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日本英語英文学会　学会資料
（2020年12月1日現在）

作成：副会長　野村　忠央

1. 日本英語英文学会　現役員一覧（任期：2019年 4月 1日～2021年 3月 31日）
 （2019年 3月 2日総会決定，但し，名誉顧問および常任理事は非改選）

会　　長：渋谷　和郎（千葉工業大学）
副 会 長：野村　忠央（文教大学）
事務局長：土居　　峻（名古屋大学非常勤）

名誉顧問：松永　　巌（和光大学名誉教授）
顧　　問：鈴木　雅光（東洋大学） 永谷万里雄（青山学院大学非常勤）
　　　　　藤田　崇夫（東洋大学非常勤） 鈴木　繁幸（東京家政大学）
　　　　　松倉　信幸（鈴鹿大学）

〈理事会・評議員会・監事〉
常任理事：加賀　岳彦（日本女子体育大学）　 渋谷　和郎（千葉工業大学）
　　　　　野村　忠央（文教大学）

理　　事：市島　清貴（新潟経営大学）　 岩本　典子（東洋大学）
　　　　　奥井　　裕（和光大学非常勤） 川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　　　　　菅野　　悟（東京理科大学）　 本荘　忠大（旭川工業高等専門学校）
　　　　　女鹿　喜治（桐生大学）

評 議 員：阿部　明子（和光大学）　　　　　 伊藤　達也（東京都立大学非常勤）
　　　　　勝山　裕之（青山学院大学非常勤）　 渋沢　優介（東洋大学非常勤）
　　　　　土居　　峻（名古屋大学非常勤）　　 鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）
　　　　　内藤　麻緒（聖マリアンナ医科大学） 中山　隆夫（東洋大学非常勤）

監　　事：鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学） 内藤　麻緒（聖マリアンナ医科大学）

〈編集委員会〉
編集委員長　：女鹿　喜治（桐生大学）〈英語学〉
編集副委員長：伊藤　達也（東京都立大学非常勤）〈英語学〉
　　　　　　　菅野　　悟（東京理科大学）〈英語学〉
　　　　　　　本荘　忠大（旭川工業高等専門学校）〈英米文学〉
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編集委員：岩本　典子（東洋大学）〈英語教育学〉
　　　　　遠藤　花子（日本赤十字看護大学）〈英米文学〉
　　　　　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）〈英語学〉
　　　　　小林桂一郎（関東学院大学）〈英語学〉
　　　　　渋谷　和郎（千葉工業大学）〈英語教育学〉
　　　　　鈴木　繁幸（東京家政大学）〈英語教育学〉
　　　　　土居　　峻（名古屋大学非常勤）〈英語学〉
　　　　　内藤　麻緒（聖マリアンナ医科大学）〈英米文学〉
　　　　　野村　忠央（文教大学）〈英語学〉
　　　　　安田　利典（早稲田大学助教）〈英語教育学〉

〈大会運営委員会〉
大会運営委員長：加賀　岳彦（日本女子体育大学）〈英米文学〉
大会運営委員　：岩本　典子（東洋大学）〈英語教育学〉
　　　　　　　　奥井　　裕（和光大学非常勤）〈英米文学〉
　　　　　　　　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）〈英語学〉
　　　　　　　　佐藤　亮輔（高知大学）〈英語学〉
　　　　　　　　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）〈英語学〉

〈広報委員会〉
広報委員長：渋沢　優介 （東洋大学非常勤）　
広報委員　：中山　隆夫（東洋大学非常勤）
広報委員HP担当：佐藤　亮輔（高知大学）

〈関東支部〉
支 部 長：野村　忠央（文教大学）　　　副支部長：勝山　裕之（青山学院大学非常勤）
支部幹事：伊藤　達也（東京都立大学非常勤）

〈東海支部〉
支 部 長：横井　一之（東海学園大学） 副支部長：土居　　峻（名古屋大学非常勤）
顧　　問：矢田　貞行（東海学園大学） 
支部幹事：長井みゆき（鈴鹿工業高等専門学校）

