
    　      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 007-0881 札幌市東区北丘珠１条２－５９８－１ 北海道札幌丘珠高等学校 011-782-2911 011-782-8370 澁谷　寿継

067-8564 江別市上江別４４４－１ 北海道江別高等学校 011-382-2173 011-382-2770 赤津　博久

2 青森県高等学校教育研究会国語部会 031-0001 八戸市類家１－４－４７ 県立八戸東高等学校 0178-43-0262 0178-43-1304 吹越　義博

〃 〃 〃 〃 〃 山内　行男

3 岩手県高等学校教育研究会国語部会 020-0114 盛岡市高松４－１７－１６ 県立盛岡第三高等学校 019-661-1735 019-661-5409 和山　博人

〃 〃 〃 〃 〃 菅野　幸貴

4 宮城県高等学校国語教育研究会 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 小笠原朋之

984-0823 仙台市若林区下飯田字高野東７０ 宮城県仙台東高等学校 022-289-4140 022-289-4383 半澤　悟

5 秋田県高等学校教育研究会国語部会 010-0851 秋田市手形字中台１ 県立秋田高等学校 018-832-7200 018-832-2969 高橋　貢

010-1437 秋田市仁井田緑町４－１ 県立秋田南高等学校 018-833-7431 018-833-7432 続　文明

6 山形県高等学校国語教育研究協議会 992-1443 米沢市大字笹野１１０１ 県立米沢興譲館高等学校 0238-38-4741 0238-38-2531 大貫　英一

〃 〃 〃 〃 〃 森　めぐみ

7 福島県高等学校国語教育研究会 963-8018 郡山市桃見台１５－１ 県立あさか開成高等学校 024-932-1714 024-932-4147 大竹　信一

〃 〃 〃 〃 〃 相良　要蔵

8 茨城県高等学校教育研究会国語部 306-0433 猿島郡境町１７５ 県立境高等学校 0280-87-0123 0280-87-5688 菅谷　　清

〃 〃 〃 〃 〃 小川　信弘

9 栃木県高等学校教育研究会国語部会 321-1277 日光市千本木４３２ 県立今市高等学校 0288-22-0148 0288-22-7633 福田　美智子

〃 〃 〃 〃 〃 増渕　彰一

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 天田　比呂志

〃 〃 〃 〃 〃 根岸　大輔

11 埼玉県高等学校国語科教育研究会 343-0827 越谷市川柳町６－２２０ 県立越谷南高等学校 048-988-5161 048-961-1180 小林　一郎

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 290-0225 市原市牛久６５５ 県立市原高等学校 0436-92-1541 0436-92-4748 田邉　義博

270-2221 松戸市紙敷１１９９ 県立松戸南高等学校 047-391-2849 047-391-5287 金子　和男

13 山梨県高等学校教育研究会国語部会 409-0133 上野原市八ツ沢５５５ 県立上野原高等学校 0554-62-4510 0554-62-4558 清水  澄

〃 〃 〃 〃 〃 小俣　真理子

14 東京都高等学校国語教育研究会 179-0072 練馬区光が丘２－３－１ 都立田柄高等学校 03-3977-2555 03-3977-2617 大池　公紀

〃 〃 〃 〃 〃 須藤　崇

15 神奈川県高等学校教科研究会国語部会 246-0004 横浜市瀬谷区中屋敷２－２－５ 県立瀬谷西高等学校 045-302-3535 045-304-2909 井坂　秀一

236-0042 横浜市金沢区釜利谷東４－５８－１ 県立釜利谷高等学校 045-785-1973 045-786-4188 渡部　謙一

16 新潟県高等学校教育研究会国語部会 949-6633 南魚沼市余川１３８０－２ 県立六日町高等学校 025-772-3224 025-772-4201 小熊　牧久

〃 〃 〃 〃 〃 池亀　由紀

17 富山県高等学校教育研究会国語部会 930-0009 富山市神通町２－１２－２０ 県立雄峰高等学校 076-441-4951 076-443-1695 下山　正一

