
[公1]

　①分野連携によるアクティブ・ラーニング対話集会の実施
　②ＩＣＴを用いた分野横断授業モデルの研究

　学系別FD/ICT活用研究委員会

　分野別ｻｲﾊﾞｰ･ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ運営委員会

　 (フォーラム型実験小委員会）
　

[公２]

　情報教育研究委員会
　情報リテラシー・情報倫理分科会
　　(教材作成小委員会)
　分野別情報教育分科会
　情報専門教育分科会
　　（データサイエンス教育支援小委員会)

[公３]

　情報環境整備促進委員会

　基本調査委員会

　

[公４]

　電子著作物相互利用事業委員会
　産学連携推進プロジェクト委員会
　（産学連携推進プロジェクト小委員会）

[公５]

　ICT利用教育改善発表会運営委員会
　教育改革ICT戦略大会運営委員会
　短期大学会議教育改革ICT運営委員会
　FD情報技術講習会運営委員会
　大学職員情報化研究講習会運営委員会
　情報セキュリティ研究講習会運営委員会
　情報セキュリティ対策問題研究小委員会

[公６]

　事業普及委員会
  翻訳分科会

[他１]

　支援室
　

[他２]

[他３]

　事業普及委員会

(2)情報専門教育の研究

　経営管理者等に対する教育政策の理解の
　普及

(3)教員及び職員の情報通信技術活用能力の研修
　1.FDのための情報通信技術講習会　2.大学職員情報化研究講習会

(1)教育改革FD/ICT理事長・学長等会議

　

公益社団法人私立大学情報教育協会

事業組織と活動の概要

理事会

(1)情報環境整備に関する調査及び推進

　

総会

事　務　局

　私立大学における情報通信技術活用による
　教育改善の調査及び研究、公表・促進

　私立大学における情報環境の整備促進に
　関する調査及び研究、公表・推進

(2)私立大学情報環境調査の実施

(1)情報通信技術による教育改善の研究

　大学教職員の職能開発及び大学教員の
　表彰

(1)情報リテラシー・倫理教育の研究

　私立大学における情報教育の改善充実に事業

　研究会等の映像のビデオ・オンデマンド配信
　事業

(1)電子著作物相互利用の推進、著作権法改正への対応

(2)産学連携による教育支援の振興及び推進

(3)大学、企業、地域社会との連携を推進する拠点校への支援

(4)教育コンテンツの教育利用問題への対応

(1)情報通信技術を活用した優れた教育実践の評価と表彰
    （ICT利用による教育改善研究発表会）

(2)教育改革のための情報通信技術活用に伴う知識と戦略の普及
　1.教育改革ICT戦略大会　2.短期大学教育改革ICT戦略会議

(2）情報通信技術活用に伴う相談・助言

（2）教育改革事務部門管理者会議

(4)情報セキュリティの危機管理能力のセミナー
　　（情報セキュリテイ研究講習会）

　大学の高度情報化の推進・支援

(1)情報化投資額の点検・評価の推進

(3)データサイエンス教育支援の研究

(1)機関紙の発行

(2)地域別事業活動報告交流会

　この法人の事業に対する理解の普及

　大学連携、産学連携による教育支援等の
　振興及び推進

１．平成３０年度事業の実施組織と事業の概要、委員会名簿  
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＜学系別教育FD/ICT活用研究委員会＞
担当理事・総括委員長 角田　和巳 芝浦工業大学（工学部教授）
【英語教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 田中　宏明 京都学園大学(経済経営学部教授)
委　員 松村　豊子 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部特任教授)
　〃 吉田　研作 上智大学(特別招聘教授)
　〃 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（グローバル地域文化学部教授）
　〃 山本　英一 関西大学(国際部教授、国際教育センター長)
アドバイザー 五十嵐義行 東京国際大学(国際関係学部准教授)

【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 横山　恭子 上智大学(総合人間科学部教授)
　〃 松田　英子 東洋大学(社会学部教授)
　〃 片受　靖 立正大学(心理学部准教授)

