命）
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

環境バイオマス共生学専攻長

地球環境科学専攻長

地球科学専攻長

地球進化科学専攻長

生物科学専攻長（前期）

生物科学専攻長（後期）

生物資源科学専攻長

国際地縁技術開発科学専攻長

生物圏資源科学専攻長

生物機能科学専攻長

生命産業科学専攻長

環境科学専攻長

持続環境学専攻長

国際連携持続環境科学専攻長

先端農業技術科学専攻長

生命環境エリア支援室長

生物学類長

生物資源学類長

地球学類長

生命環境エリア支援室長

比較文化学類長

日本語・日本文化学類長

生命環境エリア支援室長

教育学域担当教授（教育学域代表）

心理学域担当教授（心理学域代表）

障害科学域担当教授（障害科学域代表）

人間エリア支援室長

教育学学位プログラムリーダー

心理学学位プログラムリーダー

障害科学学位プログラムリーダー

人間エリア支援室長

教育学専攻長

教育基礎学専攻長

学校教育学専攻長

心理学専攻長

障害科学専攻長

人間エリア支援室長

教科教育専攻長

人間エリア支援室長

教育学類長

心理学類長

障害科学類長

人間エリア支援室長

人文・文化学群長（生命）　比較文化学類、日本語・日本文化
学類

人間系長

生命環境科学研究科長

生命環境学群長（生命）　生物学類、生物資源学類

教育研究科長

人間学群長

人間総合科学学術院長（人間）

人間総合科学研究科長（人間）
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

体育系担当教授

体育芸術エリア支援室長

芸術系担当教授

体育芸術エリア支援室長

ニューロサイエンス学位プログラムリーダー

ヒューマン・ケア科学学位プログラムリーダー

パブリックヘルス学位プログラムリーダー

スポーツ医学学位プログラムリーダー

体育学学位プログラムリーダー

スポーツ・オリンピック学学位プログラムリーダー

体育科学学位プログラムリーダー

コーチング学学位プログラムリーダー

スポーツウエルネス学学位プログラムリーダー

芸術学学位プログラムリーダー

デザイン学学位プログラムリーダー

世界遺産学学位プログラムリーダー

体育芸術エリア支援室長

ヒューマン・ケア科学専攻長

感性認知脳科学専攻長

スポーツ医学専攻長

体育学専攻長

体育科学専攻長

コーチング学専攻長

スポーツ国際開発学共同専攻長

大学体育スポーツ高度化共同専攻長

芸術専攻長(前期)

芸術専攻長(後期)

世界文化遺産学専攻長

体育芸術エリア支援室長

体育専門学群担当教授

体育芸術エリア支援室長

芸術専門学群担当教授

体育芸術エリア支援室長

生命医科学域長

臨床医学域長

保健医療学域長

トランスボーダー医学研究センター長

医学医療エリア支援室長

医学学位プログラムリーダー

看護科学学位プログラムリーダー

フロンティア医科学学位プログラムリーダー

公衆衛生学学位プログラムリーダー

国際連携食糧健康科学専攻長

医学医療エリア支援室長

人間総合科学学術院長（体芸）

人間総合科学研究科（体芸）

体育系長

芸術系長

医学医療系長

人間総合科学学術院長（医学）

体育専門学群長

芸術専門学群長
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部局責任者の職位 部局副責任者の職位

フロンティア医科学専攻長

生命システム医学専攻長

疾患制御医学専攻長

看護科学専攻長

医学医療エリア支援室長

医学類長

看護学類長

医療科学類長

医学医療エリア支援室長

図書館情報メディア系担当教授

図書館情報エリア支援室長

情報学学位プログラムリーダー

図書館情報エリア支援室長

図書館情報メディア専攻長

図書館情報エリア支援室長

情報メディア創成学類長

知識情報・図書館学類長

図書館情報エリア支援室長

国際統合睡眠医科学研究機構長 副事務部門長

利益相反・輸出管理マネジメント室長 利益相反・輸出管理マネジメント室係長

第１類長

第２類長

第３類長

総合学域群担当課長

図書館情報メディア系長

人間総合科学学術院長（図情）

人間総合科学研究科（医学）

医学群長

総合学域群長

図書館情報メディア研究科長

情報学群長（図情）　情報メディア創成学類、知識情報・図書
館学類
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