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日本金融学会 

 

会員名簿（50 音順） 

 

（注）1．本名簿は、2022 年 1 月 16 日までに日本金融学会ホームページの会員ページ「マイページ」に基

づいています。 

   3．本名簿は、個人会員の氏名、所属機関のみを掲載しております。所属機関や自宅の住所・電話等

の連絡先につきましては、学会事務局にお問い合わせください。「公開可」の場合のみ、ご対応

いたします。 

   4．法人格等については、略号を用いている場合があります。 

例：株式会社→(株)、財団法人→(財) 、一般財団法人→（一財）、公益財団法人→（公財）、 

一般社団法人→（一社）、公益社団法人→（公社）、学校法人→(学)、社会福祉法人→(福)、 

相互会社→(相)、独立行政法人→(独)、国立研究開発法人→(国研)。 

 

 

 

 

 

アの部   

相沢 一郎 アイザワ イチロウ    

相澤 朋子 アイザワ トモコ 日本大学 商学部 専任講師 

相澤 直樹 アイザワ ナオキ (公財)全国銀行学術研究振興財団 専務理事 

相場 大樹 アイバ ダイジュ (独)JICA研究所 研究部門 常勤研究員 

青木 章泰 アオキ アキヒロ ㈱四国銀行 相談役 

青木 克人 アオキ カツト 青木経済研究所 主宰 

青木 圭介 アオキ ケイスケ 名古屋学院大学 商学部 教授 

青木 真之 アオキ サネユキ 明治大学 大学院商学研究科 博士後期課程 

青木 達彦 アオキ タツヒコ    

青木 知一郎 アオキ トモイチロ

ウ 

新潟県立大学 国際地域学部 准教授 

青野 幸平 アオノ コウヘイ 立命館大学 経済学部 教授 

赤川 省吾 アカガワ ショウゴ ㈱日本経済新聞社 欧州総局 編集委員 

赤川 元章 アカガワ モトアキ 慶應義塾大学 名誉教授 
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赤司 健太郎 アカシ ケンタロウ 学習院大学 経済学部 教授 

明石 茂生 アカシ シゲオ 成城大学 経済学部 教授 

赤羽 貴 アカハネ タカシ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 

赤羽 裕 アカバネ ヒロシ 亜細亜大学 都市創造学部 教授 

秋田 浩司 アキタ コウジ  

秋田 次郎 アキタ ジロウ 東北大学 経済学部 教授 

秋森 弘 アキモリ ヒロシ 北星学園大学 経済学部  

秋吉 史夫 アキヨシ フミオ 関西学院大学 経済学部 教授 

浅井 良夫 アサイ ヨシオ 成城大学 経済学部 名誉教授 

浅井 義裕 アサイ ヨシヒロ 明治大学 商学部 教授 

浅岡 正雄 アサオカ マサオ 神奈川大学 経済学会 名誉会員 

浅田 統一郎 アサダ トウイチロ

ウ 

中央大学 経済学部 教授 

浅野 康司 アサノ コウジ 東北大学 経済学研究科 講師 

安宅 建樹 アタカ タテキ ㈱北國銀行 取締役頭取 

足立 茂 アダチ シゲル 足立経済金融研究所 代表 

足立 光生 アダチ ミツオ 同志社大学 政策学部 教授 

安孫子 勇一 アビコ ユウイチ 近畿大学 経済学部 教授 

阿部 彰彦 アベ アキヒコ 名古屋外国語大学 国際ビジネス学科 教授 

阿部 廉 アベ ヤスシ 帝京平成大学 人文社会学部 経営学科 教授 

天尾 久夫 アマオ ヒサオ 作新学院大学 経営学部 教授 

阿萬 弘行 アマン ヒロユキ 関西学院大学 商学部 教授 

雨宮 卓史 アメミヤ タクシ 国立国会図書館   

天羽 正継 アモウ マサツグ 高崎経済大学 経済学部経済学科 准教授 

綾田 裕次郎 アヤタ ユウジロウ ㈱百十四銀行 頭取 

荒井 壮一 アライ ソウイチ 秋田大学 教育文化学部 講師 

新井 大輔 アライ ダイスケ 名城大学 経済学部 助教 

荒井 貴史 アライ タカシ 尾道市立大学 経済情報学部 教授 

荒川 宜三 アラカワ ヨシゾウ    

荒巻 健二 アラマキ ケンジ 東京女子大学 現代教養学部 国際社会学科経

済学専攻 特任教授 

有岡 律子 アリオカ リツコ 福岡大学 経済学部  

蟻川 靖浩 アリカワ ヤスヒロ 早稲田大学 大学院経営管理研究科 准教授 

有吉 章 アリヨシ アキラ 国際大学 国際関係学研究科 特任教授 

安西 克巳 アンザイ カツミ 栃木県信用保証協会 経営支援部長 
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安藤 浩一 アンドウ コウイチ 中央大学 法学部 教授 

安藤 由美 アンドウ ユミ 沖縄国際大学 経済学部  

飯島 高雄 イイジマ タカオ 近畿大学 産業理工学部経営ビジネス学科 教

授 

飯島 寛之 イイジマ ヒロユキ 立教大学 経済学部 准教授 

飯田 隆雄 イイダ タカオ 札幌大学 地域共創学群 教授 

飯田 裕康 イイダ ヒロヤス 慶應義塾大学 名誉教授 

飯田 幸裕 イイダ ユキヒロ 二松学舎大学 国際政治経済学部 教授 

飯塚 徹 イイヅカ トオル 松本大学 松商短期大学部経営情報学科 教授 

飯星 博邦 イイボシ  ヒロク

ニ 

東京都立大学 経済経営学部 教授 

顔 菊馨 イエン ジューシン 国士舘大学 経営学部 助教 

五百旗頭 真吾 イオキベ シンゴ 同志社大学 商学部 准教授 

伊鹿倉 正司 イガクラ マサシ 東北学院大学 経済学部 准教授 

五十嵐 敬喜 イガラシ タカノブ ㈱リカレントエコノミクス 代表取締役 

井川 紀道 イカワ モトミチ 東洋学園大学 客員教授 

井口 泰秀 イグチ ヤスヒデ 愛知大学 経済学部 教授 

池田 晃彦 イケダ アキヒコ 京都産業大学 経済学部 講師 

池田 太郎 イケダ タロウ    

池田 直史 イケダ ナオシ 日本大学 法学部経営法学科 准教授 

池野 秀弘 イケノ ヒデヒロ 日本大学 商学部 教授 

池宮城 尚也 イケミヤギ ナオヤ 沖縄国際大学 産業情報学部産業情報学科 教

授 

諫山 治彦 イサヤマ ハルヒコ 士幌町国民健康保険病院 医局 診療部長 

井澤 裕司 イザワ ヒロシ 立命館大学 食マネジメント学部 特命教授 

石井 均 イシイ ヒトシ 石井企画   

石井 学 イシイ マナブ 育英大学・育英短期大学 学長 

石井 吉春 イシイ ヨシハル 北海道大学 公共政策大学院 客員教授 

石垣 健一 イシガキ ケンイチ 神戸学院大学 経済学部 教授 

石川 英文 イシカワ エイブン TCHコンサルタンツ㈱ 代表取締役 

石川 清英 イシカワ キヨヒデ 大阪信用金庫   

石川 欽也 イシカワ キンヤ 国士舘大学 政経学部経済学科 教授 

石川 純生 イシカワ スミオ ASEAN+3 Macroeconomic Research 

Office(AMRO) 、Group Head and Lead 

Economist 
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石川 大輔 イシカワ ダイスケ 福島大学 経済経営学類 准教授 

石川 雅也 イシカワ マサヤ 東京経済大学 経済学部 専任講師 

石黒 直文 イシグロ ナオブミ    

石坂 綾子 イシザカ アヤコ 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授 

石坂 元一 イシザカ モトカズ 中央大学 商学部 教授 

石田 周 イシダ アマネ 愛知大学 地域政策学部 助教 

石田 和彦 イシダ カズヒコ 長崎県立大学 経営学部 教授 

石田 高生 イシダ タカオ 桜美林大学 リベラルアーツ学群 教授 

石田 裕貴 イシダ ヒロタカ 神戸学院大学 経済学部 准教授 

石田 護 イシダ マモル    

石橋 尚平 イシバシ ショウヘ

イ 

大阪産業大学 経営学部 准教授 

石橋 妙子 イシバシ タエコ 熊本学園大学 非常勤講師 

石原 秀彦 イシハラ ヒデヒコ 専修大学 経済学部 教授 

石原 洋介 イシハラ ヨウスケ 三重短期大学 法経科 教授 

石森 良和 イシモリ ヨシカズ 東海大学 政治経済学部経済学科 教授 

井尻 裕之 イジリ ヒロユキ 岡山商科大学 経済学部経済学科 准教授 

居城 弘 イシロ ヒロム 静岡大学 名誉教授 

伊豆 久 イズ ヒサシ 福岡大学 商学部 教授 

井田 大輔 イダ ダイスケ 桃山学院大学 経済学部経済学科 教授 

板谷 敏彦 イタヤ トシヒコ    

市川 充俊 イチカワ アツトシ 静岡英和学院大学 人間社会学部人間社会学科 

教授・副学長 

市川 雅浩 イチカワ マサヒロ 三井住友DSアセットマネジメント㈱ 投資情報

グループ チーフマーケットストラテジスト 

一木 毅文 イチキ タケフミ 愛知大学 経営学部 教授 

一色 哲昭 イッシキ テツアキ ㈱愛媛銀行 相談役 

井手 一郎 イデ イチロウ 滋賀大学 経済学部ファイナンス学科 准教授 

糸井 重夫 イトイ シゲオ 松本大学 松商短期大学部 教授 

伊藤 篤 イトウ アツシ ㈱新生銀行 金融調査室 室長 

伊藤 修 イトウ オサム 埼玉大学 経済学部 教授 

伊藤 カンナ イトウ カンナ 名古屋大学 大学院経済学研究科 准教授 

伊藤 国彦 イトウ クニヒコ 兵庫県立大学   

伊藤(沖中) さゆり イトウ サユリ ㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部 研究理事 

伊東 眞一 イトウ シンイチ 大阪商業大学 経済学部 教授 
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伊藤 孝司 イトウ タカシ 日本大学 商学部 教授 

伊藤 隆敏 イトウ タカトシ コロンビア大学 国際関係公共政策大学院 教

授 

伊藤 隆康 イトウ タカヤス 明治大学 商学部 教授 

伊藤 忠治 イトウ タダハル 宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 教授 

伊藤 晴祥 イトウ ハルヨシ 青山学院大学 大学院国際マネジメント研究科 

准教授 

伊東 眞幸 イトウ マサキ 神奈川大学・横浜市立大学 非常勤講師 

伊藤 正直 イトウ マサナオ 大妻女子大学 学長 

伊藤 真利子 イトウ マリコ 平成国際大学 法学部 准教授 

稲垣 一之 イナガキ カズユキ 南山大学 経済学部 准教授 

稲葉 和夫 イナバ カズオ 立命館大学 経済学部 教授 

乾 泰司 イヌイ タイジ 国際協力機構(JICA) 専門家 

猪野 明生 イノ アキオ 横浜国立大学 国際社会科学研究院 講師 

井上 伊知郎 イノウエ イチロウ 福岡大学 名誉教授 

井上 一幸 イノウエ カズユキ 三井住友信託銀行㈱ 調査部 上席理事 主管 

井上 光太郎 イノウエ コウタロ

ウ 

東京工業大学 工学院経営工学系 教授 

井上 貴照 イノウエ タカテル 香川大学 名誉教授 

井上 貴文 イノウエ タカフミ 神戸大学経済経営研究所 研究員 

井上 智洋 イノウエ トモヒロ 早稲田大学 政治経済学部 助手 

井上 仁 イノウエ ヒトシ 札幌学院大学 経済経営学部経済学科 准教授 

井上 裕行 イノウエ ヒロユキ 東京経済大学 経済学部 教授 

井上 裕 イノウエ ユタカ 専修大学 社会科学研究所 研究参与 

猪口 真大 イノグチ マサヒロ 立命館大学 経営学部 教授 

今井 健太郎 イマイ ケンタロウ 関東学院大学 経済学部経済学科 講師 

今城 徹 イマジョウ トオル 阪南大学 経済学部 准教授 

今仁 祐輔 イマニ ユウスケ 一橋大学 大学院経営管理研究科博士後期課程  

今村 大輔 イマムラ ダイスケ 農林中央金庫 不動産ファイナンス・ソリューシ

ョン部 副部長 

井村 進哉 イムラ シンヤ 中央大学 経済学部 教授 

入江 恭平 イリエ キョウヘイ 中京大学 経営学部 教授 

入村 隆秀 イリムラ タカヒデ 三菱UFJ国際投信㈱ 戦略運用部 経済調査室 

室長 

岩木 宏道 イワキ ヒロミチ 神奈川大学 経済学部 准教授 
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岩崎 敬介 イワサキ ケイスケ    

