
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会委員名簿                   

   （平成１７年１０月１日現在） 

 

 

 有信 睦弘 株式会社東芝執行役常務・研究開発センター所長 

委員長 石 弘光 中央大学総合政策学部特任教授 

 一井 眞比古 香川大学長 

 伊藤 文雄 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科長 

 上野 ひろ美 奈良教育大学理事・副学長 

 荻上 紘一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

 笠原 忠 共立薬科大学薬学部教授 

 金子 元久 東京大学大学院教育学研究科教授 

 北村 聖 東京大学医学教育国際協力研究センター教授 

副委員長 黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長 

 郷 通子 お茶の水女子大学長 

 舘 昭 桜美林大学大学院国際学研究科教授 

 成宮 周 京都大学大学院医学研究科長 

 西尾 章治郎 大阪大学大学院情報科学研究科長 

 東島 清 大阪大学大学院理学研究科教授 

 菱沼 典子 聖路加看護大学看護学部教授 

 福田 康一郎 千葉大学大学院医学研究院教授 

 細野 秀雄 東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授 

 三井 誠 同志社大学大学院司法研究科（法科大学院）教授 

 
    （計 1９名） 

  

 



 
 
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会 
ワーキング・グループ委員名簿 

 
 

                                         （平成１７年１０月１日現在） 
 

石 弘光 中央大学総合政策学部特任教授 

伊藤 文雄 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科長 

荻上 紘一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長 

福田 康一郎 千葉大学大学院医学研究院教授 

 
（計５名） 

  

 



 
 
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会 
総合審査部会委員名簿 

 
 

                                         （平成１７年１０月１日現在） 
 

石 弘光 中央大学総合政策学部特任教授 

伊藤 文雄 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科長 

荻上 紘一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長 

福田 康一郎 千葉大学大学院医学研究院教授 

 
（計５名） 

  

 



 

 
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会 
人社系審査部会名簿 

 

（平成１７年１０月１日現在） 
                                     

（部会長） 伊藤 文雄 ※ 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科長 

副（副部会長) 上野 ひろ美 ※ 奈良教育大学理事・副学長 

 大石 眞 京都大学大学院法学研究科教授 

 苧阪 直行 京都大学大学院文学研究科教授 

 加藤 淳子 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 金子 元久 ※ 東京大学大学院教育学研究科教授 

 鎌田 薫 早稲田大学大学院法務研究科長 

 亀山 郁夫 東京外国語大学外国語学部教授 

 斎藤 修 一橋大学経済研究所教授 

 佐藤 彰一 名古屋大学大学院文学研究科教授 

 舘 昭 ※ 桜美林大学大学院国際学研究科教授 

 立本 成文 中部大学大学院国際人間学研究科長 

 長野 泰彦 人間文化研究機構常任理事 

 那須 壽 早稲田大学文学学術院教授 

 三井 誠 ※ 同志社大学大学院司法研究科（法科大学院）教授 

 村井 吉敬 上智大学外国語学部教授 

 森田 朗 東京大学公共政策学連携研究部・教育部長 

（副部会長) 吉野 直行 慶應義塾大学経済学部教授 

 鷲田 清一 大阪大学理事（副学長） 

                                （計 19 名） 

※ 人社系審査部会に分属するイニシアティブ委員会委員 



 

 
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会 
理工農系審査部会名簿 

 

