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過去の役員       

●2002-2003年度役員＊2002年度総会（５⽉２５⽇ 共⽴⼥⼦⼤学）で承認理事(五⼗⾳順）
天野⽂雄 井上理恵 今尾哲也 伊藤洋 ⼤笹吉雄  神⼭彰 菊川徳之助 喜志哲雄 楠原偕⼦ 権
藤芳⼀ 鈴⽊国男 ⽥尻陽⼀ ⼟居原作郎 ⼾⽥宗宏 永⽥靖 法⽉敏彦 平⽥オリザ 丸橋良雄  
⽑利三彌 渡辺保

会⻑︓⽑利三彌(紀要編集代表）
副会⻑︓天野⽂雄(河⽵賞担当) 、井上理恵(学術会議担当) 
事務局⻑︓永⽥靖(事務局︓⼤阪⼤学⼤学院⽂学研究科演劇学研究室) 
会計監査︓⼭⽥幸平 ⾼⼭吉張
幹事︓
⼤林のり⼦ 岡室美奈⼦ 荻⽥清 鈴⽊雅恵 瀬⼾宏 出⼝逸平 林公⼦ 堀⽥あつみ 椋平淳 ⼭下
純照
菊川徳之助（幹事会担当理事、幹事⻑）  ⽥尻陽⼀（幹事会担当理事） 永⽥靖（事務局⻑）
［オブザーバー］⽑利三彌 天野⽂雄 井上理恵 

●関⻄⽀部役員 （2002-2003.3）
⽀部⻑ 権藤芳⼀幹事︓
天野⽂雄 市川明 荻⽥清 喜志哲雄 菊川徳之助 ⽊村健治 鈴⽊雅恵 瀬⼾宏 ⽥尻陽⼀ 永⽥
靖
林公⼦ 藤井康⽣ 丸橋良雄 ⼭崎正和
会計監査 ⼭⽥幸平 
事務局⻑ 林公⼦   
事務局 菊川徳之助
 

●2000-2001年度
会 ⻑ ⽑利三彌
副会⻑ 伊藤 洋
副会⻑ 権藤芳⼀
理 事 天野⽂雄／伊藤 洋／井上理恵／今尾哲也（⽇本演劇学会河⽵賞選考担当）／岩淵達治／⼤
笹吉雄／神⼭ 彰（幹事会・⽇本学術会議担当）／菊川徳之助／喜志哲雄／楠原偕⼦／近藤瑞男／権
藤芳⼀／⽥尻陽⼀／法⽉敏彦／
原 道⽣／向井芳樹／⽑利三彌（編集担当）／⽬代 清／渡邊 保
会計監査 菅井幸雄／宮本瑞夫
事務局⻑ 法⽉敏彦

幹事会 安宅りさ⼦／岡室美奈⼦／鎌倉恵⼦／菊川徳之助／熊⾕保宏／鈴⽊国男／⾼⼭ 茂／林 公
⼦／福島勝則／⼭下純照／神⼭ 彰（幹事⻑）／法⽉敏彦（事務局⻑）／⽑利三彌（オブザーバー）

関⻄⽀部役員
⽀部⻑ 権藤芳⼀
幹 事 天野⽂雄／市川 明／菊川徳之助／喜志哲雄／⽊村健治／⽥尻陽⼀／永⽥ 靖／林 公⼦／
藤井康⽣／丸橋良雄／向井芳樹／⼭崎正和
監 事  ⼭⽥幸平
事務局⻑ 菊川徳之助
事務局  林 公⼦

