
平成 20 年度各委員会の構成メンバーは以下のとおりである。 
 

【センター会議 委員一覧】 
本連携取組役職 所属 役職名 氏名 

センター長 桃山学院大学 学長 松浦 道夫 

センター次長 
大阪府立大学 学長 南 努 

大阪大谷大学 学長 笠井 高芳 

評議員 

桃山学院大学  経営学部教授 松尾 順介 

大阪府立大学  
副学長・学生センター長 石井 実 

理事・副学長 奥野 武俊 

大阪大谷大学 学長補佐 中村 浩道 

帝塚山学院大学 副学長 溝手 真理 

羽衣国際大学 産業社会学部教授 岡本 義温 

プール学院大学 国際文化学部国際文化学科長 松田 浩志 

キャリア教育・FD
委員会委員長 

桃山学院大学 経済学部准教授 井田 憲計 

キャリア形成支援

委員会委員長 
大阪府立大学 キャリアサポート室長 佐藤 昇太郎 

生涯学習委員会 
委員長 

プール学院大学 
学長補佐  杉森 良光 

国際文化学部国際文化学科長  松田 浩志 

SD 委員会委員長 大阪大谷大学 教育福祉学部教授 大倉 孝昭 

内部評価委員会 
委員長 

大阪府立大学 理事・副学長 奥野 武俊 

南大阪地域大学コ

ンソーシアム 
大阪芸術大学 

教務部事務部長 
（南コンソ事務局次長） 

新原 祐二 

事務局長 桃山学院大学 副学長 坂手 恭介 

統括コーディネー

タ 
有限会社ダブル・

ワークス 
代表取締役 

（南コンソ統括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ） 
難波 美都里 

 
 
 
 



【キャリア教育・ＦＤ委員会 委員一覧】 
 所属 役職名 氏名 

委員長 桃山学院大学 経済学部准教授 井田 憲計 

委員 

大阪府立大学 総合教育研究機構総括 山口 義久 

大阪大谷大学 人間社会学部講師 岡島 克樹 

帝塚山学院大学 キャリアセンター長 中山 正人 

羽衣国際大学 産業社会学部教授 杉原 充志 

プール学院大学 
国際文化学部英語学科教授 
キャリアサポートセンター長 

山本 隆三 

連携事務局 

統括コーディネータ 難波 美都里 
事務局員 

（南大阪地域大学コンソーシアム） 
阿部 隆夫 

キャリア形成支援専門職員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

小林 由佳 

 
 

【キャリア形成支援委員会 委員一覧】 
 所属 役職名 氏名 

委員長 大阪府立大学 キャリアサポート室長 佐藤 昇太郎 

委員 

桃山学院大学 学生部事務部長 八田 健一 

大阪大谷大学 
人間社会学部教授 
就職指導室長 

安田 正純 

帝塚山学院大学 キャリアセンター長 中山 正人 

羽衣国際大学 キャリアセンター課長 渡辺  晃 

プール学院大学 国際文化学科准教授 平井 拓己 

連携事務局 

統括コーディネータ 難波 美都里 

事務局員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

阿部 隆夫 

キャリア形成支援専門職員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

小林 由佳 

※オブザーバーとして、キャリア形成支援システム及びキャリア教育効果測定システム

の開発を担当した株式会社学生情報センター、就職情報等を提供する株式会社ディスコ

が参加。 



【生涯学習委員会 委員一覧】 
 所属 役職名 氏名 

委員長 プール学院大学 
学長補佐 杉森 良光 

国際文化学部 
国際文化学科長 教授 

松田 浩志 

委員 

桃山学院大学 
エクステンションセンター事

務室課長 
渡辺 明徳 

大阪府立大学 総合教育研究機構総括 山口 義久 

大阪大谷大学 人間社会学部 准教授 中道 厚子 

帝塚山学院大学 改革プロジェクトセンター長 奥田 晃子 

羽衣国際大学 人間生活学部 教授 山田 邦男 

行政等 堺市 

財政局 企画部 
人口誘導担当課長 

河野 淳一 

財政局 企画部 
人口誘導担当 

藤原 真由美 

生涯学習課 課長補佐 大目木 良一 

生涯学習課 重三 尚美 

市民人権局 市民生活部 
市民協働担当課長 

小椋 啓子 

市民人権局 市民生活部 
地域活動推進課 

大野 鮎子 

オブザーバー 
社会福祉法人堺市社会福祉協議会 

堺市ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ応援団運営協議会 

連携事務局 
統括コーディネータ 難波 美都里 

事務局員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

阿部 隆夫 

※市民協働型生涯学習の連携自治体として、堺市から関係各部署から担当者が参加。 
 



【SD 委員会 委員一覧】 
 所属 役職名 氏名 

委員長 大阪大谷大学 教育福祉学部教授 大倉 孝昭 

委員 

桃山学院大学 人事課課長補佐 大橋 康治 

大阪府立大学 人事課専門役 藤井 孝義 

大阪大谷大学 
事務局長 柴原 盛哉 
総務課長 広谷 利之 

帝塚山学院大学 キャリアセンター長 中山 正人 

羽衣国際大学 事務局次長 清水 明男 

プール学院大学 教務課長 楠原 博次 

連携事務局 
統括コーディネータ 難波 美都里 

事務局員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

阿部 隆夫 

※オブザーバーとして、SD 研修の企画・運営を担当する有限会社関西教育考学が参加。 
 
 

【内部評価委員会 委員一覧】 
 所属 役職名 氏名 

委員長 大阪府立大学 理事・副学長 奥野 武俊 

委員 

桃山学院大学 副学長 坂手 恭介 

大阪大谷大学 
教育福祉学部教授 

教務部長 
長瀬 美子 

帝塚山学院大学 副学長 溝手 真理 
羽衣国際大学 人間社会学部学部長 日野 多賀子 

プール学院大学 
プール学院大学短期大学部秘

科学科長 教授 
西尾 宣彰 

連携事務局 
統括コーディネータ 難波 美都里 

事務局員 
（南大阪地域大学コンソーシアム） 

阿部 隆夫 

 
【外部評価委員会】 
他地域で大学連携事業を行っている大学教員、地元自治体、地元企業、地元商工会

議所、近畿経済産業省等を委員として予定。 



事務局の構成メンバーは以下のとおりである。 
 

【大学連携取組事務局 構成員】 
役職 所属 氏名 

事務局長 桃山学院大学 副学長 坂手 恭介 

連携取組主担当 学長室事務室 課長 天野 武史 

連携取組副担当 桃山学院大学 学長室事務室 参事 川坂 博 

統括コーディネータ 

南大阪地域大学コンソーシアム 

統括コーディネータ 
有限会社ダブル･ワークス 代表取

締役 

難波 美都里 

事務担当 南大阪地域大学コンソーシアム 
阿部 隆夫 

千崎 真由美 
会計担当 有限会社ダブル･ワークス 大木 清乃  

 
 

【センター事務局 構成員】 
役職 所属 氏名 

事務局長 桃山学院大学 副学長 坂手 恭介 

連携取組主担当 学長室事務室 課長 天野 武史 

統括コーディネータ 

南大阪地域大学コンソーシアム 

統括コーディネータ 
有限会社ダブル･ワークス 代表取

締役 

難波 美都里 

キャリア形成支援専門職員 南大阪地域大学コンソーシアム 小林 由佳 
企画・総務担当 有限会社ダブル･ワークス 難波 祐美 

 
 
 


