
    　      会長校所在地 会 長 校 会長名

      　    事務局校所在地 事務局校 事務局長名

1 北海道高等学校国語教育研究会 061-0296 石狩郡当別町春日町８４－４ 北海道当別高等学校 0133-23-2444 0133-23-2380 田村　俊行

002-0857 札幌市北区屯田７条８－５－１ 北海道札幌北稜高等学校 011-772-3051 011-772-3052 鈴木　浩

2 青森県高等学校教育研究会国語部会 037-0035 五所川原市大字湊字船越１９２ 県立五所川原工業高等学校 0173-35-3444 0173-35-3445 三上　浩

〃 〃 〃 〃 〃 秋元　久弥

3 岩手県高等学校教育研究会国語部会 028-1361 下閉伊郡山田町織笠８－６－２ 県立山田高等学校 0193-82-2637 0193-81-2055 佐野　茂樹

020-0632 滝沢市牧野駿２９８－１ 県立盛岡北高等学校 019-687-2311 019-687-2331 大山　智生

4 宮城県高等学校国語教育研究会 989-2361 亘理郡亘理町字舘南５６－２ 宮城県亘理高等学校 0223-34-1213 0223-34-2103 芳野　昇

981-8502 仙台市青葉区国見６－５２－１ 市立仙台高等学校 022-271-4471 022-271-1136 伊倉　美由紀

5 秋田県高等学校教育研究会国語部会 018-3141 能代市二ツ井町字五千苅２０－１ 県立二ツ井高等学校 0185-73-3511 0185-73-3512 伊藤　雅和

011-0943 秋田市土崎港南３－２－７８ 県立秋田中央高等学校 018-845-0921 018-846-3499 大原　進

6 山形県高等学校国語教育研究協議会 990-8580 山形市城南町１－１－１ 県立霞城学園高等学校 023-647-0522 023-647-0527 井上　恭一

〃 〃 〃 〃 〃 岩井　暁子

7 福島県高等学校国語教育研究会 960-8163 福島県福島市方木田字上原３７ 県立福島西高等学校 024-546-3391 024-539-5029 渡邉　昭則

〃 〃 〃 〃 〃 井田　友貴

8 茨城県高等学校教育研究会国語部 319-2401 常陸大宮市上小瀬１８８１ 県立小瀬高等学校 0295-56-2204 0295-56-3894 石井　純一

〃 〃 〃 〃 〃 宮本　夏海

9 栃木県高等学校教育研究会国語部会 329-1311 さくら市氏家２８０７ 県立さくら清修高等学校 028-682-4500 028-682-0385 若杉　俊明

〃 〃 〃 〃 〃 石塚　みどり

10 群馬県高等学校教育研究会国語部会 372-0031 伊勢崎市今泉町２－３３１－６ 県立伊勢崎清明高等学校 0270-25-5221 0270-21-7763 荻原　一郎

〃 〃 〃 〃 〃 手島　英子

11 埼玉県高等学校国語科教育研究会 333-0831 川口市木曽呂１４７７ 県立川口北高等学校 048-295-1006 048-290-1013 遠藤　修平

330-0073 さいたま市浦和区元町１－２８－１７ 市立浦和高等学校 048-886-2151 048-883-2029 関口　譲治

12 千葉県高等学校教育研究会国語部会 275-0025 習志野市秋津５－９－１ 県立津田沼高等学校 047-451-1177 047-454-3242 安田　一夫

290-0062 市原市八幡１８７７－１ 県立市原八幡高等学校 0436-43-7811 0436-43-0854 川上　悟

13 山梨県高等学校教育研究会国語部会 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ 県立富士河口湖高等学校 0555-73-2511 0555-73-2513 小石川　正文

〃 〃 〃 〃 〃 笠井　充

14 東京都高等学校国語教育研究会 185-0004 国分寺市新町３－２－５ 都立国分寺高等学校 042-323-3371 042-325-9833 角　順二

130-0022 墨田区江東橋１－７－１４ 都立両国高等学校 03-3631-1878 03-3846-6682 笠原　聡

15 神奈川県高等学校教科研究会国語部会 230-0046 横浜市鶴見区小野町６ 市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 045-511-3654 045-511-3644 栗原　峰夫

254-0074 平塚市大原１－１３ 県立平塚中等教育学校 0463-34-0293 0463-34-3644 澤村　東樹

16 新潟県高等学校教育研究会国語部会 950-0028 新潟市東区小金台１－１ 県立新潟聾学校 025-273-5898 025-271-3106 中戸　義文

950-8639 新潟市東区小金町２－６－１ 県立新潟東高等学校 025-271-7055 025-270-2522 吉田　巌

17 富山県高等学校教育研究会国語部会 939-0234 射水市二口１－２ 県立大門高等学校 0766-52-5571 0766-52-5711 今堀　俊彦

930-0097 富山市芝園３－１－２６ 県立富山中部高等学校 076-441-3541 076-441-3543 金川　千尋

18 石川県高等学校教育研究会国語部会 920-0344 金沢市畝田東３－５２６ 県立金沢西高等学校 076-268-4321 076-268-7329 太田　裕子

