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 私たちの活動の中心である月例研究会の第１回が開かれたのは、私たちの会が日本英語教

育史研究会として呱々の声をあげた翌月、1985 年 1月のことでした。それ以来、月例研究

会は会員諸氏のたぬまぬ努力により、２月・５月・８月以外の毎月、悪天候により中止され

た２回を除いて休むことなく続けられ、22年目の今日、200回を数えることができました。 

  第200回月例研究会の開催を記念し、これまでの記録をまとめ、みなさまのお手許にお届

けいたします。この記録の作成にあたっては、故・伊藤裕道先生が『日本英語教育史研究』

第19号のためにまとめられた「日本英語教育史学会20年の歩み」の草稿を活用させていた

だいたほか、月報および学会誌の編集者に残された記録や学会ウェブサイトの記事を使用さ

せていただきました。ここに記してお礼申し上げます。 

2007年1月14日    日本英語教育史学会 事務局 

 

第1回 1985［昭和60］年1月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
湘南プラン考―その教授法と英語教育史における位置づけ― ......................... 庭野 吉弘 
第2回 1985［昭和60］年3月24日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
福島プラン考―福島プラン成立の経緯と授業実践について― ......................... 今野 鉄男 
第3回 1985［昭和60］年4月24日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
東京高師附中英語科史............................................................................... 伊村 元道 
第4回 1985［昭和60］年5月26日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
東京府立八中の英語教育―英語教育史研究法の一つとして― ......................... 出来 成訓 
第5回 1985［昭和60］年6月23日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語参考書の歴史(1) ................................................................................. 速川 和男 
第6回 1985［昭和60］年7月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治前期大学予備教育機関における英語教授............................................... 茂住 實男 
第7回 1985［昭和60］年9月22日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語教育史におけるアメリカ研究の適用...................................................... 植村 泰三 
第8回 1985［昭和60］年10月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治期の教科書に学ぶ(1) ........................................................................... 出来 成訓 
第9回 1985［昭和60］年11月24日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
家庭におけるラフカディオ・ハーンの英語教育............................................ 中田 賢次 
第10回 1985［昭和60］年12月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語音とそのスペリングについて............................................................ 山口 喜佐夫 
第11回 1986［昭和61］年1月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
発音記号の日本への移入史.............................................................................南 精一 
第12回 1986［昭和61］年3月23日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
《東京地方大雪のため流会》 



