
(1)都道府県内における位置関係の図面

：申請学科が使用する部分

福岡大学及び附属学校の所在地見取図（福岡市近郊）
（七隈・大楠・小戸・博多・西都・六本松・荒戸・筑紫野・野方・糸島）

筑紫野所在
福岡大学

筑紫野校地

小戸所在
福岡大学小戸校地 七隈所在

福岡大学七隈校地

六本松所在
福岡大学六本松校地
附属大濠高校・中学校校地

大楠所在
福岡大学高宮校地

荒戸所在
福岡大学附属若葉高等学校
荒戸校地

野方所在
福岡大学附属若葉高等学校
野方校地

博多所在
福岡大学博多駅クリニック

糸島市

糸島所在
福岡大学三次元半導体研究セ
ンター

西都所在
福岡大学西都校地
附属大濠高校・中学校校地

友丘所在
附属大濠高校・中学校
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：申請学科が使用する部分

福岡大学の所在地見取図
（北九州・九重・久住・湯布院・大牟田）

北九州所在
福岡大学北九州校地

九重所在
福岡大学やまなみ荘用地

湯布院所在
福岡大学湯布院所有地

大牟田所在
福岡大学環境技術研究センター

久住所在
福岡大学久住校地

北九州所在
福岡大学産学連携センター
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(2)最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面

：申請学科が使用する部分

博多駅 敷地 建物
JR九州 鹿児島本線 所有 55,081.15 ㎡ 所有 6,266.64 ㎡

所有 22,869.66 ㎡ 校舎以外の建物 校地 　校舎以外の建物 校地

高校校舎等 借用 ㎡　  内　 49,343.72 ㎡  内　 所有 5,074.92 ㎡　 借用 2,000.00 ㎡

所有 22,386.38 ㎡  訳　 除外(収益事業)  訳　　除外建物(収益事業) 校舎以外の建物

 高校校舎 　　所在地：福岡県福岡市博多区博多駅 5,737.43 ㎡ 所有 1,191.72 ㎡ 所有 486.26 ㎡　

内 所有 20,889.63 ㎡　 中央街九丁目9番1号KITTE博多8階

校地 訳  高校校舎以外 　　　地下鉄利用36分10.4Km 附属病院

所有 5,312.00 ㎡ 所有 1,496.75 ㎡　 福岡大学やまなみ荘敷地（九重校地,収益事業） 福岡大学久住校地

高校校舎以外の建物 　　　　 　　　　地下鉄利用30分 10.1Km 所在地：大分県玖珠郡九重町大字田野230番地 所在地： 大分県竹田市久住町大字白丹7562番2

所有 10.11 ㎡　 合宿・研修 課外活動施設

福岡大学附属若葉高等学校荒戸校地 大学（全学部） 大学（全学部）

所在地： 福岡県福岡市中央区

荒戸三丁目4番62号 福岡大学七隈校地他 地下鉄利用30分 10.1Km 地下鉄利用30分 10.1Km

福岡大学附属若葉高等学校野方校地 校舎敷地、運動場用地、高校 所在地： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 JR利用2時間46分 118.8Km JR利用2時間46分 118.8Km

所在地：福岡県福岡市西区野方四丁目748番1号 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号 バス利用60分 19Km バス利用1時間10分 38Km 校地

