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平成 29・30 年度 日本粘土学会役員
理 事
会 長（代表理事）：八田珠郎（千葉科学大）
副会長（代表理事）：千野裕之（(株)大林組）、副会長（理事）：小暮敏博（東京大）
常務委員長（業務執行理事）：河野元治（鹿児島大）
會澤純雄（岩手大）
伊藤健一（宮崎大）
伊藤弘志（クニミネ工業(株)）
上原誠一郎（九州大）
上原元樹（鉄道総研）
梅村泰史（防衛大）
蛯名武雄（産総研）
大川政志（沼津工専）
大河原 正文（岩手大）

太田俊一（トピー工業(株)）
岡田友彦（信州大）
川俣純（山口大）
桑原義博（九州大）
地下まゆみ（大阪大谷大）
篠原也寸志（安衛研）
高橋範行（水澤化学工業(株)）
田村堅志（物材機構）

林 亜紀（神戸薬科大）
前田雅喜（産総研）
牧野知之（農環研）
丸茂克美（富山大）
皆瀬 慎（(株)ホージュン）
宮脇律郎（国立科学博物館）
和田信一郎（九州大）
渡辺雄二郎（金沢工大）

監 事
月村勝宏（産総研）、山崎淳司（早稲田大）
常務委員
常務委員長：河野元治（鹿児島大）
会 長：八田珠郎（千葉科学大）
副会長：千野裕之（(株)大林組）
副会長：小暮敏博（東京大）
粘土科学編集委員長：日比野俊行（産総研）
Clay Science 編集委員長：蛯名武雄（産総研）
討論会実行委員長：丸茂克美（富山大）
企画委員長：田村堅志（物材機構）
標準粘土委員長：鈴木正哉（産総研）
会計委員：志々目正高（前田工繊(株)）

渉外委員：佐藤 努（北海道大）
行事委員：和田信一郎（九州大）
広報委員：横山信吾（電中研）
庶務委員：篠原也寸志（安衛研）
庶務委員：小口千明（埼玉大）
幹 事：鈴木憲子（昭和薬科大）
幹 事：太田俊一（トピー工業(株)）
幹 事：手束聡子（千葉科学大）
事務局：土信田裕子

平成 28 年度 日本粘土学会役員(平成 27 年 9 月 31 日から平成 27 年 9 月まで)
理 事
会 長（代表理事）：黒田一幸（早稲田大）
副会長（代表理事）：八田珠郎（国際農林）、副会長（理事）：山崎淳司（早稲田大）
常務委員長（業務執行理事）：河野元治（鹿児島大）

伊藤健一（宮崎大）
上原誠一郎（九州大）
上原元樹（鉄道総研）
小川 誠（早稲田大）
亀島欣一（岡山大）
小暮敏博（東京大）
佐藤 努（北海道大）
地下まゆみ（大阪大谷大）

志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
鈴木正哉（産総研）
田村堅志（物材機構）
千野裕之（(株)大林組）
中川昌治（高知大）
中戸晃之（九州工業大）
南條正巳（東北大）
西浜脩二（(株)資生堂）

林 亜紀（神戸薬科大）
日比野俊行（産総研）
福嶋喜章（豊田中研）
松枝直人（愛媛大）
皆瀬 慎（(株)HOJUN）
宮脇律郎（国立科学博物館）

監 事
高橋範行（水澤化学工業(株)）、月村勝宏（産総研）
常務委員
常務委員長：河野元治（鹿児島大）
会 長：黒田一幸（早稲田大）
副会長：八田珠郎（国際農林）
副会長：山崎淳司（早稲田大）
粘土科学編集委員長：鈴木正哉（産総研）
Clay Science 編集委員長：高木慎介（首都大学東京）
会計委員：志々目正高（前田鉄鉱(株)）
行事委員：川俣 純（山口大）
国際協力委員：佐藤 努（北海道大）

企画委員（シンポジウム担当）：田村堅志（物材機構）
企画委員（シンポジウム担当）：日比野俊行（産総研）
企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員：篠原也寸志（安衛研）
庶務委員：鈴木憲子（昭和薬科大）
幹 事：万福裕造（国際農林）
幹 事：横山信吾（電中研）
事務局：土信田裕子

平成 27・28 年度 日本粘土学会役員(平成 27 年 9 月 31 日まで)
会長・副会長・常務委員長
会 長：黒田一幸（早稲田大）
副会長：八田珠郎（国際農林）・山崎淳司（早稲田大）
常務委員長：河野元治（鹿児島大）
評議員
伊藤健一（宮崎大）
上原誠一郎（九州大）
上原元樹（鉄道総研）
小川 誠（早稲田大）
亀島欣一（岡山大）
河野元治（鹿児島大）
小暮敏博（東京大）
佐藤 努（北海道大）
地下まゆみ（大阪大谷大）