 2 

第13回 1986［昭和61］年4月27日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
思い出の英語教師.................................................................................. 鈴木 彦四郎 
第14回 1986［昭和61］年6月29日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
庄原英学校と慶応義塾―その教育課程の研究―............................................ 寺田 芳徳 
第15回 1986［昭和61］年7月20日（日） 立正大学大崎校舎 
文法=訳読法の成立過程............................................................................. 茂住 實男 
第16回 1986［昭和61］年9月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
石川啄木英語学習研究............................................................................... 今野 鉄男 
第17回 1986［昭和61］年10月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治時代の英語教科書に学ぶ(2).................................................................. 出来 成訓 
第18回 1986［昭和61］年11月23日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語学習参考書の研究(2) ........................................................................... 速川 和男 
第19回 1986［昭和61］年12月21日（日） 東京ビュック(4階20号会議室) 
大学英語教育における時事英語(教育)に関する一考察.................................... 植村 泰三 
第20回 1987［昭和62］年1月25日（日） 工学院大学 
英語ⅡBの4年間―英語教育史的視点から―............................................... 村上 英生 
第21回 1987［昭和62］年3月22日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治初期英語塾における英語教授・学習..........................................................池田 稔 
第22回 1987［昭和62］年4月12日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語教師としてのラフカディオ・ハーン(1)―熊本時代と幻の英語教科書―...... 中田 賢次 
第23回 1987［昭和62］年6月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治時代の英語教科害に学ぶ(3).................................................................. 出来 成訓 
第24回 1987［昭和62］年7月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
内村鑑三の英学修業―高崎藩英学校から東京外国語学校まで―...................... 庭野 吉弘 
第25回 1987［昭和62］年9月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
大正期における英語教育論争再考............................................................ 宮永 佳代子 
第26回 1987［昭和62］年10月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英習字教育史序説..................................................................................... 西岡 淑雄 
第27回 1987［昭和62］年11月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後英語教育における“Jack and Betty”の位置............................................. 紀平 健一 
第28回 1987［昭和62］年12月20日（日） 工学院大学 
大学英語教育におけるLL教育とその周辺.................................................... 植村 泰三 
第29回 1988［昭和63］年1月17日（日） 工学院大学 
『語学独習案内』にあらわれた｢英文法｣(1).................................................. 森川 降司 
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第30回 1988［昭和63］年3月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治の社会主義者と外国語学習.................................................................. 神戸 正美 
第31回 1988［昭和63］年4月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
『語学独案内』にあらわれた｢英文法｣(2) ..................................................... 森川 隆司 
棄32回 1988［昭和63］年6月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
細江逸記の英語教科書............................................................................... 出来 成訓 
第33回 1988［昭和63］年7月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
新渡戸稲造博士の英語教育論と現代・......................................................... 今野 鉄男 
第34回 1988［昭和63］年9月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治時代におけるSpelling Bookについて.......................................................南 精一 
第35回 1988［昭和63］年10月23日（日） 工学院大学新宿校舎 
大学英語教育の現状と未来―大学生き残り時代において―............................. 植村 泰三 
第36回 1988［昭和63］年11月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
満洲国の英語教育概観............................................................................... 佐藤 恵一 
第37回 1988［昭和63］年12月18日（日） 工学院大学新宿校舎 
英語学習参考書の研究(3)―単語参考書の系譜―............................................ 速川 和男 
第38回 1989［平成元］年l月15日（日） 工学院大学新宿校舎 
明治時代の英語教科書に学ぶ(4).................................................................. 出来 成訓 
第39回 1989［平成元］年3月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治の社会主義者と外国語学習(2)............................................................... 神戸 正美 
第40回 1989［平成元］年4月16日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
大学院における英語教育とその周辺............................................................ 植村 泰三 
第41回 1989［平成元］年6月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
訳読史に於けるグルーブ・メソッド―その評価と批判―................................ 庭野 吉弘 
第42回 1989［平成元］年7月16日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治前期中･高等教育機関と英語................................................................. 茂住 實男 
第43回 1989［平成元］年9月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦中の英語教育―中学校外国語科教授要目を中心に―................................... 今野 鉄男 
第44回 1989［平成元］年10月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後英語教科書に現われたヘミングウェイ................................................... 音在 謙介 
第45回 1989［平成元］年11月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
神戸女学院の創設と初期の英語教育......................................................... 寺澤 美代子 
第46回 1989［平成元］年12月17日（日） 工学院大学新宿校舎 
小野圭の参考書について............................................................................ 速川 和男 
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第47回 1990［平成2］年1月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後の英語教育............................................................................................安徳 肇 
第48回 1990［平成2］年3月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
教科害に現れたコールドウェルの作品The Strawberry Seasonの adaptationを 
 めぐって............................................................................................... 中川 泰成 
第49回 1990［平成2］年4月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
神戸女学院における英語教育の展開......................................................... 寺澤 美代子 
第50回 1990［平成2］年6月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
外来語あれこれ........................................................................................ 佐藤 恵一 
第51回 1990［平成2］年7月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
東京高等師範学校附属中学校英語科教授細目(明治43年)について.................. 今野 鉄男 
第52回 1990［平成2］年9月16日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
短期大学英語教育とその周辺 ..................................................................... 植村 泰三 
第53回 1990［平成2］年10月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
構浜専門学校の英語教育............................................................................ 出来 成訓 
第54同 1990［平成2］年11月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語教科書に現れた英詩について...................................................................南 精一 
第55回 1990［平成2］年12月23日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
教科書に現れたヘミングウェイ―『老人と海』の扱われ方― ......................... 音在 謙介 
第56回 1991［平成3］年1月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後英語教育とガリオア・フルブラィト留学制度········································· 西岡 淑雄 
第57回 1991［平成3］年3月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
中村正直と英語························································································ 高橋 俊昭 
第58回 1991［平成3］年4月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
海軍における英学教育··············································································· 松野 良寅 
第59回 1991［平成3］年6月16日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後｢新制高校｣における英語教育······························································· 紀平 健一 
第60回 1991［平成3］年7月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
外国語観と教授法―江戸時代―·································································· 茂住 實男 
第61回 1991［平成3］年9月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後教科書におけるモームの取り扱い方······················································ 前田 竜一 
第62回 1991［平成3］年10月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後英語教科書にみる異文化理解と題材の変遷········································· 江利川 春雄 
第63回 1991［平成3］年11月17日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
大学英語教師･現在と将来·········································································· 植村 泰三 
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第64回 1991［平成3］年12月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
教科書に現われたヘミングウェイ(3) ··························································· 音在 謙介 
第65回 1992［平成4］年1月26日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後高校教科書に現われた英詩について··························································南 精一 
第66回 1992［平成4］年3月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
旧植民地英語教育―内地における英語教育および満洲国―····························· 佐藤 恵一 
第67回 1992［平成4］年4月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
東京教育大学英語教育研究会編集『英語教育』(研究社刊)について(I) 
―その前身から発刊までの系譜―···························································· 庭野 吉弘 

