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第 33回全国大会（福島大会）プログラム 

 
第 1日： 5月 20日（土） 

	 受付開始	 	 12:00（70号館 4階 7044教室前） 

	 開 会 式	 	 13:00 〜 13:10 （70号館 4階 7044教室） 
      総合司会	 馬本 勉（県立広島大学） 

大会会長挨拶	 	 出村 克宜（日本大学工学部長） 
学会会長挨拶	 	 江利川 春雄（和歌山大学） 

	 総	 	 会	 	 13:10 〜 13:40	 （70号館 4階 7044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	 （70号館 4階 7044教室） 

 

「英語教育論争から考える」 
鳥飼  玖美子 （立教大学名誉教授） 

 

講演者紹介	 	 江利川 春雄（和歌山大学） 

	  
 
	 研究発表 I	 	 15:45 〜 17:00 （70号館 4階 7044教室） 

	 司会：	 竹中	 龍範（香川大学） 

15:45 ～ 16:10 
19世紀規範統語論における「完成」という概念：「5文型」断章 2017 

川嶋正士（日本大学） 

16:10 ～ 16:35 
『新学習指導要領』の策定プロセスを検証する 

拝田清（四天王寺大学） 

16:35 ～ 17:00 
『英語の研究と教授』に掲載された有名教授への追悼文のすべて 

島岡丘（筑波大学名誉教授シニア・プロフェッサー） 
 
	  
	 鳥飼玖美子先生サイン会	 17:10 ～ 17:40  （詳しくは p.5をご覧下さい。） 
 
記念撮影	 （本館前，雨天の際は 70号館 1階） 
 

	 懇 親 会	 18:30 ～ 20:30	 郡山ビューホテルアネックス（〒963-8004 福島県郡山市中町１０−１０TEL：024-924-1111）                                                                 

司会進行： 赤石	 恵一（日本大学工学部） 
 

＊懇親会場への移動は各自でお願いします。大会会場の日本大学工学部から懇親会場へは距離が 6km ほ 

どありますので，タクシー・バスのご利用をおすすめします。お帰りは JR郡山駅まで徒歩 3分程度です。 
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第 2日： 5月 21日（日） 

	 受付開始	 	 9:00（70号館 7045教室前：第 1日と教室が異なります。ご注意下さい。） 

  研究発表 II	  9:30 ～ 11:10 （70号館 7045教室） 

 司会：	 藤本 文昭（横浜翠陵中学・高等学校） 

9:30 ～ 09:55 
明治後期中学校英語教授実践の性格：校内伝達組織の制度化と国家基準の変容 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 西原雅博（富山高等専門学校） 

9:55 ～ 10:20 
小学校英語教育の是非をめぐる戦前期の論争 

江利川春雄（和歌山大学） 

10:20 ～ 10:45 
ネスフィールド独習書に関する研究 

馬本勉（県立広島大学） 

10:45 ～ 11:10 
神戸高等商業学校予科における英語教育 

惟任泰裕（神戸大学大学院） 

	  

研究発表 III	  11:20 〜 13:00 （70号館 7045教室） 

 司会：	 榎本	 剛士（大阪大学）	  

11:20 ～ 11:45 
英学史・英語教育史に関する出来成訓先生の業績 

上野舞斗（和歌山大学大学院） 

11:45 ～ 12:10 
英語発音指導における「主体的・対話的で深い学び」：史的観点からの一考察 

田邉祐司（専修大学） 

12:10 ～ 12:35 
若林俊輔の英語教育論：初期（東京学芸大学着任前） 

若有保彦（秋田大学） 

12:35 ～ 13:00 
新指導要領と平泉試案～義務教育はどこに向かうのか～ 

久保野雅史（神奈川大学） 

  閉 会 式	 	 13:10（70号館 7045教室） 

閉会の辞	 	 学会副会長	 田邉	 祐司（専修大学） 
 
 

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

 
 
＊学会年会費 
	 	 一般会員	 5,000円 
学生会員（院生含む）：3,000円（※会費は 2年目より。初年度無料） 

＊大会参加費 
	 	 一般会員：2,000円	 ／	 学生会員：500円	 （一般・学生を問わず非会員は無料） 
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大 会 役 員 

 大会会長           出村	 克宜（日本大学工学部長） 
 大会実行委員長     川嶋	 正士（日本大学工学部） 
 大会副実行委員長	  赤石	 恵一（日本大学工学部） 
	  大会事務局	 	 	 	  川嶋	 正士（日本大学工学部） 

