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第30回全国大会報告
2014（平成 26）年 5 月 17 日（土）
・18 日（日）
、拓殖大学文京キャンパス国際教育会館（東
京都文京区大塚）において、第 30 回全国大会が開催されました。初日は江利川春雄先生（和歌山
大学）による「日本英語教育史研究の歩みと展望」と題する記念講演と 2 本の研究発表が行われま
した。第二日は 8 本の研究発表が行われ、2 日間で 70 名の参加者が集いました。ご参加の皆様、
関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。以下に出席者の感想を掲載します。ご参照ください。

拓殖大学国際教育会館正面にて（2014. 5. 17）
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江利川春雄氏

【

第 １ 日

西原雅博氏

】

内丸公平氏

◆記念講演

◆発足３０周年おめでとうございます。江利川

これまでの日本英語教育史の歩みそして展望

先生の記念講演は英語教育史の右も左もわか

を詳細に分析し方向性を示した講演であった

らない私にも大変わかりやすく面白いもので

と思います。またこれまでの学会員の功績を振

した。また、以前より学会名「日本英語教育史

り返りながら更なる研究に期待する先生の姿

学会」の「日本」の部分がどこにかかっている

勢にリーダーとしての資質も感じます。

のかが私の疑問でしたが、そもそも「日本」の

・新教授法の摂取と変容

部分をはずすべきだという議論があったので

英時期の教授法をいかに日本に定着させるか

すね。また、「歴史観」について考えたことも

帝国教育界英語教授法研究部を中心にお話を

ありませんでした。知らず知らずに構築されて

聞けたのは貴重でした。また日本教育における

いるはずですから、それを見直す良い機会にな

教授法同様、岡倉がペスタロッチの実物教授に

りました。西原先生のご発表では、何より偏ら

傾倒していたのも発見できた。Forces at Work

ずに様々な摂取観を持った者が講演を行った

Much Farther Back?

という点に驚かされました。先生の展望・課題

背景にもう少し説明時間をかけて頂くと更に

にもあるように、どのように実践に移されたか

理解が深まると個人的に思いました。（huiyi）

という実態に迫りたい限りです。内丸先生のご

◆英語教育史を知ることによって、未来の英語

発表におけるヘルバルト、スペンサーが与えた

教育がどうあるべきかを考えるきっかけにな

影響は特に面白く拝聴させていただきました。

るので、多くの方の研究を学んで自身の研究に

スペンサーの「子供たちに文芸を教えるという、

活かしていきたいと考えています。

リフォームメソッドの

あのまったく馬鹿げた習慣」という言葉に続く

（安田隆宏）

ワイズの引用は岡倉がいかに影響を受けたか

◆記念講演では自分の研究を再び見直すこと

の現れだと感じます。

ができました。全体の歴史を見る必要性を再認

（上野舞斗）

◆（特別講演を聞いて）英語教育史研究に、も

識しました。

うひとつ欠けている分野があるとすれば、「学

◆江利川先生による記念講演は、明治以来の英

習者理解」なかんずく、個人差が大きい学びの

語教育史、英学史の流れを具体的に説明され、

ベース、学びの仕方、ではなかろうか。教育史

とても参考になった。お話の中に登場した書籍、

研究における学習者の変容を教授者がどう認

参考書は自分の所有しているものもかなりあ

識してきたのか、も大事な点と思われる。どの

り、それぞれの特徴を聞き、宝の持ち腐れにな

ように学習者の進歩を聞き取ってきたのかも

っていることを感じた。もっと活用していかね

含めて。

ばと心を新たにした。

（小田勝己）
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◆江利川先生のご講演は、私たちがこれからど