【社会福祉学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 山路　克文 鈴鹿大学(こども教育学部教授)
委　員 戸塚　法子 淑徳大学(総合福祉学部教授)
　〃 山田　利子 (元)武蔵野大学(人間科学部教授)
アドバイザー 天野　マキ 東洋大学(名誉教授)
　〃 井上　浩 徳山大学(福祉情報学部教授)

【法学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 加賀山茂 名古屋大学(名誉教授)
委　員 執行　秀幸 中央大学(法科大学院法務研究科教授)
　〃 吉野　一 明治学院大学(名誉教授)
　〃 中村　壽宏 神奈川大学(大学院法務研究科教授)
　〃 髙嶌　英弘 京都産業大学(法学部教授)
アドバイザー 笠原　毅彦 桐蔭横浜大学(大学院法学研究科教授)

【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 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(経済学部教授)
　〃 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(経済経営学部教授)
　〃 山﨑　好裕 福岡大学(経済学部教授)

【経営学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 佐々木利廣 京都産業大学(進路センター長、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(国際マネジメント研究科教授)
　〃 青木　茂樹 駒澤大学（経営学部教授）
　〃 宮林　正恭 東京都市大学(客員教授)
　〃 雑賀　憲彦 名城大学(都市情報学部教授)

【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(名誉教授、大学院特任教授)
委　員 松本　敏史 早稲田大学(大学院会計研究科教授)
　〃 阿部　仁 中部大学(経営情報学部教授)
　〃 河﨑　照行 甲南大学(名誉教授)
　〃 金川　一夫 九州産業大学(商学部教授)
　〃 福浦　幾巳 西南学院大学(商学部教授)
　〃 木本　圭一 関西学院大学(国際学部教授　副学部長)

委員会委員等一覧
（平成３１年３月３１日現在）
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【物理学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 寺田　貢 福岡大学(理学部教授)
委　員 穴田　有一 北海道情報大学(経営情報学部教授)
　〃 満田　節生 東京理科大学(理学部教授)
　〃 徐　　丙鉄 近畿大学(工学部教授)

【化学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 及川　義道 東海大学(教育開発研究センター次長、理学部教授)
副委員長 小林　憲司 千葉工業大学(工学部教育センター教授)
委　員 幅田　揚一 東邦大学(理学部教授)
　〃 松山　達 創価大学(工学部教授)
　〃 庄野　厚 東京理科大学(工学部教授)
　〃 武岡　真司 早稲田大学(理工学術院教授)

【機械工学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 田辺　誠 神奈川工科大学(名誉教授)
委　員 角田　和巳 芝浦工業大学(工学部教授)
　〃 荻原　慎二 東京理科大学(理工学部教授)
　〃 青木　義男 日本大学(理工学部次長)
　〃 田中　豊 法政大学(デザイン工学部教授)
　〃 高野　則之 金沢工業大学(工学部長)

【建築学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 関口　克明 デジタルハリウッド大学(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部特任教授)
委　員 澤田　英行 芝浦工業大学(システム理工学部教授)
　〃 大内　宏友 日本大学(生産工学部教授)
　〃 松岡　聡 近畿大学(建築学部教授)

【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(名誉教授)
委　員 井上　明也 千葉工業大学(社会システム科学部長）
　〃 玉木　欽也 青山学院大学(経営学部教授)
　〃 水野　浩孝 東海大学(情報通信学部教授)
　〃 細野　泰彦 東京都市大学(知識工学部准教授)
　〃 後藤　正幸 早稲田大学(理工学術院教授)
　〃 高野倉雅人 神奈川大学(工学部准教授)
　〃 佐々木桐子 新潟国際情報大学(情報文化学部准教授)