第68回 1992［平成4］年6月21日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
佐川春水の業績························································································ 原田 米蔵 
第69回 1992［平成4］年7月19日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
明治後期の小学校における英語科教育······················································ 江利川 春雄 
第70回 1992［平成4］年9月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
ナットール辞書を中心とした小型辞書の系譜·················································早川 勇 
第71回 1992［平成4］年10月18日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
戦後高等学校検定英語教科害に現われたモームについて································ 前田 竜一 
第72回 1992［平成4］年11月15日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
大学英作文教授法について········································································· 植村 泰三 
第73回 1992［平成4］年12月20日（日） 拓殖大学茗荷谷校舎 
英語学習参考書の歴史(6)―英語解釈法の系譜(2) ··········································· 速川 和男 
第74回 1993［平成5］年1月17日（日） 茗渓会館 
英語教師・佐藤正治·················································································· 出来 成訓 
第75回 1993［平成5］年3月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
7年制高校の英語―成蹊高校の場合 ···························································· 高橋 俊昭 
第76回 1993［平成5］年4月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
山家保英語教育論····················································································· 今野 鉄男 
第77回 1993［平成5］年6月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教育とエレクトロニクス ····································································· 前田 竜一 
第78回 1993［平成5］年7月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
日本の中学校英語科における能力別編成考··················································· 原田 米蔵 
第79回 1993［平成5］年9月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
戦後の中学校英語教科書の中の文学作品······················································ 笠谷 知代 
第80回 1993［平成5］年10月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
敗戦占領下の暫定英語教科書 ·································································· 江利川 春雄 
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第81回 1993［平成5］年11月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
国連英検の歴史と現在―国際公務員の文脈において―··································· 植村 泰三 
第82回 1993［平成5］年12月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
成長期の予備校英語教育―我が青春賦―······················································ 祐本 寿男 
第83回 1994［平成6］年1月16日（日） 立正大学大崎キャンパス 
中･高英語教員の海外研修について―歴史的視点から考える―························ 今野 鉄男 
第84回 1994［平成6］年3月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
高等学校における英語教科書の分析学習指導要領の改訂に伴って···················· 湯浅 文子 
第85回 1994［平成6］年4月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
研究社と英語教育(2)―英語教育講座等の出版物および当時の教育出版状況― 
  ········································································································ 庭野 吉弘 
第86回 1994［平成6］年6月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
穂積陳重『英学入門』について··································································· 伊村 元道 
第87回 1994［平成6］年7月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
文部省検定試験について············································································ 出来 成訓 
第88回 1994［平成6］年9月18目（日） 拓殖大学文京キャンパス 
戦後の沖縄における英語教育······································································ 大内 義徳 
第89回 1994［平成6］年10月9日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
戦後｢英会話｣の問題―その意識と方法―······················································ 紀平 健一 
第90回 1994［平成6］年11月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
法学英語の歴史と現在―英米法の文脈において―·········································· 植村 泰三 
第91回 1994［平成6］年12月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
実業学校における英語科教育の歴史(2)―商業学校を中心に―······················ 江利川 春雄 
第92回 1995［平成7］年1月15日（日） 立正大学大崎キャンパス 
満洲での英語教育―教育行政及びその周辺と教科書―··································· 佐藤 恵一 
第93回 1995［平成7］年3月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語科教育縮廃論の論拠―福永恭助(1924)から平泉渉(1975)まで―················ 羽澄 英治 
第94回 1995［平成7］年4月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
日本におけるComplement「補語」成立の一考察········································ 伊藤 裕道 
第95回 1995［平成7］年6月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教科書に於ける文法の位置づけとその歴史的変遷··································· 湯浅 文子 
第96回 1995［平成7］年7月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
日本の英語教育における言語テストの展開··················································· 土平 泰子 
第97回1995［平成7］年9月17日（日）拓殖大学文京キャンパス 
《台風のため中止》 
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第98回 1995［平成7］年10月22日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教育縮廃論はなぜ提出されつづけてきたか················································山田 豪 
第99回 1995［平成7］年11月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
小学校における英語科教育の歴史(5)―全体像の把握をめざして―················ 江利川 春雄 
第100回 1995［平成7］年12月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
例会100回記念「日本英語教育史学会の過去と未来」 
  ···························· 出来 成訓・伊村 元道・速川 和男・茂住 實男・(司会)庭野 吉弘  
第101回 1996［平成8］年1月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教育史における昭和時代の時代区分······················································ 出来 成訓 
第102回 1996［平成8］年3月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語検定試験の大学教育への適用について··················································· 植村 泰三 
第103回 1996［平成8］年4月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
月刊誌『英語教育』(研究社刊)について(2) ·················································· 庭野 吉弘 
第104回 1996［平成8］年6月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
中学校英語の思い出·················································································· 高梨 健吉 
第105回 1996［平成8］年7月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
戦後英語の雑誌について(2)········································································ 速川 和男 
第106回 1996［平成8］年9月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
Jack and Bettyの思想とその変化について······················································山田 豪 
第107回 1996［平成8］年10月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 

