
理事長　 広渡 清吾

副理事長 縣 公一郎、西川 伸一、櫻田 嘉章

常務理事
浅田 和茂、伏木 信次、井田 良、伊藤 眞、梶 英輔、金武 直幸、岡林 洋
髙橋 宗五、高橋 輝暁、高橋 義人、髙山 佳奈子、竹下 賢、鍔田 武志

支部長
梶 英輔 （関東甲信越支部）、木村 理 （東北支部）、河野 俊行 （九州支部）
宮崎 保光 （中部支部）、大森 晋爾 （中四国支部）、櫻田 嘉章 （関西支部）
山田 貞三 （北海道支部）

≪理　事≫

縣 公一郎 早稲田大学 政治経済学術院
浅田  和茂 立命館大学 大学院法務研究科
阿澄  玲子 (独）産業技術総合研究所 電子光技術研究部門
伏木  信次 公立南丹病院総長、京都府立医科大学名誉教授
広渡  清吾 専修大学 法学部、東京大学名誉教授
星野　宏美 立教大学 異文化コミュニケーション学部
井田　良 慶應義塾大学 大学院法務研究科
家田  仁 東京大学 大学院工学系研究科
居城　邦治 北海道大学 電子科学研究所
伊藤　眞 筑波大学 人文・文化学群
梶  英輔 北里大学常任監事、北里大学名誉教授
金武  直幸 名古屋大学 大学院工学研究科
笠井  修 中央大学 法科大学院
金　尚均 龍谷大学 法学部
木村　理 山形大学 医学部
香田  芳樹 慶應義塾大学 文学部
河野　俊行 九州大学 大学院法学研究院
松本  洋一郎 理化学研究所理事、東京大学名誉教授
宮崎  保光 愛知工科大学名誉教授
守矢　健一 大阪市立大学 大学院法学研究科
西原  博史 早稲田大学 社会科学部
西川  伸一 NPO法人ｵｰﾙ・ｱﾊﾞｳﾄ・ｻｲｴﾝｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ、JT生命誌研究館、京都大学名誉教授
小川　暁夫 関西学院大学 文学部
大森  晋爾 岡山大学名誉教授
岡林　洋 同志社大学 文学部
小澤  守 関西大学 社会安全学部
坂越　正樹 広島大学 理事・副学長　
櫻田  嘉章 甲南大学法科大学院、京都大学名誉教授
澤　芳樹 大阪大学 医学系研究科 
須田　利美 東北大学 電子光理学研究センター
田所　諭 東北大学 大学院情報科学研究科 
田口　正樹 北海道大学 法学研究科
高田  篤 大阪大学 大学院法学研究科
髙橋  宗五 東京大学 大学院総合文化研究科
高橋  輝暁 獨協大学特任教授、立教大学名誉教授
高橋  義人 平安女学院大学、京都大学名誉教授
髙山  佳奈子 京都大学 大学院法学研究科
竹下  賢 関西大学 法学部
武内  謙治 九州大学 大学院法学研究院
田邊　玲子 京都大学 人間環境学研究科
種村　眞幸 名古屋工業大学 大学院工学研究科　
床谷　文雄 大阪大学 大学院国際公共政策研究科
鍔田  武志 東京医科歯科大学 大学院疾患生命科学研究部
宇高  恵子 高知大学 医学部
渡辺  紀徳 東京大学 大学院工学系研究科
山田  貞三 北海道大学 大学院文学研究科
山本　敬三 京都大学 大学院法学研究科
山内　英生 (独）国立病院機構仙台医療センター名誉院長
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林　香里 東京大学 大学院情報学環
日置　善郎 徳島大学 総合科学部
平田　健治 大阪大学 大学院法学研究科
市場  みすず 日本女性薬剤師会理事
稲葉　馨 東北大学 大学院法学研究科
小林  尚登 法政大学 デザイン工学部
小坂  光一 名古屋大学名誉教授
三木　順子 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 
宮川  新平 KYB株式会社 事業開発推進部理事
宮田　興子 神戸薬科大学 薬品化学研究室
西村  重雄 九州大学名誉教授
貫　成人 専修大学 文学部
小田  哲治 東京大学 名誉教授
大崎  博之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
奥田  昌道 京都大学名誉教授、（元）最高裁判所判事
坂井  建雄 順天堂大学 医学部
澤田  誠二 団地再生支援協会、芝浦工業大学客員教授
仙名  保 静岡大学 電子工学研究所、慶應義塾大学名誉教授
嶋田　洋一郎 九州大学大学院 比較社会文化研究院 
祖父江  義明 東京大学名誉教授
高田  敏 大阪大学名誉教授、大阪国際大学名誉教授
高橋　英治 大阪市立大学 大学院法学研究科
田代　聡 広島大学 原爆放射線医科学研究所
寺田　龍男 北海道大学 大学院ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院
都築  正和 （公財）日本国際医学協会会長、東京大学名誉教授
内山  勝利 京都大学名誉教授
梅川　尚嗣 関西大学 工学部
和田  肇 名古屋大学 大学院法学研究科

神林  恒道 大阪大学名誉教授
吉川  泰弘 千葉科学大学 副学長

西原  春夫
アジア平和貢献センター、早稲田大学名誉教授、
（元）早稲田大学総長

佐々木  毅
（公財）明るい選挙推進協会会長、東京大学名誉教授、
（元）東京大学総長

≪評議員≫

≪監　事≫

≪顧　問≫