後は「大きな文脈」を一層意識して研究を進め

こへ向かって行けばよいかを考える上で、非常

たいと思います。まだ手にしたことのない重要

に示唆に富むものであったと思います。個別資

な文献を多数ご紹介くださり、ありがとうござ

料の蓄積と、マクロな見方、どちらも大切だと

いました。

思います。私はこれまで、前者を重視してきま

（Horse）
◇

◇

◇

したので、それは継続したいと思いますが、今

青田庄真氏

【

馬本勉氏

第 ２ 日

島岡丘氏

島津成子氏

◆（検定 VS.非検定教科書について）「非」検

】

◆こういった学会に参加させていただいた経

定だから粗悪？では決してなく、検定は現場の

験がなかったので、とても興味深かったです。

ニーズに応えているものと理解しました。自分

（匿名希望）

が発した英語が「通じない」のはアクセントの

◆初日、二日目と、様々な研究発表から刺激を

せいと断言されたお話。首の上→下？

受けました。私の研究テーマとの関連では、平

上？を楽しく伺いました。

賀先生の「素読の歴史的変遷に関する一考察」

◆田邉先生が講演されたように、体を使ってや

を大変興味深く聞かせていただきました。音読

ればコツがつかめるし、小学生、中学生とかに

と同義ではない本来の素読は、外国語学習の日

はいいと思いました。興味のあるところからこ

本的な特徴を示し、現代に繋がっているように

の分野に入ってみようと思いました。

思います。今後、私も訳読史を研究する中で、

下→

（竹下順子）

（川崎嵩士）

素読や会読の意義を追求していきたいと思い

◆このような先生方の発表を聞くのは私にと

ます。ありがとうございました。

って初めてで、非常にいい経験になりました。

（Horse）

◆研究発表Ⅱ、Ⅲ及びⅥ全てが良い発表でした。

内容も難しくなかなか理解ができませんでし

それぞれの発表にポイントがしっかりあり短

たが貴重なお話をたくさん聞くことができま

い時間の中でよく吟味されている発表だった

した。ありがとうございました。 （髙野詩織）

と思います。各先生方の発表に感謝申し上げま

◆日経連意見書（1955）のご発表は資料を読む

す。次年度より紙面をもっと頂けると各発表に

必要性を学ぶことができました。

ついてもコメントできると思います。（huiyi）

◆私にとって、初めての学会となりましたが、

◆初めて学会に参加させていただきました。と

日ごろ学校で取り組んでいる英語は机上だけ

ても充実した時間を過ごすことができました。

のものだったんだなと思いました。英語の歴史

今後もつづけて参加できたらと思います。

や教科書の中での比較など、考えるべきことは

（匿名希望）

沢山あるんだと感じました。
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田邉祐司氏

平賀優子氏

保坂芳男氏

水島孝司氏

◆今回は受付のお手伝いをしながらの参加だ

◆青田先生による「旧制中学校における英作文

ったのですが、自分の研究分野(日本語教育史)