志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
鈴木正哉（産総研）
田村堅志（物材機構）
千野裕之（(株)大林組）
中川昌治（高知大）
中戸晃之（九州工業大）
南條正巳（東北大）
西浜脩二（(株)資生堂）

八田珠郎（国際農林）
林 亜紀（神戸薬科大）
日比野俊行（産総研）
福嶋喜章（豊田中研）
松枝直人（愛媛大）
皆瀬 慎（(株)HOJUN）
宮脇律郎（国立科学博物館）
山崎淳司（早稲田大）

会計監査役
高橋範行（水澤化学工業(株)）、月村勝宏（産総研）
常務委員
常務委員長：河野元治（鹿児島大）
粘土科学編集委員長：鈴木正哉（産総研）
Clay Science 編集委員長：高木慎介（首都大学東京）
会計委員：志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
行事委員：万福裕造（国際農林）
行事委員川俣 純（山口大）
国際協力委員：佐藤 努（北海道大）
企画委員（シンポジウム担当）：田村堅志（物材機構）

企画委員（シンポジウム担当）：日比野俊行（産総研）
企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員：篠原也寸志（安衛研）
庶務委員鈴木憲子（昭和薬科大）
幹 事：横山信吾（電中研）
事務局：土信田裕子

平成 25・26 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：山田裕久（物材機構）
副会長：黒田一幸（早稲田大）・南條正巳（東北大）
常務委員長：八田珠郎（国際農林）
評議員
伊藤弘志（クニミネ工業(株))
蛯名武雄（産総研）
太田俊一（トピー工業(株)）
岡田友彦（信州大）

小暮敏博（東京大）
笹井 亮（島根大）
佐藤 努（北海道大）
佐藤久子（愛媛大）

高木慎介（首都大学東京）
高橋範行（水澤化学工業）
中川昌治（高知大）
中戸晃之（九州工業大）

小川 誠（早稲田大）
亀島欣一（岡山大）
河野元治（鹿児島大）
川俣 純（山口大）

志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
篠原也寸志（安衛研）
鈴木憲子（昭和薬科大）
鈴木正哉（産総研）

日比野俊行（産総研）
福士圭介（金沢大）
横山信吾（電中研）
和田信一郎（九州大）

会計監査役
久保 博（大林組）、永田 洋（日比谷高校）
常務委員
常務委員長：八田珠郎（国際農林）：
粘土科学編集委員長：鈴木正哉（産総研）
Clay Science 編集委員長：河野元治（鹿児島大）
会計委員：志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
行事委員：小川 誠（早稲田大）
行事委員：中川昌治（高知大）
国際協力委員：佐藤 努（北海道大）
企画委員（シンポジウム担当）：田村堅志（物材機構）
企画委員（シンポジウム担当）：日比野俊行（産総研）

企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員（研連等担当）：山崎淳司（早稲田大）
庶務委員：篠原也寸志（安衛研）
庶務委員：田村堅志（物材機構）
庶務委員：鈴木憲子（昭和薬科大）
幹 事：横山信吾（電中研）
事務局：土信田裕子

平成 23・24 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：井上厚行（千葉大）
副会長：成田榮一（岩手大）・山田裕久（物材機構）
常務委員長：八田珠郎（国際農林）
評議員
會澤純雄（岩手大）
伊藤弘志（クニミネ工業(株)）
井伊伸夫（物材機構）
上原元樹（鉄道総研）
蛯名武雄（産総研）
太田俊一（トピー工業(株)）
岡田友彦（信州大）
川俣 純（山口大）
笹井 亮（島根大）

地下まゆみ（千葉科学大）
篠原也寸志（安衛研）
鈴木憲子（昭和薬科大）
高木慎介（首都大学東京）
田村堅志（物材機構）
成田榮一（岩手大）
南條正巳（東北大）
西浜脩二（(株)資生堂）
八田珠郎（国際農林）

福士圭介（金沢大）
福嶋喜章（(株)豊田中研）
松枝直人（愛媛大）
宮脇律郎（国立科学博物館）
山崎淳司（早稲田大）
山田裕久（物材機構）
横山信吾（電中研）
和田信一郎（九州大）

会計監査役
志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）、永田 洋（日比谷高校）
常務委員
常務委員長：八田珠郎（国際農林）：
粘土科学編集委員長：篠原也寸志（安衛研）
Clay Science 編集委員長：上原誠一郎（九州大）
会計委員：南條正巳（東北大）
行事委員：笹井 亮（島根大）
行事委員：河野元治（鹿児島大）
行事委員：小川 誠（早稲田大）
国際協力委員：佐藤 努（北海道大）
企画委員（シンポジウム担当）：田村堅志（物材機構）

