
    　      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 062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東１条3-1-1 北海道札幌月寒高等学校 011-851-3111 011-851-3112 山本　明敏

061-3248 北海道石狩市花川東128-31 北海道石狩翔陽高等学校 0133-74-5771 0133-74-8741 成田　豪

2 青森県高等学校教育研究会国語部会 031-0822 青森県八戸市白銀町人形沢6-1 青森県立八戸水産高等学校 0178-33-0023 0178-33-7559 嵯峨　弘章

031-0833 青森県八戸市大字大久保字町道8-3 青森県立八戸北高等学校 0178-33-0810 0178-33-2439 鈴木　志保

3 岩手県高等学校教育研究会国語部会 021-0894 岩手県一関市磐井町9-1 岩手県立一関第一高等学校 0191-23-4311 0191-23-6399 里舘　文彦

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅9-1-1 岩手県立不来方高等学校 019-697-8247 019-697-7627 村上　良

4 宮城県高等学校国語教育研究協議会 981-3211 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘東１ 宮城県泉館山高等学校 022-378-0975 022-378-0976 澁谷　貴彦

984-0052 宮城県仙台市若林区連坊1-4-1 宮城県仙台二華高等学校 022-296-8101 022-296-8103 石川　真司

5 秋田県高等学校教育研究会国語部会 013-0016 秋田県横手市根岸町2番14号 秋田県立横手城南高等学校 0182-32-4007 0182-32-4009 高橋　透

010-0871 秋田県秋田市千秋中島町8-1 秋田県立秋田北高等学校 018-834-1371 018-834-1373 工藤　正隆

6 山形県高等学校国語教育研究協議会 999-3193 山形県上山市仙石650番地 山形県立上山明新館高等学校 023-672-1701 023-672-1703 加藤　千恵

〃 〃 〃 〃 〃 川瀬　政弘

7 福島県高等学校国語教育研究会 965-0003 福島県会津若松市一箕町大字八幡字八幡1-1 福島県立会津学鳳高等学校 0242-22-3491 0242-22-3521 酒井　愛

〃 〃 〃 〃 〃 慶徳　紀子

8 茨城県高等学校教育研究会国語部 304-0067 茨城県下妻市下妻乙226-1 茨城県立下妻第一高等学校 0296-44-5158 0296-43-9172 渡邉　剛

〃 〃 〃 〃 〃 中川　由里子

9 栃木県高等学校教育研究会国語部会 323-0007 栃木県小山市大字松沼741 栃木県立小山西高等学校 0285-37-1188 0285-37-0741 佐藤　弘道

〃 〃 〃 〃 〃 澤村　茂樹

10 群馬県高等学校教育研究会国語部会 370-2343 群馬県富岡市七日市1425-1 群馬県立富岡高等学校 0274-63-0053 0274-62-2745 関口　博士

〃 〃 〃 〃 〃 島田　学

11 埼玉県高等学校国語科教育研究会 358-0003 埼玉県入間市豊岡1-15-1 埼玉県立豊岡高等学校 04-2962-5216 04-2960-1053 内田　正俊

330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-323 埼玉県立大宮高等学校 048-641-0931 098-640-1965 田中　淳一

12 千葉県高等学校教育研究会国語部会 290-0062 千葉県市原市八幡1877-1 千葉県立市原八幡高等学校 0436-43-7811 0436-43-0854 武富　恒徳

274-0077 千葉県船橋市薬円台5-34-1 千葉県立薬園台高等学校 047-464-0011 047-463-4039 楢﨑　亮太郎

13 山梨県高等学校国語研究会 408-0023 山梨県北杜市長坂町渋沢1007-19 山梨県立北杜高等学校 0551-20-4025 0551-32-3194 河手　由美香

〃 〃 〃 〃 〃 板山　由紀

14 東京都高等学校国語教育研究会 193-0931 東京都八王子市台町3-25-1 東京都立八王子拓真高等学校 042-622-7563 042-622-7564 林　達也

192-0354 東京都八王子市松が谷1772 東京都立松が谷高等学校 042-676-1231 042-675-1237 加藤　和宏

15 神奈川県高等学校教科研究会国語部会 252-0242 神奈川県相模原市中央区横山1-7-10 神奈川県立相模原高等学校 042-752-4133 042-753-6348 田代　宗弘

251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-6-10 神奈川県立湘南高等学校 0466-26-4151 0466-28-0020 落合　令

16 新潟県高等学校教育研究会国語部会 959-1201 新潟県燕市灰方815番地 新潟県立燕中等教育学校 0256-63-9301 0256-66-1293 萱森　茂樹

