
日本儒教学会簡史 

 

2015年 10月10日 設立 

2016年  5月14日 創立大会（東洋文庫） 

         会則施行 

2017年  3月 5日 『日本儒教学会報』第1号発行 

     5月14日 2017年度（第2回）大会（早稲田大学） 

2018年  1月27日 『日本儒教学会報』第2号発行 

     5月13日 2018年度（第3回）大会（早稲田大学） 

2019年  1月31日 『日本儒教学会報』第3号発行 

     5月12日 2019年度（第4回）大会（早稲田大学） 

2020年  1月31日 『日本儒教学会報』第4号発行 

     8月22日 2020年度（第5回）大会（オンライン開催） 

2021年  2月25日 『日本儒教学会報』第5号発行 

     5月23日 2021年度（第6回）大会（オンライン開催） 

2022年  1月31日 『日本儒教学会報』第6号発行 

 

歴代役員表 

2016年度・2017年度 

会 長  土田健次郎 

副会長  前田  勉 

理 事  垣内 景子  小島  毅  山内 弘一  山本 正身  渡邉 義浩 

監 査  恩田 裕正  長尾 直茂 

評議員  吾妻 重二  伊東 貴之  垣内 景子  片岡  龍  小島  毅 

     小島 康敬  佐藤鍊太郎  田尻祐一郎  辻本 雅史  土田健次郎 

     中  純夫  中島 隆博  永冨 青地  中村 春作  前田  勉 

     牧角 悦子  三浦 秀一  山内 弘一  山本 正身  湯浅 邦弘 

     渡邉 義浩 

常務委員 小島  毅  渡邉 義浩 

幹 事  小野 泰教  高山 大毅 

 

2018年度・2019年度 

会 長  土田健次郎 

副会長  前田  勉 

理 事  垣内 景子  小島  毅  前田  勉  山本 正身  渡邉 義浩 

監 査  恩田 裕正  長尾 直茂 

評議員  吾妻 重二  伊東 貴之  垣内 景子  片岡  龍  小島  毅 

     小島 康敬  佐藤鍊太郎  清水 則夫  高山 大毅  田尻祐一郎 

     辻本 雅史  土田健次郎  中  純夫  中島 隆博  永冨 青地 

     中村 春作  前田  勉  牧角 悦子  松野 敏之  三浦 秀一 

     山本 正身  湯浅 邦弘  渡邉 義浩 

常務委員 小島  毅  渡邉 義浩 

幹 事  阿部 光麿  小野 泰教 

 



2020年度・2021年度 

会 長  小島  毅 

副会長  渡邉 義浩 

理 事  垣内 景子  高山 大毅  牧角 悦子  山本 正身  渡邉 義浩 

監 査  恩田 裕正  長尾 直茂 

評議員  吾妻 重二  阿部 光麿  伊東 貴之  大場 一央  小野 泰教 

     垣内 景子  片岡  龍  小島  毅  清水 則夫  仙石 知子 

     高山 大毅  田中 有紀  中島 隆博  永冨 青地  前田  勉 

     牧角 悦子  松野 敏之  水口 拓寿  宮下 和大  山本 正身 

     湯浅 邦弘  渡邉 義浩 

常務委員 垣内 景子  高山 大毅 

幹 事  崔  鵬偉  水野 博太 

 

2022年度・2023年度 

会 長  小島  毅 

副会長  渡邉 義浩 

理 事  垣内 景子  高山 大毅  牧角 悦子  山本 正身  渡邉 義浩 

監 査  大場 一央  水口 拓寿 

顧 問  土田健次郎 

評議員  吾妻 重二  阿部 光麿  新田 元規  伊東 貴之  垣内 景子 

     小島  毅  清水 則夫  仙石 知子  高山 大毅  田中 有紀 

     中  純夫  永冨 青地  前田  勉  牧角 悦子  町 泉寿郎 

     三浦 秀一  森 由利亜  山本 正身  湯浅 邦弘  渡邉 義浩 

     小倉 紀蔵  白井  順  鍋島亜朱華 

    （下線付の方は会長委嘱による評議員） 

常務委員 垣内 景子  高山 大毅 

幹 事  関  俊史  水野 博太 


