
 

 

平成２２年度 大学教育等推進事業委員会委員名簿 

 

 

今井 浩三    東京大学医科学研究所教授・附属病院長 

江端 正直    熊本高等専門学校前校長 

大宮  登    高崎経済大学副学長 

岡本 和夫    大学評価・学位授与機構理事 

河田 悌一    日本私立学校振興・共済事業団理事長 

委員長 佐々木 毅    学習院大学法学部教授 

副委員長 鈴木 典比古   国際基督教大学長 

八田 英二    同志社大学長 

馬場 重行    山形県立米沢女子短期大学国語国文学科教授 

濱口  哲    新潟大学副学長（学務担当） 

濱名  篤    関西国際大学長 

丸山 久一    長岡技術科学大学環境・建設系教授 

山本 眞一    広島大学高等教育研究開発センター長 

吉川 洋子    島根県立大学短期大学部教授 

 

（計１４名） 

 



平成２２年度大学教育等推進事業委員会 審査部会委員名簿 
 

 

≪大学担当≫ 

 

芦田 宏直   全国専門学校情報教育協会常任理事 

○今井 浩三   東京大学医科学研究所教授・附属病院長 

上田 礼子   沖縄県立看護大学名誉教授 

○大宮 登    高崎経済大学副学長 

○岡本 和夫   大学評価・学位授与機構理事 

片寄 俊秀   大阪人間科学大学人間科学部教授 

○河田 悌一   日本私立学校振興・共済事業団理事長 

岸本 喜久雄  東京工業大学大学院理工学研究科教授 

木村 雄二   工学院大学常務理事 

國則 守生   法政大学人間環境学部教授 

黒木 登志夫  日本学術振興会学術システム研究センター副所長 

小松 優    金沢工業大学バイオ・化学部教授 

笹津 備規   東京薬科大学薬学部教授 

雀部 博之   千歳科学技術大学総合光科学部教授 

芝井 敬司   関西大学文学部教授 

田邊 政裕   千葉大学大学院医学研究院教授 

徳丸 吉彦   聖徳大学音楽文化学部教授 

土屋 正春   滋賀県立大学学長補佐 

長澤 寛道   東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

夏目 達也   名古屋大学高等教育研究センター教授 

二宮 皓    放送大学広島学習センター所長 

部会長  ○八田 英二   同志社大学長 

副部会長 ○濱口 哲    新潟大学副学長（学務担当） 

濱田 勝宏   文化女子大学理事・副学長 

○濱名 篤    関西国際大学長 

平松 一夫   関西学院大学商学部教授 

堀坂 浩太郎  上智大学名誉教授 

宮浦 国江   愛知県立大学教育研究センター長 

三宅 なほみ  東京大学大学院教育学研究科教授 

○山本 眞一   広島大学高等教育研究開発センター長     （３０名） 

 

≪短期大学担当≫ 

有田 幹雄   和歌山県立医科大学保健看護学部教授 

神川 康子   富山大学人間発達科学部教授 

高野 嘉明   青山学院女子短期大学英文学科教授 

副部会長 ○馬場 重行   山形県立米沢女子短期大学理事・図書館長 

桃木 美恵   東京家政大学短期大学部服飾美術科長 

森山 久子   香蘭女子短期大学保育学科教授 

○吉川 洋子   島根県立大学短期大学部看護学科教授      （７名） 

 

 



 

≪高等専門学校担当≫  

市村 洋    こども教育宝仙大学こども教育学部教授 

岩本 勝美   東京海洋大学海洋工学部教授 

○江端 正直   熊本高等専門学校前校長 

小山 由紀江  名古屋工業大学大学院工学研究科教授 

藤田 喜久雄  大阪大学大学院工学研究科教授 

副部会長 ○丸山 久一   長岡技術科学大学環境・建設系教授 

溝上 智恵子  筑波大学大学院図書館情報メディア専攻長  （７名） 

 

      （計４４名） 

 

※○は大学教育等推進事業委員会委員 



 

平成２２年度大学教育等推進事業委員会 書面審査委員名簿 

 

 