　　　　運動場用地、高校 地下鉄利用31分6.2Km 校舎敷地、運動場用地 所有 14,104.46 ㎡

大学(全学部)、附属病院 借用 9,837.53 ㎡

校舎以外の建物

所有 33,331.04 ㎡　

土地 地下鉄利用30分10.1Km

所有 3,811.00 ㎡ JR利用2時間11分134.8Km 敷地 566,866.81 ㎡ 地下鉄利用20分 5.9Km

タクシー利用10分5.2Km  大学校地 電車利用34分 16.8Km 福岡大学筑紫野校地

所有 550,761.75 ㎡ 所在地： 福岡県筑紫野市俗明院一丁目1番1号

　福岡大学湯布院所有地 内 借用 1,434.00 ㎡ 附属病院

所在地： 大分県由布市湯布院町川北字高原896番地62号 訳 その他 14,671.06 ㎡

校地以外 校地

校舎等 所有 19,333.00 ㎡

地下鉄利用30分 10.1Km 所有 403,879.66 ㎡ バス利用35分 7.5Km 校舎

JR利用1時間23分 58.9Km  大学校舎 所有 63.35 ㎡　

借用 6,565.00 ㎡ バス利用25分 6Km 内 所有 264,447.51 ㎡　

校舎 訳  大学校舎以外の建物

所有 1,385.92 ㎡　 所有 139,432.15 ㎡　 福岡大学高宮校地

校地・校舎除外 所在地： 福岡県福岡市南区大楠三丁目28番1号

福岡大学有料駐車場（収益事業） 校舎敷地、運動場用地

 福岡大学北九州校地 敷地 大学（全学部）

所在地：福岡県北九州市若松区向洋町10番地 所有 10,513.94 ㎡ 校舎

校舎敷地 地下鉄利用30分 10.1Km 建物 地下鉄利用20分 5.9Km 借用 53.34 ㎡　

大学(大学院) JR利用1時間 48.1Km 所有 10,972.74 ㎡ 電車利用1時間13分 72.9Km

バス利用15分 4Km ﾀｸｼｰ利用5分 2Km  福岡大学環境技術研究センター

所在地： 福岡県大牟田市健老町461番地

校舎 大学

借用 246.02 ㎡　

バス利用22分 6Km

福岡大学産学連携センター 地下鉄利用15分 4Km

所在地：福岡県北九州市若松区ひびきの2番1号 地下鉄利用16分 7.7Km

 大学(大学院) JR利用34分 20Km 　　地下鉄利用35分 14.9Km バス利用7分 1.5Km　

タクシー10分 3km 　　JR利用10分 6.8Km 校地 校地

所有 13,382.00 ㎡ 所有 9,160.00 ㎡

校舎 校地 借用 19,996.20 ㎡ 大学校地

借用 127.00 ㎡　 所有 45,096.00 ㎡ 校地 高校校舎等 内　 所有 7,616.55 ㎡

大学専用 所有 3,536.00 ㎡ 所有 34,819.65 ㎡ 訳　 高校校地

 福岡大学三次元半導体研究センター  内　 28,474.00 ㎡ 校舎以外の建物 高校校舎 所有 1,543.45 ㎡

所在地： 福岡県糸島市東1963-4  訳　 高校専用 所有 52.90 ㎡　  内　 所有 26,936.50 ㎡ 建物

大学(工学部) 16,622.00 ㎡  訳　 高校校舎以外の建物 所有 5,366.20 ㎡

建物 所有 1,865.26 ㎡ 大学校舎以外の建物

所有 863.95 ㎡ 福岡大学附属大濠高等学校･中学校校地 中学校舎 内　 所有 2,343.56 ㎡　

地下鉄利用35分 14.9Km 大学校舎以外の建物 所在地： 福岡県福岡市城南区友丘三丁目1606番1  内　 所有 5,985.78 ㎡ 訳　 高校校舎以外の建物

校地 バス利用10分 2Km  内　 所有 587.16 ㎡　 運動場用地  訳　 中学校舎以外の建物 所有 3,022.64 ㎡　

所有 984.00 ㎡  訳　 高校校舎以外の建物 高校、中学校 所有 32.11 ㎡

校舎以外の建物 所有 276.79 ㎡　 福岡大学六本松校地

所有 299.16 ㎡　 所在地： 福岡県福岡市中央区六本松三丁目4番20号

福岡大学西都校地 福岡大学附属大濠高等学校･中学校校地 校舎敷地

所在地： 福岡県福岡市西区西都ニ丁目2番22号 所在地： 福岡県福岡市中央区六本松一丁目12番1号 大学（全学部）、高校

福岡大学小戸校地 課外活動施設 校舎敷地、運動場用地

所在地： 福岡県福岡市西区小戸五丁目1760番1号 大学(全学部)､高校、中学校 高校、中学校

課外活動施設

大学(全学部)

