TPP 参加交渉からの即時脱退を求める要望書（全国大学教員有志）への賛同者名簿
（2013 年 4 月 11 日 13 時現在：861 名＋呼びかけ人 17 名＝878 名）

あ行

姉歯 暁（駒澤大学教員・経済学）

相田利雄（法政大学前教授・中小企業論）

阿部潔（関西学院大学教授・社会学）

粟生田忠雄（あおうだ）
（新潟大学・農業土木学）

安部 淳（岐阜大学名誉教授・国際農業論）

青柳和身（岐阜経済大学名誉教授・経済史）

阿部太郎（名古屋学院大学准教授・理論経済学）

青柳 斉（新潟大学教授・農業経済学）

阿部容子（北九州市立大学・国際政治経済論）

青山貞一（東京都市大学名誉教授・公共政策学）

安部竜一郎（立教大学経済学部特任准教授）

秋山誠一（國學院大學栃木短期大学・経済学）

安保邦彦（愛知東邦大学地域創造研究所顧問・ベンチ
ャー経営論）

阿久津洋巳（岩手大学教授・心理学）
尼川大作（神戸大学名誉教授・生物学）
浅生卯一（愛知東邦大学教授・労働経済）
天野光則（千葉商科大学教授／経済学史・社会思想史）
朝尾幸次郎（立命館大学教授文学部人文学科）
鮎川ゆりか（千葉商科大学教授、環境・エネルギー・
持続可能性）

朝廣和夫（九州大学大学院芸術工学研究院・環境・遺
産デザイン部門）

荒井 聡（岐阜大学教授・農業経済学）
浅見和彦（専修大学教授・労使関係論）
新井 肇（東京農業大学名誉教授・農業経営学）
浅見輝男（茨城大学名誉教授・環境土壌学）
新井秀明（横浜国立大学教授・教育学）
鰺坂 真（関西大学名誉教授）
麻生久美子（日本大学助教／英語教育・比較教育）

荒木 肇（北海道大学北方生物圏フィールド科学セン
ター・生物生産研究農場・教授）

足立 浩（日本福祉大学教授・会計学）

荒木和秋（酪農学園大学教授・酪農経営学）

足立英郎（大阪電気通信大学・憲法学）

荒又重雄（北海道大学名誉教授・社会政策）

足立芳宏（京都大学准教授・農業史）

有馬泰紘（東京農工大学名誉教授）

足立力也（佐賀大学元非常勤講師・平和学）

安藤哲夫（元鹿児島大学講師／疫学・予防医学）

阿知羅隆雄（滋賀大学教授・経営史／経済史学）

安藤光義（東京大学大学院准教授／農業・資源経済学）

姉崎洋一（北海道大学教授・教育学）

安藤 実（静岡大学名誉教授・財政学）
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飯澤理一郎（北海道大学名誉教授・農業市場学）

石原一彦 立命館大学教授／都市計画・まちづくり）

飯島滋明（名古屋学院大学准教授／憲法学・平和学）

石原健二（元立教大学教授／農業経済・地方財政）

飯島充男（福島大学教授・農業経済学）

石原 俊（明治学院大学准教授／社会学・地域社会論）

飯塚 勝（元神戸松陰女子大学教授・生科学）

一谷勝之（鹿児島大学 准教授・農学）

飯室勝彦（元中京大学教授・ジャーナリズム論／情報
法）

市橋秀夫（埼玉大学教員・近現代社会史）
一ノ瀬秀文（大阪市立大学名誉教授）

五十嵐仁（法政大学教授・政治学）
泉谷眞実（弘前大学准教授・農業市場論）
碇山 洋（金沢大学教授・財政学）
泉 桂子（岩手県立大学教員・森林経理学）
壱岐一郎（沖縄大学元教授・映像ジャーナリズム論）
伊藤成彦（中央大学名誉教授・社会思想史）
井口和起（京都府立大学名誉教授 日本近現代史専攻）
伊藤幸男（岩手大学准教授・森林政策学）
池 享（一橋大学教授・歴史学専攻）
伊藤公紀（横浜国立大学・大学院環境情報研究院）
池谷壽夫（元日本福祉大学教授・教育哲学）
伊藤周平（鹿児島大学教授・社会保障法）
池島祥文（横浜国立大学准教授／農業経済学・地域経
済学）

伊藤博義（宮城教育大学名誉教授／労働法・社会保障
法）

池田成一（岩手大学教授・社会文化思想論）
伊藤房雄（東北大学教授・農業経営経済学）
石井 寛（北海道大学名誉教授・比較森林政策学）
伊藤正子（京都大学准教授・ベトナム現代史）
石川 求（首都大学東京人文科学研究科教員）
伊藤亮司（新潟大学農学部助教・農業経済学）
石川 旺（上智大学名誉教授／マス・メディア論）
糸長浩司（日本大学教授・農村計画学）
石川康宏（神戸女学院大学文学部教授）
稲垣紀代（四国学院大学元教員・英語教育学）
石川裕一郎（聖学院大学准教授・憲法学）
石川善朗（京都府立大学農学部・元教員）

稲垣隆雄（高エネルギー加速器研究機構名誉教授・高
エネルギー物理学）

石川亮太（立命館大学准教授 近代朝鮮史）

稲垣正浩（日本体育大学名誉教授・スポーツ史）

石埼 学（龍谷大学教授・憲法学）

稲葉和夫（立命館大学教授・計量経済学）

石田好江（愛知淑徳大学教授／生活経済学・社会政策
学）

稲葉一将（名古屋大学教員・行政法学）
乾 彰夫（首都大学東京・教育学）

石塚孔信（鹿児島大学教授・都市経済学）
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稲 正樹（国際基督教大学教授／憲法学・アジア比較
憲法論）

岩見照代（元麗澤大学教授・日本近代文学）
岩見良太郎（埼玉大学名誉教授・都市工学）

井上惠美子（フェリス女学院大学教授・ジェンダー教
育学）

岩元泉（鹿児島大学教授・農業経済学）
井上和衛（明治大学名誉教授・農業経済）
岩本智之（元京都大学原子炉実験所教員）
井上純一（立命館大学名誉教授／社会学・社会
思想史）

