
社会科学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
摂南大学・法学部・助教授 三成　美保
大阪市立大学・法学研究科・教授 阿部　昌樹
大東文化大学・法学部・教授 石山　文彦
京都大学・法学研究科・教授 亀本　洋
名古屋大学・法学研究科・教授 杉浦　一孝
岡山大学・法学部・教授 守屋　明
京都大学・法学研究科・教授 大石　眞
一橋大学・法学研究科・教授 山田　洋
青山学院大学・法学部・教授 久保　茂樹
広島修道大学・法学部・教授 竹内　俊子
明治大学・法学部・教授 小山　廣和
新潟大学・法学部・教授 成嶋　隆
立命館大学・法学部・教授 薬師寺　公夫
東京大学・法学政治学研究科・教授 奥脇　直也
龍谷大学・法学部・教授 田中　則夫
愛知県立大学・外国語学部・教授 高島　忠義
東北大学・法学研究科・教授 早川　眞一郎
関西大学・法学部・教授 佐藤　やよひ
東京大学・総合文化研究科・教授 小寺　彰
東亜大学・法学部・教授 小笠原　正
横浜国立大学・国際社会学研究科・教授 高橋　寿一
神奈川大学・法学部・教授 安達　和志
茨城大学・人文学部・教授 飯塚　和之
静岡大学・人文学部・助教授 川口　美貴
一橋大学・法学研究科・教授 後藤　昭
専修大学・法学部・教授 日高　義博
九州大学・法学研究院・教授 土井　政和
名古屋大学・法学研究科・教授 伊東　研祐
北海学園大学・法学部・教授 吉田　敏雄
龍谷大学・法学部・教授 石塚　伸一
立教大学・法学部・教授 角　紀代恵
大阪大学・法学研究科・教授 池田　辰夫
駿河台大学・法学部・教授 織田　博子
早稲田大学・法学部・教授 大塚　英明
京都大学・法学研究科・教授 佐久間　毅
学習院大学・法学部・教授 神作　裕之
甲南大学・法学部・教授 黒田　忠史
中央大学・理工学部・教授 植野　妙実子
広島大学・総合科学部・教授 田村　和之
関西大学・法学部・教授 園田　寿
学習院大学・法学部・教授 野村　豊弘
国学院大学・法学部・教授 藤原　静雄
九州大学・法学研究院・教授 薮野　祐三
専修大学・法学部・教授 藤本　一美
新潟大学・法学部・教授 谷　喬夫
慶應義塾大学・法学部・教授 笠原　英彦
一橋大学・法学研究科・教授 大芝　亮
立教大学・法学部・教授 高原　明生
東京女子大学・現代文化学部・教授 滝口　太郎
愛媛大学・法文学部・教授 北原　鉄也
東京大学・法学政治学研究科・教授 森田　朗
香川大学・法学部・教授 笠　京子
佐賀大学・経済学部・教授 畑山　敏夫
法政大学・法学部・教授 廣瀬　克哉
明治学院大学・国際学部・教授 竹中　千春
慶應義塾大学・法学部・教授 国分　良成
東京大学・総合文化研究科・教授 古城　佳子
神戸大学・国際協力研究科・教授 松下　洋
阪南大学・国際コミュニケーション学部・教授 辰巳　浅嗣
関西大学・法学部・教授 大津留　智恵子
慶應義塾大学・経済学部・教授 吉野　直行
東京大学・経済学研究科・教授 松井　彰彦
東北大学・情報科学研究科・教授 佐々木　公明
専修大学・経済学部・教授 野口　眞
神戸大学・経済学研究科・教授 入谷　純
一橋大学・経済研究所・教授 久保庭　眞彰
立教大学・経済学部・教授 服部　正治
名古屋大学・経済学研究科・教授 安藤　隆穂
関西大学・経済学部・教授 植村　邦彦
関西学院大学・経済学部・教授 井上　琢智
東京大学・経済学研究科・教授 小幡　道昭
京都大学・経済学研究科・教授 田中　秀夫
立教大学・経済学部・教授 岩崎　俊夫
専修大学・経済学部・教授 福島　利夫
神戸大学・経済学研究科・教授 大谷　一博
成蹊大学・経済学部・教授 高木　新太郎
