
観光学術学会発起人一覧
（順不同）

No 名前 所属

発起人代表 大橋昭一 和歌山大学名誉教授・関西大学名誉教授・大阪観光大学名誉教授

発起人副代表 橋本和也 京都文教大学

発起人副代表 藤巻正己 立命館大学

4 安村克己 奈良県立大学

5 安藤直子 東北福祉大学

6 安部誠治 関西大学

7 伊多波宗周 神戸夙川学院大学

8 井口梓 愛媛大学

9 井上学 平安女学院大学

10 鵜飼正樹 京都文教大学

11 永瀬節治 東京大学

12 永田順子 桜美林大学

13 榎戸敬介 阪南大学

14 遠藤英樹 奈良県立大学

15 塩見芳則 大阪芸術大学

16 岡本健 東京成徳大学

17 岡野英伸 近畿大学

18 加太宏邦 法政大学

19 加藤寛 JAPAN　P.I.TRAVEL　SAINV

20 加藤久美 和歌山大学

21 河村みちこ 料理研究家

22 廻洋子 淑徳大学

23 関戸明子 群馬大学

24 丸山政行 京都大学名誉教授

25 寄藤晶子 松本大学

26 吉兼秀夫 阪南大学

27 吉見俊哉 東京大学

28 吉原直樹 大妻女子大学

29 吉田道代 摂南大学

30 吉田容子 奈良女子大学

31 橘セツ 神戸山手大学

32 久保由加里 大阪国際大学

33 宮城博文 立命館大学

34 宮本結佳 滋賀大学

35 橋爪紳也 大阪府立大学

36 橋本亮一 ブルーム・アンド・グロウ

37 芹澤知広 奈良大学

38 近藤祐二 同志社大学

39 金井萬造 立命館大学

40 金子直樹 関西学院大学

41 金相俊 近畿大学

42 九里徳泰 富山県立大学

43 桑田政美 京都嵯峨芸術大学

44 絹村匡史 Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ

45 原一樹 神戸夙川学院大学

46 古河美保 日本音楽財団

47 古久保ひかり 堂島リバーフォーラム

48 古村学 宇都宮大学

49 江口信清 立命館大学

50 荒山正彦 関西学院大学

51 荒又美陽 恵泉女学院大学

52 行木敬 神戸山手大学

53 香月義之 姫路観光コンベンションビューロー

54 高媛 駒澤大学

55 高岡裕之 関西学院大学

56 高橋欣一 日本経済大学

57 高嶋重次 鈴鹿国際大学

58 高良倉吉 琉球大学

59 轟博志 立命館アジア太平洋大学
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60 黒田章裕 コクヨ

61 佐野真由子 国際日本文化研究センター

62 佐野美保 トラベルジャーナル学園

63 砂本文彦 広島国際大学

64 才津祐美子 長崎大学

65 三木格 大興電子工業

66 山下春幸 有限会社ウォーターマーク

67 山口晋 目白大学

68 山口誠 関西大学

69 山神達也 和歌山大学

70 山中弘 筑波大学

71 山中速人 関西学院大学

72 山田耕生 帝京大学

73 山田良治 和歌山大学

74 山本賢治 神戸山手大学

75 山本質素 日本大学

76 山本勇次 大阪国際大学

77 四井恵介 地域・研究アシスト事務所

78 四本幸夫 立命館アジア太平洋大学

79 児玉哲也 ホスピタリティツーリズム専門学校

80 寺岡伸悟 奈良女子大学

81 滋野浩毅 成美大学

82 室崎正浩 川崎汽船

83 出口竜也 和歌山大学

84 小畑力人 和歌山大学

85 小堀貴亮 大阪観光大学

86 小林憲明 日本品質保証機構

87 小林弘二 阪南大学

88 松崎憲三 成城大学

89 松川恭子 奈良大学

90 松村嘉久 阪南大学

91 松谷真紀 和歌山大学

92 上原雅人 東京モノレール

93 森山正 阪南大学

94 森重昌之 阪南大学

95 森正美 京都文教大学

96 森川長俊 関西外語大学

97 森本泉 明治学院大学

98 真鍋祐子 東京大学

99 真板昭夫 京都嵯峨芸術大学

100 神田孝治 和歌山大学

101 壬生基博 森アーツセンター

102 須藤廣 北九州市立大学

103 杉山和明 流通経済大学

104 瀬古篤子 ヴィジョン・エイ

105 瀬川真平 大阪学院大学

106 清水苗穂子 阪南大学

107 西村尚剛 和歌山大学

108 西村剛 奈良産業大学

109 西田淑子 大阪国際大学

110 青木義英 鈴鹿国際大学

111 石崎祥之 立命館大学

112 川森博司 神戸女子大学

113 扇谷まどか The Opener

114 前田勇 立教大学名誉教授

115 曽山毅 九州産業大学

116 倉光ミナ子 天理大学

117 大井達雄 和歌山大学

118 大浦由美 和歌山大学
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119 大城直樹 神戸大学

120 大西向自 Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ

121 大津正和 和歌山大学

122 大野哲也 立命館大学

123 池永正人 長崎国際大学

124 池口功晃 別府大学

125 池田良穂 大阪府立大学

126 竹田明弘 和歌山大学

127 竹鼻圭子 和歌山大学

128 竹林明 和歌山大学

129 竹林浩志 和歌山大学

130 中串孝志 和歌山大学

131 中村純子 横浜商科大学

132 中村哲 玉川大学

133 中谷哲弥 奈良県立大学

134 長尾洋子 和光大学

135 鳥尾克二 杏林大学

136 塚原雄二 明海大学

137 田中豪 和歌山大学

138 田中雅一 京都大学

139 田中祥司 大阪成蹊短期大学

140 渡邉公章 大阪国際大学

141 東悦子 和歌山大学

142 筒井一伸 鳥取大学

143 藤井清美 金沢工業大学

144 藤田武弘 和歌山大学

145 藤田和史 和歌山大学

146 内田忠賢 奈良女子大学

147 南條史生 森美術館

148 二宮浩彰 同志社大学

149 畠中昌教 久留米大学

150 八幡和郎 徳島文理大学

151 尾家建生 大阪観光大学

152 尾久土正己 和歌山大学

153 尾鍋研太郎 東京大学

154 武田佐知子 大阪大学

155 福井栄二郎 島根大学

156 平岩孝一郎 京都ホテル

157 峯俊智穂 大阪観光大学

158 捧富雄 鈴鹿国際大学

159 北原洋司 和歌山大学

160 北川能之 トラベルジャーナル

161 北村元成 和歌山大学

162 堀田祐三子 和歌山大学

163 堀野正人 奈良県立大学

164 本松豊太 観光学研究家

165 麻生憲一 奈良県立大学

166 妙木忍 東京外国語大学

167 木沢誠名 西南女学院大学

168 野村佳子 摂南大学

169 矢幡聡子 CORE S LTD.

170 矢部英貴 三菱化学

171 李貞順 羽衣国際大学

172 立見淳哉 大阪市立大学

173 立山周平 アート・アマネ

174 劉明 西南女学院大学

175 鈴木涼太郎 相模女子大学

176 姜聖淑 帝塚山大学

177 廣岡裕一 和歌山大学
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178 殷娟 常州大学

179 澤端智良 ライオン

180 濱田琢司 南山大学

181 釼菱英明 シニアと大学と地域ネットワーク

182 髙谷紀夫 広島大学


