
日本国際政治学会・歴代理事・監事・評議員一覧

1956-1959年期

芦田　均 鹿島　守之助 信夫　淳平 田岡　良一 高垣　寅次郎 山川　端夫 山田　三良

石田　栄雄 江口　朴郎 神川　彦松 貝島　兼三郎 信夫　清三郎 田中　直吉 田村　幸策 福井　文雄 前芝　確三 山本　茂

秋保一郎 秋山　光材 雨宮　庸蔵 生島　広治郎 板垣与一 一又正雄 猪木　正道 入江　啓四郎 植田　捷雄 内田　繁隆

内山　正熊 海妻　玄彦 江尻　進 大塩　亀雄 大平　善梧 荻原　伯水 尾上　正雄 加藤　万寿男 川上敬逸 川原　次吉郎

木内　信胤 木村　四郎七 小汀　利得 小山　房二 近藤　晋一 坂内　富雄 坂野　正高 佐倉　潤吾 重光　蔵 下村　富士男

武内　辰治 立川　文彦 田畑　茂二郎 中川　富弥 長谷川　進一 長谷川　了 英　修道 日高　信六郎 藤井　新一 細野　軍治

堀江　薫雄 堀川　武夫 松本　馨 松本　重治 村瀬　興雄 百々　巳之介 安井　郁 矢部　貞治 芳川　俊憲 吉村　健蔵

1959-1961年期

芦田　均 鹿島　守之助 信夫　淳平 田岡　良一 高垣　寅次郎 恒藤　恭 山川　端夫 山田　三良 蝋山　政道

板垣与一 江口　朴郎 神川　彦松 貝島　兼三郎 信夫　清三郎 田中　直吉 田村　幸策 英　修道 福井　文雄 前芝　確三

山本　茂

秋保一郎 秋山　光材 雨宮　庸蔵 生島　広治郎 石田　栄雄 猪木　正道 入江　啓四郎 植田　捷雄 内田　藤雄 内山　正熊

海妻　玄彦 江尻　進 大塩　亀雄 大平　善梧 荻原　伯水 尾上　正雄 加藤　万寿男 川上敬逸 川原　次吉郎 近藤　晋一

坂内　富雄 坂野　正高 佐倉　潤吾 重光　蔵 下村　富士男 武内　辰治 立川　文彦 田畑　茂二郎 中川　富弥 長谷川　了

細野　軍治 堀川　武夫 堀田　正也 前田　義徳 松本　馨 松本　重治 安井　郁 矢部　貞治 芳川　俊憲 吉村　健蔵

内田繁隆

一又正雄 衛藤　瀋吉 大浦　敏弘 大山　梓 神川　信彦 神谷　不二 川崎　平一郎 川田　侃 木内　信胤 栗原　健

黒川　信三 小汀　利得 小林　幸男 小林　竜夫 佐藤　由須計 曽村　保信 谷川　榮彦 角田　順 長谷川　進一 畑田　重夫

日高　信六郎 藤井　新一 細谷　千博 堀江　薫雄 元川　房三

1964-1966年期

鹿島　守之助 田岡　良一 高垣　寅次郎 田村　幸策 細野　軍治 松本　重治 矢部　貞治 山田　三良 蝋山　政道

石田　栄雄 板垣与一 入江　啓四郎 植田　捷雄 江口　朴郎 大平　善梧 神川　彦松 貝島　兼三郎 武内　辰治 立川　文彦

田中　直吉 英　修道 前芝　確三 山本　茂 貝島　兼三郎 武内　辰治 立川　文彦 英　修道 前芝　確三 山本　茂

秋保一郎 秋永　肇 生島　広治郎 池田　栄 猪木　正道 内山　正熊 海妻　玄彦 衛藤　瀋吉 大浦　敏弘 大塩　亀雄

大山　梓 尾上　正雄 神川　信彦 神谷　不二 川上敬逸 川田　侃 川原　次吉郎 栗原　健 黒川　信三 小谷鶴次

小林　幸男 小林　竜夫 斉藤　栄三郎 斉藤　孝 坂野　正高 坂本　是忠 関　寛治 谷川　榮彦 田畑　茂二郎 中川　富弥

長谷川　了 春木　猛 細谷　千博 堀川　武夫 松本　馨 村瀬　興雄 元川　房三 安井　郁 芳川　俊憲 吉村　健蔵

一又正雄 内田繁隆 福井　文雄

1970-1972年期

石田　栄雄 板垣与一 一又正雄 入江　啓四郎 植田　捷雄 臼井　勝美 内山　正熊 衛藤　瀋吉 江口　朴郎 大平　善梧

大山　梓 尾上　正雄 貝島　兼三郎 神谷　不二 川上敬逸 川田　侃 川原　次吉郎 栗原　健 高坂　正尭 小谷　秀二郎

小林　幸男 斉藤　孝 坂本　是忠 信夫　清三郎 関　寛治 武内　辰治 田中　直吉 谷川　榮彦 田畑　茂二郎 英　修道

福田　茂夫 細谷　千博 堀川　武夫 松本　三郎 武者小路公秀 芳川　俊憲 吉村　健蔵

海妻　玄彦 金田　近二 山本　茂

1972-1974年期

池井　優 石川　忠雄 石田　栄雄 板垣与一 内山　正熊 衛藤　瀋吉 江口　朴郎 大畑　篤四郎 大平　善梧 大山　梓

岡部　達味 尾上　正雄 貝島　兼三郎 金田　近二 神川　信彦 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 栗原　健 小谷　秀二郎

小林　幸男 関　寛治 田中　直吉 谷川　榮彦 田畑　茂二郎 英　修道 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博

堀川　武夫 松本　三郎 宮里　政玄 武者小路公秀 柳沢　英二郎 芳川　俊憲 蝋山　道雄

海妻　玄彦 坂本　是忠
