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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

北海道大学 井　上　芳　郎
総括，組織再編，定員の運用，教員の人事
制度，男女共同参画等担当（兼副学長）

北海道大学副学長
北海道大学附属図書館長

北海道大学 佐　伯 　　 浩
教育，学生，セクシュアル・ハラスメン
ト，入試，同窓会等担当（兼副学長）

北海道大学副学長

北海道大学 長　田　義　仁
研究，産学官連携，２１世紀COE
等担当（兼副学長）

北海道大学副学長

北海道大学 岸　浪　建　史
国際交流，国際協力開発，留学生，施設，
環境，安全衛生，防災，情報等担当（兼副
学長）

北海道大学大学院工学研究
科長・工学部長

北海道大学 逸　見　勝　亮
評価，広報，情報公開等担当
（兼副学長）

北海道大学大学院教育学研
究科長・教育学部長

北海道大学 鋳　山　賢　一
病院の財務，資金運用，基金，
地域連携等担当

日本政策投資銀行中国支店
長

北海道大学 遠　藤　　　啓
職員の人事制度，労務管理，
財務等担当（兼事務局長）

内閣府経済社会総合研究所総括政
策研究官(併)内閣府大臣官房審議
官

北海道教育大学 佐々木 　　　茂 総務・財務担当 北海道教育大学副学長

北海道教育大学 本　間　謙　二
研究・評価担当
（兼附属図書館長）

北海道教育大学附属図書館長

北海道教育大学 山　下　克　彦 教育・学生支援担当 北海道教育大学副学長

北海道教育大学 三　浦　秀　雄 地域連携・情報担当 北海道立教育研究所所長

室蘭工業大学 田　頭　孝　介 学術担当 室蘭工業大学副学長

室蘭工業大学 齋　藤　和　夫 社会連携担当 室蘭工業大学副学長

室蘭工業大学 宮　地　隆　夫 総務担当
三井物産株式会社理事南西
アジア総代表

小樽商科大学 山　本　眞樹夫 学術担当（兼副学長）
小樽商科大学副学長（学術担
当）

小樽商科大学 和　田　健　夫 教育担当（兼副学長）
小樽商科大学副学長（教育担
当）

小樽商科大学 （非）佐々木　喜　四 財務担当 前札幌市助役

帯広畜産大学 長　澤　秀　行 総務研究担当(兼副学長） 帯広畜産大学副学長

帯広畜産大学 石　橋　憲　一 教育学生担当(兼副学長） 帯広畜産大学副学長

国立大学法人理事（国立大学法人の学長任命）
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

帯広畜産大学 （非）高　橋　迪　雄 社会連携担当
味の素株式会社健康基盤研
究所所長

旭川医科大学 塩　野　　　寛
教育・研究及び厚生補導担当
（兼副学長）

旭川医科大学副学長

旭川医科大学 石　川　睦　男 医療担当（兼副学長） 旭川医科大学副学長

旭川医科大学 太　田　　　貢 総務・財務担当（兼事務局長） 旭川医科大学事務局長

旭川医科大学 （非）竹　中　英　泰 社会貢献担当 旭川大学経済学部教授

北見工業大学 鮎　田　耕　一 総務研究担当（兼副学長） 北見工業大学副学長

北見工業大学 髙　橋　信　夫 教務学生担当（兼副学長） 北見工業大学副学長

北見工業大学 （非）白　井　達　郎 産学連携担当
株式会社産学共同システム研
究所代表取締役

弘前大学 藁　科　　勝　之 総務担当(兼副学長） 弘前大学人文学部長

弘前大学 小　川　清四郎
財務・施設担当
(兼事務局長）

福岡教育大学事務局長

弘前大学 須　藤　　新　一
教育・学生担当
(兼副学長）

弘前大学理工学部教授

弘前大学 加　藤　　陽　治 研究担当(兼副学長） 弘前大学教育学部教授

弘前大学 久　慈　　一　英 社会連携担当
財団法人21あおもり産業総合
支援センター専務理事

岩手大学 齋　藤　徳　美 学術担当（兼副学長）
岩手大学学長特別補佐（地域
連携）

岩手大学 玉　　　真之介 学務担当（兼副学長）
岩手大学大学院連合農学研
究科教授

岩手大学 大　野　眞　男 地域連携担当（兼副学長） 岩手大学教育学部教授

岩手大学 菊　地　俊　彦 財務・労務担当（兼事務局長）
独立行政法人国立青年の家
国立岩手山青年の家所長

東北大学 早稲田　嘉　夫 中期計画担当 東北大学副学長

東北大学 菅　井　邦　明 教育･学生支援担当 東北大学副学長

東北大学 大　西　　　仁 社会貢献担当 東北大学副学長

東北大学 庄　司　哲　雄 研究担当
東北大学大学院工学研究科附
属ｴﾈﾙｷﾞｰ安全科学国際研究ｾﾝ
ﾀｰ教授
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東北大学 徳　重　眞　光 人事担当 横浜国立大学事務局長

