
●日本映画学会役員  2020・2021年度  2020年4月～2022年3月 
 

名誉顧問   波多野哲朗（東京造形大学名誉教授） 

名誉顧問   田中雄次（熊本大学名誉教授） 

名誉顧問    加藤幹郎（京都大学名誉教授） 

顧問         松田英男（京都大学） 

顧問         山本佳樹（大阪大学） 
 

会長        杉野健太郎（信州大学） 

副会長    吉村いづみ（名古屋文化短期大学）大会運営委員会委員長 

常任理事    田代 真（国士舘大学）常任理事長 

常任理事     大石和久（北海学園大学）事務局長 

常任理事      碓井みちこ（関東学院大学）学会誌編集委員会委員長 

常任理事     堀 潤之（関西大学）学会誌編集委員会副委員長 

常任理事     板倉史明（神戸大学）報告集査読委員会委員長 

常任理事     藤田修平（東京情報大学）編集局局長 

常任理事     名嘉山リサ（和光大学）副事務局長・事務局分室長・会計 

常任理事      須川いずみ（京都ノートルダム女子大学）大会運営委員会委員 

常任理事    小川順子 (中部大学) 学会誌編集委員会委員 

常任理事   木下千花（京都大学）学会誌編集委員会委員 

常任理事     塚田幸光（関西学院大学）大会運営委員会委員 
 

理事      小原文衛（公立小松大学）学会誌編集委員会委員 

理事     小暮修三（東京海洋大学）編集局局員 

理事     深谷公宣（法政大学）報告集査読委員会委員 

理事     秦 邦生（青山学院大学）学会誌編集委員会委員 

理事     川本徹（名古屋市立大学）学会誌編集委員会委員 

理事     門間貴志（明治学院大学）学会誌編集委員会委員 

理事       北村匡平（東京工業大学）大会運営委員会委員 

理事     横濱雄二（甲南女子大学）報告集査読委員会委員 

理事     道上知弘（岡山ビジネスカレッジ）報告集査読委員会委員 

理事     宗 洋（高知大学）編集局局員 

理事     大勝裕史（東京経営短期大学）広報ＰＲ局長 

理事     河原大輔（同志社大学）事務局員 

理事     北浦寛之（開智国際大学）学会誌編集委員会委員 

理事     須川まり（追手門学院大学）事務局員・広報ＰＲ局員 

理事      伊藤弘了（関西大学）広報ＰＲ局員 
 

会計監査    李 敬淑（宮城学院女子大学） 

会計監査   ハーン小路恭子（金沢大学） 

 

≪大会運営委員会≫  

吉村いづみ（委員長）／須川いずみ（委員）／塚田幸光（委員）／北村匡平（委員） 

≪学会誌編集委員会≫  

碓井みちこ（委員長）／堀 潤之（副委員長）／小原文衛（委員）／小川順子（委員）／木下千花（委員）／秦 邦生（委員）／ 

川本徹（委員／門間貴志（委員）／北浦寛之（委員） 

≪報告集査読委員会≫ 

板倉史明（委員長）／深谷公宣（委員）／道上知弘（委員）／横濱雄二（委員）  

≪編集局≫  

藤田修平（局長）／小暮修三（局員、大会・例会報告集編集長）／宗 洋（局員、会報編集長） 

≪広報ＰＲ局≫ 

大勝裕史（局長）／伊藤弘了（局員）／須川まり（局員、事務局併任） 

≪事務局≫  

大石和久（事務局長）／名嘉山リサ（副事務局長・事務局分室長）／河原大輔（局員）／須川まり（局員） 

【事務局】北海学園大学人文学部 大石和久研究室内  〒062-8605  札幌市豊平区旭町４-１-４０ 

【事務局分室】 和光大学表現学部 名嘉山リサ研究室内  〒195-8585 東京都町田市金井町２１６０番地   ＊会計所在地 



 

●日本映画学会役員  2018・2019年度  2018年4月～2020年3月 

 

名誉顧問   波多野哲朗（東京造形大学名誉教授） 

名誉顧問   田中雄次（熊本大学名誉教授） 

名誉顧問    加藤幹郎（京都大学名誉教授） 

顧問         松田英男（京都大学） 

顧問         山本佳樹（大阪大学） 

 

会長        杉野健太郎（信州大学） 

副会長    吉村いづみ（名古屋文化短期大学）大会運営委員会委員長 

常任理事    田代 真（国士舘大学） 常任理事長・学会誌編集委員会委員 

常任理事     大石和久（北海学園大学）事務局長 

常任理事     板倉史明（神戸大学）副事務局長 

常任理事     塚田幸光（関西学院大学）大会運営委員会委員 

常任理事     堀 潤之（関西大学）学会誌編集委員会副委員長 

常任理事     藤田修平（東京情報大学）編集局局長 

常任理事     佐藤元状（慶応義塾大学）大会運営委員会委員 

常任理事      碓井みちこ（関東学院大学）学会誌編集委員会委員長 

常任理事      須川いずみ（京都ノートルダム女子大学）資料室室長 

常任理事    小川順子 (中部大学) 学会誌編集委員会委員 

常任理事     名嘉山リサ（和光大学）事務局分室長・会計 

 

