
日本国際政治学会・分科会・歴代幹事等一覧（2000年以降）

ブロック 分科会 2001年2月 2001年5月 2001年5月 2003年4月 2004年2月 2004年10月 2005年11月 2006年10月

A A A A C C B B

高松基之 高松基之 高松基之 高松基之 飯田敬輔 飯田敬輔 平岩俊司 平岩俊司

Ａ 研究ブロックA幹事 高松基之 高松基之 高松基之 高松基之 植田隆子 植田隆子 川島真 川島真

日本外交史 波多野澄雄 波多野澄雄 波多野澄雄 黒沢文貴 黒沢文貴 黒澤文貴 黒澤文貴 佐藤元英

東アジア国際政治史 滝口太郎 滝口太郎 滝口太郎 滝口太郎 川島真 川島真 川島真 川島真

欧州国際政治史・欧州研究 亀井紘、植田隆子(*2) 植田隆子 植田隆子 植田隆子 植田隆子 植田隆子 植田隆子 森井裕一 森井裕一

アメリカ政治外交 高松基之 高松基之 高松基之 高松基之 滝田賢治 滝田賢治 滝田賢治 滝田賢治

Ｂ 研究ブロックB幹事 岩田賢司 岩田賢司 岩田賢司 岩田賢司 青木一能 青木一能 平岩俊司 平岩俊司

ロシア東欧 岩田賢司 岩田賢司 岩田賢司 岩田賢司 永綱憲悟 永綱憲悟 宮崎英隆 宮崎英隆

東アジア 添谷芳秀 添谷芳秀 添谷芳秀 平岩俊司 平岩俊司 平岩俊司 平岩俊司 平岩俊司

東南アジア 田村慶子 田村慶子 田村慶子 田村慶子 田村慶子 田村慶子 須藤季夫 須藤季夫

中東 酒井啓子 酒井啓子 酒井啓子 酒井啓子 酒井啓子 松永泰行 酒井啓子 北澤義之

ラテンアメリカ 二村久則 乗浩子 乗浩子 乗浩子 恒川恵市 恒川恵市 恒川恵市 出岡直也

アフリカ 小田英郎 小田英郎 小田英郎 青木一能 青木一能 青木一能 片岡貞治 片岡貞治

Ｃ 研究ブロックC幹事 田中明彦 土山實男　 土山實男　 土山實男　 飯田敬輔 飯田敬輔 大矢根聡 大矢根聡

理論と方法 田中明彦 石田淳 石田淳 石田淳 飯田敬輔 飯田敬輔 飯田敬輔 飯田敬輔

国際統合 福田耕治 福田耕治 福田耕治 小久保康之 小久保康之 小久保康之 小久保康之 児玉昌己

安全保障 土山實男　 土山實男　 土山實男　 土山實男　 土山實男　 梅本哲也 梅本哲也 梅本哲也

国際政治経済 山田高敬 山田高敬 山田高敬 山田高敬 山田高敬 大矢根聡 大矢根聡 大矢根聡

政策決定 長尾悟 長尾悟 長尾悟 長尾悟 我部政明 飯倉章 飯倉章 飯倉章

Ｄ 研究ブロックD幹事 加藤普章 加藤普章 加藤普章 庄司真理子 庄司真理子 佐藤幸男 佐藤幸男 佐藤幸男

国際交流 阿部汎克 阿部汎克 阿部汎克 川村陶子 川村陶子 川村陶子 川村陶子 牧田東一

トランスナショナル 加藤普章 加藤普章 加藤普章 関根政美 関根政美 関根政美 関根政美 鎌田真弓

国連研究 内田孟男 内田孟男 内田孟男 庄司真理子 庄司真理子 則武輝幸 則武輝幸 則武輝幸

平和研究 酒井由美子 多賀秀敏 多賀秀敏 多賀秀敏 佐藤幸男 佐藤幸男 佐藤幸男 佐藤幸男

ジェンダー 竹中千春

環境 太田宏

(*1)　確認中　　　(*2)　2000年5月から植田会員

添谷芳秀

田中恭子

田中明彦

二村久則

辰巳浅嗣

2000年3月

分科会代表幹事

田中明彦

小杉泰

岩田賢司

小田英郎

A

(*1)

(*1)

(*1)