（平成１７年１０月１日現在） 
 

 有信 睦弘 ※ 株式会社東芝執行役常務・研究開発センター所長                   

 五十嵐 郁男 帯広畜産大学原虫病研究センター教授 

 磯部 雅彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科長 

 一井 眞比古 ※ 香川大学長 

 入谷 明 近畿大学理事・先端技術総合研究所長 

 岩澤 康裕 東京大学大学院理学系研究科長 

 梅津 光生 早稲田大学理工学術院教授 

 大垣 眞一郎 東京大学大学院工学系研究科教授 

 （部会長） 荻上 紘一 ※ 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

 川口 春馬 慶応義塾大学理工学部教授 

 郷 通子 ※ お茶の水女子大学長 

（副部会長)  小原 雄治 情報・システム研究機構理事、国立遺伝学研究所長 

 高柳 邦夫 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

 田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 

 田村  照子 文化女子大学大学院生活環境学研究科教授 

 土屋 和雄 京都大学大学院工学研究科教授 

 名西 憓之 立命館大学理工学部教授 

（副部会長) 西尾 章治郎 ※ 大阪大学大学院情報科学研究科長 

 東島 清 ※ 大阪大学大学院理学研究科教授 

 別府 輝彦 日本大学大学院総合科学研究科教授 

 細野 秀雄 ※ 東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授 

 保立 和夫 東京大学大学院工学系研究科教授 

 向井 正 神戸大学大学院自然科学研究科教授 

                                                （計 23 名） 
※ 理工農系審査部会に分属するイニシアティブ委員会委員 



 

 
 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会 
医療系審査部会名簿 

 

