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学系別教育FD/ICT活用研究委員会委員名簿
平成24年11月 1 日現在

敬称略

担当理事 疋田　康行 立教大学（経済学部教授）

【英語学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 山本　涼一 帝京科学大学（総合教育センター長）
副委員長 田中　宏明 京都学園大学（経営学部教授）
委　員 五十嵐義行 東京国際大学（国際関係学部准教授）
〃 北出　　亮 拓殖大学（商学部教授）
〃 小林　悦雄 立教大学（異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
〃 原田　康也 早稲田大学（法学学術院教授）
〃 西納　春雄 同志社大学（言語文化教育研究センター准教授）
〃 山本　英一 関西大学（学長補佐、外国語学部教授）

【心理学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 木村　　裕 早稲田大学（名誉教授）
委　員 今井　久登 学習院大学（文学部教授）
〃 金子　尚弘 白梅学園大学（子ども学部教授）
〃 大島　　尚 東洋大学（社会学部教授）
〃 中澤　　清 関西学院大学（文学部教授）

【社会福祉学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 前田美也子 武庫川女子大学（文学部准教授）
委　員 戸塚　法子 淑徳大学（総合福祉学部教授）
〃 渡辺　利子 武蔵野大学（人間科学部教授）
〃 山路　克文 皇學館大学（現代日本社会学部教授）
〃 井上　　浩 兵庫大学（生涯福祉学部准教授）
アドバイザー 天野　マキ 宇都宮短期大学（人間福祉学科教授）

【法律学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 吉野　　一 明治学院大学（名誉教授）
委　員 執行　秀幸 中央大学（大学院法務研究科教授）
〃 加賀山　茂 明治学院大学（法科大学院法務職研究科教授）
〃 中村　壽宏 神奈川大学（大学院法務研究科教授）
〃 笠原　毅彦 桐蔭横浜大学（法学部教授）
〃 高嶌　英弘 京都産業大学（大学院法務研究科教授）

【経済学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 林　　直嗣 法政大学（経営学部教授）
委　員 望月　　宏 専修大学（経済学部教授）
〃 碓井　健寛 創価大学（経済学部准教授）
〃 渡邉　隆俊 愛知学院大学（商学部教授）
〃 児島　完二 名古屋学院大学（経済学部教授）
〃 山田　勝裕 京都産業大学（経済学部教授）
〃 中嶋　航一 帝塚山大学（経済学部教授）

【経営学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 大塚　晴之 甲南大学（経営学部教授）
副委員長 佐々木利廣 京都産業大学（経営学部教授）
委　員 安田　英土 江戸川大学（社会学部教授）
〃 岩井　千明 青山学院大学（大学院国際マネジメント研究科教授）
〃 佐藤　　修 東京経済大学（経営学部教授）
〃 日置　慎治 帝塚山大学（経営学部長、経営情報学部長）
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【会計学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 岸田　賢次 名古屋学院大学（商学部教授）
副委員長 椎名　市郎 中央学院大学（学長）
委　員 阿部　　仁 中部大学（経営情報学部准教授）
〃 松本　敏史 同志社大学（商学部教授）
〃 木本　圭一 関西学院大学（国際学部教授）
〃 河　　照行 甲南大学（会計大学院院長）
〃 金川　一夫 九州産業大学（経営学部教授）
〃 福浦　幾巳 西南学院大学（商学部教授）

【物理学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 藤原　雅美 日本大学（工学部教授）
副委員長 川畑　州一 東京工芸大学（工学部教授）
委　員 満田　節生 東京理科大学（理学部准教授）
〃 徐　　丙鉄 近畿大学（工学部准教授）
〃 太田　雅久 甲南大学（マネジメント創造学部教授）
〃 寺田　　貢 福岡大学（理学部教授）
アドバイザー 松浦　　執 東京学芸大学（基礎自然科学講座教授）

【化学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 幅田　揚一 東邦大学（理学部教授）
副委員長 堀合　公威 城西大学（理学部教授）
副委員長 及川　義道 東海大学（理学部准教授）
委　員 小林　憲司 千葉工業大学（教育センター教授）
〃 松山　　達 創価大学（工学部教授）
〃 庄野　　厚 東京理科大学（工学部准教授）
〃 武岡　真司 早稲田大学（理工学術院教授）
〃 木村　隆良 近畿大学（理工学部教授）