上垣 豊（龍谷大学教授・西洋史学）

井上隆義（岩手大学名誉教授・科学技術史）

植上一希（福岡大学人文学部准教授）

井上英夫（金沢大学客員教授／社会保障法・福祉政策）

植木達人（信州大学教授／森林施業・経営学研究）

井上眞理（九州大学教授・作物学）

上野輝将（元神戸女学院大学教授）

井端正幸（沖縄国際大学教授・憲法学）

上間陽子（琉球大学教員・教育学）

井深雄二（奈良教育大学教授・教育学）

碓井敏正（京都橘大学名誉教授・哲学）

今井 健（岐阜大学名誉教授・農業経済学）

内山 昭（成美大学教授・財政学）

今泉裕美子（法政大学国際文化学部教員）

宇野忠義（弘前大学名誉教授 農業経済学）

今岡良子（大阪大学准教授・遊牧地域論）

梅原英治（大阪経済大学教授・財政学）

今清水 雄二（元秋田大学准教授・材料工学）

梅原利夫（和光大学教授・教育学）

今関源成（早稲田大学教授・憲法学）

梅村 坦（中央大学教授・東洋学）

今西 一（小樽商科大学特任教授・日本近代史）

浦井秀行（明治学院大学教授／世界・日本経済論）

今村与一（横浜国立大学教授・民法）

浦田一郎（明治大学教授・憲法学）

入谷貴夫（宮崎大学教授／財政学・地域経済学）

浦田賢治（早稲田大学名誉教授・ 憲法学）

色平哲郎（独協医科大学非常勤講師／地域医療・国際
保健）

海野八尋（金沢大学名誉教授／経済理論・経済政策）
江田英里香（八洲学園大学・生涯学習学部 専任講師）

岩佐和幸（ 高知大学教授・アジア経済論）
江見清次郎（元北海道大学助教・環境工学専攻）
岩佐卓也（神戸大学准教授・社会政策）
遠藤基郎（東京大学准教授・歴史学）
岩崎 徹（札幌大学教授・農業経済学）
遠藤広光（高知大学教授・魚類分類学）
岩波文孝（駒澤大学教授／経営学・経営管理論）
大浦由美（和歌山大学准教授・森林政策学）
岩橋法雄（鹿児島大学名誉教授・教育行政学）
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大賀圭治（東京大学名誉教授・農学国際）
大西勝明（専修大学教授・現代企業）
大貝健二（北海学園大学准教授／地域経済学・中小企
業論）

大西敏夫（和歌山大学・農業経済学）
大西比呂志（フェリス女学院大学教授／日本近現代
史・横浜学）

大門正克（横浜国立大学経済学部教授）
大木一訓（日本福祉大学名誉教授・労働経済学）

大野圭介（富山大学准教授・中国文学）
大木れい子（元宮城学院女子大学教授・農業経済学）
大庭邦彦（聖徳大学教授・歴史学）
大河内泰樹（一橋大学准教授・哲学）
大橋邦夫（東京大学名誉教授・林政学）
大﨑 雄二（法政大学教授・東アジア地域研究）
大橋正明（恵泉女学園大学特任教授・国際開発学）
大澤覚（法政大学兼任教員・財政学）
大橋幸泰（早稲田大学教授／歴史学・日本近世史）
大重光太郎（獨協大学教授・産業社会学）
大平 剛（北九州市立大学・国際政治学）
大須真治（中央大学名誉教授）
大山卓爾（新潟大学教授・植物栄養肥料学）
太田和子（岐阜女子大学・生物学）
大和田幸嗣（元京都薬科大学教授・分子細胞生物学）
大田伊久雄（愛媛大学教授・森林政策学）
岡 真理（京都大学教授・現代アラブ文学）
太田直道（宮城教育大学名誉教授・哲学）
岡 幸江（九州大学准教授・教育学）
大田英昭（東北師範大学（中国）教授・日本思想史）
岡崎雄兒（中京学院大学元教授・中国ビジネス論）
太田仁樹（岡山大学教授・社会思想史）
岡崎祐司（佛教大学教授・社会福祉学）
太田由己（元国際医療福祉大学教授・生化学）
小笠原卓（東北大学元教員・生理学）
大高全洋（山形大学名誉教授／農業経済学・協同組合
論）

岡田かつ美（東京経済大学非常勤講師・キャリア育成
担当）

大谷禎之介（法政大学名誉教授・経済学）
岡田健一郎（高知大学講師・憲法）
大谷 浩（京都大学名誉教授・天文学）
岡田謙介（東京大学教授・農学国際）
太田原高昭（北海道大学名誉教授・農業経済学）
岡田順子（神戸大学准教授・国際法）
大津真作（甲南大学教授・社会思想史）
岡田尚三（元高知大学教授・経営学）
大塚秀之（神戸市外国語大学名誉教授／アメリカ経済
史・アメリカ現代史）

岡田 進（東京外国語大学名誉教授／ロシア・CIS 経
済）

大坪正一（弘前大学教授・教育社会学・社会教育学専
攻）

岡田正則（早稲田大学教授・行政法学）
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岡田真美子（兵庫県立大学教授・環境宗教学）

加々美光行（愛知大学教授・現代中国政治）

岡野内 正（法政大学／社会理論、国際政治経済学）
小川栄二（立命館大学産業社会学部）

香川 敏宏（マレーシア国立サバ大学 元常勤講師
Former Lecturer Universiti Malaysia SabahCentre
for the Promotion of Knowledge and Language）

奥野恒久（龍谷大学・憲法学）

柿崎 繁（明治大学教授・理論経済学）

小倉信次（千葉商科大学教授/中小企業論・産業論）

柿原 泰（東京海洋大学准教授・科学技術史）

小倉利丸（富山大学教授・現代現代資本主義論）

筧 文生（立命館大学名誉教授・中国文学）

小栗 実（鹿児島大学教授・憲法）

筧久美子（神戸大学名誉教授・中国文学）

小越洋之助（國學院大學名誉教授・社会政策）

神子島健（東京大学総合文化研究科助教）

小沢修司（京都府立大学教授・社会政策学）

梶井 功（東京農工大学名誉教授・農業経済学）

小澤壯行（日本獣医生命科学大学教授・畜産学）

樫原正澄（関西大学教授／農業経済学・農業政策論）

小澤浩明（東洋大学教授・教育社会学）

加瀬和俊（東京大学社会科学研究所教授）

小沢弘明（千葉大学教授・歴史学）

片野真佐子（大阪商業大学・近代思想史）

小沢隆一（東京慈恵会医科大学教授・憲法学）

片山義博（日本大学教授・農学）

押川元重（九州大学名誉教授・数学）

桂 明宏（京都府立大学准教授・農業経済学）

尾関周二（東京農工大学名誉教授・環境哲学・人間学）

桂 敬一（元東京大学新聞研究所〔現情報学環〕教授・
ジャーナリズム研究）

小田切徳美（明治大学教授／農業経済学）
桂木健次（富山大学名誉教授・経済学）
小野 将（しょう）
（東京大学准教授・歴史学）
勝村 誠（立命館大学大学教員・日本政治史）
小野雅之（神戸大学教授・農業経済学）
加藤佐千夫（中京大学教授 法律学）
小野昌弘（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英
国）／シニア・リサーチ・フェロー／免疫学・皮膚科
学）