滝口太郎

高松基之

岩田賢司

志鳥學修

赤根谷達雄

長尾悟

平野健一郎

平野健一郎

梶田孝道

内田孟男

酒井由美子
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ブロック 分科会 2007年10月 2008年10月 2009月11月 2010年10月 2010年10月 2012年10月 2013年10月 2014年11月 2015年11月 2016年10月

D D A A A C B B D D

太田宏 太田宏 庄司潤一郎 庄司潤一郎 庄司潤一郎 上村直樹 湯浅剛 湯浅剛 望月康恵 佐藤史郎

Ａ 研究ブロックA幹事 森井裕一 森井裕一 庄司潤一郎 庄司潤一郎 庄司潤一郎 青野利彦 阿南友亮 岩谷將 広瀬佳一 広瀬佳一

日本外交史 佐藤元英 佐藤元英 庄司潤一郎 庄司潤一郎 庄司潤一郎 庄司潤一郎 加藤聖文 加藤聖文 熊本史雄 熊本史雄

東アジア国際政治史 家近亮子 家近亮子 家近亮子 家近亮子 家近亮子 川島真 阿南友亮 岩谷將 岩谷將 阿南友亮

欧州国際政治史・欧州研究 森井裕一 森井裕一 鈴木一人 鈴木一人 鈴木一人 細谷雄一 芝崎祐典 芝崎祐典 広瀬佳一 広瀬佳一

アメリカ政治外交 菅英輝 菅英輝 菅英輝 青野利彦 青野利彦 青野利彦 中嶋啓雄 中嶋啓雄 倉科一希 倉科一希

Ｂ 研究ブロックB幹事 北澤義之 松永泰行 高橋正樹 高橋正樹 高橋正樹 松本八重子 湯浅剛 湯浅剛 加茂省三 加茂省三

ロシア東欧 宮崎英隆 宮崎英隆 中野潤三 中野潤三 中野潤三 中野潤三 湯浅剛 湯浅剛 小森宏美 小森宏美

東アジア 星野昌裕 星野昌裕 星野昌裕 星野昌裕 星野昌裕 松田康博 西野純也 西野純也 加茂具樹 飯田将史

東南アジア 高橋正樹 高橋正樹 高橋正樹 高橋正樹 高橋正樹 永井史男 山田満 山田満 板谷大世 板谷大世

中東 北澤義之 松永泰行 松永泰行 横田貴之 横田貴之 末近浩太 末近浩太 辻上奈美江 辻上奈美江 吉川卓郎

ラテンアメリカ 出岡直也 内田みどり内田みどり 杉山知子 杉山知子 松本八重子 松本八重子 岡部恭宜 岡部恭宜 ロメロ・イサミ

アフリカ 片岡貞治 片岡貞治 遠藤貢 遠藤貢 遠藤貢 遠藤貢 牧野久美子 牧野久美子 加茂省三 加茂省三

Ｃ 研究ブロックC幹事 児玉昌己 児玉昌己 児玉昌己 石川卓 石川卓 上村直樹 信田智人 石黒馨 鈴木一敏 岡本次郎

理論と方法 鈴木基史 鈴木基史 鈴木基史 鈴木基史 鈴木基史 浜中新吾 石黒馨 石黒馨 鈴木一敏 鈴木一敏

国際統合 児玉昌己 児玉昌己 児玉昌己 吉武信彦 吉武信彦 山本直 山本直 中村英俊 中村英俊 臼井陽一郎

安全保障 梅本哲也 石川卓 石川卓 石川卓 石川卓 福田毅 福田毅 鶴岡路人 鶴岡路人 千々和泰明

国際政治経済 大矢根聡 山田敦 山田敦 山田敦 山田敦 毛利勝彦 毛利勝彦 和田洋典 和田洋典 岡本次郎

政策決定 我部政明 我部政明 我部政明 我部政明 我部政明 上村直樹 信田智人 信田智人 吉崎知典 吉崎知典

Ｄ 研究ブロックD幹事 太田宏 太田宏 牧田東一 磯崎典世 磯崎典世 石井由香 石井由香 望月康恵 望月康恵 佐藤史郎

国際交流 牧田東一 牧田東一 牧田東一 都丸潤子 都丸潤子 都丸潤子 岸清香 岸清香 飯森明子 飯森明子

トランスナショナル 鎌田真弓 鎌田真弓 鎌田真弓 飯笹佐代子 飯笹佐代子 石井由香 石井由香 明石純一 明石純一 岡部みどり