〃 〃 〃 〃 〃 谷村　浩志

19 福井県高等学校教育研究会国語部会 915-0801 越前市家久町２４ 県立武生商業高等学校 0778-22-2630 0778-22-9347 渡辺　祥子

915-0085 越前市八幡1-25-15 県立武生高等学校 0778-22-0690 0778-22-0692 野村　晶彦

20 長野県国語国文学会 386-1214 上田市下之郷乙６２０ 上田女子短期大学 0268-38-2352 0268-38-7315 中西　満義

380-8530 長野市箱清水３－８－５ 県立長野西高等学校 026-234-2261 026-237-5506 両角　弥恵

21 静岡県高等学校国語教育研究会 427-0038 島田市稲荷１－７－１ 県立島田高等学校 0547-37-2188 0547-35-1744 青木　伸也

〃 〃 〃 〃 〃 池谷　武馬

22 愛知県国語教育研究会高等学校部会 456-0054 名古屋市熱田区千年１－１７－７１ 県立熱田高等学校 052-652-5858 052-654-4874 北角　尚治

470-0124 日進市浅田町上小深田８－４ 県立日進西高等学校 052-804-2131 052-806-2424 小林　恭子

23 岐阜県高等学校国語教育研究会 501-3217 関市下有知字松ヶ洞 県立関有知高等学校 0575-23-1675 0575-22-4414 武藤　晴好

502-0071 岐阜市長良小山田２５８７－１ 県立岐山高等学校 058-231-2905 058-295-2720 平石　恵子

24 三重県高等学校国語教育研究会 514-1138 津市戸木町３５６９－１ 県立久居高等学校 059-271-8107 059-256-8407 田中　隆幸

＊＊＊

25 滋賀県高等学校国語教育研究会 520-0815 大津市膳所２－１１－１ 県立膳所高等学校 077-523-2304 077-526-1086 今井　英夫

〃 〃 〃 〃 〃 筧　哲明

26 京都府立高等学校国語科研究会 606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町２１０５ 府立北稜高等学校 075-701-2900 075-722-8400 桂　幸生

〃 〃 〃 〃 〃 柴田　隆司

平成２８年度　全国高等学校国語教育研究団体名簿

電　話 ファックス団　　　体　　　名 〒



    　      会長校所在地 会 長 校 会長名

      　    事務局校所在地 事務局校 事務局長名

平成２８年度　全国高等学校国語教育研究団体名簿

電　話 ファックス団　　　体　　　名 〒

27 京都市立高等学校国語研究会 605-0000 京都市東山区今熊野悲田院山５－２２ 市立日吉ケ丘高等学校 075-561-4142 075- 551-9046 中西　亮

＊＊＊

28 大阪府高等学校国語研究会（理事長） 590-0943 堺市堺区車之町東３－２－１ 府立泉陽高等学校 072-233-0588 072-233-6645 浅田　充彦

543-0011 大阪市天王寺区清水谷町２－４４ 府立清水谷高等学校 06-6762-0185 06-6762-6820 西川　雅章

29 大阪市立高等学校教育研究会国語部会 542-0012 大阪市中央区谷町６－１７－３２ 市立南高等学校 06-6762-0105 06-6765-4459 濱中　仁

（部長） ＊＊＊

30 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 675-0037 加古川市加古川町本町１１８ 県立加古川西高等学校 079-424-2400 079-424-5719 浅井　憲一

〃 〃 〃 〃 〃 髙田　真理子

31 奈良県高等学校国語文化会 636-0813 生駒郡三郷町信貴ヶ丘４－７－１ 県立西和清陵高等学校 0745-72-4101 0745-32-9819 浦井　文彦

〃 〃 〃 〃 〃 八尾　英明

32 和歌山県高等学校国語教育研究会 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東８２５ 県立笠田高等学校 0736-22-1029 0736-22-5833 鈴木　晴久

646-0024 田辺市学園１－７１ 県立田辺高等学校 0739-22-1880 0739-22-0636 宮地　奈緖

33 鳥取県西部高等学校国語の会 689-4503 日野郡日野町根雨３１０ 県立日野高等学校 0859-72-0365 0859-72-0366 生田　誠一

＊＊＊

34 島根国文学会 693-0001 出雲市今市町１８００ 県立出雲高等学校 0853-21-0008 0853-22-7855 飯塚　勝

〃 〃 〃 〃 〃 山根　聡

35 岡山県高等学校教育研究会国語部会 710-0842 倉敷市吉岡３３０ 県立倉敷南高等学校 086-423-0600 086-423-0601 山下　陽子

〃 〃 〃 〃 〃 大濱　高景

36 広島県高等学校教育研究会国語部会 737-0814 呉市山手１－５－１ 県立呉三津田高等学校 0823-22-7788 0823-25-8615 小路口　真理美