 1999年度以前（⼯事中） 
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もどる

⽇本演劇学会役員（2004-2005年度） 過去の役員  

*２００４年度総会（０４年６⽉２６⽇、早稲⽥⼤学）で承認

会⻑  ⽑利三彌

副会⻑ 
 

天野⽂雄 楠原偕⼦

理事

天野⽂雄（⼤阪⼤学）  伊藤洋（早稲⽥⼤学）  井上理恵（吉備国際⼤学） 
⼤笹吉雄（⼤阪芸術⼤学） 岡室美奈⼦（早稲⽥⼤学） 神⼭彰（明治⼤学）
菊川徳之助（近畿⼤学） 楠原偕⼦（⽇本橋学館⼤学） 近藤瑞男（共⽴⼥⼦⼤
学）
権藤芳⼀ 扇⽥昭彦（静岡⽂化芸術⼤学） ⽥尻陽⼀（関⻄外国語⼤学）
⽵本幹夫（早稲⽥⼤学） ⼟居原作郎（⼤阪芸術⼤学） ⼾⽥宗宏（⽇本⼤学）
永⽥靖（⼤阪⼤学） 法⽉敏彦（⽟川⼤学） 平⽥オリザ（桜美林⼤学）
丸橋良雄（京都⼤学） ⽑利三彌（成城⼤学）

会計監査 ⼭⽥幸平 上倉庸敬（⼤阪⼤学）

事務局⻑ 永⽥靖

幹事

⽥尻陽⼀（幹事⻑）
菊川徳之助（幹事会担当理事）
永⽥靖（事務局⻑）
⾚井朋⼦（神⼾薬科⼤学） 阿部由⾹⼦（共⽴⼥⼦⼤学） 市川明（⼤阪外国語⼤
学）
伊藤真紀（明治⼤学） 岩井眞実（福岡⼥学院⼤学） 荻⽥清（梅花⼥⼦⼤学）
鈴⽊雅恵（京都産業⼤学） 瀬⼾宏（摂南⼤学） 出⼝逸平（⼤阪芸術⼤学）
林公⼦（近畿⼤学） 平川⼤作（⼤⼿前⼤学） 堀⽥充規（⼤阪芸術⼤学）
椋平淳（⼤阪⼯業⼤学） ［オブザーバー︔会⻑/副会⻑/サイト管理者］  
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⽇本演劇学会役員（2006-2007年度） 過去の役員  

*2006年度総会（6⽉24⽇、成城⼤学）で承認

会⻑  天野⽂雄

副会⻑ 
 

菊川徳之助（紀要編集担当理事）・神⼭彰（河⽵賞担当理事)

理事

天野⽂雄（⼤阪⼤学） 市川明（⼤阪外国語⼤学） 井上理恵（吉備国際⼤学）
⼤笹吉雄（⼤阪芸術⼤学） 岡室美奈⼦（早稲⽥⼤学）荻⽥清（梅花⼥⼦⼤学）
神⼭彰（明治⼤学） 菊川徳之助（近畿⼤学） ⽊村健治（⼤阪⼤学）
扇⽥昭彦（静岡⽂化芸術⼤学） ⽥尻陽⼀（関⻄外国語⼤学） ⼾⽥宗宏（⽇本⼤学）
永⽥靖（⼤阪⼤学）  法⽉敏彦（⽟川⼤学） 林公⼦（近畿⼤学） 平⽥オリザ（⼤阪
⼤学）
古井⼾秀夫（東京⼤学） 丸橋良雄（京都⼤学） ⼭下純照（千葉商科⼤学）
渡辺保（放送⼤学）

会計監査 ⼭⽥幸平 上倉庸敬（⼤阪⼤学）

事務局⻑ 永⽥靖

幹事

⽥尻陽⼀（幹事⻑）
林公⼦（幹事会担当理事）
永⽥靖（事務局⻑）
⾚井朋⼦（神⼾薬科⼤学） 阿部由⾹⼦（共⽴⼥⼦⼤学） 伊藤真紀（明治⼤学）
岩井眞實（福岡⼥学院⼤学） ⼤林のり⼦（北翔⼤学短期⼤学部） 
近藤直樹（京都外国語⼤学） 鈴⽊雅恵（京都産業⼤学） 瀬⼾宏（摂南⼤学）
出⼝逸平（⼤阪芸術⼤学）平川⼤作（⼤⼿前⼤学） 堀⽥充規（⼤阪芸術⼤学）
椋平淳（⼤阪⼯業⼤学）［オブザーバー︔会⻑/副会⻑］  
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⽇本演劇学会役員（2008-2009年度） 過去の役員  

