
歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

内藤　　　功 ないとう　いさお 男 日本共産党 第10回(昭49)、第13回(昭58) 東京都

内藤　　　健 ないとう　けん 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55) 徳島県

内藤　　正光 ないとう　まさみつ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

内藤　誉三郎 ないとう　よさぶろう 男 自由民主党・自由国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

名尾　　良孝 なお　りょうこう 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61)、逝去(平3.5.6) 埼玉県

直嶋　　正行 なおしま　まさゆき 男 民進党・新緑風会 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

永井　純一郎 ながい　じゅんいちろう 男 日本社会党 第2回(昭25) 和歌山県

中井　　光次 なかい　みつじ 男 国民民主党 第1回(昭22)、辞職(昭26.3.31) 大阪府

中泉　　松司 なかいずみ　まつじ 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 秋田県

中尾　　辰義 なかお　たつよし 男 公明党・国民会議 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

中尾　　則幸 なかお　のりゆき 男 民主党・新緑風会 第16回(平4) 北海道

長尾　　立子 ながお　りつこ 女 自由民主党 第16回(平4)繰上(平9.5.19) 比例代表

永岡　　光治 ながおか　みつじ 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

中川　　幸平 なかがわ　こうへい 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 石川県

中川　　雅治 なかがわ　まさはる 男 自由民主党・国民の声 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 東京都

中川　　以良 なかがわ　もちなが 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 山口県

仲川　　幸男 なかがわ　ゆきお 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61) 愛媛県

中川　　義雄 なかがわ　よしお 男 たちあがれ日本・新党改革 第１８回（平１０）、第２０回（平１６） 北海道

中川　　嘉美 なかがわ　よしみ 男 平成会 第15回(平元) 比例代表

仲子　　　隆 なかこ　たかし 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

中沢　伊登子 なかざわ　いとこ 女 民社党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 兵庫県
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長沢　　広明 ながさわ　ひろあき 男 公明党 第22回、第24回、辞職(平29.9.26) 比例代表

中島　　啓雄 なかしま　ひろお 男 自由民主党 第１７回（平７）繰上（平11.8.20）、第19回（平13）繰上（平13.10.3） 比例代表

中島　　章夫 なかじま　あきお 男 民主党・新緑風会 第18回(平10)繰上(平15.4.23) 比例代表

長島　　銀藏 ながしま　ぎんぞう 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

中島　　眞人 なかじま　まひと 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 山梨県

永末　　英一 ながすえ　えいいち 男 民主社会党 第5回(昭34)、辞職(昭38.10.30) 京都府

中田　　吉雄 なかた　よしお 男 日本社会党
第2回(昭25)、退職[公選90](昭31.3.4)、第3回(昭28)補欠(昭
31.4.4)、第5回(昭34)

鳥取県

永田　　良雄 ながた　よしお 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10)、逝去(平10.8.22) 富山県

中谷　　智司 なかたに　ともじ 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 徳島県

中津井　　真 なかつい　まこと 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭41.1.30)、第8回(昭43) 広島県

中西　　一郎 なかにし　いちろう 男 自由民主党・自由国民会議
第8回(昭43)補欠(昭47.11.5)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第
14回(昭61)

兵庫県

中西　　健治 なかにし　けんじ 男 自由民主党・国民の声 第22回（平22）、第24回（平28）、辞職(令3.10.8) 神奈川県

中西　　　功 なかにし　こう 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期]、辞職(昭25.1.28) 全国

中西　　　哲 なかにし　さとし　 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 比例代表

中西　　珠子 なかにし　たまこ 女 平成会 第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

中野　　　明 なかの　あきら 男 公明党・国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

永野　　嚴雄 ながの　いつお 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、逝去(昭56.10.8) 広島県

永野　　茂門 ながの　しげと 男 自由党 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

中野　　重治 なかの　しげはる 男 日本共産党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

永野　　鎮雄 ながの　ちんゆう 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

中野　　鉄造 なかの　てつぞう 男 公明党・国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表
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中野　　文門 なかの　ぶんもん 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 兵庫県

