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日本中世英語英文学会の記録 

(1986年 4月—2007年 3月) 

 
 
1986年 4月 

会 長： 松浪 有 

副会長： 齋藤 勇 

評議員： 池上忠弘、海老久人、岡 三郎、小野 茂、大泉昭夫、黒瀬 保、齋藤 勇、佐々部英
男、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、髙 宮利行、田中幸穂、都
留久夫、寺澤芳雄、広岡英雄、福井秀加、藤原 博、松井倫子、松浪 有、三浦常司、
水鳥喜喬、山川喜久男 

監 事： 水鳥喜喬、山川喜久男 

事務局長： 繁尾 久 

編集委員： 小野 茂（委員長）、岩崎春雄、小川 浩、忍足欣四郎、久保内端郎、佐藤修二、田
島松二、野口俊一、宮島澄子 

大会準備委員： 都留久夫（委員長）、池上 昌、石井美樹子、宮崎忠克、吉野利弘、米倉 綽 

東支部幹事： 鈴木榮一（代表）、河崎征俊、久保内端郎、松田 英、吉野利弘 

西支部運営委員： 広岡英雄（支部長）、大泉昭夫、黒瀬 保、齋藤朋子、関本榮一、高橋 久、
米倉 綽、和田葉子 

 

1987年 4月 

会 長： 松浪 有 

副会長： 齋藤 勇 

評議員： 池上忠弘、海老久人、岡 三郎、小野 茂、大泉昭夫、黒瀬 保、齋藤 勇、佐々部英
男、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、髙 宮利行、田中幸穂、都
留久夫、寺澤芳雄、広岡英雄、福井秀加、藤原 博、松井倫子、松浪 有、三浦常司、
水鳥喜喬、山川喜久男 

監 事： 水鳥喜喬、山川喜久男 

事務局長： 繁尾 久 

編集委員： 小野 茂（委員長）、岩崎春雄、小川 浩、忍足欣四郎、久保内端郎、佐藤修二、田
島松二、野口俊一、宮島澄子 

大会準備委員： 都留久夫（委員長）、池上 昌、石井美樹子、宮崎忠克、吉野利弘、米倉 綽 

東支部幹事： 鈴木榮一（代表）、河崎征俊、久保内端郎、松田 英、吉野利弘 

西支部運営委員： 広岡英雄（支部長）、大泉昭夫、黒瀬 保、齋藤朋子、関本榮一、高橋 久、
米倉 綽、和田葉子 

 

1988年 4月 

会 長： 齋藤 勇 

副会長： 都留久夫 
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評議員： 安東伸介、池上忠弘、伊藤正義、海老久人、大泉昭夫、岡 三郎、小黒昌一、忍足欣四
郎、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、久保内端郎、黒瀬 保、 小林栄智、齋藤 勇、
齋藤俊雄、佐藤修二、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、髙宮利行、
田中幸穂、都留久夫、寺澤芳雄、中尾祐治、丹羽 義信、野口俊一、福井秀加、藤原 博、
松井倫子、松浪 有、真鍋和瑞、三浦常司、水鳥喜喬、山川喜久男、吉野利弘 

監 事： 水鳥喜喬、山川喜久男 

事務局長： 池上忠弘 

編集委員： 忍足欣四郎（委員長）、小川 浩、奥田宏子、苅部恒徳、久保内端郎、佐藤修二、高
田康成、髙宮利行、田島松二、中尾祐治、野口俊一 

大会準備委員： 吉野利弘（委員長）石井美樹子、岡富美子、菅野正彦、山内一芳、米倉 綽 

東支部幹事： 久保内端郎（代表）、河崎征俊、鈴木榮一、松田 英、吉野利弘 

西支部運営委員： 大泉昭夫（支部長）、黒瀬 保、須藤 淳、関本榮一、高橋 久 

 

1989年 4月 

会 長： 寺澤芳雄 

副会長： 繁尾 久 

評議員： 安東伸介、池上忠弘、石井美樹子、伊藤正義、海老久人、大泉昭夫、岡 三郎、小黒昌
一、忍足欣四郎、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、久保内端 郎、黒瀬 保、小林栄智、
齋藤 勇、齋藤俊雄、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、髙宮利行、
田島松二、田中幸穂、都留久人、寺澤芳雄、 中尾祐治、丹羽義信、野口俊一、福井秀
加、藤原 博、松井倫子、松浪 有、真鍋和瑞、三浦常司、水鳥喜喬、吉野利弘、渡部
昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 鈴木榮一 