岩崎 浩一郎 イワサキ コウイチ

ロウ 

重富商事㈱ 代表取締役社長  

岩崎 淳 イワサキ ジュン 帝京大学 経済学部経済学科 教授 

岩崎 祐子 イワサキ ユウコ 四日市大学 経済学部 准教授 

岩下 直行 イワシタ ナオユキ 京都大学 公共政策大学院 教授 

岩田 健治 イワタ ケンジ 九州大学 大学院経済学研究院 教授 

岩坪 加紋 イワツボ カモン 摂南大学 経営学部 教授 

岩壷 健太郎 イワツボ ケンタロ

ウ 

神戸大学 経済学研究科 教授 

岩原 紳作 イワハラ シンサク 早稲田大学 法学学術院 教授 

岩船 彰 イワフネ アキラ 青森中央学院大学 経営法学部 教授 

岩堀 洋士 イワホリ ヒロシ    

岩間 剛一 イワマ コウイチ ㈱日本格付研究所 格付企画部 次長 

岩間 剛城 イワマ コウキ 近畿大学 経済学部 准教授 

岩見 昭三 イワミ ショウゾウ 奈良学園大学 名誉教授 

岩本 光一郎 イワモト コウイチ

ロウ 

早稲田大学 大学院  

岩本 純一 イワモト ジュンイ

チ 

慶應義塾大学 大学院商学研究科 博士課程後

期 

岩本 武和 イワモト タケカズ 京都大学 大学院経済学研究科 教授 

WIERZBOWSKA 

Agata 

ヴィエシボフス

カ・アガタ 

神戸大学 経済学研究科 准教授 

宇惠 勝也 ウエ カツヤ 関西大学 商学部 教授 

植木 雅広 ウエキ マサヒロ みずほ銀行 グローバルマーケッツ業務部 参

事役 

上坂 豪 ウエサカ タケシ 九州国際大学 現代ビジネス学部 教授 

植杉 威一郎 ウエスギ イイチロ

ウ 

一橋大学 経済研究所 教授 

植田 和男 ウエダ カズオ 共立女子大学 新学部設置準備室 室長 

植田 欣次 ウエダ キンジ 創価大学 名誉教授 

上田 仁郎 ウエダ ニロウ    

植田 宏文 ウエダ ヒロフミ 同志社大学 商学部 教授 

植林 茂 ウエバヤシ シゲル 椙山女学園大学 現代マネジメント学部 教授 

植村 修一 ウエムラ シュウイチ    
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植村 信保 ウエムラ ノブヤス 福岡大学 商学部 教授 

上山 仁恵 ウエヤマ ヒトエ 名古屋学院大学 経済学部 教授 

鵜飼 博史 ウガイ ヒロシ 一橋大学 国際・公共政策大学院(アジア公共政

策プログラム) 特任教授 

宇佐美 洋 ウサミ ヒロシ 多摩大学 大学院 教授 

宇佐美 竜一 ウサミ リョウイチ 大阪学院大学 経済学部 教授 

氏兼 惟和 ウジカネ ヨシカズ 愛媛県金融広報委員会 金融広報アドバイザー 

丑山 優 ウシヤマ マサル 九州情報大学 経営情報学部 教授 

碓井 茂樹 ウスイ シゲキ 埼玉大学 経済経営系大学院 客員教授 

臼井 正樹 ウスイ マサキ 四国大学 経営情報学部 教授 

臼杵 政治 ウスキ マサハル 名古屋市立大学 経済学研究科 教授 

歌代 哲也 ウタシロ テツヤ 環太平洋大学 経営学部現代経営学科 講師 

打込 茂子 ウチコミ シゲコ 明治大学 商学部 教授 

打田 委千弘 ウチダ イチヒロ 愛知大学 経済学部 教授 

内田 一博 ウチダ カズヒロ ㈱福岡銀行 iBankマーケティング㈱ 代表取締

役副社長 

内田 聡 ウチダ サトシ 茨城大学 人文社会科学部 教授 

内田 滋 ウチダ シゲル 愛知学院大学 経済研究所 特任研究員 

内田 浩史 ウチダ ヒロフミ 神戸大学 経営学研究科 教授 

内田 真人 ウチダ マヒト 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

内野 耕太郎 ウチノ コウタロウ 成蹊大学 法学部 非常勤講師 

宇土 至心 ウト マコト 北海学園大学 経済学部 准教授 

宇野 淳 ウノ ジュン 早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授 

海野 晋悟 ウミノ シンゴ 香川大学 経済学部 准教授 

梅根 嗣之 ウメネ ツグユキ 札幌大学 経済学系 教授 

浦出 隆行 ウラデ タカユキ ㈱日本経済研究所 国際本部 研究主幹 

江口 允崇 エグチ マサタカ 駒澤大学 経済学部 准教授 

江阪 太郎 エサカ タロウ 神戸市外国語大学 外国語学部 准教授 

永廣 顕 エヒロ アキラ 甲南大学 経済学部 教授 

袁 媛 エン エン 国立情報学研究所 金融スマートデータ研究セ

ンター  

塩谷 雅弘 エンヤ マサヒロ 金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 准

教授 

呉 東錫 オ ドンソク 明治大学 商学部 助教 

王 楽 オウ ガク 一橋大学 大学院商学研究科 博士後期課程 
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王 君 オウ クン 青山学院大学 経済学研究科 公共地域マネジ

メント専攻 

王 子驕 オウ シキョウ 一橋大学 大学院商学研究科 博士後期課程 

王 芮 オウ ゼイ 立正大学 経済学部 専任講師 

王 相寧 オウ ソウネイ 中国科学技術大学 17系  

王 東明 オウ トウメイ 大阪市立大学 大学院経営学研究科 准教授 

王 鵬 オウ ホウ 湖北大学 商学院国経系 教師 

王 凌 オウ リン 阪南大学 経済学部 准教授 

大井 幸子 オオイ サチコ ㈱SAIL 代表取締役 

大江 清一 オオエ セイイチ 埼玉学園大学 経済経営学部 特任准教授 

大垣 尚司 オオガキ ヒサシ 青山学院大学 大学院法学研究科 教授(金融技

術研究所所長) 

大鐘 雄太 オオガネ ユウタ 南山大学 経済学部 講師 

大川 昌利 オオカワ マサトシ 杏林大学 総合政策学部 教授 

大久保 清和 オオクボ キヨカズ トリグラフ・リサーチ㈱ 代表取締役 

大久保 隆 オオクボ タカシ 同志社大学 名誉教授 

大久保 裕晴 オオクボ ヒロハル 播州信用金庫 常勤監事 

大熊 正哲 オオクマ マサノリ 岡山大学 学術研究院教育学域  

大倉 正典 オオクラ マサノリ 専修大学 経済学部 准教授 

大倉 真人 オオクラ マヒト 同志社女子大学 現代社会学部 教授 

大庫 直樹 オオゴ ナオキ ルートエフ㈱ 代表取締役 

大越 利之 オオコシ トシユキ 麗澤大学 経済学部 准教授 

大崎 透 オオサキ トオル 岩手県立大学 総合政策研究科 博士後期課程 

大嵜 博明 オオサキ ヒロアキ ㈱三井住友銀行 監査部 上席考査役 

大重 斉 オオシゲ ヒトシ ㈱東京スター銀行 与信企画部  

大嶋 英一 オオシマ エイイチ 太陽有限責任監査法人 金融統括ディレクター 

大嶋 一慶 オオシマ カズチカ NTTコミュニケーションズ㈱   

大嶋 健一 オオシマ ケンイチ 駒澤大学 経済学部 非常勤講師 

大関 由美子 オオゼキ ユミコ 財務省 財務総合政策研究所 総務研究部総務

課長 

大田 英明 オオタ ヒデアキ 立命館大学 国際関係学部・研究科 教授 

太田 瑞希子 オオタ ミキコ 日本大学 経済学部 准教授 

大滝 英生 オオタキ エイセイ 神奈川大学 経済学部 助教 

大塚 茂晃 オオツカ シゲアキ 千葉商科大学 商経学部経済学科 准教授 

大塚 晴之 オオツカ ハルユキ 甲南大学 経営学部 准教授 
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大坪 陽一 オオツボ ヨウイチ ルクセンブルク大学 スクール・オブ・ファイナ

ンス ポスドク研究員 

大西 知生 オオニシ トモオ ドイツ証券㈱ 外国為替営業部 部長 

大野 早苗 オオノ サナエ 武蔵大学 経済学部 教授 

大野 成樹 オオノ シゲキ 旭川大学 経済学部 教授 

大野 正智 オオノ マサノリ 成蹊大学 経済学部 教授 

大浜 賢一朗 オオハマ ケンイチ

ロウ 

名古屋外国語大学 現代国際学部国際ビジネス

学科 准教授 

大濱 匠一 オオハマ ショウイ

チ 

横浜国立大学 国際社会科学府 博士後期課程

(経済学専攻) 

大村 敬一 オオムラ ケイイチ 早稲田大学 名誉教授 

大森 健吾 オオモリ ケンゴ 国立国会図書館 調査及び立法考査局財政金融

課  

大森 孝造 オオモリ コウゾウ 大阪経済大学 経営学部 教授 

大森 晋 オオモリ ススム 京都文教大学 法人事務局長 

大森 隆雄 オオモリ タカオ ㈱エグゼクティブ・パートナーズ 理事 

大森 拓磨 オオモリ タクマ 新潟大学 経済学部 准教授 

大矢 繁夫 オオヤ シゲオ 小樽商科大学 名誉教授 

大山 篤之 オオヤマ アツユ

キ 

証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課  

大山 肇 オオヤマ ハジメ ㈱日本格付研究所 チーフアナリスト 

小笠原 悟 オガサワラ サトル 大分大学 経済学部  

小笠原 宏 オガサワラ ヒロシ 流通科学大学 商学部 教授 

小笠原 礼以 オガサワラ レイ 広島経済大学   

岡田 太 オカダ フトシ 日本大学 商学部 准教授 

岡田 義昭 オカダ ヨシアキ 愛知学院大学 名誉教授 

岡野 衛士 オカノ エイジ 名古屋市立大学 大学院経済学研究科 教授 

岡野 光洋 オカノ ミツヒロ 大阪学院大学 経済学部 准教授 

岡村 秀夫 オカムラ ヒデオ 関西学院大学 商学部 教授 

岡本 弦一郎 オカモト ゲンイチ

ロウ 

㈱日本政策投資銀行   

岡本 哲也 オカモト テツヤ ㈱三井住友銀行 融資管理部 上席推進役 

小川 英治 オガワ エイジ 東京経済大学 経済学部 教授 

小川 健 オガワ タケシ 専修大学 経済学部国際経済学科 准教授 

小川 浩昭 オガワ ヒロアキ 西南学院大学 商学部 教授 
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翁 百合 オキナ ユリ ㈱日本総合研究所 理事長 

奥田 英信 オクダ ヒデノブ 帝京大学 経済学部経済学科 教授 

奥田 麻衣 オクダ マイ 広島大学 工学研究科 博士課程後期 

奥田 真之 オクダ マサユキ 愛知産業大学 経営学部 教授 

奥村 拓史 オクムラ ヒロシ ㈱三菱総合研究所 イノベーション・サービス開

発本部 グループリーダー 

奥山 英司 オクヤマ エイジ 中央大学 商学部 教授 

奥山 聡子 オクヤマ サトコ 神奈川大学 経済学部現代ビジネス学科 准教

授 

小倉 将志郎 オグラ ショウシロ

ウ 

駒澤大学 経済学部 教授 

小倉 義明 オグラ ヨシアキ 早稲田大学 政治経済学術院 教授 

小栗 誠治 オグリ セイジ 滋賀大学 名誉教授 

尾﨑 泰文 オザキ ヤスフミ 釧路公立大学 経済学部 准教授 

長田 健 オサダ タケシ 埼玉大学 人文社会科学研究科・経済学部 准教

授 

尾島 雅夫 オジマ マサオ 神戸大学 経済経営研究所 研究員 

織田 薫 オダ カオル 目白大学 経営学部 教授 

小田 信之 オダ ノブユキ 杏林大学 総合政策学部 教授 

小田 尚志 オダ ヒサシ ㈱三菱UFJ銀行 円貨資金証券部 調査役 

小田 勇一 オダ ユウイチ  

小高 新吾 オダカ シンゴ 麗澤大学 経済学部 教授 

小野 有人 オノ アリト 中央大学 商学部 教授 

小野 訓啓 オノ クニヒロ めぶきフィナンシャルグループ 取締役(監査等

委員) 

小野 宏哉 オノ ヒロヤ 麗澤大学 経済学部 教授 

小畑 二郎 オバタ ジロウ 立正大学 経済学部 名誉教授 

小原 篤次 オハラ アツジ 長崎県立大学 国際社会学部 准教授 

小原 宏 オバラ コウ 日本郵政㈱ 広報部 グループリーダー 

尾身 祐介 オミ ユウスケ 大阪経済大学 経営学部 准教授 

織井 啓介 オリイ ケイスケ 敬愛大学 国際学部 教授 

   

カの部   

甲斐 久子 カイ ヒサコ 京都大学 農学研究科 日本学術振興会 特別

研究員PD 
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カオ ティ キャン 

グェット 

カオ ティ キャン 

グエット 

京都先端科学大学 経済経営学部経済学科 准

教授 

柿中 真 カキナカ マコト 広島大学 国際協力研究科 教授 

柿原 智弘 カキハラ トモヒロ 成城大学 経済研究所 客員所員 

掛下 達郎 カケシタ タツロウ 福岡大学 商学部 教授 

笠原 慶久 カサハラ ヨシヒサ ㈱肥後銀行 代表取締役頭取 

梶川 誠 カジカワ マコト    

Kachkach Islam カシュカシュ イス

ラム 

神戸大学 大学院経営学研究科 博士課程後期

課程(SESAMIプログラム) 

粕谷 宗久 カスヤ ムネヒサ 明星大学 経済学部 教授 

片岡 剛士 カタオカ ゴウシ 日本銀行 政策委員会 審議委員 

片桐 謙 カタギリ ケン 和歌山大学 経済学部 教授 

片山 雅志 カタヤマ マサシ  

片山 棯 カタヤマ ミノル ㈱三菱UFJ銀行 企画部主計室 調査役 

勝 悦子 カツ エツコ 明治大学 政治経済学部 教授 

勝田 佳裕 カツタ ヨシヒロ 静岡英和学院大学 人間社会学部 准教授 

勝藤 史郎 カツフジ シロウ 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザ

リー事業本部 マネージングディレクター 

勝又 一成 カツマタ カズナリ 日本秘書協会 認定講師 

桂 眞一 カツラ シンイチ 近畿大学 経営学部 教授 

加藤 晃 カトウ アキラ 北海道教育大学 教育学部 准教授 

加藤 慶一郎 カトウ ケイイチロ

ウ 

大阪商業大学 総合経営学部 教授 

加藤 孝治 カトウ コウジ 日本大学 大学院総合社会情報研究科 教授 

加藤 卓生 カトウ タクオ 内閣府 経済社会システム・総括担当 参事官補

佐 

加藤 壽宏 カトウ トシヒロ  

加藤 正昭 カトウ マサアキ 大東文化大学 経済学部 教授 

加藤 涼 カトウ リョウ 亜細亜大学 経済学部 教授 

金井 雄一 カナイ ユウイチ 名古屋大学(名誉教授) 大学院経済学研究科 

名誉教授 

金岡 克文 カナオカ カツフミ 高岡法科大学 法学部 教授 

金澤 泉 カナザワ イズミ 北陸大学 経済経営学部マネジメント学科 教

授 

可児 滋 カニ シゲル 横浜商科大学 特任教授 
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金子 晶宗 カネコ アキムネ 日本証券金融㈱ 金融証券営業部 部長 