1,079.85

福岡大学博多駅ｸﾘﾆｯｸ
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福岡大学高宮校舎配置図
：大学校地、申請学科が使用する部分

管理棟 59.54 ㎡ Ｓ１

便所棟 3.81 ㎡ Ｓ１

大学校舎 63.35 ｍ2　(所有)

所在地： 福岡市南区大楠三丁目２８番１号

面  積： 大学校地 19,333.00 ｍ2　(所有)
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福岡大学六本松校舎配置図
：大学校地、申請学科が使用する部分

セミナーハウス 2,343.56 ㎡　　ＲＣ３

舞鶴寮 2,923.09 ㎡　　ＲＣ４

舞鶴寮洗濯室棟 99.55 ㎡　　Ｓ１

稼働

高校校舎以外の建
物

3,022.64 ｍ2　(所有)

高校校地 1,543.45 ｍ2　(所有)

大学校舎以外の建
物

2,343.56 ｍ2　(所有)

所在地： 福岡市中央区六本松三丁目４番２０号

面  積： 大学校地 7,616.55 ｍ2　(所有)
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福岡大学西都校地
：大学校地、申請学科が使用する部分

大学側

野球場管理棟 171.76 ㎡　　　ＲＣ１

野球場ダッグアウト棟(1塁側) 207.70 ㎡　　　ＲＣ１

野球場ダッグアウト棟(3塁側) 207.70 ㎡　　　ＲＣ１

高校側
163.98 ㎡　　　Ｓ１
30.34 ㎡　　　ＲＣ１
7.39 ㎡　　　ＲＣ１

28.86 ㎡　　　ＲＣ１
27.50 ㎡　　　ＲＣ１
18.72 ㎡　　　Ｓ１

野球場倉庫
野球場屋外トイレ棟
グラウンド管理棟

高校校舎以外の建
物

276.79 ｍ
2　

(所有)

野球場クラブハウス棟
野球場ダッグアウトA
野球場ダッグアウトB

高校校地 16,622.00 ｍ
2　

(所有)

大学校舎以外の建
物

587.16 ｍ
2　

(所有)

所在地： 福岡市西区西都ニ丁目２番２２号

面  積： 大学校地 28,474.00 ｍ
2　

(所有)
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福岡大学小戸校舎配置図
：大学校地、申請学科が使用する部分

艇庫 299.16 ㎡ Ｓ２

大学校舎以外の
建物

299.16 ｍ2　(所有)

所在地： 福岡市西区小戸五丁目１７６０番１号

面  積： 大学校地 984.00 ｍ2　(所有)
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福岡大学やまなみ荘敷地（九重校地、収益事業）

：大学校地、申請学科が使用する部分

注：土地・建物の面積は客室面積比率による

建物 1,191.72 ｍ2　(所有)

大学校舎以外
の建物

5,074.92 ｍ2　(所有)

校地校舎除外（収益事業）

敷地 5,737.43 ｍ2　(所有)

所在地： 大分県玖珠郡九重町大字田野230番地

面  積： 大学校地 49,343.72 ｍ2　(所有)
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福岡大学久住校舎配置図
：大学校地、申請学科が使用する部分

グライダー格納庫 468.97 ㎡　　　Ｓ１

グライダー格納庫便所 11.35 ㎡　　　ＣＢ１
グライダー格納庫発電機庫 5.94 ㎡　　　ＣＢ１

大学校舎以外の
建物

486.26 ｍ
2　

(所有)

所在地： 大分県竹田市久住町大字白丹７５６２番２

面  積： 大学校地 2,000.00 ｍ
2　

(借用)
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