企画委員（シンポジウム担当）：日比野俊行（産総研）
企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員（研連等担当）：山崎淳司（早稲田大）
庶務委員：鈴木正哉（産総研）
庶務委員：高木慎介（首都大学東京）
庶務委員：佐藤久子（愛媛大）
幹 事：地下まゆみ（千葉科学大）
事務局：土信田裕子

平成 21・22 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：岡田 清（東工大）
副会長：井上厚行（千葉大）・黒田一幸（早稲田大）
常務委員長：山田裕久（物材機構）
評議員
井伊伸夫（物材機構）
伊藤雅和（クニミネ工業(株)）
井上厚行（千葉大）
上原誠一郎（九州大）
上原元樹（鉄道総研）
小川 誠（早稲田大）
河野元治（鹿児島大）

小暮敏博（東京大）
佐藤 努（北海道大）
佐藤久子（愛媛大）
地下まゆみ（千葉科学大）
鈴木憲司（名古屋大）
鈴木正哉（産総研）
田村堅志（物材機構）

成田榮一（岩手大）
西浜脩二（(株)資生堂）
八田珠郎（国際農林）
日比野俊行（産総研）
福嶋喜章（(株)豊田中研）
松枝直人（愛媛大）
宮脇律郎（国立科学博物館）

黒田一幸（早稲田大）
神山宣彦（東洋大）

渡嘉敷義浩（琉球大）
渡村信治（産総研）

山崎淳司（早稲田大）

会計監査役
久保 博（(株)大林組）、柳本 裕（石油資源開発(株)）
常務委員
常務委員長：山田裕久（物材機構）
粘土科学編集委員長：篠原也寸志（安衛研）
Clay Science 編集委員長：成田榮一（岩手大）
会計委員：河野元治（鹿児島大）
行事委員：渡嘉敷義浩（琉球大）
行事委員：會澤純雄（岩手大）
行事委員：笹井 亮（島根大）
国際協力委員：小川 誠（早稲田大）
企画委員：高木慎介（首都大学東京）
企画委員：鈴木正哉（産総研）

企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員（研連等担当）：山崎淳司（早稲田大）
庶務委員：南條正巳（東北大）
庶務委員：佐藤 努（北海道大）
庶務委員：八田珠郎（国際農林）
庶務委員：田村堅志（物材機構）
幹 事：亀島欣一（岡山大）
事務局：土信田裕子

平成 19・20 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：坂本尚史（千葉科学大）
副会長：志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）・岡田 清（東工大）
常務委員長：山田裕久（物材機構）
評議員
井上厚行（千葉大）
上原誠一郎（九州大）
蛯名武雄（産総研）
小川 誠（早稲田大）
鬼形正伸（(株)ホージュン）
河野元治（鹿児島大）
北川靖夫（福井県立大）
北川隆司（広島大）
久保 博（(株)大林組）

黒田一幸（早稲田大）
神山宣彦（東洋大）
小暮敏博（東京大）
佐藤 努（北海道大）
佐藤久子（東京大）
志々目正高（(株)ボルクレイ・ジャパン）
鈴木正哉（産総研）
高木克彦（名古屋大）
立山 博（長崎県）

渡嘉敷義浩（琉球大）
渡村信治（産総研）
日比野俊行（産総研）
藤原 靖（大成建設(株)）
丸茂克美（産総研）
山田裕久（物材機構）
村上 隆（東京大）
米田哲朗（北海道大）

会計監査役
久保 博（(株)大林組）、柳本 裕（石油資源開発(株)）
常務委員
常務委員長：山田裕久（物材機構）
粘土科学編集委員長：北川隆司（広島大）
Clay Science 編集委員長：成田榮一（岩手大）
会計委員：井上厚行（千葉大）
行事委員：安藤生大（千葉科学大）
行事委員：佐藤 努（北海道大）
国際協力委員：小川 誠（早稲田大）
企画委員（研究グループ担当）：高木慎介（首都大学東京）
企画委員：鈴木正哉（産総研）

企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
企画委員（ホームページ担当）：岡田友彦（信州大）
庶務委員（地惑連合担当）：山崎淳司（早稲田大）
庶務委員：佐藤久子（東京大）
庶務委員：八田珠郎（国際農林）
幹 事：地下まゆみ（千葉科学大）
幹 事：田村堅志（物材機構）
事務局土：信田裕子

