
分科 細目 機関・所属・職 氏名
哲学 哲学 岡山大学 文学部 教授 山口 和子

東京大学 人文社会系研究科 教授 松永 澄夫
東北大学 文学研究科 教授 座小田 豊
九州大学 人文科学研究科（研究院） 教授 細川 亮一
関西大学 文学部 教授 品川 哲彦
千葉大学 文学部 助教授 和泉 ちえ

中国哲学 名古屋大学 情報文化学部 教授 神塚 淑子
京都大学 文学研究科 教授 池田 秀三
九州大学 人文科学研究科（研究院） 教授 柴田 篤
広島大学 文学研究科 教授 野間 文史
大東文化大学 文学部 教授 林 克
早稲田大学 文学部 教授 土田 健次郎

印度哲学（含仏教学） 名古屋音楽大学 音楽学部 助教授 宇治谷 顕
金沢大学 文学部 教授 島 岩
武蔵野女子大学 文学部 教授 山崎 龍明
信州大学 人文学部 教授 坂部 明
京都大学 文学研究科 教授 御牧 克己
（財）東方研究会 研究員 田辺 和子

宗教学 立教大学 コミュニティ福祉学部 教授 月本 昭男
国立民族学博物館 教授 中牧 弘允
九州大学 人間・環境学研究科（研究院） 助教授 關 一敏
東京大学 人文社会系研究科 助教授 鶴岡 賀雄
東洋大学 社会学部 教授 西山 茂
大阪大学 文学研究科 教授 中村 生雄

倫理学 滋賀大学 教育学部 教授 安彦 一惠
九州大学 人文科学研究科（研究院） 教授 谷 隆一郎
筑波大学 哲学・思想学系 教授 笹澤 豊
亜細亜大学 国際関係学部 教授 栗田 充治
埼玉大学 教育学部 教授 渋谷 治美
東京大学 総合文化研究科 教授 黒住 眞

思想史 お茶の水女子大学 文教育学部 助教授 佐藤 光子
（賴住　光子）

東北福祉大学 社会福祉学部 教授 高橋 美由紀
同志社大学 文学部 教授 沖田 行司
学習院大学 文学部 教授 大貫 敦子
神戸大学 国際文化学部 助教授 上野 成利
鶴見大学短期大学部 教授 木村 清孝

美学（含芸術諸学） 学習院女子大学 国際文化交流学部 教授 尼ケ崎 彬
吉備国際大学 社会学部 助教授 井上 理恵
京都大学 総合人間学部 教授 篠原 資明
東北工業大学 工学部 教授 庄子 晃子
大阪大学 文学研究科 助教授 藤田 治彦
東京芸術大学 音楽学部 教授 舩山 隆

美術史 早稲田大学 文学部 助教授 肥田 路美
東京芸術大学 美術学部 教授 越 宏一
京都府立大学 人間環境学部 教授 三橋 俊雄
大阪大学 文学研究科 教授 奥平 俊六
お茶の水女子大学 文教育学部 教授 秋山 光文
日本女子大学 人間社会学部 教授 馬渕 明子

実験系心理学 滋賀大学 教育学部 教授 兒玉 典子
早稲田大学 人間科学部 教授 青柳 肇
東北大学 文学研究科 教授 畑山 俊輝
九州大学 人間・環境学研究科（研究院） 教授 三浦 佳世
東海大学 体育学部 教授 吉川 政夫
大阪大学 人間科学部 教授 大坊 郁夫
日本女子大学 人間社会学部 教授 小山 高正
同志社大学 文学部 教授 岡市 広成
筑波大学 心理学系 教授 太田 信夫
愛知教育大学 教育学部 教授 多鹿 秀継

