名 簿

公益社団法人 私立大学情報教育協会社員並びに会員代表者名簿
270法人（289大学

101短期大学）

（平成25年３月１日現在）
旭川大学・旭川大学短期大学部
橋本 一彦（情報教育研究センター所長）

埼玉医科大学
椎橋 実智男（情報技術支援推進センター長）

札幌学院大学
新國 三千代（電子計算機センター長）

埼玉工業大学
井門 俊治（情報基盤センター長）

札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部
藤澤 法義（情報教育センター長）

十文字学園女子大学・十文字学園女子大学短期大学部
岡本 英之（法人副本部長）

千歳科学技術大学
川瀬 正明（学長）

城西大学・城西国際大学・城西短期大学
小淵 洋一（情報科学研究センター所長）

道都大学
櫻井 政経（理事長・学長）

女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部
香川 達雄（理事長）

北海学園大学・北海商科大学
森本 正夫（理事長）

駿河台大学
吉田 恒雄（メディアセンター長）

北海道医療大学
千葉 逸朗（情報センター長）

聖学院大学

北海道工業大学・北海道薬科大学・北海道自動車短期大学
岡崎 哲夫（学術情報センター長）

西武文理大学
野口 佳一（サービス経営学部教授）

北海道情報大学
冨士 隆（副学長）

東京国際大学
田尻 嗣夫（学長）

岩手医科大学
澤井 高志（総合情報センター長）

獨協大学・獨協医科大学・姫路獨協大学
古田 善文（教育研究支援センター所長）

東北学院大学
松澤 茂（情報システム部長）

日本工業大学
正道寺 勉（情報工学科主任教授）

東北工業大学
工藤 栄亮（情報センター長）

人間総合科学大学
久住 眞理（理事長・学長）

東北福祉大学
萩野 浩基（学長）

文教大学
釈氏 孝浩（湘南情報センター長）

東北薬科大学
佐藤 憲一（薬学部教授）

文京学院大学・文京学院短期大学
櫻山 義夫（情報教育研究センター長）

東日本国際大学・いわき短期大学
三重野 徹（電算室長）

平成国際大学
堂ノ本 眞（学長）

筑波学院大学
大島 愼子（学長）

江戸川大学
波多野 和彦（情報教育研究所長）

常磐大学・常磐短期大学
三澤 進（情報メディアセンター長）

敬愛大学・千葉敬愛短期大学
藤井 輝男（メディアセンター長）

流通経済大学
中村 美枝子（総合情報センター長）

秀明大学
宮澤 信一郎（秀明IT教育センター長）

足利工業大学・足利短期大学
松本 直文（情報科学センター長）

淑徳大学
齊藤 鉄也（情報教育センター長）

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部
太田 正（大学教育センター長）

聖徳大学・聖徳大学短期大学部

白鴎大学
黒澤 和人（情報処理教育研究センター長）

清和大学
真板 益夫（理事長・学長）

跡見学園女子大学
高木 庸（情報メディアセンター長）

千葉工業大学
菅原 研次（情報科学部長）

共栄大学
山田 和利（学長）

中央学院大学
椎名 市郎（学長）

竹井

川並

潔（政治経済学部准教授）

弘純（理事長・学長）
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帝京平成大学
山本 通子（副学長）