検定教科書」では、文法的説明のあるものが多

と関係のある発表は時間の許す限り、聞くよう

く採択されていたとのことで、現在の「英語表

にしました。

現」の教科書でも文法を重視したものが採択さ

馬本勉先生の「明治期独習書データベースの

れていることから、英語教師の文法重視の傾向

作成と活用について」では、独習書という存在

がでており興味深かった。

を知らなかったため、独習書が明治期に出版さ

・馬本先生の「明治期独習書データベースの作

れていることに驚きました。台湾の日本語教育

成と活用」では、その膨大なデータの収集に驚

の資料では先生用の教授ガイド本のようなも

くとともに、明治期の人たちの英語学習に対す

のはあるのですが、独習書というジャンルの資

る熱意を感じた。

料は現時点では私は見つけていないため、今後

・島岡先生の「検定教科書と非検定教科書」を

資料収集をする際には各教材のジャンルにも

聞いて、非検定教科書の量とレベルの高さを実

より注意を払っていこうと思いました。

感するとともに、いわゆる教育格差につながる

保坂先生の「明治初期における小学校英語教

ことを懸念した。

育：京都市番組小学校の例を中心に(3)」では、

・平賀先生の「素読の歴史的変遷に関する一考

マクロ視点で考察していくことの必要性を感

察」は素読から音読につながる学習方法の流れ

じました。台湾の日本語教育は、管轄機関が

がよくわかった。

50 年間ずっと同じ期間ではなく変更しており、

・水島先生の「大学英語教育に対する日経連意

その影響を日本語教育は受けていたと言えま

見書（1955）に関する一考察」の意見書の内容

す。しかし、修論ではその部分まで扱った考察

に「外国文献などを読みこなす程度の語学の

が出来ず視点が狭かったように思います。今後

......」というのがあり、現在よくでる産業界か

の研究では、日本語教育に関係する分野(台湾

らの「聞く・話すこと」を中心のコミュニケー

の教育史)も考察の材料にしていきたいと思い

ション能力の要望に比べて納得できる要望の

ます。はじめて学会に本格的に参加させて頂き、

ような気がした。

初歩的ではありますが研究発表の方法(どのよ

（JH4DGW）

うに話を組み立てていけばよいのか等)の勉強

◆この学会に出席し、英語教育のより専門的な

になり、また今後日本語教育史の研究をしてい

内容や、昔から言われている問題などを知るこ

く上で参考になる発表も聞けたため、大変充実

とができました。自分でも英語教育の知識をよ

した時間となりました。

り身につけようと思います。
（匿名希望）

（佐瀬穂香）
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◆教科書に関する発表、音声に関することなど

はありますが、これから先生方を追って研究を

それぞれ興味深いものでした。とりわけ、揚頭

行っていきたいと思います。

法を“初学者向け”にとり入れたというのは勉

◆本日、沢山の先生方の発表を聞かせて頂き、

強になりました。この２日間を通しての感想で

充実した時間を過ごすことができました。特に

すが、各方面で大成された諸先生方が、なお情

馬本先生と田邉先生の発表が印象的で、興味深

熱的にご研究を進められており、私は学部生で

かったです。

（上野舞斗）

（沼田ひかる）

全国大会の一コマ

日本英語教育史学会第 30 回全国大会
記念講演「日本英語教育史研究の歩みと展望」概要
1. 戦前の英語教育史研究
2. 敗戦から 1970 年代までの英語教育史研究
3. 1980 年代以降の英語教育史研究
①通史的な研究
③人物誌的な研究

②地方英語教育史の研究
④英語学史・文法史・辞書史の研究

⑤基本資料集と復刻版の刊行
4. 英語教育史学会の設立前後
5. 日本英語教育史研究の課題と展望
①制度化された学校以外を含む全体史へ
②旧植民地・占領地を含む「日本」英語教育史の拡張
③資料・論文のデジタル化・データベース化への対応
④関連学会・非会員との連携
6. 英語教育史研究の問い直し
＊なお、講演の内容は『日本英語教育史研究』第 30 号（2015 年刊）に掲載予定です。

-5-

2014（平成 26）年 6 月 22 日発行【6】

日本英語教育史学会会報（263）

研究発表タイトル・発表者一覧
【 第 １ 日 】
・
「新教授法」の摂取と変容：帝国教育会英語教授法研究部における英語教授法論議

西原 雅博（富山高等専門学校 射水キャンパス）
・"Forces at Work Much Farther Back" : 岡倉由三郎と the Reform Movement
内丸 公平（中央大学理工学部〔兼任講師〕）
【 第 ２ 日 】
・旧制中学校における英作文検定教科書

青田 庄真（東京大学大学院生）
・明治期英語独習書データベースの作成と活用について
馬本 勉（県立広島大学）
・検定教科書と非検定教科書：Sunshine と New Treasure
島岡 丘（筑波大学名誉教授〔シニア・プロフェッサー〕
）
・How did the students acquire their English skills?
嶋津 成子（湘南工科大学）
・日本英語音声教育史：岸本能武太のアクセント指導をめぐって
田邉 祐司（専修大学）
・
「素読」と「音読」についての歴史的考察
平賀 優子（慶応義塾大学、東京大学〔非常勤〕）
・明治初期における小学校英語教育：京都市番組小学校の例を中心に（3）
保坂 芳男（拓殖大学）
・大学英語教育に対する日経連意見書（1955）に関する一考察
水島 孝司（南九州短期大学国際教養学科）