【栄養学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 酒井　映子 愛知学院大学(心身科学部教授)
委　員 市丸　雄平 東京家政大学(名誉教授)
　〃 原島　恵美子 神奈川工科大学(応用バイオ科学部准教授)
　〃 石﨑　由美子 愛知学院大学(非常勤講師)
　〃 上田　龍太郎 日本大学短期大学部(教授、専攻科食物栄養専攻主任)
　〃 鈴木　良雄 順天堂大学(大学院スポーツ健康科学研究科先任准教授)
　〃 由良　亮 中京学院大学短期大学部(健康栄養学科准教授)

【被服学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 阿部　栄子 大妻女子大学(家政学部教授)
委　員 小原　奈津子 昭和女子大学（生活科学部教授）
　〃 潮田　ひとみ 東京家政大学（家政学部教授）
　〃 石原　久代 椙山女学園大学（生活科学部教授）

【医学教育FD/ICT活用研究委員会】
委員長 高松　研 東邦大学(学長)
委　員 内山　隆久 医療生協さいたま生活協同組合川口診療所(所長)
　〃 椎橋　実智男 埼玉医科大学（教授 情報技術支援推進センター長）
　〃 平形　道人 慶應義塾大学(医学部医学教育統轄センター教授)
　〃 建部　一夫 順天堂大学(医学部医学教育研究室膠原病内科准教授)
　〃 山本　貴嗣 帝京大学(医学部内科学講座教授)
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　〃 大久保由美子 東京女子医科大学（医学部医学科医学教育学教授）
　〃 藤倉　輝道 日本医科大学(医学教育センター副センター長)
　〃 渡辺　淳 関西医科大学(大学情報センター准教授)

【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(名誉教授)
委　員 片岡　竜太 昭和大学(歯学部歯科医学教育推進室主任教授)
　〃 藤井　彰 日本大学(名誉教授)
　〃 新井　一仁 日本歯科大学(生命歯学部歯科矯正学講座教授)
　〃 佐藤　利英 日本歯科大学(新潟生命歯学部准教授)
　〃 花田　信弘 鶴見大学(歯学部探索歯学講座教授)
　〃 奥村　泰彦 明海大学(保健医療学部設置準備室教授)
　〃 岡崎　定司 大阪歯科大学(欠損歯列補綴咬合学講座教授)
アドバイザー 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 黒澤　菜穂子 北海道科学大学(薬学部教授)
副委員長 齊藤　浩司 北海道医療大学(薬学部教授)
委　員 石川　さと子 慶應義塾大学(薬学教育研究センター准教授)
　〃 西村　哲治 帝京平成大学(薬学部薬学科教授)
　〃 大嶋　耐之 金城学院大学(薬学部教授)
　〃 大津　史子 名城大学(薬学部教授)
　〃 松野　純男 近畿大学(薬学部教授)
　〃 徳山　尚吾 神戸学院大学(薬学部教授)

【フォーラム型実験小委員会】
主　査 片岡　竜太 昭和大学(歯学部歯科医学教育推進室主任教授)
委　員 神原　正樹 大阪歯科大学(名誉教授)
　〃 高松　研 東邦大学(学長)
　〃 三浦　公嗣 慶應義塾大学(医学部教授)
　〃 原島　恵美子 神奈川工科大学(応用バイオ科学部准教授)
　〃 山元　俊憲 昭和大学(名誉教授)
　〃 小原　眞知子 日本社会事業大学（社会福祉学部社会福祉学科教授）
　〃 中山　栄純 北里大学(看護学部 准教授)
　〃 二瓶　裕之 北海道医療大学(薬学部教授　情報センター長)

＜サイバー・キャンパス・コンソーシアム運営委員会＞
担当理事・総括委員長 角田　和巳 芝浦工業大学（工学部教授）
【政治学グループ運営委員会】
委　員 川島　高峰 明治大学(情報コミュニケーション学部准教授)
　〃 昇　　秀樹 名城大学(都市情報学部教授)
　〃 名取　良太 関西大学(総合情報学部教授)
　〃 清滝　仁志 駒澤大学(法学部教授)