【機械工学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 曽我部　潔 上智大学（名誉教授）
委　員 角田　和巳 芝浦工業大学（工学部機械学群機械工学科教授）
〃 荻原　慎二 東京理科大学（理工学部教授）
〃 青木　義男 日本大学（理工学部精密機械工学科教授）
〃 田中　　豊 法政大学（デザイン工学部長）
〃 山崎　芳昭 明星大学（理工学部総合理工学科准教授）
〃 田辺　　誠 神奈川工科大学（工学部機械工学科教授）
〃 高野　則之 金沢工業大学（工学部機械系教授）

【建築工学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 衣袋　洋一 芝浦工業大学（名誉教授）
委　員 下川　雄一 金沢工業大学（環境・建築学部建築系准教授）
〃 前田　寿朗 早稲田大学（理工学術院教授）
〃 澤田　英行 芝浦工業大学（システム理工学部環境システム学科教授）
〃 渡辺　仁史 早稲田大学（理工学術院創造理工学部教授）
アドバイザー 真下　和彦 東海大学（大学院非常勤講師）
〃 関口　克明 日本大学（大学院理工学研究科非常勤講師）

【経営工学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 渡邉　一衛 成蹊大学（理工学部情報科学科教授）
委　員 井上　明也 千葉工業大学（社会システム科学部経営情報科学科教授）
〃 玉木　欽也 青山学院大学（経営学部教授）
〃 水野　浩孝 東海大学（情報通信学部経営システム工学科教授）
〃 細野　泰彦 東京都市大学（知識工学部経営システム工学科教授）
〃 後藤　正幸 早稲田大学（理工学術院創造理工学部教授）
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〃 中島　健一 神奈川大学（工学部情報システム創成学科教授）
〃 佐々木桐子 新潟国際情報大学（情報文化学部准教授）
〃 冬木　正彦 関西大学（環境都市工学部教授）
〃 小池　　稔 産業技術短期大学（機械工学科・ものづくり創造工学科准教授）

【栄養学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 武藤志真子 女子栄養大学（栄養学部教授）
委　員 中川　靖枝 実践女子大学（生活科学部食生活科学科教授）
〃 市丸　雄平 東京家政大学（家政学部栄養学科教授）
〃 井上　節子 文教大学（健康栄養学部管理栄養学科教授）
〃 酒井　映子 愛知学院大学（心身科学部教授）
〃 石崎由美子 福山大学（生命工学部准教授）
〃 室伏　　誠 日本大学短期大学部（食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻学科長）

【被服学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 高部　啓子 実践女子大学（生活科学部教授）
委　員 阿部　栄子 大妻女子大学（家政学部被服学科教授）
〃 軽部　幸恵 杉野服飾大学（服飾学部准教授）
〃 田中　早苗 東京家政大学（服飾美術学科講師）
〃 山口　惠子 神戸芸術工科大学（デザイン学部教授）
〃 伊佐治せつ子 武庫川女子大学（生活環境学部教授）

アドバイザー 鈴木美和子 杉野服飾大学（服飾学部長）

【医学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 内山　隆久 医療生協さいたま川口診療所（所長）
委　員 松本　俊治 順天堂大学（医学部附属練馬病院病理診断科臨床教授）
〃 鈴木　雅隆 昭和大学（医学部准教授）
〃 中木　敏夫 帝京大学（医学部薬理学講座主任教授）
〃 福島　　統 東京慈恵会医科大学（教育センター長）
〃 吉岡　俊正 東京女子医科大学（副理事長）
〃 高松　　研 東邦大学（医学部教授）
〃 渡辺　　淳 関西医科大学（大学情報センター学術・業務部門准教授）

【歯学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 神原　正樹 大阪歯科大学（歯学部口腔衛生学講座教授）
委　員 片岡　竜太 昭和大学（歯学部教授）
〃 齊藤　孝親 日本大学（松戸歯学部教授）
〃 佐藤　利英 日本歯科大学（新潟生命歯学部歯科補綴学第１講座准教授）
〃 新井　一仁 日本歯科大学（歯科矯正学講座教授）
〃 花田　信弘 鶴見大学（歯学部探索歯学講座教授）
アドバイザー 藤井　　彰 日本大学（名誉教授）
〃 奥村　泰彦 明海大学（歯学部病態診断治療学講座教授）
〃 森實　敏夫 公益財団法人日本医療機能評価機構（客員研究主幹）

【薬学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 松山　賢治 近畿大学（薬学部教授）
副委員長 黒澤菜穂子 北海道薬科大学（医薬情報解析学分野教授）
委　員 齊藤　浩司 北海道医療大学（薬学研究科長）
〃 佐藤　憲一 東北薬科大学（薬学部教授）
〃 山村　重雄 城西国際大学（医療薬学科教授）
〃 松野　純男 近畿大学（薬学部医療薬学科教授）
〃 大谷　壽一 慶應義塾大学（薬学部臨床薬学講座教授）
〃 大嶋　耐之 金城学院大学（薬学部医療薬学教授）
アドバイザー 梶原　正宏 横浜薬科大学（副学部長、教務部長）
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分野別サイバー・キャンパス・コンソーシアム運営委員会委員名簿

