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ＮＯ 団　体　名 氏　名 勤　務　校 役職 〒 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 北海道中学校英語教育研究会 加藤　佳栄 かとう　よしひで 札幌市立稲穂中学校 校長 006-0034 北海道札幌市手稲区稲穂四条2丁目18-10 011-684-4601 011-684-7319

2 青森県中学校教育研究会英語部会 伊藤　博彦 いとう　ひろひこ 平内町立西平内（にしひらない）中学校校長 039-3363 青森県東津軽郡平内町山口字小沢44-3 017-755-3209 017-755-3298

3 岩手県中学校英語教育研究会 吉田　昌陽 よしだ　まさはる 盛岡市立城東中学校 校長 020-0805 岩手県盛岡市東新庄1-30-1 019-624-1524 019-624-5723

4 宮城県連合中学校教育研究会英語研究部会 今野　亨子 気仙沼市立小泉中学校 校長 988-0333 宮城県気仙沼市本吉町平貝123 0226-42-2619 0226-42-4344

5 秋田県教育研究会外国語・外国語活動部会 奥　瑞生 おく　みずお 秋田市立山王中学校 校長 010-0951 秋田県秋田市山王3丁目1番24号 018-823-8361 018-823-8363

6 山形県英語教育研究会 柴田　曜子 しばた　ようこ 山形県立鶴岡南高等学校 校長 997-0037 山形県鶴岡市若葉町26-31 0235-22-0061 0235-24-5941

7 福島県中学校教育研究会英語専門部 黒須　智則 くろす　とものり 福岡県福島市立平野中学校 校長 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字舘ノ前３－３ 024-542-3074 024-543-0652

8 茨城県教育研究会英語教育研究部 皆川　澄雄 みなかわ　すみお 水戸市立酒門小学校 校長 310-0841 茨城県水戸市酒門町1445-1 029-247-5952 029-247-5764

9 埼玉県英語教育研究会 西　博美 にし　ひろみ 熊谷市立熊谷東中学校 校長 343-0002 埼玉県熊谷市上之3177 ０４８-５２１-００６６ ０４８-５２１-８４２９

10 千葉県教育研究会英語教育部会 干場　立一 ほしば　りゅういち 館山市立房南中学校 校長 294-0225 千葉県館山市佐野2070 0470-28-0042 0470-28-0495

11 神奈川県公立中学校教育研究会英語科部会 宇都宮　敏昭 うつのみや　としあき 横浜市立奈良中学校 校長 227-0035 神奈川県横浜市青葉区すみよし台36-3 045-962-2753 045-961-6017

12 山梨県中学校英語教育研究会 氏原　一宏 うじはら　かずひろ 山梨県北杜市立高根中学校 校長 408-0019 山梨県北杜市高根町村山東割９８ 0551-47-2016 0551-47-2075

13 長野県英語教育研究会 竹前　傳藏 たけまえ　でんぞう 須坂市立旭ヶ丘小学校 校長 382-0002 長野県須坂市北旭ヶ丘町12-2 026-245-5101 026-245-5165

14 東京都中学校英語教育研究会 重松　靖 しげまつ　やすし 国分寺市立第二中学校 校長 185-0011 東京都国分寺市本多1-2-17 042-322-0642 042-326-2412

15 富山県中学校教育研究会英語部会 南島　啓 富山市立上滝中学校 教頭 930-1313 富山県富山市中滝160 076-483-1521 076-483-1522

16 岐阜県小中学校英語研究部会 榊原　 宣宏 さかきばら　のぶひろ 関市立小金田中学校 校長 501-3941 岐阜県関市小屋名１２７ 0575-28-2301 0575-28-6351

17 石川県中学校英語教育研究会 中　克之 なか　かつゆき 金沢市立高尾台中学校 校長 921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目128番地 076-298-6931 076-298-6931

18 福井県英語研究会 片野　正人 かたの　まさと 福井県立武生高等学校 校長 915-0085 福井県越前市八幡1-25-15 0778-22-0690 0778-22-0692

19 静岡県教育研究会英語教育研究部 遠藤　浩 えんどう　ひろし 静岡市立清水有度（うど）第一小学校 校長 424-0879 静岡県静岡市清水区有度本町3-1 054-345-0511 054-345-0512

