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日本英語教育史学会  
  

  

第 3311回全国大会  ((九州大会))  
  

プ  ロ  グ  ラ  ム  
 
 
 

 
 
 
 

 

期   日 2015年 5月16日(土)・17日(日) 
会   場 独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校 

 〒830-8555 福岡県久留米市小森野1－1－1 

 （JR久留米駅から西鉄バス「高専前」下車徒歩1分） 

主   催 日本英語教育史学会 
大会事務局 四天王寺大学教育学部 拝田 清 研究室 

 〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前3－2－1  

 E-mail: tufs3haida@hotmail.com  

学会事務局 日本英語教育史学会 和誠堂文庫（河村和也） 

 〒121-0011 東京都足立区中央本町5－10－22 

 Tel : 090-3437-1703 Fax : 03-3886-8804 

 E-mail : membership@hiset.jp Website : http://hiset.jp/ 
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第31回全国大会（九州大会）プログラム 
 

第１日： 5月16日（土） 

 受付開始  12:00（図書館2階 マルチメディア教室前） 

 開 会 式  13:00 ～ 13:10 （図書館マルチメディア教室） 
      総合司会 馬本 勉（県立広島大学） 

大会会長挨拶  三川 譲二（久留米工業高等専門学校校長） 
学会会長挨拶  江利川 春雄（和歌山大学） 

 総  会  13:10 ～ 13:40 （図書館マルチメディア教室） 
議長選出 活動報告 会計報告 会計監査報告 その他 

  
 記念講演  14:00 ～ 15:30 （図書館マルチメディア教室） 

熊本洋学校お雇い教師 Captain Janes の英語教育と熊本バンド 

―その源流を辿りながら― 

西  忠温 （元崇城大学） 

講演者紹介  江利川 春雄（和歌山大学） 

  
 研究発表Ⅰ  15:45 ～ 17:00 （図書館マルチメディア教室） 

 司会： 赤石 恵一 （日本大学） 

15:45 ～ 16:10 
明治英語教授国家基準「改正中学校教授要目」の伝達―「文検英語科」による 

伝達ルートに焦点をあてて―       西原 雅博（富山高等専門学校） 

16:10 ～ 16:35 
明治期英文典独習書の分析研究 

馬本 勉（県立広島大学） 

16:35 ～ 17:00 
満州医科大学予科入学試験（英語）の解析 

田中 正道（広島大学名誉教授） 

  
記念撮影 （図書館前，雨天の際は教室内） 
 

 懇 親 会  18:00 ～ 20:00  ブリヂストンクラブ（久留米市城南町 5－1，電話 0942-38-0181） 

司会進行： 拝田 清（四天王寺大学） 
  ＊懇親会場への移動は各自でお願いします。大会会場の久留米高専から懇親会場へは徒歩で15分ほどかかり 

   りますので、タクシー・バスのご利用をおすすめします。お帰りは JR久留米駅まで徒歩 8分程度です。 
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第１日： 5月17日（日） 

 受付開始  9:00（図書館2階 マルチメディア教室前） 

  研究発表Ⅱ  9:30 ～ 11:10 （図書館マルチメディア教室） 

 司会： 隈 慶秀（福岡県立明善高校） 

9:30 ～ 09:55 
英語の発音 ―SKTの史的意義― 

島岡 丘（筑波大学名誉教授シニア・プロフェッサー） 

9:55 ～ 10:20 
「５文型」断章 

川嶋 正士（日本大学） 

10:20 ～ 10:45 
日本英語音声教育史：大谷正信が伝えたDaniel Jones の音声学講義 

田邉 祐司（専修大学） 

10:45 ～ 11:10 
小学校英語教育史に見る米軍占領下の沖縄1945～1953―何故英語は第二言語

と成りえなかったのか―                        与那覇 恵子（名桜大学） 

 研究発表Ⅲ  11:20 ～ 13:00 （図書館マルチメディア教室） 

 司会： 竹中 龍範（香川大学）  

11:20 ～ 11:45 
電機学校の英語 

河村 和也（東京電機大学） 

11:45 ～ 12:10 
日本陸軍の外国語教育と情報活動 

江利川 春雄（和歌山大学） 

12:10 ～ 12:35 
戦後中学英語検定教科書における米語用法に関する一考察 

松崎 徹（筑紫女学園大学） 

12:35 ～ 13:00 
 「コミュニケーション」重視の英語教育政策を問い直す：1989(平成元)年版『学    
 習指導要領』を中心に                          拝田 清（四天王寺大学） 

  閉 会 式  13:10（図書館マルチメディア教室） 

閉会の辞  学会副会長 佐藤 惠一（工学院大学） 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 修猷館高校英語教育史資料展観  14 :30 ～ 15:30  （於 福岡市総合図書館） 

   ＊ 移動はマイクロバスを利用（費用 1人 1,000円） 

   ＊ 久留米高専 13：30出発 → 福岡市総合図書館 14：20到着予定 
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大 会 役 員 

 大会会長           三川 譲二（久留米工業高等専門学校校長） 
 大会実行委員長     安部 規子（久留米工業高等専門学校） 
 大会副実行委員長  隈 慶秀（福岡県立明善高等学校） 
  大会事務局     拝田 清（四天王寺大学） 
 大会実行委員       赤石 恵一（日本大学）  上野 舞斗（四天王寺大学学生） 

 

 
《会場案内・交通案内》 

	 	 	 	 	 	 	  

（案内図は久留米高専ホームページより） 

1. JR博多駅→新幹線 20分→JR久留米駅／西鉄バス 8番｢高専｣行きに乗車→12分→「高専前」下車→
徒歩 1分，または JR久留米駅よりタクシーで 8分  

2. 福岡空港→高速バス 45分→JR久留米駅／西鉄バス 8番｢高専｣行きに乗車→12分→「高専前」下車

→徒歩 1分，または JR久留米駅よりタクシーで 8分  
3. 西鉄大牟田線福岡駅→特急 30分→西鉄久留米駅／西鉄バス 4番のりばから 8番｢高専｣行きに乗車→

20分→「高専前」下車→徒歩 1分，または西鉄久留米駅よりタクシーで 12分  

4. 西鉄大牟田線福岡駅→急行 45分→宮ノ陣駅／宮ノ陣駅よりタクシーで 6分（徒歩 25分）	 