Ernest Mason SatowのAn English-Japanese Dictionary of Spoken Language の存在
価値に 
 ついて―斎藤秀三郎の『熟語本位英和中辞典』との比較調査を中心として― 
  ········································································································ 神野 節子 
第108回 1996［平成8］年11月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
師範学校における英語科教育の歴史(1) ····················································· 江利川 春雄 
第109回 1996［平成8］年12月22日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
文法事項の史的検討(その1)―Sense Subject及び*the way how―················· 伊藤 裕道 
第110回 1997［平成9］年1月26日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
日本におけるベルリッッ・メソッドについて···················································南 精一 
第111回 1997［平成9］年3月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
海外留学による大学英語教育及びその周辺··················································· 植村 泰三 
第112回 1997［平成9］年4月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
伊藤健三：人と業績·················································································· 伊村 元道 
第113回 1997［平成9］年6月13日（日） 拓殖大学文京キャンパス 



 8 

江戸後期の構文字早学び：その発音の表記について······························· Paul Snowden 
第114回 1997［平成9］年7月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 

New Prince (開隆堂)とハーンの『ムジナ』 ················································· 石井 俊彦 
第115回 1997［平成9］年9月21日（日） 拓殖太学文京キャンパス 
昭和22年度学習指導要領英語編再考·························································· 今野 鉄男 
第116回 1997［平成9］年10月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 