20 名古屋市英語教育研究会 鬼頭　昌也 きとう　まさや 名古屋市立なごや小学校 校長 451-0044 名古屋市西区菊井二丁目１２番３２号 052-571-8178 052-581-8078

21 滋賀県中学校教育研究会英語部会 柴山　五基 長浜市立鏡岡中学校 校長 529-0515 滋賀県長浜市余呉町中之郷1030番地 0749-86-3003

22 京都府私立中学高等学校連合会外国語研究会平井　正朗 ひらい　まさあき 龍谷大学附属平安中学校高等学校 校長補佐 600-8267 京都府京都市下京区大宮通七条上ル御器屋町30075-361-4231 075-371-1793

23 京都市立中学校教育研究会英語部会 藤井　秀治 ふじい　しゅうじ 京都市立蜂ヶ岡中学校 校長 616-8313 京都市右京区嵯峨野開町１－１ 075-861-2168 075-861-2169

24 京都府中学校教育研究会　英語研究部会 畑山　晃一郎 はたやま　こういちろう南丹市立殿田中学校 校長 629-0341 京都府南丹市日吉町殿田大貝30番地 0771-72-0031 0771-72-0713

25 大阪府中学校英語教育研究会 和田　伸祐 堺市立福泉南中学校 校長 590-0141 大阪府堺市南区桃山台3-7-1 072-298-0001 072-298-0002

26 大阪市立中学校教育研究会英語部 名田　正廣 なだ　まさひろ 大阪市立東三国（みくに）中学校内 校長 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国6-3-68 06-6391-3588 06-6391-2935

27 兵庫県中学校教育研究会英語部会 安東　晃一 あんどう　こういち 神戸市立神戸生田中学校内 校長 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-10-1 078-334-1850 078-334-1851

28 神戸市中学校教育研究会英語部会 新地　哲政 しんち　てつまさ 神戸市立本山中学校 校長 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目3-1 078-411-3742 078-411-3743

29 奈良県中学校教科等研究会英語部会 浦岡　繁和 うらおか　しげかず 宇陀（うだ）市立菟田野（うたの）中学校校長 633-2226 奈良県宇陀市菟田野古市場1220 0745-84-2057 0745-84-2564

30 和歌山県中学校英語教育研究会 増田　裕司 ますだ　ひろし 紀の川市立荒川中学校 校長 649-6122 和歌山県紀の川市桃山町元249 0736-66-0003 0736-66-2432

31 岡山県中学校教育研究会英語部会 草加　充康 くさか　みちやす 岡山市立京山中学校 校長 700-0087 岡山県岡山市北区津島京町1-7-1 086-254-2797 086-254-3420

32 広島県中学校教育研究会英語部会 出廣　久司 でひろ　ひさし 広島市立三和中学校 校長 731-5106 広島県広島市佐伯区利松3丁目10番1号 082-928-5808 082-928-4458

33 広島市中学校教育研究会英語部会 野澤　久美 のざわ　くみ 広島市立宇品（うじな）中学校 校長 734-0003 広島県広島市南区宇品東5丁目1-51 082-251-5368 082-252-1680

34 山口県中学校英語教育研究会 尾羽根　公介 おばね　こうすけ 山口県山口市立潟上中学校 校長 754-0891 山口県山口市陶1912 083-986-2011 083-986-4757

35 徳島県中学校教育研究会英語部会 山西　典 やまにし　つかさ 徳島市立阿南第一中学校 校長 774-0046 徳島県阿南市長生町西方５８９－１ 0884-22-1404 0884-22-1489

36 香川県中学校英語教育研究会 鬼無　教之 きなし　のりゆき 高松市立太田中学校 校長 761-8073 香川県高松市太田下町1800番地 087-866-1370 087-866-1402

37 愛媛県教育研究協議会外国語委員会英語部会相原　孝裕 あいばら　たかひろ 松山市立小野中学校 校長 791-0243 愛媛県松山市平井町3690番地 089-975-0988 089-970-3912

