
新役員一覧（2021 年 7 月～）

会　　長
　岡 室　博 之　　一橋大学教授
副 会 長
　江 島　由 裕　　大阪経済大学教授
　粕　谷　　誠　　東京大学教授
　田 中　一 弘　　一橋大学教授
　廣　田　　誠　　大阪大学教授
理　　事
　石 田　修 一　　東北大学教授
　伊 藤　博 之　　大阪経済大学教授
　稲 垣　京 輔　　法政大学教授
　太　田　　肇　　同志社大学教授
　岡 部　桂 史　　立教大学教授
　落 合　康 裕　　静岡県立大学教授
　鹿 住　倫 世　　専修大学教授
　上 林　憲 雄　　神戸大学教授
　黒 澤　隆 文　　京都大学教授
　島　本　　実　　一橋大学教授
　高 橋　徳 行　　武蔵大学教授
　田 中　幹 大　　立命館大学教授
　中 村　尚 史　　東京大学教授
　西 村　成 弘　　関西大学教授
　橋 野　知 子　　神戸大学教授
　長 谷 川　信　　青山学院大学名誉教授
　原　　拓　志　　関西大学教授
　鴋　澤　　歩　　大阪大学教授
　福　嶋　　路　　東北大学教授
　藤 岡　里 圭　　関西大学教授
　本 庄　裕 司　　中央大学教授
　宮　城　　勉　　大阪商工会議所専務理事
　山田 仁一郎　　京都大学教授
　吉 村　典 久　　大阪市立大学教授
　若 林　直 樹　　京都大学教授
監　　事
　阿 部　武 司　　国士舘大学教授
　岡 崎　哲 二　　東京大学教授

顧　　問
　赤　岡　　功　　星城大学学長
　伊 丹　敬 之　　国際大学学長
　猪 木　武 徳　　大阪大学名誉教授
　宇 田 川　勝　　法政大学名誉教授
　小　川　　功　　滋賀大学名誉教授
　加護野 忠男　　神戸大学特命教授
　
金 井　一 賴

　　�青森大学学長，大阪市立大
学教授

　橘 川　武 郎　　国際大学副学長，教授
　沢　井　　実　　南山大学教授
　宮 本　又 郎　　大阪大学名誉教授
　森 川　英 正　　経営史学会顧問
　山 田　幸 三　　大妻女子大学教授
　吉 原　英 樹　　神戸大学名誉教授
総務委員
　芦　塚　　格　　近畿大学教授
　足 代　訓 史　　拓殖大学准教授
　伊 藤　博 之　　大阪経済大学教授
　井上 真由美　　高崎経済大学准教授
　江 島　由 裕　　大阪経済大学教授
　柴 田　淳 郎　　滋賀大学准教授
　新 藤　晴 臣　　大阪市立大学教授
　曽 根　秀 一　　静岡文化芸術大学准教授
　松原 日出人　　中京大学准教授
　横 山　恵 子　　関西大学教授
企画委員
　鍛 冶　博 之　　徳島文理大学准教授
　木　山　　実　　関西学院大学教授
　鈴 木　正 明　　日本大学教授
　高 橋　陽 二　　県立広島大学准教授
　谷 内　正 往　　大阪商業大学教授
　平　野　　創　　成城大学教授
　廣　田　　誠　　大阪大学教授
　松 永　桂 子　　大阪市立大学准教授
　水野 由香里　　立命館大学教授
　山田 仁一郎　　京都大学教授

（五十音順，敬称略）
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編集委員
　伊 藤　博 之　　大阪経済大学教授　
　稲 垣　京 輔　　法政大学教授
　上 野　恭 裕　　関西大学教授
　梅　崎　　修　　法政大学教授
　大 島　久 幸　　高千穂大学教授
　鹿 住　倫 世　　専修大学教授
　金　　容　度　　法政大学教授
　小阪 玄次郎　　上智大学教授
　兒玉 公一郎　　日本大学教授
　島　本　　実　　一橋大学教授
　清　水　　剛　　東京大学教授
　新 藤　晴 臣　　大阪市立大学教授
　杉 山　里 枝　　國學院大学教授
　田 中　一 弘　　一橋大学教授
　中 島　裕 喜　　南山大学教授
　中 瀬　哲 史　　大阪市立大学教授
　平 野　恭 平　　神戸大学准教授
　藤 岡　里 圭　　関西大学教授
　本 庄　裕 司　　中央大学教授
　真 鍋　誠 司　　横浜国立大学教授
幹　　事
　芦　塚　　格　　近畿大学教授
　足 代　訓 史　　拓殖大学准教授
　井上 真由美　　高崎経済大学准教授
　大 島　朋 剛　　神奈川大学准教授
　鍛 冶　博 之　　徳島文理大学准教授
　加 藤　雅 俊　　関西学院大学教授
　北　居　　明　　甲南大学教授
　木 村　昌 人　　関西大学客員教授
　木　山　　実　　関西学院大学教授
　兒玉 公一郎　　日本大学教授
　四 宮　正 親　　関東学院大学教授
　柴 田　淳 郎　　滋賀大学准教授
　島 田　昌 和　　文京学院大学教授
　沈　　政　郁　　京都産業大学教授
　新 藤　晴 臣　　大阪市立大学教授
　鈴 木　正 明　　日本大学教授
　曽 根　秀 一　　静岡文化芸術大学准教授
　高 橋　陽 二　　県立広島大学准教授
　田 中　智 晃　　東京経済大学准教授
　谷 内　正 往　　大阪商業大学教授

　�ドンゼ，ピエール＝イヴ
　　　　　　　　　大阪大学教授
　長 廣　利 崇　　和歌山大学教授
　西尾 久美子　　近畿大学教授
　平　野　　創　　成城大学教授
　松 永　桂 子　　大阪市立大学准教授
　松原 日出人　　中京大学准教授
　真 鍋　誠 司　　横浜国立大学教授
　水野 由香里　　立命館大学教授
　宮　尾　　学　　神戸大学准教授
　森　　直　子　　�一般財団法人機械振興協会

経済研究所研究副主幹
　山 田　雄 久　　近畿大学教授
　山　本　　聡　　東洋大学教授
　結 城　武 延　　東北大学准教授
　横 山　恵 子　　関西大学教授
　渡 邊　祐 介　　�株式会社 PHP 研究所 PHP

理念経営研究センター代表
学会賞審査委員（2018～21 年）
　阿 部　武 司　　国士舘大学教授
　岡 崎　哲 二　　東京大学教授
　上 林　憲 雄　　神戸大学教授
　原　　拓　志　　関西大学教授
　福　嶋　　路　　東北大学教授

（以上）
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