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【平成２９年４月１日発令】静岡大学新役員等について（お知らせ） 

 

平成２９年４月１日付け，国立大学法人静岡大学の新役員等につきまして，別紙のとおりご報告 

いたします。 
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Press Release 



国立大学法人静岡大学役員等略歴

学長の氏名、任期及び経歴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年４月１日発令

役　　職 氏　　名 任　　期

昭和６０年　４月 静岡大学教育学部助手

学長  いしい　 きよし 昭和６１年　４月 静岡大学教育学部講師

石井　　潔 平成29年4月1日 昭和６３年　４月 静岡大学教育学部助教授

（６１歳） ～ 平成１２年　４月 静岡大学教育学部教授

平成33年3月31日 平成１５年　４月 静岡大学学長特別補佐

平成１６年　４月 国立大学法人静岡大学教育研究評議会評議員

平成１８年　４月 国立大学法人静岡大学教育学部長

平成２２年　４月 国立大学法人静岡大学理事

平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学理事（再任）

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学理事（再任）

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学長

理事の氏名、任期及び経歴

昭和５９年　４月 山梨県立甲府東高等学校教諭

理事 たんざわ　てつろう 平成　５年１０月 筑波大学研究協力部文部技官

丹沢　哲郎 平成29年4月1日 平成　７年　４月 筑波大学教育学系講師

　　　　（５７歳） ～ 平成　８年　４月 愛媛大学教育学部助教授

平成31年3月31日 平成１０年１０月 静岡大学教育学部助教授

平成１７年　４月 国立大学法人静岡大学教育学部教授

平成２３年　４月 国立大学法人静岡大学附属浜松中学校長

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学学術院教育学領域教授

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学副学長

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学理事

昭和６０年　４月 静岡大学電子工学研究所助手

理　　事 きむら　まさかず 平成１１年　２月 静岡大学電子工学研究所助教授

木村　雅和 平成29年4月1日 平成１１年　４月 静岡大学地域共同研究センター助教授

　　　　（５６歳） ～ 平成１６年　４月 国立大学法人静岡大学イノベーション共同研究センター教授

平成31年3月31日 平成２０年　４月 国立大学法人静岡大学イノベーション共同研究センター長

平成２３年　７月 国立大学法人静岡大学学長補佐

平成２４年　４月 国立大学法人静岡大学イノベーション社会連携機構教授

平成２４年　４月 国立大学法人静岡大学イノベーション社会連携機構副機構長

平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学副学長

平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学イノベーション社会連携機構長

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学理事

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学理事（再任）

昭和５７年　４月 名古屋大学工学部助手

理　　事 とうごう　けいいちろう 平成 元年　４月 静岡大学工学部助教授

（企画戦略･情
報・人事担当）／

副学長
東郷　敬一郎 平成29年4月1日 平成　８年　４月 静岡大学工学部教授

　　　　（６３歳） ～ 平成２０年　４月 国立大学法人静岡大学教育研究評議会評議員

平成31年3月31日 平成２２年　４月 国立大学法人静岡大学工学部長

平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学大学院工学研究科教授

平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学副学長

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学理事

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学理事（再任）

昭和５５年　４月 新潟大学

理　　事 ほりかわ　みつひさ 昭和６０年　８月 文部省

堀川　光久 平成29年4月1日 平成　５年　４月 放送大学学園

　　　　（５５歳） ～ 平成　８年　４月 文部省

平成31年3月31日 平成１２年　４月 北九州市企画・学術振興局学術振興室主幹

平成１４年　４月 群馬大学経理部主計課長

平成１５年１０月 文部科学省高等教育局専門教育課専門官

平成１６年　４月 独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局総務課長

平成１７年　４月 文部科学省高等教育局私学部参事官付専門官

平成１７年１０月 文部科学省高等教育局私学部私学行政課専門官

平成１９年　４月 文部科学省高等教育局私学部私学行政課課長補佐

平成２２年　４月 国立大学法人群馬大学総務部長

平成２５年　４月 社団法人国立大学協会企画部長

平成２８年　４月 文部科学省高等教育局私学部参事官付企画官