担当理事 疋田　康行 立教大学（経済学部教授）

（政治学グループ）
委　員 萩原　能久 慶應義塾大学（法学部教授）
〃 川島　高峰 明治大学（情報コミュニケーション学部准教授）
〃 名取　良太 関西大学（総合情報学部教授）
アドバイザー 吉岡　知哉 立教大学（総長）

（社会学グループ）
委　員 土屋　　薫 江戸川大学（社会学部准教授）
〃 津田正太郎 法政大学（社会学部准教授）
〃 奥村　　隆 立教大学（社会学部社会学科教授）

（コミュニケーション関係学グループ）
委　員 北根　精美 常磐大学（国際学部准教授）
〃 阿部　勘一 成城大学（経済学部准教授）
〃 鈴木　利彦 早稲田大学（商学学術院准教授）

（国際関係学グループ）
委　員 林　　　亮 創価大学（文学部教授）
〃 佐渡友　哲 日本大学（法学部教授）
〃 多賀　秀敏 早稲田大学（社会科学総合学術院教授）

（電気通信工学グループ）
委　員 小林　清輝 東海大学（工学部電気電子工学科教授）
〃 岳　　五一 甲南大学（知能情報学部長）
〃 玉野　和保 広島工業大学（副学長、工学部電子情報工学科教授）

（土木工学グループ）
委　員 片田　敏行 東京都市大学（工学研究科長）
〃 武田　　誠 中部大学（工学部都市建設工学科准教授）
〃 北詰　恵一 関西大学（環境都市工学部都市システム工学科准教授）

（教育学グループ）
委　員 三尾　忠男 早稲田大学（教育・総合科学学術院教授）
〃 竹熊　真波 筑紫女学園大学（文学部アジア文化学科教授）
アドバイザー 難波　　豊 桜美林大学（名誉教授）

（統計学グループ）
委　員 渡辺美智子 慶應義塾大学（大学院健康マネジメント研究科教授）
〃 中西　寛子 成蹊大学（経済学部教授）
アドバイザー 高橋　静昭 工学院大学（名誉教授）
〃 今泉　　忠 多摩大学（経営情報学部教授）

（数学グループ）
委　員 井川　信子 流通経済大学（法学部教授）
〃 守屋　悦朗 早稲田大学（教育・総合科学学術院教授）
〃 平野照比古 神奈川工科大学（情報学部教授）
〃 山崎　洋一 岡山理科大学（理学部講師）
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（生物学グループ）
委　員 伊藤　佑子 創価大学（工学部教授）
〃 須田　知樹 立正大学（地球環境科学部准教授）
〃 佐野　元昭 金沢工業大学（ゲノム生物工学研究所准教授）

（芸術系グループ）
委　員 小川　　博 東海大学（情報教育センター教授）
〃 有馬十三郎 東京家政大学（家政学部造形表現学科教授）
〃 久原　泰雄 東京工芸大学（芸術学部インタラクティブメディア学科教授）
〃 西垣　泰子 明星大学（教育学部教授）
〃 宮田　義郎 中京大学（情報理工学部教授）
〃 井澤　幸三 大手前大学（メディア芸術学部教授）

（体育学グループ）
委　員 石塚　　浩 日本女子体育大学（体育学部運動科学科教授）
〃 手塚　麻美 中部大学（生命健康科学部スポーツ保健医療学科教授）
〃 田附　俊一 同志社大学（スポーツ健康科学部教授）

（看護学グループ）
委　員 仲井　克己 帝京平成大学（現代ライフ学部人間文化学科教授）
〃 宮本千津子 東京医療保健大学（医療保健学部教授）
アドバイザー 石橋カズヨ 活水女子大学（看護学部成人看護学教授）