38 土佐教育研究会外国語・外国語活動部会 竹﨑　優子 たけざき　ゆうこ 高知市立土佐山小中学校 校長 781-3221 高知県高知市土佐山桑尾13 088-895-2003 088-850-6904

39 福岡県中学校英語教育研究会 久保田　俊文 くぼた　としふみ 福岡市立高宮中学校 校長 815-0082 福岡県福岡市南区大楠3-11-1 092-531-2631 092-531-2632

40 佐賀県中学校教育研究会英語部会 大藪　日左恵 おおやぶ　ひさえ 佐賀市立城西（じょうさい）中学校 校長 840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄1021-1 0952-24-9220 0952-24-9219

41 長崎県英語教育研究会 尾崎　健次 おざき　けんじ 長崎県立長崎西高等学校 校長 852-8014 長崎県長崎市竹の久保町12-9 095-861-5106 095-861-3432

42 熊本県中学校英語教育研究会 森　健治 もり　けんじ 熊本市立城西（じょうせい）中学校 校長 861-5287 熊本県熊本市西区小島8丁目17-1 096-329-2792 096-329-2817

43 大分県中学校英語教育研究会 大賀　弘史 おおが　ひろふみ 大分市立稙田（わさだ）西中学校 校長 870-1154 大分県大分市大字田原378番地 097-541-4312 097-541-5648

44 宮崎県中学校教育研究会英語部会 水元　重夫 みずもと　しげお 宮崎市立赤江中学校 校長 880-0926 宮崎県宮崎市月見ケ丘1丁目25番1号 0985-51-2981 0985-51-2919

45 鹿児島県中学校教育研究会英語部会 中森　孝一 なかもり　こういち 鹿児島市立清水中学校 校長 892-0801 鹿児島県鹿児島市稲荷町36-29 099-247-7211 099-247-2014

46 沖縄県中学校英語教育研究会 宮城　みゆき みやぎ 　みゆき うるま市立伊波（いは）中学校 校長 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納978-1 098-965-3384 098-964-5059
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47 北海道高等学校英語教育研究会 松田　直久 まつだ　なおひさ 北海道札幌国際情報高等学校　 校長 001-0930 北海道札幌市北区新川717-1 011-765-2021 011-765-2022

48 青森県高等学校教育研究会外国語部会 福士　順一 ふくし　じゅんいち 青森県立三沢高等学校　 校長 033-0037 青森県三沢市松園町1-1 0176-53-2168 0176-53-2169

49 岩手県高等学校教育研究会英語部会 平賀　信二 ひらが　しんじ 岩手県立盛岡第一高等学校 校長 020-8515 岩手県盛岡市上田3-2-1 019-623-4491 019-654-4227

50 宮城県高等学校英語教育研究会 中村　健一 なかむら　けんいち 仙台市立仙台青陵中等教育学校 校長 989-3201 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘7-144 022-303-5551 022-303-1292

51 秋田県高等学校教育研究会英語部会 佐藤　利正 さとう　としまさ 秋田県立秋田南高等学校　 校長 010-1437 秋田県秋田市仁井田緑町4番1号 018-833-7431 018-833-7432

52 福島県高等学校教育研究会英語部会 二瓶　晃一 にへい　こういち 福島県立猪苗代高等学校 学校長 969-3111 福島県耶麻郡猪苗代町字窪南3664番地 0242-62-3125 0242-68-0650

山形県英語教育研究会 柴田　曜子 しばた　ようこ 山形県立鶴岡南高等学校 校長 997-0037 山形県鶴岡市若葉町26-31 0235-22-0061 0235-24-5941

53 茨城県高等学校教育研究会英語部会 中庭　陽子 なかにわようこ 茨城県立並木中等教育学校　 校長 ３０５－００４４ 茨城県つくば市並木４－５－１ ０２９－８５１－１３４６ ０２９－８５２－５０３０

54 栃木県高等学校教育研究会英語部会 佐野　宏夫 さの　ひろお 栃木県立栃木翔南高等学校　 校長 329-4407 栃木県栃木市大平町川連370 0282-24-4739 0282-25-2831

55 群馬県高等学校教育研究会英語部会 水村　達英 みずむら　たつひで 群馬県立富岡東高等学校 校長 370-2316 群馬県富岡市富岡118-6 0274-62-2321 0274-62-2917