【国際関係学グループ運営委員会】
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)
　〃 柏崎　梢 東洋大学(国際学部助教)

【社会学グループ運営委員会】
委　員 土屋　薫 江戸川大学(社会学部教授)
　〃 干川　剛史 大妻女子大学（人間関係学部教授）
　〃 犬塚　潤一郎 実践女子大学(生活科学部教授)

【コミュニケーション関係学グループ運営委員会】
委　員 北根　精美 常磐大学(国際学部教授)
　〃 鈴木　利彦 早稲田大学(商学学術院教授)
　〃 菊池　尚代 青山学院大学(地球社会共生学部准教授)
　〃 岡本 真由美 関西大学(商学部准教授)
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【教育学グループ運営委員会】
委　員 舟生　日出男 創価大学(教育学部教授)
　〃 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(文学部教授)

【統計学グループ運営委員会】
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)
　〃 竹内　光悦 実践女子大学(情報センター長、人間社会研究科教授)
　〃 今泉　忠 多摩大学(経営情報学部教授)

【数学グループ運営委員会】
委　員 井川　信子 流通経済大学(法学部教授　総合情報センター長)
　〃 白田　由香利 学習院大学(経済学部教授)
　〃 山本　修一 日本大学(非常勤講師)
　〃 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)

【生物学グループ運営委員会】
委　員 須田　知樹 立正大学(地球環境科学部教授)
　〃 佐野　元昭 金沢工業大学(バイオ・化学部教授)
　〃 西村　靖史 別府大学(メディア教育・研究センタ情報教育・研究部長)

【土木工学グループ運営委員会】
委　員 栗原　哲彦 東京都市大学(工学部准教授)
　〃 武田　誠 中部大学(工学部教授)
　〃 建山　和由 立命館大学(常務理事、理工学部教授)
　〃 北詰　恵一 関西大学(環境都市工学部教授)

【電気通信工学グループ運営委員会】
委　員 新津　善弘 芝浦工業大学(システム理工学部教授)
　〃 小林　清輝 東海大学(工学部教授)
　〃 高原  健爾 福岡工業大学(工学部教授）

【芸術学の美術・デザイングループ運営委員会】
委　員 小川　博 東海大学(国際文化学部教授)
　〃 有馬　十三郎 東京家政大学(家政学部教授)
　〃 宮田　義郎 中京大学(工学部教授)
　〃 井澤　幸三 大手前大学(メディア芸術学部教授)

【体育学グループ運営委員会】
委　員 大橋　二郎 大東文化大学(スポーツ・健康科学部教授)
　〃 内山　秀一 東海大学(体育学部教授)
　〃 來田　享子 中京大学(スポーツ科学部教授)
　〃 田附　俊一 同志社大学(スポーツ健康科学部教授)

【看護学グループ運営委員会】
委　員 仲井　克己 帝京平成大学(健康医療スポーツ学部教授)
　〃 中山　栄純 北里大学(看護学部准教授)
　〃 梶井　文子 東京慈恵会医科大学(医学部看護学科教授)

【基本調査委員会】
担当理事 小宮　一仁 千葉工業大学(学長)
委員長 真鍋　龍太郎 文教大学(名誉教授)
副委員長 井上　明也 千葉工業大学(社会システム科学部 学部長 教授)
委　員 竹内　光悦 実践女子大学(情報センター長、人間社会学部教授)
　〃 片岡　竜太 昭和大学(歯学部歯科医学教育推進室主任教授)
　〃 高木　功 創価大学(経済学部教授)
　〃 今井　久 山梨学院大学(現代ビジネス学部教授)
アドバイザー 今泉　忠 多摩大学(経営情報学部教授)
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【情報教育研究委員会】
担当理事 安西　祐一郎 独立行政法人日本学術振興会(顧問、学術情報分析センター所長)
委員長 斎藤　信男 慶應義塾大学(名誉教授)
委　員 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教授)
　〃 牧野　光則 中央大学(理工学部教授)
アドバイザー 筧　　捷彦 早稲田大学(名誉教授、東京通信大学教授)
　〃 大原　茂之 東海大学(名誉教授)
　〃 児島　完二 名古屋学院大学(教務部長、経済学部教授)