理事      小原文衛（公立小松大学）学会誌編集委員会委員 

理事     小暮修三（東京海洋大学）編集局局員 

理事     深谷公宣（法政大学）編集局局員 

理事     木下千花（京都大学）学会誌編集委員会委員 

理事     秦邦生（青山学院大学）学会誌編集委員会委員 

理事     川本徹（名古屋市立大学）学会誌編集委員会委員 

理事     須川まり（追手門学院大学）資料室員 

 

会計監査    河原大輔（同志社大学） 

会計監査     北村匡平（東京工業大学） 

 

学会ウェブサイト担当者   伊藤弘了（京都大学大学院）  

 

≪学会誌編集委員会≫  

碓井みちこ（委員長）／堀 潤之（副委員長）／田代真（委員）／小原文衛（委員）／小川順子（委員）／木下千花（委員）／ 

秦邦生（委員）／川本徹（委員） 

≪編集局≫  

藤田修平（局長、学会誌担当）／深谷公宣（局員、会報担当）／小暮修三（局員、プロシーディングス担当）  

≪大会運営委員会≫  

吉村いづみ（委員長）／塚田幸光（委員）／佐藤元状（委員）  

≪資料室≫  

須川いずみ（室長）／須川まり（室員） 

≪事務局≫  

大石和久（事務局長）／板倉史明（副事務局長）／名嘉山リサ（事務局分室長・会計） 

 

【事務局】*2018年度  信州大学人文学部 杉野健太郎研究室内   〒390-8621  長野県松本市旭３-１-１ 

          *2019年度  北海学園大学人文学部 大石和久研究室内  〒062-8605  札幌市豊平区旭町４-１-４０ 

【事務局分室】 和光大学表現学部  名嘉山リサ研究室内  〒195-8585 東京都町田市金井町２１６０番地 

  



 

●日本映画学会役員  2016・2017年度  2016年4月～2018年3月 

 

名誉顧問   波多野哲朗（東京造形大学名誉教授） 

名誉顧問   田中雄次（熊本大学名誉教授） 

名誉顧問    加藤幹郎（京都大学名誉教授） 

顧問         松田英男（京都大学） 

 

会長        山本佳樹（大阪大学） 

副会長    杉野健太郎（信州大学）事務局長 

常任理事    田代 真（国士舘大学） 常任理事長・学会誌編集委員会委員 

常任理事    吉村いづみ（名古屋文化短期大学）大会運営委員会委員長 

常任理事    塚田幸光（関西学院大学）大会運営委員会委員 

常任理事    藤田修平（東京情報大学）編集局局員 

常任理事    板倉史明（神戸大学）学会誌編集委員会委員長 

常任理事    堀 潤之（関西大学）学会誌編集委員会副委員長 

常任理事    佐藤元状（慶応義塾大学）学会誌編集委員会委員 

常任理事    大石和久（北海学園大学）副事務局長・会計 

 

理事        小川順子 (中部大学) 編集局局長 

理事        名嘉山リサ（沖縄工業高等専門学校）編集局局員 

理事        須川いずみ（京都ノートルダム女子大学）資料室室長 

理事        北浦寛之（国際日本文化研究センター）資料室室員 

理事        碓井みちこ（関東学院大学）学会誌編集委員会委員 

理事     小原文衛（金沢大学）学会誌編集委員会委員 

 

会計監査    李敬淑（宮城学院女子大学） 

会計監査    川本徹（名古屋市立大学） 

 

学会ウェブサイト管理   久保 豊（京都大学大学院） ＊2016-2017 

                        伊藤弘了（京都大学大学院） ＊2017-2018 

 

 

≪学会誌編集委員会≫  

板倉史明（委員長）／堀 潤之（副委員長）／田代真（委員）／佐藤元状（委員）／碓井みちこ（委員）／ 

小原文衛（委員） 

≪編集局≫  

小川順子（局長、会報担当）／藤田修平（局員、学会誌担当）／名嘉山リサ（局員、プロシーディングス担当） 

≪大会運営委員会≫  

吉村いづみ（委員長）／塚田幸光（委員） 

≪資料室≫  

須川いずみ（室長）／北浦寛之（室員） 

≪事務局≫  

杉野健太郎（事務局長）／大石和久（副事務局長・会計） 

 

【事務局】   信州大学人文学部 杉野健太郎研究室内   〒390-8621  長野県松本市旭３－１－１ 

【事務局分室】 北海学園大学人文学部 大石和久研究室内  〒062-8605  札幌市豊平区旭町４―１―４０  

  



●日本映画学会役員 2014・2015年度   2014年4月～2016年3月 

 

名誉顧問 波多野哲朗（東京造形大学名誉教授） 

名誉顧問 田中雄次（熊本大学名誉教授） 

名誉顧問 加藤幹郎（京都大学名誉教授） * 2015 年度より名誉顧問、2014 年度は顧問 

顧問 松田英男（京都大学） 

 