939-8081 富山市堀川小泉町１－２１－１ 県立富山いずみ高等学校 076-424-4274 076-424-4275 船木　ひろみ

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　淳子

〃 〃 〃 〃 〃 谷村　浩志

19 福井県高等学校教育研究会国語部会 910-0017 福井市文京２－８－３０ 県立藤島高等学校 0776-24-5171 0776-24-5189 堀　康子

911-0017 勝山市昭和町２－３－１ 県立勝山高等学校 0779-88-0200 0779-88-1530 松田　淳子

20 長野県国語国文学会 380-8525 長野市三輪８－４９－７ 長野県短期大学 026-234-1221  026-235-0026 清水  登

395-0301 下伊那郡阿智村春日２８４０ 長野県立阿智高等学校 0265-43-2242 0265-45-1158 山崎　和也

21 静岡県高等学校国語教育研究会 431-0304 湖西市新居町内山２０３６ 県立新居高等学校 053-594-1515 053-594-6180 勝田　敏勝

〃 〃 〃 〃 〃 平賀　和子

22 愛知県国語教育研究会高等学校部会 489-0906 瀬戸市本郷町２６０ 県立瀬戸北総合高等学校 0561-48-1500 0561-48-5426 荻原　哲哉

467-8639 名古屋市瑞穂区玉水町１－１８ 県立昭和高等学校 052-831-6326 052-832-8695 森　昭夫

23 岐阜県高等学校国語教育研究会 507-0804 多治見市坂上町９－１４１ 県立多治見高等学校 0572-22-4155 0572-75-1704 大嶽　和好

503-0017 大垣市中川町４－１１０－１ 県立大垣北高等学校 0584-81-2244 0584-74-8025 安藤　恵美

24 三重県高等学校国語教育研究会 516-0062 伊勢市浦口３－１３－１ 県立宇治山田高等学校 0596-28-7158 0596-28-7150 杉山　和寛

25 滋賀県高等学校国語教育研究会 529-0112 長浜市宮部町２４１０ 県立虎姫高等学校 0749-73-3055 0749-73-2967 大橋　慰佐男

〃 〃 〃      〃      〃 横田　明子

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多枝町１５４ 府立北稜高等学校 075-701-2900 075-722-8400 髙田　眞理子

（幹事会議長） 621-0812 亀岡市横町２３ 府立亀岡高等学校 0771-22-0103 0771-22-0128 山﨑　守

平成２５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 〒
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27 京都市立高等学校国語研究会 601-8348 京都市南区吉祥院観音堂町４１ 市立塔南高等学校 075-681-0701 075-682-7107 岩井　博道

28 大阪府高等学校国語研究会（理事長） 572-0075 寝屋川市葛原２－１９－１ 府立西寝屋川高等学校 072-828-6700 072-828-6901 湯峯　裕

（副理事長） 560-0011 豊中市上野西２－５－１２ 府立豊中高等学校 06-6854-1207 06-6854-8086 結城　幸則

29 大阪市立高等学校教育研究会国語科 559-0013 大阪市住之江区御宮崎７－１２－５５ 市立住吉商業高等学校 06-6681-0577 06-6686-1734 堤　孝之

（部長）

30 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 664-0012 伊丹市緑ヶ丘７－３１－１ 県立伊丹高等学校 072-782-2065 072-782-3349 秋田　久子

〃 〃 〃 〃 〃 坪田　賢治

31 奈良県高等学校国語文化会 633-0091 桜井市桜井９５ 県立桜井高等学校 0744-45-2041 0744-42-3694 谷垣　康

〃 〃 〃 〃 〃 徳差　久美子

32 和歌山県高等学校国語教育研究会 649-6264 和歌山市新庄１８８ 県立和歌山高等学校 073-477-3933 073-477-4928 山崎　澄子

640-8137 和歌山市吹上５－６－１８ 県立桐蔭高等学校 073-436-1366 073-423-8033 藤原　広子

33 鳥取県西部高等学校国語の会 683-0033 米子市長砂町２１６ 県立米子南高等学校 0859-33-1641 0859-33-1642 山中　卓也

34 島根国文学会 699-1251 雲南市大東町大東６３７ 県立大東高等学校 0854-43-2511 0854-43-2512 奥井　彰

〃 〃 〃 〃 〃 田邉　映美

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 722-0043 尾道市東久保町１２－１ 県立尾道東高等学校 0848-37-7137 0848-37-7138 佐々木　伸考