文学

心理学・社会学・
教育学・文化人類



名古屋大学 人間情報学研究科 教授 斎藤 洋典
北海道大学 文学研究科 教授 菱谷 普介

教育・社会系心理学 東京都立保健科学大学 保健科学部 教授 長田 久雄
関西大学 社会学部 教授 高木 修
神戸女学院大学 人間科学部 教授 島井 哲志
信州大学 人文学部 教授 内藤 哲雄
文京学院大学 人間学部 助教授 上村 佳世子
東京大学 教育学研究科 教授 亀口 憲治
東北学院大学 教養学部 教授 堀毛 裕子
京都大学 教育学研究科 教授 子安 増生
東北大学 文学研究科 教授 大渕 憲一
名古屋大学 教育学研究科 教授 吉田 俊和
筑波大学 心理学系 教授 小玉 正博
明治学院大学 文学部 教授 藤崎 眞知代
甲南大学 文学部 教授 平松 闊
東北大学 文学研究科 教授 海野 道郎
桃山学院大学 社会学部 教授 上野谷 加代子
京都女子大学 現代社会学部 教授 井上 眞理子
中央大学 文学部 教授 川崎 嘉元
関西学院大学 社会学部 教授 牧里 毎治
東海大学 健康科学部 教授 中野 いく子
関西学院大学 社会学部 教授 高田 真治
九州大学 人間・環境学研究科（研究院） 教授 友枝 敏雄
北星学園大学 社会福祉学部 教授 杉岡 直人
ルーテル学院大学 文学部 教授 市川 一宏
上智大学 文学部 助教授 栃本 一三郎

教育学 東京大学 教育学研究科 教授 小川 正人
京都大学 教育学研究科 教授 竹内 洋
筑波大学 心身障害学系 教授 中村 満紀男
十文字学園女子大学 社会情報学部 教授 若山 皖一郎
大東文化大学 文学部 教授 沼口 博
九州大学 人間・環境学研究科（研究院） 教授 望田 研吾
埼玉大学 教育学部 教授 森川 輝紀
福岡教育大学 教育学部 教授 中野 和光
京都大学 教育学研究科 教授 川崎 良孝
玉川大学 文学部 助教授 本田 恵子
一橋大学 教授 横田 雅弘
東京大学 教育学研究科 教授 佐藤 一子
大阪大学 人間科学部 教授 小泉 潤二
東京大学 総合文化研究科 助教授 岩本 通弥
法政大学 経済学部 教授 山本 真鳥
山口大学 人文学部 教授 湯川 洋司
京都大学 人文科学研究所 助教授 竹沢 泰子
九州大学 比較社会文化研究科（研究院） 教授 清水 展

史学 日本史 立正大学 文学部 教授 小山田 和夫
帝京大学 文学部 教授 菅野 則子
東京学芸大学 教育学部 教授 木村 茂光
中央大学 文学部 教授 松尾 正人
学習院大学 文学部 教授 高埜 利彦
京都大学 文学研究科 教授 藤井 讓治

東洋史 東京大学 東洋文化研究所 教授 羽田 正
東北大学 文学研究科 教授 熊本 崇
群馬大学 教育学部 教授 石田 肇
広島大学 文学研究科 教授 曾田 三郎
筑波大学 歴史・人類学系 助教授 丸山 宏
関西大学 文学部 助教授 藤田 高夫

西洋史 京都大学 文学研究科 教授 服部 良久
追手門学院大学 文学部 教授 上村 祥二
愛知県立大学 外国語学部 教授 加藤 史朗
東京学芸大学 教育学部 助教授 栗田 伸子
関西学院大学 文学部 教授 田中 きく代
広島大学 文学研究科 教授 山代 宏道

社会学
（含社会福祉関

文化人類学
（含民族学・民俗
学）



考古学（含先史学） 広島大学 文学研究科 教授 河瀬 正利
西南学院大学 文学部 教授 高倉 洋彰
岡山大学 文学部 教授 新納 泉
早稲田大学 人間科学部 教授 谷川 章雄
明治大学 文学部 教授 矢島 國雄
滋賀県立大学 人間文化学部 教授 高橋 美久二