加藤静吾（山形大学名誉教授／原子核物理学）
加藤利三（京大名誉教授／物理学・理科教育）

小野田正利（大阪大学大学院教授・教育学）
加藤仁美（元九州大学教授・建築学）
小幡 尚（高知大学准教授・日本近代史）
鎌田東二（京都大学こころの未来研究センター教授・
宗教哲学・民俗学）
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金澤 哲（京都府立大学教授・アメリカ文学）
貝沼 洵（名古屋大学名誉教授・社会学）
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金持 徹（神戸大学名誉教授・工学）

川本真浩（高知大学教員・西洋史学）

金持伸子（日本福祉大学／生活問題・社会政策）

河原林 裕（九州大学教授・分子生物学）

金原瑞人（法政大学教授・英文学）

康上賢淑（鹿児島国際大学准教授／国際経営・アジア
経済・経営）

迦部留・チャールズ（東洋大学准教授・カルチャース
タディーズ）

菅野文夫（岩手大学教授・日本中世史）

上岡直見（法政大学法学部兼任講師・環境政策）

菊池孝美（岩手大学教授・国際経済論）

神谷章生（札幌学院大学教授・政治学）

木地孝之（元慶應義塾大学准教授 経済統計）

神谷英利（元京都大学理学部教員／地質学・古生物学）

鬼嶋 淳（佐賀大学准教授／日本近現代史）

神沼公三郎（北海道大学名誉教授・林業経済学）

喜多善史（日本科学者会議大阪支部・材料工学）

紙野健二（名古屋大学教授・行政法学）

北尾邦伸（島根大学名誉教授・森林政策学）

上脇博之（神戸学院大学教授・憲法学）

北川 勝弘（元名古屋大学教授・森林利用学）

亀山純生（東京農工大学元教授・環境倫理学）

北川太一（福井県立大学教授／農業経済学・協同組合
論）

亀山統一（琉球大学助教・森林科学）
北出俊昭（元明治大学教授）
萱野智篤（北星学園大学教授・政治学）
北野 収（獨協大学教授／開発社会学・地域開発論）
河相一成（東北大学名誉教授）
北野正一（兵庫県立大学名誉教授）
川﨑章惠（九州大学助教・林業経済学）
北原克宣（立正大学教授・農業経済）
川岡 勉（愛媛大学教授・日本史）
北村洋基（慶應義塾大学名誉教授・経済学）
河島 真（神戸大学准教授・日本近現代史）
北村美江（長崎大学教授／環境科学（植物機能学）
）
川瀬光義（京都府立大学教授・地方財政学）
北村 実（早稲田大学名誉教授）
河内俊英（久留米大学元助教授・生物学）

吉川顯麿（金沢星稜大学特任教授）
河西英通（広島大学教授・比較日本文化学）
河野勝泰（電気通信大学特任教授）

木戸衛一（大阪大学大学院准教授／ドイツ現代政治・
平和研究）

川野辺英昭（元秋田大学准教授）

鬼頭秀一（東京大学教授・環境倫理学）

川村 肇（獨協大学教授・教育学専攻）

紀 葉子（東洋大学教授／社会学・社会学理論）

川村雅則（北海学園大学准教授・労働経済論）

木永勝也（長崎総合科学大学・歴史学（日本近現代史）
）
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木村 朗（鹿児島大学教授・平和学）
黒滝正昭（宮城学院女子大学名誉教授・社会思想史）
木村 務（長崎県立大学教授／農業経済学・協同組合論）
小池恒男（滋賀県立大学名誉教授・農業経済学）
木元喜久子（東京経済大学非常勤講師・英語担当）
清重尚弘（九州ルーテル学院大学学長・ 宗教学専攻）

興梠克久（筑波大学生命環境系准教授・森林資源社会
学）

草野清信（宮城教育大学特任教授）

伍賀一道（元金沢大学教授・社会政策論）

工藤俊輔（秋田大学教授・保健学学）

古賀 潔（岩手大学教授・農業土木学）

久野勝治（東京農工大学名誉教授）

古賀義弘（嘉悦大学名誉教授・産業論）

久保新一（関東学院大学名誉教授・日本経済論）

小金澤鋼一（東海大学 教授・機械工学）

久保田亜希（筑波大学生命環境系研究員）

國分俊宏（青山学院大学教授・フランス文学）

久保田裕子（國學院大學教授・消費者経済学）

小暮修三（東京海洋大学准教授・文化社会学）

久保田貢（愛知県立大学教員・教育学）

小島孝之（佐賀大学名誉教授）

久保田義喜（元明治大学教授・農業経済学）

小嶋茂稔（東京学芸大学准教授 中国古代史）

久間清俊（熊本県立大学名誉教授／経済学・社会政策）

後藤逸男（東京農業大学教授・土壌肥料学）

熊澤喜久雄（東京大学名誉教授／植物栄養学・肥料学）

後藤仁敏（鶴見大学短期大学部教授／解剖学・古生物
学）

倉田原志（立命館大学教授・憲法学）
後藤 晃（元北海道大学教授・進化生物学）
蔵原清人（工学院大学教授・教育学）
後藤伸治（宮城教育大学名誉教授・生物学）
栗田禎子（千葉大学教授・歴史学）
栗田康之（元上武大学教授・経済理論）

後藤道夫（都留文科大学名誉教授／社会哲学・現代社
会論）

栗原幸一（麻布大学名誉教授・農業経済学）

後藤光蔵（武蔵大学教授・農業経済学）

栗山次郎（九州工業大学名誉教授）

小早川義尚（九州大学教授・生物学）

黒岩共一（関西医療大学教授・鍼灸学）

小林国之（北海道大学助教・農業経済学）

黒岩晴子（佛教大学社会福祉学部教員／社会福祉方法
論・医療ソーシャルワーク）

小林圭二（元京都大学原子炉実験所講師）
小林信一（日本大学生物資源科学部教授）

黒須三惠（東京医科大学准教授・生命倫理学）
小林世治（日本大学教授・産業経済学）
黒瀬 郁二（鹿児島国際大学名誉教授／日本経済史・経
営史）

小林 武（沖縄大学客員教授・憲法学）
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小林民憲（和歌山大学名誉教授・草地農学／農業教育）