Jack and Betty から New Prince Readersへの移行は何を物語るか················山田 豪 
敗戦直後の中等教育における英語······························································· 青木 庸效 
第117回 1997［平成9］年11月23日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
六三制発足当時の中学英語教育―愛媛県大洲中学を中心に― ························· 祐本 寿男 
私が受けた女学校の英語教育 ·································································· 野上 三枝子 
第118回 1997［平成9］年12月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
師範学校における英語科教育の歴史(2) ―昭和期―···································· 江利川 春雄 
第119回 1998［平成10］年1月25日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
文部省教員検定試験について―明治31年から大正期にかけて―···················· 前田 竜一 
第120回 1998［平成10］年3月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
アメリカ研究に求められる英語力―高木八尺の思想史に淵源を求めて―·········· 植村 泰三 
第121回 1998［平成10］年4月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
『英和俗語活法』と著者荒木和一について··················································· 日比 恵子 
第122回 1998［平成10］年6月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
成田英漢義塾および旧制成田中学校における英語教育―明治時代―············· 寺澤 美代子 
文検について ··························································································· 茂住 實男 
第123回 1998［平成10］年7月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
現在分詞と動名詞(-ing form)―文法事項の史的検討(4)― ······························ 伊藤 裕道 
吉田幾次郎について―英学者としてand / or編集者として― ························ 庭野 吉弘 
第124回 1998［平成10］年9月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教科書における日本の文学·································································· 石井 俊彦 
第125回 1998［平成10］年10月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
竹原常太と神戸の英語教育········································································· 堤 美佐子 
大戦下の東京高師文三(英語科)···································································· 祐本 寿男 
第126回 1998［平成10］年11月22日（日） 拓殖大学文京キャンパス 

GLOBE READERS(1954年版)とNEW HORIZON(66年版)との比較から見た90年代の 
 中学校英語教育の位置―福原麟太郎の人生と英語教育の検討に基づいて―·······山田 豪 
東大附属の宮田幸一·················································································· 河村 和也 
第127回 1998［平成10］年12月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
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満洲における英語教育―満鉄の教育及び満洲国の国定教科書―······················ 佐藤 恵一 
第128回 1999［平成11］年1月24日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
音声体系と書記法のずれの認知と英語発音の習得·············································島岡 丘 
第129回 1999［平成11］年3月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
データベースによる英語教科書史へのアプローチ······································ 江利川 春雄 
第130回 1999［平成11］年4月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
『中学校･高等学校学習指導要領外国語科英語編(試案)昭和26年(1951)文部省』について 
  ········································································································ 今野 鉄男 
第131回 1999［平成11］年6月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
英語教師夏目漱石―『語学養成法』を通して―············································ 石島 智則 
私と英語教育史(1)····················································································· 速川 和男 
第132回 1999［平成11］年7月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
学習指導要領｢必修語｣の選定基準に関する歴史的研究·······································馬本 勉 
私と英語教育史(2)・ ················································································· 速川 和男 
第133回 1999［平成11］年9月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
昭和二十年代の新制中学校英語教育―東京・麹町中学校を中心に―················ 祐本 寿男 
第134回 1999［平成11］年10月24日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
戦後英語教育史私論―ひとつの総括―························································· 紀平 健一 
第135回 1999［平成11］年11月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
刊行100年斎藤秀三郎のPractical English Grammarを読む ······················ 伊藤 裕道 
私と英語教育史····························································································今関 敦 
第136回 1999［平成11］年12月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
『英語の研究と教授』―昭和7年4月より昭和22年まで― 
  ·········································································伊村 元道・島岡 丘・庭野 吉弘 
第137回 2000［平成12］年1月23日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  情熱の女子教育者・古屋登代子·································································· 出来 成訓 
 私と英語教育史(完結編)············································································· 速川 和男 
第138回 2000［平成12］年3月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  大戦末期における英語教育について―旧専門学校を中心に― ·····························南 精一 
 私と英語教育史····························································································今関 敦 
第139回 2000［平成12］年4月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  宮田幸一とその業績·················································································· 河村 和也 
 英語教育史の研究と展望············································································ 伊村 元道 
第140回 2000［平成12］年6月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  幻の三省堂和英辞典·················································································· 堤 美佐子 
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 大正昭和の検定教科書―その幻の著者鈴木富太郎・······································ 青木 庸效 
第141回 2000［平成12］年7月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  東京文理科大英文科の閉学―福原麟太郎を中心に―······································ 祐本 寿男 
第142回 2000［平成12］年9月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  英語入門期・語彙導入についての一考察······················································ 田口 亜紀 
 小山敬吾について····················································································· 高橋 俊昭 
第143回 2000［平成12］年10月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  仮定法の諸問題―文法事項の史的検討(5)―·················································· 伊藤 裕道 
 教科書分析法―英語教育史入門講座(1)―····················································· 伊村 元道 
第144回 2000［平成12］年11月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 ニュー・ナショナル・リーダーBook 1 とその世界······································· 石井 俊彦 
 英語教育史研究におけるインターネットの可能性―英語教育史入門講座(2)― 
   ····································································································· 江利川 春雄 
第145回 2000［平成12］年12月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  NHKラジオ『英語会話』講座の学習者傾向と「動向」に関する研究 
  ―1955年度から1999年度までのNHKテキスト調査を主として―············ 神野 節子 
第146回 2001［平成13］年1月14日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 大学英語教育における補習授業について······················································ 植村 泰三 
 ナショナルリーダー 1 の『独り案内』について·········································· 石島 智則 
第147回 2001［平成13］年3月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 ELECの挑戦―NAE編集を中心にして····························································山田 豪 
第148回 2001［平成13］年4月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  昭和22年度学習指導要領とLet’s Learn English 再考································· 大内 義徳 
第149回 2001［平成13］年6月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 全英連と都高英研の初期に辿る·································································· 中川 泰成 
第150回 2001［平成13］年7月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 昭和31年改訂版高等学校学習指導要領英語編············································· 今野 鉄男 
第151回 2001［平成13］年9月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  発音辞典ジョウンズ初版(1917)よりODP(2001)···············································島岡 丘 
第152回 2001［平成13］年10月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 序論・敗戦前後の英語教科書と時代背景··················································· 江利川 春雄 
 Let’s Learn English 編集の思い出・······································木名瀬 信也・中村 道子 
第153回 2001［平成13］年11月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 明治・大正・昭和初期の英語教科書の計量的分析―National Readers, The Globe Readers, 