全国大会の事務局を担当して
大会事務局

保坂 芳男（拓殖大学）

拓殖大学の保坂です。この度は、30 回という記念大会を本学で開催して頂きありがとうござい
ました。光栄ではありましたが、本大学での開催で良かったのか自問自答もしています。私自身、
全国大会で中心的に関わったのはこれで 3 回目です。少し慣れたせいか、事前準備に抜けがあり参
加者に迷惑をかけたことが少なからずあったと反省しております。もしまた、大会を受けることが
あればその反省を生かし、より完璧に運営したいと思います。いろいろお世話になりました。あり
がとうございました。
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〉〉2014年度 会員総会 報告
2013年度の会員総会は、大会初日の５月17日、開会式に引き続いて拓殖大学文京キャンパス国
際教育会館（Ｆ館）F301教室で開催されました。副会長の江利川春雄氏（和歌山大学）の司会で
始まった会は、最初に鉄森令子氏（広島県立祇園北高等学校〔非常勤〕）を議長に選出し、以下の
議事を進行しました。
・会計報告等
事務局長の河村和也（拓殖大学〔非常勤〕）による会務報告ならびに会計報告に続き、安部規子
氏（久留米工業高等専門学校）
・平賀優子氏（慶應義塾大学〔非常勤〕）による会計監査報告が議長
により代読され、2013年度の会計報告については拍手をもって承認されました。引き続き、事務
局長より2014年度の研究例会日程ならびに学会誌投稿締切を確認。2015年１月に東京で開催され
る第251回研究例会は、学会創立30周年の記念行事とすることが報告されました。
・会則改定等
前年度の会員総会から懸案となっている会則の一部改定については、事務局長よりその経緯を報
告。理事会の提案通り会則第４条の改定が承認されました。また、全国大会および研究例会の「研
究発表規程」を新たに定めることについて、研究例会担当理事の保坂芳男氏（拓殖大学）より報告
がありました。
・学会賞
今年度の日本英語教育史学会賞については、論文審査委員長代行の竹中龍範氏（香川大学）より
「該当者なし」との報告がありました。あわせて、奮っての投稿を期待する旨のコメントがありま
した。
・役員選出等
竹中会長の任期満了にともなう新役員の選出については、選挙管理を担当した事務局長より締切
までに以下の立候補があったことが報告されました。

会

長

江利川

春

雄

（和歌山大学）

副 会 長

佐

藤

惠

一

（工学院大学〔非常勤〕
）

副 会 長

馬

本

勉

（県立広島大学）

総会では、全員を新役員として選出。暫時の休憩の後、江利川新会長より新役員体制についての
方針の説明とともに学会運営についての所信が表明されました。
なお、総会の終了後には、全国大会の終了をもって任期満了となる竹中会長より挨拶がありまし
た。
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2013年度会務報告 -------------------------------------------------------------------1. 全国大会
第29回全国大会は、2013年5月18日(土)・19日(日)の両日にわたり、大阪の四天王寺大学藤井寺
駅前キャンパスを会場に開催した。
2. 学会誌
2013年5月、学会誌『日本英語教育史研究』第28号を刊行した。
3. 会員動静
2013年度中の入会者は8名、退会者は14名（うち連絡不能等による退会者は6名）で、年度末の
会員数は133名となった。

2013年度会計報告 -------------------------------------------------------------------平成 25 年度 日本英語教育史学会収支決算報告
2013（平成 25）年 4 月 1 日 ～ 2014（平成 26）年 3 月 31 日
収入の部

支出の部

繰越金

1,300,173

月報関係費

61,167

学会費

758,000

事務活動費

131,668

紀要代金

0

大会補助費

51,370

広告代金

0

紀要経費

雑収入

0

雑費

寄付
郵便局利子
銀行利子
収入合計

385,286
3,063

30,000 支出合計

632,574

599
6
2,088,778 繰越金

1,456,204
以上相違ありません。
2014 年 5 月 17 日
事務局会計 河村 和也

印

会計監査 平賀 優子

印

同

安部 規子

印

1. 収入の部に関して
2013年度末の会費納入率は89.7％に達し、前年度比で6.6ポイント上昇している。会員のみなさ
まのご協力に感謝するとともに完納を目指したい。
2. 支出の部に関して
繰越金は1,456,204円で前年度比156,031円の増となり、単年度の黒字を計上した。学会誌製作
費の減少も一因ではあるが、経費節減も功を奏している。
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今年度の学会賞は該当者なし