*2008年度総会（6⽉21⽇、⽇本橋学館⼤学）で承認

会⻑  天野⽂雄

副会⻑ 
 

菊川徳之助（紀要編集担当）・神⼭彰（河⽵賞担当)

理事

天野⽂雄（⼤阪⼤学） 市川明（⼤阪⼤学） 井上理恵（吉備国際⼤学）
⼤笹吉雄（⼤阪芸術⼤学） 岡室美奈⼦（早稲⽥⼤学／幹事会担当） 荻⽥清（梅花⼥
⼦⼤学）
神⼭彰（明治⼤学） 菊川徳之助（近畿⼤学） 佐藤正紀（明治⼤学）
鈴⽊国男（共⽴⼥⼦⼤学） 扇⽥昭彦（静岡⽂化芸術⼤学） 
⽥尻陽⼀（関⻄外国語⼤学／企画担当） 永⽥靖（⼤阪⼤学） 
法⽉敏彦（⽟川⼤学） 林公⼦（近畿⼤学） 平⽥オリザ（⼤阪⼤学） 藤崎周平（⽇
本⼤学）
古井⼾秀夫（東京⼤学） 丸橋良雄（京都⼤学） ⼭下純照（千葉商科⼤学）

会計監査 藤井康⽣（関⻄外国語⼤学） ⽊村健治（⼤阪⼤学）

事務局⻑ 永⽥靖

幹事            

阿部由⾹⼦（共⽴⼥⼦⼤学） 伊藤真紀（明治⼤学） 岸⽥真（桜美林⼤学） ⽇⾼真
（清泉⼥⼦⼤学） 安⽥⽐呂志（⽇本橋学館⼤学） ⼤林のり⼦（北翔⼤学／サイト管
理） 岡室美奈⼦（早稲⽥⼤学／幹事会担当）  ［オブザーバー︔会⻑/副会⻑/事務
局⻑］  

紀要編集
委員会

菊川徳之助 井上理恵 伊藤真紀 永⽥靖 ⻄堂⾏⼈ 丸橋良雄 ⼭下純照 中島裕昭 
林公⼦

https://www.jstr.org/project/Arcive/myweb2_0452.html
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*2010年度総会（明治⼤学）で承認

会 ⻑ 天野⽂雄

副会⻑ 菊川徳之助・井上理恵 (河⽵賞担当）

理 事

秋葉裕⼀、天野⽂雄、市川明、井上優、井上理恵、⼤笹吉雄、⼩⽥中章浩、
神⼭彰、菊川徳之助、⼩菅隼⼈、鈴⽊国男、扇⽥昭彦、⽥尻陽⼀、
永⽥靖、⻄堂⾏⼈、法⽉敏彦、林公⼦、平⽥オリザ、藤崎周平、
⼭下純照（紀要編集担当）

会計監査 上倉庸敬、三上雅⼦

事務局⻑ 永⽥靖

幹 事
伊藤真紀、岸⽥真、⽇⾼真帆、安⽥⽐呂志、⼤林のり⼦（サイト管理）
［オブザーバー︔会⻑/副会⻑/事務局⻑］

紀要編集委員会 ⼭下純照（委員⻑）、⼀ノ瀬正興、⼩菅隼⼈、中島裕昭、阿部由⾹⼦、
林公⼦、中川桂、林和利、永⽥靖

河⽵賞委員会 井上理恵（委員⻑）、天野⽂雄、菊川徳之助、市川明、渡辺保、狩野良規

学会概要

演劇学会とは

学会の歴史と現状

⽇本演劇学会規約

⽇本演劇学会規約

理事および会⻑選出規則

⽇本演劇学会会友規則

⽇本演劇学会会友申請・承認

⽇本演劇学会機関会員規則

⽇本演劇学会役員

⽇本演劇学会河⽵賞

⽇本演劇学会河⽵賞選考規程
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2012年度〜2013年度
*2012年度総会（近畿⼤学）で承認