金子 邦彦 カネコ クニヒコ    

金子 寿太郎 カネコ ジュタロウ 日本銀行 国際局 企画役 

金子 隆 カネコ タカシ 慶應義塾大学 名誉教授 

加野 忠 カノ タダシ 青葉台リサーチ&コンサルティング事務所 代表 

狩野 弘一 カノウ コウイチ シティグループ証券㈱ 外国為替新興国市場 

本部長 

加納 正二 カノウ マサジ 岐阜聖徳学園大学 経済情報学部 教授 

蒲 和重 カバ カズシゲ 岡山商科大学   

上 寛之 カミ ヒロユキ    

上川 孝夫 カミカワ タカオ 横浜国立大学 名誉教授 

上坂 卓郎 カミサカ タクロウ 獨協大学 経済学部 教授 

神野 光指郎 カミノ ミツシロウ 大阪市立大学 商学部 教授 

上ノ山 賢一 カミノヤマ ケンイ

チ 

桃山学院大学 経済学部 准教授 

上林 敬宗 カミバヤシ タカノ

リ 

東京国際大学 経済学部  

上山 一 カミヤマ ハジメ 釧路公立大学 経済学部 専任講師 

亀坂 安紀子 カメサカ アキコ 青山学院大学 経営学部 教授 

亀谷 祥治 カメタニ ショウジ 日本大学 大学院グローバルビジネス研究科 

教授 

鴨池 治 カモイケ オサム    

川合 研 カワイ ケン 福岡大学 商学部 教授 

河合 正弘 カワイ マサヒロ 環日本海経済研究所 代表理事・所長 

川上 康 カワカミ ヤスシ ㈱琉球銀行 取締役頭取 

河越 正明 カワゴエ マサアキ 日本大学 経済学部 ケイザイガクブ 

川﨑 健太郎 カワサキ ケンタロ

ウ 

東洋大学 経営学部 教授 

川崎 成一 カワサキ シゲカズ 東京大学 大学院教育学研究科 研究員 

川津 昌作 カワツ ショウサク 川津商事㈱ 代表取締役 

川波 洋一 カワナミ ヨウイチ 下関市立大学 学長 

川野 祐司 カワノ ユウジ 東洋大学 経済学部 教授 

川村 哲章 カワムラ ノリアキ 国士舘大学 政経学部経済学科 専任講師 

河本 淳孝 カワモト アツタカ 日本大学 商学部 教授 

川本 裕子 カワモト ユウコ 早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授 
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神崎 稔章 カンザキ トシアキ 尾道市立大学 経済情報学部経済情報学科 准

教授 

菊池 英博 キクチ ヒデヒロ 日本金融財政研究所 所長(前文京学院大学・同

大学院教授) 

菊地 正俊 キクチ マサトシ みずほ証券㈱ エクイティ調査部  

菊池 洋 キクチ ヨウ ㈱国際協力銀行 審査・リスク管理部門  

菊地 良斉 キクチ ヨシナリ (一社)全国信用金庫協会 総務部 調査役 

亀卦川 芽以 キケガワ メイ 横浜国立大学 経済学部 非常勤講師 

木越 純 キゴシ ジュン バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 東京支店 

副会長 

GUIZANI,Brahim ギザーニ、ブヒラム Tunis Business School, Université de 

Tunis(Tunisia)   

岸 真清 キシ マスミ 中央大学 名誉教授 

喜治 都 キジ ミヤコ 玉川大学 経営学部国際経営学科 教授 

岸田 真 キシダ マコト 日本大学 経済学部 准教授 

岸野 和郎 キシノ カズロウ 名城大学 経済学部  

北井 義久 キタイ ヨシヒサ 日鉄総研 ビジネスソリューション部  

北川 彰男 キタガワ アキオ 木村証券㈱ 常勤監査役 

北川 雅章 キタガワ マサアキ 同志社大学 経済学部 教授 

北坂 真一 キタサカ シンイチ 同志社大学 経済学部 教授 

北田 英治 キタダ エイジ ㈱浜銀総合研究所 調査部 部長・主任研究員 

北野 重人 キタノ シゲト 神戸大学 経済経営研究所 教授 

北野 友士 キタノ ユウジ 大阪市立大学 経営学研究科・商学部 准教授 

北原 徹 キタハラ トオル    

北村 仁代 キタムラ キミヨ 国士舘大学 政経学部 専任講師 

北村 歳治 キタムラ トシハル 早稲田大学 名誉教授 

北村 行伸 キタムラ ユキノブ 立正大学 データサイエンス学部 学部長 

北村 能寛 キタムラ ヨシヒロ 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 

吉川 卓也 キッカワ タクヤ 中村学園大学 流通科学部 准教授 

木内 卓 キナイ タク 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 業務管

理部 部長 

木成 勇介 キナリ ユウスケ 甲南大学 マネジメント創造学部 准教授 

絹川 直良 キヌカワ ナオヨシ 文京学院大学 経営学部 教授 

木下 信 キノシタ シン 龍谷大学 経済学部 専任講師 

木下 直俊 キノシタ ナオトシ (公財)国際金融情報センター 中南米部 研究員 
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木原 一行 キハラ カズユキ    

木原 隆司 キハラ タカシ 獨協大学 経済学部国際環境経済学科 教授 

金 景根 キム キョングン 韓国銀行 東京事務所課長 

金 鉉玉 キム ヒョンオク 東京経済大学 経営学部 教授 

木村 秀史 キムラ シュウシ 國學院大学 経済学部 准教授 

木村 二郎 キムラ ジロウ 桃山学院大学 経済学部 教授 

木村 好宏 キムラ ヨシヒロ 埼玉大学 大学院人文社会科学研究科経済・経営

専攻 博士後期課程 

牛 騁 ギュウ チョウ(NIU 

Cheng) 

名城大学 経営学研究科 博士後期課程 

許 文新 キョ ブンシン 中国人民銀行 上海金融学院国際金融学院 院

長・教授 

京極 孝 キョウゴク タカシ 阪南大学 経済学部 教授 

清田 匡 キヨタ タクミ 大阪市立大学 商学部 教授 

金京 拓司 キンキョウ タクジ 神戸大学 経済学研究科 教授 

金城 亜紀 キンジョウ アキ 学習院女子大学 国際文化交流学部 教授 

Nguyen Thi Ngoc 

Anh 

グエン ティ ゴッ

ク アイン 

横浜国立大学 国際社会研究科学府 博士課程

後期 

NGUYEN THUY 

LINH 

グエン トゥイ リ

ン 

一橋大学 大学院経済学研究科 博士後期課程 

Nguyen Duc Lap グエン ドウック 

ラップ 

広島修道大学 商学部 教授 

権 純珍 クオン スンジン 倉敷芸術科学大学 危機管理学部 教授 

楠美 将彦 クスミ マサヒコ 高千穂大学 商学部 教授 

葛目 知秀 クズメ トモヒデ 大東文化大学 経済学部 准教授 

楠本 くに代 クスモト クニヨ 金融消費者問題研究所 代表 

工藤 和久 クドウ カズヒサ 中央大学 名誉教授 

工藤 健 クドウ タケシ 長崎大学 経済学部  

九内 麻希 クナイ マキ 三菱UFJ信託銀行㈱ 法人マーケット統括部 調

査役補 

國枝 康雄 クニエダ ヤスオ 日毛(上海)管理有限公司 董事 総経理 

國方 明 クニカタ アキラ 青森公立大学 経営経済学部 准教授 

久納 誠矢 クノウ セイヤ 大阪産業大学 経済学部 准教授 

久保 公二 クボ コウジ 学習院大学 国際社会科学部 教授 

久保 徳次郎 クボ トクジロウ 同志社大学 経済学部 教授 
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久保田 隆 クボタ タカシ 早稲田大学 大学院法務研究科 教授 

久保田 哲夫 クボタ テツオ 関西学院大学 総合政策部 名誉教授 

久保田 博道 クボタ ヒロミチ 宮崎産業経営大学 経営学部 教授 

熊谷 亮丸 クマガイ ミツマル 大阪経済大学 経営情報研究科 非常勤講師 

熊倉 正修 クマクラ マサナガ 明治学院大学 国際学部 教授 

熊本 尚雄 クマモト ヒサオ 獨協大学 経済学部 教授 

熊本 方雄 クマモト マサオ 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授 

倉都 康行 クラツ ヤスユキ RPテック㈱ 代表取締役 

Krawczyk, Mariusz クラフチック マリ

ウシュ 

龍谷大学 経済学部 教授 

栗原 裕 クリハラ ユタカ 愛知大学 経済学部 教授 

車田 直昭 クルマダ ナオアキ ヘルスグリッド㈱  取締役 

黒木 祥弘 クロキ ヨシヒロ 千葉大学 法政経学部 教授 

黒佐 尚俊 クロサ ナオトシ 第一生命保険㈱ 神奈川営業局 副推進役 

黒田 晁生 クロダ アキオ 明治大学 名誉教授 検見川金融研究室主筆 

黒田 巖 クロダ イワオ    

黒羽 雅子 クロハネ マサコ 山梨県立大学 国際政策学部 特任教授 

郡司 大志 グンジ ヒロシ 大東文化大学 経済学部 教授 

慶田 昌之 ケイダ マサユキ 立正大学 経済学部 専任講師 

呉 博宇 ゴ ハクウ 九州大学 経済学府経済システム専攻 博士課

程 

小池 拓自 コイケ タクジ 国立国会図書館 経済産業調査室 専門調査員 

小池 良司 コイケ リョウジ 日本銀行 金融研究所歴史研究課 企画役 

鯉渕 賢 コイブチ サトシ  

洪 恩東 コウ オントウ  

高 超洋 コウ チョウヨウ 中華民国中央銀行 経済研究處 研究員 

高阪 章 コウサカ アキラ 大阪大学 大学院国際公共政策研究科 名誉教

授 

髙阪 勇毅 コウサカ ユウキ  

神田 一成 コウダ イチナリ ㈱山口銀行 経営管理部(秘書担当) 取締役頭

取 

神津 多可思 コウヅ タカシ 日本証券アナリスト協会 専務理事 

河野 憲嗣 コウノ ケンジ 大分大学 教授 

河野 龍太郎 コウノ リュウタロウ BNPパリバ証券㈱ 経済調査本部長 

小枝 淳子 コエダ ジュンコ 早稲田大学 政治経済学術院 准教授 
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古賀 大介 コガ ダイスケ 山口大学 経済学部 教授 

古賀 麻衣子 コガ マイコ 専修大学 経済学部 教授 

國府 靖 コクフ ヤスシ 三井住友信託銀行㈱   

小島 潤 コジマ ジュン  

小嶋 寿史 コジマ ヒサシ 山口大学 経済学部 准教授 

小平 良一 コダイラ リョウイ

チ 

   

小塚 匡文 コヅカ マサフミ 摂南大学 経済学部 教授 

後藤 敬三 ゴトウ ケイゾウ 立教大学経済研究所   

後藤 昌平 ゴトウ ショウヘイ ㈱格付投資情報センター マーケティング本部  

後藤 尚久 ゴトウ ナオヒサ 北九州市立大学 経済学部 教授 

後藤 瑞貴 ゴトウ ミズキ 一橋大学 大学院経営管理研究科 博士後期課程 

後藤 康雄 ゴトウ ヤスオ 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

小西 大 コニシ マサル 一橋大学 大学院商学研究科 教授 

小西 龍治 コニシ リュウジ 立命館アジア太平洋大学 大学院経営管理研究

科 客員教授 

小早川 周司 コバヤカワ シュウジ 明治大学 政治経済学部 教授 

小林 篤 コバヤシ アツシ 社会福祉研究所 主任研究員 

小林 礼実 コバヤシ アヤミ 名古屋学院大学 経済学部 准教授 

小林 孝次 コバヤシ コウジ 創価大学 経済学部 教授 

小林 真一郎 コバヤシ シンイチ

ロウ 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 調査部 

主任研究員 

小林 慎哉 コバヤシ シンヤ 愛知大学 経済学部 教授 

小林 毅 コバヤシ タケシ 中京大学 経済学部  

小林 武 コバヤシ タケシ 名古屋商科大学 ビジネススクール 教授 

小林 照義 コバヤシ テルヨシ 神戸大学 経済学研究科 准教授 

小林 俊之 コバヤシ トシユキ  

小林 真之 コバヤシ マサユキ 北海学園大学 経済学部 名誉教授 

小林 磨美 コバヤシ マミ 立命館大学 経営学部 教授 

小平 武史 コヒラ タケシ 東京大学 経済学研究科 博士後期課程 

小藤 康夫 コフジ ヤスオ 専修大学 商学部 教授 

小巻 泰之 コマキ ヤスユキ 大阪経済大学 経済学部 教授 

小谷野 俊夫 コヤノ トシオ 静岡県立大学 名誉教授 

小和田 高雅 コワダ タカマサ University of California, San Diego 

Graduate School of International 
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Relations and Pacific Studies Global 

