
社会科学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
明治大学・法学部・教授 村山　眞維　　　　　　　　　　　
法政大学・法学部・教授 名和田　是彦　　　　　　　　　　
早稲田大学・法務研究科・教授 宮川　成雄　　　　　　　　　　　
京都大学・法学研究科・教授 林　信夫　　　　　　　　　　　　
神戸大学・法学研究科・教授 樫村　志郎　　　　　　　　　　　
学習院大学・法務研究科・教授 紙谷　雅子　　　　　　　　　　　
摂南大学・法学部・教授 三成　美保　　　　　　　　　　　
東京大学・社会科学研究所・教授 田中　信行　　　　　　　　　　　
上智大学・法学研究科・教授 小幡　純子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・法政国際教育協力研究センター・教授 鮎京　正訓　　　　　　　　　　　
京都大学・法学研究科・教授 大石　眞　　　　　　　　　　　　
同志社大学・司法研究科・教授 占部　裕典　　　　　　　　　　　
東北大学・法学研究科・教授 山元　一　　　　　　　　　　　　
北海道大学・法学研究科・教授 亘理　格　　　　　　　　　　　　
神戸大学・法学研究科・教授 中野　俊一郎　　　　　　　　　　
九州大学・理事・副学長 柳原　正治　　　　　　　　　　　
北海道大学・公共政策学連携研究部・教授 小森　光夫　　　　　　　　　　　
東北大学・法学研究科・教授 植木　俊哉　　　　　　　　　　　
関西大学・法学部・教授 佐藤　やよひ　　　　　　　　　　
東京大学・法学部・教授 岩沢　雄司　　　　　　　　　　　
立教大学・法学部・教授 舟田　正之　　　　　　　　　　　
東京大学・法学政治学研究科・教授 岩村　正彦　　　　　　　　　　　
千葉大学・専門法務研究科・教授 手塚　和彰　　　　　　　　　　　
新潟大学・実務法学研究科・教授 沢田　克己　　　　　　　　　　　
名古屋大学・法学研究科・教授 和田　肇　　　　　　　　　　　　
明治大学・法学部・教授 高橋　岩和　　　　　　　　　　　
九州大学・法学研究院・教授 土井　政和　　　　　　　　　　　
京都大学・法学研究科・教授 酒巻　匡　　　　　　　　　　　　
立命館大学・法科大学院・教授 上田　寛　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・法務研究科・教授 伊東　研祐　　　　　　　　　　　
東京大学・法学政治学研究科・教授 佐伯　仁志　　　　　　　　　　　
上智大学・法学研究科・教授 長沼　範良　　　　　　　　　　　
青山学院大学・法務研究科・教授 新倉　修　　　　　　　　　　　　
立教大学・法学部・教授 荒木　伸怡　　　　　　　　　　　
早稲田大学・法務研究科・教授 高橋　則夫　　　　　　　　　　　
中央大学・法務研究科・教授 笠井　修　　　　　　　　　　　　
東京大学・法学政治学研究科・教授 道垣内　弘人　　　　　　　　　　
筑波大学・ビジネス科学研究科・教授 弥永　真生　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市教養学部・教授 我妻　学　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・法務研究科・教授 池田　真朗　　　　　　　　　　　
早稲田大学・社会科学総合学術院・教授 川島　いづみ　　　　　　　　　　
摂南大学・法学部・教授 寺沢　知子　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授 岩橋　健定　　　　　　　　　　　
新潟大学・実務法学研究科・教授 鯰越　溢弘　　　　　　　　　　　
独立行政法人メディア教育開発センター・教授 児玉　晴男　　　　　　　　　　　
一橋大学・国際企業戦略研究科・教授 布井　千博　　　　　　　　　　　
学習院大学・法務研究科・教授 野村　豊弘　　　　　　　　　　　
大阪大学・法学研究科・教授 河田　潤一　　　　　　　　　　　
神戸大学・法学研究科・教授 伊藤　光利　　　　　　　　　　　
九州大学・法学研究院・教授 薮野　祐三　　　　　　　　　　　
東北大学・法学研究科・教授 川人　貞史　　　　　　　　　　　
中央大学・法学部・教授 猪口　孝　　　　　　　　　　　　
立教大学・法学部・教授 吉岡　知哉　　　　　　　　　　　
国際基督教大学・教養学部・教授 千葉　眞　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・法学研究科・教授 小野　耕二　　　　　　　　　　　
北海道大学・連携公共政策学研究部・教授 山口　二郎　　　　　　　　　　　
北海道大学・法学研究科・教授 権左　武志　　　　　　　　　　　
早稲田大学・政治経済学術院・教授 真柄　秀子　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・法学研究科・研究科長・法学部長・教授 稲継　裕昭　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 山影　進　　　　　　　　　　　　
神戸大学・法学研究科・教授 吉川　元　　　　　　　　　　　　
北海道大学・公共政策大学院・教授 中村　研一　　　　　　　　　　　
広島大学・社会科学研究科・教授 寺本　康俊　　　　　　　　　　　
国際基督教大学・教養学部・教授 植田　隆子　　　　　　　　　　　
早稲田大学・政治経済学術院・教授 毛里　和子　　　　　　　　　　　