会 ⻑ 天野⽂雄

副会⻑ 菊川徳之助・井上理恵 (河⽵賞担当）

理 事
秋葉裕⼀、天野⽂雄、市川明、井上優、井上理恵、岡室美奈⼦、⼩⽥中章浩、
神⼭彰、菊川徳之介、⼩菅隼⼈、瀬⼾宏、鈴⽊国男、扇⽥昭彦、⽥尻陽⼀、永
⽥靖、法⽉敏彦、林公⼦（紀要編集担当）、平⽥オリザ、藤崎周平、⼭下純照

会計監査 三上雅⼦、堀⽥充規

事務局⻑ 永⽥靖

幹 事
澤井万七美、近藤直樹、⽊下耕介、藤岡阿由未、中尾薫、村井華代、⼤林のり
⼦（サイト管理）、［オブザーバー︔会⻑/副会⻑/事務局⻑］

紀要編集委員会 林公⼦（委員⻑）、阿部由⾹⼦、岩井寘實、⼩⽥中章浩、⼩菅隼⼈、
中島裕昭、林和利、永⽥靖

河⽵賞委員会 井上理恵（委員⻑）、天野⽂雄、市川明、菊川徳之助、⻫藤偕⼦、⽥尻陽⼀

演劇学会とは

学会の歴史と現状

⽇本演劇学会規約

⽇本演劇学会規約

理事および会⻑選出規則

⽇本演劇学会会友規則

⽇本演劇学会会友申請・承認

⽇本演劇学会機関会員規則

⽇本演劇学会役員

⽇本演劇学会河⽵賞

⽇本演劇学会河⽵賞選考規程
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2014年度〜2015年度
*2014年度総会（摂南⼤学）で承認

会 ⻑ 永⽥靖

副会⻑ 井上理恵（河⽵賞担当）・⼩菅隼⼈

理 事
秋葉裕⼀、天野⽂雄、市川明、井上優、井上理恵、⼤林のり⼦、岡室美奈⼦、
神⼭彰、菊川徳之助、⼩菅隼⼈、扇⽥昭彦、⽥尻陽⼀、永⽥靖、林公⼦、平⽥
オリザ、藤崎周平、堀⽥充規、⽑利三彌、⼭下純照（紀要担当）、⽶屋尚⼦

会計監査 安宅りさ⼦、安⽥⽐呂志

事務局⻑ 井上優

幹 事
岸⽥真、⽊下耕介（サイト管理）、近藤直樹、澤井万七美、 中尾薫、藤岡阿由
美、村井華代、会⻑・副会⻑・事務局⻑／事務局

紀要編集委員会 ⼭下純照(委員⻑)、伊藤真紀、岩井寘實、 ⼩⽥中章浩、北野雅弘、⼩菅隼⼈、
中島裕昭、⽇⽐野啓、 譲原晶⼦、Jonah Salz

河⽵賞委員会 井上理恵（委員⻑）、秋葉裕⼀、菊川徳之助、 ⻫藤偕⼦、佐藤恵⾥、永⽥靖
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2016年度〜2017年度
*2016年度総会（⼤阪⼤学）で承認

会 ⻑ 永⽥靖

副会⻑ 井上理恵・⼩菅隼⼈

理 事

天野⽂雄、市川明、井上優（事務局）、井上理恵、⼤林のり⼦（事務局）、岡
室美奈⼦、⼩⽥中章浩、神⼭彰、菊川徳之助、⼩菅隼⼈、鈴⽊国男、瀬⼾宏
（河⽵賞担当）、永⽥靖、⻄堂⾏⼈、法⽉敏彦、林公⼦、平⽥オリザ、藤崎周
平、⽑利三彌、⼭下純照（紀要担当）

