
経済学史学会 歴代代表幹事・事務責任者，および⼤会開催校⼀覧

代表幹事 所属 事務責任者 ⼤会
1 1950.4-1952.5 久保⽥ 明光 早稲⽥⼤学 ⼭川義雄・松⽥寛 1_5 早稲⽥⼤学 京都⼤学 東京⼤学 関⻄学院⼤学 慶應義塾⼤学
2 1952.5-1954.5 久保⽥ 明光 早稲⽥⼤学 ⼭川義雄・松⽥寛 5_9 慶應義塾⼤学 神⼾⼤学 ⼀橋⼤学 福島⼤学 横浜国⽴⼤学
3 1954.5-1956.5 久保⽥ 明光 早稲⽥⼤学 ⼭川義雄・松⽥寛 9_13 横浜国⽴⼤学 関⻄⼤学 中央⼤学 ⼤阪市⽴⼤学 法政⼤学
4 1956.5-1958.5 久保⽥ 明光 早稲⽥⼤学 ⼭川義雄・松⽥寛 13_17 法政⼤学 同志社⼤学 明治⼤学 関⻄学院⼤学 ⽴教⼤学
5 1958.5-1960.5 堀 経夫 関⻄学院⼤学 久保芳和 17_21 ⽴教⼤学 ⽴命館⼤学 専修⼤学 九州⼤学 ⽇本⼤学
6 1960.5-1962.5 堀 経夫 関⻄学院⼤学 久保芳和・⽥中敏弘 21_25 ⽇本⼤学 名古屋⼤学 東北⼤学 和歌⼭⼤学 東京経済⼤学
7 1962.5-1964.11 堀 経夫 関⻄学院⼤学 ⽥中敏弘 25_28 東京経済⼤学 ⾹川⼤学 武蔵⼤学 ⼤阪府⽴⼤学
8 1964.11-1966.11 堀 経夫 関⻄学院⼤学 ⽥中敏弘 28_30 ⼤阪府⽴⼤学 ⼩樽商科⼤学 京都⼤学
9 1966.11-1968.11 堀 経夫 関⻄学院⼤学 ⽥中敏弘 30_32 京都⼤学 早稲⽥⼤学 広島⼤学
10 1968.11-1970.11 出⼝ 勇蔵 京都⼤学 平井俊彦 32_34 広島⼤学 横浜市⽴⼤学 熊本商科⼤学
11 1970.11-1972.11 出⼝ 勇蔵 京都⼤学 平井俊彦・⽥中真晴 34_36 熊本商科⼤学 明治学院⼤学 松⼭商科⼤学
12 1972.11-1974.11 ⼩林 昇 ⽴教⼤学 ⽴⼊広太郎 36_38 松⼭商科⼤学 福島⼤学 名古屋⼤学
13 1974.11-1976.11 ⽔⽥ 洋 名古屋⼤学 38_40 名古屋⼤学 慶應義塾⼤学 九州⼤学
14 1976.11-1978.11 杉原 四郎 甲南⼤学 ⽥中真晴 40_42 九州⼤学 東京⼤学 千葉⼤学
15 1978.11-1981.3 杉⼭ 忠平 静岡⼤学 重⽥澄男 42_44 千葉⼤学 南⼭⼤学 成城⼤学
16 1981.4-1983.3 真実 ⼀男 ⼤阪市⽴⼤学 服部容教 45_46 ⿓⾕⼤学 東洋⼤学
17 1983.4-1985.3 浜林 正夫 ⼀橋⼤学 神武庸四郎 47_48 広島⼤学 東北⼤学
18 1985.4-1987.3 ⽻⿃ 卓也 関東学院⼤学 星野彰男 49_50 甲南⼤学 早稲⽥⼤学
19 1987.4-1989.3 ⽥中 真晴 甲南⼤学 ⽥中秀夫 51_52 関⻄⼤学 専修⼤学
20 1989.4-1991.3 吉澤 芳樹 専修⼤学 酒井進 53_54 九州⼤学 関東学院⼤学
21 1991.4-1993.3 ⽥中 敏弘 関⻄学院⼤学 井上琢智 55_56 弘前⼤学 京都産業⼤学
22 1993.4-1995.3 津⽥ 内匠 ⼀橋⼤学 ⻄沢保 57_58 ⾦沢⼤学 武蔵⼤学
23 1995.4-1997.3 中村 廣治 熊本学園⼤学 村松茂美 59_60 ⻄南学院⼤学 中央⼤学
24 1997.4-1999.3 根岸 隆 ⻘⼭学院⼤学 ⽯井信之 61_62 福井県⽴⼤学 札幌学院⼤学
25 1999.4-2001.3 ⾺渡 尚憲 東北⼤学 本吉祥⼦ 63_64 熊本学園⼤学 ⼀橋⼤学
26 2001.4-2003.3 ⽵本 洋 関⻄学院⼤学 松本有⼀・本郷亮 65_66 関⻄学院⼤学 新潟⼤学
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27 2003.4-2005.3 ⼋⽊ 紀⼀郎 京都⼤学 斎藤隆⼦ 67_68 同志社⼤学 北星学園⼤学
28 2005.4-2007.3 千賀 重義 横浜市⽴⼤学 板井広明 69_70 ⼤阪産業⼤学 神奈川⼤学
29 2007.4-2009.3 ⾼ 哲男 九州⼤学 71_72 九州産業⼤学 愛媛⼤学
30 2009.4-2011.3 服部 正治 ⽴教⼤学 藤原新 73_74 慶應義塾⼤学 富⼭⼤学
31 2011.4-2013.3 栗⽥ 啓⼦ 東京⼥⼦⼤学 75_76 京都⼤学 ⼩樽商科⼤学
32 2013.4-2015.3 堂⽬ 卓⽣ ⼤阪⼤学 ⼩峯敦 77_78 関⻄⼤学 ⽴教⼤学
33 2015.4-2017.3 ⽥中 秀夫 愛知学院⼤学 村井明彦 79_80 滋賀⼤学 東北⼤学
34 2017.4-2019.3 ⼩峯 敦 ⿓⾕⼤学 伊藤誠⼀郎 81_82 徳島⽂理⼤学 東京⼤学


