
人文学分野

分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
関西大学・文学部・教授 品川　哲彦
北里大学・一般教育部・教授 小河原　誠
東京大学・総合文化研究科・教授 黒住　眞
東北大学・文学研究科・教授 川本　隆史
埼玉大学・教養学部・教授 長谷川　三千子
北海道大学・文学研究科・教授 新田　孝彦
筑波大学・哲学・思想学系・教授 堀池　信夫
大阪大学・文学研究科・教授 湯浅　邦弘
東洋大学・文学部・教授 山田　利明
群馬県立女子大学・文学部・教授 濱口　富士雄
東京大学・人文社会系研究科・教授 川原　秀城
九州国際大学・経済学部・教授 石田　秀実
佛教大学・文学部・教授 福原　隆善
（財）東方研究会・研究員 田辺　和子
大谷大学・文学部・教授 一郷　正道
大阪大学・文学研究科・教授 榎本　文雄
創価大学・文学部・教授 菅野　博史
東北大学・文学研究科・教授 後藤　敏文
龍谷大学・社会学部・教授 古賀　和則
大阪外国語大学・外国語学部・教授 細谷　昌志
東北大学・文学研究科・教授 鈴木　岩弓
川村学園女子大学・人間文化学部・助教授 野村　文子
名古屋大学・文学研究科・教授 嶋田　義仁
国学院大学・神道文化学部・教授 井上　順孝
国際基督教大学・教養学部・教授 小島　康敬
横浜国立大学・経済学部・教授 齋藤　純一
早稲田大学・社会科学部・教授 那須　政玄
名古屋市立大学・人間文化研究科・教授 別所　良美
岡山大学・文学部・教授 高橋　文博
大正大学・文学部・助教授 司馬　春英
関西学院大学・文学部・教授 加藤　哲弘
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 並木　誠士
東京大学・総合文化研究科・助教授 長木　誠司
東北大学・文学研究科・助教授 長岡　龍作
大阪大学・文学研究科・教授 若山　映子
東京女子大学・文理学部・教授 久保　光志
大妻女子大学・文学部・教授 須田　喜代次
東京学芸大学・教育学部・教授 河添　房江
フェリス女学院大学・文学部・教授 谷　知子
文教大学・文学部・教授 江種　満子
早稲田大学・文学部・教授 中島　国彦
青山学院女子短期大学・教授 藤本　勝義
中京大学・教養部・教授 有本　紀明
大阪大学・言語文化部・教授 木村　健治
立教大学・文学部・教授 千石　英世
東京外国語大学・外国語学部・教授 亀山　郁夫
中央大学・法学部・教授 川口　紘明
立正大学・経済学部・教授 今泉　文子
成城大学・文芸学部・教授 高木　昌史
早稲田大学・文学部・教授 瀬戸　直彦
お茶の水女子大学・文教育学部・教授 内田　正子
慶應義塾大学・文学部・教授 西村　太良
大阪外国語大学・外国語学部・助教授 井本　恭子
東京大学・人文社会系研究科・教授 平石　貴樹
大阪市立大学・文学研究科・教授 齋藤　茂
千葉大学・教育学部・教授 佐藤　宗子
大阪外国語大学・外国語学部・教授 溝上　富夫
東北大学・国際文化研究科・教授 山下　博司
大東文化大学・国際関係学部・教授 押川　典昭
弘前大学・人文学部・教授 植木　久行
神戸大学・文学部・教授 釜谷　武志
亜細亜大学・法学部・教授 矢嶋　美都子
名古屋大学・国際言語文化研究科・教授 福田　眞人
東北大学・国際文化研究科・教授 藤田　緑
大阪外国語大学・外国語学部・教授 橋本　勝
県立新潟女子短期大学・教授 波田野　節子
国際基督教大学・教養学部・準教授 日比谷　潤子
東京大学・人文社会系研究科・教授 林　徹
上智大学・外国語学部・教授 高橋　由美子
福岡教育大学・教育学部・教授 杉村　孝夫
京都大学・文学研究科・教授 田窪　行則
鹿児島大学・法文学部・教授 木部　暢子
金城学院大学・文学部・教授 原田　かづ子
岩手大学・教育学部・教授 大野　眞男
東京大学・人文社会系研究科・教授 木村　英樹
北海道大学・文学研究科・教授 津曲　敏郎
