
資料 3「教育・研究水準の学系別評価基準のあり方にかかる調査研

究」検討会委員一覧 
 

（※所属、職名は研究会当時。開催順） 
○人文科学系（6 名） 

伊藤 たかね 東京大学大学院 総合文化研究科 教授 
江原 由美子 首都大学東京大学院 人文科学研究科 教授 
高橋 和久 東京大学大学院 人文社会系研究科 教授 
竹中 亨 大阪大学大学院 文学研究科 教授 
戸田山 和久 名古屋大学大学院 情報科学研究科 教授 
三浦 佳世 九州大学大学院 人間環境学研究院 教授 
 

○工学系（6 名） 
磯部 雅彦 高知工科大学 副学長 
影山 和郎 東京大学大学院 工学系研究科 教授 
岸本 喜久雄 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授、研究科長 
北村 隆行 京都大学大学院 工学系研究科 教授 
越 光男 大学評価・学位授与機構 特任教授（学位審査担当） 
保立 和夫 東京大学大学院 工学系研究科 教授 
 

○理学系（6 名） 
阿波賀 邦夫 名古屋大学大学院 物質科学国際研究センター長、教授 
桂 利行 法政大学 理工学部 教授 
五神 真 東京大学大学院 理学系研究科長、教授 
高橋 栄一 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 
中村 佳正 京都大学大学院 情報学研究科 教授 
深田 吉孝 東京大学大学院 理学系研究科 教授 

 
○農学系（7 名） 

一瀬 勇規 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 
大山 卓爾 新潟大学大学院 自然科学研究科 教授 
生源寺 眞一 名古屋大学大学院 生命農学研究科 教授 
土川 覚 名古屋大学大学院 生命農学研究科 教授 
中田 英昭 長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科 教授 
西原 眞杉 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 
渡邉 紹裕 京都大学大学院 地球環境学堂 教授 
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○保健系（9 名） 
荒木 孝二 東京医科歯科大学 医歯学教育システム研究センター 教授 
井上 智子 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授 
北村 聖 東京大学大学院 医学系研究科 教授 
高戸 毅 東京大学大学院 医学系研究科 教授 
土井 健史 大阪大学大学院 薬学研究科 教授 
戸塚 実 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授 
奈良 信雄 東京医科歯科大学 医歯学教育システム研究センター 教授 
奈良間 美保 名古屋大学大学院 看護学研究科 教授 
松木 則夫 東京大学大学院 薬学系研究科 名誉教授 
 

○教育系（10 名） 
市川 伸一 東京大学 大学院教育学研究科 教授 
大杉 昭英 国立教育政策研究所 初等中等教育研究部長 
熊野 善介 静岡大学 大学院教育学研究科 教授 
清水 美憲 筑波大学 大学院人間総合科学研究科 教授 
新谷 恭明 九州大学 大学院人間環境学府 教授 
高須賀 昌志 埼玉大学 大学院教育学研究科 教授 
寺井 正憲 千葉大学 大学院教育学研究科 教授 
耳塚 寛明 お茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 教授 
山口 泰雄 神戸大学 大学院人間発達環境学研究科 教授 
湯浅 恭正 大阪市立大学 大学院文学研究科 教授 

 
○社会科学系（8 名） 

酒井 啓子 千葉大学 法政経学部 学部長、教授 
櫻井 久勝 神戸大学 大学院経営学研究科 教授 
関口 正司 九州大学 大学院法学研究院 教授 
武田 晴人 元・東京大学 大学院経済学研究科 教授 
多和田 眞 愛知学院大学 経済学部 教授 
成瀬 幸典 東北大学 大学院法学研究科 教授 
沼上 幹 一橋大学 副学長、大学院商学研究科 教授 
松本 恒雄 独立行政法人国民生活センター 理事長 
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○ 大学評価・学位授与機構内 実施体制 

 林 隆之 准教授 （主担当） 

 武市 正人 研究開発部長 
 土屋 俊 評価研究主幹 
 河野 通方 前・教授 
 木村 靖二 参与 

 岡本 和夫 理事 
 川口 昭彦 顧問 
 川嶋 太津夫 客員教授 
 越 光男 特任教授 
 瀧田 佳子 前・教授 
 田中 弥生 教授 
 中原 一彦 教授 
 野田 文香 准教授 
 山本 進一 客員教授 
 森田 寛 客員教授 
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