（命）高等教育局私学部参事官付学校法人経営指導室長

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学理事・事務局長

経　　　　　　　　歴

（研究･社会産学
連携担当）／副

学長

（総務･財務･施
設担当）／事務

局長

（教育・附属学校
園担当 ／副学

長）



副学長の氏名、任期及び経歴

昭和６２年４月 静岡大学人文学部講師

副学長 てらむら　　たい 昭和６３年４月 静岡大学人文学部助教授

寺村　　　泰 平成29年4月1日 平成１９年４月 国立大学法人静岡大学人文学部准教授

（５９歳） ～ 平成２０年４月 国立大学法人静岡大学人文学部教授

平成31年3月31日 平成２１年４月 国立大学法人静岡大学人文学部経済学科長

平成２４年４月 国立大学法人静岡大学人文社会科学部教授

平成２４年４月 国立大学法人静岡大学教育研究評議会評議員

平成２７年４月 国立大学法人静岡大学学術院人文社会科学領域教授

平成２７年４月 国立大学法人静岡大学学術院人文社会科学領域副領域長

平成２７年４月 国立大学法人静岡大学人文社会科学部副学部長

平成２９年４月 国立大学法人静岡大学副学長

昭和５９年　４月 三井情報開発株式会社

副学長 いとう　あきと 平成  ４年　４月 静岡大学人文学部講師

（評価担当） 伊東　暁人 平成29年4月1日 平成　５年　４月 静岡大学人文学部助教授

　　　　（５６歳） ～ 平成１７年　４月 国立大学法人静岡大学人文学部教授

平成31年3月31日 平成２４年　４月 国立大学法人静岡大学人文社会科学部教授（学部名称変更）

平成２６年　４月 国立大学法人静岡大学人文社会科学部経済学科長

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学学術院人文社会科学領域教授

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学副学長

平成２９年４月 国立大学法人静岡大学副学長（再任）

平成１６年４月 国立大学法人静岡大学農学部助教授

副学長 もとはし　れいこ 平成１９年４月 国立大学法人静岡大学農学部准教授

本橋　令子 平成29年4月1日 平成２５年４月 国立大学法人静岡大学大学院農学研究科准教授

（４９歳） ～ 平成２５年１０月 国立大学法人静岡大学大学院農学研究科教授

平成31年3月31日 平成２７年４月 国立大学法人静岡大学学術院農学領域教授

平成２９年４月 国立大学法人静岡大学副学長

昭和５３年　６月 静岡大学農学部助手
副学長 すずき　しげひこ 平成　７年　４月 静岡大学農学部助教授

鈴木　滋彦 平成29年4月1日 平成１６年　４月 国立大学法人静岡大学農学部教授
　　　　（６３歳） ～ 平成１７年　４月 国立大学法人静岡大学農学部森林資源科学科長

平成31年3月31日 平成２０年　４月 国立大学法人静岡大学教育研究評議会評議員
平成２３年　４月 国立大学法人静岡大学農学部長
平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学大学院農学研究科教授
平成２５年　４月 国立大学法人静岡大学副学長

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学学術院農学領域教授

平成２７年　４月 国立大学法人静岡大学副学長（再任）

平成２９年　４月 国立大学法人静岡大学副学長（再任）

○学長補佐(任期：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
　 再任　学長補佐（社会連携担当）　阿部　耕也（あべ　こうや）
　 再任　学長補佐（FD・特命事項担当）　瓜谷　眞裕（うりたに　まさひろ）
 　再任　学長補佐（産学連携・浜松国際交流担当）　青木　　徹（あおき　とおる）　
 　再任　学長補佐（特命事項担当）　木村　洋子（きむら　ようこ）
 　新任　学長補佐（国際交流担当）　白井　靖人（しらい　やすと）
 　新任　学長補佐（浜松キャンパス担当）　宮原　高志（みやはら　たかし）

○学長特別補佐（任期：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
　 再任　学長特別補佐（人事労務担当）　中村　和夫（なかむら　かずお）

○監事（非常勤）（任期：平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日）
　　　 　　監事（非常勤）　鈴木　庸夫（すずき　つねお）
       　　監事（非常勤）　村松　奈緒美（むらまつ　なおみ）

○各学部長，大学院研究科長，附属図書館長（任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日）
　　新任　人文社会科学部長（兼）学術院人文社会科学領域長 日詰　一幸（ひづめ　かずゆき）（６１歳）
　　再任　教育学部長（兼）学術院教育学領域長 菅野　文彦（すがの　ふみひこ）（５６歳）
　　新任　情報学部長（兼）学術院情報学領域長 近藤　　真（こんどう　まこと）（５４歳）
　　再任　理学部長（兼）大学院総合科学技術研究科長（兼）学術院理学領域長

塩尻　信義（しおじり　のぶよし）（６１歳）
　　新任　工学部長（兼）学術院工学領域長　 川田　善正（かわた　よしまさ）（５３歳）
　　再任　農学部長（兼）学術院農学領域長 河合　真吾（かわい　しんご）（５５歳）
　　再任　大学院法務研究科長（兼）地域法実務実践センター長 恒川　隆生（つねかわ　たかお）（６２歳）
　　再任　創造科学技術大学院長 原　　和彦（はら　かずひこ）（５５歳）
　　再任　附属図書館長 澤田　　均（さわだ　ひとし）（６０歳）
　　再任　附属図書館浜松分館長　 髙松　良幸（たかまつ　よしゆき）（５５歳）

（ダイバシティ推
進担当）

（国際戦略担当）

（学生支援・リス
ク管理担当）




