
2021 年度 関東甲信越英語教育学会 役員・各種委員会委員一覧（案） 

(敬称略、50 音順)               (2021 年 4 月 9 日現在) 

 

会長     斉田 智里 (横浜国立大学) 

副会長 (会長代行) 高田 智子 (清泉女子大学) 

副会長 西垣知佳子 (千葉大学) 

理事長    浅見 道明 (筑波学院大学) 

 

理事 (2020-2021 年度)  

[東 京] 片山七三雄 (東京理科大学) 

 金枝 岳晴 (東京学芸大学附属竹早中学校) 

 金子 朝子 (昭和女子大学) 

 中村 優治 (慶應義塾大学) 

 松津 英恵 (東京学芸大学附属竹早中学校) 

[埼 玉] 小林 美音 (埼玉県所沢市立美原小学校) 

[千 葉] 大井 恭子  

 酒井 志延 (千葉商科大学) 

[神奈川] 田邉 祐司 (専修大学) 

[茨 城] 浅見 道明 (筑波学院大学) 

[栃 木] 大嶋 浩行 (栃木県立佐野高等学校) 

 田村 岳充 (宇都宮大学) 

[群 馬] 伊藤 文彦 (群馬工業高等専門学校) 

[山 梨] 三枝 幸一 (山梨県富士・東部教育事務所)  

     堀田  誠 （山梨大学） 

[長 野] 赤地 憲一  

 桐井  誠 (文教大学) 

[新 潟] 中村 博生 (高崎健康福祉大学) 

 松沢 伸二 (新潟大学) 

上記に加えて、会長委嘱により各委員会委員長・副委員長・事務局長・事務局次長が理事

を兼任する。 

 
 
  



事務局 

事務局長  濱田  彰 (神戸市外国語大学) 

事務局次長 臼倉 美里 (東京学芸大学) 

事務局員  佐藤  選 (東京学芸大学) 

 

研究大会委員会  

委員長   保坂 華子 (東海大学) 

副委員長  飯島 睦美 (群馬大学) 

副委員長  砂田  緑 (実践女子大学) 

委員    大田 悦子 (東洋大学) 

金子 義隆 (明海大学) 

桐生 直幸 (鎌倉女子大学) 

小西 瑛子 (帝京科学大学) 

野田 明  (鎌倉女子大学) 

羽山 恵  (獨協大学) 

 
 

学会誌委員会 

委員長   加藤 茂夫 (新潟大学) 

副委員長  清水 真紀 (群馬大学) 

副委員長  長沼 君主 (東海大学) 

編集委員  伊佐地恒久 (岐阜聖徳学園大学) 

 大場 浩正 (上越教育大学) 

 神白 哲史 (専修大学) 

 今野 勝幸 (龍谷大学) 

 土方 裕子 (筑波大学) 

 廣森 友人 (明治大学) 

 星野 由子 (千葉大学) 

査読委員  飯島 睦美 (群馬大学) 

 石井 雄隆 (千葉大学) 

 片桐 一彦 (専修大学) 

 田頭 憲二 (東京家政大学) 

根岸 純子 (鶴見大学) 

マキュワン麻哉 (早稲田大学) 

物井 尚子 (千葉大学) 

森本  俊 (玉川大学) 

 

  



研修企画委員会 

委員長   荒川 洋一 (埼玉県立伊奈学園総合高等学校) 

副委員長  物井 真一 (筑波大学附属高等学校) 

委員    石井  潤 (文教大学付属高等学校) 

  川口  純 (順天中学校高等学校) 

塩飽 りさ (筑波大学附属高等学校) 

末森  咲 (お茶の水女子大学) 

関口 友子 (東京都江東区立豊洲小学校) 

竹内まりや (共立女子中学高等学校) 

根岸 加奈 (軽井沢風越学園設立準備財団) 

      福田スティーブ利久 (文教大学) 

 若松 直樹 (桐光学園中学高等学校) 

 渡邊 聡大 (海城中学校高等学校) 

 

マルチメディア委員会 

委員長   長橋 雅俊 (東京工業高等専門学校) 