≪大学担当≫ 

阿部 温子   桜美林大学リベラルアーツ学群准教授 

池田 満    北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科教授 

飯盛 義徳   慶応義塾大学総合政策学部准教授 

伊藤 邦武   京都大学大学院文学研究科教授 

岩井 洋    帝塚山大学経済学部教授 

上村 和美   関西国際大学学長補佐 

宇田川 拓雄  北海道教育大学教育学部函館校教授 

大河原 眞美  高崎経済大学大学院地域政策研究科長 

大久保 洋子  成蹊大学名誉教授 

大島 広行   東京理科大学薬学部教授 

岡本 明    筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター元教授 

沖原 勝昭   京都ノートルダム女子大学人間文化学部英語英文学科特任教授 

奥貫 隆    滋賀県立大学環境科学部長 

木下 淳博   東京医科歯科大学副学長 

小林 尚登   法政大学デザイン工学部教授 

齊藤 貴浩   大阪大学大学教育実践センター准教授 

齋藤 美穂   早稲田大学人間科学学術院長 

佐藤 英明   東北大学大学院農学研究科教授 

佐野 賢治   神奈川大学日本常民文化研究所長 

新富 康央   國學院大学人間開発学部長 

髙久 正史   京都造形芸術大学理事 

角田 幸雄   近畿大学農学部教授 

東間 紘    戸田中央総合病院名誉院長 

豊田 長康   国立大学財務・経営センター理事長 

根上 生也   横浜国立大学教育人間科学部教授 

野村 和宏   ＮＥＣラーニング株式会社執行役員 

深津 和彦   熊本県立大学環境共生学部元教授 

福田 頴穂   東京海洋大学海洋科学部教授 

前田 健康   新潟大学歯学部長 

丸山 知子   天使大学看護栄養学部教授 

山本 浩    上智大学文学部教授 

吉田 淳一   千歳科学技術大学総合光科学部教授 

吉原 惠子   兵庫大学生涯福祉学部教授 

四方 周輔   東海大学生物理工学部教授 

坂本 信幸   奈良女子大学名誉教授 

鈴木 克明   熊本大学大学院社会文化科学研究科教授 

武田 紘一   秋田県立大学システム科学技術学部元教授 

多田羅 浩三  放送大学教養学部教授 

羽田 功    慶應義塾大学経済学部教授 

高橋 文博   岡山大学大学院社会文化科学研究科副研究科長 

智原 哲郎   大阪女学院大学学長代行 

駒村 正治   東京農業大学地球環境科学部教授 



 

羽原 敬二   関西大学政策創造学部 

矢田 俊文   北九州市立大学長 

安藏 伸治   明治大学政治経済学部経済学科長 

小山 隆    同志社大学社会学部教授 

関内 隆    東北大学高等教育開発推進センター 

岩木 秀夫   日本女子大学人間社会学部教授 

河口 てる子  日本赤十字看護大学大学院研究科長 

久保 武士   社会福祉法人恩賜財団龍ヶ崎済生会病院長 

川村 和夫   高知大学理学部長 

川島 一彦   東京工業大学大学院理工学研究科教授 

大網 美代子  大妻女子大学家政学部専任講師 

安岡 高志   立命館大学教育開発推進機構教育開発支援センター長 

大矢野 栄次  久留米大学経済学部教授                （５５名） 

 

 

≪短期大学担当≫ 

相原 総一郎  大阪薫英女子短期大学児童教育学科教授 

和泉 美智枝  金城大学短期大学部幼児教育学科教授 

小野目 如快  湘北短期大学情報メディア学科教授 

香川 幸子   文化女子大学服装学部教授 

熊木 哲    大妻女子大学短期大学部長 

森 美智子   日本赤十字秋田看護大学・短期大学長 

江崎 和夫   自由が丘産能短期大学能率科長 

松元 健治   広島文化学園短期大学 

水野 則子   山形短期大学子ども学科長 

大野 博之   国際学院埼玉短期大学長 

相原 次男   山口県立大学大学院国際文化研究科長          （１１名） 

 

 

≪高等専門学校担当≫ 

井上 徹    東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科長 

今井 健一   近畿大学工業高等専門学校共通教育科長 

大城 桂作   大分工業高等専門学校長 

大林 誠    東京都教職員研修センター研修部教育経営課統括指導主事 

加藤 康志郎  鶴岡工業高等専門学校機械工学科教授 

小坂 敏文   東京工業高等専門学校情報工学科教授 

小島 昭    群馬工業高等専門学校物質工学科特命教授 

佐東 信司   福島工業高等専門学校副校長 

中村 直人   千葉工業大学情報科学部教授 

中村 暢文   東京農工大学大学院共生科学技術院准教授 

長谷川 淳   北海道情報大学長 

安田 國雄   奈良先端科学技術大学院大学前学長           （１２名） 

                                                       

（計７８名） 
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