  The Standard English Readersの比較を中心に― 
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 ························································小篠 敏明・馬本 勉・松岡 博信・本岡 直子 
 戦後の英語教科書の計量的分析―Jack and Betty, New High School English,  

Sunshine English Courseの比較を中心に― 
 ································小篠 敏明・中村 愛人・中村 朋子・渡辺 清美・坂元 真理子 

第154回 2001［平成13］年12月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 時制の諸問題―文法事項の史的検討(6) ························································ 伊藤 裕道 
第155回 2002［平成14］年1月13日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 向軍治についての中間報告········································································· 伊村 元道 
第156回 2002［平成14］年3月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 高梨先生と『日本の英語教育史』を読む(7)······················································馬本 勉 
 資料調査上不明なこと二・三―村井知至・沢村寅二郎など― ························· 出来 成訓 
第157回 2002［平成14］年4月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 文検英語科について―制度・試験委員・試験問題―······································ 茂住 實男 
第158回 2002［平成14］年6月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 小学校の英語―商業科附設の時代―···························································· 竹中 龍範 
第159回 2002［平成14］年7月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
  昭和33年改訂中学校学習指導要領再考······················································· 今野 鉄男 
第160回 2002［平成14］年9月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 慣習学習理論から認知学習理論へ―この流れにおけるAudio-Lingual Approachの位置 
   ············································································································山田 豪 
第161回 2002［平成14］年10月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 福嶋プランと磯尾哲夫・············································································ 青木 庸效 
第162回 2002［平成14］年11月17日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 海軍の英語教育史―終焉期を中心に―······················································ 江利川 春雄 
第163回 2002［平成14］年12月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 Let’s Learn English 再論―背景と内容―···················································· 紀平 健一 
第164回 2003［平成15］年1月12日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
 「英語教育史アラカルト」 
 Willem Sewel か William Sewel か―『諳厄利亜興學小筌』の底本の著者について― 
  ········································································································ 伊村 元道 
文検英語科合格者の歴史的変遷·································································· 茂住 實男 
日本英語教育史年表（『日本英語教育史研究』第17号）を英文法の点から読む 
  ········································································································ 伊藤 裕道 
第165回 2003［平成15］年3月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
『ニュー・ナショナル第五読本』―エドガー・アラン・ポーの「大鴉」について 
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  ········································································································ 林 亜希子 
第166回 2003［平成15］年4月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
竹原常太の The Standard English Readers ···················································馬本 勉 
第167回 2003［平成15］年6月15日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
海軍機関学校の英語教育············································································ 安田 和生 
第168回 2003［平成15］年7月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
昭和44年改訂中学校学習指導要領外国語再考············································· 今野 鉄男 
第169回 2003［平成15］年7月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 