奮ってのご投稿を

日本英語教育史学会賞は、日本英語教育史学会賞規程（2008年5月）に基づき、『日本英語教育
史研究』に掲載決定済みの論文について、(a)論述の展開、(b)研究の方法・技術、(c)独創性、(d)日
本英語教育史研究への寄与の各観点から審査のうえ受賞者を決定するものです。受賞者は、当該の
『日本英語教育史研究』が刊行される前年度末日の時点で45歳以下の会員が対象となります（ただ
し学生・大学院生の場合は年齢を問いません）。受賞者には賞状とともに、副賞として10万円が贈
られます。
学会誌『日本英語教育史研究』第30号への論文投稿の締切は10月31日です。今年度は受賞者が
なく残念でしたが、若手会員のみなさんの奮っての投稿を期待します。
（以上、文責事務局）

〉〉事務局より
全国大会の終了後、今年も全国の会員のみなさまに向けて学会誌および会員名簿を発送しました。
例年通り会費納入をお願いする文書（「紀要の送付と年会費の納入について」）を同封しましたと
ころ、多くのみなさまにさっそくご対応いただき、あつく御礼申し上げます。
期限は特に定めておりませんが、その他のみなさまにおかれましても早期の納入にご協力くださ
いますようお願い申し上げます。

会
送

費
金 先

一般：5,000 円 ／ 学生：3,000 円
ゆうちょ銀行：（振替口座）00150-3-132873
三菱東京 UFJ 銀行千住中央支店：（普通口座）0997182
＊口座名義はいずれも「日本英語教育史学会」です。

全国大会までに今年度分をお納めくださったみなさまには、納入日を記した文書（「会費紀要の
送付について」）を同封してありますので、どうぞご確認ください。また、全国大会にお越しにな
ったみなさまには、その場で会費をお納めいただき学会誌および会員名簿をお渡ししております。
なお、１年もしくは２年分の会費が未納の方には、この会報の発送に合わせて「会費納入のお願
い」のみをお送りいたします。ご確認のうえ、よろしくご対応くださいますようお願い申し上げま
す。
（会計担当）

〉〉新入会員(敬称略)
上野 舞斗（うえの・まいと）

大阪府

（所属）四天王寺大学〔学部３年〕
（名簿担当）
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研究例会での発表を希望する会員は、(1) 発表希望月、(2) タイトル、(3) 発表概要(100
～200 字程度)、(4) 使用予定機器、以上４点を明記の上、発表希望月の前々月 10 日
（9 月発表希望であれば 7 月 10 日）までに日本英語教育史学会例会担当（保坂芳男）
までお申し込みください。
Email: yhosaka@ner.takushoku-u.ac.jp
TEL&FAX: 042-665-3225 (拓殖大学・保坂研究室)

2014年度 日本英語教育史学会 役員紹介
会長

江利川 春雄

副会長

馬本 勉

事務局長

河村 和也

理事（担当）

河村 和也
若有 保彦

隈 慶秀

田邉 祐司

拝田 清

保坂 芳男

評議員

青木 庸效
庭野 吉弘

紀平 健一
茂住 實男

今野 鉄男

島岡 丘

西 忠温

幹事

青田 庄真

赤石 恵一

榎本 剛士

会計監査

安部 規子

平賀 優子

顧問

出来 成訓

小篠 敏明

名誉会長

竹中 龍範

論文審査委員

竹中 龍範（委員長）
佐藤 惠一
田邉 祐司

馬本 勉

江利川 春雄

紀要編集委員

佐藤惠一（編集長）

保坂 芳男

隈 慶秀

佐藤 惠一

河村 和也

５月の会員総会で新役員が以上のように選出されました。以下に会長、副会長、事務局長、理事
の挨拶を掲載いたします。
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会長拝命のごあいさつ
会長