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1974-1976年期

板垣与一 臼井　勝美 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 江口　朴郎 大平　善梧 大山　梓 尾上　正雄

神川　信彦 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 栗原　健 高坂　正尭 小林　幸男 関　寛治 田中　直吉 谷川　榮彦

田畑　茂二郎 永井　陽之助 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 松本　三郎 宮里　政玄 武者小路公秀 柳沢　英二郎

芳川　俊憲 吉村　健蔵 蝋山　道雄

石田　栄雄 小谷　秀二郎 坂本　是忠

1976-1978年期

池井　優 石川　忠雄 板垣与一 臼井　勝美 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 江口　朴郎 大畑　篤四郎

大畠　英樹 大平　善梧 大山　梓 岡部　達味 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 栗原　健 高坂　正尭 小林　幸男

関　寛治 田中　直吉 谷川　榮彦 永井　陽之助 花井　等 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 松本　三郎

宮里　政玄 武者小路公秀 山極　晃 蝋山　道雄

監事 坂本　是忠 高橋　通敏 吉村　健蔵

1978-1980年期

池井　優 石川　忠雄 板垣与一 臼井　勝美 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 江口　朴郎 大畑　篤四郎

大畠　英樹 大山　梓 岡部　達味 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 栗原　健 高坂　正尭 小林　幸男 関　寛治

谷川　榮彦 永井　陽之助 中原　喜一郎 馬場　伸也 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 前田　慶穂 松本　三郎

宮里　政玄 武者小路公秀 山極　晃 山本　満 蝋山　道雄

坂本　是忠 高橋　通敏 吉村　健蔵

1980-1982年期

有賀　貞 池井　優 石川　忠雄 臼井　勝美 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 大畑　篤四郎 大畠　英樹

緒方　貞子 岡部　達味 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 小林　幸男 佐藤　栄一 関　寛治 谷川　榮彦

永井　陽之助 中嶋　嶺雄 馬場　伸也 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 松本　三郎 宮里　政玄 武者小路公秀

百瀬　宏 山極　晃 山本　満 蝋山　道雄 渡辺　昭夫

坂本　是忠 高橋　通敏 吉村　健蔵

1982-1984年期

有賀　貞 池井　優 石川　忠雄 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 大畑　篤四郎 大畠　英樹 緒方　貞子

岡部　達味 神谷　不二 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 小林　幸男 佐藤　栄一 関　寛治 高柳　先男 谷川　榮彦

永井　陽之助 中嶋　嶺雄 中原　喜一郎 馬場　伸也 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 松本　三郎 宮里　政玄

武者小路公秀 百瀬　宏 山極　晃 山本　満 蝋山　道雄

坂本　是忠 高橋　通敏 吉村　健蔵

1984-1986年期

有賀　貞 池井　優 石川　忠雄 内山　正熊 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 大畑　篤四郎 大畠　英樹 緒方　貞子

岡部　達味 神谷　不二 鴨　武彦 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 小林　幸男 佐藤　栄一 関　寛治 高柳　先男

谷川　榮彦 永井　陽之助 中嶋　嶺雄 中原　喜一郎 馬場　伸也 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 松本　三郎