957-8502 新潟県新発田市大栄町6丁目4番23号 新潟県立新発田農業高等学校 0254-22-2303 0254-26-8525 沢田　貴博

17 富山県高等学校教育研究会国語部会 939-2706 富山県富山市婦中町速星926 富山県立富山西高等学校 076-466-2156 076-465-2350 広瀬　徹

930-0138 富山県富山市呉羽町2070-5 富山県立呉羽高等学校 076-436-1056 076-436-1058 濱谷　晴美

18 石川県高等学校教育研究会国語部会 920-0277 石川県河北郡内灘町千鳥台3丁目1 石川県立内灘高等学校 076-238-5301 076-238-2931 小篠　聡

923-0903 石川県小松市丸内町二ノ丸15 石川県立小松高等学校 0761-22-3250 0761-22-3251 江尻　祐治

19 福井県高等学校教育研究会国語部会 913-8555 福井県坂井市三国町緑ヶ丘２丁目１-３ 福井県立三国高等学校 0776-81-3255 0776-81-3566 冨澤　宏二

918-8114 福井県福井市羽水１丁目302 福井県立羽水高等学校 0776-36-1678 0776-36-1676 浦井　加容子

20 長野県国語国文学会 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島1827-2 長野県木曽青峰高等学校 0264-22-2119 0264-21-1056 栗山　嘉章

390-8543 長野県松本市県2丁目1-1 長野県松本県ケ丘高等学校 0263-32-1142 0263-37-1074 降籏　史朗

21 静岡県高等学校国語教育研究会 424-8622 静岡県静岡市清水区折戸三丁目2-1 静岡県立清水南高等学校 054-334-0431 054-335-9763 小野田　秀生

〃 〃 〃 〃 〃 杉木　充

22 愛知県国語教育研究会高等学校部会 489-0875 愛知県瀬戸市緑町１丁目140番地 愛知県立瀬戸西高等学校 0561-84-7400 0561-85-4182 勝見　ひろみ

453-0068 愛知県名古屋市中村区菊水町1-2-18 愛知県立中村高等学校 052-411-7760 052-413-5357 橋元　直子

23 岐阜県高等学校教育研究会国語部会 502-0071 岐阜県岐阜市長良西後町1716-1 岐阜県立長良高等学校 058-231-1186 058-231-1188 大坪　一才恵

503-0857 岐阜県大垣市美和町1784 岐阜県立大垣東高等学校 0584-81-2331 0584-74-9697 勝野　美佳

24 三重県高等学校国語教育研究会 514-0061 三重県津市一身田上津部田1470 三重県立津東高等学校 059-227-5352 059-227-7388 佐藤　諒

〃 〃 〃 〃 〃 同上

25 滋賀県高等学校国語教育研究会・ 521-0226 滋賀県米原市朝日302 滋賀県立伊吹高等学校 0749-55-2350 0749-55-2778 京極　文子

滋賀県高等学校等教育研究会・国語部会 〃 〃 〃 〃 〃 新谷　路子

26 京都府立高等学校国語科研究会 601-1326 京都府京都市伏見区醍醐新町裏町25-1 京都府立東稜高等学校 075-572-2323 025-572-2317 髙橋　文正

611-0011 京都府宇治市五ケ庄五雲峰4-1 京都府立莵道高等学校 0774-33-1691 0774-33-1696 吉川　真史

令和４年度　全国高等学校国語教育研究団体名簿

団　　　体　　　名 〒 電　話 ファクシミリ



    　      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

令和４年度　全国高等学校国語教育研究団体名簿

団　　　体　　　名 〒 電　話 ファクシミリ

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

28 大阪府高等学校国語研究会 590-0141 大阪府堺市南区桃山台4-16 大阪府立堺西高等学校 O72-298-4410 072-291-7963 酒井　保典

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

29 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 653-0804 兵庫県神戸市長田区寺池町1-4-1 兵庫県立兵庫高等学校 078-691-1135 078-691-1136 福浦　潤

〃 〃 〃 〃 〃 小山　政人

30 奈良県高等学校国語文化会 633-2166 奈良県宇陀市大宇陀迫間63-2 奈良県立大宇陀高等学校 0745-83-1053 0745-83-0610 長谷川　元祥

〃 〃 〃 〃 〃 日野　浩佑

31 和歌山県高等学校国語教育研究会 646-0024 和歌山県田辺市学園1-88 和歌山県立南紀高等学校 0739-22-3776 0739-26-0792 坂本　真理

640-8323 和歌山県和歌山市太田127 和歌山県立向陽高等学校 073-471-0621 073-471-6163 永井　香清

32 鳥取県西部地区高等学校国語教育研究会 684-8601 境港市上道町3030 県立境高等学校 0859-44-0441 0859-44-0443 金谷　範光