〈北海道支部〉
支 部 長：山口　和彦（札幌医科大学）　 副支部長：眞田　敬介（札幌学院大学）
支部幹事：菅野　　悟（東京理科大学）
支部大会運営委員：茨木正志郎（関西学院大学）
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2.  歴代役員一覧（※支部役員は割愛）
（1） 歴代本部役員（但し， 事務局員は非役員扱い）
2016年度　第 3代会長：渋谷　和郎
　副 会 長：野村　忠央　　事務局長：土居　　峻
　名誉顧問：松永　　巌　　顧　　問：鈴木　雅光　永谷万里雄　藤田　崇夫
　常任理事：渋谷　和郎　鈴木　繁幸　野村　忠央　松倉　信幸
　理　　事：市島　清貴　岩本　典子　加賀　岳彦　菅野　　悟　女鹿　喜治
　評 議 員： 阿部　明子　伊勢村定雄　伊藤　達也　勝山　裕之　川﨑　修一　 

新堀　　孝　土居　　峻　鴇﨑　敏彦　本荘　忠大
　監　　事：川﨑　修一　中山　隆夫

2017年度～2018年度　第 3代会長：渋谷　和郎
　副 会 長：野村　忠央　　事務局長：土居　　峻
　名誉顧問：松永　　巌　　顧　　問：鈴木　雅光　永谷万里雄　藤田　崇夫
　常任理事：渋谷　和郎　鈴木　繁幸　野村　忠央　松倉　信幸
　理　　事：市島　清貴　岩本　典子　加賀　岳彦　菅野　　悟　女鹿　喜治
　評 議 員： 阿部　明子　伊藤　達也　奥井　　裕　勝山　裕之　川﨑　修一　 

土居　　峻　鴇﨑　敏彦　内藤　麻緒　本荘　忠大
　監　　事：川﨑　修一　内藤　麻緒
  （事務局員：渋沢　優介　中山　隆夫）

2019年度～2020年度　第 3代会長：渋谷　和郎
　副 会 長：野村　忠央　　事務局長：土居　　峻
　名誉顧問：松永　　巌
　顧　　問：鈴木　雅光　永谷万里雄　藤田　崇夫　鈴木　繁幸　松倉　信幸
　常任理事：加賀　岳彦　渋谷　和郎　野村　忠央
　理　　事： 市島　清貴　岩本　典子　奥井　　裕　川﨑　修一　菅野　　悟　 

本荘　忠大　女鹿　喜治
　評 議 員： 阿部　明子　伊藤　達也　勝山　裕之　渋沢　優介　土居　　峻　 

鴇﨑　敏彦　内藤　麻緒　中山　隆夫
　監　　事：鴇﨑　敏彦　内藤　麻緒
  （事務局員：渋沢　優介　中山　隆夫）

（2） 歴代編集委員
2016年度（第 26号担当）　第 4代編集委員長：野村　忠央
　編集副委員長：伊藤　達也　菅野　　悟　女鹿　喜治
　編集委員　　： 岩本　典子　川﨑　修一　渋谷　和郎　鈴木　繁幸　土居　　峻
　　　　　　　　内藤　麻緒　本荘　忠大　松倉　信幸
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2017年度～2018年度（第 27号・第 28号担当）　第 5代編集委員長：女鹿　喜治
　編集副委員長：伊藤　達也　菅野　　悟　本荘　忠大
　編集委員　　：岩本　典子　川﨑　修一　渋谷　和郎　鈴木　繁幸　土居　　峻
　　　　　　　　内藤　麻緒　野村　忠央　松倉　信幸
2019年度（第 29号担当）　第 5代編集委員長：女鹿　喜治
　編集副委員長：伊藤　達也　菅野　　悟　本荘　忠大
　編集委員　　：岩本　典子　遠藤　花子　川﨑　修一　小林桂一郎　渋谷　和郎
　　　　　　　　鈴木　繁幸　土居　　峻　内藤　麻緒　野村　忠央　安田　利典
2020年度（ 『今さら聞けない英語学・英語教育学・英米文学』（日本英語英文学会30周年記念

刊行物）担当）　第 5代編集委員長：女鹿　喜治
　編集副委員長：伊藤　達也　菅野　　悟　本荘　忠大
　編集委員　　：岩本　典子　遠藤　花子　奥井　　裕　加賀　岳彦　川﨑　修一
　　　　　　　　小林桂一郎　渋谷　和郎　鈴木　繁幸　土居　　峻　内藤　麻緒
　　　　　　　　野村　忠央　安田　利典