国連研究 則武輝幸 星野俊也 星野俊也 星野俊也 星野俊也 山田哲也 山田哲也 望月康恵 望月康恵 本多美樹

平和研究 野崎孝弘 野崎孝弘 野崎孝弘 野崎孝弘 野崎孝弘 前田幸男 南山淳 南山淳 佐藤史郎 佐藤史郎

ジェンダー 竹中千春 竹中千春 磯崎典世 磯崎典世 磯崎典世 田村慶子 戸田真紀子 戸田真紀子 森田豊子 森田豊子

環境 太田宏 太田宏 阪口功 阪口功 阪口功 阪口功 石井敦 石井敦 毛利勝彦 毛利勝彦

若手研究・院生研究会コーカス 三牧聖子 安高啓朗 安高啓朗 安高啓朗 鈴木啓之 鈴木啓之 赤川尚平 赤川尚平

分科会代表幹事
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ブロック 分科会 2017年11月 2018年11月 2019年10月 2020年10月 2021年11月 2022年10月

A C B D A C

片山慶隆 武田健 松尾昌樹 齋川貴嗣 五十嵐隆幸 齊藤孝祐

Ａ 研究ブロックA幹事 片山慶隆 片山慶隆 森聡 森聡 五十嵐隆幸 福田円

日本外交史 片山慶隆 片山慶隆 高橋和宏 高橋和宏 中島琢磨 中島琢磨

東アジア国際政治史 阿南友亮 家永真幸 家永真幸 五十嵐隆幸 五十嵐隆幸 福田円

欧州国際政治史・欧州研究 齋藤嘉臣 齋藤嘉臣 池田亮 池田亮 小川浩之 小川浩之

アメリカ政治外交 小野沢透 小野沢透 森聡 森聡 水本義彦 水本義彦

Ｂ 研究ブロックB幹事 飯田将史 加茂具樹 松尾昌樹 溝渕正樹 青木まき 青木まき

ロシア東欧 溝口修平 溝口修平 福田宏 福田宏 長谷川雄之 長谷川雄之

東アジア 飯田将史 加茂具樹 加茂具樹 荒川雪 荒川雪 土屋貴裕

東南アジア 五十嵐誠一 五十嵐誠一 増原綾子 増原綾子 青木まき 青木まき

中東 吉川卓郎 松尾昌樹 松尾昌樹 溝渕正季 溝渕正季 千葉悠志

ラテンアメリカ ロメロ・イサミ 舛方周一郎 舛方周一郎 山岡加奈子 山岡加奈子 浦部浩之

アフリカ 杉木明子 杉木明子 佐藤章 佐藤章 矢澤達宏 矢澤達宏

Ｃ 研究ブロックC幹事 岡本次郎 武田健 武田健 佐竹知彦 佐竹知彦 齊藤孝祐

理論と方法 多湖淳 多湖淳 岩波由香里 岩波由香里 松村尚子 松村尚子

国際統合 臼井陽一郎 武田健 武田健 小林正英 小林正英 東野篤子

安全保障 千々和泰明 小谷哲男 小谷哲男 佐竹知彦 佐竹知彦 栗田真広

国際政治経済 岡本次郎 小川裕子 小川裕子 西谷真規子 西谷真規子 三浦聡

政策決定 本多倫彬 本多倫彬 川名晋史 川名晋史 齊藤孝祐 齊藤孝祐

Ｄ 研究ブロックD幹事 上野友也 沖村理史 渡邉智明 齋川貴嗣 加藤恵美 古沢希代子

国際交流 馬場孝 馬場孝 齋川貴嗣 齋川貴嗣 加藤恵美 加藤恵美

トランスナショナル 岡部みどり 錦田愛子 錦田愛子 西脇靖洋 西脇靖洋 細田晴子

国連研究 本多美樹 滝澤美佐子 滝澤美佐子 坂根徹 坂根徹 藤重博美

平和研究 上野友也 上野友也 清水奈名子 清水奈名子 二村まどか 二村まどか

ジェンダー 和田賢治 和田賢治 中村文子 中村文子 古沢希代子 古沢希代子

環境 沖村理史 沖村理史 渡邉智明 渡邉智明 高橋若菜 高橋若菜

院生・若手研究(*3) 石井雅浩 石井雅浩 湯浅拓也 湯浅拓也 細川真由 細川真由

(*3) 2021年3月までは、「若手研究・院生研究会コーカス」。2021年4月より「院生・若手研究分科会」。
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