東北大学 高　田　敏　文 財務担当
東北大学経済学研究科経営学
専攻長

東北大学 （非）吉　川　弘　之
独立行政法人産業技術総合
研究所理事長

宮城教育大学 高　橋　孝　助 総務担当（兼副学長） 宮城教育大学副学長

宮城教育大学 根　本　政　之
財務担当（兼副学長・兼事務局
長）

宮城教育大学事務局長

宮城教育大学 鈴　鴨　清　美 連携担当（兼副学長） 元宮城県教育委員会教育長

秋田大学 池　村　好　道 教育担当（兼副学長） 秋田大学教育文化学部教授

秋田大学 谷　口　敏　幸 学術研究担当（兼副学長） 秋田大学工学資源学部教授

秋田大学 吉　岡　尚　文
社会貢献・国際交流担当
（兼副学長）

秋田大学医学部教授

秋田大学 （非）白　滝　一　紀 財務担当 教育新聞社代表取締役

秋田大学 荒　木　　　長 総務担当（兼事務局長） 富山医科薬科大学事務局長

山形大学 石　島　庸　男 学生担当（兼副学長）
山形大学地域教育文化学部
長

山形大学 遠　藤　政　夫 教育・評価担当（兼副学長） 山形大学医学部教授

山形大学 柴　田　洋　雄
教育・社会連携担当（兼副学
長）

山形大学人文学部教授

山形大学 田　村　幸　男 総務・財務担当(兼副学長） 愛媛大学理事

山形大学 (非)伊　藤　新　造 経営改革担当 株式会社荘内銀行監査役

福島大学 今　野　順　夫 総務担当（兼副学長） 福島大学副学長

福島大学 山　川　充　夫 学務担当（兼副学長） 福島大学経済学部教授

福島大学 工　藤　孝　幾 教育担当（兼副学長） 福島大学教育学部教授

福島大学 永　倉　禮　司 対外担当（兼副学長） ㈱東邦銀行本店営業部長

茨城大学 山　形　耕　一 学術担当（兼副学長） 茨城大学工学部長
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茨城大学 村　中　知　子 教育担当（兼副学長） 茨城大学人文学部教授

茨城大学 長谷川　正　文
総務・財務担当
（兼学長補佐・事務局長）

核燃料サイクル開発機構経理
部長

茨城大学 （非）海老澤　　　昭 事業担当
株式会社常陽産業研究所取
締役

筑波大学 工　藤　典　雄
総務･企画，広報担当
(兼副学長）

筑波大学医学専門学群長

筑波大学 腰　塚　武　志
組織・人事，学術情報，環境安全
管理担当(兼副学長）

筑波大学社会工学系教授

筑波大学 磯　田　文　雄 財務，施設担当(兼副学長）
文部科学省大臣官房総括会
計官

筑波大学 林　　　史　典
教育，学生生活担当
(兼副学長）

筑波大学附属図書館長

筑波大学 油　田　信　一
研究，産学官連携，社会貢献，
国際連携担当(兼副学長）

筑波大学機能工学系長

筑波大学 山　口　　　巖 附属病院担当（兼附属病院長） 筑波大学附属病院長

筑波大学 谷　川　彰　英
附属学校担当
（兼附属学校教育局教育長）

筑波大学学校教育部長

筑波大学 （非）岸　　　輝　雄
独立行政法人物質・材料研究
機構理事長

筑波技術大学 森　澤　良　水 総括担当（兼副学長）
日本私立学校振興・共済事業
団参与

筑波技術大学 （非）吉　野　公　喜 教育担当 高知女子大学学長

筑波技術大学 （非）大　熊　由紀子 経営担当
大阪大学人間科学研究科教
授

宇都宮大学 水　本　忠　武 企画戦略担当(兼副学長） 宇都宮大学農学部長

宇都宮大学 海　野　　　孝 学務担当（兼副学長) 宇都宮大学教育学部教授

宇都宮大学    西　田　　　靖　　
研究･国際交流担当
(兼副学長）

宇都宮大学工学部長

宇都宮大学    吉　田　和　文　　 総務･財務担当（兼副学長） 放送大学学園総務部長

群馬大学 中　村　喜美郎 教育担当 (兼副学長） 群馬大学副学長

群馬大学 白　井　紘　行
総務・財務・施設担当
(兼副学長）

群馬大学副学長

群馬大学 小　澤　瀞　司 研究担当 (兼副学長）
群馬大学大学院医学系研究
科長
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群馬大学 森　下　靖　雄 病院担当 (兼病院長） 群馬大学医学部附属病院長

群馬大学 （非）井　植　基　温 経営担当 三洋電機㈱相談役

埼玉大学 原　　　政　敏 総務・財務担当（兼事務局長）
独立行政法人国立少年自然
の家理事

埼玉大学 原　田　正　躬
研究・国際交流担当
（兼副学長）

埼玉大学工学部教授

埼玉大学 貝　山　道　博 教学・学生担当（兼副学長） 埼玉大学経済学部教授

埼玉大学 （非）松　島　　　巖 評価担当 前橋工科大学長

千葉大学 山　根　徹　夫 総務（兼事務局長）
文部科学省スポーツ・青少年
局企画・体育課長

千葉大学 宮　崎　　　清 教育 千葉大学工学部長

千葉大学 天　野　　　洋 研究 千葉大学園芸学部長

千葉大学 藤　井　俊　夫 組織 千葉大学教育学部教授

千葉大学 藤　澤　武　彦 医療・環境 千葉大学医学部附属病院長

千葉大学 （非）堀　　　　　裕 法務 堀裕法律事務所代表弁護士

東京大学 桐　野　　　豊
研究、国際交流、環境安全、卒業
生との連携担当(兼副学長)

東京大学大学院薬学系研究
科教授

東京大学 西　尾　茂　文
財務、施設、ｷｬﾝﾊﾟｽ・交通担当
(兼副学長）

東京大学生産技術研究所長

東京大学 古　田　元　夫
教育、学生、入試、留学生担当
(兼副学長)

東京大学副学長

東京大学 濱　田　純　一
総務、広報、評価担当
(兼副学長)

東京大学大学院情報学環教
授

東京大学 石　川　正　俊
情報、産学連携担当
(兼副学長)