政治学

政治学　　　　　　　 3501

国際関係論　　　　　 3502

3405

民事法学　　　　　　 3406

新領域法学　　　　　 3407

法学

基礎法学　　　　　　 3401

公法学　　　　　　　 3402

国際法学　　　　　　 3403

社会法学　　　　　　 3404

刑事法学　　　　　　
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一橋大学・経済研究所・教授 深尾　京司　　　　　　　　　　　
東京大学・経済学研究科・教授 田渕　隆俊　　　　　　　　　　　
関西大学・経済学部・教授 若森　章孝　　　　　　　　　　　
大阪大学・経済学研究科・教授 三野　和雄　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・経済学部・学部長 塩澤　修平　　　　　　　　　　　
京都大学・経済研究所・教授 小佐野　広　　　　　　　　　　　
名古屋大学・経済学研究科・教授 長尾　伸一　　　　　　　　　　　
東北大学・経済学研究科・教授 大村　泉　　　　　　　　　　　　
北海道大学・経済学研究科・教授 吉野　悦雄　　　　　　　　　　　
一橋大学・経済研究所・教授 西沢　保　　　　　　　　　　　　
北星学園大学・副学長 田村　信一　　　　　　　　　　　
滋賀大学・経済学部・教授 御崎　加代子　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・商学部・教授 桜本　光　　　　　　　　　　　　
神奈川大学・経済学部・教授 森泉　陽子　　　　　　　　　　　
関西大学・経済学部・教授 良永　康平　　　　　　　　　　　
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 吉田　あつし　　　　　　　　　　
神戸大学・経済学研究科・教授 谷崎　久志　　　　　　　　　　　
青山学院大学・経済学部・教授 美添　泰人　　　　　　　　　　　
法政大学・イノベーション・マネジメント研究科・教授 洞口　治夫　　　　　　　　　　　
名古屋大学・国際開発研究科・教授 長田　博　　　　　　　　　　　　
同志社大学・ビジネス研究科・教授 中田　喜文　　　　　　　　　　　
立命館大学・経済学部・教授 大川　昌幸　　　　　　　　　　　
神戸大学・経済経営研究所・教授 片山　誠一　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・経済学部・教授 若杉　隆平　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・国際社会科学研究科・教授 鳥居　昭夫　　　　　　　　　　　
神戸大学・経済学研究科・教授 加藤　弘之　　　　　　　　　　　
立命館大学・政策科学部・助教授 鐘ヶ江　秀彦　　　　　　　　　　
同志社大学・経済学部・教授 八木　匡　　　　　　　　　　　　
関西学院大学・経済学部・教授 土井　教之　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・理事・副学長 宮本　勝浩　　　　　　　　　　　
東京大学・経済学研究科・教授 伊藤　隆敏　　　　　　　　　　　
一橋大学・国際企業戦略研究科・助教授 大橋　和彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・経済学研究科・教授 家森　信善　　　　　　　　　　　
上智大学・経済学部・教授 竹田　陽介　　　　　　　　　　　
関西学院大学・経済学部・教授 林　宜嗣　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・商学学術院・教授 宮島　英昭　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・経済学研究科・教授 脇村　孝平　　　　　　　　　　　
東京大学・経済学研究科・教授 馬場　哲　　　　　　　　　　　　
明治大学・政治経済学部・教授 須藤　功　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・経済学研究科・教授 金井　雄一　　　　　　　　　　　
大阪大学・経済学研究科・教授 澤井　実　　　　　　　　　　　　
筑波大学・人文社会科学研究科・助教授 田中　洋子　　　　　　　　　　　
中央大学・総合政策学部・教授 丹沢　安治　　　　　　　　　　　
大東文化大学・環境創造学部・教授 貫　隆夫　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・経済学研究科・教授 高桑　宗右ヱ門　　　　　　　　　
東海学園大学・経営学部・教授 下川　浩一　　　　　　　　　　　
明治大学・グローバルビジネス研究科・科長（教授） 刈屋　武昭　　　　　　　　　　　
摂南大学・経営情報学部・教授 奥林　康司　　　　　　　　　　　
大阪大学・経済学研究科・教授 小林　敏男　　　　　　　　　　　
日本大学・商学部・教授 松本　芳男　　　　　　　　　　　
一橋大学・商学研究科・教授 沼上　幹　　　　　　　　　　　　
摂南大学・経営情報学部・学部長・教授 島田　達巳　　　　　　　　　　　
専修大学・経営学部・教授 齋藤　憲　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・アジア太平洋研究科・教授 黒須　誠治　　　　　　　　　　　
流通科学大学・商学部・教授 向山　雅夫　　　　　　　　　　　
名古屋経済大学・経済学部・教授 小木　紀之　　　　　　　　　　　
早稲田大学・商学部・教授 恩藏　直人　　　　　　　　　　　
一橋大学・商学研究科・教授 米山　高生　　　　　　　　　　　
京都大学・経済学研究科・教授 塩地　洋　　　　　　　　　　　　
神戸大学・経営学研究科・教授 丸山　雅祥　　　　　　　　　　　
青山学院大学・経営学部・教授 西村　優子　　　　　　　　　　　
早稲田大学・商学学術院・教授 小林　啓孝　　　　　　　　　　　
神戸大学・経営学研究科・教授 古賀　智敏　　　　　　　　　　　
一橋大学・商学研究科・教授 廣本　敏郎　　　　　　　　　　　
早稲田大学・商学学術院・教授 須田　一幸　　　　　　　　　　　
関西大学・商学部・教授 柴　健次　　　　　　　　　　　　
香川大学・経済学部・教授 井上　信一　　　　　　　　　　　
神戸大学・経営学研究科・教授 桜井　久勝　　　　　　　　　　　
九州大学・経済学研究院・助教授 小津　稚加子　　　　　　　　　　