平成 17・18 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：渡辺 隆（上越教育大）
副会長：坂本尚史（千葉科学大）・久保 博（(株)大林組）
常務委員長：井上厚行（千葉大）
評議員
赤井純治（新潟大）
伊藤雅和（(株)クニミネ）
岩崎孝志（産総研）
岡田 清（東工大）
鬼形正伸（(株)ホージュン）
北川隆司（広島大）
小菅勝典（産総研）
坂本尚史（千葉科学大）

田崎和江（金沢大）
千野裕之（(株)大林組）
成田栄一（岩手大）
南條正巳（東北大）
八田珠郎（国際農林）
東 正治（高知大）
福嶋喜章（(株)豊田中研）
逸見彰男（愛媛大）

宮脇律郎（科学博物館）
村上 隆（東京大）
山崎淳司（早稲田大）
山田裕久（物質研）
山中昭司（広島大）
米田哲朗（北海道大）
和田信一郎（九州大）
米田哲朗（北海道大）

志々目正高（(株)日商岩井）
高木克彦（名古屋大）

松枝直人（愛媛大）

会計監査役
芝崎靖雄（産総研）、西山 勉（東洋大）
常務委員
常務委員長：井上厚行（千葉大）：
粘土科学編集委員長：北川隆司（広島大）：
Clay Sciece 編集委員長：成田榮一（岩手大）：
会計委員：岡田 清（東工大）
行事委員：赤井純治（新潟大）
行事委員：井上厚行（千葉大）
国際協力委員：河野元治（鹿児島大）

企画委員（研究グループ担当）：鬼形正伸（(株)ホージュン）
企画委員（鉱物研連担当）：山崎淳司（早稲田大）
企画委員（標準粘土担当）：宮脇律郎（国立科学博物館）
庶務委員：佐藤 努（金沢大）
庶務委員：山田裕久（物質研）
幹 事：大場孝信（上越教育大）
事務局：土信田裕子

平成 15・16 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：山岸晧彦（東京大）
副会長：北山淑江（新潟大）・福嶋喜章（豊田中研）
常務委員長：井上厚之（千葉大）
評議員
赤井純治（新潟大）
伊藤雅和（クニミネ工業）
井上厚之（千葉大）
江頭和彦（九州大）
岡田 清（東工大）
小川 誠（早稲田大）
神山宣彦（東洋大）
河野元治（鹿児島大）
北山淑江（新潟大）

黒田一幸（早稲田大）
佐藤 努（北海道大）
立山 博（産総研）
千野裕之（(株)大林組）
渡村信治（産総研）
成田榮一（岩手大）
南條正巳（東北大）
八田珠郎（国際農林）
東 正治（高知大）

藤原 靖（大成建設(株)）
松枝直人（愛媛大）
丸茂克美（産総研）
宮脇律郎（国立科学博物館）
村上 隆（東京大）
柳本 裕（石油資源開発(株)）
山崎淳司（早稲田大）
山中昭司（広島大）

会計監査役
北川靖夫（福井県立大）、西山 勉（東洋大）
常務委員
井上厚之（千葉大）：常務委員長
北川隆司（広島大）：「粘土科学」編集委員長
逸見彰男（愛媛大）：「Clay Science」編集委員長
小川 誠（早稲田大）：会計委員
山田裕久（無機材研）：国際協力委員
成田榮一（岩手大）：行事委員
北川隆司（広島大）：行事委員

宮脇律郎（国立科学博物館）：企画委員（標準粘土担当）
古賀 慎（豊順洋行）：企画委員（研究グループ担当）
河野元治（鹿児島大）：企画委員（ホームページ担当）
佐藤 努（北海道大）：庶務委員
山崎淳司（早稲田大）：庶務委員（地質科学関連学協会連合体
担当）
佐藤久子（東京大）：幹事

平成 13・14 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：中沢弘基（無機材研）
副会長：江頭和彦（九州大）・山岸晧彦（北海道大）
常務委員長：坂本尚史（岡山理大）
評議員
井上厚行（千葉大）
宇野泰章（名工大）
小川 誠（早稲田大）
北川隆司（広島大）
黒田一幸（早稲田大）
小菅勝典（資環研）
佐藤 努（金沢大）
芝崎靖雄（名工研）
立松英信（鉄道総研）
会計監査役
鈴木啓三（クニミネ工業）、林
常務委員

渡村信治（名工研）
福嶋喜章（豊田中研）
丸茂克美（地調）
渡辺 隆（上越教育大）
岩崎孝志（東北工研）
江頭和彦（九州大）
河野元治（鹿児島大）
久保 博（大林組）
神山宣彦（産医研）