56 埼玉県高等学校英語教育研究会 吉野　龍男 よしの　たつお 埼玉県立川越西高等学校　 校長 350-1175 埼玉県川越市笠幡2488-1 049-231-2424 049-239-1016

57 千葉県高等学校教育研究会英語部会 渡邉　信治 わたなべ　しんじ 千葉県立成田国際高等学校 校長 286-0036 千葉県成田市加良部3-16 0476-27-2610 0476-26-7154

58 神奈川県高等学校教科研究会英語部会 小林　靖 こばやし　やすし 神奈川県立大和西高等学校 校長 242-0006 神奈川県大和市南林間9-5-1 046-275-1155 046-277-0681

59 新潟県高等学校教育研究会英語部会 杉田　勉 すぎた　つとむ 新潟市立万代高等学校 校長 950-8666 新潟県新潟市中央区沼垂東６－８－１ 025-241-0193 025-241-0197

60 山梨県高等学校教育研究会英語部会 坂本　明大 さかもと　あきひろ 山梨県立吉田高等学校　 校長 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田６丁目１７ー１ 0555-22-2540 0555-22-2542

61 東京都高等学校英語教育研究会 坂本　 純一 さかもと　じゅんいち 東京都立葛西南高等学校 校長 134-8555 東京都江戸川区南葛西1-11-1 03-3687-4491 03-3687-4453

62 富山県高等学校英語教育研究会 上田　為久 うえだ　ためひさ 富山県立新湊高等学校　 校長 934-8585 富山県射水市西新湊２１－１０ ０７６６－８４－２３２８ ０７６６－８４－２３５４

63 石川県高等学校教育研究会英語部会 山越　善耀 やまこし　よしあき 石川県立金沢向陽高等学校　 学校長 920-3121 石川県金沢市大場町東590番地 076-258-2355 076-258-3592

64 福井県英語研究会 片野　正人 かたの　まさと 福井県立武生高等学校 校長 915-0085 福井県越前市八幡1-25-15 0778-22-0690 0778-22-0692

65 岐阜県高等学校教育研究会英語部会 加藤　昭二 かとう　しょうじ 岐阜県立関高等学校　 校長 501-3903 岐阜県関市桜ヶ丘２－１－１ 0575-22-5688 0575-23-7089

66 静岡県高等学校英語教育研究会 眞木　万平 まき　まんぺい 静岡市立清水桜が丘高等学校　 校長 424-8752 静岡県静岡市清水区桜が丘町7番15号 054-353-5388 054-354-1466

67 愛知県高等学校英語教育研究会 山﨑　宜久 やまざき　よしひさ 愛知県立蒲郡東高等学校 校長 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町上千尾12の2 0533-59-8621 0533-59-8691

68 三重県高等学校英語教育研究会 中川　弘文 なかがわ　ひろふみ 三重県立鳥羽高等学校 校長 517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459 0599-25-2935 0599-25-2068

69 滋賀県高等学校英語教育研究部会 辻　美也子 つじ　みやこ 滋賀県立盲学校 校長 522-0054 滋賀県彦根市西今町800 0749-22-2321 0749-26-3686

70 京都府私立中学高等学校連合会外国語研究会平井　正朗 ひらい　まさあき 龍谷大学附属平安中学校高等学校 校長補佐 600-8267 京都府京都市下京区大宮通七条上ル御器屋町30075-361-4231 075-371-1793

71 京都府立高等学校英語教育研究会 前島　巌 まえしま　いわお 京都府立山城高等学校 校長 603-8335 京都府京都市北区大将軍坂田町29 075-463-8261 075-463-8263

72 京都市立高等学校教育研究会英語部会 前野　恵美 まえの　えみ 京都市立日吉ヶ丘高等学校 教諭 605-0000 京都府京都市東山区今熊野悲田院山5-22 075-561-4142 075-551-9046

73 大阪府高等学校英語教育研究会 中田　恵理子 なかた　えりこ 大阪府立長野高等学校 校長 586-0021 大阪府河内長野市原町2-1-1 0721-53-7371 0721-53-7384