東京大学副学長

東京大学 上　杉　道　世 事務組織担当 東京大学事務局長

東京大学 (非)山　田　興　一 総合企画担当
財団法人地球環境産業技術
研究機構理事

東京医科歯科大学 入　江　孝　信 総務担当（兼事務局長） 大分大学理事

東京医科歯科大学 （非）石　橋　省　三 財務・施設担当
財団法人石橋湛山記念財団
理事長

5



国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

東京医科歯科大学 (非)谷　口　郁　雄 研究担当 東京医科歯科大学名誉教授

東京医科歯科大学 大　山　喬　史 教育担当 東京医科歯科大学副学長

東京医科歯科大学 （非）亀　田　隆　明 医療担当 医療法人鉄蕉会副理事長

東京外国語大学 馬　場　　　彰 教育・学生等担当(兼副学長）
東京外国語大学外国語学部
長

東京外国語大学 宮　崎　恒　二
研究・国際学術戦略本部等担
当（兼副学長）

東京外国語大学アジア･アフリ
カ言語文化研究所教授

東京外国語大学 （非）橋　本　文　男 財務・経営・産学官連携等担当
前東京三菱投資顧問（株）顧
問

東京学芸大学 渡　邉　健　治 教育等担当（兼副学長） 東京学芸大学教育学部学部主事

東京学芸大学 長谷川　貞　夫 研究等担当（兼副学長） 東京学芸大学教育学部学部主事

東京学芸大学 馬　渕　貞　利 総務等担当（兼副学長） 東京学芸大学教育学部学部主事

東京学芸大学 （非）市　川　伊三夫 経営戦略担当 慶應義塾大学財務顧問

東京農工大学 佐　藤　勝　昭 教育担当(兼副学長） 東京農工大学工学部教授

東京農工大学 笹　尾　　　彰 学術・研究担当(兼副学長) 東京農工大学農学教育部長

東京農工大学 （非）小　野　隆　彦 広報・国際担当(兼副学長)
早稲田大学空間科学研究所
客員教授

東京農工大学 三　村　洋　史 総務担当(兼副学長)
独立行政法人国立大学財務･
経営センター理事

東京芸術大学 渡　邊　健　二 教育担当(兼副学長） 東京芸術大学音楽学部教授

東京芸術大学 田　渕　俊　夫 研究担当(兼副学長）
東京芸術大学大学院美術研
究科教授

東京芸術大学 太田和　良　幸 総務担当(兼副学長・兼事務局長） 東京芸術大学事務局長

東京芸術大学 （非）玉　井　賢　二 学長特命担当
文化財保護･芸術研究助成財
団専務理事

東京工業大学 下河邉　　　明 研究担当(兼副学長） 東京工業大学副学長

東京工業大学 本　藏　義　守 企画担当(兼副学長） 東京工業大学理学部教授

東京工業大学 三　木　千　壽 教育担当(兼副学長）
東京工業大学工学部長･大学
院理工学研究科長
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東京工業大学 関　口　光　晴 経営担当(兼副学長） (株)Ｔ&Ｔアド常任監査役

東京海洋大学 桑　島　　　進 教育・厚生補導担当（兼副学長） 東京海洋大学副学長

東京海洋大学 岡　本　信　明 研究・社会貢献担当（兼副学長） 東京海洋大学副学長

東京海洋大学 澤　田　修　治 総務・財務担当（兼副学長） 東京海洋大学教授

東京海洋大学 （非）垣　添　直　也 国際交流・労務担当
日本水産株式会社代表取締
役社長

お茶の水女子大学 内　田　伸　子 総務担当(兼副学長）
お茶の水女子大学文教育学
部長

お茶の水女子大学 久保田　紀久枝 教育担当(兼副学長）
お茶の水女子大学生活科学
部教授

お茶の水女子大学 柴　田　文　明 国際・研究担当（兼副学長) お茶の水女子大学理学部長

お茶の水女子大学 （非）和　田　昭　允 横浜こども科学館館長

電気通信大学 木　村　忠　正 総務・国際交流担当（兼副学長） 電気通信大学副学長

電気通信大学 酒　井　　　　拓 研究・評価担当（兼副学長） 電気通信大学機器分析ｾﾝﾀｰ長

電気通信大学 福　田　　　　喬 教育・学生担当（兼副学長）
電気通信大学電気通信学部
附属菅平宇宙電波観測所長

電気通信大学 （非）武　田　健　二 産学官連携担当
株式会社日立製作所研究開発
本部研究アライアンス室室長

一橋大学 田　﨑　宣　義 教育担当(兼副学長）
一橋大学大学院社会学研究
科長

一橋大学 西　村　可　明 研究担当（兼副学長） 一橋大学経済研究所長

一橋大学 伊　藤　邦　雄 社会連携担当（兼副学長）
一橋大学大学院商学研究科
長

一橋大学 （非）菅　澤　武　彦 三菱樹脂取締役相談役

横浜国立大学 來　生　　　新 総務担当(兼副学長）
横浜国立大学大学院国際社
会科学研究科長

横浜国立大学 矢　内　光　一 教育担当(兼副学長） 横浜国立大学副学長

横浜国立大学 渡　辺　慎　介 研究担当（兼副学長） 横浜国立大学副学長

横浜国立大学 長　島　　　昭 国際担当 慶應義塾大学教授
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

新潟大学 深　澤　助　雄 総務担当(兼副学長） 新潟大学副学長

新潟大学 河　野　正　司 教育担当（兼副学長） 新潟大学副学長

新潟大学 板　東　武　彦 研究担当（兼副学長） 新潟大学副学長

新潟大学 伊　藤　忠　雄
社会連携･財務担当
（兼副学長）

新潟大学学長特別補佐

新潟大学 菅　原　秀　章 事務総括担当 新潟大学事務局長

新潟大学 （非）丸　山　　　正 訟務担当 弁護士(丸山正法律事務所)