編集委員： 髙宮利行（委員長）、伊藤正義、奥田宏子、小倉美知子、苅部恒徳、齋藤俊雄、高田
康成、中尾祐治、春田節子、松井倫子、吉野利弘 

大会準備委員： 石井美樹子（委員長）、岡富美子、菅野正彦、岸田隆之、真鍋和瑞、山内一芳 

東支部幹事： 吉野利弘（代表）、河崎征俊、久保内端郎、鈴木榮一、松田 英 

西支部運営委員： 須藤 淳（支部長）、伊藤忠夫、田島松二、原田東雄、二村宏江 

 

1990年 4月 

会 長： 寺澤芳雄 

副会長： 繁尾 久 

評議員： 安東伸介、池上忠弘、伊藤正義、海老久人、大泉昭夫、岡 三郎、小黒昌一、忍足欣四
郎、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、久保内端郎、黒瀬 保、 小林栄智、齋藤 勇、
齋藤俊雄、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、髙宮利行、田島松二、
田中幸穂、都留久夫、寺澤芳雄、中尾祐治、丹羽 義信、野口俊一、福井秀加、藤原 博、
松井倫子、松浪 有、真鍋和瑞、三浦常司、水鳥喜喬、山内一芳、渡部昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 鈴木榮一 
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編集委員： 髙宮利行（委員長）、伊藤正義、奥田宏子、小倉美知子、苅部恒徳、齋藤俊雄、高田
康成、中尾祐治、春田節子、松井倫子、宮崎忠克 

大会準備委員： 山内一芳（委員長）、岡富美子、岸田隆之、黒川樟枝、真鍋和瑞、吉村耕治 

東支部幹事： 河崎征俊（代表）、久保内端郎、鈴木榮一、松田 英 

西支部運営委員： 原田東雄（支部長）、伊藤忠夫、須藤 淳、田島松二、二村宏江 

 

1991年 4月 

会 長： 繁尾 久 

副会長： 久保内端郎 

評議員： 安東伸介、池上忠弘、伊藤正義、海老久人、大泉昭夫、岡 三郎、小黒昌一、忍足欣四
郎、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、河崎征俊、岸田隆之、久 保内端郎、小林栄智、
齋藤 勇、齋藤俊雄、佐藤修二、繁尾 久、鈴木榮一、須藤 淳、関本榮一、高橋 久、
髙宮利行、田島松二、都留久夫、寺澤芳雄、中尾 祐治、丹羽義信、野口俊一、原田東
雄、福井秀加、藤原 博、松井倫子、松田 英、松浪 有、真鍋和瑞、三浦常司、水鳥
喜喬、宮崎忠克、吉野利弘、渡部昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 松田 英 

編集委員： 宮崎忠克（委員長）、伊藤正義、岡富美子、小倉美知子、小黒昌一、小田卓爾、齋藤
俊雄、春田節子、福井秀加、松井倫子、向井 毅 

大会準備委員： 岸田隆之（委員長）、黒川樟枝（副委員長）、井出 光、真鍋和瑞、吉村耕治 

東支部幹事： 河崎征俊（代表）、小黒昌一、久保内端郎、鈴木榮一、松井倫子、宮崎忠克 

西支部運営委員： 原田東雄（支部長）、伊藤忠夫、佐々木冨美雄、篠田義博、田島松二、横山茂
樹 

 

1992年 4月 

会 長： 繁尾 久 

副会長： 久保内端郎 

評議員： 安東伸介、池上忠弘、伊藤正義、岩崎春雄、岡 三郎、小川 浩、小倉美知子、小黒昌
一、忍足欣四郎、小野 茂、加藤知己、河崎征俊、菅野正彦、 岸田隆之、久保内端郎、
黒川樟枝、小林栄智、齋藤 勇、齋藤俊雄、繁尾 久、秦 宏一、須藤 淳、関本榮一、
高田康成、高橋 久、都留久夫、寺澤芳雄、中 尾祐治、丹羽義信、野口俊一、原田東
雄、春田節子、松田 英、松浪 有、三浦常司、水鳥喜喬、宮崎忠克、渡部昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 松田 英 