横浜国立大学・国際社会科学研究科・教授 小林　正人
早稲田大学・政治経済学部・教授 西郷　浩
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九州産業大学・経済学研究科・教授 徳永　正二郎
慶應義塾大学・経済学部・教授 細田　衛士
中央大学・経済学部・教授 谷口　洋志
早稲田大学・商学部・教授 中村　清
神戸大学・経済学研究科・教授 福田　亘
大阪市立大学・経済学研究科・教授 佐々木　信彰
日本大学・理工学部・教授 三橋　博巳
神戸商科大学・商経学部・教授 有馬　昌宏
神戸大学・経営学研究科・教授 宮下　国生
東京農業大学・国際食料情報学部・教授 白石　正彦
名古屋大学・経済学研究科・教授 多和田　真
九州大学・経済学研究院・教授 矢田　俊文
早稲田大学・政治経済学部・教授 秋葉　弘哉
青山学院大学・経済学部・教授 堀場　勇夫
筑波大学・社会工学系・教授 宮越　龍義
一橋大学・経済学研究科・教授 田近　栄治
中央大学・商学部・教授 建部　正義
東京大学・経済学研究科・教授 持田　信樹
立教大学・経済学部・教授 疋田　康行
上智大学・経済学部・教授 鬼頭　宏
一橋大学・商学研究科・教授 米山　高生
千葉大学・法経学部・教授 雨宮　昭彦
京都大学・経済学研究科・教授 今久保　幸生
大阪大学・経済学研究科・教授 澤井　実
東京都立大学・経済学部・教授 桑田　耕太郎
明治大学・商学部・教授 金子　逸郎
椙山女学園大学・生活科学部・教授 澤田　善次郎
立教大学・ビジネスデザイン研究科・教授 井上　詔三
中央大学・商学部・教授 酒井　正三郎
神戸大学・経営学研究科・教授 奥林　康司
神戸大学・経営学研究科・助教授 南　知恵子
広島修道大学・商学部・教授 藤田　楯彦
日本大学・経済学部・教授 白田　佳子
学習院大学・経済学部・教授 青木　幸弘
専修大学・ネットワーク情報学部・教授 江原　淳
専修大学・商学部・教授 上田　和勇
神戸大学・経営学研究科・教授 古賀　智敏
青山学院大学・経営学部・教授 田中　隆雄
大阪府立大学・経済学部・教授 山本　浩二
青山学院大学・経営学部・教授 八田　進二
名古屋大学・経済学研究科・教授 佐藤　倫正
東洋大学・経営学部・教授 西村　優子
北星学園大学・社会福祉学部・教授 杉岡　直人
九州大学・人間環境学研究院・教授 友枝　敏雄
関西学院大学・社会学部・教授 大谷　信介
甲南女子大学・人間科学部・教授 牟田　和恵
日本女子大学・人間社会学部・教授 小林　多寿子
島根大学・法文学部・教授 小林　久高
龍谷大学・社会学部・教授 亀山　佳明
お茶の水女子大学・ジェンダー研究センター・教授 伊藤　るり
東北大学・文学研究科・教授 吉原　直樹
東洋大学・社会学部・教授 細井　洋子
広島修道大学・人文学部・教授 中根　光敏
淑徳大学・社会学部・教授 松田　苑子
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　眞治
ルーテル学院大学・文学部・教授 市川　一宏
明治学院大学・社会学部・教授 中野　敏子
北星学園大学・社会福祉学部・教授 米本　秀仁
専修大学・文学部・教授 宇都　榮子
東北大学・文学研究科・教授 大渕　憲一
東京大学・人文社会系研究科・教授 池田　謙一
京都大学・経済学研究科・教授 田尾　雅夫
早稲田大学・文学部・教授 竹村　和久
広島大学・総合科学部・教授 浦　光博
奈良大学・社会学部・教授 遠藤　由美
日本女子大学・人間社会学部・教授 本間　道子
筑波大学・心理学系・教授 吉田　富二雄
北海道大学・文学研究科・教授 山岸　俊男
岩手県立大学・社会福祉学部・教授 細江　達郎