武者小路公秀 百瀬　宏 山本　満 蝋山　道雄 渡辺　昭夫

坂本　是忠 高橋　通敏 吉村　健蔵

1986-1988年期

有賀　貞 五百旗頭　真 池井　優 石川　忠雄 宇野　重昭 浦野　起央 衛藤　瀋吉 大畑　篤四郎 大畠　英樹 緒方　貞子

岡部　達味 神谷　不二 鴨　武彦 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 佐藤　栄一 関　寛治 高柳　先男 谷川　榮彦

永井　陽之助 中嶋　嶺雄 馬場　伸也 平井　友義 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 本間　長世 松本　三郎 武者小路公秀

百瀬　宏 矢野　暢 山本　満 蝋山　道雄 渡辺　昭夫

内山　正熊 須之部　量三 吉村　健蔵
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1988-1990年期

有賀　貞 五百旗頭　真 池井　優 猪口　孝 宇野　重昭 浦野　起央 大畑　篤四郎 大畠　英樹 緒方　貞子 岡部　達味

神谷　不二 鴨　武彦 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 佐藤　栄一 進藤　栄一 関　寛治 高柳　先男 谷川　榮彦

永井　陽之助 中嶋　嶺雄 初瀬　龍平 馬場　伸也 平井　友義 平野　健一郎 福田　茂夫 藤井　昇三 細谷　千博 本間　長世

松本　三郎 武者小路公秀 百瀬　宏 蝋山　道雄 渡辺　昭夫

栗野　鳳 小林　幸男 山本　満

1990-1992年期

有賀　貞 五百旗頭　真 五十嵐　武士 池井　優 猪口　孝 宇野　重昭 浦野　起央 大畑　篤四郎 大畠　英樹 緒方　貞子

岡部　達味 神谷　不二 鴨　武彦 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 佐藤　栄一 下斗米　伸夫 進藤　栄一 関　寛治

高柳　先男 谷川　榮彦 永井　陽之助 中嶋　嶺雄 初瀬　龍平 平井　友義 平野　健一郎 藤井　昇三 本間　長世 松本　三郎

武者小路公秀 毛里　和子 百瀬　宏 山本　吉宣 渡辺　昭夫

小林　幸男 山本　満 蝋山　道雄

1992-1994年期

有賀　貞 五百旗頭　真 五十嵐　武士 池井　優 猪口　孝 宇野　重昭 浦野　起央 大畑　篤四郎 大畠　英樹 岡部　達味

小田　英郎 神谷　不二 鴨　武彦 川田　侃 木戸蓊 高坂　正尭 佐藤　栄一 佐藤　英夫 進藤　栄一 高橋　進

高柳　先男 田中　俊郎 永井　陽之助 中嶋　嶺雄 初瀬　龍平 平井　友義 平野　健一郎 本間　長世 松本　三郎 宮里　政玄

武者小路公秀 毛里　和子 百瀬　宏 山本　吉宣 渡辺　昭夫

藤井　昇三 山本　満 蝋山　道雄

1994-1996年期

有賀　貞 五百旗頭　真 五十嵐　武士 池井　優 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 臼井　久和 宇野　重昭

大畑　篤四郎 大畠　英樹 岡部　達味 神谷　不二 鴨　武彦 木戸蓊 木村　汎 高坂　正尭 佐藤　栄一 佐藤　英夫

下斗米　伸夫 鈴木　佑司 関　寛治 高橋　進 高柳　先男 中嶋　嶺雄 初瀬　龍平 平野　健一郎 松本　三郎 武者小路公秀

毛里　和子 百瀬　宏 山本　武彦 山本　吉宣 渡辺　昭夫

浦野　起央 藤井　昇三 蝋山　道雄

1996-1998年期

有賀　貞 五百旗頭　真 五十嵐　武士 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 入江　昭 宇野　重昭 大芝　亮

大畑　篤四郎 大畠　英樹 岡部　達味 小此木　政夫 北岡　伸一 木戸蓊 黒柳　米司 国分　良成 佐藤　英夫 下斗米　伸夫

鈴木　佑司 関　寛治 高橋　進 田中　俊郎 波多野　澄雄( 初瀬　龍平 平野　健一郎 松下　洋 武者小路公秀 毛里　和子

百瀬　宏 山影　進 山本　武彦 山本　吉宣 油井　大三郎 渡辺　昭夫

藤井　昇三 本間　長世 蝋山　道雄

1998-2000年期

天児　慧 有賀　貞 五百旗頭　真 五十嵐　武士 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 入江　昭 宇野　重昭

