
    　      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 003-0809 札幌市白石区菊水９条３ 北海道札幌東高等学校 011-811-1919 011-811-3952 大山　節夫

069-0847 江別市大麻ひかり町２ 北海道大麻高等学校 011-387-1661 011-387-1662 合甫　英則

2 青森県高等学校教育研究会国語部会 036-8155 弘前市大字中野３－６－１０ 県立弘前実業高等学校 0172-32-7151 0172-37-2935 笹　浩一郎

038-3193 つがる市木造日向７３－２ 県立木造高等学校 0173-42-2066 0173-42-5189 石岡　健一

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

020-0835 盛岡市津志田２６－１７－１ 県立盛岡第四高等学校 019-636-0742 019-636-0797 小澤　光悦

4 宮城県高等学校国語教育研究会 986-0838 石巻市大手町３－１５　 宮城県石巻高等学校 0225-93-8022 0225-93-8023 小玉　卓夫

983-0021 仙台市宮城野区田子２－３６ 宮城県宮城野高等学校 022-254-7211 022-254-7212 小齋　麻子

5 秋田県高等学校教育研究会国語部会 010-0001 秋田市中通２－１－５１ 県立秋田明徳館高等学校 018-833-1261 018-833-1162 京極　雅幸

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 伊藤　史

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 973-8404 いわき市内郷内町駒谷３－１ 県立いわき総合高等学校 0246-26-3505 0246-26-8273 石井　宏

〃 〃 〃 〃 〃 永瀬　雄次

8 茨城県高等学校教育研究会国語部 300-1537 取手市毛有６４０ 県立藤代高等学校 0297-82-6283 0297-82-6021 宮内　健治

〃 〃 〃 〃 〃 中島　久

9 栃木県高等学校教育研究会国語部会 329-0511 下野市石橋８４５ 県立石橋高等学校 0285-53-2517 0285-52-2376 若田部　明

〃 〃 〃 〃 〃 篠崎　真一

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 萩原　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

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 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 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

〃 〃 〃 〃 〃 達伊　哲子

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 943-8525 上越市北城町２－８－１ 県立高田北城高等学校 025-522-1164 025-526-1579 荒木　佳樹

〃 〃 〃 〃 〃 牛木　信昭

17 富山県高等学校教育研究会国語部会 939-2376 富山市八尾町福島２１３ 県立八尾高等学校 076-454-2205 076-454-5999 清田　尚登

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

390-8531 松本市島立2237 県立松本筑摩高等学校 0263-47-1351 0263-40-1521 水野　欽透

21 静岡県高等学校国語教育研究会 421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷６８０－１ 県立静岡西高等学校 054-278-2721 054-278-9003 杉山　洋一

〃 〃 〃 〃 〃 滝田　容子

22 愛知県国語教育研究会高等学校部会 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 北角　尚治

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 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

502-0931 岐阜市則武清水１８４１－１１ 県立岐阜北高等学校 058-231-6628 058-231-7815 熊田　昌子

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 059-271-8100 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多枝町１５４ 府立北稜高等学校 075-701-2900 075-722-8400 桂　幸生

〃 〃 〃 〃 〃 柴田　隆司
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27 京都市立高等学校国語研究会 612-0011 京都市伏見区深草鈴塚町１３ 市立伏見工業高等学校 075-641-5121 075-641-5950 村尾　竹郎

28 大阪府高等学校国語研究会（理事長） 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 島﨑　英夫

〃 〃 〃 〃 〃 西川　雅章

29 大阪市立高等学校教育研究会国語部会 538-0054 大阪市鶴見区緑２－１０－９ 市立鶴見商業高等学校 06-6911-0415 06-6911-2953 石山　貴裕

（部長）

30 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 663-8141 西宮市高須町２－１－４３ 県立西宮南高等学校 0798-45-2043 0798-45-2056 赤松　久美子

〃 〃 〃 〃 〃 河村　美香

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 板垣　史郎

633-0091 桜井市桜井９５ 県立桜井高等学校 0744-45-2041 0744-42-3694 平田　淳次

32 和歌山県高等学校国語教育研究会 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 岸田　正幸

644-0003 御坊市島４５ 県立日高高等学校 0738-22-3151 0738-23-2922 小川　万理子

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 690-0823 松江市西川津町５１０ 県立松江東高等学校 0852-27-3700 0852-27-3703 飯塚　勝

〃 〃 〃 〃 〃 森本　久美子

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

〃 〃 〃 〃 〃 河野　俊

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 県立早鞆高等学校 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 779-1510 阿南市新野町室ノ久保１２ 県立新野高等学校 0884-36-3215  0884-36-3611 久保　博司

〃 〃 〃 〃 〃 寺内　利恵

39 香川県高等学校教育研究会国語部会 763-0085 丸亀市飯野町東分５９２−１ 県立香川丸亀養護学校 0877-24-1215 0877ｰ24-7318 多田　幸平

761-1794 高松市香川町大野２００１ 県立香川中央高等学校 087-886-7151 087-886-7988 古川　万里子

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

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 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

780-0916 高知市城北町１－１４ 県立高知小津高等学校 088-822-5270 088-823-6387 西峯　昌道

42 福岡県高等学校国語部会 810-0014 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 金井　昌平

819-0383 福岡市西区田尻２４９０ 県立玄洋高等学校 092-806-3001 092-806-9214 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

857-11151 佐世保市日宇町２５２６ 県立佐世保南高等学校 0956-31-5291 0956-33-4103 林　圭介

45 熊本県高等学校教育研究会国語部会 869-2593 阿蘇郡小国町宮原１８８７－１ 県立小国高等学校 0967-46-2425 0967-46-5779 福島　也寸志

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 浅川　広子

46 大分県高等学校教育研究会国語部会 870-0104 大分市南鶴崎３－５－１ 県立大分鶴崎高等学校 097-527-2166 097-521-5443 岩尾　栄次

870-0854 大分市大字羽屋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 889-2533 日南市大字星倉５８００ 県立日南高等学校 0987-25-1669 0987-25-4094 坂本　一信

880-0951 宮崎市大塚町柳ヶ迫３９７５－２ 県立宮崎西等学校 0985-48-1021 0985-48-0783 村岡　達淑

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

890-8502 鹿児島市薬師２－1－１ 県立鶴丸高等学校 099-251-7387 099-255-3433 立森　秀行

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　

　　　〒168-0081　東京都杉並区宮前４－２１－３２　電話 03-3333-7771　FAX 03-3247-1340　Email：Kazuhiko_Satou@member.metro.tokyo.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　佐藤　和彦（東京都立西高等学校副校長）

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校長）　　　
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