Thinking in Englishの分析―初版（1923）と第2版（1924）の比較を通じて― 
  ········································································································ 若有 保彦 
第170回 2003［平成15］年10月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
東京文理科大から―(戦争)―文部省へ：私の英語教育史······························ 木名瀬 信也 
第171回 2003［平成15］年11月16日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
使役動詞と知覚動詞-文法事項の史的検討(8)················································ 伊藤 裕道 
第172回 2003［平成15］年12月21日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
伊村元道先生著『日本の英語教育200年』を読む―第1・2章―··················· 河村 和也 
日本陸軍の英語教育―戦時下の幼年学校・士官学校を中心に―··················· 江利川 春雄 
第173回 2004［平成16］年1月11日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
台湾における英語教育：日本統治時代末期と中華民国接収初期に関わる 
 基礎研究（聴き取り調査より）···························································· 相川 真佐夫 
第174回 2004［平成16］年3月21日（日） 広島市・ＲＣＣ文化センター 
明治・大正・昭和初期の英語教科書の計量的分析 
  ·········································· 小篠 敏明・馬本 勉・本岡 直子・松岡 博信・中村 朋子 
自著『日本の英語教育200年』を語る························································ 伊村 元道 
第175回 2004［平成16］年4月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
和歌山県太地村の移民用英語教育教材·····························································東 悦子 
第176回 2004［平成16］年6月20日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
ロプシャイト『英華字典』とその和刻本をめぐって······································ 宮田 和子 
第177回 2004［平成16］年7月18日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
昭和35年改訂高等学校学習指導要領外国語················································ 今野 鉄男 
問答（Question-Answering）を中心とした教材の比較：Sequential Series（1923）， 
 Thinking in English（1923, 1924），The Technique of Question-Answering（1931） 
  ········································································································ 若有 保彦 
第178回 2004［平成16］年9月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
竹原常太の The Standard English Readers (2) ̶英語教材の合理化と 
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 その現代的な意義をめぐって―···································································馬本 勉 
第179回 2004［平成16］年10月17日（日）大阪市・東淀川勤労者センター 
明治期における小学校英語教員養成························································· 江利川 春雄 
大正期における小学校低学年の英語教育実践···················································東 悦子 
第180回 2004［平成16］年11月21日（日） 神戸市勤労会館 
『諳厄利亜興学小筌』の「類語大凡」について················································伊藤 朱 
第181回 2004［平成16］年12月19日（日） 拓殖大学文京キャンパス 
日本・韓国・中国の英語教科書の通時的・共時的分析··································· 小篠 敏明 
『英語教科書の歴史的研究』編者に聞く 
  ····························································小篠 敏明・江利川 春雄・(進行)伊村 元道 
第182回 2005［平成17］年1月9日(日) 拓殖大学文京キャンパス 