（3） 歴代大会運営委員長
2016年度（第 26回年次大会担当）　第 2代大会運営委員長：松倉　信幸
2017年度～2020年度（第 27回～第 30回年次大会担当）　
　第 3代大会運営委員長：加賀　岳彦
その他の歴代大会運営委員，開催校委員，開催校協力委員については「3. 年次大会記
録」を参照のこと

（4） 歴代広報委員
2016年度～2018年度　第 2代広報委員長：土居　　峻　
　広報委員（HP担当）：佐藤　亮輔
2019年度～2020年度　第 3代広報委員長：渋沢　優介
　広報委員：中山　隆夫　　広報委員（HP担当）：佐藤　亮輔

3.  年次大会記録（※肩書きは大会開催当時）
第 26回年次大会
日　時：2016年 9月 10日（土）
場　所：東京家政大学板橋校舎 15号館
　　　　152B教室（発表会場）　152C教室（総会会場・大会事務局）
大会運営委員長：松倉　信幸（鈴鹿大学）
大会運営委員　：岩本　典子（東洋大学）　加賀　岳彦（日本女子体育大学）
　　　　　　　　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
開催校委員　　：鈴木　繁幸（東京家政大学）
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プログラム：
◆総　　会　司会　常任理事　鈴木　繁幸（東京家政大学）
◆開会の辞　会長　渋谷　和郎（千葉工業大学）
◆特別講演　司会　加賀　岳彦（日本女子体育大学）
　「妖精写真 100周年に向けて─コティングリー妖精事件を振り返る」
 浜野　志保（千葉工業大学）
◆研究発表
　司会　岩本　典子（東洋大学）
　「英語を話す保育者養成について」　横井　一之（東海学園大学）
　司会　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　「（不）完全な一致現象の言語学的意義」　三好　暢博（旭川医科大学）
◆閉会の辞　常任理事　鈴木　繁幸（東京家政大学）

第 27回年次大会
日　時：2018年 3月 3日（土）
場　所：千葉工業大学新習志野キャンパス 7号館
　　　　7101教室（大会事務局・役員会会場）　7102教室（総会会場・大会会場）
大会運営委員長：加賀　岳彦（日本女子体育大学）
大会運営委員　：岩本　典子（東洋大学）　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　　　　　　　　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）　松倉　信幸（鈴鹿大学）
開催校委員　　：相原　直美（千葉工業大学）　渋谷　和郎（千葉工業大学）
　　　　　　　　橋本　修一（千葉工業大学）　浜野　志保（千葉工業大学）
　　　　　　　　三村　尚央（千葉工業大学）
プログラム：
◆総　　会　司会　常任理事　鈴木　繁幸（東京家政大学）
◆開会の辞　会長　渋谷　和郎（千葉工業大学）
◆専門領域横断的シンポジウム　司会　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）
　「身近だけど説明に困る言語現象─語法・文法・構文などなど─」
　テーマ「不定詞」　企画者・講師　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　　1.「 不定詞が一番教えにくいと思うのは私だけでしょうか? 

　─不定詞を取り巻く諸問題」　講師　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　　2.「名詞用法の不定詞節について」　講師　佐藤　亮輔（東北大学大学院生）
　　3.「to不定詞の目的用法と文脈」 講師　関田　　誠（東海大学非常勤）
　　☆コメンテーター　野村　忠央（明海大学）
◆研究発表
　司会　岩本　典子（東洋大学）
　「英語教育において音声指導はどうあるべきか」　森景　真紀（北里大学非常勤）
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　司会　内藤　麻緒（聖マリアンナ医科大学）
　「 カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』に描かれる、記憶の記念物の手触りをめ
ぐる考察」　三村　尚央（千葉工業大学）