〃 〃 〃 〃 〃 頼岡　由美

37 山口県高等学校教育研究会国語部会 750-0009 下関市上田中町８－３－１ 早鞆高等学校 083-231-0080 083-231-6450 秋貞　徹

〃 〃 〃 〃 〃 竹内　良英

38 徳島県高等学校教育研究会国語部会 775-0203 海部郡海陽町大里字古畑５８－２ 県立海部高等学校 0884-73-1371  0884-73-3656 中島　康男

〃 〃 〃 〃 〃 生垣　千尋

39 香川県高等学校教育研究会国語部会 761-8025 高松市鬼無町山口２５７−１ 県立高松西高等学校 087-882-6411 087ｰ882-6413 多田　幸平

761-0322 高松市前田東町６９０－１ 県立高松東高等学校 087-847ｰ6221 087-847-6223 渡邉　秀才

40 愛媛県高等学校教育研究会国語部会 794-0055 今治市中日吉町３－５－４７ 県立今治西高等学校 0898-32-5030 0898-32-3150 山田　里美

791-1114 松山市井門町１２２０ 県立松山中央高等学校 089-957-1022 089-958-5954 冨田　和宏

41 高知県高等学校教育研究会国語部会 787-0003 四万十市中村丸の内２４ 県立中村高等学校 0880-34-2141 0880-35-6333 上岡　哲朗

781-1101 土佐市高岡町甲２２００ 県立高岡高等学校 088-852-1168 088-852-4876 安岡　正輝

42 福岡県高等学校国語部会 819-0374 福岡市西区大字千里１１１－１ 県立筑前高等学校 092-807-0611 092-807-2504 原田　千賀子

818-0053 筑紫野市天拝坂５－２－１ 県立武蔵台高等学校 092-925-6441 092-928-0767 安河内　信二

43 佐賀県教育研究会国語部会 847-0821 唐津市町田字大山田１９９２ 県立唐津西高等学校 0955-72-7184 0955-70-1022 鶴田　英二

841-0051 鳥栖市元町１９１８ 県立鳥栖工業高等学校 0942-83-4134 0942-81-1019 堀田　勇人

44 856-0835 大村市久原１－５９１ 県立大村高等学校 0957-52-2802 0957-52-6115 西川　晃二

852-8014 長崎市竹の久保町１２－９ 県立長崎西高等学校 095-861-5106 095-861-6115 稲尾　一彦

45 熊本県高等学校教育研究会国語部会 860-0067 熊本市西区城山大塘５－５－１５ 県立熊本西高等学校 096-329-3711 096-329-6471 福島　也寸志

〃 〃 〃 〃 〃 浅川　広子

46 大分県高等学校教育研究会国語部会 871-0043 中津市高畑２０９３ 県立中津南高等学校 0979-22-0224 0979-23-4978 高畑　一郎

870-0854 大分市羽屋６００－１ 県立大分豊府高等学校 097-546-2222 097-546-2405 岩田　美和子

47 宮崎県高等学校教育研究会国語部会 880-0056 宮崎市神宮東１－３－１０ 県立宮崎大宮高等学校 0985-22-5191 0985-27-9803 川上　浩

880-0124 宮崎市大字新名爪４５６７ 県立宮崎北等学校 0985-39-1288 0985-39-1328 長友　展昭

48 鹿児島県高等学校教育研究会国語部会 890-0022 鹿児島市小野３１７５ 県立武岡台高等学校 099-281-5233 099-281-5244 本村　誠人

891-0133 鹿児島市平川町４０４７ 県立錦江湾高等学校 099-261-2121 099-261-2122 山口　律子

49 沖縄県高等学校国語教育研究会 904-0303 中頭郡読谷村字伊良皆１９８ 県立読谷高等学校 098-956-2157 098-957-3630 東盛　敬

901-0151 那覇市鏡原町２２－１ 県立小禄高等学校 098-857-0481 098-857-5456 宮脇　一雄

      　　　　　　　　　　　　　　事務局本部　〒113-0034　東京都文京区湯島１－４－２５　湯島聖堂斯文会館内　

　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　佐藤　幸司（東京都立江北高等学校副校長）

　　　〒150-0011　東京都渋谷区東４－１４－１４　電話 03-3400-1761　FAX 03-3400-8424　Email：Kazuhiko_Satou@member.metro.tokyo.jp

全国高等学校国語教育研究連合会　　会長　佐藤　和彦（東京都立広尾高等学校校長）　　　
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