会計監査 安宅りさ⼦、安⽥⽐呂志

事務局⻑ 井上優

幹 事
⽊下耕介（サイト管理）、中尾薫、中筋朋、枡井智英、松⽥智穂⼦、会⻑・副
会⻑・事務局⻑／事務局

紀要編集委員会 ⼭下純照（委員⻑）、市川明、伊藤真紀、岩井寘實、北野雅弘、⾕岡健彦、
常⼭菜穂⼦、⽇⽐野啓、譲原晶⼦、Jonah Salz

英⽂紀要

編集委員会

⼩⽥中章浩（委員⻑）、譲原晶⼦、Jonah Salz、⽇⽐野啓、⼭下純照、⼩菅隼
⼈

河⽵賞委員会 瀬⼾宏（委員⻑）、今村忠純、⼩⽥中章浩、永⽥靖（会⻑）、⽻⽥昶、堀真理
⼦

演劇学会とは

学会の歴史と現状

⽇本演劇学会規約

⽇本演劇学会規約

理事および会⻑選出規則

⽇本演劇学会会友規則

⽇本演劇学会会友申請・承認

⽇本演劇学会機関会員規則
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2018年度〜2019年度
*2018年度総会（神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学）で承認

会 ⻑ 永⽥靖

副会⻑ 井上理恵・⼩菅隼⼈

理 事
天野⽂雄、市川明、井上優、井上理恵、⼤林のり⼦、岡室美奈⼦、神⼭彰、⼩
菅隼⼈、児⽟⻯⼀、瀬⼾宏、中島裕昭、法⽉敏彦、林公⼦、平川⼤作、平⽥オ
リザ、平井愛⼦、藤崎周平、⽑利三彌、⼭下純照

会計監査 安宅りさ⼦、安⽥⽐呂志

事務局⻑ 井上優

企画運営委員会
⼤林のり⼦（担当理事）、⽊下耕介（サイト管理）、岡⽥万⾥⼦、枡井智英、
松⽥智穂⼦、井上由⾥⼦、須川渡、会⻑・副会⻑・事務局⻑／事務局

紀要編集委員会 ⼩菅隼⼈（委員⻑）、澤井万七美、平川⼤作、萩原健、奥⾹織、平林宣和、
北野雅弘

英⽂紀要

編集委員会

⼩⽥中章浩（委員⻑）、ボイド真理⼦、常⼭菜穂⼦、トーヴェ・ビュールク、
事務局

河⽵賞委員会 瀬⼾宏（委員⻑）、今村忠純、⽥中徳⼀、永⽥靖（会⻑）、林公⼦、堀真理⼦

演劇学会とは

学会の歴史と現状

⽇本演劇学会規約

⽇本演劇学会規約

理事および会⻑選出規則

⽇本演劇学会会友規則

⽇本演劇学会会友申請・承認

⽇本演劇学会機関会員規則

⽇本演劇学会役員

⽇本演劇学会河⽵賞

⽇本演劇学会河⽵賞選考規程

copyright © 2012 Japan Societety for Theatre Research. all rights reserved.

ページTOPへもどる

https://www.jstr.org/index.html
https://www.jstr.org/contact.html
https://www.jstr.org/eng/index.html
https://www.jstr.org/outline/outline04_1617.html
https://www.jstr.org/outline/outline01.html
https://www.jstr.org/outline/outline02.html
https://www.jstr.org/outline/outline03.html
https://www.jstr.org/outline/outline03.html
https://www.jstr.org/outline/outline03_02.html
https://www.jstr.org/outline/outline03_03.html
https://www.jstr.org/outline/outline03_04.html
https://www.jstr.org/outline/outline03_05.html
https://www.jstr.org/outline/outline04.html
https://www.jstr.org/outline/outline05.html
https://www.jstr.org/outline/outline05_04.html
https://www.jstr.org/contact.html
https://www.jstr.org/index.html
https://www.jstr.org/outline/outline04_1819.html
https://www.jstr.org/outline/outline04_1819.html
https://www.jstr.org/outline/outline04_1819.html