編集委員： 宮崎忠克（委員長）、伊藤正義、岡富美子、小倉美知子、小黒昌一、小田卓爾、齋藤
俊雄、春田節子、福井秀加、松井倫子、向井 毅 

大会準備委員： 黒川樟枝（委員長）、井出 光（副委員長）、杉山隆一、関本榮一、土屋唯之、吉
村耕治 

東支部幹事： 河崎征俊（代表）、小黒昌一、久保内端郎、鈴木榮一、松井倫子、宮崎忠克 

西支部運営委員： 原田東雄（支部長）、佐々木冨美雄、篠田義博、田島松二、横山茂樹 
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1993年 4月 

会 長： 小野 茂 

副会長： 岡 三郎 

評議員： 安東伸介、池上忠弘、井出 光、伊藤正義、岩崎春雄、岡 三郎、小川 浩、小倉美知
子、小黒昌一、忍足欣四郎、小野 茂、加藤知己、菅野正彦、 岸田隆之、小林栄智、
齋藤 勇、齋藤俊雄、繁尾 久、秦 宏一、須藤 淳、高田康成、髙橋 久、都留久夫、
寺澤芳雄、中尾祐治、野口俊一、原田東雄、春田 節子、松田 英、松浪 有、三浦常
司、水鳥喜喬、宮崎忠克、吉野利弘、渡部昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 吉野利弘 

編集委員： 小黒昌一（委員長）、池上惠子、池上 昌、岡富美子、海老久人、小林栄智、丹羽義
信、小田卓爾、秦 宏一、福井秀加、向井 毅 

大会準備委員： 井出 光（委員長）、土屋唯之（副委員長）、杉山隆一、関本榮一、二村宏江、松
田隆美 

東支部幹事： 宮崎忠克（代表）、小黒昌一、河崎征俊、苅部恒徳、久保内端郎、松井倫子 

西支部運営委員： 菅野正彦（支部長）、佐々木富美雄、篠田義博、杉山隆一、横山茂樹 

 

1994年 4月 

会 長： 小野 茂 

副会長： 岡 三郎 

評議員： 池上 昌、伊藤正義、今井光規、岩崎春雄、海老久人、岡 三郎、小川 浩、奥田宏子、
小倉美知子、小黒昌一、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、菅 野正彦、岸田隆之、久保
内端郎、齋藤 勇、佐藤修二、秦 宏一、高田康成、髙宮利行、田島松二、土屋唯之、
都留久夫、寺澤芳雄、豊田昌倫、原田東雄、春田 節子、松田 英、水鳥喜喬、宮崎忠
克、吉野利弘、渡部昇一 

監 事： 小黒昌一、水鳥喜喬 

事務局長： 吉野利弘 

編集委員： 小黒昌一（委員長）、池上惠子、池上 昌、海老久人、岡富美子、小田卓爾、小林栄
智、秦 宏一、丹羽義信、向井 毅、和田 章 

大会準備委員： 土屋唯之（委員長）、松田隆美（副委員長）、伊藤忠夫、杉山隆一、武内信一、二
村宏江 

東支部幹事： 宮崎忠克（代表）、小黒昌一、河崎征俊、苅部恒徳、久保内端郎、松井倫子 

西支部運営委員： 菅野正彦（支部長）、秋篠憲一、海野昭史、杉山隆一、中尾佳行 

 

1995年 4月 

会 長： 岡 三郎 

副会長： 小黒昌一 

評議員： 池上 昌、伊藤正義、今井光規、岩崎春雄、海老久人、岡 三郎、小川 浩、奥田宏子、
小倉美知子、小黒昌一、小野 茂、加藤知己、苅部恒徳、河 崎征俊、菅野正彦、岸田
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隆之、久保内端郎、齋藤 勇、佐藤修二、秦 宏一、高田康成、髙宮利行、田島松二、
都留久夫、寺澤芳雄、豊田昌倫、原田東雄、春田 節子、松田 英、松田隆美、水鳥喜
喬、宮崎忠克、吉野利弘、渡部昇一 