〃 〃 〃 〃 〃 森本　泰夫

33 島根国文学会 693-0001 島根県出雲市今市町1800 島根県立出雲高等学校 0853-21-0008 0853-22-7855 多々納　雄二

〃 〃 〃 〃 〃 新宮　美也子

34 岡山県高等学校教育研究会国語部会 708-0822 岡山県津山市林田1200 岡山県立津山東高等学校 0868-22-9307 0868-22-9308 園田　哲郎

702-8503 岡山県岡山市南区芳泉3-1-1 岡山県立岡山芳泉高等学校 086-264-2801 086-264-2803 磯山　隆史

35 広島県高等学校教育研究会国語部会 721-0913 広島県福山市幕山台三丁目1番1号 広島県立大門高等学校 084-947-7363 084-947-4014 吉川　正貴

739-0614 広島県大竹市白石一丁目3番1号 広島県立大竹高等学校 0827-52-4325 0827-52-9077 田村　圭佑

36 山口県高等学校教育研究会国語部会 742-1352 山口県柳井市伊保庄2658番地 山口県立柳井商工高等学校 0820-22-5533 0820-22-5534 谷　ゆかり

〃 〃 〃 〃 〃 笹井　森

37 徳島県高等学校教育研究会国語学会 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字岩﨑135－1 徳島県立鳴門高等学校 088-685-3217 088-685-0074 横田　恵理子

〃 〃 〃 〃 〃 竹内　京子

38 香川県高等学校教育研究会国語部会 761-8076 香川県高松市多肥上町1250番地 香川県立高松桜井高等学校 087-869-1010 087-869-1013 北堀　礼子

〃 〃 〃 〃 〃 北原　峰樹

39 愛媛県高等学校教育研究会国語部会 790-8521 愛媛県松山市持田町2-12 愛媛県立松山東高等学校 089-943-0187 089-934-5766 和田　真志

790-0826 愛媛県松山市文京町4-1 愛媛県立松山北高等学校 089-925-2161 089-927-2964 山下　憲人

40 高知県高等学校教育研究会国語部会 786-0301 高知県高岡郡四万十町大正590-1 高知県立四万十高等学校 0880-27-0034 0880-27-0477 西山　貴久

781-8133 高知県高知市一宮徳谷23-1 高知県立高知東高等学校 088-845-5751 088-846-1394 安岡　正輝

41 福岡県高等学校国語部会 815-0041 福岡県福岡市南区野間２丁目13-1 福岡県立筑紫丘高等学校 092-541-4061 092-542-1470 山本　博康

〃 〃 〃 〃 〃 上木原　譲二

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

847-0016 佐賀県唐津市東城内７番１号 早稲田佐賀高等学校 0955-58-9000 0955-65-8690 常法　建

43 857-0136 長崎県佐世保市田原町130番地1 長崎県立佐世保西高等学校 0956-49-2528 0956-49-3094 城　美博

850-0007 長崎県長崎市立山5-13-1 長崎県立長崎東高等学校 095-821-4642 095-823-5472 樋口　裕次

44 熊本県高等学校教育研究会国語部会 863-0003 熊本県天草市本渡町本渡557 熊本県立天草高等学校 0969-23-5533 0969-25-1168 馬場　純二

861-8082 熊本県熊本市北区兎谷３丁目５番１号 熊本県立熊本北高等学校 096-338-1110 096-339-9098 石島　淳

45 大分県高等学校教育研究会国語部会 879-7141 大分県豊後大野市三重町秋葉1010番地 大分県立三重総合高等学校 0974-22-5500 0974-22-4669 渡辺　智久

870-0104 大分県大分市南鶴崎３丁目５番１号 大分県立大分鶴崎高等学校 097-527-2166 097-521-5433 永松　寛明

46 宮崎県高等学校教育研究会国語部会 889-1401 宮崎県児湯郡新富町大字日置1297番地 宮崎県立児湯るぴなす支援学校 0983-33-4207 0983-33-5642 山尾　典子

880-0951 宮崎県宮崎市大塚町柳ヶ迫3975番地2 宮崎県立宮崎西高等学校 0985-48-1021 0985-48-0783 興梠　慶一

47 鹿児島県高等学校教育研究会国語部会 892-0806 鹿児島県鹿児島市池之上町20番57号 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 099-247-7161 099-248-3160 秋元　達也

〃 〃 〃 〃 〃 永野　由美子

48 沖縄県高等学校国語教育研究会 901-2302 沖縄県北中城村字渡口1997番地の133 沖縄県立北中城高等学校 098-935-3377 098-935-5071 田名　裕治

905-0151 沖縄県那覇市鏡原町22-1 沖縄県立小禄高等学校 098-857-0481 098-857-5456 平良　桂一

      　　　　　　　　　　　　　　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　

長崎県高等学校・特別支援学校
教育研究会国語部会

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