 大会実行委員       拝田	 清	 （四天王寺大学）     	 川﨑	 和基（日本大学工学部）	   
若有	 保彦（秋田大学）       	 	 榎本	 剛士（大阪大学） 
惟任	 泰裕（神戸大学大学院生） 	 青田	 庄真（東京大学大学院生） 
上野	 舞斗（和歌山大学大学院生） 

 

《会場案内・交通案内》 

◆お車でのご来場は出来ません。 

 

・新幹線：東北新幹線郡山駅 

郡山駅よりバス（日本大学経由徳定行き）→ バス停「日本大学」下車（約 20分） 
・飛行機：福島空港 

（大阪国際空港［伊丹空港］，北海道新千歳空港より全日空［ANA］の便があります。） 

	  福島空港よりリムジンバス（郡山駅行き）→郡山駅（約 40分） 
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郡山駅バス（日本大学経由徳定行き）→ バス停「日本大学」下車（約 20分） 
 

≪バス時刻表・乗り場案内≫ 
 
・福島空港リムジンバス 
福島空港HP「アクセス | リムジンバス」 

http://www.fks-ab.co.jp/access/limousine.php  
 
・郡山駅・日本大学工学部間路線バス 
福島交通HP 
「郡山駅前～日本大学」 

http://busget.fukushima-koutu.co.jp/fromto/result/1557/1707/?week=2&nx=2017-04-01 
「日本大学⇒郡山駅前」 

http://busget.fukushima-koutu.co.jp/fromto/result/1707/1557/?week=2&nx=2017-04-01 
 

 
（以上，案内図は日本大学工学部ホームページより転載） 

	 

≪昼食≫ 
土曜日は大会会場の 70号館隣り，50周年記念館ハット NEの 1階にある学生食堂が利用できます。日
曜日は学生食堂が営業していないため，各自昼食を手配して下さい。路線バスのりばの隣りにコンビニ

エンスストアもあります。 
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≪宿泊≫ 
◆宿泊をご希望の方は各自でお手配下さい。  
 
＊以下の3施設については直接施設に電話し「日本英語教育史学会全国大会」とお伝えいただければ特別
料金にて宿泊が提供されます。いずれもホテルのWebサイトや各宿泊サイトから手配されると特別割引
は適用されませんのでご注意下さい。早めに申し込む場合はこれよりお得なWeb割もあります。詳しく
は各施設のURLをご参照下さい。 
 
・郡山ビューホテルアネックス（JR郡山駅より徒歩約5分）  

通常料金：12,960円→特別割引料金：8,427円（朝食付き）  
TEL：024-924-1111 / URL：http://www.k-viewhotel.jp/  

 
・郡山ビューホテル（JR郡山駅より徒歩約8分）  

通常料金：9,720円→特別割引料金：6,656円（朝食付き）  
TEL：024-939-1111 / URL：http://www.k-viewhotel.jp/  
 

・ホテルプリシード郡山（JR郡山駅より徒歩約5分）  
通常料金：11,198円→特別割引料金：9,178円（朝食付き）  
通常料金：10,098円→特別割引料金：8,078円（朝食なし）  

TEL：024-925-3411 / URL：http://www.precede-k.co.jp/  
 

 
≪鳥飼玖美子先生サイン会のご案内≫	 

(会員は、現在先行受付中。非会員は4月24日（月）より受付。5月10日締切) 
 
◆5月20日（土）17:10～17:40 に鳥飼玖美子先生によるサイン会を予定しています。以下の点にご注意
下さい。 
 
・定員50名・先着順・完全予約制です。 
 
・ご希望の方は以下の手順に従って下さい。 
 
① 所定のメールアドレス（33hiselt2017fukushima@gmail.com）にお申し込み下さい。件名は「サイン
会希望」とし，氏名，住所，電話番号をご記入下さい。 

② サイン会参加の可否を返信いたします。その際添付した「サイン会申込書」に必要事項を記入し，
メールに添付の上ご返信下さい。 
 

・サインの対象は下記の著書のみ（他の書籍，物品はサインの対象外），お1人1冊とさせて頂きます。 
 

鳥飼玖美子著『英語教育論争から考える』みすず書房  定価 2,916円（税込み） 
 
・会場にはご著書の準備がありません。あらかじめ各自でご用意下さい。 
 