監 事： 岩崎春雄、水鳥喜喬 

事務局長： 河崎征俊 

編集委員： 海老久人（委員長）、池上惠子、池上 昌、今井光規、奥田宏子、苅部恒徳、小林栄
智、秦 宏一、John Scahill、田島松二、丹羽義信 

大会準備委員： 松田隆美（委員長）、伊藤忠夫、岸田直子、武内信一、二村宏江、松原良治 

東支部幹事： 苅部恒徳（代表）、小川 浩、都留久夫、松井倫子、松田 英、宮崎忠克 

西支部運営委員： 今井光規（支部長）、秋篠憲一、海野昭史、杉山隆一、中尾佳行 

 

1996年 4月 

会 長： 岡 三郎 

副会長： 小黒昌一 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、池上 昌、今井光規、岩崎春雄、海老久人、大泉昭夫、岡 三郎、
小川 浩、奥田宏子、小倉美知子、小黒昌一、忍足欣四郎、 苅部恒徳、河崎征俊、菅
野正彦、岸田隆之、久保内端郎、佐藤修二、秦 宏一、高田康成、髙宮利行、武内信一、
田島松二、豊田昌倫、中尾祐治、中尾佳行、原 田東雄、春田節子、松田 英、松田隆
美、水鳥喜喬、宮崎忠克、山内一芳、吉野利弘 

監 事： 岩崎春雄、水鳥喜喬 

事務局長： 河崎征俊 

編集委員： 海老久人（委員長）、池上惠子、池上 昌、今井光規、奥田宏子、苅部恒徳、小林栄
智、秦 宏一、John Scahill、田島松二、丹羽義信 

大会準備委員： 武内信一（委員長）、浅川順子、伊藤忠夫、岸田直子、齋藤朋子、松原良治 

東支部幹事： 苅部恒徳（代表）、小川 浩、都留久夫、松井倫子、松田 英、宮崎忠克 

西支部運営委員： 今井光規（支部長）、秋篠憲一、海野昭史、隈元貞広、中尾佳行 

 

1997年 4月 

会 長： 池上忠弘 

副会長： 菅野正彦 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、池上 昌、今井光規、岩崎春雄、海老久人、大泉昭夫、小川 浩、
奥田宏子、小倉美知子、小黒昌一、忍足欣四郎、苅部恒徳、 河崎征俊、菅野正彦、岸
田隆之、久保内端郎、佐藤修二、秦 宏一、高田康成、髙宮利行、田島松二、豊田昌倫、
中尾祐治、中尾佳行、原田東雄、春田節子、松 田 英、松田隆美、松原良治、水鳥喜
喬、宮崎忠克、山内一芳、吉野利弘 

監 事： 岩崎春雄、水鳥喜喬 

事務局長： 中尾佳行 

編集委員： 苅部恒徳（委員長）、今井光規、奥田宏子、忍足欣四郎、河崎征俊、久保内端郎、John 
Scahill、中尾佳行、松田隆美、三浦常司、山内一芳 

大会準備委員： 松原良治（委員長）、浅川順子、岸田直子、地村彰之、田口まゆみ、保坂道雄 
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東支部幹事： 小川 浩（代表）、苅部恒徳、菊池清明、都留久夫、松井倫子、松田 英、宮崎忠
克 

西支部運営委員： 中尾祐治（支部長）、大森裕実、隈元貞広、地村彰之、吉田和男 

 

1998年 4月 

会 長： 池上忠弘 

副会長： 菅野正彦 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、池上 昌、今井光規、海老久人、大泉昭夫、小川 浩、奥田宏子、
小黒昌一、忍足欣四郎、苅部恒徳、河崎征俊、菅野正彦、久 保内端郎、黒川樟枝、佐
藤修二、柴田良孝、杉山隆一、須藤 淳、髙宮利行、田口まゆみ、武内信一、田島松二、
豊田昌倫、中尾祐治、中尾佳行、松田 英、松 田隆美、真鍋和瑞、水鳥喜喬、向井 毅、
山内一芳、吉野利弘、和田葉子 