文学 国語学 成城大学短期大学部 教授 小林 千草
青山学院大学 文学部 教授 近藤 泰弘
奈良女子大学 文学部 教授 奥村 悦三
明治大学 文学部 教授 小野 正弘
聖心女子大学 文学部 教授 山田 進
東北大学 文学研究科 助教授 小林 隆

国文学 神奈川大学 外国語学部 教授 日高 昭二
東京都立大学 人文学部 教授 稲田 篤信
早稲田大学 文学部 教授 日下 力
日本大学 文理学部 教授 阿部 好臣
都留文科大学 文学部 教授 阿毛 久芳
学習院大学 文学部 教授 兵藤 裕己

中国語・中国文学 東京大学 人文社会系研究科 教授 戸倉 英美
北海道大学 文学研究科 教授 須藤 洋一
京都大学 人文科学研究所 教授 高田 時雄
九州大学 人文科学研究科（研究院） 教授 竹村 則行
早稲田大学 文学部 教授 岡崎 由美
京都女子大学 文学部 教授 大野 修作

英語・英米文学 青山学院大学 文学部 教授 秋元 実治
金沢大学 教授 三盃 隆一
東京女子大学 文理学部 教授 鮎沢 乗光
九州大学 人文科学研究科（研究院） 教授 稲田 俊明
同志社大学 文学部 教授 林 以知郎
神戸市外国語大学 外国語学部 教授 御輿 哲也

仏語・仏文学 南山大学 外国語学部 教授 倉田 信子
京都大学 総合人間学部 教授 稲垣 直樹
武蔵大学 人文学部 教授 西村 淳子
東京大学 人文社会系研究科 教授 田村 毅
東京都立大学 人文学部 教授 大久保 康明
お茶の水女子大学 文教育学部 教授 中村 弓子

独語・独文学 関西学院大学 文学部 教授 鎌田 道生
東北大学 文学研究科 教授 原 研二
千葉大学 教授 宗宮 好和
神戸大学 国際文化学部 教授 光末 紀子
大阪市立大学 文学研究科 教授 松村 国隆
東京外国語大学 外国語学部 教授 谷川 道子
東京外国語大学 外国語学部 教授 野間 秀樹
東京大学 人文社会系研究科 助教授 福井 玲
九州大学 言語文化研究科（研究院） 教授 松原 孝俊
流通経済大学 社会学部 教授 関 哲行
南山大学 外国語学部 教授 佐竹 謙一
拓殖大学 外国語学部 教授 小池 和良
東京大学 総合文化研究科 助教授 杉田 英明
国立民族学博物館 助教授 西尾 哲夫
東京国際大学 商学部 教授 田村 愛理
大阪外国語大学 外国語学部 教授 溝上 富夫
東京外国語大学 外国語学部 助教授 麻田 豊
東海大学 文学部 教授 臼田 雅之
共立女子大学 文芸学部 助教授 鈴木 國男
東北大学 教育学研究科 教授 加藤 守通
東京大学 人文社会系研究科 教授 長神 悟
東京外国語大学 外国語学部 教授 高橋 清治
京都大学 文学研究科 教授 佐藤 昭裕
東京大学 総合文化研究科 助教授 安岡 治子

言語学・音声学 東京都立大学 人文学部 教授 荻野 綱男
独立行政法人国立国語研究所 室長 前川 喜久雄

その他外国語・外
国文学



獨協大学 外国語学部 教授 大竹 孝司
東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所 教授 梶 茂樹
高知大学 教育学部 教授 久野 眞
神戸市外国語大学 外国語学部 教授 吉田 豊
名古屋大学 文学研究科 教授 小川 正廣
龍谷大学 文学部 教授 林 和仁
帝塚山学院大学 文学部 教授 佐伯 順子
大阪府立大学 総合科学部 教授 山口 義久
立命館大学 文学部 教授 大戸 千之
福岡大学 人文学部 教授 大嶋 仁

文学一般（含文学
論・比較文学）・西
洋古典