【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教授)
委　員 高岡  詠子 上智大学(理工学部教授)
　〃 和田　悟 明治大学(情報コミュニケーション学部准教授)
　〃 金子　勝一 山梨学院大学(経営情報学部教授)
　〃 中西　通雄 大阪工業大学(情報科学部教授)
　〃 本村　康哲 関西大学(文学部教授)
アドバイザー 松田　稔樹 東京工業大学(リベラルアーツ研究教育院准教授)

【情報リテラシー・情報倫理分科会 教材作成小委員会】
主　査 玉田　和恵 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部情報文化学科教授)
委　員 神部　順子 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部情報文化学科教授)
　〃 八木　徹 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部情報文化学科准教授)
　〃 山口　敏和 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部情報文化学科)
　〃 小原　裕二 江戸川大学(メディアコミュニケーション学部情報文化学科)
　〃 久東　光代 日本女子大学(人間社会学部心理学科准教授)
　〃 星名　由美 日本女子大学(人間社会学部心理学科)
　〃 高橋　等 静岡産業大学(情報学部情報デザイン学科教授)
アドバイザー 小杉　直美 北翔大学(教育文化学部教育学科教授)
　〃 松尾　由美 関東短期大学(こども学科)

【分野別情報教育分科会】
主　査 児島　完二 名古屋学院大学(教務部長、経済学部教授)
委　員 阿部　栄子 大妻女子大学(家政学部教授)
　〃 角田　和巳 芝浦工業大学(工学部教授)
　〃 石川  さと子 慶應義塾大学(薬学部准教授)
アドバイザー 渡辺　淳 関西医科大学(大学情報センター准教授)

【情報専門教育分科会】
主　査 大原　茂之 東海大学(名誉教授)
委　員 須田　宇宙 千葉工業大学(情報科学部准教授)
　〃 松浦　佐江子 芝浦工業大学(システム理工学部教授)
　〃 藤田　昌克 帝京大学(文学部教授)
　〃 高田　哲雄 文教大学(情報学部教授)
　〃 佐野　典秀 静岡産業大学(情報学部教授)
アドバイザー 斎藤　直宏 (株)バンダイナムコスタジオ(テクノロジーエバンジェリスト)
　〃 上野　新滋 (株)FUJITSUユニバーシティ(産学官連携グループ長)

【情報環境整備促進委員会】
担当理事・委員長 向殿　政男 明治大学(顧問、名誉教授)
委　員 宮川　裕之 青山学院大学(社会情報学部教授)
　〃 田村　恭久 上智大学(理工学部情報理工学科 教授)
　〃 橋本　順一 玉川大学(芸術学部 メディア・デザイン学科 教授)
　〃 渡辺　博芳 帝京大学(理工学部教授)
　〃 梅田　茂樹 武蔵大学(経済学部教授 情報・メディア教育センター長)
アドバイザー 青木　義男 日本大学(理工学部次長 教授)

