
 
 
 
 

 
査読委員という大任を終えられた方々の、長年のご貢献に対して感謝の意を表し、お名前を掲載させていただきま
す。なお、この名簿には、継続して編集委員をつとめられている方々およびすでに退会されている方々のお名前も含
まれていますことを申し添えます。 

相川 章子 大友 信勝 川廷 宗之 三本松 政之 田中 尚 橋本 和孝 松山 毅 

秋元 樹 大和 三重 川名 はつ子 塩村 公子 田中 里美 橋本 美枝子 三品 桂子 

秋元 美世 大和田 猛 川村 隆彦 鎮目 真人 田中 恵美子 橋本 正明 三島 亜紀子 

圷 洋一 岡 知史 川村 佐和子 柴田 博 谷口 政隆 長谷川 匡俊 三富 紀敬 

朝倉 美江 岡崎 仁史 菊池 義昭 澁谷 昌史 谷口 明広 服部 万里子 湊 直司 

足立 叡 小笠原 慶彰 菊池 正治 嶋貫 真人 田畑 洋一 林 浩康 宮崎 牧子 

安立 清史 岡田 英己子 菊地 英明 清水 隆則 丹野 真紀子 原田 正樹 宮島 清 

阿部 實 岡田 進一 岸川 洋治 清水 浩一 筒井 のり子 春見 静子 村井 美紀 

天田 城介 岡部 卓 北場 勉 志村 健一 筒井 孝子 久田 則夫 村川 浩一 

荒井 浩道 岡部 耕典 北本 佳子 下山 昭夫 都築 光一 菱沼 幹男 村社 卓 

井岡 勉 岡村 正幸 木下 武徳 須加 美明 津曲 裕次 日比野 正己 妻鹿 ふみ子 

生田 正幸 岡村 清子 金 成垣 杉岡 直人 東條 光雅 平川 毅彦 森 ます美 

池田 雅子 岡本 多喜子 木村 真理子 杉澤 秀博 所 道彦 平塚 良子 森田 明美 

池埜 聡 岡本 晴美 桐野 由美子 杉原 陽子 豊島 律 深谷 美枝 安井 理夫 

池本 美和子 小川 喜道 空閑 浩人 杉本 貴代栄 豊村 和真 福 知栄子 山縣 文治 

石井 洗二 沖倉 智美 久保 美紀 杉山 博昭 直井 道子 福島 喜代子 山口 みほ 

石川 到覚 奥西 栄介 黒田 研二 鈴木 良 永岡 正己 福田 俊子 山崎 喜比古 

石川 久展 長上 深雪 桑原 洋子 須之内 玲子 中川 清 福山 和女 山路 克文 

石河 久美子 甲斐 一郎 小賀 久 住居 広士 中川 薫 藤井 伸生 山下 英三郎 

石渡 和実 柿本 誠 児島 亜紀子 住友 雄資 長崎 和則 藤井 博志 山野 則子 

市川 一宏 郭 麗月 小嶋 章吾 田内 雅規 中島 健一 藤井 達也 山辺 朗子 

伊藤 秀一 笠原 幸子 児玉 桂子 髙木 和美 中田 照子 藤崎 宏子 山本 隆 

伊藤 わらび 樫原 朗 後藤 広史 高梨 薫 中西 よしお 藤林 慶子 山本 美香 

伊藤 冨士江 柏女 霊峰 小林 良二 高野 和良 長沼 葉月 藤松 素子 山本 真実 

井上 英夫 加瀬 裕子 小林 理 高橋 信行 中野 敏子 藤村 正之 結城 俊哉 

井上 千津子 堅田 香緒里 小松 理佐子 髙橋 五江 中野 いく子 藤原 里佐 結城 康博 

茨木 尚子 片平 洌彦 古谷野 亘 高橋 流里子 中村 佐織 古井 克憲 湯澤 直美 

今井 小の実 賀戸 一郎 小山 隆 髙橋 智 中村 律子 裵 瑢俊 横山 登志子 

井村 圭壯 加藤 博史 権 玄珠 高山 直樹 永山 誠 星野 政明 吉田 光爾 

岩崎 香 加藤 幸雄 西郷 泰之 高山 恵理子 贄川 信幸 細井 勇 吉本 充賜 

岩田 正美 河東田 博 齊藤 順子 田川 佳代子 二木 立 堀 智晴 李 政元 

岩田 美香 加登田 恵子 斉藤 千鶴 滝口 真 西尾 祐吾 牧里 毎治 六波羅 詩朗 

植田 章 門田 光司 斉藤 弥生 滝村 雅人 西下 彰俊 牧野 忠康 若林 チヒロ 

上野谷 加代子 金子 充 才村 眞理 武田 加代子 根本 嘉昭 松岡 克尚 輪倉 一広 

牛津 信忠 金子 絵里乃 栄 セツコ 武田 丈 野口 典子 松岡 千代 和気 康太 

埋橋 孝文 加美 嘉史 坂本 智代枝 竹本 与志人 野口 友紀子 松田 眞一 和気 純子 

遠藤 和佳子 上掛 利博 櫻井 慶一 田澤 あけみ 野田 正人 松端 克文 綿 祐二 

大國 美智子 神山 裕美 笹岡 眞弓 田澤 薫 野中 猛 松村 直道 和田 敏明 

大塩 まゆみ 蒲生 俊宏 佐藤 豊道 舘 暁夫 萩原 康子 松村 祥子 渡辺 顕一郎 

太田 貞司 河嶋 静代 佐藤 久夫 田中 利宗 狭間 香代子 松本 伊智朗 渡辺 裕美 

2014 年 12 月までの任期の査読委員 (継続者も含む) 292 名 