長岡技術科学大学 西　澤　良　之 入試・学生担当(兼副学長） 長岡技術科学大学副学長

長岡技術科学大学 丸　山　久　一 教務・研究担当(兼副学長） 長岡技術科学大学副学長

長岡技術科学大学 川　崎　　　篤 産学官連携担当(兼副学長）
新日本製鐵株式会社広畑製
鐵所設備部長

上越教育大学 髙　田　喜久司 教育・学生担当(兼副学長） 上越教育大学副学長

上越教育大学 梶　原　憲　次 総務・財務担当(兼事務局長） 上越教育大学事務局長

上越教育大学 （非）加　藤　　 　章 盛岡大学長

富山大学 八　木　保　夫
教育・学生支援等担当
（兼副学長）

富山大学経済学部長

富山大学 龍　山　智　榮
経営企画・財務等担当
（兼副学長）

富山大学工学部教授

富山大学 近　藤　昌　彦
総務・労務等担当
(兼副学長）

独立行政法人国立青年の家
理事

富山大学 倉　石　　　泰
研究・国際交流等担当
(兼副学長)

富山医科薬科大学薬学部長

富山大学 小　林　　 　正
医療・安全衛生等担当
（兼副学長）

富山医科薬科大学医学部教
授

富山大学 （非）南　日　康　夫 情報・社会連携等担当 富山県工業技術ｾﾝﾀｰ所長

金沢大学 本　木　章　喜
総務・人事担当
（兼副学長・兼事務局長）

日本学術会議総務部長

金沢大学 中　村　厚　生 財務担当（兼副学長）
学校法人共立薬科大学事務
局長

金沢大学 大　村　明　雄 研究・国際担当（兼副学長） 金沢大学理学部長
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

金沢大学 鹿　野　勝　彦 教育担当（兼副学長） 金沢大学文学部長

金沢大学 橋　本　哲　哉 情報担当（兼副学長） 金沢大学経済学部教授

金沢大学 中　村　信　一 病院担当（兼副学長） 金沢大学副学長

福井大学 本　多　義　明 総務・企画担当(兼副学長） 福井大学副学長

福井大学 福　田　　　優 研究・医療担当(兼副学長） 福井大学副学長

福井大学 内　田　高　峰 教育・学生担当(兼副学長） 福井大学教育地域科学部長

福井大学 辻　田　政　昭 財務・施設担当(兼事務局長） 大阪大学総務部長

福井大学 （非）前　田　征　利 産学官連携担当
前田工繊株式会社代表取締
役

福井大学 （非）須　藤　正　克 医療連携担当 前福井医科大学長

山梨大学 横  塚　弘  毅 企画・研究担当（兼副学長） 山梨大学工学部長

山梨大学 黒  澤  幸  昭 教学担当(兼副学長） 山梨大学副学長

山梨大学 塚  原  重  雄 財務・医療担当（兼副学長） 医療法人正寿会理事

山梨大学 鎌  田　　　徹 総務・労務担当 島根大学事務局長

信州大学 藤沢　謙一郎
企画・財務・施設・部局等調整
担当(職務付加 副学長）

信州大学副学長

信州大学 白　井　汪　芳
研究・産学官連携・地域連携担
当

信州大学学長特別補佐

信州大学 野　村　彰　夫 広報・情報担当 信州大学工学部長

信州大学 唐　澤　 　　豊 国際交流・渉外担当 信州大学農学部長

信州大学 勝　山　　　努 人事・事業担当 信州大学副学長

信州大学 竹　本　廣　文 総務・戦略・政策担当 国際交流基金人物交流部長

岐阜大学 安　田　孝　志 企画・評価担当（兼副学長） 岐阜大学工学部長

岐阜大学 佐々木　嘉　三
教育・学務担当、附属学校担当
（兼副学長）

岐阜大学教育学部長
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

岐阜大学 森　　　秀　樹
研究・学術情報担当、附属病院
担当（兼副学長）

岐阜大学学長特別補佐

岐阜大学 奥　野　輝　夫 総務・財務担当（兼事務局長） 岐阜大学事務局長

岐阜大学 （非）丹　羽　吉　夫　
岐阜県理事（非常勤)
兼岐阜県研究開発財団顧問

静岡大学 渡　邉　　　隆 総務担当（兼副学長） 沼津工業高等専門学校長

静岡大学 佐　藤　誠　二 財務・施設担当（兼副学長） 静岡大学人文学部教授

静岡大学 芳　賀　直　哉 教育担当（兼副学長） 静岡大学農学部教授

静岡大学 石　井　　　仁 学術・情報担当（兼副学長） 静岡大学工学部長

浜松医科大学 市　山　　　新 教育・国際交流担当 浜松医科大学副学長

浜松医科大学 右　藤　文　彦 評価・労務・安全管理担当 浜松医科大学附属図書館長

浜松医科大学 中　村　　　達 財務・病院担当 浜松医科大学医学部教授

浜松医科大学 （非）晝　馬　輝　夫 経営・産学連携担当
浜松ホトニクス株式会社代表
取締役社長

名古屋大学 山　下　廣　順 総務・企画関係(副総長(命))
名古屋大学大学院理学研究
科教授

名古屋大学 杉　浦　康　夫
病院・施設整備・環境安全関係
(副総長(命))

名古屋大学大学院医学系研
究科教授

名古屋大学 森　　　英　樹 人事・労務関係(副総長(命))
名古屋大学大学院法学研究
科教授

名古屋大学 若　尾　祐　司 教育関係（副総長(命))
名古屋大学大学院文学研究
科教授

名古屋大学 山　本　進　一
研究・国際交流関係
（副総長(命））

名古屋大学大学院生命農学
研究科長

名古屋大学 豊　田　三　郎
財務・広報関係
（事務局長(命））

文化庁文化部宗務課長

名古屋大学 （非）林　　　光　佑 法務関係 弁護士(丸の内綜合法律事務所)