佐伯 尤（関東学院大学名誉教授・世界経済論）

小林 緑（国立音楽大学名誉教授・音楽と女性研究）

酒井 惇一（東北大学名誉教授・農業経済学）

小林芳正（京都大学名誉教授・応用地球物理学）

酒井 徹（秋田県立大学准教授・農業経済学）

小淵 港（元愛媛大学教授・財政学）

酒井富夫（富山大学教授・農業経済学）

駒込 武（京都大学教授・教育史）

酒井嘉子（九州大学名誉教授・量子化学）

小松 浩（立命館大学教授・憲法学）

坂岡庸子（久留米大学名誉教授・社会学専攻）

小松 裕（熊本大学教授・日本近代史）

榊原 精（岡山大学元教員・機械材料学）

小松美彦（武蔵野大学教授／科学史・生命倫理学）

榊原千鶴（名古屋大学准教授・日本文学）

小松田儀貞（秋田県立大学総合科学教育研究センター
准教授・社会学）

榊原秀訓（南山大学教授・行政法学）
坂下明彦（北海道大学教授・農業経済学）

五味渕典嗣（大妻女子大学准教授／近現代日本語文
学・文化研究）

坂本 功（名古屋工業大学名誉教授・物理学）
坂本雅子（名古屋経済大学名誉教授／日本経済史・経
営史・日本経済論）

小森田精子（日本科学者会議代表幹事・元大阪大学）
古山友則（立命館大学経済学部非常勤講師・進化経済
学）

坂柳 明（小樽商科大学教授・監査論）

小山正善（岡山大学教授・行政法学）

崎山政毅（立命館大学教授・社会思想史）

小山良太（福島大学准教授・協同組合学）

佐久間英俊（中央大学教授／流通論・マーケティング
論）

近藤暁夫（愛知大学助教・人文地理学）
佐々木美智子（志學館大学非常勤講師・障害児教育）
近藤 正（秋田県立大学准教授・農業水利学）
佐々木隆爾（東京都立大学名誉教授・日本近現代史）
近藤真庸（岐阜大学教授・健康教育学）
佐藤加寿子（秋田県立大学准教授・農業経済学）
近藤充代（日本福祉大学教授・法律学＜消費者法・経
済法＞）

佐藤 了（秋田県立大学教授・地域計画学）
佐藤宣子（九州大学教授・森林政策学）

さ行

佐藤 信（北海学園大学・地域経済学）
斉藤小百合（恵泉女学園大学教員・憲法学）
佐藤宗治（鹿児島大学教授・作物育種学）
齋藤暖生（東京大学助教・森林政策学）
佐中忠司（広島大学名誉教授 ・経済学）
斉藤隆仁（徳島大学准教授・物理学）
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佐貫 浩（法政大学教授・教育学）
清水雅彦（日本体育大学准教授・憲法学）
佐原 伸（法政大学大学院情報科学研究科・兼任講師）
清水みゆき（日本大学教授・生物資源科学部食品ビジ
ネス学科）

澤登早苗（恵泉女学園大学教授／農学＜園芸学・有機
農業学・社会園芸学＞）

清水池 義治（名寄市立大学講師・農業市場論）
塩川春彦（帝京科学大学教授・教育学）
下川 潔（学習院大学教授・哲学）
塩谷哲夫（東京農工大学名誉教授・農業生産技術学）
下地 真樹 （阪南大学准教授・公共経済学）
重松公司（岩手大学教授・固体物理学）
品川敦紀（山形大学・動物発生学）

下山房雄（九大・チンタオ大・下関市大各名誉教授／
労働問題・社会政策）

品川 優（佐賀大学准教授・農業経済学）

庄 建治朗（名古屋工業大学助教・社会工学）

篠田 剛（鹿児島県立短期大学講師／現代社会論・経
済学）

庄司 俊作（同志社大学教授・日本経済史）
白取祐司（北海道大学教授・刑事訴訟法学）

柴垣和夫（東京大学名誉教授／日本経済論・現代資本
主義論）

白井邦彦（青山学院大学経済学部教授・労働経済論）
進藤伸一（秋田大学大学院教授・医学系研究科保健学）

柴崎茂光（国立歴史民俗博物館准教授／森林政策学・
環境民俗学）

新藤通弘（東京国際大学兼任講師・中南米研究）
柴田悦子（大阪市大名誉教授・物流経済論）
末永恵子（福島県立医科大学講師・医学史）
柴田努（岐阜大学・経済理論）
末吉 邦（新潟大学教授・植物栄養学）
柴田徳太郎（東京大学教授／アメリカ経済論・制度の
経済学）

菅井益郎（国学院大学教授・経済学）

柴田政義（日本福祉大学名誉教授・労働経済論）

菅野禮司（大阪市立大学名誉教授・物理学）

芝野由和（長崎総合科学大学共通教育センター准教授
／平和学・政治学）

杉田真衣（金沢大学准教授・教育学）
杉村昌昭（龍谷大学名誉教授・フランス現代思想）

渋谷長生（弘前大学教授・農業経済論）
杉本昭七（京都大学名誉教授・世界経済論）
嶋田一郎（東北大学名誉教授・生命科学）
杉山 茂（静岡大学准教授・アメリカ合衆国近現代史）
島崎 隆（元一橋大学教授・哲学）
杉山秀子（駒沢大学教授・スラブ地域研究）
島村 輝（フェリス女学院大学教授・日本近現代文学）
鈴木勝久（横浜国立大学名誉教授・地球物理学）
島本美保子（法政大学教授・環境経済学）
鈴木 靜（愛媛大学准教授・社会保障法）
清水民子（平安女学院大学名誉教授・発達心理学）
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鈴木忠敏（酪農学園大学嘱託教授・食と健康学類（消
費経済学）
）

た行

鈴木富久（桃山学院大学教授・社会学）

田浦 悟（鹿児島大学教授・自然科学教育研究支援セ
ンター遺伝子実験施設）

鈴木 誠（愛知大学地域政策学部教授）
平子友長（一橋大学教授・社会思想史）
鈴木右文（九州大学准教授・英語学）
髙木和美（岐阜大学教授・社会福祉学）
鈴木 良（元立命館大学教授／近・現代史）
髙作正博（関西大学教授・憲法学）
須田 稔（立命館大学名誉教授／アフリカン・アメリ
カン・スタディーズ）