Leadership, Fellow 

今 喜史 コン ヨシフミ 宇都宮共和大学 シティライフ学部 専任講師 

近藤 万峰 コンドウ カズミネ 愛知学院大学 経済学部 教授 

近藤 隆則 コンドウ タカノリ 京都橘大学 経営学部 教授 

   

サの部   

蔡 越 サイ エツ 早稲田大学 大学院経済学研究科 博士課程 

齊木 吉隆 サイキ ヨシタカ 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授 

齋藤 一朗 サイトウ イチロウ 小樽商科大学 大学院商学研究科 教授 

齋藤 純 サイトウ ジュン (独)日本貿易振興機構 アジア経済研究所 地

域研究センター中東研究グループ  

齋藤 巡友 サイトウ ジュンユウ 桃山学院大学 経営学部 専任講師 

斎藤 智美 サイトウ トモミ 名城大学 経済学部 准教授 

齊藤 直 サイトウ ナオ フェリス女学院大学 国際交流学部 教授 

齊藤 壽彦 サイトウ ヒサヒコ 千葉商科大学 商経学部 名誉教授 

齊藤 誠 サイトウ マコト 名古屋大学 経済学部・経済学研究科 教授 

斉藤 美彦 サイトウ ヨシヒコ 大阪経済大学 経済学部  

嵯峨 行介 サガ コウスケ スルガ銀行㈱ 社長 

坂井 功治 サカイ コウジ 京都産業大学 経済学部 准教授 

酒井 晋一 サカイ シンイチ  

坂井 誠 サカイ マコト 恵泉女学園大学 人間社会学部 教授 

酒井 良清 サカイ ヨシキヨ 神奈川大学 経済学部 教授 

坂口 明義 サカグチ アキヨシ 専修大学 経済学部 教授 

坂下 直史 サカシタ タダシ ダイドードリンコ㈱ 社長室 シニアマネジャー 

相模 裕一 サガミ ユウイチ 西南学院大学 経済学部 教授 

坂本 正 サカモト タダシ 熊本学園大学 商学部 教授 

坂和 秀晃 サカワ ヒデアキ 名古屋市立大学 経済学研究科 准教授 

佐久間 浩司 サクマ コウジ 京都橘大学 国際英語学部 教授 

佐久間 裕秋 サクマ ヒロアキ 麗澤大学 経済学部 教授 

櫻川 昌哉 サクラガワ マサヤ 慶應義塾大学 経済学部 教授 

櫻川 幸恵 サクラガワ ユキエ 跡見学園女子大学 マネジメント学部 准教授 

佐々木 隆文 ササキ タカフミ 中央大学 総合政策学部 教授 

佐々木 均 ササキ ヒトシ 大阪経済法科大学 経済学部経済学科 非常勤

講師 
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佐々木(長瀧) 百合 ササキ ユリ 明治学院大学 経済学部 教授 

笹島 律夫 ササジマ リツオ ㈱常陽銀行 取締役頭取 

笹原 晶博 ササハラ マサヒロ ㈱北海道銀行 取締役頭取 

笹山 茂 ササヤマ シゲル 熊本学園大学 経済学部 教授 

佐瀬 隆夫 サセ タカオ 日米関係研究センター   

貞木 展生 サダキ ノブオ 山口大学 名誉教授 

佐藤 綾野 サトウ アヤノ 高崎経済大学 経済学部 教授 

佐藤 歩 サトウ アユム 三進興産㈱ 管理課  

佐藤 一郎 サトウ イチロウ 城西大学 現代政策学部 客員教授 

佐藤 清隆 サトウ キヨタカ 横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 教

授 

佐藤 節也 サトウ セツヤ 東洋大学 国際学部 教授 

佐藤 隆 サトウ タカシ 下関市立大学 講師 

佐藤 隆文 サトウ タカフミ    

佐藤 俊幸 サトウ トシユキ 岐阜協立大学 経済学部 教授 

佐藤 秀樹 サトウ ヒデキ 金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 准

教授 

佐藤 政則 サトウ マサノリ 麗澤大学 経済学部 特任教授 

佐藤 祐己 サトウ ユウキ 慶應義塾大学 経済学部 教授 

佐藤 有史 サトウ ユウジ 立教大学 経済学部 教授 

佐藤 嘉晃 サトウ ヨシアキ 松本大学 総合経営学部・総合経営学科 専任講

師 

佐藤 賀一 サトウ ヨシカズ (国研)産業技術総合研究所 イノベーション推

進本部 連携主幹 

左三川(笛田) 郁子 サミカワ イクコ (公社)日本経済研究センター 研究本部 金融

研究室長兼主任研究員 

Samreth 

Sovannroeun 

サムレト ソワンル

ン 

埼玉大学 教養学部 准教授 

澤田 考士 サワダ コウジ 不動産証券化協会 市場基盤ディビジョン 市

場基盤ディビジョン長(市場情報担当) 

澤田 充 サワダ ミチル 日本大学 経済学部 教授 

澤田 吉孝 サワダ ヨシタカ 京都先端科学大学 経済経営学部 准教授 

蕭 文嫻 シウ マンハン 大阪経済大学 日本経済史研究所 研究員(経済

学部 非常勤講師) 

塩澤 修平 シオザワ シュウヘイ 慶應義塾大学 経済学部 教授 
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塩路 悦朗 シオジ エツロウ 一橋大学 大学院経済学研究科 教授 

鹿野 嘉昭 シカノ ヨシアキ 同志社大学 経済学部 教授 

式見 雅代 シキミ マサヨ 長崎大学 経済学部 教授 

鎮目 雅人 シズメ マサト 早稲田大学 政治経済学術院 教授 

品田 直樹 シナダ ナオキ ㈱日本政策投資銀行 財務部 次長 

品田 雄志 シナダ ユウシ 信金中央金庫 地域・中小企業研究所 主任研究

員 

階戸 照雄 シナト テルオ 日本大学 大学院総合社会情報研究科 研究科

長・教授 

篠 潤之介 シノ ジュンノスケ 早稲田大学 国際教養学部 准教授 

篠﨑 伸也 シノザキ シンヤ 佐賀大学 経済学部 准教授 

篠沢 義勝 シノザワ ヨシカツ 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授 

柴垣 和夫 シバガキ カズオ 東京大学 名誉教授 

芝田 隆志 シバタ タカシ 東京都立大学 大学院社経営学研究科経営学専

攻 教授 

柴田 徳太郎 シバタ トクタロウ 帝京大学 大学院経済学研究科・経済学部 教授 

柴沼 武 シバヌマ タケシ 早稲田大学 名誉教授 

柴本 昌彦 シバモト マサヒコ 神戸大学 経済経営研究所 准教授 

嶋 恵一 シマ ケイイチ 三重大学 人文学部 教授 

志馬 祥紀 シマ ヨシノリ 帝塚山大学 経済経営学部 教授 

嶋田 健 シマダ タケシ (一財)岡山経済研究所 研究員 

島袋 伊津子 シマブクロ イツコ 沖縄国際大学 経済学部 教授 

島本 哲朗 シマモト テツロウ 京都大学 大学院経済学研究科 教授 

清水 克俊 シミズ カツトシ 名古屋大学 経済学研究科 教授 

清水 聡 シミズ サトシ ㈱日本総合研究所 調査部 主任研究員 

清水 順子 シミズ ジュンコ 学習院大学 経済学部 教授 

清水 太陽 シミズ タイヨウ 東京富士大学 経営学部経営学科 助教 

清水 誠 シミズ マコト 東京国際大学 商学部 教授 

清水 葉子 シミズ ヨウコ 福井県立大学 経済学部 講師 

清水 啓典 シミズ ヨシノリ 一橋大学 名誉教授 

下田 繁則 シモダ シゲノリ 神戸国際大学 経済学部 教授 

下田 真也 シモダ シンヤ 九州産業大学 経済学科 准教授 

下田 敏勝 シモダ トシカツ    

下野 恵子 シモノ ケイコ 立命館大学 BKC社系研究機構 客員研究員 

周 学智 シュウ ガクチ 一橋大学 大学院商学研究科(金融) 後期博士課程 
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周 思思 シュウ シシ 明治大学 商学部 助手 

周 揚 シュウ ヨウ 神戸大学 大学院経済学研究科 博士後期課程 

宿輪 純一 シュクワ ジュンイ

チ 

帝京大学 経済学部経済学科 教授 慶應大学

経済学部 非常勤講師 

徐 磊 ジョ ライ 沖縄大学 経法商学部・経法商学科 講師 

章 沙娟 ショウ サエン 横浜国立大学 国際社会科学研究科 博士課程

後期 

聶 麗 ジョウ レイ 一橋大学 商学研究科 博士後期課程 

白井 進 シライ ススム    

白川 浩道 シラカワ ヒロミチ クレディスイス証券㈱ チーフエコノミスト兼

副会長 

白川 方明 シラカワ マサアキ 青山学院大学 国際政治経済学部 特別招聘教

授 

白須 洋子 シラス ヨウコ 青山学院大学 経済学部 教授 

白塚 重典 シラツカ シゲノリ 慶應義塾大学 経済学部 教授 

代田 純 シロタ ジュン 駒澤大学 経済学部 教授 

新開 潤一 シンカイ ジュンイ

チ 

近畿大学 経営学部 講師 

新澤 雄一 シンザワ ユウイチ 早稲田大学 名誉教授 

新道 純久 シンドウ ツナヒサ 中央大学 大学院  

陣内 芳博 ジンノウチ ヨシヒ

ロ 

㈱佐賀銀行 取締役会長 

新保 恵志 シンボ ケイシ 東海大学 教養学部人間環境学科 教授 

随 清遠 ズイ セイエン 横浜市立大学 国際総合科学部 教授 

須賀 博樹 スガ ヒロキ    

菅田 詳 スガタ ショウ  

菅野 健一 スガノ ケンイチ 千葉商科大学 大学院政策研究科 博士課程 

菅原 康平 スガハラ コウヘイ 東北大学 大学院経済学研究科  

菅本 浩幸 スガモト ヒロユキ 東京大学 大学院経済学研究科 経済史コー

ス・博士課程 

菅原 歩 スガワラ アユム 東北大学 大学院経済学研究科 准教授 

杉浦 康之 スギウラ ヤスユキ 日興リサーチセンター 社会システム研究所 

主任研究員 

杉沢 一美 スギサワ カズミ 共愛学園前橋国際大学 国際社会学部 教授 

杉山 敏啓 スギヤマ トシヒロ 江戸川大学 経営社会学科 教授 
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杉山 里枝 スギヤマ リエ 國學院大学 経済学部 教授 

須齋 正幸 スサイ マサユキ 長崎大学 経済学部 教授 

諏澤 吉彦 スザワ ヨシヒコ 京都産業大学 経営学部  

鈴木 和志 スズキ カズユキ 明治大学 名誉教授 

鈴木 健嗣 スズキ カツシ 一橋大学 経営管理研究科 教授 

鈴木 久美 スズキ クミ 山形県立米沢女子短期大学 社会情報学科 講師 

鈴木 俊夫 スズキ トシオ 東北大学 名誉教授 

鈴木 稔彦 スズキ トシヒコ 野村アセットマネジメント㈱ 運用部債券グル

ープ シニア・クレジットアナリスト 

鈴木 智弘 スズキ トモヒロ 信州大学 名誉教授 

鈴木 智也 スズキ トモヤ 関西大学 経済学部 教授 

鈴木 則稔 スズキ ノリトシ 筑波学院大学 名誉教授 

鈴木 典之 スズキ ノリユキ 流通経済大学   

鈴木 誠 スズキ マコト 文教大学 経営学部経営学科  

鈴木 真実哉 スズキ マミヤ ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ 経営成

功学部 ディーン 

鈴木 泰 スズキ ヤスシ 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部 教授 

鈴木 唯 スズキ ユイ 武蔵大学 経済学部金融学科 教授 

鈴木 淑夫 スズキ ヨシオ 鈴木政経フォーラム 代表 

鈴木 喜久 スズキ ヨシヒサ 広島大学 人間社会科学研究科・経済学部 教授 

須藤 功 ストウ イサオ 明治大学 政治経済学部 教授 

須藤 時仁 スドウ トキヒト 獨協大学 経済学部 教授 

須藤 智徳 スドウ トモノリ 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 

教授 

首藤 恵 ストウ メグミ 早稲田大学 大学院経営管理研究科 名誉教授 

砂川 武貴 スナカワ タケキ 一橋大学 経済学研究科 講師 

角南 英郎 スナミ ヒデオ 日本経済大学 経済学部 講師 

関 光良 セキ ミツヨシ ㈱山梨中央銀行 取締役頭取 

関川 靖 セキガワ ヤスシ 名古屋文理大学 健康生活学部 教授 

関根 篤史 セキネ アツシ 千葉大学 大学院社会科学研究院 講師 

関根 猪一郎 セキネ イイチロウ 高知短期大学 社会科学科 名誉教授 

関根 順一 セキネ ジュンイチ 九州産業大学 経済学部 教授 

関村 正悟 セキムラ ショウゴ 埼玉学園大学 経営学研究科 客員教授 

千田 隆 センダ タカシ 広島大学 社会科学研究科 教授 

相馬 一天 ソウマ イッテン 東京福祉大学 社会福祉学部 准教授 
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相馬 利行 ソウマ トシユキ 近畿大学 経済学部 教授 

相馬 尚人 ソウマ ナオト 横浜国立大学 国際社会科学研究院 准教授 

外島 健嗣 ソトジマ ケンジ 大阪国際大学 経営経済学部経済学科 准教授 

孫 明元 ソン メイゲン 九州大学 経済学府 博士後期課程 

   