江利川 春雄

日本英語教育史学会創設 30 周年にあたる記念すべ
き 2014 年に、会長を拝命することになりました。ま
さに身の引き締まる思いがいたします。
出来成訓先生、伊村元道先生、小篠敏明先生、竹中
龍範先生という歴代の会長が率いてこられた本学会
で、私は英語教育史の魅力に取り憑かれ、研究者とし
て育てていただきました。また、2000 年に伊村元道
会長から副会長を拝命して以来、７期 14 年にわたり
３代の会長の下で学会運営を修業する機会を与えて
いただきました。
こうした諸先輩の学恩・御恩に報い、何よりも本学会の発展に寄与するために、微力ながら第５
代会長として全力を尽くす覚悟です。何とぞよろしくお願い申し上げます。
30 年といれば１世代です。先人たちが切り拓いてこられた「これまで」から深く学びつつ、
「こ
れから」の溌剌たる次世代を育てていかなければなりません。そのために、当面、次のような諸課
題に取り組んで行きたいと思います。
・研究を質・量ともに高めるために、例会・大会での発表、学会紀要への投稿を能動的に働きか
けていく。
・共同研究プロジェクトやセミナーなどを通じて研究活動を活性化し、とりわけ若手研究者の育
成を図る。
・学会ホームページ等の広報機能を充実させ、学会としての発信力の伸張と会員の増加を図る。
・会員からの要望・提案を積極的に学会運営に活かしつつ、運営方針をできるだけ可視化する。
・役員組織の役割分担を明確にし、機動的かつ効率的な組織運営を図る。
このほか、関連諸学会との連携強化、英語教育界への知見や提言等の発信、将来的には学会の総
力を結集しての日本英語教育史通史の完成なども課題でしょう。
課題はたくさんありますが、創造的な仕事は楽しいものです。ぜひ役員各位と会員諸賢の知恵と
力をお借りしながら、本学会を盛り立てていきたいと思います。
学会は society です。学問的に切磋琢磨しながらも、交流と親睦を深める楽しい場でなければな
りません。幸い、本学会はアットホームな雰囲気が創設以来の伝統です。今後とも、「行きたくな
る」
「行ってよかった」と思える学会をめざしましょう。
会員の皆さまのご協力を心よりお願い申し上げ、ご挨拶に代えさせていただきます。
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新役員体制の中で
副会長

佐藤 惠一

これまで、竹中先生（元会長）の組織作りの一員に加えて頂き、
その補佐役として会の運営に携わってきましたが、思うように十
分な働きが出来ず竹中先生にもご迷惑をおかけしたのではと思
います。
この度、竹中会長の辞任に伴い私も役職を辞すことも考えまし
たが、今の私にはやりきったと言うよりも次の世代の方々にこの
学会を引き継いでもらうには、まだ残された仕事があるのではと
思うに至りました。
結果、今の立場でもう少し頑張ろうと決意し、江利川会長新体制の中で新しい基盤つくりをして
いくことに致しました。
東京・関西方面それぞれの新旧学会員が一つの和になり、誰にでも開放された学会に育つよう、
そして全ての会員が自分の研究を全うできるよう、そうした改革をも視野にいれ先生方のご指導を
いただきながらよりよい体制作りを進めて行きたいと思います。
引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。