高瀬雅男（福島大学特任教授・経済法）

須藤春夫（元法政大学社会学部教授・メディア論）

高塚龍之（岩手大学名誉教授・物理学）

隅井孝雄（京都ノートルダム女子大学客員教授・日米
比較文化論）

高遠弘美（明治大学教授・フランス文学）
高取憲一郎（鳥取大学教授・心理学）

住友陽文（大阪府立大学教授・歴史学）
高梨子文恵（広島大学特任講師・農業経済学）
住友 剛（京都精華大学准教授・教育学）
関 耕平（島根大学准教授・財政学／地方財政論）

高橋 明（東北大学／血管再建医工学・神経病態制御
学）

セキシンタロウ（東北大学・肢体不自由学分野医員）

高橋明善（東京農工大学名誉教授）

関 良基（拓殖大学准教授・森林政策学）

高橋 巌（日本大学教授／農業経済学・地域経済論）

関根猪一郎（高知短期大学特任教授・金融論）

高橋 進（龍谷大学）

関根佳恵（立教大学助教・農業経済学）

高橋 勉（岐阜経済大学教授・理論経済学）

関野秀明（下関市立大学准教授・理論経済学）

高橋哲也（大阪府立大学教授・数学）

瀬戸岡紘（駒沢大学教授・アメリカ経済論）

高橋利安（広島修道大学・憲法学）

芹澤寿良（高知短期大学名誉教授・労働問題）

高橋能彦（新潟大学教授・土壌肥料学）

宗 知紀（九州大学助教・家畜繁殖学）

高倍鉄子（名城大学特任教授・生命共生学）

宗川吉汪（京都工芸繊維大学名誉教授）

高山一夫（京都橘大学准教授・医療経済論）

副島久実（水産大学校講師）

滝沢昭義（明治大学名誉教授・農業経済学）

園山 慶（北海道大学准教授・消化管生理学）

滝田和夫（桃山学院大学教授・理論経済学）

染谷 孝（佐賀大学教授・農学部土壌学専攻）

瀧本清彦（京都大学元教員・物理学）
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武井隆明（岩手大学教授・化学）

谷江武士（名城大学教授・会計学専攻）

武井 寛（甲南大学教授・労働法学）

種倉紀昭（岩手大学名誉教授・美術）

竹谷和之（神戸市外国語大学教授・スポーツ文化論）

谷口 聡（中央学院大学講師・教育学）

竹田茂夫（法政大学経済学部教授／理論経済学）

谷口吉光（秋田県立大学教授／環境社会学・有機農業
研究）

竹内常一（國學院大學名誉教授）
谷本盛光（新潟大学教授・物理学）
武内

一（佛教大学教授・社会福祉学）
田畑 保（明治大学農学部食料環境政策学科教授）

竹尾茂樹（明治学院大学・比較文化）
田淵太一（同志社大学教授・国際経済学）
竹下睿麒（法政大学元講師・経済社会学）
竹中恵美子（大阪市立大学名誉教授）

玉置光司（愛知大学教授／応用確率論（オペレーショ
ンズ・リサーチ））

竹永三男（島根大学教授・日本近現代史）

田村一郎（鳴門教育大学名誉教授・哲学）

田代 順（山梨英和大学教授・臨床心理学）

多羅尾光徳（東京農工大学教員・生態系管理学）

田代正一（鹿児島大学教授・農業経済学）

丹下晴喜（愛媛大学法文学部准教授）

多田憲一郎（岡山商科大学教授・地域経済学）

樗木直也（鹿児島大学准教授・土壌肥料学）

田中一恵（和洋女子大学名誉教授・英語学）

千葉立也（都留文科大学名誉教授・人文地理学）

田中邦明（北海道教育大学函館校教授・環境科学）

知花 均（沖縄県立芸術大学准教授・絵画）

田中真介（京都大学准教授／生涯発達論・発達診断学・
障害療育学）

長 憲次（九州大学名誉教授・農業経済学）
辻山彰一（京都府立大学講師・環境科学）

田中孝史（東京外国語大学特定研究員 ・言語学）
津田正夫（
（元立命館大学教授）
田中利幸（広島市立大学広島平和研究所）
津田 渉（秋田県立大学教授・農業経済学）
田中学（東京大学名誉教授・農業経済学）
蔦川正義（佐賀大学名誉教授・地域経済学）
田中 稔（岩手大学名誉教授・機械工学）
槌田 劭（元京都精華大学教授・環境社会学）
田中雄三（龍谷大学名誉教授・経済学）
土屋俊幸（東京農工大学教授・林政学）
田中陽子（九州大学名誉教授・フランス文学）
土屋正起（新潟大学特任助手・鳥類生態学）
田中洋介（筑波大学名誉教授）
椿 淳一郎（名古屋大学名誉教授・化学工学）
田中良明（愛知大学名誉教授）
椿 真一（秋田県立大学・農業経済学）
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津守英夫（元明治大学教授・フランス農業論）

中井紀代子（元共栄学園短期大学教授・社会福祉学）

露崎 浩（秋田県立大学教授・作物学雑草学）

永井ひろ美（元名古屋大学教員・古生物学）

鶴田廣巳（関西大学教授・財政学）

中尾誠二（成美大学准教授／農業経済学・農村振興論）

鶴田満彦（中央大学名誉教授・理論経済学）

中川 敦（島根県立大学講師・福祉社会学）

鶴田禎人（宮崎大学専任講師・社会保障論）

中川 功（拓殖大学教授・ヨーロッパ経済史）

鄭淵沼（朝鮮大学校元教授・経済学）

中川十郎（東京経済大学元教授・国際貿易論）

寺尾光身（名古屋工業大学名誉教授・物理化学）

中川純子（新潟大学特任助手・動物生態学）

暉峻衆三（農業・農協問題研究所・農業問題）

中川武夫（中京大学スポーツ科学部・医学）

藤條純夫（佐賀大学名誉教授）

中川雄一郎（明治大学教授）

徳田博美（三重大学准教授／食料・農業経済学）

中里見博（徳島大学准教授・憲法学）

徳永昌弘（関西大学准教授・移行経済論）

中島茂樹（立命館大学教授・憲法学）

所 康弘（千葉商科大学准教授・国際貿易論）

中嶋哲彦（名古屋大学大学院教授・教育学）

戸田清（長崎大学環境科学部）

中嶋 信（徳島大学名誉教授・地域経済論）

戸田勝善（東京海洋大学准教授・海洋科学部系）

中島正博（広島市立大学教授／国際開発論・自然環境
管理論）

戸塚茂雄（青森大学教授・経済学）
長澤真史（東京農業大学教授・農業経済学）
富田道男（元京都府立大学教授・応用物理学）
長島誠一（東京経済大学名誉教授・経済学）
冨永茂人（鹿児島大学教授・園芸生産学講座）
中須賀徳行（岐阜大学名誉教授・化学）
冨吉素子（元別府大学教授）
長砂 實（関西大学名誉教授・経済学）
戸室健作（山形大学准教授・社会政策論）
永田

