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・第１回研究大会       大会実行委員長 滝口正史（筑波大学附属高校） 

期日 １９７７年８月７日    会場： 東京教育会館  

・第２回研究大会       大会実行委員長 浅野 博（筑波大学） 

期日 １９７８年８月７日，８日    会場： 長野県山の内中学校  

 

●１９７９年第５回全国英語教育学会研究大会 大会実行委員長  堀口俊一（東京学芸大学） 

   会場： 群馬県伊香保グランドホテル 

 

・第３回研究大会       大会実行委員長 渡辺益好（埼玉大学） 

期日 １９８０年８月６日，７日   会場： 埼玉県東松山市中央公民館  

・第４回千葉研究大会     大会実行委員長 岩月精三（千葉大学） 

 期日 １９８１年８月３日，４日   会場： 千葉県成田市 成田ビューホテル  

・第５回東京研究大会     大会実行委員長 隈部直光（大妻女子大学） 

 期日 １９８２年８月３日，４日   会場： 調布学園女子短期大学  

・第６回茨城研究大会     大会実行委員長 仁平有孝（茨城大学） 

 期日 １９８３年８月４日，５日   会場： 筑波大学大学会館・外国語センター  

・第７回長野研究大会     大会実行委員長 小宮山義武（長野市立若穂中学校） 

期日 １９８４年８月１０日，１１日   会場： 信濃教育会館（長野市）  

 

●１９８５年第１１回全国英語教育学会研究大会 大会実行委員長 浅野 博（筑波大学） 

  会場： 千葉県成田市ビューホテル 

 

・第８回群馬研究大会     大会実行委員長 前田洋文（群馬大学） 

 期日 １９８６年８月１１日，１２日   会場： 群馬県伊香保町（グランドホテル）  

・第９回栃木研究大会     大会実行委員長 塩澤利雄（宇都宮大学） 

 期日 １９８７年８月１１日，１２日   会場： 栃木県鬼怒川町（ホテル・ニュー岡部）  

・第１０回埼玉研究大会    大会実行委員長 渡辺益好（埼玉大学） 

 期日 １９８８年８月９日，１０日   会場： 埼玉県東松山市（紫雲閣）  

・第１１回山梨研究大会    大会実行委員長 大島 真（都留文科大学） 

 期日 １９８９年８月１１日，１２日   会場： 山梨県河口湖町（レイクランドホテル）  

・第１２回新潟研究大会    大会実行委員長 小野昭一（上越教育大学） 

 期日 １９９０年８月１７日，１８日  

会場： 新潟県新潟市（メルパルクＮＩＩＧＡＴＡ，郵便貯金会館） 

・第１３回茨城研究大会    大会実行委員長 浅野 博（筑波大学） 

期日 １９９１年８月７日，８日   会場： 茨城県勝田市（勝田市文化会館）  

・第１４回群馬研究大会    大会実行委員長 前田洋文（群馬大学） 

期日 １９９２年８月１１日，１２日   会場： 群馬県伊香保町（ホテル天坊）  

研究大会の歩み 
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●１９９３年第１９回全国英語教育学会研究大会 大会実行委員長 浅野 博（東洋学園大学） 

  会場： 松本歯科大学 

 

・第１５回東京研究大会    大会実行委員長 水江彰一（東京都立航空工業高専） 

 期日 １９９４年８月１１日，１２日   会場： 東京都立航空工業高等専門学校  

・第１６回神奈川研究大会   大会実行委員長 鈴木恭史（横浜市立東高校） 

 期日 １９９５年８月１０日，１１日   会場： 横浜市教育文化センター  

・第１７回埼玉研究大会    大会実行委員長 真尾正博（埼玉大学） 

 期日 １９９６年８月８日，９日   会場： 埼玉県松山市紫雲閣  

・第２１回千葉研究大会    大会実行委員長 滝口正史（聖徳大学） 

 期日 １９９７年８月７日，８日   会場： 聖徳大学  

・第２２回東京研究大会    大会実行委員長 馬場哲生（東京学芸大学） 

 期日 １９９８年８月７日，８日   会場： 東京成徳短期大学  

・第２３回山梨研究大会    大会実行委員長 古屋吉雄 

期日 １９９９年８月１０日，１１日  会場： 山梨県甲府市シティプラザ紫玉苑 

 