　司会　奥井　　裕（和光大学非常勤）
　「わが国の英語教育の現状と展望」　菊地　喜平（語学研修コンサルタンツ　主宰）
◆閉会の辞　副会長　野村　忠央（明海大学）

第 28回年次大会
日　時：2019年 3月 2日（土）
場　所：日本赤十字看護大学広尾キャンパス
　　　　211 教室（総会会場・大会会場）　多目的演習室（大会事務局・役員会会場）
大会運営委員長：加賀　岳彦（日本女子体育大学）
大会運営委員　：岩本　典子（東洋大学）　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　　　　　　　　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）　松倉　信幸（鈴鹿大学）
開催校委員　　：川﨑　修一（日本赤十字看護大学）　遠藤　花子（日本赤十字看護大学）
プログラム：
◆総　　会　司会　常任理事　鈴木　繁幸（東京家政大学）
◆開会の辞　会長　渋谷　和郎（千葉工業大学）
◆特別講演　司会　渋谷　和郎（千葉工業大学）
　「英語を教えるということ～教師生活約 40年をふりかえって」
　 講師　津田　幸男（筑波大学名誉教授）
◆研究発表
　司会　関田　　誠（東海大学非常勤）
　「英語の進行形─場面に応じた使い方─」
 島野　恭平（文教大学文学部英米語英米文学科準備室スタッフ）
　司会　中山　隆夫（東洋大学非常勤）
　「キング牧師からオバマ大統領まで─アフリカ系アメリカ人の軌跡─」
 時松　賢二（東洋大学非常勤）
　司会　鈴木　繁幸（東京家政大学）
　「 言語学習アドバイジングを通した学習の習慣化─多様な要因における複雑な関係性
を考慮して」　安田　利典（早稲田大学助手，同大学院生）

　司会　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）
　「仮定法倒置条件節の起源」　野村　忠央（文教大学）
◆閉会の辞　大会運営委員・開催校委員　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）

第 29回年次大会
日　時：2020年 9月 12日（土）（2020年 2月 29日（土）の開催は延期）
場　所：オンライン開催（文教大学越谷キャンパスでの開催は中止）
大会運営委員長：加賀　岳彦（日本女子体育大学）
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大会運営委員：岩本　典子（東洋大学）　奥井　　裕（和光大学非常勤）
　　　　　　　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）　佐藤　亮輔（高知大学）
　　　　　　　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）
開催協力委員：野村　忠央（文教大学）　島野　恭平（埼玉県立春日部工業高等学校）
大会総合司会：野村　忠央（文教大学）
プログラム：
◆総　　会　司会　常任理事　加賀　岳彦（日本女子体育大学）
◆開会の辞　会長　渋谷　和郎（千葉工業大学）
◆専門領域横断的シンポジウム
　「身近だけど説明に困る言語現象─語法・文法・構文などなど 2」
　テーマ「ING形」
　企画：川﨑　修一（日本赤十字看護大学）
　司会・コメンテーター：野村　忠央（文教大学）
　「由来から考える英語の進行形の用法」
 　講師　島野　恭平（埼玉県立春日部工業高等学校）
　「派生名詞と動名詞の文法上の類似点・相違点と接辞の意味」　
 講師　佐藤　亮輔（高知大学）
　「名詞と ING─主述か修飾か─」　講師　関田　　誠（東海大学非常勤）
◆研究発表
　司会　佐藤　亮輔（高知大学）
　「名詞句内省略における残余要素について」　鈴木　舞彩（東北大学大学院生）
　司会　内藤　麻緒（聖マリアンナ医科大学）
　「Mourning Becomes Williams:「喪の劇」としての『熱いトタン屋根の上の猫』」
 相原　直美（千葉工業大学）
　司会　女鹿　喜治（桐生大学）
　「英語の仮定法倒置の起源は何か」　村上まどか（実践女子大学）
◆閉会の辞　副会長・開催協力委員　野村　忠央（文教大学）

第 30回記念大会（予定）
日　時：2021年 3月 6日（土）
場　所：オンライン開催（千葉工業大学での開催は中止）
大会運営委員長：加賀　岳彦（日本女子体育大学）
大会運営委員：岩本　典子（東洋大学）　奥井　　裕（和光大学非常勤）
　　　　　　　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）　佐藤　亮輔（高知大学）
　　　　　　　鴇﨑　敏彦（日本獣医生命科学大学）
開催協力委員：渋谷　和郎（千葉工業大学）
大会総合司会：加賀　岳彦（日本女子体育大学）
プログラム：
◆役員会　司会　副会長　野村　忠央（文教大学）
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◆総　　会　司会　鈴木　繁幸（東京家政大学）
◆開会の辞　会長　渋谷　和郎（千葉工業大学）
◆特別講演　司会　野村　忠央（文教大学）
　「父奥井潔の英語と英文学への思い」　理事　奥井　　裕（和光大学非常勤）
◆記念講演　司会　鈴木　繁幸（東京家政大学）
　「 日本英語英文学会創立 30周年を祝して─草創期の『八王子英文学論叢』創刊から
の歩み─」　顧問　松倉　信幸（鈴鹿大学）

