
No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

4 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

5 基幹教育院教授（アドミッションセンター） 佐藤　喜一 アドミッション部門長

6 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

7 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

8 人文科学研究院教授 森平　雅彦 箱崎文系地区協議会

9 歯学研究院教授 髙橋　一郎 病院地区協議会

10 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会

11 第５号 農学研究院教授 磯田　　宏 箱崎理系地区及び大橋地区協議会

12 比較社会文化研究院教授 三隅　一百 伊都地区協議会

13 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区協議会

14 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区協議会

15 国際部長 渡邉　五郎 国際部長

16 学務部長 竹吉　正志朗 学務部長

17 附属図書館事務部長 木村　　優 附属図書館事務部長

18 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

19 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

20 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第８号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2017年11月1日～）

第３号

第４号

第６号

第７号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

4 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

5 基幹教育院教授（アドミッションセンター） 佐藤　喜一 アドミッション部門長

6 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

7 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

8 人文科学研究院教授 森平　雅彦 箱崎文系地区協議会

9 歯学研究院教授 髙橋　一郎 病院地区協議会

10 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会

11 第５号 農学研究院教授 磯田　　宏 箱崎理系地区及び大橋地区協議会

12 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区協議会

13 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区協議会

14 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区協議会

15 国際部長 本村　宏明 国際部長

16 学務部長 川原　弘一 学務部長

17 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

18 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

19 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

20 理事・事務局長 玉上　　晃 その他本部長が必要と認めた者

21 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第８号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2018年4月1日～）

第３号

第４号

第６号

第７号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

4 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

5 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

6 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

7 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

8 人文科学研究院教授 森平　雅彦 箱崎文系地区協議会

9 歯学研究院教授 髙橋　一郎 病院地区協議会

10 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会

11 第５号 農学研究院教授 磯田　　宏 箱崎理系地区及び大橋地区協議会

12 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区協議会

13 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区協議会

14 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区協議会

15 国際部長 本村　宏明 国際部長

16 学務部長 川原　弘一 学務部長

17 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

18 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

19 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

20 理事・事務局長 玉上　　晃 その他本部長が必要と認めた者

21 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2018年6月5日～）

第３号

第４号

第７号

第８号

第６号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細（改正）

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 本部長が指名する副学長

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 髙橋　一郎 病院地区協議会

11 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 玉上　　晃 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第７号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2018年10月1日～）

第４号

第５号

第６号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 本部長が指名する副学長

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 髙橋　一郎 病院地区協議会

11 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 江﨑　典宏 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2018年11月1日～）

第４号

第５号

第６号

第７号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 高松　　洋 副学長の内から本部長が指名する者

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 学術研究・産学官連携本部教授 谷口　博文 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 築山　能大 病院地区協議会

11 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聡子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 江﨑　典宏 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第４号

第５号

第６号

第７号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2019年1月11日～）



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 副学長の内から本部長が指名する者

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 基幹教育院教授 古屋　謙治 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 築山　能大 病院地区協議会

11 総合理工学研究院長 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 渡邉　俊彦 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 江﨑　典宏 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2019年2月1日～）

第７号

第４号

第５号

第６号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 副学長の内から本部長が指名する者

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 基幹教育院教授 古屋　謙治 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 築山　能大 病院地区協議会

11 総合理工学研究院教授 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 瓜生　照久 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 江﨑　典宏 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2019年4月1日～）