〃 〃 〃 〃 〃 吉岡　靖郎

37 山口県高等学校教育研究会国語部会 741-0082 岩国市川西４－６－１ 県立岩国高等学校 0827-43-1141 0827-43-1142 齋藤　早苗

〃 〃 〃 〃 〃 小倉　誠司

38 徳島県高等学校教育研究会国語部会 771-1701 阿波市阿波町下喜来南２２８－１ 県立阿波西高等学校 0883-35-3131 0883-35-5458 松下　悦子

770-0853 徳島市中徳島町１－５ 県立城東高等学校 088-653-9111 088-653-3103  畠内　孝明

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 087-882-6413 平岡　三千雄

〃 〃 〃 〃 〃 田村　裕

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 大西　好幸

790-8521 松山市持田町２－１－１２ 県立松山東高等学校 089-943-0187 089-934-5766 松岡　　徹

41 高知県高等学校教育研究会国語部会 780-8052 高知市鴨部２－５－７０ 県立高知西高等学校 088-844-1221 088-844-4823 松木　優典

780-8010 高知市桟橋通６－２－１ 県立高知南高等学校 088-831-2811 088-833-7453 田中　修一

42 福岡県高等学校国語部会 819-0383 福岡市西区田尻２４９０ 県立玄洋高等学校 092-806-3001 092-806-9214 金井　昌平

〃 〃 〃 　〃 　〃 安河内　信二

43 佐賀県高等学校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 副島　一春

849-1101 杵島郡白石町大字今泉１３８－１ 県立白石高等学校 0952-84-2131 0952-71-5008　 原　弘樹

44 長崎県高等学校教育研究会国語部会 855-0036 島原市城内２－１１３０ 県立島原高等学校 0957-63-7100 0957-63-7086 北浦　剛資

〃 〃 〃 〃 〃 祝　利久

45 熊本県高等学校教育研究会国語部会 861-1331 菊池市隈府１３３２－１ 県立菊池高等学校 0968-25-3175 0968-25-5758 西本　守

862-0933 熊本市東区小峯４－５－１０ 県立東綾高等学校 096-369-1008 096-369-7116 松村　里栄

46 大分県高等学校教育研究会国語部会 873-0014 杵築市本庄２３７９ 県立杵築高等学校 0978-62-2037 0978-62-2122 岩尾　栄次

870-8560 大分市新春日町２－１－１ 県立大分西高等学校 097-543-1551 097-543-1553 高塚　ルリ

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 段　正一郎

880-0926 宮崎市月見ヶ丘５－２－１ 県立宮崎南高等学校 0985-51-2314 0985-51-0607 天神　哲也

48 鹿児島県高等学校教育研究会国語部会 899-5214 姶良市加治木町仮屋町２１１ 県立加治木高等学校 0995-63-2052 0995-63-3965 黒木　浩二

892-0806 鹿児島市池之上町２０－５７ 市立鹿児島玉龍高等学校 099-247-7161 099-248-3160 居細工　修

49 沖縄県高等学校国語教育研究会 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 與那嶺由紀子

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　Email：zenkokuren@hotmail.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事務局長　　佐藤　和彦

　　　事務局　　　〒191-0021　東京都日野市石田１－１９０－１　東京都立日野高等学校　内　電話 042-581-7123　FAX 042-581-5835

全国高等学校国語教育研究連合会　　　会長　大池　公紀（東京都立田柄高等学校）　　　