白百合女子大学・仙台白百合女子大学
田村 章三（総務部情報システム管理課長）

東京歯科大学
井出 吉信（学長）

杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部
鈴木 美和子（服飾学部長）

東京成徳大学・東京成徳短期大学
木内 秀俊（理事長）

成蹊大学
岩崎 学（情報センター所長）

東洋学園大学
横山 和子（共用教育研究施設長）

成城大学
小澤 正人（メディアネットワークセンター長）

麗澤大学
千葉 庄寿（情報FDセンター長）

清泉女子大学
可児 光眞（情報環境センター長）

青山学院大学・青山学院女子短期大学
宮川 裕之（情報科学研究センター所長、社会情報学部教授）

専修大学・石巻専修大学・専修大学北海道短期大学
高萩 栄一郎（情報科学センター長）

大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部
栗原 裕（総合情報センター所長）

創価大学・創価女子短期大学
畝見 達夫（総合情報センター長）

桜美林大学
品川 昭（情報システムセンター部長）

大東文化大学
村 俊範（学園総合情報センター所長）

嘉悦大学・嘉悦大学短期大学部
赤澤 正人（学長）

高千穂大学
成田 博（学長）

学習院大学・学習院女子大学
秋山 隆彦（計算機センター所長）

拓殖大学・拓殖大学北海道短期大学
高橋 敏夫（副学長）

北里大学
後藤 明夫（情報基盤センター長）

玉川大学
橋本 順一（ｅエデュケーションセンターセンター長代理）

共立女子大学・共立女子短期大学
川久保 清（情報センター長）

中央大学
坂田 幸繁（情報環境整備センター所長）

慶應義塾大学
赤木 完爾（インフォメーションテクノロジーセンター所長）

津田塾大学
大槻 真（計算センター長）

恵泉女学園大学
川島 堅二（学長）

帝京大学・帝京大学短期大学
冲永 佳史（理事長・学長）

工学院大学
田中 輝雄（情報科学研究教育センター所長）

東海大学・東海大学短期大学部・東海大学医療技術短期大学・東海大学福岡短期大学
高橋 隆男（総合情報センター所長）

国際基督教大学
日比谷 潤子（学長）

東京医療保健大学
小林 寛伊（学長）

国士舘大学
清水 敏寛（図書館・情報メディアセンター長）

東京家政大学・東京家政大学短期大学部
新川 辰郎（コンピュータシステム管理センター所長）

駒澤大学・苫小牧駒澤大学
青木 清（総合情報センター所長）

東京経済大学
武脇 誠（情報ネットワーク委員長）

実践女子大学・実践女子短期大学
竹内 光悦（情報センター長）

東京工科大学
田胡 和哉（メディアセンター長、コンピュータサイエンス学部教授）

芝浦工業大学
岡本 史紀（教授）

東京工芸大学
永江 孝規（情報処理教育研究センター長）

順天堂大学
木南 英紀（学長）

東京慈恵会医科大学
福島 統（教育センター長）

上智大学・上智大学短期大学部
武藤 康彦（総合メディアセンター長）

東京女子大学
大阿久 俊則（情報処理センター長）

昭和大学
久光 正（総合情報管理センター長）

東京女子医科大学
宮
俊一（学長）

昭和女子大学・昭和女子大学短期大学部
坂東 眞理子（学長）

東京電機大学

昭和薬科大学
山本 恵子（ネットワーク運営委員長）

東京都市大学
皆川 勝（情報基盤センター所長）

白梅学園大学・白梅学園短期大学
久保木 寿子（情報処理センター長）

東京農業大学・東京情報大学・東京農業大学短期大学部
穂坂 賢（コンピュータセンター長）
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和田