副委員長  小林  翔 (大阪教育大学) 

委員    宗像  孝 (横浜国立大学) 

山内 真理 (千葉商科大学) 

 

研究推進委員会 

委員長   伊藤 泰子 (神田外語大学) 

副委員長  加藤嘉津枝 (日本大学) 

委員    青田 庄真 (東京医療保健大学) 

 井戸 聖宏 (早稲田中学校・高等学校) 

臼倉 美里 (東京学芸大学) 

大關  晋 (日本大学第二中学校・高等学校) 

  後上 雅士 (早稲田中学校・高等学校) 

駒形 知彦 (千葉県立松戸国際高等学校) 

佐藤  選 (東京学芸大学) 

鈴木 祐一 (神奈川大学) 

砂田  緑 (実践女子大学) 

高木 哲也 (筑波大学附属高等学校) 

田辺 博史 (青山学院高等部) 

冨水 美佳 (昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校) 

松津 英恵 (東京学芸大学附属竹早中学校) 

  矢部 隆宜 (目白研心中学校・高等学校) 

  



編集委員会 

委員長   久島智津子 (津田塾大学) 

副委員長  森  好紳 (白鷗大学) 

委員    岡野紗綾加 (筑波大学大学院生) 

小木曽智子 (筑波大学大学院生) 

小室 竜也 (筑波大学大学院生) 

佐々木大和 (帝京大学) 

佐藤 連理 (筑波大学大学院生) 

鈴木健太郎 (北海道教育大学) 

  田中 菜採 (日本大学) 

丹藤 慧也 (筑波大学大学院生) 

西   聖 (筑波大学大学院生) 

細田 雅也 (北海道教育大学) 

三上 洋介 (筑波大学大学院生) 

水書  亮 (筑波大学大学院生) 

本久 郁子 (千葉大学) 

 

 

運営委員 

運営委員会は会則第 11 条に則り、会長、副会長、理事長、事務局長・事務局次長、各委

員会委員長・副委員長から構成されている。 

 

委員 (50 音順) 

浅見 道明 (筑波学院大学) 

荒川 洋一 (埼玉県立伊奈学園総合高等学校) 

飯島 睦美 (群馬大学) 

伊藤 泰子 (神田外語大学) 

臼倉 美里 (東京学芸大学) 

加藤嘉津枝 (日本大学) 

加藤 茂夫 (新潟大学) 

久島智津子 (津田塾大学) 

小林  翔 (大阪教育大学) 

斉田 智里 (横浜国立大学) 

清水 真紀 (群馬大学) 

砂田  緑 (実践女子大学) 

高田 智子 (清泉女子大学) 

長沼 君主 (東海大学) 

長橋 雅俊 (東京工業高等専門学校) 

西垣知佳子 (千葉大学) 

濱田  彰 (神戸市外国語大学) 

保坂 華子 (東海大学) 

物井 真一 (筑波大学附属高等学校) 

森  好紳 (白鷗大学) 



 

会計監査 

杉田千香子 (中央大学) 

廣瀬 浩二 (東京農業大学) 

 

名誉会長  野田 哲雄 (東京学芸大学名誉教授) 

参与       石丸 玲子  坂永 佑嘉  佐藤 文俊 

 
 
 

全国英語教育学会役員 

理事      斉田 智里 (横浜国立大学)   (2020 年 4 月～2022 年 3 月) 

理事      高田 智子 (清泉女子大学)   (2021 年 4 月～2022 年 3 月) 

幹事      濱田  彰 (神戸市外国語大学) (2020 年 4 月～2022 年 3 月) 

紀要編集委員  神白 哲史 (専修大学) 

加藤 茂夫 (新潟大学) 

清水 真紀 (群馬大学) 

紀要査読委員  磯  達夫 (東京電機大学) 

臼倉 美里 (東京学芸大学) 

大野 真澄 (慶應義塾大学) 

工藤 洋路 (玉川大学) 

古賀  功 (龍谷大学) 

清水 真紀 (群馬大学) 

田邉 祐司 (専修大学) 

中村 優治 (慶應義塾大学) 

濱田  彰 (神戸市外国語大学) 