監 事： 松田 英、水鳥喜喬 

事務局長： 中尾佳行 

編集委員： 苅部恒徳（委員長）、今井光規、奥田宏子、忍足欣四郎、河崎征俊、久保内端郎、John 
Scahill、中尾佳行、松田隆美、三浦常司、山内一芳 

大会準備委員： 田口まゆみ（委員長）、浅川順子、海老久人、大門正幸、地村彰之、西村公正、
保坂道雄 

東支部幹事： 小川 浩（代表）、苅部恒徳、菊池清明、都留久夫、松井倫子、松田 英、宮崎忠
克 

西支部運営委員： 中尾祐治（支部長）、大森裕実、隈元貞広、地村彰之、吉田和男 

 

1999年 4月 

会 長： 忍足欣四郎 

副会長： 小川 浩 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、池上 昌、今井光規、海老久人、大泉昭夫、小川 浩、奥田宏子、
小黒昌一、忍足欣四郎、苅部恒徳、河崎征俊、久保内端郎、 黒川樟枝、佐藤修二、柴
田良孝、地村彰之、杉山隆一、須藤 淳、髙宮利行、武内信一、田島松二、豊田昌倫、
中尾祐治、中尾佳行、松井倫子、松田隆美、松原 良治、真鍋和瑞、向井 毅、山内一
芳、吉野利弘、和田葉子 

監 事： 池上惠子、海老久人 

事務局長： 山内一芳 

編集委員： 久保内端郎（委員長）、浅川順子、小倉美知子、河崎征俊、Gregory K. Jember、田口ま
ゆみ、中尾佳行、樋口昌幸、松田隆美、三浦常司、渡辺秀樹 

大会準備委員： 地村彰之（委員長）、海老久人、大門正幸、田尻雅士、寺澤 盾、西村公正、保
坂道雄 

東支部幹事： 松井倫子（代表）、小川 浩、苅部恒徳、菊池清明、都留久夫、松田 英、宮崎忠
克 

西支部運営委員： 松原良治（支部長）、大森裕実、地村彰之、田尻雅士、柳 さよ、吉田和男 
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2000年 4月 

会 長： 忍足欣四郎 

副会長： 小川 浩 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、海老久人、大門正幸、小川 浩、小倉美知子、忍足欣四郎、河崎
征俊、菊池清明、久保内端郎、黒川樟枝、柴田良孝、下笠徳 次、秦 宏一、杉山隆一、
須藤 淳、高田康成、田口まゆみ、武内信一、寺澤 盾、中尾祐治、中尾佳行、春田節
子、松井倫子、松田隆美、松原良治、松本博 之、真鍋和瑞、向井 毅、山内一芳、和
田葉子、渡辺秀樹 

監 事： 池上惠子、海老久人 

事務局長： 山内一芳 

編集委員： 久保内端郎（委員長）、浅川順子、小倉美知子、河崎征俊、Gregory K. Jember、田口ま
ゆみ、中尾佳行、樋口昌幸、松田隆美、三浦常司、渡辺秀樹 

大会準備委員： 大門正幸（委員長）、家入葉子、園田勝英、田尻雅士、寺澤 盾、西村公正、松
田 英 

東支部幹事： 松井倫子（代表）、小田卓爾、苅部恒徳、菊池清明、佐藤修二、都留久夫、松田 英 

西支部運営委員： 松原良治（支部長）、井田琇穂、伊藤忠夫、下笠徳次、田尻雅士、柳 さよ 

 

2001年 4月 

会 長： 小川 浩 

副会長： 今井光規 

評議員： 池上惠子、池上忠弘、今井光規、小川 浩、小倉美知子、忍足欣四郎、河崎征俊、菊池
清明、黒川樟枝、柴田良孝、下笠徳次、秦 宏一、杉山隆一、 須藤 淳、高田康成、
田口まゆみ、田尻雅士、武内信一、寺澤 盾、中尾祐治、中尾佳行、春田節子、樋口昌
幸、松田隆美、松原良治、松本博之、真鍋和瑞、向 井 毅、山内一芳、米倉 綽、和
田葉子、渡辺秀樹 

監 事： 中尾祐治、春田節子 

事務局長： 寺澤 盾 

編集委員： 樋口昌幸（委員長）、浅川順子、大門正幸、小倉美知子、菊池清明、隈元貞広、Gregory 
K. Jember、William Snell、田口まゆみ、柳 さよ、渡辺秀樹 