愛知教育大学 松　田　正　久 学術総務担当(兼副学長） 愛知教育大学学長補佐

愛知教育大学 鈴　木　眞　雄 教務企画担当(兼副学長） 愛知教育大学教育学部教授

愛知教育大学 細　江　保　司
学生支援担当
(兼副学長・事務局長)

愛知教育大学事務局長
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

愛知教育大学 （非）安　藤　公　明 社会連携担当
財団法人愛知県学校給食会
常務理事

名古屋工業大学 瀧　川　　　孝 総務担当（兼事務局長） 名古屋工業大学事務局長

名古屋工業大学 長　野　靖　尚 学術担当 名古屋工業大学副学長

名古屋工業大学 品　田　知　章 社会連携担当 株式会社テクノ中部取締役社長

豊橋技術科学大学 小　林　俊　郎 研究担当(兼副学長） 豊橋技術科学大学副学長

豊橋技術科学大学 松　爲　宏　幸 教育担当(兼副学長） 豊橋技術科学大学副学長

豊橋技術科学大学 （非）神　野　信　郎 地域・産学官連携担当 中部ガスグループ代表

三重大学 渡　邉　悌　爾
総務・企画・評価担当
（兼副学長）

三重大学人文学部長

三重大学 福　島　健　郎 財務・経営担当（兼事務局長）
大学評価・学位授与機構副機
構長

三重大学 山　田　康　彦 教育担当（兼副学長） 三重大学教育学部教授

三重大学 森　野　捷　輔 研究担当（兼副学長） 三重大学工学部教授

三重大学 亀　岡　孝　治
情報・国際交流担当
（兼副学長・兼附属図書館長）

三重大学生物資源学部教授

滋賀大学 井　深　信　男 総務・企画担当(兼副学長） 滋賀大学教育学部教授

滋賀大学 北　村　裕　明
学術研究・教学担当
(兼副学長)

滋賀大学経済学部教授

滋賀大学 斉　藤　和　信 財務・施設担当
文化庁長官官房政策課会計
室長

滋賀大学 吉　野　祐次郎 経営企画担当 (株)ノリタケリフラクトリー顧問

滋賀医科大学 馬　場　忠　雄 教育等担当(兼副学長） 滋賀医科大学副学長

滋賀医科大学 森　田　陸　司
医療等担当
(兼副学長・兼病院長）

滋賀医科大学副学長

滋賀医科大学 村　山　典　久 経営等担当
アクセンチュア株式会社金融
グループシニアマネージャー

滋賀医科大学 若　林　茂　樹 総務等担当
独立行政法人宇宙航空研究開
発機構宇宙科学研究本部科学
推進部長

京都大学 丸　山　正　樹 企画・評価担当(兼副学長） 京都大学副学長
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京都大学 東　山　紘　久 教育・学生担当(兼副学長） 京都大学副学長

京都大学 松　本　　　絋
研究・財務・情報基盤担当
(兼副学長）

京都大学生存圏研究所長

京都大学 木　谷　雅　人
総務･人事･広報担当
(兼副学長)

文部科学省大臣官房審議官
(研究開発局担当)

京都大学 中　森　喜　彦
法務・安全管理担当
(兼副学長）

京都大学大学院法学研究科
法曹養成専攻長

京都大学 北　　　　　　徹
病院･施設・国際交流担当
(兼副学長）

京都大学医学研究科教授

京都大学 (非)本　間　政　雄
事務改革･社会連携・渉外
(東京)担当(兼副学長）

京都大学事務局長

京都教育大学 武藏野　　　實 総務・企画担当（兼副学長）
京都教育大学附属高等学校
長

京都教育大学 丹　後　弘　司
教務・学生指導担当
（兼副学長）

京都教育大学附属京都小学
校長

京都教育大学 菊　川　　　治 財務・労務担当(兼事務局長)
2002年ワールドカップサッカー大
会日本組織委員会総務局長

京都工芸繊維大学 功　刀　　　滋 人事・総務等担当（兼副学長）
京都工芸繊維大学繊維学部
長

京都工芸繊維大学 古　山　正　雄 教務・学生等担当（兼副学長）
京都工芸繊維大学工芸学部
教授

京都工芸繊維大学 谷　口　　　宏 研究・評価等担当（兼副学長）
松下電器産業㈱半導体社開発本部
ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ開発ｾﾝﾀｰｼﾆｱｽﾍﾟｼｬ
ﾘｽﾄ（非常勤）

京都工芸繊維大学 村　松　君　雄
財務・事務総括担当
（兼事務局長）

京都工芸繊維大学事務局長

大阪大学 鈴　木　　　直 総合計画担当（副学長指名） 大阪大学副学長

大阪大学 鷲　田　清　一 教育・情報担当(副学長指名）
大阪大学大学院文学研究科
長

大阪大学 馬　越　佑　吉 研究推進担当(副学長指名)
大阪大学大学院工学研究科
長

大阪大学 馬　場　明　道 評価・広報担当(副学長指名）
大阪大学大学院薬学研究科
長

大阪大学 仁　科　一　彦 財務・会計担当(副学長指名）
大阪大学大学院経済学研究
科教授

大阪大学 北　見　耕　一 人事労務担当（事務局長指名） 大阪大学事務局長

大阪大学 橋　本　日出男 国際交流担当 南山大学総合政策学部教授

大阪外国語大学 松　田　　　武 運営及び企画担当（兼副学長） 大阪外国語大学副学長
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大阪外国語大学 塚　越　義　行 財務担当（兼事務局長）
独立行政法人国立青年の家
国立岩手山青年の家所長

