
名簿 ３

平成２０年度大学コンソーシアムあきた 名簿(理事・運営委員会・教育研究部会・地域貢献部会委員)

機関名・理事名 運営委員会 教育研究部会 地域貢献部会 連絡先

教育推進主管･教授 教育推進主管･教授 総務課課長補佐 石川 勉秋田大学 理事(教育･社会貢献担当)兼副学長

学長 吉村 昇 吉岡 尚文 小川 信明 小川 信明 ℡018-889-2205 ○018-889-2219F

教務企画係長 澁谷隆男 ℡889-3192○889-3194総務課長補佐石川勉 教務企画係長澁谷隆男 教務企画係長澁谷隆男 F

理事 教育担当 理事 教育担当 ℡872-1534○872-1670秋田県立大学 （ ） （ ） 地域連携･研究推進センター･教授 教育本部教務 学生 齋藤知論･ ﾁｰﾑ F

学長 小林俊一 森 宏一 森 宏一 日向野 三雄 0184-27-2021○0184-27-2180本荘Ｃ教務･学生チーム℡ F

℡0185-45-2027○0185-45-2377教務学生チ齋藤知論 教務学生チ齋藤知論 教務学生チ齋藤知論 大潟Ｃ教務学生チーム F

図書館長・教授 准教授 図書館長・教授 ｽﾀｯﾌ ℡018-886-5904○886-5910国際教養大学 企画課 大倉祐佳 F

学長 中嶋嶺雄 勝又 美智雄 山本 尚史 勝又 美智雄 ｽﾀｯﾌ ℡018-886-5930○886-5910教務課 宮崎誠 F

℡018-886-5922○同上企画課ｽﾀｯﾌ大倉祐佳 教務課ｽﾀｯﾌ 宮崎誠 企画課ｽﾀｯﾌ大倉祐佳 学長室秘書鈴木和代 F

経済学部長 教養部長 法学部長 大学事務部教務課主任 村岡孝伸ノースアジア大学

学長 小泉 健 藤本 剛 福山 裕 道端 忠孝 ℡018-836-4337 ○018-836-2485F

℡018-836-6592 ○836-6530教務課主任村岡孝伸 教務課主任村岡孝伸 教務課主任村岡孝伸 総合研究ｾﾝﾀｰ児玉俊 F

学部長 学部長 准教授 事務部長 佐藤一史秋田看護福祉大学

学長 佐々木英忠 三田 禮造 三田 禮造 後藤 忠志 ℡0186-45-1712 ○0186-43-6711F

℡0186-45-1714○同上事務部長 佐藤一史 学務課長 山田浩之 学務課長 山田浩之 学務課長山田浩之 F

事務局総務課課長補佐 森合政則､主席主査 北嶋英樹､主事 金清祐秋田公立美術工芸 工芸美術学科長 工芸美術学科准教授 大学開放センター所長・教授

渋谷 重弘 長沢 桂一 平野 庫太郎 ℡018-888-8100 ○018-888-8101短期大学 F

事務局学生課主事 石井中 ℡888-8105○同上学長 樋田豊次郎 総務課主席主査 北嶋英樹 学生課主事 石井中 総務課主事 金清祐 F

短大部長・教授 教授 教授 教務課長補佐 石田泰男秋田栄養短期大学

学長 小泉 健 佐藤 実 廣川 忠男 廣川 忠男 ℡018-836-1357 ○018-836-3374F

教務課長補佐 石田泰男 教務課長補佐 石田泰男 教務課長補佐 石田泰男

副学長 教務部長・教授 副学長 副学長 佐藤 榮悦聖霊女子短期大学

学長 平垣ヨシ子 佐藤 榮悦 横溝 眞理 佐藤 榮悦 ℡018-845-4111 ○018-845-4222F

学長秘書 三浦万里子 ℡845-4111○845-4222学長秘書 三浦万里子 学長秘書 三浦万里子 学長秘書 三浦万里子 F

看護学科 教授 ℡018-829-3013 ○018-829-3030日本赤十字秋田短 介 護福祉 学科 長・教 授 介護 福祉学 科長 ・教授 総務課長 冨野弘之 F

村上 照子 村上 照子 井上 忠男 ℡018-829-3080 ○018-829-3030期大学 学務課長 佐藤昌宏 F

学長 森 美智子 ℡018-829-3070 ○018-829-3032事務部総務課長冨野弘之 事務部学務課長佐藤昌宏 図書係長 加賀谷さつき 図書係長 加賀谷さつき F

学生部長・教授 学生課長・教授 学生部長・教授 事務局 阿部純子聖園学園短期大学

学長 青木光子 腰山 豊 安藤 節子 腰山 豊 ℡018-823-1920 ○018-862-0789F

事務局 阿部純子 事務局 阿部純子 事務局 阿部純子

教務主事・教授 ℡018-847-6005○857-3191秋田工業高等専門 教務主事補･准教授 地域共同テクノセンタｰ長･教授 総務課総務係長佐藤尚洋 F

対馬 雅己 恒松 良純 落合 雄二 ℡018-847-6017○847-0372学校 学生課課長補佐太田貞祐 F

校長 島田昌彦 ℡018-847-6106○857-3191総務課総務係長佐藤尚洋 学生課課長補佐太田貞祐 総務課企画室長金谷栄光 総務課企画室長金谷栄光 F

事務室長 所長 所長 事務室長 岡村宗夫放送大学秋田学習

岡村 宗夫 澤田 雅 澤田 雅 ℡018-831-1997 ○018-837-4885センター F

事務室長 岡村宗夫 事務室長 岡村宗夫 事務室長 岡村宗夫所長 澤田 雅

能力開発部長 助教授 助教授 学務援助課長 吉田久男秋田職業能力開発

鳥潟 与明 田山 英臣 小笠原 吉張 ℡0186-42-5700 ○0186-42-5719短期大学 F

学務援助課長吉田久男 学務援助課長吉田久男 学務援助課長吉田久男校長 木村陽一

学術国際政策課長 学術国際政策課℡018-860-1222 ○018-860-1225<特別委員> 学術国際政策課主幹 学術国際政策課主幹 F

伊藤 邦夫 大山 毅 大山 毅 カレッジプラザ 藤井和明・武田さやか秋田県学術国際部

部長 田口公夫 ℡018-825-5455 ○018-836-5388F

（敬称略）【監事】 竹村 達三（秋田県立大学理事(総務本部長)）
【監事】 葛西 孝（ノースアジア大学大学事務部長）
【事務局】事務局長 郷路 健二（秋田大学総務部総務課長）

次長 石川 勉（秋田大学総務部総務課課長補佐）