経営学

経営学　　　　　　　 3701

商学　　　　　　　　 3702

会計学　　　　　　　 3703

3605

財政学・金融論　　　 3606

経済史　　　　　　　 3607

経済学

理論経済学　　　　　 3601

経済学説・経済思想　 3602

経済統計学　　　　　 3603

応用経済学　　　　　 3604

経済政策　　　　　　
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神戸大学・文学部・教授 油井　清光　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・文学部・教授 鹿又　伸夫　　　　　　　　　　　
日本女子大学・人間社会学部・教授 小林　多寿子　　　　　　　　　　
関西学院大学・社会学部・教授 対馬　路人　　　　　　　　　　　
江戸川大学・社会学部・教授 大内　田鶴子　　　　　　　　　　
東北大学・文学研究科・教授 佐藤　嘉倫　　　　　　　　　　　
京都大学・文学研究科・教授 伊藤　公雄　　　　　　　　　　　
上智大学・総合人間科学部・教授 藤村　正之　　　　　　　　　　　
名古屋大学・環境学研究科・教授 田中　重好　　　　　　　　　　　
滋賀医科大学・医学部・教授 平　英美　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・人間科学学術院・教授 臼井　恒夫　　　　　　　　　　　
法政大学・社会学部・教授 田嶋　淳子　　　　　　　　　　　
関西学院大学・社会学部・教授 大谷　信介　　　　　　　　　　　
立教大学・コミュニティ福祉学部・教授 三本松　政之　　　　　　　　　　
山口大学・人文学部・教授 小谷（三浦）　典子　　　　　　　
関東学院大学・文学部・教授 片岡　栄美　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・文学部・教授 栗岡　幹英　　　　　　　　　　　
法政大学・社会学部・教授 池田　寛二　　　　　　　　　　　
お茶の水女子大学・文教育学部・教授 平岡　公一　　　　　　　　　　　
ルーテル学院大学・総合人間学部・教授 福山　和女　　　　　　　　　　　
県立広島大学・保健福祉学部・教授 都留　民子　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・生活科学研究科・科長 白澤　政和　　　　　　　　　　　
明治学院大学・社会学部・教授 中野　敏子　　　　　　　　　　　
専修大学・文学部・教授 宇都　榮子　　　　　　　　　　　
北星学園大学・社会福祉学部・教授 杉岡　直人　　　　　　　　　　　
東洋大学・ライフデザイン学部・教授 古川　孝順　　　　　　　　　　　
東京大学・医学系研究科・助教授 大嶋　巌　　　　　　　　　　　　
東洋大学・社会学部・教授 高橋　重宏　　　　　　　　　　　
立教大学・コミュニティ福祉学部・教授 河東田　博　　　　　　　　　　　
関西学院大学・社会学部・教授 芝野　松次郎　　　　　　　　　　
成城大学・文芸学部・教授 川上　善郎　　　　　　　　　　　
帝塚山大学・心理福祉学部・教授 蓮花　一己　　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 深田　博己　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授 林　春男　　　　　　　　　　　　