ご挨拶
副会長

馬本 勉

このたび副会長を拝命しました馬本です。微力ながら、日本英
語教育史学会の発展に力を尽くしたいと思います。
私が入会したのは 1998 年、大学での勤務の傍ら博士課程に進
み、小篠敏明先生のご指導のもと、歴史的考察を含む研究テーマ
の「切り口」を求めていた頃です。入会 1 年後の最初の例会発表
では、中学校学習指導要領「指定語」の変遷を、ソーンダイクや
パーマーの語彙表との比較や、コーパス分析の視点を交えて論じ
ました。厳しくも温かいコメントの溢れる「月報」
（現「会報」
）
を受け取って間もなく、若林俊輔先生から『「指定語」の変遷をたどる』という私家版冊子を頂戴
したのです。そのときはまだ、直接お会いしたことはありませんでしたが、ご論考で示された先生
の詳細な分析は、私の研究に大きなヒントを与えてくださいました。「例会」と「月報」を中心に
人の輪が広がり、学びが深まる、そうした場の存在に感動を覚えた瞬間です。
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これまで 16 年間、こうした形で先輩会員の皆様から、実に多くのご指導を賜りました。その恩
返しが少しでも叶うよう、副会長の役割を果たしていきたいと思います。まずは自らの研究を着実
に進め、その上で皆様とともに「研究を語り合う場」を一層充実させたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

新たな思いで
事務局長

河村 和也

江利川春雄会長・佐藤惠一副会長・馬本勉副会長という新しい体制の
もとで、引き続き事務局長を務めさせていただくこととなりました。
この会の一員に加えていただいたのは1996年11月のことでしたが、３
年半後の2000年5月からは幹事として、さらに２年後の2002年５月から
は理事として、一貫して学会事務に関わってきました。当初の仕事は『月
報（現在の会報）
』の編集と発送でしたが、会計を担当されていた伊藤裕
道先生が体調を崩されたことにともない、2004年10月からはその任務を
与えられました。その後、会長に選出された竹中龍範先生より事務局長にご指名いただいたのが
2008年５月のことです。
以来、会員台帳の電子化をはじめ、名簿原票の活用や会費納入のルール変更など、学会事務の合
理化を進めてきました。その一方で、会員名簿をはじめとする各種印刷物の外注を取りやめるなど、
経費の節減にも努めてきたところです。どのようなことも、会員のみなさまのご理解とご協力なし
には実現し得なかったものであり、この場をお借りしてお礼申し上げます。
今回、４期目の事務局長を拝命するにあたり、初心にかえる思いで自分のことばを読み返してみ
ました。2008年７月４日発行の『月報』221号には「事務局長を拝命して」と題した拙文が掲載さ
れていますが、その最後の方には次のようにあります。
……今後、私たちはさらに大きな会を志向することになりましょうし、今まで以上に電子化と
合理化を推進していく必要もありましょう。そのような流れの中で、事務を預かる者が忘れて
はならないのは、小さな会が持っていた手づくりの温かみを大切にすることだと思っています。
６年も前にこんなに大仰なことをことばにしていたのだと赤面する思いもありますが、今、新た
な思いでこの大きな任務に当たろうとするとき、事務局長としての私の姿勢に変わるところは何ひ
とつないこともまた確かめているところです。みなさまの変わらぬご協力をお願い申し上げる次第
です。

- 13 -

2014（平成 26）年 6 月 22 日発行【14】

日本英語教育史学会会報（263）

理事として
理事

保坂 芳男

理事

田邉 祐司

拓殖大学の保坂です。今年度は、江利川新学会長のご指名でまた理事を
務めることになりました。主な担当は、年 5 回行われている例会の組織・
運営です。最近は、発表者を探すのに苦労しています。多くの会員の皆様
の積極的な発表をお願いしたいと思います。2 年間、よろしくお願いしま
す。

往時を彰らかにし、 未来を考える

日本の英語教育界は、海の向こうから“旬”のアイデアを持ってきて、国内
で試行するということを繰り返しています。“我が家”の backyard で起きた
ことを知り、そこから学ぶことも同じく大切なことなのですが…。英語教育
における「彰往考来」の理念を新会長、理事一丸となって広めていきたいと
思います。

ご挨拶
理事
2010 年より理事を仰せつかっている隈慶秀と申します。英語教育史は、大
学時代講義を受けて以来 30 年ほど続けていることになっていますが、勉強
不足で、先達そしてみなさまから学ばなければならないことがたくさんあり
ます。
微力ではありますが、英語教育史学会の発展に貢献できればと思っていま
す。
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ご挨拶
理事