坂本尚史（岡山理大）
志々目正高（日商岩井ベントナイト）
田崎和江（金沢大）
立山 博（九州工研）
鳥居一雄（東北工研）
逸見彰男（愛媛大）
山田裕久（無機材研）
和田信一郎（九州大）

剛（帝京科学大）

坂本尚史（岡山理大）：常務委員長

佐藤 努（金沢大）：企画委員（標準粘土担当）

北川隆司（広島大）：「粘土科学」編集委員長
逸見彰男（愛媛大）：「Clay Science」編集委員長
岡田 清（東工大）：会計委員
山田裕久（無機材研）：国際協力委員
山岸晧彦（北海道大）：行事委員
西山 勉（東洋大）：行事委員

古賀 慎（豊順洋行）：企画委員（研究グループ担当）
河野元治（鹿児島大）：企画委員（ホームページ担当）
井上厚行（千葉大）：庶務委員（鉱物学研究連絡会議委員）
小川 誠（早稲田大）：庶務委員
山崎淳司（早稲田大）：庶務委員（地質科学協会連合担当）
山口一裕（岡山理大）：幹事（事務局担当）

平成 11・12 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：富田克利（鹿児島大）
副会長：田崎和江（金沢大）・鳥居一雄（東北工研）
常務委員長：坂本尚史（岡山理大）
評議員
赤井純治（新潟大）
宇野泰章（名工大）
川地 武（大林組）
金原啓司（地調）
古賀 慎（豊順鉱業）
坂本尚史（岡山理大）
芝崎靖雄（名工研）
田崎和江（金沢大）
西山 勉（東洋大）

東 正治（高知大）
逸見彰男（愛媛大）
山崎淳司（早稲田大）
山中昭司（広島大）
岩崎孝志（東北工研）
岡田 清（東工大）
北川隆司（広島大）
久保 博（大林組）
小菅勝典（資環研）

志々目正高（日商岩井ベントナイト）
立山 博（九州工研）
南條正巳（東北大）
林 剛（帝京科学大）
福嶋喜章（豊田中研）
山岸晧彦（北大）
山田裕久（無機材研）
和田信一郎（九州大）

会計監査役
全岡繁人（中京短大）、鈴木啓三（クニミネ工業）
常務委員
北川隆司（広島大）:「粘土科学」集委員長
逸見彰男（愛媛大）:「Clay Science」編集委員長
山田裕久（無機材研:会計委員
大谷朝男（群馬大）:行事委員
小林祥一（倉敷芸術科学大）:行事委員
和田信一郎（九州大）:国際協力委員

志々目正高（日商岩井ベントナイト）:企画委員
佐藤 努（金沢大）:企画委員
河野元治（鹿児島大）:企画委員：
渡辺 隆（上越教育大）:庶務委員
小川 誠（早稲田大）:庶務委員
山口一裕（岡山理大）:幹 事

平成 9・10 年度 日本粘土学会役員
会長・副会長・常務委員長
会 長：佐藤満雄（群馬大）
副会長：渡辺 隆（上越教育大）・芝崎靖雄（名工研）
常務委員長：黒田一幸（早稲田大）
評議員
石田良二（前田建設）
井上厚行（干葉大）
井上克弘（岩手大）
江頭和彦（九州大）
岡田 清（東京工業大）
風間利栄（石油資源）
川地 武（大林組）
金原啓司（地調）
神山宣彦（労働省産医研）

黒田一幸（早稲田大）
古賀 惧（豊順鉱業）
下田 右（筑波大）
渡辺 隆（上越教育大）
相馬光之（静岡県立大）
田崎和江（金沢大）
綱島 群（資源環境技術総研）
渡村信治（＜国立＞名工研）

鳥居一雄（東北工研）
中沢弘基（無機材研）
南條正巳（東北大）
西山 勉（東洋大）
藤原 靖（大成建設）
山岸晧彦（北大）
山崎淳司（早稲田大）
吉村尚久（新潟大）

会計監査役
全岡繁人（中京短大）、吉田 募（ライオン）
常務委員会
北川隆司（広島大）：「粘上科学」編集委員長
山中昭司（広島大）:「Clay Science」編集委員長
山田裕久（無機材研）:会計委員：
北川靖夫（福井県立大）:行事委員
大谷朝男（群馬大）:行事委員:行事委員

小林祥一（倉敷芸術科学大）
和田信一郎（九州大）:国際協力委員
井上厚行（干葉大）:企画委員
志々目正高（日商岩井ベントナイト）:企画委員
坂本尚史（岡山理大）:庶務委員
小川 誠（早稲田大）:庶務委員