情報教育研究委員会委員名簿

担当理事 向殿　政男 明治大学（理工学部教授）

【情報教育研究委員会】
委員長 村井　　純 慶應義塾大学（環境情報学部長）
副委員長 斎藤　信男 文教大学（情報学部客員教授）
委　員 武藤志真子 女子栄養大学（栄養学部教授）
〃 玉田　和恵 江戸川大学（ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部情報文化学科教授）
〃 井上　明也 千葉工業大学（社会システム科学部経営情報科学科教授）
〃 阿部　栄子 大妻女子大学（家政学部被服学科教授）
〃 渡辺美智子 慶應義塾大学（大学院健康マネジメント研究科教授）
〃 大谷　壽一 慶應義塾大学（薬学部臨床薬学講座教授）
〃 照屋さゆり 玉川大学（リベラルアーツ学部教授）
〃 大原　茂之 東海大学（専門職大学院組込み技術研究科長）
〃 久原　泰雄 東京工芸大学（芸術学部インタラクティブメディア学科教授）
〃 渡邉　隆俊 愛知学院大学（商学部教授）
〃 渡辺　　淳 関西医科大学（大学情報センター学術・業務部門准教授）
〃 徐　　丙鉄 近畿大学（工学部准教授）
アドバイザー 真下　和彦 東海大学（大学院非常勤講師）
〃 斎藤　直宏 株式会社バンダイナムコスタジオ（Ｐ＆Ｓ部門マネージャー）
〃 青山　浩章 （株）日立製作所（第3営業本部学術情報営業第一部部長）
〃 加藤賢次郎 マイクロソフト株式会社（文教ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｶｳﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ）

【情報リテラシー・情報倫理分科会】
主　査 玉田　和恵 江戸川大学（ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部情報文化学科教授）
委　員 伊藤　　穣 跡見学園女子大学（文学部准教授）
〃 田村　恭久 上智大学（理工学部情報理工学科准教授）
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〃 照屋さゆり 玉川大学（リベラルアーツ学部教授）
〃 和田　　悟 明治大学（情報コミュニケーション学部准教授）
〃 前野　譲二 早稲田大学（メディアネットワークセンター助教）
〃 中西　通雄 大阪工業大学（情報科学部ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科教授）
〃 本村　康哲 関西大学（文学部教授）

【情報専門教育分科会】
主　査 大原　茂之 東海大学（専門職大学院組込み技術研究科長）
委　員 高田　哲雄 文教大学（情報学部教授）
〃 須田　宇宙 千葉工業大学（情報科学部情報ネットワーク学科准教授）
〃 西村　　明 東京情報大学（総合情報学部情報文化学科教授）
〃 松浦佐江子 芝浦工業大学（デザイン工学部デザイン工学科教授）
〃 渡辺　博芳 帝京大学（理工学部准教授）
アドバイザー 斎藤　信男 文教大学（情報学部客員教授）
〃 小田　　守 株式会社廣済堂（営業統括ﾕﾆｯﾄICT営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
〃 安藤　弘隆 日本アイ・ビー・エム株式会社（公共事業官公庁事業部部長）
〃 佐粧　慎一 日本電気株式会社（文教・科学ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
〃 加納　雅浩 株式会社ネットマークス（第三営業統括部第一営業部部長）
〃 斎藤　直宏 株式会社バンダイナムコスタジオ（Ｐ＆Ｓ部門マネージャー）
〃 青山　浩章 （株）日立製作所（第3営業本部学術情報営業第一部部長）
〃 上野　新滋 株式会社FUJITSUユニバーシティ（ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ研修ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 統括ﾏﾈー ｼ゙ ｬー ）
〃 加藤賢次郎 マイクロソフト株式会社（文教ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｶｳﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ）
〃 山際　正則 株式会社ワオ・コーポレーション（文教ソリューション事業部長）

【分野別情報教育分科会】
主　査 真下　和彦 東海大学（大学院非常勤講師）
副主査 渡邉　隆俊 愛知学院大学（商学部教授）
〃 渡辺　　淳 関西医科大学（大学情報センター学術・業務部門准教授）
委　員 武藤志真子 女子栄養大学（栄養学部教授）
〃 井上　明也 千葉工業大学（社会システム科学部経営情報科学科教授）
〃 阿部　栄子 大妻女子大学（家政学部被服学科教授）
〃 大谷　壽一 慶應義塾大学（薬学部臨床薬学講座教授）
〃 渡辺美智子 慶應義塾大学（大学院健康マネジメント研究科教授）
〃 角田　和巳 芝浦工業大学（工学部機械学群機械工学科教授)
〃 金子　尚弘 白梅学園大学（子ども学部教授）
〃 及川　義道 東海大学（理学部准教授）
〃 久原　泰雄 東京工芸大学（芸術学部インタラクティブメディア学科教授）
〃 中村　壽宏 神奈川大学（大学院法務研究科教授）
〃 阿部　　仁 中部大学（経営情報学部准教授）
〃 山路　克文 皇學館大学（現代日本社会学部教授）
〃 徐　　丙鉄 近畿大学（工学部准教授）
アドバイザー 藤井　　彰 日本大学（名誉教授）

＜協　力＞
公益社団法人私立大学情報教育協会

顧　問 戸高　敏之 同志社大学（名誉教授）
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