拝田 清

大会担当理事の拝田清（はいだきよし）と申します。専門は英語教育学、
言語政策論、オーストラリア先住民語です。英語教育史の分野では、英語教
育目的論と学習指導要領の史的変遷の部分で関わりがありますが、本学会で
は傍流として末席を汚しております。現在は、小中高の英語教員養成を本務
としつつ、細々とオーストラリア先住民の言語文化の研究も続けております。
よろしくお願い致します。

ご挨拶
理事

若有 保彦

新しい体制の中で引き続き会報担当理事として活動させていただくことに
なりました。昨年度から会報の編集を担当しておりますが、先代の担当が馬
本先生、先々代が河村先生でしたので、最近の会報はグレードダウンした感
がおありのことと思います。カラオケで名人の後に歌う順番が回ってきた人
間の気持ちですが、学会がより魅力あるものになるよう努力していきますの
で、今後とも温かい目で見守っていただければ幸いです。

〉〉英語教育史フォルダ
◇小田

勝己 (2014). 『英語主語の立て方練習帳：視野・感性・思考』（リベラル・アーツ

シ

リーズ１）アカデメイア・プレス.
◇島岡

丘 (2014). 『カタカナ活用

◇島岡

丘 (2014). 『英語の発音―カナ表記の活用―』

◇馬本

勉〔編著〕(2014). 『外国語活動から始まる英語教育』あいり出版.

英語発音力向上の試み』

＊馬本氏のほか、会員の河村和也・本岡直子・平本哲嗣の各氏が執筆しています。
EDITOR’S BOX

先日、昨年 11 月に東北地方で放映された NHK クローズアップ東北「“英語の授業は授

業で”～新指導要領の波紋」という番組に取り上げられた、山形県のある高校の授業研究会に参加してき
ました。1 年生の 5 月で、初めてクラスメートの前でスピーチを行う緊張した様子の生徒に対し、発表後
に英語で質問をしながら課題に気づかせていく先生のリードにはとても素晴らしいものがありました。し
かし、それよりも印象に残ったのは、それだけの指導力があってもなお授業改善の模索に一生懸命に取り
組むその先生のひたむきな姿勢でした。自分の姿勢を反省するよい機会になりました。
（若）
© 日本英語教育史学会会報編集部（秋田大学 若有研究室 geppo@hiset.jp）
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第 248 回 研究例会のご案内
日

時：2014 年 7 月 20 日（日）午後 2 時～

会

場：拓殖大学

国際教育会館（F 館）
（東京都文京区大塚 1-7-1）3 階 F301 号室

シンポジウム：
「日本社会と英語―寺沢拓敬著『「なんで英語やるの？」の戦後史』

を素材に」
提

案

者：寺沢 拓敬（日本学術振興会特別研究員 PD）

指定討論者：榎本 剛士（金沢大学）
、 青田 庄真（東京大学大学院生）
コーディネーター：江利川 春雄（和歌山大学）
寺沢拓敬著『「なんで英語やるの？」の戦後史 ―《国民教育》としての英語、その伝統の成
立過程』
（研究社、2014）を素材に、
「日本社会と英語」というマクロなテーマを考えてみたい。
同書は、新制中学校英語の「事実上の必修化」過程、つまり、一部の者だけの科目だった外国
語科が日本社会で大衆性・普遍性をいかに獲得していくかを明らかにしたものである。この分
析を通じて、英語教育目的論にとどまらず、日本社会に英語（科）をどのように位置づければ
よいか、議論したい。

参 加 費： 無料
問 合 先： 保坂 芳男（メール: yhosaka@ner.takushoku-u.ac.jp TEL/FAX: 042-665-3225）

★会員外の方の研究例会へのご参加を大いに歓迎いたします。
【会場・交通案内】

（拓殖大学ウェブサイトより）

東京メトロ丸ノ内線

茗荷谷駅下車 徒歩 5 分

都営バス【都 02】系統

茗荷谷駅前（拓殖大学前）下車 徒歩 5 分
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