大阪大学・人間科学研究科・教授 釘原　直樹　　　　　　　　　　　
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 吉田　俊和　　　　　　　　　　　
北海道大学・文学研究科・教授 亀田　達也　　　　　　　　　　　
上智大学・総合人間科学部・教授 渡辺　文夫　　　　　　　　　　　
統計数理研究所・教授 吉野　諒三　　　　　　　　　　　
東京女子大学・文理学部・助教授 工藤　恵理子　　　　　　　　　　
九州大学・人間環境学研究院・助教授 山口　裕幸　　　　　　　　　　　
関西大学・社会学部・教授 遠藤　由美　　　　　　　　　　　
北海道大学・文学研究科・教授 仲　真紀子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 速水　敏彦　　　　　　　　　　　
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 落合　良行　　　　　　　　　　　
高知大学・教育学部・教授 馬場園　陽一　　　　　　　　　　
奈良女子大学・人間文化研究科・教授 麻生　武　　　　　　　　　　　　
中央大学・文学部・教授 都筑　学　　　　　　　　　　　　
京都大学・教育学研究科・教授 山田　洋子　　　　　　　　　　　
東北大学・教育学研究科・教授 菊池　武剋　　　　　　　　　　　
成蹊大学・文学部・教授 牟田　悦子　　　　　　　　　　　
関西大学・文学部・教授 野村　幸正　　　　　　　　　　　
奈良大学・社会学部・教授 湯川　隆子　　　　　　　　　　　
埼玉大学・教育学部・教授 小林　久男　　　　　　　　　　　
北海道医療大学・心理科学部・教授 坂野　雄二　　　　　　　　　　　
文化女子大学・現代文化学部・教授 野口　京子　　　　　　　　　　　
京都大学・教育学研究科・教授 岡田　康伸　　　　　　　　　　　
九州大学・人間環境学研究院・教授 針塚　進　　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・文学部・教授 森岡　正芳　　　　　　　　　　　
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 蔭山　英順　　　　　　　　　　　
大阪大学・人間科学研究科・教授 桑野　園子　　　　　　　　　　　
早稲田大学・文学部・教授 西本　武彦　　　　　　　　　　　
亜細亜大学・国際関係学部・助教授 板垣　文彦　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・文学部・教授 渡辺　茂　　　　　　　　　　　　
法政大学・文学部・教授 吉村　浩一　　　　　　　　　　　
公立はこだて未来大学・システム情報科学部・教授 積山　薫　　　　　　　　　　　　
立命館大学・文学部・教授 藤　健一　　　　　　　　　　　　
東京大学・人文社会系研究科・教授 高野　陽太郎　　　　　　　　　　
京都大学・教育学研究科・助教授 遠藤　利彦　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 大谷　芳夫　　　　　　　　　　　
中京大学・心理学部・教授 和氣　典二　　　　　　　　　　　
信州大学・教育学部・教授 守　一雄　　　　　　　　　　　　

