
    　      会長校所在地 会 長 校 会長名（理事）

      　    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 063-0023 札幌市西区平和３条４丁目２－１ 北海道札幌西陵高等学校 011-663-7121 011-663-7122 高瀨　雅朗

006-0829 札幌市手稲区手稲前田４９７－２ 北海道札幌手稲高等学校 011-683-3311 011-683-8606 平石　聡

2 青森県高等学校教育研究会国語部会 037-0202 五所川原市金木町芦野２００－４０３ 県立金木高等学校 0173-53-2079 0173-53-2421 福原　直樹

〃 〃 〃 〃 〃 川浪　陽平

3 岩手県高等学校教育研究会国語部会 029-0803 一関市千厩町千厩字石堂４５－２ 県立千厩高等学校 0191-53-2091 0191-52-3170 石川　克紀

028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅９－１－１ 県立不来方高等学校 019-697-8271 019-697-8693 高舘　信子

4 宮城県高等学校国語教育研究会 983-0021 仙台市宮城野区田子２－３６－１ 宮城県宮城野高等学校 022-254-7211 022-254-7212 遠藤　吉夫

982-0844 仙台市太白区根岸町１４－１ 宮城県仙台南高等学校 022-246-0131 022-246-0132 木村　敬二

5 秋田県高等学校教育研究会国語部会 016-0184 能代市字高埴２－１ 県立能代高等学校 0185-54-2230 0185-54-2231 山田　浩充

010-0851 秋田市字手形字中台１ 県立秋田高等学校 018-832-7200 018-832-2969 富樫　良恵

6 山形県高等学校国語教育研究協議会 992-0052 米沢市丸の内２－５－６３ 県立米沢東高等学校 0238-22-3450 0238-24-7078 平塚　志信

〃 〃 〃 〃 〃 森　綱一郎

7 福島県高等学校国語教育研究会 960-8002 福島市森合町５－７２ 県立福島高等学校 024-535-2391 024-535-2392 松本　雅史

〃 〃 〃 〃 〃 八巻　勤

8 茨城県高等学校教育研究会国語部 310-0062 水戸市大町２－２－１４ 県立水戸第二高等学校 029-224-2543 029-225-5049 石井　純一

310-0062 〃 〃 〃 〃 三嶌　顕一

9 栃木県高等学校教育研究会国語部会 322-0002 鹿沼市千渡２０５０ 県立鹿沼東高等学校 0289-62-7051 0289-65-7471 吉澤　正光

〃 〃 〃 〃 〃 小池　明美

10 群馬県高等学校教育研究会国語部会 373-0801 太田市台之郷町４４８ 県立太田東高等学校 0276-45-6511 0276-48-5230 北爪　徹

〃 〃 〃 〃 〃 長岡 昇汰

11 埼玉県高等学校国語科教育研究会 330-0073 さいたま市浦和区元町１－２８－１７ さいたま市立浦和高等学校 048-886-2151 048-883-2029 吉野　浩一

〃 〃 〃 〃 〃 関口　譲治

12 千葉県高等学校教育研究会国語部会 270-1337 印西市草深１４２０－９ 県立印旛明誠高等学校 0476-47-7001 0476-47-7003 浅田　勉

263-0043 千葉市稲毛区小仲台９－４６－１ 千葉市立千葉高等学校 043-251-6245 043-251-8215 渡邊　直彦

13 山梨県高等学校国語教育研究会 405－0018 山梨市上神内川１９４ 県立山梨高等学校 0553-22-1621 0553-22-1623 小尾きよこ

〃 〃 〃 〃 〃 八代　由紀

14 東京都高等学校国語教育研究会 208-0035 武蔵村山市中原１－７－１ 都立武蔵村山高等学校 042-560-1271 042-560-8691 林　達也

191-0021 日野市石田１－１９０－１ 都立日野高等学校 042-581-7123 042-581-5835 加藤　和宏

15 神奈川県高等学校教科研究会国語部会 248-0036 鎌倉市手広６－４－１ 県立深沢高等学校 0467-31-6600 0467-31-3350 萩谷　英明

251-0021 藤沢市鵠沼神明５－６－１０ 県立湘南高等学校 0466-26-4358 0466-28-0020 落合　　令

16 新潟県高等学校研究協議会国語部会 958-0856 村上氏飯野桜ヶ丘１０－２０ 県立村上桜ケ丘高等学校 0254-52-5201 0254-53-6810 北岸　信治

959-1704 五泉市村松甲５５４５ 県立村松高等学校 025-247-3331 025-247-3489 萱森　茂樹

17 富山県高等学校教育研究会国語部会 930-0127 高岡市福岡町上蓑５６１ 県立福岡高等学校 0766-64-5275 0766-64-5276 増岡　陽子