大会準備委員： 田尻雅士（委員長）、家入葉子、石黒太郎、秦 宏一、園田勝英、松田 英、山
口惠里子 

研究助成委員： 和田葉子（委員長）、池上惠子、下笠徳次、渡辺秀樹 

東支部幹事： 菊池清明（代表）、浅川順子、畝部典子、小田卓爾、佐藤修二、柴田良孝、松田 英 

西支部運営委員： 米倉 綽（支部長）、井田琇穂、伊藤忠夫、海老久人、隈元貞広、下笠徳次 （監
査 横山茂樹） 

 

2002年 4月 

会 長： 小川 浩 

副会長： 今井光規 

評議員： 秋元実治、家入葉子、井出 光、今井光規、海老久人、小川 浩、小倉美知子、苅部恒
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徳、菊池清明、隈元貞広、黒川樟枝、佐藤修二、柴田良孝、下 笠徳次、秦 宏一、杉
山隆一、須藤 淳、高田康成、髙宮利行、田口まゆみ、田尻雅士、武内信一、寺澤 盾、
中尾祐治、春田節子、樋口昌幸、松原良治、松本 博之、真鍋和瑞、向井 毅、米倉 綽、
和田葉子、渡辺秀樹 

監 事： 中尾祐治、春田節子 

事務局長： 寺澤 盾 

編集委員： 樋口昌幸（委員長）、浅川順子、大門正幸、小倉美知子、菊池清明、隈元貞広、Gregory 
K. Jember、William Snell、田口まゆみ、柳 さよ、渡辺秀樹 

大会準備委員： 家入葉子（委員長）、石黒太郎、小路邦子、園田勝英、西村秀夫、松田 英、山
口惠里子 

研究助成委員： 向井 毅（委員長）、佐藤修二、下笠徳次、和田葉子 

東支部幹事： 菊池清明（代表）、浅川順子、畝部典子、佐藤修二、柴田良孝、春田節子、松田 英 
（監査 石黒太郎、松井倫子） 

西支部運営委員： 下笠徳次（支部長）、石野はるみ、海老久人、隈元貞広、松谷 緑、向井毅 （監
査 横山茂樹） 

 

2003年 4月 

会 長： 今井光規 

副会長： 佐藤修二 

評議員： 秋元実治、石黒太郎、井出 光、今井光規、海老久人、小川 浩、小倉美知子、苅部恒
徳、菊池清明、隈元貞広、黒川樟枝、佐藤修二、篠田義博、柴 田良孝、下笠徳次、秦 
宏一、杉山隆一、高田康成、髙宮利行、田口まゆみ、田尻雅士、武内信一、寺澤 盾、
春田節子、樋口昌幸、松原良治、松本博之、真鍋 和瑞、向井 毅、柳 さよ、米倉 綽、
和田葉子、渡辺秀樹 

監 事： 春田節子、篠田義博 

事務局長： 海老久人 

編集委員： 柳 さよ（委員長）、家入葉子、大門正幸、菊池清明、隈元貞広、William Snell、武内
信一、春田節子、水野知昭、山内一芳、吉野利弘 

大会準備委員： 石黒太郎（委員長）、尾崎久男、笹川壽昭、小路邦子、中尾佳行、西村秀夫、山
口惠里子 

研究助成委員： 下笠徳次（委員長）、佐藤修二、向井 毅、和田葉子 

東支部幹事： 河崎征俊（代表）、浅川順子、畝部典子、笹川壽昭、柴田良孝、多々谷有子、春田
節子 （監査 石黒太郎、松井倫子） 

西支部運営委員： 下笠徳次（支部長）、石野はるみ、海老久人、隈元貞広、松谷 緑、向井毅 （監
査 横山茂樹） 

 

2004年 4月 

会 長： 今井光規 

副会長： 佐藤修二 

評議員： 秋元実治、家入葉子、井出 光、今井光規、海老久人、小川 浩、小倉美知子、苅部恒
徳、菊池清明、隈元貞広、小林宜子、佐藤修二、篠田義博、柴 田良孝、下笠徳次、秦 
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宏一、高田康成、髙宮利行、田口まゆみ、田島松二、田尻雅士、田辺春美、寺澤 盾、
中尾佳行、西村秀夫、春田節子、樋口昌幸、二村 宏江、松原良治、松本博之、柳 さ
よ、山内一芳、横山茂樹、吉野利弘、米倉 綽、渡辺秀樹 