大芝　亮 小此木　政夫 北岡　伸一 木畑　洋一 黒柳　米司 国分　良成 佐藤　英夫 下斗米　伸夫 鈴木　佑司 高橋　進

高柳　先男 田中　明彦 田中　俊郎 波多野　澄雄 初瀬　龍平 平野　健一郎 藤原　帰一 松下　洋 武者小路公秀 毛里　和子

百瀬　宏 山影　進 山本　武彦 山本　吉宣 渡辺　昭夫

大畑　篤四郎 木戸蓊 中嶋　嶺雄

2000-2002年期

天児　慧 五百旗頭　真 五十嵐　武士 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 入江　昭 大芝　亮 小此木　政夫

我部　政明 菅　英輝 北岡　伸一 木畑　洋一 国分　良成 佐々木　雄太 佐藤　英夫 下斗米　伸夫 鈴木　佑司 添谷　芳秀

高橋　進 田中　明彦 田中　孝彦 田中　俊郎 波多野　澄雄 初瀬　龍平 羽場　久浘子 平野　健一郎 藤原　帰一 毛里　和子

百瀬　宏 山本　吉宣 油井　大三郎 李　鍾元 渡辺　昭夫

池井　優 大畠　英樹 小田　英郎
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理事

監事

理事

監事

理事

監事

理事

監事

理事



2002-2004年期

天児　慧 五百旗頭　真 五十嵐　武士 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 入江　昭 大芝　亮 小此木　政夫

