
 

平成２２年度 大学生の就業力育成支援事業委員会委員 

 

 

委員長 荻上 紘一   独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

 

大久保 幸夫  株式会社リクルート ワークス研究所所長 

 

斎藤 敬子   特定非営利活動法人産学連携教育日本フォーラム代表理事 

 

濱名 篤    関西国際大学長 

 

松久 功    ソニー株式会社人事部人材育成・リソース担当部長 

 

森脇 道子   自由が丘産能短期大学長 

 

渡辺 三枝子  立教大学大学院特任教授 

 

 

（計７名） 



 

大学生の就業力育成支援事業委員会審査部会委員名簿 

 

部会長  森脇 道子   自由が丘産能短期大学長 

副部会長 濱名 篤    関西国際大学長 

五十嵐 浩也  筑波大学 キャリア支援室長 人間総合科学研究科准教授 

石生 義人   国際基督教大学教養学部上級准教授 

今関 周子   日産自動車株式会社人事部人財開発グループ主担 

今村 久美   特定非営利活動法人ＮＰＯカタリバ代表理事 

上田 勉    東京農業大学 キャリアセンター長 

上西 充子   法政大学 キャリアデザイン学部准教授 

本委員  大久保 幸夫  株式会社リクルート ワークス研究所所長 

角方 正幸   株式会社大学改革代表取締役社長 

鹿嶋 研之助  千葉商科大学商経学部教授 

川崎 友嗣   関西大学社会学部教授 

川嶋 太津夫  神戸大学大学教育推進機構教授 

唐津 治夢   ＳＲＩインターナショナル日本支社日本代表 

菊入 哲夫   聖徳大学 聖徳大学短期大学部キャリア支援室長 

久保田 慶一  国立音楽大学音楽学部教授 

小杉 礼子   独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員 

本委員  斎藤 敬子   特定非営利活動法人産学連携教育日本フォーラム代表理事 

坂根 康秀   香蘭女子短期大学長 

澤田 健太郎  丸紅株式会社人事部人材採用課長 

杉谷 祐美子  青山学院大学教育人間科学部准教授 

田中 勝男   公認会計士田中勝男事務所代表 

仲 真紀子   北海道大学大学院文学研究科教授 

土屋 俊    千葉大学文学部教授 

本委員  松久 功    ソニー株式会社人事部人材育成・リソース担当部長 

見舘 好隆   北九州市立大学キャリアセンター准教授 

横澤 利昌   亜細亜大学経営学部教授 

山倉 健嗣   横浜国立大学経営学部教授 

渡邊 健治   大正大学人間学部教授 

本委員  渡辺 三枝子  立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授 

 

（計３０名） 



大学生の就業力育成支援事業委員会書面審査委員名簿 

 

