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テスト問題作成 WG 委員名簿 

 

拠点  役割 氏名 所属・役職 

東
京 

1 問題作成委員長 岩附 信行 東京工業大学 工学院機械系 教授 

2 拠点長 井上 裕嗣 東京工業大学 工学院機械系 教授 

3 拠点長 中別府 修 明治大学 理工学部 教授 

4  市坪 誠 長岡技術科学大学 技学研究院基盤共通教育部 教授（学長補佐） 

5  大上 浩 東京都市大学 工学部 教授（工学部長） 

6  小野 直樹 芝浦工業大学 工学部機械機能工学科 教授 

7 国際副委員長 小尾 晋之介 慶應義塾大学 理工学部 教授 

8 運営委員長 岸本 喜久雄 東京工業大学名誉教授 

9  工藤 一彦 東京電機大学 教育改善推進室 アドバイザ 

10 国際委員長 Jeffrey Cross 東京工業大学 環境・社会理工学院融合理工学系 教授 

11  大宮司 啓文 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

12  田中 一郎 東京電機大学 工学部 教授 

13  田中 慶一 蔵前技術士会 

14  平口 英夫 蔵前技術士会 

15  本江 哲行 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授（学生総括参事） 

16  三谷 明男 蔵前技術士会 

17 著作権委員長 美馬 秀樹 東京大学 大学総合教育研究センター 准教授 

18  山浦 弘 東京工業大学 工学院機械系 教授 

東
北･
北
海
道 

19 拠点長 中村 孝 北海道大学 大学院工学研究院 教授 

20 拠点長 安藤 晃 東北大学 大学院工学研究科 教授（副研究科長 教育担当） 

21  奥山 武志 東北大学 大学院工学研究科 准教授 

22  梶原 逸朗 北海道大学 大学院工学研究院 教授 

23  須藤 祐子 東北大学 工学研究科工学教育院 特任准教授 

24  橋本 浩一 東北大学 大学院情報科学研究科 教授 

25  橋本 望 北海道大学 大学院工学研究院 准教授 

26  平田 泰久 東北大学 大学院工学研究科 教授 

27  水谷 正義 東北大学 大学院工学研究科 准教授 

28  渡部 正夫 北海道大学 大学院工学研究院 教授 

中
部･

関
西･

九
州 

29 拠点長 秦 誠一 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

30 拠点長 渡邉 聡 九州大学 大学院工学研究院 教授 

31  藏田 耕作 九州大学 大学院工学研究院 准教授 

32  鈴木 教和 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 

33  高谷 裕浩 大阪大学 大学院工学研究科 教授 

34  田原 健二 九州大学 大学院工学研究院 准教授 

35  藤 秀実 金沢工業大学 工学部航空システム工学科 教授 



本
部 

36 フィードバック
副委員長 斎藤 有吾 藍野大学 医療保健学部理学療法学科 助教 

37  長沼 祥太郎 京都大学 高等教育研究開発推進センター 特定研究員 

38 
事務局長 
フィードバック
委員長 

深堀 聰子 国立教育政策研究所 総括客員研究員 
九州大学 教育改革推進本部 教授 

39  濱中 義隆 国立教育政策研究所 高等教育研究部 総括研究官（副部長） 

40  朴澤 泰男 国立教育政策研究所 高等教育研究部 総括研究官 

41  加藤 かおり 国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官 
          高等教育研究部 総括研究官 

42  立石 慎治 国立教育政策研究所 高等教育研究部 主任研究官 
生徒指導・進路指導研究センター 主任研究官 

43 事務局 坂口 章子 国立教育政策研究所 高等教育研究部 事務補佐員 

ASEAN 

44 国際副委員長 Farid Triawan Sampoerna University 

45 拠点長 Nathanael Tandian Bandung Institute of Technology 

46  Estiyanti Ekawati Bandung Institute of Technology 

47  Indria Herman Bandung Institute of Technology 

48  Sigit Santosa Bandung Institute of Technology 

49  Indraswari Kusumaningtyas Gadjah Mada University 

50  Kusmono Gadjah Mada University 

51  Muslim Mahardika Gadjah Mada University 

 