会長 山本佳樹（大阪大学） 

副会長 杉野健太郎（信州大学）事務局長 

常任理事長 田代 真（国士舘大学） 

常任理事 塚田幸光（関西学院大学）学会誌編集委員会委員長 

常任理事 吉村いづみ（名古屋文化短期大学）大会運営委員長 

常任理事 板倉史明（神戸大学）学会誌編集委員会委員 

常任理事 藤田修平（映像作家）学会誌編集委員会委員 

常任理事 堀 潤之（関西大学）学会誌編集委員会委員 

 

理事 碓井みちこ（関東学院大学）学会誌編集委員会委員 

理事 佐藤元状（慶応義塾大学）学会誌編集委員会委員 

理事 井上 徹（商工中金経済研究所）編集局長 

理事 大石和久（北海学園大学）学会会報編集長 

理事 小川順子 (中部大学) 学会会報編集員 

理事 名嘉山リサ（沖縄工業高等専門学校）会計 

理事 須川いずみ（京都ノートルダム女子大学）資料室長 

理事 北浦寛之（国際日本文化研究センター）資料室員 

 

会計監査 秦邦生（津田塾大学） 

会計監査 李敬淑（宮城学院女子大学） 

学会ウェブサイト管理 久保豊（京都大学大学院）* 

*2014 年4 月～2015 年6 月 下梶健太（京都大学大学院）／2015 年7 月～2016 年3 月 久保豊 

 

≪学会誌編集委員会≫ 

塚田幸光（委員長）／板倉史明（委員）／碓井みちこ（委員）／佐藤元状（委員）／藤田修平（委員）／ 

堀 潤之（委員） 

 

【事務局】 

信州大学人文学部 杉野健太郎研究室内 

〒390-8621 長野県松本市旭３－１－１ 

  



●日本映画学会役員 2012・2013年度   2012年4月～2014年3月 

 

名誉顧問 波多野哲朗 日本大学 

名誉顧問 田中雄次 熊本大学 

顧問 加藤幹郎 京都大学 

 

会長  松田英男 京都大学 

副会長 山本佳樹 大阪大学  

常任理事 板倉史明 神戸大学 学会誌編集委員 

常任理事 井上 徹 商工中金経済研究所 編集局長 

常任理事 杉野健太郎 信州大学 事務局長 

常任理事 田代 真 国士舘大学 常任理事長 

常任理事 塚田幸光 関西学院大学 学会誌編集委員長 

常任理事 藤田修平 映像作家 学会誌編集委員 

常任理事 堀 潤之 関西大学 学会誌編集委員 

常任理事 吉村いづみ 名古屋文化短期大学 大会運営委員長 

 

理事 碓井みちこ 関東学院大学 学会誌編集委員 

理事 大石和久 北海学園大学 学会会報編集長 

理事 佐藤元状 慶応義塾大学 学会誌編集委員 

 

会計監査 須川いずみ 京都ノートルダム女子大学 

会計監査 名嘉山リサ 沖縄工業高等専門学校 

会計 植田真由 京都大学大学院 会計／学会ウェブサイト管理者 

会計 山田 峰大 京都大学大学院 会計／学会ウェブサイト管理者 

 

≪学会誌編集委員会≫ 

塚田幸光（編集委員長）／板倉史明（編集委員）／碓井みちこ（編集委員）／佐藤元状（編集委員）／ 

藤田修平（編集委員）／堀 潤之（編集委員） 

 

【事務局】 

信州大学人文学部 杉野健太郎研究室内 

〒390-8621 長野県松本市旭３－１－１ 

  



●日本映画学会役員 2005年度-2011年度  2005年12月～2012年3月 

 

名誉顧問 波多野哲朗 日本大学 

 

会長   加藤幹郎 京都大学 

副会長 田代真 国士舘大学  

常任理事 井上徹 日本商工経済研究所 

常任理事 杉野健太郎 信州大学 学会誌編集委員長 

常任理事 田中雄次 熊本大学 常任理事長 

常任理事 松田英男 京都大学 事務局長 

常任理事 山本佳樹 大阪大学 

 

理事 板倉史明 東京国立近代美術館フィルムセンター 学会誌編集委員 

理事 塚田幸光 関西学院大学 学会誌編集委員 

理事 藤田修平 慶應義塾大学 学会誌編集委員 

理事 堀潤之 関西大学 学会誌編集委員 

 

会計監査 須川いずみ 京都ノートルダム女子大学 

会計監査 吉村いづみ 名古屋文化短期大学 

会計 川本徹 日本学術振興会特別研究員 

会計 植田真由 京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程 

 

≪学会誌編集委員会≫ 

杉野健太郎（委員長）／板倉史明（委員）／塚田幸光（委員）／藤田修平（委員）／堀潤之（委員） 

 

【事務局】 

京都大学 大学院人間・環境学研究科 松田英男研究室気付 

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 