相川 雅人  三菱地所株式会社人事部副長 

相原 次男  山口県立大学国際文化学部教授 

阿久根 昌夫 ひょうご大学連携推進協議会コーディネーター 

足立 敦   株式会社損害保険ジャパン人事部課長 

新井 均   ネクシム・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 

有本 章   比治山大学高等教育研究所所長・教授 

安斎 洋治  アドベント・インターナショナル株式会社日本支社パートナー 

安藏 伸治  明治大学政治経済学部教授 

糸井 重夫  松本大学松商短期大学部商学科教授 

伊東 裕司  慶應義塾大学文学部教授 

厳島 行雄  日本大学文理学部教授 

稲永 由紀  筑波大学大学院ビジネス科学研究科（大学研究センター）講師 

岩井 絹江  東京家政大学進路支援センター事務部長 

岩木 秀夫  日本女子大学人間社会学部教授 

宇佐見 義尚 亜細亜大学経済学部准教授 

浦上 昌則  南山大学人文学部准教授 

浦坂 純子  同志社大学社会学部准教授 

浦田 広朗  名城大学大学・学校づくり研究科教授 

大段 正司  有限会社エフエルエイプランニング代表取締役 

大野 博之  国際学院埼玉短期大学長 

大宮 登   高崎経済大学副学長 

小方 直幸  広島大学高等教育研究開発センター教授 

岡田 昌毅  筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 

岡部 善平  小樽商科大学商学部教授 

小野 紘昭  産業能率大学経営学部教授 

筧 美晴   メディカルキャリア株式会社相談役 

勝又 美智雄 国際教養大学国際教養学部教授 

加藤 敏明  立命館大学共通教育推進機構教授 

川喜多 喬  法政大学経営学部教授 

川端 康弘  北海道大学大学院文学研究科教授 

川村 和夫  高知大学自然科学系長・理学部門教授 

鬼﨑 信好  福岡県立大学理事・人間社会学部教授 

北神 慎司  名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

君島 茂   平安女学院大学子ども学部教授 

工藤 啓   ＮＰＯ法人育て上げネット理事長 

功刀 滋   京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授 

小島 貴子  立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任准教授 

近藤 倫明  北九州市立大学副学長・文学部教授 



佐藤 香   東京大学社会科学研究所准教授 

佐藤 和博  ソフトバンクモバイル株式会社人事本部組織人事 1部営業部門人事課長 

佐藤 浩章  愛媛大学教育・学生支援機構准教授 

佐藤 友美子 公益財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー 

佐藤 龍子  静岡大学学長補佐、大学教育センター教授 

下村 英雄  独立行政法人労働政策研究・研修機構キャリアガイダンス部門副主任研究員 

白川 優治  千葉大学普遍教育センター助教 

末廣 啓子  宇都宮大学キャリア教育・就職支援センター教授 

数土 直紀  学習院大学法学部教授 

仙波 憲一  青山学院大学国際政治経済学部教授 

髙橋 伸子  流通経済大学社会学部専任講師 

高畑 広基  株式会社学情名古屋支社長、企画営業部ゼネラルマネージャー 

田中 義郎  桜美林大学大学院教授、総合研究機構長 

田沼 泰輔  株式会社博報堂人材開発戦略室長代理、キャリア開発部長 

外山 紀子  津田塾大学学芸学部准教授 

豊田 義博  株式会社リクルートワークス研究所主任研究員 

中尾 繁樹  関西国際大学学長補佐、教育学部准教授 

中田 喜文  同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター長 

永松 利文  鳥取大学大学教育支援機構准教授 

成田 康昭  立教大学社会学部教授 

難波 美都里 南大阪地域大学コンソーシアム統括コーディネータ、有限会社ダブル・ワーク

ス代表取締役 

野嶋 栄一郎 早稲田大学常任理事 

野村 和宏  ＮＥＣラーニング株式会社執行役員 

羽田 積男  日本大学文理学部教授 

花松 甲貴  株式会社日立製作所情報・通信システム社人事総務本部主任 

羽根 拓也  株式会社アクティブラーニング代表取締役社長 

濱中 義隆  独立行政法人大学評価・学位授与機構学位審査研究部准教授 

林 寛美   文京学院短期大学英語科教授 

原 清治   佛教大学教育学部教授 

原 正紀   株式会社クオリティ・オブ・ライフ代表取締役社長 

針生 拓   株式会社ＮＴＴデータ人事部課長 

平野 次郎  学習院女子大学国際文化交流学部特別専任教授 

平松 一夫  関西学院大学商学部教授 

深澤 晶久  株式会社資生堂人事部人材開発室長 

福井 有   学校法人大手前学園理事長・総長 

福谷 正信  立命館アジア太平洋大学国際経営学部教授 

藤田 誠久  龍谷大学学長補佐、経営学部教授 

堀 有喜衣  独立行政法人労働政策研究・研修機構人材育成部門副主任研究員 

堀井 啓幸  山梨県立大学人間福祉学部教授 



本田 由紀  東京大学大学院教育学研究科比較教育社会学コース教授 

松下 佳代  京都大学高等教育研究開発推進センター教授 

松元 健治  広島文化学園短期大学学長補佐、保育学科教授 

松村 直樹  株式会社リアセック取締役ＣＯＯ 

的場 正美  名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 

真鍋 和博  北九州市立大学基盤教育センター准教授 

眞鍋 倫子  中央大学文学部准教授 

丸山 文裕  独立行政法人国立大学財務・経営センター研究部教授 

三川 俊樹  追手門学院大学心理学部教授 

南 就将   慶應義塾大学医学部教授 

三村 隆男  早稲田大学大学院教職研究科教授 

宮脇 潤治  サントリーホールディングス株式会社人事部課長 

望月 由起  お茶の水女子大学学生支援センター准教授 

山口 憲二  新島学園短期大学キャリアデザイン学科教授 

山下 修一  千葉大学教育学部准教授 

山西 潤一  富山大学人間発達科学部教授 

吉川 眞知  アクセンチュア株式会社人事部マネジャー 

吉田 研作  上智大学外国語学部教授 

吉永 契一郎 東京農工大学大学教育センター准教授 

吉本 圭一  九州大学人間環境学研究院主幹教授 

渡辺 茂晃  株式会社日経ＨＲ編集部長 

 

（計９８名） 