成夫（総合メディアセンター長）

名 簿

東京富士大学・東京富士大学短期大学部
萩野 弘道（メディアセンター部長）

湘南工科大学
大谷 真（メディア情報センター長）

東京理科大学・諏訪東京理科大学・山口東京理科大学
直井 英雄（教授）

女子美術大学・女子美術大学短期大学部
大村 智（学長）

東邦大学
根岸 重夫（ネットワークセンター長）

鶴見大学・鶴見大学短期大学部
木村 清孝（学長）

東洋大学
竹村 牧男（学長）

桐蔭横浜大学
高橋 宗雄（工学部電子情報工学科教授）

日本大学・日本大学短期大学部
野田 慶人（副総長、総合学術情報センター長）

東洋英和女学院大学
柳沢 昌義（情報処理センター長）

日本歯科大学・日本歯科大学東京短期大学・日本歯科大学新潟短期大学
中原 泉（学長）

フェリス女学院大学
横山 正樹（大学情報センター長）

日本女子大学
濱部 勝（メディアセンター所長）

新潟経営大学
鈴木 輝暁（経営情報学部教授）

日本女子体育大学
三角 哲生（理事長）

新潟国際情報大学
槻木 公一（情報文化学部教授）

文化学園大学・文化学園大学短期大学部
佐川 秀夫（理事・経理本部長）

新潟薬科大学
木 正道（学長）

法政大学
福田 好朗（常務理事）

金沢学院大学
島 孝司（経営情報学部教授）

武蔵大学
梅田 茂樹（情報・メディア教育センター長）

金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部
田辺 栄（情報メディアセンター部長）

武蔵野大学
佐藤 佳弘（教養教育部会教授）

金沢工業大学
河合 儀昌（情報処理サービスセンター所長）

武蔵野美術大学
甲田 洋二（学長）

福井工業大学
梅野 正隆（電子計算機センター長）

明治大学
向殿 政男（理工学部教授）

帝京科学大学
冲永 莊八（理事長・学長）

明治学院大学
秋月 望（情報センター長）

山梨学院大学・山梨学院短期大学
古屋 忠彦（理事長・学長）

明星大学・いわき明星大学
八木 晋一（情報科学研究センター長）

朝日大学
板谷 雄二（情報教育研究センター長）

立教大学
疋田 康行（経済学部教授）

岐阜医療科学大学・中日本自動車短期大学
間野 忠明（学長）

立正大学
友永 昌治（情報メディアセンター長）

岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部
石原 一彦（情報教育研究センター長）

和光大学
小関 和弘（附属梅根記念図書・情報館長）

中京学院大学・中京学院大学中京短期大学部
大西 健夫（学長）

早稲田大学
深澤 良彰（理事〈研究推進部門総括・情報化推進担当〉）

中部学院大学・中部学院大学短期大学部
田久 浩志（総合研究センター副所長）

麻布大学
田中 智夫（附属学術情報センター長）

東海学院大学
神谷 眞弓子（理事長）

神奈川大学
松本 正勝（常務理事）

静岡英和学院大学・静岡英和学院大学短期大学部
武藤 元昭（学長）

神奈川工科大学
山本 富士男（情報教育研究センター所長）

静岡理工科大学
荒木 信幸（学長）

関東学院大学
木村 新（情報科学センター所長）

聖隷クリストファー大学
小柳 守弘（法人事務局事務局長）

相模女子大学・相模女子大学短期大学部
永井 敏雄（常務理事）

愛知大学・愛知大学短期大学部
中尾 浩（情報メディアセンター所長）

産業能率大学・自由が丘産能短期大学
森本 喜一郎（情報センター所長）

愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部
森下 英治（ネットワークセンター所長）
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愛知学泉大学・愛知学泉短期大学
若林 努（学長）

京都橘大学
宮嶋 邦明（学術情報部長）

愛知工業大学
飯吉 僚（計算センター長）

京都ノートルダム女子大学
高井 直美（学術情報センター長）

愛知淑徳大学
親松 和浩（情報教育センター長）

京都文教大学・京都文教短期大学
鑪 幹八郎（学長）

愛知東邦大学
高木 靖彦（情報システムセンター長）

成美大学
戸祭 達郎（学長）

桜花学園大学・名古屋短期大学
石黒 宣俊（学長）

同志社大学・同志社女子大学
廣安 知之（生命医科学部教授）

金城学院大学
牛田 博英（マルチメディアセンター長）

佛教大学
篠原 正典（情報推進室室長）

至学館大学・至学館大学短期大学部
前野 博（情報処理センター長）

立命館大学・立命館アジア太平洋大学
林 徳治（情報化推進機構副機構長）

椙山女学園大学
森田 浩三（学園情報センター長）

龍谷大学・龍谷大学短期大学部
池田 勉（総合情報化機構長）

大同大学
萩原 伸幸（情報センター長）

大阪青山大学・大阪青山短期大学
辰口 和保（情報教育センター長）

中京大学・三重中京大学
鈴木 崇児（情報センター長）

大阪学院大学・大阪学院短期大学
坂口 清隆（事務局長）

中部大学
岡崎 明彦（総合情報センター長）

大阪経済大学
細井 真人（情報処理センター長）

東海学園大学
奥田 達也（情報教育センター長）

大阪経済法科大学
朴 恵一（情報科学センター長）

豊田工業大学
鈴木 峰生（総合情報センター副センター長）

大阪芸術大学・大阪芸術大学短期大学部
武村 泰宏（教務部システム管理センター長）

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部
中西 克彦（理事長）

大阪工業大学・摂南大学
山内 雪路（情報センター長）

名古屋学院大学
岸田 賢次（学術情報センター長）

大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部
北川 俊光（学長）

名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部
越原 洋二郎（学術情報センター長）

大阪産業大学・大阪産業大学短期大学部
入江 満（情報科学センター所長）

南山大学・南山大学短期大学部
ミカエル・カルマノ（学長）

大阪歯科大学
藤原 眞一（化学教室主任教授）

日本福祉大学
佐藤 慎一（全学教育開発機構全学教育センター共通教育部門長）

大阪樟蔭女子大学・大阪樟蔭女子大学短期大学部
森 眞太郎（理事長）

名城大学
小林 明発（情報センター長）

大阪商業大学・神戸芸術工科大学・大阪女子短期大学
谷岡 一郎（理事長・学長）

皇學館大学
筒井 琢磨（情報処理センター長）

大阪女学院大学
小松 泰信（教育情報企画室長）

鈴鹿医療科学大学
山本 晧二（ICT教育センター長）

大阪成蹊大学・びわこ成蹊スポーツ大学・大阪成蹊短期大学
山本 昌直（法人事務本部長）

大谷大学・大谷大学短期大学部
浅見 直一郎（真宗総合学術センター長）

大阪体育大学
淵本 隆文（情報処理センター長）

京都外国語大学・京都外国語短期大学
梶川 裕司（マルチメディア教育研究センター長）

大阪電気通信大学
松村 雅史（メディアコミュニケーションセンター長）

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部
酒井 浩二（情報教育センター長）

追手門学院大学
橋本 圭司（総合情報教育センター長）

京都産業大学
山岸 博（副学長）

関西大学
柴田 一（インフォメーションテクノロジーセンター所長）

京都女子大学
田上 稔（教務部長）

関西医科大学
橋 伯夫（大学情報センター長）
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関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部
谷本 榮子（理事長）