大阪外国語大学 （非）松　原　正　毅 評価及び研究担当
国立民族学博物館民族社会
研究部教授

大阪教育大学 長　尾　彰　夫 教務・学生担当(兼副学長） 大阪教育大学副学長

大阪教育大学 栗　林　澄　夫 評価・情報担当(兼副学長) 大阪教育大学副学長

大阪教育大学 椎　　　廣　行 総務・企画担当(兼事務局長）
国立教育政策研究所社会教
育実践研究センター長

大阪教育大学 福　岡　美　彦 財務・経営担当
元株式会社京都新阪急ホテ
ル代表取締役社長

兵庫教育大学 勝　野　眞　吾 教育・研究担当
兵庫教育大学大学院連合学
校教育学研究科教授

兵庫教育大学 竹　田　貴　文
管理運営担当
(兼事務局長）

東京大学学生部長

兵庫教育大学 （非）宮　﨑　秀　紀 社会連携・広報担当
(財)21世紀ヒューマンケア
研究機構副理事長

神戸大学 鈴　木　正　幸
企画・広報担当
（兼副学長）

神戸大学学長補佐

神戸大学 北　村　新　三
財務・情報管理担当
（兼副学長）

神戸大学副学長

神戸大学 眞　山　滋　志
研究・産学連携・地域連携担当
（兼副学長）

神戸大学遺伝子実験セン
ター長

神戸大学 西　島　章　次
教育・国際交流担当
（兼副学長）

神戸大学経済経営研究所教
授

神戸大学 西　田　修　身
学生生活・入試担当
（兼副学長）

神戸大学海事科学部長

神戸大学 守　殿　貞　夫
病院経営・医療産学連携・同窓
会担当（兼副学長）

神戸大学大学院医学系研究
科長・医学部長

神戸大学 坂　本　邦　夫
総務・労務・施設環境担当
（兼事務局長）

和歌山大学理事

神戸大学 (非)高　﨑　正　弘 経営担当 三井住友銀行特別顧問

奈良教育大学 上　野　ひろ美 教育担当（兼副学長） 奈良教育大学副学長(教学担当)

奈良教育大学 堀　江　克　則 総務担当（兼事務局長） 奈良教育大学事務局長

奈良教育大学 （非）甘　利　治　夫 広報・渉外 奈良新聞社代表取締役

奈良女子大学 清　水　哲　郎 企画・研究担当（兼副学長）
奈良女子大学生活環境学部
教授
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国立大学法人名 氏   名 担  　当 就　任　前　職

奈良女子大学 井　上　裕　正
教育・学生支援担当
（兼副学長）

奈良女子大学文学部長

奈良女子大学 岡　本　親　宣
管理運営担当
(兼事務局長）

奈良女子大学事務局長

奈良女子大学 （非）望　月　和　子 大阪大学名誉教授

和歌山大学 小　畑　力　人 総務担当 和歌山大学監事

和歌山大学 森　本　吉　春 研究・社会連携担当
和歌山大学システム工学部教
授

和歌山大学 三　吉　　　修 教育・入試担当 和歌山大学経済学部教授

和歌山大学 武　田　勝　昭 学生支援・国際交流担当 和歌山大学教育学部教授

鳥取大学 髙　木　義　紀 総務・財務・施設環境担当
独立行政法人国立少年自然の
家国立山口徳地少年自然の家
所長

鳥取大学 重　政　好　弘 教育担当 鳥取大学副学長

鳥取大学 岩　﨑　正　美 研究・国際交流担当 鳥取大学農学部教授

鳥取大学 石　部　裕　一 医療担当 鳥取大学医学部教授

鳥取大学 （非）安　藤　　　　賢 社会貢献担当
鳥取銀行株式会社代表取締
役頭取執行役員

島根大学 保　母　武　彦 企画戦略担当(兼副学長) 島根大学 副学長

島根大学 坂　本　一　光 教育担当(兼副学長) 島根大学副学長

島根大学 山　本　廣　基 学生支援担当(兼副学長) 島根大学生物資源科学部長

島根大学 高　安　克　已 学術研究担当(兼副学長) 島根大学汽水域研究ｾﾝﾀｰ長

島根大学 山　根　洋　右 社会・国際担当(兼副学長) 島根大学附属図書館医学分館長

島根大学 （非）井　原　紀　雄 経営・法務担当 (株)ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代表取締役社長

岡山大学 岡　田　雅　夫 企画・総務担当（兼副学長）
岡山大学大学院法務研究科
長

岡山大学 田　中　宏　二 教育・学生担当（兼副学長） 岡山大学教育学部教授

岡山大学 稲　葉　英　男
学術研究・情報担当
（兼副学長）

岡山大学大学院自然科学研
究科教授
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岡山大学 清　水　信　義
安全・健康・医療担当
（兼副学長）