東京農工大学・留学生センター・教授 御園生　保子
京都大学・人間・環境学研究科・教授 東郷　雄二
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早稲田大学・日本語教育研究科・教授 佐久間　まゆみ
京都大学・人間・環境学研究科・教授 内田　賢徳
日本女子大学・文学部・助教授 松森　晶子
大阪府立大学・総合科学部・教授 野田　尚史
九州大学・人文科学研究院・助教授 髙山　倫明
名古屋大学・文学研究科・教授 釘貫　亨
大阪大学・文学研究科・教授 大庭　幸男
金沢大学・文学部・教授 中村　芳久
神戸大学・文学部・教授 窪薗　晴夫
津田塾大学・学芸学部・教授 池内　正幸
北海道大学・文学研究科・助教授 野村　益寛
千葉大学・文学部・教授 小倉　美知子
香川大学・教育学部・教授 山下　明昭
筑波大学・文芸・言語学系・教授 加納　千恵子
横浜国立大学・留学生センター・教授 門倉　正美
名古屋大学・国際言語文化研究科・教授 大曽　美恵子
早稲田大学・日本語教育研究科・教授 吉岡　英幸
杏林大学・外国語学部・教授 今泉　喜一
白百合女子大学・文学部・教授 中井　珠子
聖徳大学・人文学部・教授 吉島　茂
早稲田大学・教育学部・教授 中野　美知子
慶應義塾大学・総合政策学部・教授 平高　史也
中央大学・総合政策学部・教授 中川　恭明
中部大学・人文学部・教授 塩沢　正
明治大学・文学部・教授 斉藤　絅子
琉球大学・法文学部・教授 赤嶺　守
神戸大学・文学部・教授 濱田　正美
青山学院大学・文学部・教授 伊藤　定良
東京大学・人文社会系研究科・助教授 大津　透
京都大学・文学研究科・教授 紀平　英作
早稲田大学・文学部・教授 安在　邦夫
東京学芸大学・教育学部・教授 君島　和彦
梅花女子大学・文学部・教授 馬田　綾子
一橋大学・経済学研究科・教授 池　享
大阪大学・文学研究科・教授 平　雅行
国学院大学・文学部・教授 根岸　茂夫
筑波大学・歴史・人類学系・助教授 中野目　徹
広島大学・文学研究科・教授 西別府　元日
京都府立大学・文学部・教授 水本　邦彦
岡山大学・文学部・教授 倉地　克直
神奈川大学・外国語学部・教授 中島　三千男
京都大学・文学研究科・教授 勝山　淸次
一橋大学・社会学研究科・教授 糟谷　憲一
名古屋大学・文学研究科・助教授 林　謙一郎
大阪国際大学・経営情報学部・教授 松田　孝一
広島修道大学・人間環境学部・教授 宇野　伸浩
金沢大学・経済学部・教授 弁納　才一
京都女子大学・文学部・教授 檀上　寛
早稲田大学・文学部・教授 井内　敏夫
九州大学・人文科学研究科・教授 神宝　秀夫
同志社大学・文学部・教授 中井　義明
大阪大学・文学研究科・教授 江川　温
筑波大学・歴史・人類学系・教授 木村　和男
学習院大学・文学部・教授 島田　誠
九州大学・総合研究博物館・教授 岩永　省三
東北学院大学・文学部・教授 佐川　正敏
熊本大学・文学部・教授 木下　尚子
愛媛大学・法文学部・教授 田崎　博之
東京都立大学・人文学部・助教授 山田　昌久
大阪大学・文学研究科・助教授 福永　伸哉
筑波大学・地球科学系・教授 手塚　章
大阪市立大学・文学研究科・教授 富田　和昭
法政大学・経済学部・教授 山本　健兒
神戸大学・文学部・教授 長谷川　孝治
日本大学・文理学部・教授 佐野　充
名古屋大学・環境学研究科・教授 溝口　常俊
成城大学・文芸学部・教授 小田　亮
跡見学園女子大学・文学部・助教授 倉石　あつ子
新潟大学・人文学部・助教授 池田　哲夫
佛教大学・文学部・教授 八木　透
広島大学・総合科学部・助教授 窪田　幸子
大阪大学・人間科学研究科・教授 中川　敏

文化人類学・民俗学

東洋史

西洋史

考古学

人文地理学

日本語教育

外国語教育

史学一般

日本史

日本語学

英語学

史学

人文地理学

文化人類学

言語学