●２０００年第２６回全国英語教育学会研究大会 大会実行委員長 堀口六寿（東京国際大学） 

  会場  東京国際大学第１キャンパス 

 

・第２５回新潟研究大会    大会実行委員長 米山朝二（新潟大学） 

期日 ２００１年８月１８日，１９日  会場： 新潟ユニゾンプラザ 

・第２６回千葉研究大会    大会実行委員長 奥津文夫（和洋女子大学） 

期日 ２００２年８月７日，８日  会場： 和洋女子大学 

・第２７回栃木研究大会    大会実行委員長 渡辺浩行（宇都宮大学） 

 期日 ２００３年８月５日，６日  会場： 宇都宮大学 

・第２８回東京研究大会    大会実行委員長 相澤一美（東京電機大学） 

期日 ２００４年８月４日，５日  会場： 東京電機大学 

・第２９回新潟研究大会    大会実行委員長 木村哲夫（新潟青陵大学） 

期日 ２００５年８月２０日，２１日  会場： 新潟青陵大学 

・第３０回東京研究大会    大会実行委員長 高山芳樹（東京学芸大学） 

期日 ２００６年８月１９日，２０日  会場： 東京学芸大学 

・第３１回千葉研究大会    大会実行委員長 酒井志延（千葉商科大学） 

期日 ２００７年８月１７日，１８日  会場： 千葉商科大学 

 

●２００８年第３４回全国英語教育学会研究大会 大会実行委員長 金子朝子（昭和女子大学） 

  会場： 昭和女子大学 

 

・第３３回埼玉研究大会    大会実行委員長 木村 恵（獨協大学） 

期日 ２００９年８月２２日，２３日       会場： 獨協大学 

・第３４回茨城つくば研究大会 大会実行委員長 卯城祐司（筑波大学） 

期日 ２０１０年８月２１日，２２日       会場： 筑波大学 

・第３５回神奈川研究大会   大会実行委員長 田邉祐司（専修大学) 

期日 ２０１１年８月６日            会場： 専修大学 
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・第３６回群馬研究大会    大会実行委員長 藤枝 豊（共愛学園前橋国際大学） 

期日 ２０１２年８月１８日，１９日       会場： 共愛学園前橋国際大学 

・第３７回長野研究大会    大会実行委員長 赤地憲一（松本歯科大学） 

期日 ２０１３年８月１７日，１８日       会場： 松本歯科大学 

・第３８回千葉研究大会    大会実行委員長 高田智子（明海大学） 

期日 ２０１４年８月２３日，２４日       会場： 明海大学 

・第３９回山梨研究大会    大会実行委員長 佐野嘉仁（KATE理事） 

期日 ２０１５年８月８日，９日       会場： 帝京科学大学 

 

●２０１６年第４２回全国英語教育学会埼玉研究大会 大会実行委員長 羽山 恵（獨協大学） 

 会場： 獨協大学 

 

・第４１回新潟研究大会    大会実行委員長 松沢伸二（新潟大学） 

期日 ２０１７年８月２６日，２７日       会場： 新潟大学 

・第４２回栃木研究大会    大会実行委員長 大木俊英（白鷗大学） 

期日 ２０１８年８月１８日，１９日       会場： 白鷗大学 

・第４３回神奈川研究大会   大会実行委員長 斉田智里（横浜国立大学） 

期日 ２０１９年８月１０日，１１日       会場： 横浜国立大学 

・第４４回オンライン研究大会 大会実行委員長 西垣知佳子（千葉大学） 

 期日 ２０２０年１２月１２日，１３日 会場：  オンライン 

 

 

＊ 平成８年度第４回理事会にて，関東甲信越地区で開催された第５回、第１１回、第１９回全国英語教

育学会を当学会研究大会開催回数に含めることとし，第１８回千葉研究大会を第２１回千葉研究大会

とすることが承認されました。 

＊ 関東甲信越英語教育学会が全国大会を担当する年は，当学会の研究大会を開催しておりません。 

＊ 詳しくは，当学会ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 