タの部   

田尾 祐一 タオ ユウイチ ㈱荘内銀行 代表取締役頭取 

高岡 瞭 タカオカ リョウ 神戸大学 大学院経済学研究科 博士後期課程 

髙木 聖 タカギ サトシ 東京工芸大学 芸術学部 教授 

髙木 力 タカキ チカラ (有)髙木キャリア創造研究所 所長 

髙木 吉久 タカギ ヨシヒサ 三井住友海上プライマリー生命保険㈱ 教育セ

ンター部 部長 

高久 賢也 タカク ケンヤ 広島市立大学 国際学部 准教授 

高﨑 春華 タカサキ ハルカ 東洋英和女学院大学 国際社会学部 講師 

高砂 謙二 タカサゴ ケンジ 大阪経済法科大学 経済学部 准教授 

髙島 修 タカシマ オサム シティグループ証券㈱ 外国為替本部 チーフ

FXストラテジスト 

髙島 浩 タカシマ ヒロシ ㈱農林中金総合研究所 理事研究員 

髙田 邦洋 タカダ クニヒロ ㈱みちのく銀行 取締役頭取 

高田 太久吉 タカダ タクキチ 中央大学 商学部 教授 

高千穂 安長 タカチホ ヤスナガ 東北大学 大学院経済学研究科震災復興研究セ

ンター 博士研究員 

髙月 昭年 タカツキ アキトシ 髙月法律事務所 弁護士 

高槻 泰郎 タカツキ ヤスオ 神戸大学 経済経営研究所 准教授 

高辻 成彦 タカツジ ナルヒコ ㈱いちよし経済研究所 企業調査部 主任研究

員(シニアアナリスト) 

髙橋 和也 タカハシ カズヤ (公財)日本証券経済研究所 研究調査部  

高橋 克英 タカハシ カツヒデ ㈱マリブジャパン 代表取締役 

高橋 智彦 タカハシ トモヒコ 拓殖大学 政経学部 教授 

高橋 豊治 タカハシ トヨハル 中央大学 商学部 教授 

高橋 秀朋 タカハシ ヒデトモ 法政大学 経済学部 教授 

高橋 秀直 タカハシ ヒデナオ 筑波大学 人文社会系経済学専攻 助教 

髙橋 英行 タカハシ ヒデユキ (公財)日本共同証券財団 事務局長 

高橋 宏彰 タカハシ ヒロアキ 東北大学 大学院経済学研究科 博士後期課程 

高橋 正彦 タカハシ マサヒコ 横浜国立大学 名誉教授 
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高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ 早稲田大学 非常勤講師 

高橋 亘 タカハシ ワタル 大阪経済大学 経済学部 教授 

高浜 光信 タカハマ ミツノブ 明治大学 商学部 教授 

髙見澤 秀幸 タカミザワ ヒデユキ 中央大学 商学部 教授 

高宮 洋一 タカミヤ ヨウイチ 城西国際大学 客員教授 

髙屋 定美 タカヤ サダヨシ 関西大学 商学部 教授 

高安 健一 タカヤス ケンイチ 獨協大学 経済学部 教授 

高安 雄一 タカヤス ユウイチ 大東文化大学 経済学部 教授 

高山 晃郎 タカヤマ アキオ 名城大学 経営学部 准教授 

髙山 浩二 タカヤマ コウジ 西南学院大学 商学部 准教授 

髙山 真 タカヤマ シン ㈱三菱UFJ銀行   

滝口 治 タキグチ オサム 山口大学 経済学部 教授 

卓 涓涓 タク ケンケン 高知大学 人文社会科学部人文社会学科 講師 

田口 幸雄 タグチ サチオ ㈱岩手銀行 代表取締役頭取 

田口 博雄 タグチ ヒロオ 法政大学 名誉教授 

田倉 達彦 タクラ タツヒコ ㈱つかさ長期投資研究所 代表 

武井 安彦 タケイ ヤスヒコ 鎌倉女子大学 家政学部家政保健学科 教授 

竹内 晴夫 タケウチ ハルオ 愛知大学 経済学部 教授 

竹澤 康子 タケザワ ヤスコ 東洋大学 経済学部 教授 

竹治 康公 タケジ ヤスマサ 神戸学院大学 経済学部 教授 

武田 浩一 タケダ コウイチ 法政大学 経済学部 教授 

竹田 聡 タケダ サトシ 愛知大学 地域政策学部 教授 

武田 哲夫 タケダ テツオ 拓殖大学 名誉教授 

武田 英俊 タケダ ヒデトシ 日本大学 国際関係学部国際総合政策学科 教

授 

武田 寛 タケダ ヒロシ 北九州市立大学 大学院マネジメント研究科 

教授 

武田 勝 タケダ マサル 中央大学 経済学部 准教授 

武田 佑太 タケダ ユウタ  

竹田 陽介 タケダ ヨウスケ 上智大学 経済学部 教授 

竹中 正治 タケナカ マサハル 龍谷大学 経済学部 教授 

竹端 克利 タケハナ カツトシ ㈱野村総合研究所 金融イノベーション研究部 

上級研究員 

武見 浩充 タケミ ヒロミツ 千葉商科大学 会計大学院会計ファイナンス研

究科 教授 
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竹本 亨 タケモト トオル 日本大学 法学部政治経済学科 教授 

多胡 秀人 タゴ ヒデト  

太宰 北斗 ダザイ ホクト 名古屋商科大学 商学部 助教 

田代 勝也 タシロ カツヤ  

田代 雅之 タシロ マサユキ ㈱農林中金総合研究所 調査第2部 専任研究員 

立花 実 タチバナ ミノル 大阪府立大学 経済学研究科 准教授 

辰巳 憲一 タツミ ケンイチ 学習院大学 経済学部 名誉教授 

建部 正義 タテベ マサヨシ 中央大学 名誉教授 

田中 敦夫 タナカ アツオ 名城大学 監事 

田中 敦 タナカ アツシ 関西学院大学 経済学部 教授 

田中 勝次 タナカ カツジ 岡山商科大学 経済学部 教授 

田中 賢治 タナカ ケンジ 帝京大学 経済学部経済学科 教授 

田中 誠和 タナカ セイワ 名古屋商科大学 大学院マネジメント研究科 

教授 

田中 泰輔 タナカ タイスケ 田中泰輔リサーチ 代表 

田中 孝憲 タナカ タカノリ 関西大学 商学部 教授 

田中 隆之 タナカ タカユキ 専修大学 経済学部 教授 

田中 茉莉子 タナカ マリコ 武蔵野大学 経済学部 准教授 

田中 義孝 タナカ ヨシタカ 慶應義塾大学 商学研究科 博士課程 

棚瀬 順哉 タナセ ジュンヤ 財務省 国際局為替市場課 資金管理専門官 

谷 直樹 タニ ナオキ 龍谷大学 経済学部 准教授 

谷 幸修 タニ ユキノブ ㈱三菱UFJ銀行 リテール企画部 調査役 

谷川 孝美 タニカワ タカヨシ    

田端 克至 タバタ カツシ 愛知大学   

田渕 直也 タブチ ナオヤ    

玉木 伸介 タマキ ノブスケ 大妻女子大学 短期大学部 教授 

玉城 義昭 タマキ ヨシアキ ㈱沖縄銀行 取締役頭取 

田村 晶子 タムラ アキコ 法政大学 経済学部 教授 

田村 香月子 タムラ カヅコ 関西大学 商学部 准教授 

田村 英朗 タムラ ヒデアキ 神戸大学 経済学研究科 研究員 

溜川 健一 タメガワ ケンイチ 山形大学 人文学部法経政策学科 准教授 

崔 聖愛 チェ ソンエ 桃山学院大学 経済学研究科 博士後期課程 

近廣 昌志 チカヒロ マサシ 愛媛大学 法文学部 准教授 

地主 敏樹 ヂヌシ トシキ 関西大学 総合情報学部 教授 



- 25 - 

 

千葉 安佐子 チバ アサコ (公財)東京財団政策研究所 政策研究 ポスト

ドクトラルフェロー 

千葉 康弘 チバ ヤスヒロ 北東アジア研究交流ネットワーク 副代表幹事 

茶野 努 チャノ ツトム 武蔵大学 経済学部  

張 南 チャン ナン 広島修道大学 経済科学部 教授 

儲 梅芬 チュウ メイフン 九州大学 経済学研究院 講師 

張 晏菱 チョウ アンリョウ 神戸大学 経済学部 研究科後期課程 

張 艶 チョウ エン 明治学院大学 国際学部 教授 

張 思語 チョウ シゴ 明治学院大学 経済学研究科 博士後期課程 

張 瑜 芳 チョウ ユウ ホウ 中華民國銀行公會   

陳 迅 チン ジン New China Capital Management Limited 

Investment & Research Department 

Director 

陳 卓 チン タク 神戸大学 大学院経済学研究科 博士後期課程 

沈 徹 チン テツ 愛知大学 経済学部 教授 

塚原 昭人 ツカハラ アキヒト 四天王寺国際仏教大学 人文社会学部 経済学

教授 

塚原 一郎 ツカハラ イチロウ 県立広島大学 地域創生学部 准教授 

辻本 臣哉 ツジモト シンヤ Nippon Life Global Investors Singapore 

Limited.、Chief Executive Officer 

土田 壽孝 ツチダ トシノリ 國學院大学 経済学部 教授 

土村 宜明 ツチムラ ヨシアキ 常葉大学 経営学部 准教授 

筒井 義郎 ツツイ ヨシロウ 京都文教大学 総合社会学部 特任教授(大阪大

学名誉教授) 

都築 栄司 ツヅキ エイジ 南山大学 経済学部 教授 

坪内 浩 ツボウチ ヒロシ 日本大学 経済学部 教授 

津曲 眞樹 ツマガリ マサキ 金融庁 総合政策局総合政策課 課長補佐 

釣 雅雄 ツリ マサオ 岡山大学 社会文化科学研究科 准教授 

敦賀 貴之 ツルガ タカユキ 大阪大学 社会経済研究所 教授 

鶴沢 真 ツルサワ マコト みずほファクター㈱ 決済営業企画部  

鶴田 大輔 ツルタ ダイスケ 日本大学 経済学部 教授 

靎見 誠良 ツルミ マサヨシ 法政大学 名誉教授 

Tee Kian Heng ティー キャン ヘ

ーン 

岩手県立大学 総合政策学部  

翟 唯揚 テキ イヨウ 滋賀大学 経済学研究科 博士課程 
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手嶋 宣之 テシマ ノブユキ 専修大学 商学部 教授 

出町 一恵 デマチ カズエ 東京外国語大学 大学院総合国際学研究院 准

教授 

寺井 晃 テライ アキラ 京都産業大学 経済学部 教授 

寺崎 友芳 テラサキ トモヨシ 京都産業大学 経済学部 教授 

寺地 孝之 テラチ タカシ 関西学院大学 商学部 教授 

涂 琛 ト チン 一橋大学 大学院経営管理研究科 博士後期課

程 

戸井 佳奈子 トイ カナコ 安田女子大学 現代ビジネス学科 教授 

童 適平 ドウ テキヘイ 獨協大学 経済学部 教授 

唐 麗 トウ レイ 関東学園大学 経済学部 講師 

堂前 豊 ドウマエ ユタカ 創価大学 通信教育部 准教授 

道和 孝治郎 ドウワ コウジロウ 京都先端科学大学 経済経営学部 准教授 

遠山 浩 トオヤマ コウ 専修大学 経済学部 教授 

通山 学 トオリヤマ マナブ    

徳島 勝幸 トクシマ カツユキ ㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 取締役年

金総合リサーチセンター長兼ESG推進室長 

得田 雅章 トクダ マサアキ 日本大学 経済学部 教授 

得津 康義 トクツ ヤスヨシ 広島経済大学 経済学部 教授 

徳丸 浩 トクマル ヒロシ 立命館大学 国際関係学部 教授 

俊野 雅司 トシノ マサシ 成蹊大学 経済学部 教授 

外木 好美 トノギ コノミ 立正大学 経済学部 専任講師 

土橋 康人 ドバシ ヤスト 立教大学 経済学部 助教 

戸部 智 トベ サトシ 関西学院大学 総合政策学部 専任講師 

戸辺 玲子 トベ レイコ 二松学舎大学 国際政治経済学研究科 専任講

師 

富田 信太郎 トミタ シンタロウ 慶應義塾大学 商学部 准教授 

富田 秀夫 トミタ ヒデオ リフィニティブ・ジャパン㈱  代表取締役社長 

冨田 洋介 トミタ ヨウスケ 東洋学園大学 現代経営学部 准教授 

冨村 圭 トミムラ ケイ 愛知大学 経営学部 准教授 

戸村 肇 トムラ ハジメ  

豊島 勝一郎 トヨシマ カツイチ

ロウ 

㈱清水銀行 取締役頭取 

豊福 建太 トヨフク ケンタ 日本大学 経済学部 教授 

取越 達哉 トリコシ タツヤ 久留米大学 経済学部 教授 
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鳥谷 一生 トリタニ カズオ 京都女子大学 現代社会学部 教授 

   