939-8191 富山市布市９８ 県立富山南高等学校 076-429-3352 076-429-1799 平野　慶子

18 石川県高等学校教育研究会国語部会 921-8044 金沢市米泉町５丁目８５ 県立金沢伏見高等学校 076-242-6175 076-242-7458 北村　幸恵

925-8550 羽昨市柳橋町柳橋１ 県立羽昨高等学校 0767-22-1166 0767-22-0791 門間　容子

19 福井県高等学校教育研究会国語部会 917-8507 小浜市千種１－６－１３ 県立若狭高等学校 0770-52-0007 0770-52-0037 中森　一郎

914-0807 敦賀市松葉町２－１ 県立敦賀高等学校 0770-25-1521 0770-25-5529 梅田　宗典

20 長野県国語国文学会 381-0000 長野市西長野6-ロ 信州大学 026-238-4027 026-238-4027 西　一央

382-0097 須坂市大字須坂1518-2 長野県須坂創成高等学校 026-245-0334 026-251-2352 原　将俊

21 静岡県高等学校国語教育研究会 437-0031 袋井市愛野2446-1 県立袋井高等学校 0538-42-0191 0538-43-0710 後藤　佐登美

〃 〃 〃 〃 〃 増田　史世

22 愛知県国語教育研究会高等学校部会 491-0924 一宮市大和町於保字十二１－１ 県立一宮興道高等学校 0586-46-0221 0586-43-4457 三浦　治夫

470-0162 愛知郡東郷町大字春木字狐塚３８０１－２ 県立東郷高等学校 0561-39-1515 0561-39-1843 小林　恭子

23 岐阜県高等学校教育研究会国語部会 503-8522 大垣市浅中２－６９ 県立大垣南高等学校 0584-89-2331 0584-89-9045 藤吉　和彦

508-8585 各務原市蘇原新生町２－６３ 県立各務原高等学校 058-383-1015 058-383-7669 津田　松年

24 三重県高等学校国語教育研究会 514-0063 鈴鹿市白子４－１７－１ 県立白子高等学校 059-386-9980 059-386-5510 赤沼　寛子

25 滋賀県高等学校国語教育研究会・ 522－0223 彦根市川瀬馬場町９７５ 県立河瀬高等学校 0749-25-2200 0749-28-2935 京極　文子

滋賀県高等学校等教育研究会・国語部会 〃 〃 〃 〃 〃 小南　美穂子

26 京都府立高等学校国語科研究会 604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１ 府立朱雀高等学校 075-841-0127 075-841-0646 山本　哲嗣

614-8363 八幡市男山吉井７ 府立京都八幡高等学校 075-981-3508 075-981-3509 大内田　敦

令和２年度　全国高等学校国語教育研究団体名簿

電　話 ファクシミリ団　　　体　　　名 〒



    　      会長校所在地 会 長 校 会長名（理事）
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27 京都市立高等学校国語研究会 604-8254 中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622－2 市立堀川高等学校 075－211－5351 075－211－8975 渡辺　徹也

28 大阪府高等学校国語研究会 590-0141 堺市南区桃山台４－１６ 府立堺西高等学校 072-298-4410 072-291-7963 酒井　保典

587-0022 堺市美原区平尾２３４－１ 府立美原高等学校 072-362-3100 072-362-3210 西岡　宏祐

29 大阪市立高等学校教育研究会国語部会 534-0001 大阪市都島区毛馬町５－２２－２８ 市立桜宮高等学校 06-6921-5231 06-6925-3971 武永　隆幸

30 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 671-1143 姫路市大津区天満１９１－５ 県立姫路南高等学校 079-236-1835 079-236-3186 赤藤　千鶴

〃 〃 〃 〃 〃 大谷　睦美

31 奈良県高等学校国語文化会 639-1123 大和郡山市筒井町１２０１ 県立大和中央高等学校 0743-56-2271 0743-56-9153 大西　敏彦

〃 〃 〃 〃 〃 長岡　義樹

32 和歌山県国語教育研究会 642-0065 橋本市古佐田４－１０－１ 県立橋本高等学校 0736-32-0049 0736-34-2185 小滝　正孝

640-8464 和歌山市市小路３８８ 県立若山北高等学校北校舎 073-455-3528 073-455-5943 藤原　広子

33 鳥取県西部地区高等学校国語教育研究会 683-8512 米子市大谷町２００ 県立米子西高等学校 0859-22-7421 0859-22-7423 山中　卓也

