Ⅰ．第 34 期（2013 年度）の理事の役割分担と学会運営体制
（氏名は 50 音順、◎は委員長・部会長）

１．理事の役割分担
[会

長]

谷藤 悦史（早稲田大学）
[総務担当]
飯塚 浩一（東海大学）
[渉外担当]
小川 浩一（日本大学）
[企画委員会担当]
◎小林 直毅（法政大学）、福間 良明（立命館大学）
、吉見 俊哉（東京大学）
[編集委員会担当]
◎成田 康昭（立教大学）、山口

誠（関西大学）、米倉

律（日本放送協会）

[国際委員会担当]
小黒

純（同志社大学）
、◎鈴木 雄雅（上智大学）
、水野 剛也（東洋大学）

[研究活動委員会]
◎橋元 良明（東京大学）

＊委員は各研究部会の担当理事

[理論研究部会担当]
李

光鎬（慶應義塾大学）、◎渡辺 武達（同志社大学）

[ジャーナリズム研究・教育部会担当]
◎音

好宏（上智大学）、河崎吉紀（同志社大学）、姜

尚中（聖学院大学）

[放送研究部会担当]
◎安斎 茂樹（日本民間放送連盟）、島﨑 哲彦（東洋大学）
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[メディア史研究部会担当]
◎佐藤 卓己（京都大学）、吉見 俊哉（東京大学）
[メディア倫理法制研究部会担当]
阿部 圭介（日本新聞協会）、◎山田 健太（専修大学）
[監

事]

小玉 美意子（武蔵大学）、鈴木 秀美（大阪大学）
[事務局幹事]
日吉 昭彦（文教大学）＝会計担当、三野 裕之（尚美学園大学）＝サイト担当

２．各委員会・研究部会の構成
■企画委員会
委 員 長：小林 直毅（理事・法政大学）
副委員長：福間 良明（理事・立命館大学）
吉見 俊哉（理事・東京大学）
委

員：遠藤

薫（学習院大学）

大谷 奈緒子（東洋大学）
烏谷 昌幸（武蔵野大学）
谷本 奈穂（関西大学）
辻

大介（大阪大学）

難波 功士（関西学院大学）
西山 哲郎（関西大学）
野上
林

元（筑波大学）
香里（東京大学）

水島 久光（東海大学）
山口

仁（帝京大学）

渡辺 久哲（上智大学）
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■編集委員会
委 員 長：成田 康昭（理事・立教大学）
副委員長：山口
米倉
委

誠（理事・関西大学）
律（理事・日本放送協会）

員：大畑 裕嗣（明治大学）
加島

卓（東海大学）

加藤 晴明（中京大学）
小林 義寛（日本大学）
是永

論（立教大学）

竹下 俊郎（明治大学）
土屋 礼子（早稲田大学）
辻

泉（中央大学）

土橋 臣吾（法政大学）
原 由美子（日本放送協会）
本橋 春紀（日本民間放送連盟）
松井 修視（関西大学）
山腰 修三（慶應義塾大学）

■国際委員会
委 員 長：鈴木 雄雅（理事・上智大学）
副委員長：小黒

純（理事・同志社大学）

水野 剛也（理事・東洋大学）
委

員：川端 美樹（目白大学）
小泉 恭子（大妻女子大学）
古賀 純一郎（茨城大学）
竹川 俊一（立命館アジア太平洋大学）
内藤

耕（東海大学）

中村 登志哉（名古屋大学）
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[国際委員会の下部組織]
国際ジャーナル創刊準備号（ゼロ号）編集委員会
編 集 長：鈴木 弘貴（十文字学園女子大学）
編集委員：加藤 亮介（十文字学園女子大学）
金山
金

勉（立命館大学）
京煥（韓国・尚志大学）

鈴木 雄雅（理事・上智大学）
内藤

耕（東海大学）

水野 剛也（理事・東洋大学）
Luo Q in g（中国・中国伝媒大学）
顧

問：浜田 純一（東京大学）

■理論研究部会
部 会 長：渡辺 武達（理事・同志社大学）
副部会長：李
幹

光鎬（理事・慶應義塾大学）

事：具志堅 勝也（沖縄大学）
小寺 敦之（東洋英和女学院大学)
志岐 裕子（長崎純心大学)
渋谷 明子（創価大学)
高田 昌幸（高知新聞）
野原

仁（岐阜大学）

■ジャーナリズム研究・教育部会
部 会 長：音

好宏（理事・上智大学）

副部会長：河崎 吉紀（理事・同志社大学）
姜
幹

尚中（理事・聖学院大学）

事：北村 順生（新潟大学）
坂本 政謙（岩波書店）
桶田

敦（ＴＢＳ）

長崎 励朗（京都文教大学）
中谷

聡（京都光華女子大学）

藤田 真文（法政大学）
藤森

研（専修大学）
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■放送研究部会
部 会 長：安斎 茂樹（理事・日本民間放送連盟）
副部会長：島﨑 哲彦（理事・東洋大学）
幹

事：市村

元（関西大学）

小原 道雄（中部日本放送）
川喜田 尚（ジェイ・スポーツ）
中野 佐知子（日本放送協会）
中町 綾子（日本大学芸術学部）
西村 秀樹（近畿大学）
丹羽 美之（東京大学）
深澤 弘樹（駒澤大学）

■メディア史研究部会
部 会 長：佐藤 卓己（理事・京都大学）
副部会長：吉見 俊哉（理事・東京大学）
幹

事：赤上 裕幸（防衛大学校）
井上 祐子（京都外国語大学）
大澤

聡（近畿大学）

大島 十二愛（共立女子大学）
片山 慶隆（関西外国語大学）
本田 毅彦（帝京大学）
村上 聖一（日本放送協会）
山本 昭宏（神戸市外国語大学）
吉田 則昭（立教大学）

■メディア倫理法制研究部会
部 会 長：山田 健太（理事・専修大学）
副部会長：阿部 圭介（理事・日本新聞協会）
幹

事：片野 利彦（日本民間放送連盟）
栗山 雅俊（カーディフ大学共同研究員）
塚本 晴二朗（日本大学）
藤代 裕之（法政大学）
山田

潔（日本放送協会）

山田 隆司（創価大学）
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