瞬（高崎経済大学准教授／労働・産業経済論）

豊島耕一（元佐賀大学教授）
仲地宗俊（元琉球大学教員・農業経済学）
豊田八宏（大阪経済法科大学名誉教授・農業経済）
中塚 明（奈良女子大学名誉教授・日本近代史）
鳥居伸好(中央大学教授・経済学）
長友薫輝（津市立三重短期大学教授・社会保障論）

な行

中西新太郎（横浜市立大学教授・文化社会学）
中西三紀（高知大学准教授・ラテンアメリカ経済論）

内藤重之（琉球大学教授・農業経済学）
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中根康裕（法政大学嘱託研究員・日本経済論）

西岡啓二（慶應義塾大学教授・数学）

中野晃一（上智大学教授・政治学）

西垣 敏（元九州工業大学教授／表面物理学・電子工
学）

中野昌宏（青山学院大学教授・社会思想史）
西川 潤（早稲田大学名誉教授・経済学）
中野 豊（九州大学助教／畜産学・草地学）
西川純子 (獨協大学名誉教授）
長野八久（大阪大学教員・大学院理学研究科）
西沢大良（芝浦工業大学教授・建築学）
長濱健一郎（秋田県立大学・農業経済学）
西谷 修（東京外国語大学教授・思想史）
中原准一（酪農学園大学名誉教授・農業経済学）
西野 勉（高知大学名誉教授）
長淵満男（甲南大学名誉教授・労働法）
中村征夫（岐阜大学名誉教授・生化学）

西村絵美（独立行政法人水産大学校助教・水産流通経
営学科）

中村一成（上武大学講師／日本近現代史・社会経済史）

西山教行（京都大学教授／言語教育学・言語政策）

中村勝則（秋田県立大学准教授・農業経営学）

西山久徳（元明治大学教授・農業経済）

中村 孝（元東京農工大学農学部助教授・獣医学）

二宮厚美（神戸大学名誉教授）

仲村政文（鹿児島大学名誉教授・経済学）

二宮孝富（大分大学名誉教授・民法）

中村陽一（神戸大学海事科学部非常勤講師・舶用ディ
ーゼル機関）

二瓶 敏（専修大学名誉教授・理論経済学）
丹生久吉（三重大学名誉教授・物理学）

永山茂樹（東海大学教授・憲法学）
布川弘（広島大学大学教授）
中山智香子（東京外国語大学教授：経済思想）
野口 宏（元関西大学教授・情報学）
永山利和（日本大学元教授）
野呂 充（大阪大学教授・行政法学）
行方久生（山形大学教授・財政学）
野口義直（摂南大学准教授・経済学）
生井兵治（元筑波大学教授／植物育種学・遺伝学）
野崎次郎（関西大学フランス語非常勤講師）
浪江 巖（立命館大学名誉教授・労働問題）
奈良本英佑（法政大学名誉教授／中東近・現代史）

野田公夫（京都大学名誉教授／日本農業史・比較農業
史）

成田拓未（東京農工大学大学院助教・農業市場学）

野田隆三郎（岡山大学名誉教授・数学）

成澤孝人（信州大学教授／憲法学）

野中郁江（明治大学教授・会計学）

新妻二男（岩手大学教授・社会教育学）

野中昌法（新潟大学教授/農学・土壌環境学）
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早尻正宏（山形大学准教授・林業経済学）

は行

原 朗（東京大学名誉教授・現代日本経済史）
萩原重夫（元法学担当大学業員・翻訳業）
原 通範（和歌山大学名誉教授）
朴 勝俊（関西学院大学准教授・経済学）
原尻英樹（立命館大学・文化人類学）
坂爪浩史（北海道大学教授・農業経済学）
晴山一穂（専修大学教授・行政法学）
橋本誠一（静岡大学教授／法制史）
早坂啓造（岩手大学名誉教授・経済学）
橋本直樹（鹿児島大学教授・社会思想史）
林みどり（立教大学・ラテンアメリカ思想文化論）
橋本紀子（女子栄養大学教授／教育学・教育史）
半田正樹（東北学院大学教授・現代資本主義論）
橋本宏子（元熊本学園大学教授）
坂内悦子（元九州大学准教授・数学）
長谷川健二（福井県立大学特任教授・漁業経済学）
長谷川裕（琉球大学・教育社会学）

東 孝寛（九州大学農学研究院・環境農学部門生産環
境科学講座）

長谷川貴彦（北海道大学教授・西洋史学）

東山 寛（北海道大学講師・農業経済学）

長谷川雄一（東北福祉大学教授・国際関係論）

日永（ひなが）龍彦（山梨大学教授・教育学）

畑 明郎（元大阪市立大学大学院教授・環境政策論）

久野秀二（京都大学教授／国際農業論・政治経済学）

服部敏彦（徳島大学名誉教授・素粒子論）

日野川静枝（拓殖大学教授／科学史・技術史）

服部正治（立教大学教授・経済学史）

比屋根哲（岩手大学教授／環境教育論・森林計画学）

服部信司（東洋大学名誉教授・農業経済学）

百村帝彦（九州大学教員・東南アジア地域研究）

服部孝章（立教大学教授・メディア法）

兵頭淳史（専修大学教授／労働問題・社会政策）

浜 邦彦（早稲田大学准教授・カリブ海地域研究）

平泉光一（新潟大学准教授・農業経済学）

濱田武士（東京海洋大学准教授・漁業経済学）

平岡和久（立命館大学教授／財政学・地方財政論）

浜田竜之介（東京農工大学名誉教授／農学・土壌学）

平賀明子（北星学園大学・社会学）

原 昭午（愛知東邦大学＜旧東邦学園短期大学＞学長）

平川一郎（元九州東海大学特任教授・農業経済）

原 伸子（法政大学教授・社会経済学）

平川宗信（中京大学教授／名古屋大学名誉教授・刑事
法学）

原田敬一（佛教大学教授・日本近代史）
平塚眞樹（法政大学教授・教育学）
林 直道（科学者会議・経済学）

14

平野 健（中央大学准教授・アメリカ経済論）
船井廣則（名古屋経済大学短期大学部教授・体育学）
比良松道一（九州大学助教・園芸学）
広川禎秀（大阪市立大学名誉教授・日本近現代史）