名古屋大学・教育発達科学研究科・助教授 金井　篤子
関西学院大学・社会学部・教授 藤原　武弘
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九州大学・人間環境学研究院・教授 丸野　俊一
岡山大学・教育学部・教授 田中　宏二
日本女子大学・人間社会学部・教授 渡辺　恵子
大阪教育大学・教育学部・教授 白井　利明
お茶の水女子大学・生活科学部・教授 無藤　隆
聖心女子大学・文学部・教授 高橋　恵子
東洋大学・社会学部・教授 久保　ゆかり
名古屋大学・教育発達学研究科・教授 梶田　正己
兵庫教育大学・学校教育学部・教授 吉田　寿夫
大阪大学・人間科学研究科・教授 南　徹弘
京都大学・教育学研究科・教授 子安　増生
筑波大学・心理学系・教授 小玉　正博
東京大学・教育学研究科・助教授 下山　晴彦
創価大学・教育学部・教授 園田　雅代
東北学院大学・教養学部・教授 堀毛　裕子
中京大学・心理学部・教授 深津　千賀子
関西学院大学・文学部・教授 松見　淳子
日本女子大学・人間社会学部・教授 小山　高正
愛知教育大学・教育学部・教授 多鹿　秀継
同志社大学・文学部・教授 岡市　広成
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　晋介
千葉大学・文学部・教授 實森　正子
上智大学・文学部・教授 山中　祥男
国士館大学・文学部・教授 折原　茂樹
早稲田大学・文学部・教授 西本　武彦
広島大学・教育学研究科・教授 利島　保
筑波大学・心理学系・教授 牧野　順四郎
東京都立科学技術大学・工学部・教授 山下　利之
奈良教育大学・教育学部・教授 梅村　佳代
福岡教育大学・教育学部・教授 中野　和光
東京大学・教育学研究科・教授 浦野　東洋一
東京大学・教育学研究科・教授 佐藤　一子
岡山大学・教育学部・教授 山口　茂嘉
筑波大学・教育学系・助教授 水本　徳明
茨城大学・教育学部・教授 田代　尚弘
国立教育政策研究所・生涯学習政策研究部・総括研究官 立田　慶裕
上越教育大学・学校教育学部・教授 若井　彌一
埼玉大学・教育学部・教授 森川　輝紀
鳴門教育大学・学校教育学部・教授 佐々木　宏子
筑波大学・教育学系・教授 田中　統治
香川大学・教育学部・教授 加野　芳正
一橋大学・留学生センター・教授 横田　雅弘
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 馬越　徹
山梨学院大学・経営情報学部・教授 香西　敏器
十文字学園女子大学・社会情報学部・教授 亀田　温子
九州大学・人間環境学研究院・助教授 吉谷　武志
横浜国立大学・教育人間科学部・教授 府川　源一郎
愛知教育大学・教育学部・教授 藤江　充
千葉大学・教育学部・教授 大河内　信夫
横浜国立大学・教育人間科学部・教授 橋本　吉彦
広島大学・教育学研究科・教授 角屋　重樹
高知大学・教育学部・教授 坪能　由紀子
滋賀大学・教育学部・助教授 新関　伸也
信州大学・教育学部・教授 澁澤　文隆
広島大学・教育学研究科・教授 小原　友行
山形大学・教育学部・教授 小川　雅子
山梨大学・教育人間科学部・教授 堀　哲夫
弘前大学・教育学部・助教授 肥田野　豊
東北大学・教育学研究科・教授 川住　隆一
玉川大学・文学部・助教授 本田　恵子
広島国際大学・人間環境学部・教授 杉山　雅彦
筑波大学・心身障害学系・教授 宮本　信也
大阪医科大学・医学部・助教授 田中　英高
成蹊大学・文学部・教授 牟田　悦子
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