（平成１７年１０月１日現在） 
 

 青木 克己 長崎大学熱帯医学研究所長 

 飯田 三雄 九州大学大学院医学研究院教授 

 伊藤 貞嘉 東北大学大学院医学系研究科教授 

 江藤 一洋 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

 笠原 忠 ※ 共立薬科大学薬学部教授 

 片田 範子 兵庫県立大学看護学部長 

 鎌滝 哲也 北海道大学大学院薬学研究科教授 

 岸 玲子 北海道大学大学院医学研究科教授 

 北村 聖 ※ 東京大学医学教育国際協力研究センター教授 

 須田 年生 慶應義塾大学医学部教授 

 祖父江 元 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

 髙野 健人 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

 玉木 長良 北海道大学大学院医学研究科教授 

 永井 良三 東京大学大学院医学系研究科教授 

 長田 重一 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

（副部会長) 成宮 周 ※ 京都大学大学院医学研究科長 

 橋本 信夫 京都大学大学院医学研究科教授 

（副部会長) 菱沼 典子 ※ 聖路加看護大学看護学部教授 

（部会長） 福田 康一郎 ※ 千葉大学大学院医学研究院教授 

 吉田 純 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

 米田 俊之 大阪大学大学院歯学研究科教授 

（計 21 名） 
      ※ 医療系審査部会に分属するイニシアティブ委員会委員 



（平成１７年１０月１日現在）

青木　一郎 横浜市立大学大学院医学研究科教授

青木　康 立教大学文学部教授

縣　公一郎 早稲田大学政治経済学部教授

審良　静男 大阪大学微生物病研究所教授

阿草　清滋 名古屋大学大学院情報科学研究科教授

阿知波　洋次 首都大学東京都市教養学部教授

有澤　俊太郎 上越教育大学学校教育学部教授

伊井　春樹 人間文化研究機構国文学研究資料館長

飯島　澄男 名城大学大学院理工学研究科教授

家田　修 北海道大学スラブ研究センター教授

石塚　満 東京大学大学院情報理工学系研究科教授

伊丹　敬之 一橋大学大学院商学研究科教授

市川　家國 東海大学医学部教授

伊東　恭悟 久留米大学医学部教授

伊東　弘一 大阪府立大学大学院工学研究科教授

伊藤　毅 東京大学大学院工学系研究科教授

伊藤　秀章 名古屋大学エコトピア科学研究所副所長

乾　賢一 京都大学医学部付属病院薬剤部長

井上　智子 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

井上　順孝 国学院大学神道文化学部教授

今井　浩三 札幌医科大学長

今井　範子 奈良女子大学生活環境学部教授

入谷　純 神戸大学大学院経済学研究科教授

巌佐　庸 九州大学大学院理学研究院教授

岩﨑　庸男 目白大学人間社会学部長

岩田　穆 広島大学ナノデバイス・システム研究センター長

岩田　末廣 広島大学大学院理学研究科特任教授

上谷　宏二 京都大学大学院工学研究科教授

上野　信雄 千葉大学工学部教授

内田　伸子 お茶の水女子大学理事・副学長

海津　正倫 名古屋大学大学院環境学研究科教授

浦野　紘平 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

漆原　秀子 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

尾家　祐二 九州工業大学情報工学部教授

大嶽　秀夫 京都大学大学院法学研究科教授

大友　邦 東京大学大学院医学系研究科教授

大野　茂男 横浜市立大学大学院医学研究科長

大畑　昇 北海道大学大学院歯学研究科教授

大森　治紀 京都大学大学院医学研究科教授

大和田　秀二 早稲田大学理工学術院教授

小笠原　直毅 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科長

岡田　典弘 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授

岡野　光夫 東京女子医科大学先端生命医科学研究所長

小川　全夫 九州大学大学院人間環境学研究院教授

小川　俊樹 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

長田　義仁 北海道大学理事（副学長）

              「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会
                   分野別審査部会書面審査委員名簿