ナの部   

内木 栄莉子 ナイキ エリコ 同志社大学 経済学研究科 博士後期課程 

内藤 純一 ナイトウ ジュンイ

チ 

全国信用協同組合連合会/全国信用組合中央会 

理事長 

内藤 友紀 ナイトウ トモノリ 関西大学 政策創造学部 教授 

仲 浩史 ナカ ヒロシ 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授 

永井 秀哉 ナガイ シュウサイ 東洋学園大学 大学院現代経営学部 教授 

中井 教雄 ナカイ ノリオ 広島修道大学 商学部 准教授 

中井 正敏 ナカイ マサトシ    

中尾 将人 ナカオ マサト 千葉商科大学 商経学部 専任講師 

中岡 孝剛 ナカオカ タカヨシ 近畿大学 経営学部 准教授 

中川 忍 ナカガワ シノブ 埼玉大学 人文社会科学研究科・経済学部 教授 

中川 利香 ナカガワ リカ 東洋大学 経済学部 教授 

中川 竜一 ナカガワ リュウイ

チ 

関西大学 経済学部 教授 

中北 徹 ナカキタ トオル 東洋大学 経済学研究科 教授 

中嶋 幹 ナカジマ カン 武蔵大学   

中島 清貴 ナカシマ キヨタカ 甲南大学 経済学部 教授 

中島 真志 ナカジマ マサシ 麗澤大学 経済学部 教授 

中島 將隆 ナカジマ マサタカ 甲南大学 名誉教授 

中島 洋子 ナカジマ ヨウコ 学習院女子大学 非常勤講師 

長島 芳枝 ナガシマ ヨシエ 大東文化大学 経営学部 准教授 

長瀬 毅 ナガセ タケシ 流通経済大学 経済学部 専任講師 

永田 邦和 ナガタ クニカズ 長野県立大学 グローバルマネジメント学部グ

ローバルマネジメント学科 教授 

中田 茂希 ナカタ シゲキ 日本大学 大学院総合社会情報研究科 博士後

期課程  

中田 勇人 ナカタ ハヤト 明星大学 経済学部 教授 

永田 裕司 ナガタ ヒロシ 福岡大学 商学部 教授 

中田 真佐男 ナカタ マサオ 成城大学 経済学部 教授 

中塚 晴雄 ナカツカ ハルオ 福岡大学 商学部 専任講師 

永冨 隆司 ナガトミ タカシ 国士舘大学 政経学部 教授 

中西 勝則 ナカニシ カツノリ ㈱静岡銀行 取締役会長 
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中西 正行 ナカニシ マサユキ 肥後キャピタル 業務部 課長 

中野 正裕 ナカノ マサヒロ 高崎経済大学 経済学部 准教授 

永野 護 ナガノ マモル 成蹊大学 経済学部 教授 

中野 瑞彦 ナカノ ミツヒコ 桃山学院大学 経済学部 教授 

中畑 裕之 ナカハタ ヒロユキ 高田短期大学 キャリア育成学科 オフィスワ

ークコース 教授 

中浜 隆 ナカハマ タカシ 小樽商科大学 商学部 教授 

長原 徹 ナガハラ トオル 芝浦工業大学 工学部共通学群人文社会科目 

准教授 

中平 千彦 ナカヒラ カズヒコ 明海大学 経済学部経済学科 教授 

長堀 和正 ナガホリ カズマサ ㈱武蔵野銀行 取締役頭取 

中村 篤志 ナカムラ アツシ 新潟大学 経済科学部  

中村 勝之 ナカムラ カツユキ 桃山学院大学 経済学部 教授 

中村 研二 ナカムラ ケンジ 釧路公立大学 地域経済研究センター センタ

ー長・教授 

中村 純一 ナカムラ ジュンイ

チ 

㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 上席主

任研究員 

中村 竜哉 ナカムラ タツヤ 拓殖大学 商学部 教授 

中村 周史 ナカムラ チカフミ 中央大学 総合政策学部 准教授 

中村 恒 ナカムラ ヒサシ 一橋大学 商学研究科 准教授 

仲村 靖 ナカムラ ヤスシ 広島修道大学 商学部 教授 

中村 優太 ナカムラ ユウタ    

中村 良則 ナカムラ ヨシノリ 富士大学 教授 

中村 良広 ナカムラ ヨシヒロ 熊本学園大学 経済学部 教授 

永易 淳 ナガヤス ジュン 東北大学 大学院経済学研究科 教授 

中山 嘉彦 ナカヤマ ヨシヒコ 大阪学院大学 経済学部 教授 

柳樂 明伸 ナギラ アキノブ 一橋大学 大学院商学研究科 博士後期課程 

名取 昭弘 ナトリ アキヒロ 亜細亜大学 経済学部 名誉教授 

成田 淳司 ナリタ ジュンジ 青山学院大学 経済学部 教授 

鳴瀬 成洋 ナルセ シゲヒロ 神奈川大学 経済学部 教授 

南波 浩史 ナンバ ヒロシ 共立女子大学 ビジネス学部 教授 

新形 敦 ニイガタ アツシ 立命館大学 経済学部 教授 

新関 三希代 ニイゼキ ミキヨ 同志社大学 経済学部 教授 

二階堂 有子 ニカイドウ ユウコ 武蔵大学 経済学部 教授 

西 義彦 ニシ ヨシヒコ    
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西尾 圭一郎 ニシオ ケイイチロウ 愛知教育大学 教育学部 准教授 

西尾 夏雄 ニシオ ナツオ モルガン・スタンレーMUFG証券㈱   

西垣 鳴人 ニシガキ ナルント 名城大学 経営学部 教授 

西垣 秀樹 ニシガキ ヒデキ 三井住友DSアセットマネジメント㈱ 運用部 

シニアエコノミスト 

西川 珠子 ニシカワ タマコ みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱ 調査部経

済調査チーム 主席エコノミスト 

西川 輝 ニシカワ テル 横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 准

教授 

西川 正郎 ニシカワ マサオ 桜美林大学 大学院経営学研究領域 教授 

西澤 利郎 ニシザワ トシロウ 東京大学 公共政策大学院 教授 

西田 顕生 ニシダ アキオ 西南学院大学 商学部 教授 

西戸 隆義 ニシド タカヨシ 下関市立大学 経済学部 准教授 

西畑 一哉 ニシハタ カズヤ 二松学舎大学 常任理事 

西村 和志 ニシムラ カズシ    

西村 雄志 ニシムラ タケシ 関西大学 経済学部 教授 

西村 信勝 ニシムラ ノブカツ 文京学院大学 外国語学部 特任教授 

西村 友作 ニシムラ ユウサク 対外経済貿易大学 国際経済研究院 副教授 

西村 陽造 ニシムラ ヨウゾウ 立命館大学 政策科学部 教授 

西村 佳子 ニシムラ ヨシコ 京都産業大学 経済学部 准教授 

西山 茂 ニシヤマ シゲル 九州国際大学 現代ビジネス学部 教授 

西山 慎一 ニシヤマ シンイチ 神戸大学 大学院経済学研究科 教授 

西山 巨章 ニシヤマ ヒロアキ 大正大学 地域創生学部 教授 

西脇 廣治 ニシワキ ヒロジ 広島経済大学 大学院経済学研究科 教授 

新田町 尚人 ニッタマチ ナオト 九州産業大学 商学部経営・流通学科 准教授 

二宮 健史郎 ニノミヤ ケンシロウ 立教大学 経済学部 教授 

丹羽 昇 ニワ ノボル 富山大学 名誉教授 

糠谷 英輝 ヌカヤ ヒデキ 広島経済大学 経済学部 教授 

奴田原 健悟 ヌタハラ ケンゴ 専修大学 経済学部 教授 

布目 稔生 ヌノメ トシナリ    

寧 錚 ネイ ソウ 愛知学院大学 経営学研究科 博士後期課程 

根本 忠宣 ネモト タダノブ 中央大学 商学部 教授 

根本 直子 ネモト ナオコ 早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 

根本 洋一 ネモト ヨウイチ 一橋大学 財務総合政策研究所  

野崎 哲哉 ノザキ テツヤ 三重大学 人文学部 教授 
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野崎 浩成 ノザキ ヒロナリ 東洋大学 国際学部 教授 

野崎 竜太郎 ノザキ リュウタロウ 久留米大学 経済学部経済学部 教授 

野澤 亘 ノザワ ワタル 福岡大学 経済学部経済学科 准教授 

野下 保利 ノシタ ヤストシ 国士舘大学 政経学部 教授 

野田 彰彦 ノダ アキヒコ みずほ総合研究所㈱ 政策調査部 上席主任研

究員 

野田 顕彦 ノダ アキヒコ 明治大学 商学部 准教授 

野田 弘英 ノダ ヒロヒデ 東京経済大学・埼玉大学 名誉教授 

野間 敏克 ノマ トシカツ 同志社大学 政策学部 教授 

   

ハの部   

萩原 統宏 ハギワラ モトヒロ 明治大学 商学部 教授 

Lamia BAZZAOUI バザウイ ラミア 東北大学 経済学研究科 博士課程後期3年生 

間 真実 ハザマ マコト 内閣府 経済社会総合研究所  

橋上 徹 ハシガミ トオル 県立広島大学 経営情報学部経営学科会計ファ

イナンス専攻 准教授 

橋本 政樹 ハシモト セイキ  

橋本 武敏 ハシモト タケトシ 日本銀行 金融機構局 企画役 

橋本 将司 ハシモト マサシ (公財)国際通貨研究所 経済調査部 上席研究

員 

橋本 理博 ハシモト マサヒロ 愛知学院大学 商学部 准教授 

蓮井 康平 ハスイ コウヘイ 愛知大学 経済学部 准教授 

蓮見 亮 ハスミ リョウ 武蔵大学 経済学部 准教授 

長谷川 清 ハセガワ キヨシ 地域金融研究所 主席研究員 

長谷川 勉 ハセガワ ツトム 日本大学 商学部 准教授 

長谷川 敏朗 ハセガワ トシロウ 日本銀行 金融機構局 特任主査 

長谷川 博 ハセガワ ヒロシ (税法人)コンサルト 代表社員税理士 

羽田 徹也 ハダ テツヤ 羽田事務所   

畠田 敬 ハタケダ タカシ 神戸大学 大学院経営学研究科 准教授 

畠山 久志 ハタケヤマ ヒサシ 中部学院大学 経営学部 教授 

畑瀬 真理子 ハタセ マリコ 日本銀行 金融研究所 企画役 

服部 隆夫 ハットリ タカオ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 投資情報

部 シニア投資ストラテジスト 

服部 孝洋 ハットリ タカヒロ 財務省 財務総合政策研究所 研究員 

服部 泰彦 ハットリ ヤスヒコ 立命館大学 経営学部 名誉教授 
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花垣 貴司 ハナガキ タカシ 内閣府 経済社会総合研究所 特別研究員 

花木 正孝 ハナキ マサタカ 近畿大学 経営学部商学科 教授 

花崎 正晴 ハナザキ マサハル 埼玉学園大学 経済経営学部 教授 

花田 エバ ハナダ エバ 神戸大学 国際連携推進機構EU総合学術センタ

ー 准教授 

英 邦広 ハナブサ クニヒロ 関西大学 商学部 教授 

花輪 俊哉 ハナワ トシヤ 一橋大学 名誉教授 

葉原 壽人 ハバラ カズヒト 京都産業大学 経済学部 教授 

濱田 美紀 ハマダ ミキ (独)日本貿易振興機構 アジア経済研究所  

濱地 秀行 ハマチ ヒデユキ 北海道教育大学 札幌校教育学部  

羽森 直子 ハモリ ナオコ 流通科学大学 経済学部 教授 

早川 大介 ハヤカワ ダイスケ 愛知大学 経済学部 准教授 

早川 達二 ハヤカワ タツジ 福山大学 経済学部 教授 

林 幸司 ハヤシ コウジ 成城大学 経済学部 教授 

林 晋 ハヤシ ススム    

林 直嗣 ハヤシ ナオツグ 法政大学 経営学部 名誉教授 

林 秀毅 ハヤシ ヒデキ 国際大学 国際関係学研究科 特別招聘教授 

林 康史 ハヤシ ヤスシ 立正大学 経済学部 教授 

早瀬 保行 ハヤセ ヤスユキ ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 常

勤監査役 

速水 保 ハヤミ タモツ  

原田 喜美枝 ハラダ キミエ 中央大学 商学部 教授 

原田 泰 ハラダ ユタカ 日本銀行 政策委員会 審議委員 

原村 健二 ハラムラ ケンジ 預金保険機構 金融再生部 審議役 

播磨谷 浩三 ハリマヤ コウゾウ 立命館大学 経済学部 教授 

春井 久志 ハルイ ヒサシ 中央銀行研究所 代表 

伴 豊 バン ユタカ 法政大学 大学院  

坂東 義徳 バンドウ ヨシノリ 首都大学東京 社会科学研究科 博士後期課程 

陳 玉雄 ヒガシ タマオ 麗澤大学 国際学部 准教授 

日向野 幹也 ヒガノ ミキナリ 早稲田大学 大学総合研究センター 教授 

比佐 章一 ヒサ ショウイチ 神奈川大学 経済学部 准教授 

比佐 優子 ヒサ ユウコ 帝京大学 経済学部 准教授 

久田 貴紀 ヒサダ タカノリ  

日高 千景 ヒダカ チカゲ 慶應義塾大学 商学部 教授 

秀島 弘高 ヒデシマ ヒロタ 農林中央金庫 エグゼクティブ・アドバイザー
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カ (国際規制担当) 

桧野 智子 ヒノ トモコ 法政大学 経済学部 兼任講師 

氷見野 良三 ヒミノ リョウゾウ 東京大学 公共政策大学院 客員教授 

兵藤 隆 ヒョウドウ タカシ 山口大学 経済学部 教授 

平井 浩司 ヒライ コウジ ㈱鳥取銀行 取締役頭取 

平岡 賢司 ヒラオカ ケンジ 熊本学園大学 名誉教授 

平賀 一希 ヒラガ カズキ 名古屋市立大学 経済学研究科 准教授 

平木 一浩 ヒラキ カズヒロ 日本銀行 金融研究所 企画役 

平木 俊一 ヒラキ シュンイチ (財)日本国際協力システム 評議員会議長 

平田 潤 ヒラタ ジュン 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群/大学院

経営学研究科 教授 

平田 英明 ヒラタ ヒデアキ 法政大学 経営学部 教授 

平田 喜彦 ヒラタ ヨシヒコ 法政大学 名誉教授 

平松 知実 ヒラマツ トモミ 巣鴨信用金庫 リスク管理部  

平山 賢一 ヒラヤマ ケンイチ 東京海上アセットマネジメント㈱ 運用本部 

執行役員運用本部長 

広瀬 純夫 ヒロセ スミオ 信州大学 経済学部 准教授 

廣田 通義 ヒロタ ミチヨシ 青山学院大学 経済学研究科 博士後期課程 

廣野 桂子 ヒロノ ケイコ 日本大学 経済学部 教授 

樋渡 淳二 ヒワタシ ジュンジ 大東文化大学   

Pinto Dos Santos, 

Jose Miguel 

ピント・ドス・サント

ス、ジョゼ・ミゲル 

AESE Business School、Professor of 

Finance/MBA Programme Director 

黄 圭燦 ファン キュチャン 東海学園大学 経営学部 教授 

Fink、Naomi Anne フィンク、ナオミ Europacifica Consulting  President 

フェルドマン、ロバー

ト・アラン 

フェルドマン、ロバ

ート・アラン 

モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ シニアアドバ

イザー 

深浦 厚之 フカウラ アツユキ 長崎大学 経済学部 教授 

深貝 善太郎 フカガイ ゼンタロウ 島根大学 名誉教授 

深澤 映司 フカサワ エイジ 国立国会図書館 調査及び立法考査局 財政金

融調査室 主任(専門調査員) 

