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期   日 2010 年 5 月 15 日(土)・16 日(日) 
会   場 大学コンソーシアムあきた カレッジプラザ 
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 第１日 ／ 5 月 15 日（土） 

 
 
 
受付開始  13:00 （明徳館ビル 2F カレッジプラザ 講堂入口前） 
 ＊参加費 2,000 円（学生 500 円）  
      地元参加の非会員は無料 
 
 
◎ 記念行事等 （カレッジプラザ 講堂） 

 総合司会 佐藤 惠一（工学院大学[非]） 

開 会 式  13:30 ～ 13:40 
  大会会長挨拶 池村 好道（秋田大学） 

  学会会長挨拶 竹中 龍範（香川大学） 
 
会員総会  13:40 ～ 14:10 
  議長選出 活動報告 会計報告 会計監査報告 役員選出 その他 
 
授 賞 式  14:10 ～ 14:20 
  日本英語教育史学会賞 
 
 

記念講演 14:30 ～ 16:00 （カレッジプラザ 講堂） 
司会（講師紹介） 竹中 龍範（香川大学） 

 
 

「秋田における米人教師カロザス」 
 
                  講演者  高橋 俊昭（元立正大学） 
 
 

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
プロフィール： 
 1933 年生まれ。秋田県出身。国際基督教大学教養学部卒業。同大学大学院修士課程（英語教育）
修了。東京の成蹊中学・高等学校教諭を経て、立正大学文学部講師。日本英学史学会・日本英語教
育史学会会員。2008 年 2 月、学術出版会より『英学の時代：その点景』を上梓。 
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◎ 研究発表 第１室 （カレッジプラザ 講堂） 
 
セッション① （16:10～17:25） 
 司会 山田 豪（東京都立産業技術高等専門学校名誉教授） 
 
 16:10 ～ 16:35 『中等学校ニ於ケル英語教授法調査委員報告』をめぐる教育政策 

 西原 雅博（富山商船高等専門学校） 

 16:35 ～ 17:00 磯尾哲夫の英語指導観：福島プランを中心に 
小林 大介（専修大学大学院[院生]）・田邉 祐司（専修大学） 

 17:00 ～ 17:25 秋田県人が切り開いた日本の英語教育：先達の開隆堂著者陣が言い残した
方針と裏話 

     島岡 丘（筑波大学名誉教授） 
 
◎ 研究発表 第２室 （カレッジプラザ 小講義室） 
 
セッション① （16:10～17:25） 
 司会 馬本 勉（県立広島大学） 
 
 16:10 ～ 16:35 学習指導要領（試案）時代の高校英語教科書について：戦争・平和に関す

る題材を中心に 
 藤本 文昭（今治明徳高等学校矢田分校） 

 16:35 ～ 17:00 終戦から 1960 年までの時期における高校英語教科書の成立と変遷 
奥野 久（大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎） 

 17:00 ～ 17:25 英語教科書リーダビリティの変遷：Ozasa-Fukui Year Level, Ver. 2.1に
よる分析を基にして 

     小篠 敏明（福山平成大学） 

---------- 

記念撮影  17:40 （カレッジプラザ 講堂） 
 
懇親会  18:00 ～ 20:00 （伝承の味処 無限堂 秋田駅前店） 
 司会 河村 和也（拓殖大学[非]） 
 

＊ 懇親会場まではカレッジプラザから徒歩 3分です。記念撮影終了後にご案内します。 

＊ 懇親会場の連絡先等は以下の通りです。 

秋田市中通 2-4-12 Tel：018‒825‒0800 Website : http://www.mugendo.jp/ekimae.html 
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 第２日 ／ 5 月 16 日（日） 

 
 
 
受付開始  9:10 （明徳館ビル 2F カレッジプラザ 講堂入口前） 
 
 
◎ 研究発表 第１室 （カレッジプラザ 講堂） 
 
セッション② （9:30～10:45） 
 司会 江利川 春雄（和歌山大学） 
 
 9:30 ～ 9:55 学校文法成立史(2)：W.D.Coxと J.M.Dixonの英文法教育論をめぐって 

 斎藤 浩一（東京大学大学院[院生]） 

 9:55 ～ 10:20 英語教育史の研究方法に関する一見解 
小田 勝己（工学院大学[非]） 

 10:20 ～ 10:45 新高等学校学習指導要領外国語について 
     今野 鉄男（立正大学[非]） 

---------- 

セッション③ （11:00～11:50） 
 司会 河村 和也（拓殖大学[非]） 
 
 11:00 ～ 11:25 日本英語音声教育史：P.A.Smithの Notes on Practical Phonetics.をめぐ

って 
 田邉 祐司（専修大学） 

 11:25 ～ 11:50 放送教育による英語講座の嚆矢 
佐藤 惠一（工学院大学[非]） 
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◎ 研究発表 第２室 （カレッジプラザ 小講義室） 
 
セッション② （9:30～10:45） 
 司会 竹中 龍範（香川大学） 
 
 9:30 ～ 9:55 戦後初期沖縄における小学校英語教育 

村田 典枝（沖縄キリスト教学院大学） 

 9:55 ～ 10:20 修猷館の英語教師の履歴について 
安部 規子（有明工業高等専門学校） 

 10:20 ～ 10:45 五高教授夏目金之助の後任：遠山参良 
     西 忠温（元崇城大学） 

---------- 

セッション③ （11:00～11:50） 
 司会 馬本 勉（県立広島大学） 
 
 11:00 ～ 11:25 『明治 41 年試験問題答案意見書』(五高)：英語学力評価の観点から 

隈 慶秀（福岡県立明善高等学校） 

 11:25 ～ 11:50 受験英語と参考書の歴史(2) 
江利川 春雄（和歌山大学） 

---------- 

閉会式  12:00 ～ 12:10 （カレッジプラザ 講堂） 
 司会 河村 和也（拓殖大学[非]） 

  閉会の辞 江利川 春雄（和歌山大学） 

 

 

大 会 役 員 
 大会会長 池村 好道（秋田大学） 
 大会実行委員長 若有 保彦（秋田大学） 
 大会実行委員 馬本 勉（県立広島大学） 河村 和也（拓殖大学[非]） 
  小林 大介（専修大学大学院[院生]） 斎藤 浩一（東京大学大学院[院生]） 
  佐藤 惠一（工学院大学[非]） 
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Access 
 

 
 
 
Floor Guide 

 

 
 
 
 
 
＊ このページの図は、大学コンソーシアムあきたのウェブサイト（http://www.consortium-akita.jp/）
より転載させていただきました。 