New National Readersの成立とその背景―National Readersとの比較考察― 
  ········································································································ 下田 彰子 
第183回 2005［平成17］年3月20日（日） 広島県立生涯学習センター 
戦前における沖縄県の代表的な中学校・高等女学校の英語教育 
 ―卒業生へのアンケート調査を中心にして―············································ 上原 義徳 
英語学習と『討論會』··············································································· 大野 秀樹 
第184回 2004［平成17］年4月18日(日) 拓殖大学文京キャンパス 
日本人は英語音声とどうつきあってきたのか―戦前の語学教授法改革期を中心に― 
  ········································································································ 田邉 祐司 
第185回 2005［平成17］年6月19日(日) 東京都立工業高等専門学校 
日本における学習英文法の歴史と課題（中間報告）······································ 伊藤 裕道 
小野圭次郎『最新研究・英文の解釈・考え方と訳し方』（山海堂, 1921）について 
  ········································································································ 今野 鉄男 
第186回 2005［平成17］年7月17日(日) 東京都立工業高等専門学校 
若林俊輔と『英語教育ジャーナル』···························································· 河村 和也 
第187回 2005［平成17］年9月18日(日) 専修大学神田キャンパス 
CALLの日本における展開について···························································· 中村 京子 
第188回 2005［平成17］年10月16日(日)大阪市・東淀川勤労者センター 
敗戦直後の「墨ぬり」英語教科書に関する実証的研究··································磯辺ゆかり 
H. E. Palmerの英語教授法と長沼直兄の日本語教育－『The Standard English Readers』 
 『標準日本語讀本』の補助教材の比較分析－············································ 中川 裕子 
第189回 2005［平成17］年11月20日(日) 専修大学神田キャンパス 
旧制聖学院中学校の英語科教員について··························································鈴木 聡 
第190回 2005［平成17］年12月18日（日） 専修大学神田キャンパス 
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英語教科書における文法統制の展開···························································· 小篠 敏明 
第191回 2006［平成18］年1月15日（日） 専修大学神田キャンパス 
大庭定男著『ジャワ敗戦抑留日誌（1946～47）』を読む ···························· 江利川 春雄 
ジャワ敗戦抑留下での将兵への初等英語教育··············································· 大庭 定男 
第192回 2006［平成18］年3月19日（日） 広島県立生涯学習センター 
修猷館の英語教育̶明治時代を中心に̶······················································ 安部 規子 
旧陸軍幼年学校における外国語教育について············································ 梶岡 七大彦 
明治期英語授業史へのアプローチ······························································· 松村 幹男 
第193回 2006［平成18］年4月16日（日） 専修大学神田キャンパス 
韓国の英語教育̶その変遷と初等英語教育̶··············································· 佐藤 惠一 
第194回 2006［平成18］年6月18日（日） 専修大学神田キャンパス 
神奈川県立総合教育センターにおける英語研修の変遷̶研修講座名から辿る歴史̶ 
  ········································································································ 坂本 万里 
第195回 2006［平成18］年7月23日（日） 蕨市中央公民館 
森 修一『ニュー ナショナル リードル獨案内』と庄原英学校····························馬本 勉 
第196回 2006［平成18］年9月17日（日）  専修大学神田キャンパス 
平成元年改訂版中学校学習指導要領外国語（英語）について ························· 今野 鉄男 
Nesfieldの履歴について（未定稿）···························································· 出来 成訓 
第197回 2006［平成18］年10月15日（日） 大阪市立東淀川勤労者センター 
或る英語教師の生涯̶浜林生之助の伝記を書き終えて·······································東 博通 
第198回 2006［平成18］年11月19日（日） 専修大学神田キャンパス 
戦後日本の英語教育政策と経済界···································································水野 稚 
第199回 2006［平成18］年12月17日（日） 専修大学神田キャンパス 
英語教育史研究におけるデジタル画像データベースの可能性 
  ······································································江利川 春雄・小篠 敏明・馬本 勉 
第200回 2007［平成19］年1月14日（日） 専修大学神田キャンパス 
特別企画「江利川春雄『近代日本の英語科教育史』を読む」 
  ······································ 江利川 春雄・馬本 勉・山田 豪・河村 和也・小篠 敏明 
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