【電子著作物相互利用事業委員会】
担当理事 角田　和巳 芝浦工業大学（工学部教授）
委員長 半田　正夫 青山学院大学(元学長、名誉教授)
委　員 宮林　正恭 東京都市大学(客員教授)
　〃 稲葉　直也 早稲田大学(図書館利用者支援課)
アドバイザー 中村　壽宏 神奈川大学(大学院法務研究科教授)
　〃 渡辺　淳 関西医科大学(大学情報センター准教授)
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【産学連携推進プロジェクト委員会】
担当理事・委員長 向殿　政男 明治大学(顧問、名誉教授)
副委員長 大原　茂之 東海大学(名誉教授)
委　員 辻村　泰寛 日本工業大学(工学部教授）
　〃 井上　明也 千葉工業大学（社会システム科学部 学部長 教授）
　〃 白崎　博公 玉川大学(名誉教授)
　〃 酒井　孝彦 東京工芸大学(芸術学部准教授)
　〃 青木　義男 日本大学(理工学部次長 教授)
　〃 歌代　豊 明治大学(経営学部教授)
　〃 松本　安生 神奈川大学(人間科学部教授）
　〃 田辺　誠 神奈川工科大学(名誉教授)
アドバイザー 斎藤　信男 慶應義塾大学(名誉教授）
　〃 吉永　裕司 (株)内田洋行（執行役員高等教育事業部長）
　〃 宮脇　孝 株日立製作所（公共システム営業統括本部　文教情報営業部長）

　〃 中塚　充之 富士通(株)（文教ﾋﾞｼﾞﾈｽス推進統括部シニアマネージャー）
　〃 青木　宏之 日本電気(株)（第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部シニアマネージャー）
　〃 板垣　剛 日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ(株)（首都圏営業本部長）

【ICT利用教育改善発表会運営委員会】
担当理事 角田　和巳 芝浦工業大学(工学部教授)
委員長 東村　高良 関西大学(社会学部特別契約教授)
委　員 服部　隆志 慶應義塾大学(環境情報学部教授)
　〃 田中　豊 法政大学(デザイン工学部教授)
　〃 友永　昌治 立正大学(文学部教授・図書館長)
　〃 西村　昭治 早稲田大学(人間科学学術院教授)
　〃 渡邉　隆俊 愛知学院大学(経済学部教授)
　〃 田中　宏明 京都学園大学(経済経営学部教授)
　〃 渡辺　淳 関西医科大学(大学情報センター准教授)
　〃 山本　誠 東京理科大学(工学部教授)

【教育改革ICT戦略大会運営委員会】
担当理事・委員長 向殿　政男 明治大学(顧問、名誉教授)
委　員 尾崎　敬二 国際基督教大学(教養学部客員教授)
　〃 望月　雅光 創価大学(教育・学習支援センター長)
　〃 今泉　忠 多摩大学(経営情報学部教授)
　〃 稲葉　興己 玉川大学(教学部長)
　〃 川村　幸夫 東京理科大学(理工学部教授)
　〃 大島　尚 東洋大学(社会学部教授)
　〃 阿部　直人 明治大学(理工学部教授)
　〃 友永　昌治 立正大学(文学部教授・図書館長)
　〃 山名　早人 早稲田大学(情報企画部長)
　〃 森本　雅博 大手前大学(情報メディアセンター長)
　〃 寺田　貢 福岡大学(理学部教授)
アドバイザー 木村　増夫 上智学院(理事長補佐)

【短期大学会議教育改革ICT戦略運営委員会】
担当理事 向殿　政男 明治大学(顧問、名誉教授)
委員長 戸高　敏之 同志社大学(名誉教授)
委　員 早坂　明彦 聖徳大学短期大学部(総合文化学科准教授)
　〃 三田　薫 実践女子大学短期大学部(英語コミュニケーション学科教授)
　〃 西岡　健自 戸板女子短期大学(国際コミュニケーション学科教授)
　〃 後藤　善友 別府大学短期大学部(初等教育科教授)
　〃 大重　康雄 鹿児島女子短期大学(教養学科教授)

【FD情報技術講習会運営委員会】
 担当理事 河合　儀昌 金沢工業大学(常任理事、情報処理サービスセンター所長)

委員長 今井　賢 立正大学(名誉教授)
委  員 渡辺　博芳 帝京大学(ラーニングテクノロジー開発室所長)
　〃 及川　義道 東海大学(教育開発研究センター次長、理学部教授)
　〃 中村　壽宏 神奈川大学(大学院法務研究科教授)
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　〃 杤尾　真一 追手門学院大学(経済学部准教授)
アドバイザー 児島　完二 名古屋学院大学(教務部長、経済学部教授)
　〃 家本　修 大阪経済大学(名誉教授)
　〃 渡辺　淳 関西医科大学(大学情報センター准教授)
　〃 家本　修 園田学園女子大学(名誉教授)