心理学

社会心理学　　　　　 3901

教育心理学　　　　　 3902

臨床心理学　　　　　 3903

実験心理学　　　　　 3904

社会学

社会学　　　　　　　 3801

社会福祉学　　　　　 3802
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埼玉大学・教育学部・教授 森川　輝紀　　　　　　　　　　　
東京大学・教育学研究科・教授 佐藤　一子　　　　　　　　　　　
京都大学・教育学研究科・教授 矢野　智司　　　　　　　　　　　
大阪大学・人間科学研究科・教授 小野田　正利　　　　　　　　　　
岡山大学・教育学部・助教授 高橋　敏之　　　　　　　　　　　
明治大学・文学部・教授 三上　昭彦　　　　　　　　　　　
東北大学・教育学研究科・教授 水原　克敏　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市教養学部・助教授 大田　直子　　　　　　　　　　　
東京大学・教育学研究科・助教授 今井　康雄　　　　　　　　　　　
奈良教育大学・教育学部・教授 梅村　佳代　　　　　　　　　　　
お茶の水女子大学・人間文化研究科・助教授 小玉　重夫　　　　　　　　　　　
日本女子大学・家政学部・助教授 坂田　仰　　　　　　　　　　　　
九州大学・人間環境学研究院・教授 南里　悦史　　　　　　　　　　　
神戸大学・発達科学部・教授 船寄　俊雄　　　　　　　　　　　
静岡大学・教育学部・教授 山﨑　準二　　　　　　　　　　　
青山学院大学・文学部・教授 北本　正章　　　　　　　　　　　
東洋大学・文学部・教授 矢口　悦子　　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 河野　和清　　　　　　　　　　　
お茶の水女子大学・文教育学部・教授 耳塚　寛明　　　　　　　　　　　
九州大学・人間環境学研究院・教授 望田　研吾　　　　　　　　　　　
福岡教育大学・教育学部・教授 油布　佐和子　　　　　　　　　　
立教大学・社会学部・教授 佐久間　孝正　　　　　　　　　　
筑波大学・人間総合科学研究科・助教授 嶺井　明子　　　　　　　　　　　
中央大学・文学部・教授 古賀　正義　　　　　　　　　　　
琉球大学・教育学部・教授 小田切　忠人　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 三村　真弓　　　　　　　　　　　
大阪教育大学・教育学部・教授 松山　雅子　　　　　　　　　　　
神戸大学・発達科学部・教授 今谷　順重　　　　　　　　　　　
兵庫教育大学・学校教育研究科・助教授 畑野　裕子　　　　　　　　　　　
上越教育大学・学校教育学部・教授 西川　純　　　　　　　　　　　　
岩手大学・教育学部・助教授 金澤　俊成　　　　　　　　　　　
茨城大学・教育学部・助教授 大辻　永　　　　　　　　　　　　
愛知教育大学・教育学部・教授 村尾　忠廣　　　　　　　　　　　
和歌山大学・教育学部・教授 永守　基樹　　　　　　　　　　　
群馬大学・教育学部・教授 渡邊　彩子　　　　　　　　　　　
同志社女子大学・現代社会学部・教授 藤原　孝章　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・教育人間科学部・教授 府川　源一郎　　　　　　　　　　
福島大学・人間発達文化学類・教授 浜島　京子　　　　　　　　　　　
弘前大学・教育学部・教授 猪瀬　武則　　　　　　　　　　　
東北大学・国際文化研究科・教授 岡田　毅　　　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 岩崎　秀樹　　　　　　　　　　　
名古屋女子大学・文学部・教授 渋谷　寿　　　　　　　　　　　　
金沢大学・教育学部・教授 片桐　和雄　　　　　　　　　　　
神戸大学・発達科学部・教授 中林　稔堯　　　　　　　　　　　
群馬大学・教育学部・教授 松田　直　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・教育学部・助教授 本田　恵子　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・文学部・教授 山本　淳一　　　　　　　　　　　
福岡教育大学・教育学部・教授 石坂　郁代　　　　　　　　　　　
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