監 事： 春田節子、篠田義博 

事務局長： 海老久人 

編集委員： 柳 さよ（委員長）、家入葉子、大門正幸、菊池清明、隈元貞広、William Snell、武内
信一、春田節子、水野知昭、山内一芳、吉野利弘 

大会準備委員： 西村秀夫（委員長）、尾崎久男（副委員長）、笹川壽昭、小路邦子、鈴木敬了、中
尾佳行、辺見葉子 

研究助成委員： 松本博之（委員長）、田口まゆみ、田辺春美、安田 淳 

東支部幹事： 柴田良孝（代表）、浅川順子、河崎征俊、笹川壽昭、末松良道、多々谷有子、春田
節子 （監査 佐藤修二、辻 康哲） 

西支部運営委員： 下笠徳次（支部長）、石野はるみ、田尻雅士、西村秀夫、松谷 緑、向井毅、
山本 勉 （監査 笹本長敬） 

 

2005年 4月 

会 長： 久保内端郎 

副会長： 田島松二 

評議員： 秋元実治、家入葉子、井出 光、海老久人、小川 浩、小倉美知子、尾崎久男、苅部恒
徳、菊池清明、久保内端郎、隈元貞広、小林宜子、佐藤修二、 下笠徳次、秦 宏一、
高田康成、髙宮利行、多々谷有子、田口まゆみ、田島松二、田尻雅士、田辺春美、地村
彰之、寺澤 盾、中尾佳行、春田節子、樋口昌幸、 二村宏江、松原良治、松本博之、
向井 毅、柳 さよ、山内一芳、横山茂樹、吉野利弘、米倉 綽、渡辺秀樹 

監 事： 井出 光、下笠徳次 

事務局長： 地村彰之 

編集委員： 吉野利弘（委員長）、家入葉子、Richard Kelly、小林宜子、武内信一、地村彰之、西村
公正、水野知昭、守屋靖代、山内一芳、和田葉子 

大会準備委員： 尾崎久男（委員長）、鈴木敬了（副委員長）、笹川壽昭、William Snell、谷明信、
中尾佳行、辺見葉子 

研究助成委員： 田辺春美（委員長）、安田 淳、横山茂樹、米倉 綽 

東支部幹事： 多々谷有子（代表）、浅川順子、浦田和幸、笹川壽昭、柴田良孝、末松良道、野地 
薫 （監査 河崎征俊、辻 康哲） 

西支部運営委員： 向井 毅（支部長）、石野はるみ、下笠徳次、田尻雅士、西村秀夫、松谷 緑、
山本 勉 （監査 笹本長敬） 

 

2006年 4月 

会 長： 久保内端郎 

副会長： 田島松二 

評議員： 秋元実治、家入葉子、池上惠子、井出 光、浦田和幸、海老久人、小野祥子、河崎征俊、
久保内端郎、隈元貞広、小林宜子、佐藤修二、下笠徳次、末 松良道、鈴木敬了、髙宮
利行、田島松二、田尻雅士、田辺春美、地村彰之、中尾佳行、樋口昌幸、二村宏江、松
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下知紀、松田隆美、向井 毅、柳 さよ、山内一 芳、横山茂樹、米倉 綽、和田葉子 

監 事： 井出 光、下笠徳次 

事務局長： 地村彰之 

編集委員： 山内一芳（委員長）、家入葉子、井出 光、衛藤安治、Richard Kelly、小林宜子、武内
信一、田尻雅士、西村公正、守屋靖代、和田葉子 

大会準備委員： 鈴木敬了（委員長）、谷 明信（副委員長）、大野英志、唐沢一友、William Snell、
藤井香子、辺見葉子 

研究助成委員： 横山茂樹（委員長）、菊池清明、中道嘉彦、米倉 綽 

東支部幹事： 末松良道（代表幹事）、浦田和幸、小原 平、白井菜穂子、砂澤健治、野地 薫、
吉見昭徳 （監査 浅川順子、柴田良孝） 

西支部運営委員： 西村秀夫（支部長）、田尻雅士、濱口惠子、村長祥子、山本 勉、和田葉子 （監
査 吉村耕治） 

 