我部　政明 菅　英輝 北岡　伸一 吉川　元 木畑　洋一 国分　良成 古城　佳子 佐々木　雄太 下斗米　伸夫 添谷　芳秀

高橋　進 田中　明彦 田中　孝彦 田中　俊郎 納家　政嗣 波多野　澄雄 初瀬　龍平 羽場　久浘子 藤原　帰一 毛里　和子

山影　進 山本　武彦 山本　吉宣 油井　大三郎 李　鍾元

池井　優 大畠　英樹 中嶋　嶺雄

2004-2006年期

評議員 天児　慧 五百旗頭　真 五十嵐　武士 石井　修　 伊東　孝之 猪口　邦子 猪口　孝 植田　隆子 小此木　政夫 菅　英輝

北岡　伸一 木畑　洋一 久保　文明 酒井　啓子 竹田　いさみ 土山　實男 田中　俊郎 納家　政嗣 波多野　澄雄 田中　明彦

山内　昌之 山影　進 山本　武彦 油井　大三郎

監事 池井　優 初瀬　龍平 田中　俊郎

理事 大芝　亮 我部　政明 吉川　元 国分　良成 古城　佳子 下斗米　伸夫 添谷　芳秀 田中　明彦 田中　孝彦 中西　寛

羽場　久浘子 藤原　帰一 山本　吉宣 李　鍾元 渡邊　啓貴

2006-2008年期

評議員 天児　慧 五百旗頭　真 猪口　孝 植田　隆子 大津留（北川）智恵子 我部　政明 北岡　伸一 吉川　元 木畑　洋一

木畑　洋一 久保　文明 坂元　一哉 酒井　哲哉 添谷　芳秀 納家　政嗣 西崎　文子 波多野　澄雄 羽場　久浘子 細谷　雄一

山影　進 渡邊　啓貴

監事 菅　英輝 下斗米　伸夫 田中　俊郎

理事 石田　淳 遠藤　貢 大芝　亮 国分　良成 古城　佳子 酒井　啓子 佐々木　卓也 高原　明生 竹中　千春 田中　明彦

田中　孝彦 中西　寛 藤原　帰一 山本　吉宣 李　鍾元

2008-2010年期

評議員 天児　慧 五百旗頭　真 井上　寿一 猪口　孝 遠藤　誠治 遠藤　貢 太田　宏 大芝　亮 大津留（北川）智恵子

我部　政明 吉川　元 木畑　洋一 久保　文明 国分　良成 下斗米　伸夫 首藤　もと子 田村　慶子 羽場　久浘子 山影　進

李　鍾元 渡邊　啓貴

監事 小此木　政夫 山本　吉宣

理事 飯田　敬輔 石田　淳 岩下　明裕 大島　美穂 大矢根　聡 川島　真 栗栖　薫子 古城　佳子 酒井　啓子 佐々木　卓也

添谷　芳秀 高原　明生 竹中　千春 田中　明彦 中西　寛 藤原　帰一

2010-2012年期

評議員 赤木　完爾 天児　慧 五百旗頭　真 猪口　孝 遠藤　誠治 大芝　亮 我部　政明 北岡　伸一 吉川　元 久保　文明

国分　良成 坂元　一哉 下斗米　伸夫 高原　明生 田中　明彦 田村　慶子 羽場　久浘子 細谷　雄一 李　鍾元 渡邊　啓貴

監事 小此木　政夫 山本　吉宣

理事 飯田　敬輔 石田　淳 岩下　明裕 遠藤　貢 大島　美穂 大津留（北川）智恵子 大矢根　聡 栗栖　薫子 古城　佳子

酒井　啓子 佐々木　卓也 添谷　芳秀 竹中　千春 田所　昌幸 中西　寛 藤原　帰一

2012-2014年期

赤木　完爾 五百旗頭　真 猪口　孝 遠藤　誠治 大芝　亮 木畑　洋一 久保　文明 国分　良成 古城　佳子 坂元　一哉

下斗米　伸夫 添谷　芳秀 高原　明生 竹中　千春 田所　昌幸 田中　明彦 藤原　帰一

石田　淳 遠藤　乾 遠藤　貢 大島　美穂 大津留（北川）智恵子 *1 大矢根　聡 我部　政明 川島　真 栗栖　薫子

酒井　啓子 佐々木　卓也 田村　慶子 *2 中西　寛 細谷　雄一

飯田　敬輔 渡邊　啓貴

*1 2013年6月まで *2 2013年6月から

理事

監事

理事会

評議員会

評議員会

理事会

評議員会

理事会

評議員会

理事会

評議員会

理事会

監事



2014-2016年期

赤木　完爾 五百旗頭　真 猪口　孝 遠藤　誠治 大芝　亮 木畑　洋一 久保　文明 国分　良成 古城　佳子 坂元　一哉

下斗米　伸夫 添谷　芳秀 高原　明生 竹中　千春 田所　昌幸 田中　明彦 藤原　帰一

太田　宏 庄司　潤一郎

中西　寛 石田　淳 大矢根　聡 飯田　敬輔 遠藤　乾 遠藤　貢 大島　美穂 川島　真 佐々木　卓也 篠原　初枝

田村　慶子 都丸　潤子 細谷　雄一 山田　敦

2016-2018年期

赤木　完爾 大芝　亮 吉川　元 久保　文明 国分　良成 古城　佳子 酒井　啓子 添谷　芳秀 田所　昌幸 田中　明彦

中西　寛 李　鍾元

太田　宏 首藤　もと子

石田　淳 佐々木　卓也 遠藤　貢 飯田　敬輔 石川　卓 遠藤　誠治 大島　美穂 大矢根　聡 都丸　潤子 森井　裕一

山田　敦 山田　哲也

2018-2020年期

赤木　完爾 大芝　亮 吉川　元 久保　文明 国分　良成 古城　佳子 酒井　啓子 添谷　芳秀 田所　昌幸 田中　明彦

中西　寛 李　鍾元

遠藤　誠治 大島　美穂

佐々木　卓也 大矢根　聡 石川　卓 飯田　敬輔 磯崎　典世 遠藤　貢 楠　綾子 都留　康子 潘　亮 宮城　大蔵

森井　裕一 山田　敦 山田　哲也

2020-2022年期

赤木　完爾 石田　淳 遠藤　誠治 大芝　亮 太田　宏 吉川　元 国分　良成 古城　佳子 酒井　啓子 佐々木　卓也

田所　昌幸 中西　寛

篠原　初枝 山田　敦

大矢根　聡 飯田　敬輔 武田　知己 青山　瑠妙 磯崎　典世 遠藤　貢 楠　綾子 葛谷　彩 倉科　一希 鈴木　基史

都留　康子 潘　亮 宮城　大蔵 和田　洋典

2022-2024年期

赤木　完爾 石田　淳 遠藤　誠治 大芝　亮 太田　宏 吉川　元 国分　良成 古城　佳子 酒井　啓子 佐々木　卓也

田所　昌幸 中西　寛

磯崎　典世 山田　敦

飯田　敬輔 遠藤　貢 池内　恵 井上　正也 大島　美穂 楠　綾子 倉科　一希 鈴木　基史 都留　康子 宮城　大蔵

和田　洋典

評議員会

監事

理事会

監事

評議員会

理事会

評議員会

監事

理事会

評議員会

監事

理事会

評議員会

監事

理事会
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