深見 泰孝 フカミ ヤスタカ 駒澤大学 経済学部 准教授 

福居 信幸 フクイ ノブユキ 広島経済大学 経済学部 教授 

福井 真樹 フクイ マサキ 東京短資㈱ 総務部 部付部長 

福重 元嗣 フクシゲ モトツグ 大阪大学 大学院経済学研究科 教授 

福島 章雄 フクシマ アキオ 成城大学 経済研究所 客員所員 
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福嶋 幸太郎 フクシマ コウタロ

ウ 

兵庫県公立大学法人 芸術文化観光専門職大学 

教授 

福島 康博 フクシマ ヤスヒロ 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究

所 研究機関研究員 

福田 晧 フクダ アキラ 慶應義塾大学 商学研究科博士課程 パネルデ

ータ設計・解析センター研究員 

福田 司文 フクダ シモン 流通科学大学   

福田 慎 フクダ シン 駒澤大学 経営学部 准教授 

福田 慎一 フクダ シンイチ 東京大学 経済学研究科 教授 

福田 紫 フクダ ユカリ 関東学院大学 経済学部 講師 

福地 幸文 フクチ コウブン 大月市立大月短期大学 非常勤講師 

福永 一樹 フクナガ カズキ    

福光 寛 フクミツ ヒロシ 成城大学 名誉教授 

福本 智之 フクモト トモユキ 大阪経済大学 経済学部 教授 

福本 幸男 フクモト ユキオ 大阪経済大学 経済学部 教授 

藤井 一郎 フジイ イチロウ 四国大学 経営情報学部 教授 

藤井 隆雄 フジイ タカオ  

藤井 典子 フジイ ノリコ 聖心女子大学/慶應義塾大学 非常勤講師 

藤井 宏史 フジイ ヒロシ 香川大学 名誉教授 

藤川 清史 フジカワ キヨシ 愛知学院大学 経済学部 教授 

藤木 秀明 フジキ ヒデアキ 東洋大学 経済学研究科 公民連携専攻 客員

教授 

藤木 裕 フジキ ヒロシ 中央大学 商学部 教授 

藤倉 孝行 フジクラ タカユキ 成城大学 経済研究所  

藤田 誠一 フジタ セイイチ 神戸大学 名誉教授 

藤田 康範 フジタ ヤスノリ 慶應義塾大学 経済学部 教授 

藤波 大三郎 フジナミ ダイサブ

ロウ 

目白大学短期大学部 ビジネス社会学科 教授 

藤野 次雄 フジノ ツグオ 横浜市立大学 横浜市代表監査委員 名誉教授 

藤原 敦志 フジハラ アツシ 香川大学 経済学部 准教授 

藤巻 健史 フジマキ タケシ ㈱フジマキ・ジャパン 代表取締役 

藤本 三喜男 フジモト ミキオ 福岡大学 商学部 教授 

藤原 賢哉 フジワラ ケンヤ 神戸大学 経営学研究科 教授 

藤原 秀夫 フジワラ ヒデオ 同志社大学 商学部 名誉教授 

布田 功治 フダ コウジ 亜細亜大学 経済学部 専任講師 
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渕上 清二 フチガミ セイジ    

舟島 義人 フナシマ ヨシト 東北学院大学 経済学部  

古川 久継 フルカワ ヒサツグ    

古野 高根 フルノ タカネ    

古屋 核 フルヤ カク 大東文化大学 経済学部 教授 

古谷 京一 フルヤ ケイイチ 金沢学院大学 経営情報学部 教授 

Heckel,Markus ヘッケル、マルクス ドイツ日本研究所 シニアエコノミスト 

星河 武志 ホシカワ タケシ 近畿大学 経済学部国際経済学科 准教授 

星野 聡志 ホシノ サトシ 岡山商科大学 経済学部 講師 

星野 智樹 ホシノ トモキ  

星野 三喜夫 ホシノ ミキオ 新潟産業大学 学長 

細野 薫 ホソノ カオル 学習院大学 経済学部 教授 

細谷 正直 ホソヤ マサナオ 東海カーボン㈱ 常勤監査役 

邉 英治 ホトリ エイジ 横浜国立大学 経済学部 教授 

保原 伸弘 ホバラ ノブヒロ 東京福祉大学 社会福祉学部 専任講師 

堀 雅博 ホリ マサヒロ 一橋大学 経済学研究科 教授 

堀内 昭義 ホリウチ アキヨシ  

堀内 健一 ホリウチ ケンイチ 駒澤大学 経済学部 准教授 

堀江 康煕 ホリエ ヤスヒロ 関西外国語大学 外国語学部 教授 

堀川 伊則 ホリカワ タダノリ ㈱滋賀銀行 総合企画部 デジタル戦略グルー

プ長 

堀本 善雄 ホリモト ヨシオ 金融庁 監督局 銀行第二課長 

本荘 康夫 ホンジョウ ヤスオ 千葉商科大学 教授 

本田 敬吉 ホンダ ケイキチ (公財)国際通貨研究所 名誉顧問 

本田 朋史 ホンダ トモヒト 東京大学 空間情報科学研究センター 特任助

教 

本田 伸孝 ホンダ ノブタカ ㈱HFMコンサルティング 代表取締役 

本多 佑三 ホンダ ユウゾウ 大阪学院大学 経済学部 教授 

   

マの部   

真家 陽一 マイエ ヨウイチ 名古屋外国語大学 外国語学部中国語学科 教

授 

前田 淳 マエダ ジュン 北九州市立大学 経済学部 教授 

前田 真一郎 マエダ シンイチロウ 九州大学 経済学研究院 准教授 

前田 尚子 マエダ タカコ 関東学院大学 経済学部 非常勤講師 
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前田 拓生 マエダ タクオ 高崎商科大学 商学部商学科/大学院商学研究科 

教授 

前田 直哉 マエダ ナオヤ 神戸松蔭女子学院大学 人間科学部都市生活学

科 准教授 

前畑 雪彦 マエハタ ユキヒコ 桜美林大学 名誉教授 

牧 大樹 マキ ダイキ 同志社大学 商学部 教授 

政井 貴子 マサイ タカコ SBI金融経済研究所 取締役代表理事 

正木 響 マサキ トヨム 金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 教

授 

増井 住花 マスイ スミカ  

増島 雄樹 マスジマ ユウキ ブルームバーグLP ブルームバーグ・エコノミク

ス 主席エコノミスト(日本担当) 

増田 篤 マスダ アツシ ㈱日本格付研究所 サステナブル評価本部・国際

格付部  

増田 歩 マスダ アユム ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・

パブリッシング㈱  シニア・アカウント・エグ

ゼクティブ 

増田 公一 マスダ コウイチ 千葉経済大学 経済学部  

益田 安良 マスダ ヤスヨシ 東洋大学 情報連携学部 教授 

町田 修三 マチダ シュウゾウ 高崎健康福祉大学 教授 

松井 謙一郎 マツイ ケンイチロウ 拓殖大学 政経学部 教授 

松浦 一悦 マツウラ カズヨシ 松山大学 経済学部 教授 

松尾 順介 マツオ ジュンスケ 桃山学院大学 経営学部 教授 

松尾 隆 マツオ タカシ 熊本県立大学 総合管理学部 教授 

松岡 和人 マツオカ カズト    

松岡 幹裕 マツオカ ミキヒロ ㈱SBI証券 金融調査部 チーフエコノミスト 

松崎 慈恵 マツザキ ヨシサト 流通経済大学 経済学部 教授 

松澤 孝紀 マツザワ タカトシ 学校法人 新潟総合学院 開志専門職大学 事

業創造学部 専任講師 

松澤 祐介 マツザワ ユウスケ 西武文理大学 サービス経営学部 サービス経

営学科長・教授 

松下 正樹 マツシタ マサキ ㈱八十二銀行 取締役頭取 

松田 清 マツダ キヨシ 阪南大学 流通学部 教授 

松田 慎一 マツダ シンイチ 新島学園短期大学 キャリアデザイン学科 准教授 

松田 岳 マツダ タカシ 東京富士大学 経営学部経営学科 准教授 
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松橋 透 マツハシ トオル 中央大学 商学部 教授 

松林 洋一 マツバヤシ ヨウイチ 神戸大学 経済学研究科 教授 

松原 克正 マツバラ カツマサ 名古屋学院大学 講師 

松本 朗 マツモト アキラ 立命館大学 経済学部 教授 

松本 宗谷 マツモト ソウヤ 同志社大学 商学部商学科 助教 

松本 直樹 マツモト ナオキ 追手門学院大学 経済学部 教授 

松本 幸男 マツモト ユキオ    

真殿 達 マドノ サトル 麗澤大学 経済学部 教授 

丸茂 俊彦 マルモ トシヒコ 同志社大学 商学部 教授 

丸山 智也 マルヤマ トモヤ 一橋大学 経済学研究科 後期博士課程 

三浦 一輝 ミウラ カズキ 愛知学院大学 総合政策学部 准教授 

三浦 潔 ミウラ キヨシ 京都文教大学 総合社会学部総合社会学科 教

授 

三重野 文晴 ミエノ フミハル 京都大学 東南アジア地域研究研究所 教授 

三澤 圭輔 ミサワ ケイスケ 諏訪信用金庫   

水島 多喜男 ミズシマ タキオ 徳島大学 総合科学部 教授 

水野 和夫 ミズノ カズオ 日本大学 国際関係学部 教授 

水野 伸昭 ミズノ ノブアキ 愛知学院大学 経済学部 教授 

水ノ上 智邦 ミズノウエ トモクニ 徳島文理大学 総合政策学部 准教授 

三隅 隆司 ミスミ タカシ 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授 

三谷 進 ミタニ ススム 立教大学 経済学部 教授 

三谷 英貴 ミタニ ヒデタカ 立命館大学 経営学部 准教授 

三田村 智 ミタムラ サトシ 千葉商科大学 商経学部 准教授 

道添 栄一 ミチゾエ エイイチ 愛知学院大学 文学部グローバル英語学科 教授 

三井 栄 ミツイ サカエ 岐阜大学 地域科学部 教授 

三井 哲 ミツイ サトシ 名古屋学院大学 名誉教授 

三井 秀俊 ミツイ ヒデトシ 日本大学 経済学部 教授 

三ツ石 郁夫 ミツイシ イクオ 滋賀大学 経済学部 教授 

水戸 英則 ミト ヒデノリ (学)二松学舎 理事長 

緑川 清春 ミドリカワ キヨハル ㈱フェルムコンサルティング 代表取締役 

皆木 健男 ミナキ タケオ 青山学院大学大学 社会情報学部准教授 准教

授 

南 雅一郎 ミナミ マサイチロウ 日本大学 経済学部 准教授 

南橋 尚明 ミナミハシ ナオアキ 上智大学 経済学部経済学科 准教授 

峯岸 信哉 ミネギシ シンヤ 中京大学 経営学部 教授 
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三村 聡 ミムラ サトシ 岡山大学 地域総合研究センター センター

長・教授 

宮内 惇至 ミヤウチ アツシ みずほ証券㈱ 顧問 

宮尾 龍蔵 ミヤオ リュウゾウ 神戸大学 大学院経済学研究科 教授 

宮川 重義 ミヤガワ シゲヨシ 京都先端科学大学 経済経営学部 名誉教授 

宮川 大介 ミヤカワ ダイスケ 一橋大学 大学院経営管理研究科 准教授 

宮城 知之 ミヤギ トモユキ 日経金融工学研究所 取締役 取締役 

三宅 敦史 ミヤケ アツシ 神戸学院大学 経済学部  

三宅 純一 ミヤケ ジュンイチ 千葉商科大学 大学院政策研究科博士課程 名

誉アドバイザー 

宮越 龍義 ミヤコシ タツヨシ 法政大学 理工学部経営システム工学科 教授 

宮﨑 忠恒 ミヤザキ タダノブ 茨城大学 人文社会科学部 准教授 

宮嵜 浩 ミヤザキ ヒロシ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 景気循環

研究所 シニアエコノミスト 

宮崎 浩伸 ミヤザキ ヒロノブ 南山大学 経済学部 准教授 

宮島 英昭 ミヤジマ ヒデアキ 早稲田大学 商学部 教授 

宮田 惟史 ミヤタ コレフミ 駒澤大学 経済学部 准教授 

宮田 亮 ミヤタ リョウ 琉球大学 国際地域創造学部 准教授 

宮地 尚 ミヤチ タカシ 福山大学 経済学部 教授 

宮永 雅行 ミヤナガ マサユキ 宮崎産業経営大学 経営学部 教授 

宮村 健一郎 ミヤムラ ケンイチ

ロウ 

東洋大学 経営学部 教授 

宮本 弘之 ミヤモト ヒロユキ 跡見学園女子大学 非常勤講師 

宮本 守 ミヤモト マモル 関東学院大学 経済学部 教授 

宮本 道子 ミヤモト ミチコ 秋田県立大学 システム科学技術学部経営シス

テム工学科 教授 

三好 和代 ミヨシ カズヨ 大阪商業大学 経済学部経済学科 教授 

三義 智章 ミヨシ トシユキ (一社)全国経営診断士協会 理事長／金融教育

システム㈱ 代表取締役 

三好 元 ミヨシ ハジメ 札幌学院大学 経営学部 教授 

三好 祐輔 ミヨシ ユウスケ  

三和 裕美子 ミワ ユミコ 明治大学 商学部 教授 

迎 由理男 ムカイ ユリオ 北九州市立大学 経済学部 教授 

武藤 誠 ムトウ マコト 日本大学 経済学部 助教 

棟近 みどり ムネチカ ミドリ 東洋大学 経済学部 教授 
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村井 俊雄 ムライ トシオ 慶應義塾大学 名誉教授 