【大学職員情報化研究講習会運営委員会】
担当理事 大野　髙裕 早稲田大学(理工学術院教授)
委員長 木村　増夫 上智学院 (理事長補佐）
副委員長 遠藤　桂一 芝浦工業大学(情報システム部長)
委　員 志田　紀子 東海大学(総合情報センター伊勢原情報システム課長)
　〃 深谷　公男 東京理科大学(学務部担当部長)
　〃 鈴木　浩充 東洋大学(情報システム部情報システム課長)
　〃 菅沼　光芳 日本大学(本部管財部特任事務長)
　〃 山田　浩哉 明治大学(情報メディア部メディア支援事務室事務長)
　〃 毛利　立夫 立教大学(メディアセンター課長)
　〃 吉田　浩史 京都産業大学(情報センター課長)
　〃 中原　伸夫 同志社大学(総務部情報企画課長)
　〃 畑田　知也 龍谷大学(研究部事務部長)
　〃 西脇　和彦 関西大学(学術情報事務局情報推進グループ長)
　〃 牛島　裕 近畿大学(総合情報システム部事務部長)
　〃 川﨑　直人 武庫川女子大学(教務部次長)
アドバイザー 齋藤　真左樹 日本福祉大学(常務理事、副学長)

【情報セキュリティ研究講習会運営委員会】
担当理事 柴田　一 関西大学(インフォメーションテクノロジーセンター所長)
委員長 浜　　正樹 文京学院大学(情報教育研究センター長)
委　員 根本　貴弘 青山学院大学(情報メディアセンター助手)
　〃 入澤　寿美 学習院大学(計算機センター教授)
　〃 中田　亮太郎 昭和女子大学(学園本部業務部情報メディア課係長)
　〃 服部　裕之 明治大学(情報メディア部生田メディア支援事務室副参事)
　〃 峰内　暁世 立正大学(情報環境基盤センター品川情報システム課長)
　〃 高橋　智広 早稲田大学(情報企画部副部長)
　〃 西松　高史 金城学院大学(財務部システム担当課長)
　〃 沼　　将博 立命館大学(情報システム部情報基盤課課長補佐)
アドバイザー 市川　昌 江戸川大学(名誉教授)

【情報セキュリティ対策問題研究小委員会】
主  査 浜　　正樹 文京学院大学(情報教育研究センター長)
委　員 菊池　浩明 明治大学(総合数理学部教授)
　〃 高倉　弘喜 国立情報学研究所(アーキテクチャ科学研究系教授)
　〃 満永　拓邦 東京大学(大学院情報学環特任准教授)
アドバイザー 松坂　志 情報処理推進機構(技術本部ｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ調査役)
　〃 岩本　真人 トレンドマイクロ（株）(シニアマネージャー)
　〃 立道　豊典 日本電気（株）(シニアエキスパート)
　〃 洞田　慎一 JPCERT コーディネーションセンター(グループマネージャー)

【事業普及委員会】
担当理事 向殿　政男 明治大学(顧問、名誉教授)
委員長 今泉　忠 多摩大学(経営情報学部教授)
委　員 波多野和彦 江戸川大学(ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授)
　〃 山本　眞一 桜美林大学(大学院部長)
　〃 尾崎　敬二 国際基督教大学(教養学部客員教授)
　〃 木村　増夫 上智学院 (理事長補佐)
　〃 西浦　昭雄 創価大学(教務部長　経済学部教授)

【事業普及委員会　翻訳分科会】
主　査 山本　英一 関西大学(国際部教授、国際教育センター長)
委　員 田村　恭久 上智大学(理工学部教授)
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