舩田クラーセンさやか（東京外国語大学大学院総合国
際学研究院准教授）

広瀬立成（東京都立大学〔現首都大学〕名誉教授）

古川 泰（高知大学准教授・林業経済学）

廣瀬俊介（東北芸術工科大学准教授・環境デザイン）

古沢広祐（國學院大学教授・環境社会経済学）

広瀬玲子（北海道情報大学教授・歴史学）

冬木勝仁（東北大学准教授・農業経済学）

広原盛明（京都府立大学名誉教授・都市計画／まちづ
くり）

別所興一（愛知大学元非常勤講師・渡辺崋山研究）
北條和明（京都産業大学名誉教授・英語学）

廣吉勝治（北海道大学名誉教授・漁業経済学）
外園智史（九州大学助教・農業経済学）
深井英喜（三重大学准教授・経済学）
穂坂光彦（日本福祉大学教授／国際社会開発）
深江誠子（元平安女学院大学保育科）
星野富一（富山大学教授・経済学）
福田健太郎（近畿大学准教授・法律学）
星埜守之（東京大学・フランス文学）
福田静夫（日本福祉大学名誉教授・社会福祉哲学）
細居俊明（高知短期大学教授・国際経済論）
福田 晋（九州大学教授・農業経済学）
細川 孝（龍谷大学教員・経営学）
福田泰雄（一橋大学・経済理論）
細川弘明（京都精華大学教授・文化人類学）
風呂本武敏（元神戸大学教授／アイルランド文化・文
学）

細野賢治（広島大学准教授／食料生産経済学・地域農
業組織論）

福山利範（新潟大学名誉教授・農学（植物育種学）
）
保立道久（東京大学教授）
藤井啓之（愛知教育大学教授・教育学）
堀 和生（京都大学教授・経済史）
藤岡 惇（立命館大学教授・アメリカ経済論）
堀 茂樹（慶應義塾大学教授・ フランス思想史）
藤田武弘（和歌山大学教授・都市農村交流論）
藤田 実（桜美林大学教授・日本産業論）

堀 芳枝（恵泉女学園大学准教授／東南アジア研究・
国際関係論）

藤谷英男（麻布大学名誉教授・分子生物学）

堀井修（新潟大学特任助手・果樹栽培）

藤松素子（佛教大学大学教授・社会福祉理論）

堀越芳昭（山梨学院大学元教授・中小企業経営論）

藤本清二郎（和歌山大学教授・日本史学）

保谷 徹（東京大学教授・日本史学）

淵野雄二郎（東京農工大学名誉教授・農業経済学）

堀 雅晴（立命館大学教授・政治学）
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堀内隆治（下関市立大学名誉教授・社会政策）

増田泰久（九州大学名誉教授・久住牧野の博物館／草
地学）

本庄孝子（阪南大学・地球環境科学）

松井 暁（専修大学教授・経済思想）

本城 昇（埼玉大学名誉教授／経済法・有機農業研究）

松石勝彦（一橋大学名誉教授、理論経済）

本庄春雄（九州大学教授・総合理工学研究院）

松岡久和（京都大学教授・民法）

本田浩邦（獨協大学経済学部・アメリカ経済論）

松田 彊（きょうお）
（北海道大学名誉教授・造林学）

本田 宏（北海学園大学教授・政治過程論）

松田 浩（元立命館大学教授／ジャーナリズム論・メ
ディア政策論）

本田 稔（立命館大学教授・刑法）
松田洋介（金沢大学准教授・教育社会学）
本間 慎（東京農工大学名誉教授・環境科学）
松野周治（立命館大学教授・日本アジア経済関係論）

ま行

松原豊彦（立命館大学教授・農業経済学）

前川勝朗（山形大学名誉教授／農業水利学・水工学）

松永健二（高知大学名誉教授・経済史）

前田定孝（三重大学准教授・行政法学）

松宮孝明（立命館大学教授・刑法）

前田佐和子（元京都女子大学教授・地球物理学）

松丸和夫（中央大学教授・経済学）

前田幸嗣（九州大学准教授・農業経済学）

松村正治（恵泉女学園大学准教授・環境社会学）

前原清隆（日本福祉大学教授・憲法）

松本陽子（南山大学講師・総合政策学）

槙 満信（鹿児島国際大学准教授・理論経済学）

松本芳明（大阪学院大学教授・スポーツ文化論）

真木實彦（福島大学名誉教授・経済学）

丸谷

牧野忠康（日本福祉大学名誉教授・保健医療福祉学）

丸山重威（元関東学院大学教授・ジャーナリズム論）

牧野富夫（日本大学名誉教授・経済学）

見市 晃（元追手門学院大学教授・環境工学）

桝潟俊子（淑徳大学教授・環境社会学）

三浦永光（津田塾大学名誉教授／哲学・社会思想史）

増島高敬（東京電機大学非常勤講師・数学科教育法）

三上禮次（九州芸術工科大学元教授・経済学）

増田佳昭（滋賀県立大学教授・農業経済学）

三木敦朗（信州大学農学部助教）

増田修代（東京経済大学非常勤講師／日本大学・比較
文化・英語教育）

三木奈都子（独立行政法人水産大学校教授・水産経済
学）

増田正人（法政大学教授・世界経済論）

三崎和志（岐阜大学准教授・哲学）
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肇（鹿児島国際大学教授・社会政策）

三島徳三（北海道大学名誉教授）

村井秀樹（日本大学教授・財務会計論）

三須田善暢（岩手県立大学盛岡短期大学部准教授・社
会学）

村岡範男（酪農学園大学教授・農業経済学）
村上 東（秋田大学教授・北米文学他）

溝川悠介（大阪府立大学名誉教授・応用物理学専攻）
村上勝三（東洋大学教授・哲学）
三橋良士明（静岡大学名誉教授・行政法）
村上信明（創価大学准教授・歴史学）
三俣 学（兵庫県立大学／エコロジー経済学・コモン
ズ論）

