
３．自己点検・評価関連委員会名簿  

（１）自己点検･評価全学委員会委員名簿 
2008 年 3 月 

委 員 名 選出区分 備  考 

委員長 納谷 美 第５条１号委員 学長 
副委員長 藤田 幸男 第５条２号委員 総務担当常勤理事 
委員 松瀬 貢規 第５条２号委員 学務担当常勤理事 
副委員長 坂本 恒夫 第５条３号委員 一部教務部長 
委員 吉田 悦志 第５条３号委員 二部教務部長 
委員 柳沢 敏勝 第５条３号委員 学生部長 
委員 田島 正行 第５条４号委員 法学部准教授 
委員 山下 洋史 第５条４号委員 商学部教授 
委員 永野 仁 第５条４号委員 政治経済学部教授 
委員 小野 正弘 第５条４号委員 文学部教授 
委員 宮腰 哲雄 第５条４号委員 理工学部教授 
委員 鈴木 博実 第５条４号委員 農学部専任講師 
委員 薩摩 秀登 第５条４号委員 経営学部教授 
委員 細野 はるみ 第５条４号委員 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授 
委員 下坂 陽男 第５号５号委員 大学院委員会 
委員 外池 力 第５条６号委員 政治経済学部教授 
委員 林 義勝 第５条６号委員 文学部教授 
委員 高橋 正泰 第５条６号委員 経営学部教授 
委員 大野 友和 第５条７号委員 学術・社会連携部長 
委員 高瀬 益男 第５条７号委員 総務部長 
委員 小林 喜男 第５条７号委員 財務・資産管理部長 
 

編集ワーキング  

坂本 恒夫（委員長），小野 正弘，鈴木 博実，外池 力（編集責任者），武田 清治 

 

事務局：教学企画部，協力部署：教育支援部教育支援事務室  

 



自己点検・評価学部等委員会一覧  

2007 年 4 月 
法学部  教学各機関  

商学部  教育改革支援本部 

政治経済学部  和泉委員会  

文学部  学習支援推進委員会 

理工学部  教職課程  

農学部  社会教育主事課程  

経営学部  学芸員養成課程  

情報コミュニケーション学部  司書課程  

法学研究科  

資格課程委員会 

司書教諭課程  

商学研究科  学部間共通外国語教育運営委員会  

政治経済学研究科  学部間共通科目運営委員会  

経営学研究科  法制研究指導室  

文学研究科  経理研究指導室  

理工学研究科  
研究指導室  

行政研究指導室  

農学研究科  教員研修（ＦＤ）委員会  

大学院  

ガバナンス研究科  学長室  

法科大学院法務研究科  教務部  

グローバル・ビジネス研究科 教育の情報化推進本部 専門職大学院  

会計専門職研究科  二部教育審議会 

図書館  入学センター 

博物館  
就職・キャリア形成支援センター 

（インターンシップ運営協議会，就職事務部） 

国際交流センター  学生部  

情報科学センター  法人関係各部署  

心理臨床センター  リバティ・アカデミー（教育振興部）  

研究・知財戦略機構  大学史資料センター（総務部）  

社会科学研究所  
施設・設備 

（情報システム事務部，管財部，和泉及び生田校舎事務部） 

人文科学研究所  管理運営（総務部）  
研究所  

科学技術研究所  事務組織（企画部，人事部）  

財務（財務部・監査室） 

大学広報（広報部）  

その他 

校友会関係（教育振興部）  

  

父母会関係（教務事務部）  

 



（２）評価委員会 
2008 年 3 月 

委 員 名 選出区分 備  考 
委員長 長吉 泉 第１２条１号委員 理事長 
委員 納谷 美 第１２条２号委員 学長 
委員 根田 哲雄 第１２条３号委員 財務担当常勤理事 
副委員長 森宮 康 第１２条３号委員 教務担当常勤理事 
委員 土屋 恵一郎 第１２条４号委員 法学部長 
委員 福宮 賢一 第１２条４号委員 商学部長 
委員 飯田 和人 第１２条４号委員 政治経済学部長 
委員 吉村 武彦 第１２条４号委員 文学部長 
委員 向殿 政男 第１２条４号委員 理工学部長 
委員 米山 勝美 第１２条４号委員 農学部長 
委員 平井 克彦 第１２条４号委員 経営学部長 
委員 中村 義幸 第１２条４号委員 情報コミュニケーション学部長 
委員 中邨 章 第１２条４号委員 大学院長 
委員 小林 正三郎 第１２条５号委員 評議員 
委員 橋口 隆二 第１２条５号委員 評議員 
委員 舩曵 寛眞 第１２条５号委員  
委員 宮川 博行 第１２条５号委員 評議員 
委員 宗近 博 第１２条５号委員 理事 
委員 山﨑 国光 第１２条５号委員 評議員 
委員 横溝 正子 第１２条５号委員 評議員 
オブザーバー 藤田 幸男  総務担当常勤理事 
オブザーバー 坂本 恒夫  一部教務部長 
オブザーバー 外池 力  政治経済学部教授 
 
事務局：教学企画部  
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