第６号

第７号

第４号

第５号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 副学長の内から本部長が指名する者

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 基幹教育院教授 古屋　謙治 キャリアサポート部門長

9 人文科学研究院教授 森平　雅彦 伊都地区イーストゾーン協議会

10 歯学研究院教授 築山　能大 病院地区協議会

11 総合理工学研究院教授 原田　　明 筑紫地区協議会及び大橋地区協議会

12 農学研究院教授 磯田　　宏 伊都地区ウエストゾーン協議会

13 比較社会文化研究院教授 松井　康浩 伊都地区イーストゾーン協議会

14 言語文化研究院教授 高橋　　勤 伊都地区イーストゾーン協議会

15 工学研究院教授 松村　　晶 伊都地区ウエストゾーン協議会

16 国際部長 本村　宏明 国際部長

17 学務部長 川原　弘一 学務部長

18 附属図書館事務部長 瓜生　照久 附属図書館事務部長

19 基幹教育院教授 野瀬　　健 その他本部長が必要と認めた者

20 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

21 理事・事務局長 内藤　敏也 その他本部長が必要と認めた者

22 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2019年7月9日～）

第６号

第７号

第４号

第５号



No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規程詳細

1 第１号 総長 久保　千春 本部長

2 第２号 理事・副学長 丸野　俊一 副本部長

3 第３号 副学長 髙松　　洋 副学長の内から本部長が指名する者

4 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

5 農学研究院教授 中尾　実樹 ラーニングアナリティクス部門長

6 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

7 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

8 基幹教育院教授 古屋　謙治 キャリアサポート部門長

9 ⼈間環境学研究院教授 神野　達夫 伊都地区イーストゾーン協議会

10 基幹教育院教授 野瀬　　健 伊都地区センターゾーン協議会

11 システム情報科学研究院教授 森　　周司 伊都地区ウエストゾーン協議会

12 薬学研究院教授 山田　健一 病院地区協議会

13 総合理工学研究院教授 水野　清義 筑紫地区協議会

14 芸術工学研究院教授 鶴野　玲冶 大橋地区協議会

15 国際部長 本村　宏明 国際部長

16 学務部長 川原　弘一 学務部長

17 附属図書館事務部長 瓜生　照久 附属図書館事務部長

18 人文科学研究院教授 清水　和裕 その他本部長が必要と認めた者

19 教育改革推進本部教授 深堀　聰子 その他本部長が必要と認めた者

20 理事・事務局長 内藤　敏也 その他本部長が必要と認めた者

21 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第４号

第５号

第６号

第７号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2019年11月1日～）

長沼祥太郎�




No. 根拠規程 職　名 氏　名 根拠規定詳細

1 第１号 総長 石橋　達朗 本部長

2 理事・副学長 谷口　倫一郎 副本部長

3 副理事 深堀　聰子 副本部長

4 副学長 鏑木　政彦
副学長の内から
本部長が指名する者

5 副学長 當眞　千賀子
副学長の内から
本部長が指名する者

6 工学研究院教授 園田　佳巨 企画・評価部門長

7 農学研究院教授 中尾　実樹
ラーニング
アナリティクス部門長

8 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介 アドミッション部門長

9 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広 教育方法・教材開発部門長

10 基幹教育院教授 古屋　謙治 キャリアサポート部門長

11 ⼈間環境学研究院教授 神野　達夫 伊都地区イーストゾーン協議会

12 基幹教育院教授 野瀬　　健 伊都地区センターゾーン協議会

13 システム情報科学研究院教授 森　　周司 伊都地区ウエストゾーン協議会

14 薬学研究院教授 山田　健一 病院地区協議会

15 総合理工学研究院教授 水野　清義 筑紫地区協議会

16 芸術工学研究院教授 鶴野　玲冶 大橋地区協議会

17 国際部長 本村　宏明 国際部長

18 学務部長 川原　弘一 学務部長

19 附属図書館事務部長 瓜生　照久 附属図書館事務部長

20 理事・事務局長 内藤　敏也
その他本部長が
必要と認めた者

21 副理事 谷口　説男
その他本部長が
必要と認めた者

22 人文科学研究院教授 清水　和裕
その他本部長が
必要と認めた者

23 オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一 オブザーバー

第７号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2020年10月1日～）

第４号

第５号

第６号

第３号

第２号



No. 職　名 氏　名

1 第１号 本部長 総長 石橋　達朗

2 副本部長 理事・副学長 谷口　倫一郎

3 副本部長 副理事 深堀　聰子

4
副学長の内から
本部長が指名する者

副学長 鏑木　政彦

5
副学長の内から
本部長が指名する者

副学長 當眞　千賀子

6 企画・評価部門長 副理事 （深堀　聰子）

7
ラーニング
アナリティクス部門長

農学研究院教授 中尾　実樹

8 アドミッション部門長 アドミッションセンター准教授 立脇　洋介

9 教育方法・教材開発部門長 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広

10 キャリアサポート部門長 基幹教育院教授 古屋　謙治

11 伊都地区イーストゾーン協議会 ⼈間環境学研究院教授 神野　達夫

12 伊都地区センターゾーン協議会 基幹教育院教授 野瀬　　健

13 伊都地区ウエストゾーン協議会 システム情報科学研究院教授 森　　周司

14 病院地区協議会 薬学研究院教授 山田　健一

15 筑紫地区協議会 総合理工学研究院教授 水野　清義

16 大橋地区協議会 芸術工学研究院教授 鶴野　玲冶

17 国際部長 国際部長 本村　宏明

18 学務部長 学務部長 川原　弘一

19 附属図書館事務部長 附属図書館事務部長 瓜生　照久

20
その他本部長が
必要と認めた者

理事・事務局長 内藤　敏也

21
その他本部長が
必要と認めた者

副理事 谷口　説男

22
その他本部長が
必要と認めた者

人文科学研究院教授 清水　和裕

23 オブザーバー オブザーバー 基幹教育院教授 木實　新一

第６号

第７号

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2020年11月24日～）

内規　第２条

第２号

第３号

第４号

第５号



No. 職　名 氏　名

1 第１号 本部長 総長 石橋　達朗

2 副本部長 理事・副学長 谷口　倫一郎

3 副本部長 副理事 深堀　聰子

6 企画・評価部門長 副理事 （深堀　聰子）

7
ラーニング
アナリティクス部門長

基幹教育院教授 木實　新一

8 アドミッション部門長 基幹教育院教授 副島　雄児

9 教育方法・教材開発部門長 附属図書館付設教材開発センター教授 岡田　義広

10 キャリアサポート部門長 基幹教育院教授 古屋　謙治

17 第４号 学務部長 学務部長 後藤　成雅

教育改革推進本部　運営会議委員名簿（2021年4月1日～）

内規　第２条

第２号

第３号