岡山大学医学部・歯学部附属
病院長

岡山大学 阿　部　　　　健
財務・施設担当
（兼事務局長）

岡山大学事務局長

岡山大学 （非）小　嶋　光　信 経営管理担当
両備バス株式会社取締役社
長

岡山大学 （非）中　島　利　勝 特命担当 岡山大学名誉教授

広島大学 谷　口　雅　樹 教育・研究担当（兼副学長）
広島大学大学院理学研究科
長・理学部長

広島大学 （非）興　　　直　孝 学術政策担当（兼副学長）
科学技術振興機構特別参与
財団法人日本科学技術振興財団特
別顧問

広島大学 岡　田　光　正
社会連携・研究担当
（兼副学長）

広島大学大学院工学研究科
長・工学部長

広島大学 弓　削　孟　文 医療担当（兼副学長）
広島大学医学部・歯学部附属
病院長

広島大学 椿　　　康　和 情報担当（兼副学長） 広島大学学長補佐

広島大学 前　川　功　一 財務担当（兼副学長） 広島大学経済学部教授

広島大学 工　藤　敏　夫 総務担当（兼副学長） 鹿屋体育大学理事

山口大学 大　坂　英　雄 企画広報担当(兼副学長）
山口大学工学部長兼学長特
別補佐

山口大学 河　合　伸　也 人事労務担当(兼副学長） 山口大学学長特別補佐

山口大学 坂　手　恭　介 財務施設担当(兼副学長） 山口大学学長特別補佐

山口大学 丸　本　卓　哉 教育国際担当(兼副学長） 山口大学学長補佐

山口大学 （非）河　野　善　彦 笹川平和財団参与

徳島大学 黒　田　泰　弘 総務担当(兼副学長） 徳島大学副学長

徳島大学 川　上　　　博 教育担当(兼副学長） 徳島大学副学長

徳島大学 渋　谷　雅　之 研究担当(兼副学長） 徳島大学副学長

徳島大学 中　村　廣　志
管理担当
(兼副学長・兼事務局長）

室蘭工業大学事務局長

徳島大学 北　島　　　久 経営担当(兼副学長） 阿波銀行リスク管理部長
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鳴門教育大学 田　中　雄　三
教育研究，人事管理，附属図
書館

鳴門教育大学学校教育学部教授

鳴門教育大学 村　田　　　 博
学生生活，入試，就職，国際交
流，地域連携，附属学校

鳴門教育大学学校教育学部教授

鳴門教育大学 （非）川 村　廣 道 広報
社団法人徳島新聞社事業局
長

香川大学 加　野　芳　正 教育担当 (兼副学長） 香川大学教育学部教授

香川大学 前　田　　　 肇 学術担当(兼副学長） 香川大学医学部教授

香川大学 角　田　直　人
連携･評価担当
(兼副学長)

香川大学工学部教授

香川大学 高　木　健一郎 労務担当
四国電力㈱総合健康開発セ
ンター部長

香川大学 遠　藤　克　司
総務･財務担当
(兼事務局長)

富山大学事務局長

香川大学 (非)小　川　和　彦 経営担当
香川銀コンピューターサービ
ス㈱会長

愛媛大学 前　川　　　尚 教育担当（兼副学長） 愛媛大学副学長

愛媛大学 小　林　展　章 財務・病院担当（兼副学長） 愛媛大学副学長

愛媛大学 柏　谷　増　男
社会連携・情報担当（兼副学
長）

愛媛大学工学部教授

愛媛大学 柳　澤　康　信
学術，評価・企画担当（兼副学
長)

愛媛大学理学部長

愛媛大学 （非）中　川　聰七郎 大学経営担当 愛媛大学教授

高知大学 川　口　　　　浩 総務担当(兼副学長） 高知大学理学部教授

高知大学 松　永　健　二 教育担当(兼副学長） 高知大学人文学部長

高知大学 尾　崎　登喜雄 研究担当(兼副学長） 高知大学副学長

高知大学 河　本　朝　光 財務担当(兼事務局長）
文部科学省大臣官房会計課
予算企画調整官

高知大学 倉　本　　　　秋
医療担当
(兼医学部附属病院長）

高知大学医学部附属病院長

高知大学 （非）中　島　和　代 地域（社会）連携担当
(株)なかじま企画事務所代
表取締役社長

福岡教育大学 南　出　好　史 企画・教育研究担当 福岡教育大学副学長
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福岡教育大学 藏　　　源一郎 総務・財務担当 福岡教育大学副学長

福岡教育大学 吉　武　忠　彦 学生・社会連携担当 福岡市教育委員会理事

九州大学 有　川　節　夫
キャンパス、学術情報政策
（兼副学長）

九州大学副学長

九州大学 柴　田　洋三郎
財務・人件費計画､百周年事
業､広報（兼副学長）

九州大学副学長

九州大学 小寺山　　　亘 産学官民連携（兼副学長） 九州大学応用力学研究所長

九州大学 村　上　敬　宜 研究・企画（兼副学長）
九州大学大学院工学研究院
教授

九州大学 柳　原　正　治 国際交流・留学生（兼副学長） 九州大学大学院法学研究院教授

九州大学 山　田　耕　路 教育（兼副学長）
九州大学大学院農学研究院
教授

九州大学 早　田　憲　治 総務（兼事務局長） 九州大学事務局長

九州大学 渡　辺　浩　志 大学改革担当 ゼオン化成株式会社専務

九州工業大学 西　野　憲　和 総務・企画担当 九州工業大学副学長

九州工業大学 小　林　史　典 教育・情報担当 九州工業大学副学長

九州工業大学 松　永　守　央 産学連携担当 九州工業大学副学長

九州工業大学 （非）幅　田　尚　嗣 財務担当
富士通化成株式会社代表取
締役社長

佐賀大学 小　島　孝　之 教育・学生担当（兼副学長） 佐賀大学農学部長

佐賀大学 西　河　貞　捷
研究・企画・産学連携担当
（兼副学長）

佐賀大学理工学部教授

佐賀大学 古　賀　和　文
国際貢献・人事労務担当
（兼副学長）

佐賀大学経済学部長

佐賀大学 向　井　常　博
社会貢献・医療・広報担当
（兼副学長）

佐賀大学医学部長

佐賀大学 野　田　　　清 財務・改革担当（兼事務局長） 佐賀大学事務局長

佐賀大学 （非）前　田　和　馬 法務担当 弁護士(前田和馬法律事務所)

長崎大学 松　岡　數　充
企画担当(兼水産学部教授）（兼大
学院生産科学研究科教授）

長崎大学学長補佐
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長崎大学 三　宅　保　信 財務担当(兼事務局長） 鳥取大学理事

