
 

＜2015－2016 年度役員一覧＞  

 

＜顧問＞ 
顧問 平野 健一郎 早稲田大学／東京大学 名誉教授 
顧問 松井 賢一  （財）日本エネルギー経済研究所参与（物故） 
顧問 熊田 泰章  法政大学国際文化学部教授 
顧問 若林 一平  文教大学名誉教授 
顧問 白石 さや  岡崎女子大学教授・東京大学名誉教授・龍谷大学客員教授 
 
＜常任理事 17 名（会長・副会長 3 名含む）＞  アイウエオ順 
（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月末日まで） 
常任理事 会長  小林 文生 （東北大学大学院国際文化研究科） 
常任理事 副会長 岡 眞理子 （青山学院大学総合文化政策学部） 
常任理事 副会長 馬場 孝  （静岡文化芸術大学文化政策学部） 
常任理事 岩野 雅子 （山口県立大学国際文化学部） 
常任理事 植野 雄司 （プール学院大学国際文化学部） 
常任理事 遠藤  央 （京都文教大学総合社会学部） 
常任理事 川村  湊 （法政大学国際文化学部） 
常任理事 川村 陶子 （成蹊大学文学部） 
常任理事 木原  誠 （佐賀大学文化教育学部） 
常任理事 坂井 一成 （神戸大学大学院国際文化学研究科） 
常任理事 芝崎 厚士 （駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部） 
常任理事 寺田 元一 （名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科） 
常任理事 都丸 潤子 （早稲田大学政治経済学術院） 
常任理事 鳥飼玖美子 （順天堂大学国際教養学部） 
常任理事 松居 竜五 （龍谷大学国際学部） 
常任理事 安田 震一 （多摩大学グローバルスタディーズ学部） 
常任理事 山脇千賀子 （文教大学国際学部） 
 
＜理事（18 名）＞  アイウエオ順 
（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月末日まで） 
理事  飯森 明子 （常磐大学国際学部） 
理事  梅山 秀幸 （桃山学院大学国際教養学部） 
理事  岡田 浩樹 （神戸大学大学院国際文化学研究科） 
理事  小川  忠 （独立行政法人国際交流基金） 
理事  萩原  稔 （大東文化大学法学部） 
理事    片桐 庸夫 （群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部） 
理事  岸  清香 （都留文科大学文学部比較文化学科） 
理事  木下 資一 （神戸大学大学院国際文化学研究科） 
理事  斉藤  理 （山口県立大学国際文化学部） 
理事  清水 耕介 （龍谷大学国際文化学部） 
理事   杉村 美紀 （上智大学総合人間科学部） 
理事   鈴村 裕輔 （法政大学国際日本学研究所） 
理事  住江 淳司 （名桜大学国際学群） 
理事   長谷川雄一 （東北福祉大学総合福祉学部） 
理事 牧田 東一 （桜美林大学大学院国際学研究科） 
理事  松林正一郎 （多摩大学グローバルスタディーズ学部） 
理事   馬渕  仁 （大阪女学院大学） 
理事  山岡 道男 （早稲田大学アジア太平洋研究科）   
 
 



 

 

＜監査＞ 
（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月末日まで） 
監査役  福田 耕治 （早稲田大学政治経済学部） 
監査役  堀内 直哉 （目白大学人文学部） 
 

＜幹事＞ 

（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月末日まで） 

幹事、事務局長  岩野 雅子 （山口県立大学国際文化学部）（常任理事兼務） 

幹事 学会事務局 ウィルソン・エイミー （山口県立大学国際文化学部） 

幹事 学会事務局 井竿富雄 （山口県立大学国際文化学部） 

 

＜学会事務局＞ 

（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月末日まで） 

〒山口県山口市桜畠 3－2－1 山口県立大学国際文化学部事務局内 

Tel:083-928-3423 

e-mail:jsics@yamaguchi-pu.ac.jp 

 

＜学会年報『インターカルチュラル』編集委員＞   就任順 アイウエオ順 

編集委員長：若林 一平（文教大学名誉教授）  2016 年 7 月末日まで 

鈴木 隆泰           （山口県立大学）  2016 年 7 月末日まで 

山脇千賀子           （文教大学）       2016 年 7 月末日まで 

岡 眞理子           （青山学院大学、副会長）  2017 年 7 月末日まで 

芝崎 厚士           （駒澤大学）   2017 年 7 月末日まで 

 

＜平野健一郎賞選考委員＞   就任順 アイウエオ順 

選考委員長：若林 一平（文教大学名誉教授）     2016 年 7 月末日まで 

鈴木 隆泰           （山口県立大学、編集委員）   2016 年 7 月末日まで 

坂井 一成           （神戸大学）    2017 年 7 月末日まで 

都丸 潤子      （早稲田大学）         2017 年 7 月末日まで 

馬場  孝           （静岡文化芸術大学、副会長）  2017 年 7 月末日まで 

 

＜文化交流創成コーディネーター資格認定制度「教育プログラム参加認定委員会」＞ 

   アイウエオ順  全員 2017 年 7 月末日まで 

委員長：馬場 孝  （静岡文化芸術大学、副会長） 

遠藤  央         （京都文教大学総合社会学部） 

奥田 孝晴        （文教大学国際学部） 

鈴村 裕輔        （法政大学国際日本学研究所） 

安田 震一        （多摩大学グローバルスタディーズ学部） 

 

 

＜文化交流創成コーディネーター資格認定制度「資格認定審査委員会」＞ 

  アイウエオ順  全員 2017 年 7 月末日まで 

委員長：岡 眞理子（青山学院大学、副会長） 

加藤 恵美       （早稲田大学政治経済学術院） 

木原 誠         （佐賀大学文化教育学部） 



 

 

斉藤 理         （山口県立大学国際文化学部） 

白石 さや       （岡崎女子大学教授・東京大学名誉教授・龍谷大学客員教授） 

 

＜文化交流創成コーディネーター資格認定制度「資格認定制度運営事務局」＞  

事務局長：松居 竜五（龍谷大学国際学部）       2017 年 7 月末日まで 