奈良産業大学・奈良文化女子短期大学
西岡 茂樹（情報センター長）

関西福祉科学大学・関西女子短期大学
江端 源治（学長）

岡山理科大学・千葉科学大学・倉敷芸術科学大学
加計 晃太郎（理事長・総長）

近畿大学・近畿大学短期大学部・近畿大学九州短期大学
木村 隆良（電算機センター長）

吉備国際大学・九州保健福祉大学・吉備国際大学短期大学部
加計 美也子（理事長・総長）

四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部
森田 俊朗（理事長）

就実大学・就実短期大学
中西 裕（情報センター長）

太成学院大学
足立 裕亮（理事長・学長）

ノートルダム清心女子大学
木 孝子（学長）

帝塚山学院大学
酒井 信雄（学長）

広島経済大学
田 義典（情報センター部長）

阪南大学
神澤 正典（副学長、情報センター長）

広島工業大学
久保川 淳司（情報システムメディアセンター長）

東大阪大学・東大阪大学短期大学部
太田 和志（情報センター長）

広島国際学院大学・広島国際学院大学自動車短期大学部
西村 正文（情報処理センター長）

桃山学院大学
藤間 真（情報センター長）

広島修道大学
角谷 敦（情報センター長）

芦屋大学
宮野 良一（学長）

広島女学院大学
石井 三恵（副学長）

大手前大学・大手前短期大学
畑 耕治郎（情報基盤センター長）

広島文化学園大学・広島文化学園短期大学
岡 隆光（学長）

関西学院大学・聖和大学
久保田 哲夫（総合政策学部教授）

福山大学
筒本 和広（情報処理教育センター長）

甲南大学
秋宗 秀俊（情報教育研究センター所長）

高松大学・高松短期大学
佃 昌道（学長）

神戸学院大学
春藤 久人（図書館・情報処理センター所長）

松山大学・松山短期大学
墨岡 学（経営学部教授）

神戸国際大学
橋 健太郎（情報センター長）

九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学
三原 徹治（情報処理教育研究センター長）

神戸松蔭女子学院大学
古家 伸一（情報教育センター所長）

九州産業大学・九州造形短期大学
仲 隆（総合情報基盤センター所長）

神戸女学院大学
出口 弘（情報処理センターディレクター）

九州情報大学
麻生 隆史（学長）

神戸女子大学・神戸女子短期大学
川 昌男（学園情報センター長）

久留米大学
中西 吉則（情報教育センター所長）

神戸親和女子大学
吉野 俊彦（情報処理教育センター長）

久留米工業大学
川上 孝仁（情報センター長）

園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部
清水 五男（情報教育センター所長）

西南学院大学
史 一華（商学部教授）

兵庫大学・兵庫大学短期大学部
三宅 伸二（情報メディアセンター長）

聖マリア学院大学
井手 三郎（理事長）

武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部
中野 彰（情報教育研究センター長）

第一薬科大学
原 千高（薬学部長）

流通科学大学
石井 淳藏（学長）

筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部
間瀬 玲子（情報メディアセンター長）

畿央大学
冬木 智子（理事長）

中村学園大学・中村学園大学短期大学部
新ヶ江 登美夫（情報処理センター長）

帝塚山大学
日置 慎治（メディアセンター情報教育研究センター長）

福岡大学
本田 知宏（総合情報処理センター長）

奈良大学
横田 浩（情報処理センター所長）

福岡国際大学
古市 恵美子（情報処理室長）
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福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部
松尾 敬二（情報処理センター長）

鹿児島国際大学・鹿児島国際大学短期大学部
福崎 賢治（情報処理センター長）

福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部
金藤 完三郎（メディア教育研究センター長）

沖縄国際大学
鵜池 幸雄（情報センター所長）

長崎総合科学大学
田中 義人（学長補佐）

新島学園短期大学
山口 憲二（キャリアデザイン学科教授）

熊本学園大学
川田 亮一（ｅ-キャンパスセンター長）

戸板女子短期大学
吉川 尚志（学長）

崇城大学
原尾 政輝（情報学部長兼総合情報センター長）

立教女学院短期大学
松本 尚（法人事務部IT室長）

日本文理大学
石田 孝一（図書館長兼NBUメディアセンター長）

湘北短期大学
内海 太祐（ICT教育センター長）

別府大学・別府大学短期大学部
西村 靖史（メディア教育・研究センター情報教育・研究部長）

産業技術短期大学
牛尾 誠夫（学長）

宮崎産業経営大学
久保田 博道（情報センター長）

鈴峯女子短期大学
朝倉 尚（学長）
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