74 兵庫県高等学校教育研究会英語部会 田中　章愛 たなか　ふみえ 兵庫県立姫路飾西（しきさい）高等学校 校長 671-2216 兵庫県姫路市飾西148-2 079-266-5355 079-266-5354

75 奈良県高等学校等英語教育研究会 乾　義輝 いぬい　よしてる 奈良県立法隆寺国際高等学校 校長 636-0104 奈良県生駒郡斑鳩町高安2-1-1 0745-74-3630 0745-75-3286

76 和歌山県高等学校教育研究会英語部会 岩崎　博 いわさき　ひろし 和歌山県立きのくに青雲高等学校 校長 640-8137 和歌山県和歌山市吹上5-6-8 073-422-5660 073-422-4045

77 島根県高等学校英語教育研究会 角　英樹 すみ　ひでき 島根県立江津（ごうつ）高等学校 校長 ６９５－００２１ 島根県江津市都野津町２９３ ０８５５－５３－０５５３ ０８５５－５３－０８３８

78 岡山県高等学校教育研究会英語部会 松岡　隆 まつおか　たかし 岡山県立倉敷中央高等学校 校長 710-0845 岡山県倉敷市西富井1384 086-465-2559 086-466-2832

79 広島県高等学校教育研究会英語部会 西村　憲三 にしむら　けんぞう 広島県立東城高等学校 校長 729-5125 広島県庄原市東城町川西476-2 0847-72-2155 0847-72-2154

80 徳島県高等学校教育研究会外国語学会 佐々　矢寸志 ささ　やすし 徳島県立富岡東高等学校　 校長 774-0011 徳島県阿南市領家町走寄102-2 0884-22-2120 0884-23-5244

81 香川県高等学校教育研究会英語部会 竹田　忠弘 たけだ　ただひろ 香川県立高松北高等学校　 校長 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼1583番地1 087-845-2155 087-845-2157

82 愛媛県高等学校教育研究会英語部会 関岡　利夫 せきおか　としお 愛媛県立松山中央高等学校 校長 791-1114 愛媛県松山市井門町1220番地 089-957-1022 089-958-5954

83 高知県高等学校教育研究会英語部会 山田　憲昭 やまだ　のりあき 高知県立高知追手前高等学校 教頭 780-0842 高知県高知市追手筋2-2-10 088-873-6141 088-873-9748

84 福岡県高等学校英語教育研究部会 佐藤　和雄 さとう　かずお 福岡県立朝倉高等学校　 校長 838-0068 福岡県朝倉市甘木876 0946-22-2043 0946-23-1309

85 佐賀県高等学校教育研究英語部会 渡辺　孝一 わたなべ　こういち 佐賀県立鹿島実業高等学校 校長 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原539 0954-63-3126 0954-63-9007

86 長崎県英語教育研究会 尾崎　健次 おざき　けんじ 長崎県立長崎西高等学校 校長 852-8014 長崎県長崎市竹の久保町12-9 095-861-5106 095-861-3432

87 熊本県高等学校教育研究会英語部会 松山　秀峰　 まつやま　しゅうほう 熊本県立第一高等学校 校長 860-0003 熊本県熊本市中央区古城町3番1号 096-354-4933 096-324-0748

88 大分県高等学校教育研究会英語部会 工藤　孝一 くどう　こういち 大分県立中津北高等学校 校長 871-0024 大分県中津市中央町1丁目6-83 0979-22-0244 0979-22-9919

89 宮崎県高等学校教育研究会英語部会 宮野原　章史 みやのはら　しょうじ 宮崎県立小林高等学校 校長 886-8505 宮崎県小林市大字真方１２４ ０９８４－２３－４１６４ 0984-23-1473

90 鹿児島県高等学校教育研究会英語部会 長　佳文 おさ　よしふみ 鹿児島県立曾於（そお）高等学校 校長 899-8605 鹿児島県曽於市末吉町二之方5069 0986-76-6646 0986-76-6656

91 沖縄県高等学校英語教育研究会 宮城　靜子 みやぎ 　しずこ 沖縄県立豊見城南高等学校 校長 901-0223 沖縄県豊見城市翁長520番地 098-850-1950 098-850-9239
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