〃 〃 〃 〃 〃 森本　麻里

34 島根国文学会 697-0024 浜田市黒川町３７４９ 県立浜田高等学校 0855ｰ22-0042 0855-22-2457 熊谷　修山

〃 〃 〃 〃 〃 道原　潤

35 岡山県高等学校教育研究会国語部会 716-0043 高梁市原田北町１２１６－１ 県立高梁城南高等学校 0866-22-2237 0866-22-3618 松下　泰久

703-8278 岡山市中区古京町２－２－２１ 県立岡山朝日高等学校 086-272-1271 086-272-1273 難波　賢次

36 広島県高等学校教育研究会国語部会 738-0004 廿日市市桜尾３－３－１ 県立廿日市高等学校 0829-32-1125 0829-32-8417 藤本　寅肇

〃 〃 〃 〃 〃 菊森　大治

37 山口県高等学校教育研究会国語部会 758-0057 萩市堀内１３２ 県立萩高等学校 0838-22-0076 0838-22-0256 柴田　雅子

〃 〃 〃 〃 〃 武部　拓郎

38 徳島県高等学校教育研究会国語学会 773-0010 小松島市日開野町字高須４７－１ 県立小松島高等学校 0885-32-2166 0885-33-3679 片山　真樹

〃 〃 〃 〃 〃 伊藤　奈津子

39 香川県高等学校教育研究会国語部会 765-0013 善通寺市文京町１－１－５ 県立善通寺第一高等学校 0877-62-1456 0877-62-1730 鳥取　美穂

〃 〃 〃 〃 〃 山本　重子

40 愛媛県高等学校教育研究会国語部会 790-0826 松山市文京町４－１ 県立松山北高等学校 089-925-2161 089-927-2964 長井　俊朗

791-8016 松山市久万ノ台１４８５－４ 県立松山西中等教育学校 089-922-8931 089-923-3703 松岡　　徹

41 高知県高等学校教育研究会国語部会 780-0850 高知市丸ノ内２－２－４０ 県立高知丸の内高等学校 088-873-4291 088-873-4185 上岡　美保

782-0033 香美市土佐山田町旭町３－１－３ 県立山田高等学校 0887-52-3151 0887-52-0015 尾知　紀彰

42 福岡県高等学校国語部会 810-0111 福岡市中央区平尾３－２０－５７ 県立福岡中央高等学校 092-521-1831 092-526-0189 佐伯 裕子

814-8520 福岡市早良区荒江２－１９－１ 県立福岡工業高等学校 092-821-5831 092-822-5837 片山　一真

43 佐賀県高等学校教育研究会国語部会 843-0022 武雄市武雄町大字武雄５５４０－２ 県立武雄高等学校 0954-22-3103 0954-20-1010 北村　　敬

840-0016 佐賀市南佐賀３－１１－１５ 県立佐賀東高等学校 0952-24-0141 0952-25-7040 山口みどり

44 851-1132 長崎市小江原１－１－１ 県立長崎北高等学校 095-844-4411 095-844-5519 林田　誠一

857-0136 佐世保市田原町１３０－１ 県立佐世保西高等学校 0956-49-2528 0956-49-3094 藤田 のぞみ

45 熊本県高等学校教育研究会国語部会 865-0064 玉名市中１８５３ 県立玉名高等学校 0968-73-2101 0968-73-3436 西澤 賴孝

862-0972 熊本市中央区新大江１－８ 県立熊本高等学校 096-371-3611 096-371-3623 岡本　美保

46 大分県高等学校教育研究会国語部会 870-0833 大分市上野丘東１－１１ 県立芸術緑丘高等学校 097-543-2981 097-543-2979 渡辺 智久

870-1155 大分市字玉沢１２５０ 県立大分雄城台高等学校 097-541-0123 097-541-3654 齋藤 亨

47 宮崎県高等学校教育研究会国語部会 882-0837 延岡市古城町３－２３３ 県立延岡高等学校 0982-32-5331 0982-33-7600 川越　勇二

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 愛甲　孝夫

48 鹿児島県高等学校教育研究会国語部会 892-0846 鹿児島市加治屋町１０－１ 県立鹿児島中央高等学校 099-226-1574 099-223-2409 小屋敷　浩昭

899-2702 鹿児島市福山町５７３ 県立松陽高等学校 099-278-3986 099-278-1838 岡留　幸惠

49 沖縄県高等学校国語教育研究会 904-0011 沖縄市照屋５－５－１ 県立コザ高等学校 098-937-3563 098-937-0677 東盛 敬

901-2202 宜野湾市普天間１－２４－１ 県立普天間高等学校 098-892-3354 098-893-5888 浦田 幸男

      　　　　　　　　　　　　　　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　平林　正男（東京都立総合芸術高等学校副校長）
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