村上 博（広島修道大学・行政法学）

南野泰義（立命館大学教授・政治学）

村上陽三（九州大学名誉教授・応用昆虫学）

三原容子（東北公益文科大学教授・近代日本史）

村澤真保呂（龍谷大学准教授・社会思想）

源川真希（首都大学東京准教授・日本近現代史）

村田 武（九州大学名誉教授）

南 有哲（三重短期大学教授・ 環境思想）

村田尚紀（関西大学教授・憲法学）

南出吉祥（岐阜大学・地域科学部）

村田隆一（横浜市立大学教授・社会福祉学）

宮入興一（愛知大学名誉教授・財政学）

室田 武（同志社大学教授・資源経済学）

宮入 隆（北海学園大学准教授・農業経済学）

望月太郎（大阪大学教授・哲学）

三好永作（九州大学名誉教授・理論化学）

望月俊宏（九州大学教授・環境農学）

三宅明正（千葉大学教授・歴史学）

本 秀紀（名古屋大学教授・憲法学）

三宅裕一郎（三重短期大学准教授・憲法学）

本屋禎子（宮城教育大学名誉教授）

宮崎隆志（北海道大学教授・社会教育学）

元山 健（龍谷大学教授・憲法学）

宮本 勝（中央大学教授・社会人類学）

森 園子（拓殖大学政経学部・情報学）

宮村光重（日本女子大学名誉教授・農業経済学）

森 大樹（大阪千代田短期大学）

宮本憲一（大阪市立大学名誉教授）

森 武麿（神奈川大学教授・日本近現代史）

三輪千年（独立行政法人水産大学校特任教授・水産経
営学）

森 久綱（三重大学・農業生産財市場論）
森 英樹（名古屋大学名誉教授・憲法学）

三輪隆（埼玉大学特別教員・名誉教授・憲法学）
森 裕之（立命館大学教授・財政学）
向井 宏（京都大学特任教授・生態学）
森井俊行（神戸大学名誉教授・素粒子論）
武藤清吾（広島経済大学教授・日本文学）
森岡孝二（関西大学教授・理論経済学）
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済）
森川貞夫（日本体育大学名誉教授・スポーツ社会学）
柳沢 遊（慶応義塾大学教授・日本経済史）
森川滝太郎（東洋大学名誉教授・電気電子工学）
八幡一秀（中央大学教授／経済学・中小企業論）
森島 賢（東京大学名誉教授・農業経済学）
矢吹満男（専修大学教授・理論経済学）
盛田清秀（東北大学教授・農業経済学）
矢野 泉（広島大学准教授・農業市場学）
森高正博（九州大学助教・食料流通学）
山浦康明（明治大学兼任講師／法社会学・経済法）
守友裕一（宇都宮大学教授／農山村経済論・地域政策）
山形 定（北海道大学助教・工学研究院）
守中高明（早稲田大学教授・フランス現代思想）
山口和秀（岡山大学名誉教授・憲法学）
森原康仁（三重大学准教授・多国籍企業論）
守屋友江（阪南大学教員・宗教思想史）

山口剛史（琉球大学准教授・教育学部沖縄島嶼教育コ
ース）

森山昭雄（愛知教育大学名誉教授・自然地理学）

山崎圭一（横浜国立大学教授・途上国経済）

両角英郎（羽衣国際大学名誉教授）

山下英昌（美作大学教授）

諸橋泰樹（フェリス女学院大学教授・ジェンダー論）

山田耕作（京都大学名誉教授・物理学）

門奈直樹（立教大学名誉教授）

山田廣成（立命館大学 特別任用教授・理工学部）
山田 博文（群馬大学教授・経済学）

や行

山谷洋二（広島大学名誉教授・畜産学）
八尾 信光（鹿児島国際大学教授・経済学）
山中 章（三重大学名誉教授・日本考古学）
屋嘉宗彦（法政大学）
山中敏裕（日本大学准教授・政治経済学）
八木孝夫（東京学芸大学教授／言語学・英語学）
山本公徳（岐阜大学准教授・行政学）
柳下 登（東京農工大学名誉教授・農業生物学）
山本恒人（大阪経済大学特任教授・中国経済論）
矢坂雅充（東京大学准教授・農業経済学）
山本晃正（鹿児島国際大学・経済法）
安岡正義（大分大学教授・ドイツ文化）
山本雅博（甲南大学・機能分子化学科教授）
安川寿之輔（名古屋大学名誉教授・社会思想史）
湯山哲守（元京都大学講師・プラズマ物理学）
安原伸一朗（日本大学准教授・フランス文学）
横田綏子（島根大学名誉教授・国際金融論）
安村直己（青山学院大学教授・歴史学）
横田茂永（恵泉女学園大学・非常勤講師）
柳澤 悠（東京大学名誉教授／アジア経済・インド経
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横山英信（岩手大学教授・農業経済論）

論）

横山敏郎（東京都健康安全研究センター／工業化学・
医療機器検査）

和田秀徳（元東大教授）
渡辺克司（鹿児島国際大学准教授／農業経済学）

吉崎祥司（北海道教育大学名誉教授・社会哲学）
渡辺憲正（関東学院大学教授・社会思想史）
芳澤拓也（沖縄県立芸術大学・美術工芸学部）
渡邉京司（名古屋大学元教員・工学研究科）
吉田敬一（駒澤大学教授／中小企業論・地域経済論）
渡邊澄子（大東文化大学名誉教授・日本文学＜近代＞）
吉田省三（長崎大学教授／経済法・独占禁止法）
渡邊 太（大阪国際大学講師・社会学）
吉田 健（福岡工業大学元教授・物理学）
渡部昭義（元東北大学農学研究科教員 物理化学）
吉田傑俊（法政大学名誉教授）
吉田 央（東京農工大学農学研究院准教授）

渡部宗助（ 国立教育政策研究所名誉所員／教育学・教
育史）

吉田三千雄（桜美林大学教授・日本経済論）

渡辺武達（同志社大学教授・メディア学）

吉原 功（明治学院大学名誉教授・社会学）

渡邉 正（愛知大学・社会学）

吉村真子（法政大学教授／国際経済・地域研究）

渡邉信久（名古屋大学教授・シンクロトロン光研究セ
ンター）

米川正子（立教大学特任准教授・国際関係学）
渡部岳陽（秋田県立大学助教・農業経済学）
米田佐代子（元山梨県立女子短大教授・近現代日本女
性史）

渡邉英俊（島根大学准教授／国際経済論・経済史）

米田俊彦（お茶の水女子大学大学院教員・教育学）

渡辺靖仁（山梨大学教授・農業経済学）

米田 貢（中央大学教授・金融論）

渡邉保博（佛教大学教授・社会福祉学）

米田頼司（和歌山大学教授・社会学）

渡邉良弘（新潟医療福祉大学准教授／精神医学・精神
保健学）

萬井隆令（龍谷大学名誉教授・労働法）

ら行
賴 俊輔（明治学院大学専任講師）

わ行
涌井秀行（明治学院大学教授・世界経済論）
和田 悠（立教大学准教授／社会教育史・社会科教育
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