長崎大学 福　永　博　俊
教育･情報担当(兼工学部教授）
（兼大学院生産科学研究科教授）

長崎大学学長補佐

長崎大学 片　峰　　　茂
研究・国際交流担当（兼医学部教
授）（兼大学院医歯薬学総合研究
科教授）

長崎大学副学長

長崎大学 崎　山　　　毅
社会貢献・人事担当（兼工学部教授）
（兼大学院生産科学研究科教授）

長崎大学副学長

長崎大学 （非）伊　藤　昭　六 地域連携担当
株式会社エフエム長崎代表取
締役会長

熊本大学 足　立　啓　二 教育・学生担当（兼副学長） 熊本大学副学長

熊本大学 小　野　友　道
研究・大学改革・社会貢献担当
（兼副学長）

熊本大学医学薬学研究部長

熊本大学 平　山　忠　一
目標・計画・評価・情報・広報担当
（兼副学長）

熊本大学副学長

熊本大学 大　迫　靖　雄 人事・労務担当 熊本大学教育学部長

熊本大学 佐　藤　　　隆 財務・施設担当（兼事務局長） 高知大学理事

熊本大学 （非）野　口　敏　夫 法務担当 弁護士

大分大学 前　田　　　明 総務担当（兼副学長） 大分大学教育福祉科学部長

大分大学 嘉　目　克　彦 教育担当（兼副学長） 大分大学経済学部教授

大分大学 加　藤　征　治 研究・情報担当（兼副学長） 大分大学医学部教授

大分大学 佐　藤　誠　治
国際・社会連携担当
（兼副学長）

大分大学工学部教授

大分大学 島　田　正　寛
財務担当
（兼副学長・兼事務局長）

文部科学省大臣官房会計課
政府調達企画官

大分大学 （非）有　田　　　眞 医療担当(兼副学長）
財団法人厚生年金事業振興
団湯布院厚生年金病院長

宮崎大学 名　和　行　文
研究・企画担当
(兼副学長）

宮崎大学副学長

宮崎大学 碇　　　哲　雄 教育・学生担当(兼副学長） 宮崎大学工学部教授

宮崎大学 江　藤　胤　尚 病院担当(兼病院長） 宮崎大学医学部附属病院長
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宮崎大学 大　谷　　　潔 総務担当(兼事務局長） 筑波大学経理部長

宮崎大学 （非）吉　良　　　啓 法務担当 弁護士(吉良法律事務所長)

鹿児島大学 矢　野　利　明 企画・評価担当(兼副学長） 鹿児島大学副学長

鹿児島大学 種　村　完　司 教育・学生担当(兼副学長） 鹿児島大学副学長

鹿児島大学 竹　田　靖　史 研究・社会連携担当(兼副学長) 鹿児島大学副学長

鹿児島大学 鉾之原　　　昌
財務・環境・医療担当
(兼副学長）

鹿児島大学医学部教授

鹿児島大学 原　　　克　己 総務担当（兼事務局長） 鹿児島大学事務局長

鹿児島大学 （非）山　下　勝　彦 法務担当
弁護士（山下勝彦法律事務所
所長）

鹿屋体育大学 高　橋　誠　記 組織・運営担当（兼副学長）
国立美術館国立西洋美術館
副館長

鹿屋体育大学 倉　田　　　博 教務・学生担当（兼副学長）
鹿屋体育大学ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ
長

鹿屋体育大学 （非）萬　田　正　治　 研究・社会連携担当 鹿児島大学名誉教授

琉球大学 嘉　数　　　啓 企画・経営戦略担当
日本大学生物資源科学部教
授

琉球大学 平　良 　初　男 教育・学生担当 琉球大学理学部長

琉球大学 比　嘉　辰　雄 研究・社会連携・国際交流担当 琉球大学大学評価センター長

琉球大学 岩　政　輝　男 財務・施設・医療担当 琉球大学医学部教授

琉球大学 大　元　正　康 総務担当
独立行政法人国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記
念青少年総合ｾﾝﾀｰ基金部長

政策研究大学院大学 （非）長　岡　　　實 （財）資本市場研究会理事長

政策研究大学院大学 水　野　　　繁 元日本たばこ産業(株)社長

政策研究大学院大学 （非）遠　藤　安　彦
（財）自治体衛星通信機構理事
長（財）地域創造理事長

総合研究大学院大学 高　畑　尚　之 教育研究担当（兼副学長） 総合研究大学院大学副学長

総合研究大学院大学 菅　原　寛　孝 経営運用担当
高エネルギー加速器研究機
構名誉教授
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総合研究大学院大学 （非）西　田　篤　弘 評価事業担当 宇宙科学研究所名誉教授

北陸先端科学技術大学院大学 牧　島　亮　男 教育・研究担当(兼副学長）
北陸先端科学技術大学院大学ナノ
マテリアルテクノロジーセンター教授

北陸先端科学技術大学院大学 亀　岡　秋　男 産学連携担当(兼副学長）
北陸先端科学技術大学院大
学副学長

北陸先端科学技術大学院大学 濱　崎　　　豊 総務担当（兼事務局長）
情報・システム研究機構統計
数理研究所管理部長

北陸先端科学技術大学院大学 （非）黒　田　壽　二 特命事項担当 金沢工業大学学園長、総長

奈良先端科学技術大学院大学 山　本　平　一
学術情報、知的財産、科学技術動向調査
等、産官学連携、地域連携、広報、情報管
理、人権問題（兼副学長）

奈良先端科学技術大学院大
学副学長

奈良先端科学技術大学院大学 磯　貝　　　彰

中期目標・中期計画、大学評価、教育（教
育組織、入試、教育課程、修学・就職支援
等）、研究（研究組織、研究企画）、国際交
流、環境安全衛生管理（兼副学長）

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

奈良先端科学技術大学院大学 北　田　憲　治
財務計画・管理、教職員労務管
理、施設計画・管理、事務総括、
奈良県大学連合(兼事務局長）

奈良先端科学技術大学院大
学事務局長

奈良先端科学技術大学院大学 （非）村　井　眞　二 学長からの特命事項
科学技術振興機構研究成果
活用プラザ大阪館長
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