中野　　正志 なかの　まさし 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 比例代表

永野　　　護 ながの　まもる 男 自由民主党 第4回(昭31) 鹿児島県

仲原　　善一 なかはら　ぜんいち 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 鳥取県

中原   爽 なかはら そう 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

中原  八一 なかはら やいち 男 自由民主党 第22回（平22） 新潟県

中平　常太郎 なかひら　つねたろう 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 愛媛県

中上川　アキ なかみがわ　あき 女 自由民主党 第6回(昭37)、逝去(昭42.8.8) 全国

仲道　　俊哉 なかみち　としや 男 自由民主党 第18回(平10) 大分県

長峯　　　基 ながみね　もとい　 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 宮崎県

中村　　　哲 なかむら　あきら 男 日本社会党・護憲共同 第13回(昭58) 比例代表

中村　　敦夫 なかむら　あつお 中村　　敦雄 男 みどりの会議 第18回(平10) 東京都

中村　　鋭一 なかむら　えいいち 男 平成会 第12回(昭55)、第15回(平元) 滋賀県

中村　喜四郎 なかむら　きしろう 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭46.12.21) 茨城県

中村　　啓一 なかむら　けいいち 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 北海道

中村　　順造 なかむら　じゅんぞう 男 日本社会党 第5回(昭34)[3年任期]、第6回(昭37) 全国

中村　　太郎 なかむら　たろう 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 山梨県

中村　　禎二 なかむら　ていじ 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)、第11回(昭52) 長崎県

中村　　哲治 なかむら　てつじ 男 国民の生活が第一 第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4） 奈良県

中村　　利次 なかむら　としつぐ 男 民社党 第9回(昭46)、第11回(昭52)、逝去(昭55.9.1) 全国

中村　　登美 なかむら　とみ 女 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭47.2.6) 茨城県
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中村　　波男 なかむら　なみお 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、退職[公選90](昭52.1.12) 岐阜県

中村　　英男 なかむら　ひでお 男 日本社会党 第7回(昭40)、退職[公選90](昭46.3.17)、第9回(昭46) 島根県

中村　　博彦 なかむら　ひろひこ 男 自由民主党 第20回（平16）、第22回（平22）、逝去（平25.7.31） 比例代表

中村　　正雄 なかむら　まさお 男 民社党
第1回(昭22)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、辞職(昭
47.11.18)

全国

長屋　　　茂 ながや　しげる 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

中山　　恭子 なかやま　きょうこ 女 日本維新の会・希望の党 第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

中山　　太郎 なかやま　たろう 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、辞職(昭61.6.20) 大阪府

中山　　千夏 なかやま　ちなつ 女 各派に属しない議員 第12回(昭55) 全国

中山　　壽彦 なかやま　としひこ 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)[3年任期]、第3回(昭28)、逝
去(昭32.11.26)

全国

中山　　福藏 なかやま　ふくぞう 男 自由民主党 第1回(昭22)補欠(昭26.5.16)、第3回(昭28)、第6回(昭37) 大阪府

那谷屋　正義 なたにや　まさよし 男 立憲民主・社民 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

夏目　　忠雄 なつめ　ただお 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 長野県

鍋島　　直紹 なべしま　なおつぐ 男 自由民主党・自由国民会議
第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、逝去
(昭56.11.16)

佐賀県

楢崎　　泰昌 ならさき　やすまさ 男 自由民主党 第16回(平4) 比例代表

成相　　善十 なりあい　ぜんじゅう 男 自由民主党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 島根県

成田　　一郎 なりた　いちろう 男 自由民主党 第4回(昭31)、逝去(昭34.7.4) 兵庫県

成瀬　　幡治 なるせ　ばんじ 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 愛知県

成瀬　　守重 なるせ　もりしげ 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

難波　　奨二 なんば　しょうじ 男 立憲民主・社民 第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

西岡　　武夫 にしおか　たけお 男 各派に属しない議員 第19回（平13）、第21回（平19）、逝去（平23.11.5） 比例代表 議長（第28代）

西岡　　ハル にしおか　はる 女 自由民主党 第3回(昭28) 全国
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西岡　瑠璃子 にしおか　るりこ 女 各派に属しない議員 第15回(平元) 高知県

西川　　きよし にしかわ　きよし 西川　　　潔 男 各派に属しない議員 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 大阪府