小澤　敬也 自治医科大学医学部教授

小澤　徹 北海道大学大学院理学研究科教授

押村　光雄 鳥取大学大学院医学系研究科教授

落合　武徳 千葉大学大学院医学研究院教授

甲斐沼　美紀子 独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究領域総合評価モデル研究室長

鹿児島　誠一 東京大学大学院総合文化研究科教授

加護野　忠男 神戸大学大学院経営学研究科教授

金子　真 広島大学大学院工学研究科教授

亀山　充隆 東北大学大学院情報科学研究科教授

河内　明夫 大阪市立大学大学院理学研究科教授

川口　裕司 東京外国語大学外国語学部教授

川嶋　將生 立命館大学文学部教授

木曽　良明 京都薬科大学薬学部教授

木棚　照一 早稲田大学法学学術院教授

桐野　髙明 国立国際医療センター研究所長

黒岩　常祥 立教大学理学部教授

黒木　保博 同志社大学社会学部長

小泉　博 岐阜大学流域圏科学研究センター教授

高坂　健次 関西学院大学社会学部教授

國眼　孝雄 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授

小林　潔司 京都大学大学院工学研究科教授

小林　達雄 国学院大学文学部教授

小林　康夫 東京大学大学院総合文化研究科教授

小林　良彰 慶應義塾大学法学部教授

小原　嘉昭 東北大学大学院農学研究科教授

小山　勝二 京都大学大学院理学研究科教授

斎藤　隆史 北海道医療大学歯学部教授

齋藤　雄志 専修大学ネットワーク情報学部教授

佐々木　武 神戸大学理学部教授

佐藤　一郎 東京芸術大学美術学部教授

佐藤　正明 東北大学大学院工学研究科教授

実成　文彦 香川大学医学部教授

篠原　資明 京都大学大学院人間・環境学研究科教授

島田　和子 山口県立大学生活科学部教授

清水　昌 京都大学大学院農学研究科教授

白井　汪芳 信州大学理事・繊維学部教授

菅村　和夫 東北大学大学院医学系研究科長

杉浦　康夫 名古屋大学理事・副総長

杉山　雄一 東京大学大学院薬学系研究科教授

鈴木　厚人 東北大学大学院理学研究科教授

住田　正樹 放送大学教養学部教授

陶山　計介 関西大学商学部教授

清野　進 神戸大学大学院医学系研究科教授

高木　利久 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

高瀬　浩造 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

高田　時雄 京都大学人文科学研究所教授

高橋　進 東京大学大学院法学政治学研究科教授

武井　麻子 日本赤十字看護大学看護学部教授

武市　正人 東京大学大学院情報理工学系研究科教授

田代　尚弘 茨城大学教育学部長

竜田　邦明 早稲田大学理工学術院教授

辰巳　敬 東京工業大学資源化学研究所教授



谷口　栄一 京都大学大学院工学研究科教授

丹治　順 玉川大学学術研究所教授

辻　省次 東京大学大学院医学系研究科教授

辻村　みよ子 東北大学大学院法学研究科教授

土戸　哲明 関西大学工学部長

筒井　義郎 大阪大学社会経済研究所教授

中嶋　正之 東京工業大学大学院情報理工学研究科教授

中田　喜文 同志社大学大学院ビジネス研究科教授

仲町　啓子 実践女子大学文学部教授

中村　栄三 岡山大学地球物質科学研究センター長

中村　俊春 京都大学大学院文学研究科教授

名川　弘一 東京大学大学院医学系研究科教授

波平　恵美子 お茶の水女子大学文教育学部教授

二木　立 日本福祉大学社会福祉学部教授・大学院委員長

西川　伸一 独立行政法人理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長

西平　賀昭 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

西村　いくこ 京都大学大学院理学研究科教授

西村　善文 横浜市立大学大学院国際総合科学研究科教授

野嶋　佐由美 高知女子大学看護学部長

野村　豊弘 学習院大学大学院法務研究科教授

花登　正宏 東北大学大学院文学研究科教授

馬場　章夫 大阪大学大学院工学研究科教授

馬場　明道 大阪大学理事（副学長）

早川　和一 金沢大学大学院自然科学研究科教授

原田　隆典 宮崎大学工学部教授

日野　光兀 東北大学大学院工学研究科教授

平尾　一之 京都大学大学院工学研究科教授

深水　昭吉 筑波大学先端学際領域研究センター・大学院生命環境科学研究科教授

福田　アジオ 神奈川大学外国語学部教授

藤井　毅 東京外国語大学外国語学部教授

藤崎　憲治 京都大学大学院農学研究科教授

藤田　和生 京都大学大学院文学研究科教授

藤山　秋佐夫 情報・システム研究機構国立情報学研究所学術研究情報研究系教授

古野　純典 九州大学大学院医学研究院教授

古屋　英毅 日本歯科大学東京短期大学長

堀江　薫 東北大学高等教育開発推進センター教授

本藏　義守 東京工業大学理事・副学長

前田　吉昭 慶應義塾大学理工学部教授

前原　喜彦 九州大学大学院医学研究院教授

真壁　利明 慶應義塾大学理工学部教授

牧田　光代 新潟医療福祉大学医療技術学部教授

俣木　志朗 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

丸山　仁司 国際医療福祉大学保健学部教授

水野　猛 名古屋大学大学院生命農学研究科教授

三矢　保永 名古屋大学大学院工学研究科教授

宮内　弘 京都大学大学院文学研究科教授

宮坂　信之 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

宮島　司 慶應義塾大学法学部・大学院法務研究科教授

村上　敬宜 九州大学大学院工学研究院教授

村上　陽一郎 国際基督教大学大学院比較文化研究科教授

毛里　和子 早稲田大学政治経済学研究院教授

毛利　哲夫 北海道大学大学院工学研究科教授



森　裕司 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

八杉　貞雄 首都大学東京都市教養学部教授

柳田　敏雄 大阪大学大学院生命機能研究科教授

藪下　史郎 早稲田大学政治経済学研究院教授

山内　晧平 北海道大学大学院水産科学研究院教授

山形　俊男 東京大学大学院理学系研究科教授

山川　烈 九州工業大学大学院生命体工学研究科教授

山口　三十四 神戸大学大学院経済学研究科教授

山崎　泰規 東京大学大学院総合文化研究科教授

山本　和人 東京家政大学大学院文学研究科教授

山本　隆一 東京工業大学資源化学研究所教授

横尾　京子 広島大学大学院保健学研究科教授

横山　輝雄 南山大学人文学部教授

横山　直樹 株式会社富士通研究所フェロー

横山　浩 独立行政法人産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門長

吉里　勝利 広島大学大学院理学研究科教授

古田　勝久 東京電機大学大学院理工学研究科教授

吉田　研作 上智大学外国語学部長

依藤　宏 群馬大学大学院医学系研究科教授

（計 169名）
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