村上 敬進 ムラカミ アキノブ 大阪国際大学 経営経済学部 准教授 

村上 恵子 ムラカミ ケイコ 県立広島大学 地域創生学部 教授 

村上 真理 ムラカミ シンリ 九州国際大学 現代ビジネス学部 教授 

村上 尚己 ムラカミ ナオキ アセットマネジメントOne㈱ 運用本部調査グル

ープ  

村瀬 英彰 ムラセ ヒデアキ 学習院大学 経済学部 教授 

村瀬 幸雄 ムラセ ユキオ ㈱十六銀行 取締役頭取 

村本 孜 ムラモト ツトム 成城大学 名誉教授 

村山 賢誌 ムラヤマ ケンジ ㈱中央総合研究所 主任研究員 

茂木 克昭 モギ カツアキ 石巻専修大学 経営学部 教授 

本西 泰三 モトニシ タイゾウ 関西大学 経済学部 教授 

本橋 篤 モトハシ アツシ ㈱日本政策投資銀行   

森 純一 モリ ジュンイチ 京都ミークスコンサルタント 代表 

森 宏之 モリ ヒロシ 青森大学 総合経営学部 教授 

森 祐司 モリ ユウジ 下関市立大学 経済学部 教授 

森 佳子 モリ ヨシコ 横浜商科大学 特任教授 

森澤 龍也 モリサワ タツヤ 流通科学大学 経済学部 教授 

森田 京平 モリタ キョウヘイ クレディ・アグリコル証券会社  マネージン

グ・ディレクター兼チーフエコノミスト 

森田 泰子 モリタ ヤスコ 学校法人ヤマザキ学園 法人本部 総務部長 

森永 愼一 モリナガ シンイチ  

森中 由貴 モリナカ ユキ 阪南大学   

森保 洋 モリヤス ヒロシ 長崎大学 経済学部 教授 

門 闖 モン チン 大阪産業大学 経済学部 教授 

モンゴメリー ヘザー モンゴメリー ヘザー 国際基督教大学 上級准教授 

   

ヤの部   

八木 尚志 ヤギ タカシ 明治大学 政治経済学部 教授 

八木 智之 ヤギ トモユキ 日本銀行 調査統計局 主査 

焼田 党 ヤキタ アキラ 南山大学 経済学部 教授 

矢口 満 ヤグチ ミツル 京都橘大学 経済学部 教授 

矢後 和彦 ヤゴ カズヒコ 早稲田大学 商学学術院 教授 

矢島 格 ヤジマ イタル 上武大学 ビジネス情報学部 教授 

安井 進 ヤスイ ススム    
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安井 敏晃 ヤスイ トシアキ 香川大学 経済学部 教授 

保井 俊之 ヤスイ トシユキ 叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 

学部長・教授 

安田 行宏 ヤスダ ユキヒロ 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授 

安田 嘉明 ヤスダ ヨシアキ 熊本学園大学 商学部 教授 

谷地 宣亮 ヤチ ノブアキ 日本福祉大学 経済学部 教授 

柳川 範之 ヤナガワ ノリユキ 東京大学 経済学研究科 准教授 

柳瀬 典由 ヤナセ ノリヨシ 慶應義塾大学 商学部 教授 

簗田 優 ヤナタ スグル 日本大学 商学部 准教授 

矢野 浩一 ヤノ コウイチ 駒澤大学 経済学部 准教授 

矢野 聡 ヤノ サトル 地銀ネットワークサービス㈱ 営業部 副部長 

矢野 順治 ヤノ ジュンジ 鳥取環境大学 経営学部 教授 

Yano, Sukanya ヤノ スカンヤ 九州大学 大学院 専門研究員 

矢野 峰生 ヤノ ミネオ 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部コミ

ュニティデザイン学科 教授 

山沖 義和 ヤマオキ ヨシカズ 信州大学 経法学部、大学院総合人文社会科学研

究科 学部長、研究科長 

山上 秀文 ヤマガミ ヒデフミ 関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科 

客員教授 

山上 宏人 ヤマガミ ヒロト 神戸学院大学 経済学部 非常勤講師 

山口 綾子 ヤマグチ アヤコ (公財)国際通貨研究所 経済調査部 上席研究員 

山口 智弘 ヤマグチ トモヒロ 東京国際大学 データサイエンス教育研究所 

教授 

山口 博教 ヤマグチ ヒロノリ 北星学園大学 経済学部 名誉教授 

山口 雅生 ヤマグチ マサオ 愛知県立大学 外国語学部国際関係学科 准教

授 

山口 昌樹 ヤマグチ マサキ 山形大学 人文社会科学部 教授 

山口 義行 ヤマグチ ヨシユキ 立教大学 名誉教授 

山倉 和紀 ヤマクラ カズノリ 日本大学 商学部 教授 

山﨑 邦利 ヤマサキ クニトシ 一橋大学 大学院商学研究科 博士後期課程 

山﨑 翔平 ヤマサキ ショウヘイ 秀明大学 総合経営学部 専任助教 

山崎 晋 ヤマザキ ススム 久留米大学 経済学部 准教授 

山﨑 哲夫 ヤマザキ テツオ (一社)金融先物取引業協会 事務局 統括役・事

務局長 

山崎 元 ヤマザキ ハジメ ㈱マイベンチマーク 代表取締役 
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山下 智志 ヤマシタ サトシ 統計数理研究所 教授 

山下 貴子 ヤマシタ タカコ 同志社大学 大学院ビジネス研究科 教授 

山城 健 ヤマシロ ケン 一橋大学 大学院  

山田 功 ヤマダ イサオ 中日信用金庫 理事長 

山田 一夫 ヤマダ カズオ 兵庫県立大学 経営学部 准教授 

山田 潤司 ヤマダ ジュンジ 富山大学 経済学部 准教授 

山田 昌弘 ヤマダ マサヒロ 一橋大学 大学院経済学研究科 常勤講師 

山田 佳美 ヤマダ ヨシミ 一橋大学 大学院経営管理研究科 博士後期課程 

山中 尚 ヤマナカ タカシ 専修大学 経済学部 教授 

山根 智沙子 ヤマネ チサコ 広島経済大学 経済学部経済学科 准教授 

山村 延郎 ヤマムラ ノブオ 拓殖大学 商学部 教授 

山本 一哉 ヤマモト カズヤ 鹿児島大学 法文学部法経社会学科 教授 

山本 謙三 ヤマモト ケンゾウ オフィス金融経済イニシアティブ  代表 

山本 周吾 ヤマモト シュウゴ 立教大学 経済学部 准教授 

山本 俊 ヤマモト シュン 青森中央学院大学 経営法学部 准教授 

山本 健 ヤマモト タケシ 岩手県立大学 総合政策学部 教授 

山本 御稔 ヤマモト ミトシ 東京国際大学 大学院 客員教授 

山本 康裕 ヤマモト ヤスヒロ 弘前大学 人文社会科学部 准教授 

家森 信善 ヤモリ ノブヨシ 神戸大学 経済経営研究所 教授 

湯浅 由一 ユアサ ヨシカズ 駿河台大学 経済経営学部 教授 

結城 武延 ユウキ タケノブ 東北大学 大学院経済学研究科 准教授 

油谷 博司 ユタニ ヒロシ 中央大学 国際経営学部 教授 

湯本 雅士 ユモト マサシ 衆議院 調査局財務金融調査室 客員調査員 

湯山 智教 ユヤマ トモノリ 金融庁   

由里 宗之 ユリ ムネユキ 大阪市立大学 大学院経営学研究科 客員教授 

横内 正雄 ヨコウチ マサオ 法政大学 経営学部  

横川 太郎 ヨコカワ タロウ 東京経済大学 経済学部 准教授 

横溝 えりか ヨコミゾ エリカ 日本大学 法学部政治経済学科 准教授 

横山 和輝 ヨコヤマ カズキ 名古屋市立大学 経済学研究科 准教授 

横山 史生 ヨコヤマ シセイ 京都産業大学 国際関係学部 教授 

吉岡 孝昭 ヨシオカ タカアキ 帝京大学 経済学部 教授 

吉川 哲生 ヨシカワ テツオ 札幌学院大学 経済経営学部 准教授 

吉川 紀夫 ヨシカワ ノリオ 明星大学 名誉教授 

吉國 眞一 ヨシクニ シンイチ 武蔵野大学 客員教授 

吉澤 卓哉 ヨシザワ タクヤ 京都産業大学 法学部 教授 
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吉田 悦章 ヨシダ エツアキ 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 特任准教授 

吉田 賢一 ヨシダ ケンイチ 工学院大学 大学院工学研究科 教授 

吉田 浩平 ヨシダ コウヘイ ㈱滋賀銀行   

吉田 隆 ヨシダ タカシ 金沢星稜大学 経済学部 教授 

吉田 真広 ヨシダ マサヒロ 駒澤大学 経済学部 教授 

吉田 靖 ヨシダ ヤスシ 東京経済大学 経営学部 教授 

吉田 康志 ヨシダ ヤスシ 兵庫県立大学 国際商経学部 教授 

吉田 裕司 ヨシダ ユウシ 滋賀大学 経済学部 教授 

吉田 洋一 ヨシダ ヨウイチ 熊本学園大学 経済学部  

吉永 國光 ヨシナガ クニミツ ㈱東和銀行 代表取締役頭取 

吉野 直行 ヨシノ ナオユキ 慶應義塾大学 経済学部 名誉教授 

吉野 正和 ヨシノ マサカズ    

吉原 清嗣 ヨシハラ キヨツグ 京都大学 経済学研究科 博士後期課程 

吉見 太洋 ヨシミ タイヨウ 中央大学 経済学部 准教授 

吉水 弘行 ヨシミズ ヒロユキ ㈱グッドバンカー 取締役事業開発本部長 

吉元 宇楽 ヨシモト ウラク 財務省 財務総合政策研究所 研究員 

米澤 康博 ヨネザワ ヤスヒロ 早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授 

米田 貢 ヨネダ ミツグ 中央大学 経済学部 教授 

廉 東浩 ヨム ドン ホ    

四方 浩 ヨモ ヒロシ ㈱群馬銀行 評議員 

賴藤 瑠璃子 ヨリフジ ルリコ 熊本国際観光コンベンション協会   

   

ラの部   

羅 鵬飛 ラ ホウヒ 摂南大学 経済学部 講師 

ライ カレン カイ リ

ン 

ライ カレン カイ 

リン 

一橋大学 大学院商学研究科 博士後期課程 

李 環 リ カン 京都大学 経済研究所 研究員 

李 建平 リ ケンペイ 専修大学 経営学部 教授 

李 立栄 リ リツエイ 京都先端科学大学 経済経営学部経済学科 准

教授 

李 相佰 リー サンベック 明治学院大学 国際学部国際学科 専任講師 

陸川 富盛 リクカワ ヨシモリ 北海道大学 経済学部 非常勤講師 

劉 亜静 リュウ アセイ 広島修道大学 経済学部 専任教員 

劉 群 リュウ グン 一橋大学 東アジア政策研究センター 特任講
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師 

劉 爍 リュウ シャク 広島大学 社会科学研究科博士後期課程  

劉 清 リュウ セイ 学習院大学 経済学研究科 博士後期課程 

劉 哲怡 リュウ テツイ 東華大学 講師 

林原 行雄 リンバラ ユキオ 昭和女子大学現代ビジネス研究所 特別研究員 

Upreti Resham 

Bahadur 

レサム・バハダル・

ウプレティ 

愛知学院大学 経営学研究科 博士後期課程2年

生 

郎 霊 ロウ レイ 一橋大学 商学研究科 博士後期課程(特別研修

生) 

   

ワの部   

若園 智明 ワカゾノ チアキ (公財)日本証券経済研究所 研究室 主席研究員 

若林 茂樹 ワカバヤシ シゲキ 日本政策投資銀行 監査部 監査役 

若林 寿之 ワカバヤシ ヒサユ

キ 

法政大学 大学院経済学研究科経済学専攻 博

士後期課程 

脇 拓也 ワキ タクヤ 農林中央金庫 市場業務マネジメント部 部長

代理 

脇屋 勝 ワキヤ マサル ㈱東京証券取引所   

和島 隆典 ワジマ タカノリ    

和田 俊雄 ワダ トシオ ガートモア証券投資顧問㈱ 機関投資家営業部 

シニアリレーションシップマネジャー 

渡辺 和則 ワタナベ カズノリ 二松学舎大学 国際政治経済学部 教授 

渡邉 賢一郎 ワタナベ ケンイチ

ロウ 

武蔵野大学 グローバル学部グローバルビジネ

ス学科 教授 

渡部 訓 ワタナベ サトシ 武蔵野大学 経済学部経営学科 教授 

渡邉 修士 ワタナベ シュウジ 日本大学 経済学部 教授 

渡辺 信一 ワタナベ シンイチ 東京国際大学 商学部 教授 

渡邊 隆彦 ワタナベ タカヒコ 専修大学 商学部 教授 

渡邉 敏生 ワタナベ トシオ 福井県立大学 経済学部 准教授 

渡辺 直樹 ワタナベ ナオキ 名古屋市立大学 経済学研究科 准教授 

渡辺 裕一 ワタナベ ユウイチ 東京経済大学 経済学部 講師 

渡部 良一 ワタナベ リョウイチ 総務省 行政管理局公共サービス改革推進室  

渡部 和孝 ワタナベ ワコウ 慶應義塾大学 商学部 教授 

 