◆研究発表
　司会　菅野　　悟（東京理科大学）
　「付加詞の可視性」　作元　裕也（九州大学大学院生）
　司会　佐藤　亮輔（高知大学）
　「一致に基づく解釈位置決定」　齋藤　章吾（弘前学院大学）
　司会　松本恵美子（順天堂大学）
　「オンライン授業の可能性─文化論と医療英語を教材として─」
 中山　隆夫（東洋大学非常勤）
◆閉会の辞　理事・大会運営委員　川﨑　修一（日本赤十字看護大学）

5.  学会誌・学会刊行物総目次・掲載論文一覧
『日本英語英文学』No. 26（2016）（印刷 : DTP出版（賛助会員））
謝　辞
【論　文】
An Investigation of Japanese University Students’ English-Speaking Skills
 Noriko Iwamoto（岩本　典子）
Effects of EFL Learners’ Pronunciation Belief and Awareness on Their English Speaking 

Anxiety: The Case of Low-intermediate Japanese College Students
　 Lisa Nabei and Toshinori Yasuda（鍋井　理沙・安田　利典）
The Past as the Great Unrest: Walt Whitman and T. S. Eliot Takehiko Kaga（加賀　岳彦）
Extraction out of Gerundive Subject　 Satoru Kanno（菅野　　悟）
『英語と文学、教育の視座』掲載論文に関する訂正記事について

『日本英語英文学』No. 27 （2017）（印刷 : DTP出版（賛助会員））
【論　文】
On the Derivation of That-Relative Clauses and Reduced Relative Clauses
 Takahiro Tozawa（戸澤　隆広）
日 本人学生と留学生との間の異文化交流：異文化コミュニケーション授業を対象とした
テキストマイニング分析　 本多　尚子

SanctuaryとSanctuary: The Original TextにおけるHorace Benbowの物語 岡田　大樹
【研究ノート】
学習英文法考察─英語未来表現─　 松尾真太郎
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『日本英語英文学』No. 28（2018）（印刷 : DTP出版（賛助会員））
【論　文】
「遡及的な語り」とその「尾骶骨」 ─Sanctuary改稿におけるテクストの再配置　
 岡田　大樹
ジ ョン・フレッチャーの劇の女装─笑劇、観客からの情報隠し、少年俳優の曖昧な 
エロティシズム─　 辻川　美和

Reexamination of the Interpretation of the Internally Headed Relative Clause Construction
 Tatsuya Ito（伊藤　達也）
mustと shouldの比較分析─可能世界意味論と言語行為理論を利用して─ 合田　優子
to不定詞の目的と結果─主語の意図性の有無─　 関田　　誠
Spelling-Out Multiple Case Values: Evidence from English and Icelandic
 Takakazu Nagamori（永盛　貴一）
明 示的指導とFocus on Formを組み合わせた指導の効果─関係代名詞の機能に焦点を
当てて─ 上原　　岳

【研究ノート】
Some Consequences of the Levels of Adequacy　 Satoru Kanno（菅野　　悟）

『日本英語英文学』No. 29（2019）（印刷 : DTP出版（賛助会員））
A Project to Enhance Motivation and Autonomy in Language Learning
 Mitsuko Imai（今井　光子）
初稿版『サンクチュアリ』における第三者視点の「再帰的な」語り　 岡田　大樹
“Franny”におけるフラニーの精神的危機をめぐる多層的読解の試み
　─ 「演技」という視点からの考察─　 佐藤　耕太
不定詞関係節における関係詞の移動の制限　 西前　　明

渋谷和郎・野村忠央・女鹿喜治・土居　峻編（2020）『今さら聞けない英語学・英語教
育学・英米文学』（DTP出版）（日本英語英文学会 30周年記念刊行物）
　はしがき　 女鹿　喜治
　日本英語英文学会 30周年に寄せて　 土居　　峻
　第 I  部 英語学（65本の論考）
　第 II 部 英語教育学（21本の論考）
　第 III 部 英米文学（18本の論考）
　第 IV 部 学会 26周年～30周年の歩み
　　草創期の 『八王子英文学論叢』 創刊から 『日本英語英文学』 25周年まで 松倉　信幸
　　（参考） 第 27回年次大会閉会の辞　 野村　忠央
　　日本英語英文学会　学会資料　 野村　忠央
　参照文献一覧
　索引
　執筆者一覧