西川　甚五郎 にしかわ　じんごろう 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭22.8.11)、第2回(昭25)、第4回(昭
31)、第6回(昭37)、逝去(昭42.5.16)

滋賀県

西川　　昌夫 にしかわ　まさお 男 民主自由党 第1回(昭22)[3年任期] 東京都

西島　　英利 にしじま　ひでとし 男 自由民主党 第20回（平16） 比例代表

西田　　信一 にしだ　しんいち 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 北海道

西田　　隆男 にしだ　たかお 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 福岡県

西田　　天香 にしだ　てんこう 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

西田　　吉宏 にしだ　よしひろ 男 自由民主党 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 京都府

西野　　康雄 にしの　やすお 男 平和・市民 第15回(平元) 兵庫県

西村　　関一 にしむら　かんいち 男 日本社会党 第6回(昭37)補欠(昭42.6.25)、第8回(昭43) 滋賀県

西村　　尚治 にしむら　しょうじ 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 鳥取県

西村　まさみ にしむら　まさみ 山本　　正美 女 民進党・新緑風会 第22回（平22） 比例代表

西銘　順志郞 にしめ　じゅんしろう 男 自由民主党 第19回（平13） 沖縄県

西山　　龜七 にしやま　かめしち 男 自由党 第1回(昭22) 高知県

西山　登紀子 にしやま　ときこ 女 日本共産党 第16回(平4)、第18回(平10) 京都府

仁田　　竹一 にだ　たけいち 男 自由民主党 第2回(昭25) 広島県

二宮　　文造 にのみや　ぶんぞう 男 公明党・国民会議 第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国

二之湯　　智 にのゆ　さとし 男 自由民主党・国民の声 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 京都府

二之湯　武史 にのゆ　たけし 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 滋賀県

丹羽　　五郎 にわ　ごろう 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 全国
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抜山　　映子 ぬきやま　えいこ 女 民社党・国民連合 第13回(昭58) 兵庫県

温水　　三郎 ぬくみ　さぶろう 男 自由民主党
第5回(昭34)補欠(昭36.12.10)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去
(昭51.10.22)

宮崎県

南野　智恵子 のおの　ちえこ 女 自由民主党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

野上　　　元 のがみ　げん 男 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭47.11.19) 全国

野上　　　進 のがみ　すすむ 男 自由民主党 第5回(昭34)補欠(昭35.5.18) 熊本県

野口　　忠夫 のぐち　ただお 男 日本社会党 第10回(昭49) 福島県

野坂　　昭如 のさか　あきゆき 男 参議院の会 第13回(昭58)、退職[公選90](昭58.12.3) 比例代表

野坂　　参三 のさか　さんぞう 男 日本共産党
第4回(昭31)、第5回(昭34)補欠(昭37.7.8)、第7回(昭40)、第9回
(昭46)

東京都

野沢　　太三 のざわ　だいぞう 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

野末　　陳平 のずえ　ちんぺい 男 平成会
第9回(昭46)繰上(昭46.9.13)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第
15回(平元)

東京都

野田　　卯一 のだ　ういち 男 自由党 第2回(昭25)、辞職(昭28.3.23) 全国

野田　　俊作 のだ　しゅんさく 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 福岡県

野田　　　哲 のだ　てつ 男 日本社会党・護憲民主連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

野知　　浩之 のち　ひろゆき 男 自由民主党 第6回(昭37) 全国

野々山　一三 ののやま　いちぞう 男 日本社会党 第6回(昭37)、第9回(昭46) 全国

信田　　邦雄 のぶた　くにお 男 民主党・新緑風会 第18回(平10)繰上(平14.9.11) 比例代表

野別　　隆俊 のべつ　たかとし 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 宮崎県

野間　　　赳 のま　たけし 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 愛媛県

野溝　　　勝 のみぞ　まさる 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

野村　　五男 のむら　いつお 男 自由民主党 第14回(昭61)補欠(平元.10.1)、第16回(平4) 茨城県

野村　吉三郎 のむら　きちさぶろう 男 自由民主党 第3回(昭28)補欠(昭29.6.3)、第5回(昭34)、逝去(昭39.5.8) 和歌山県
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野本　　品吉 のもと　しなきち 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

野呂田　芳成 のろた　よしなり 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 秋田県

7 / 7 ページ


