
 

2022年度 日本英文学会中部支部総会 

 

日時 ：2022年 10月 22日（土）12:55～13:10 

場所 ：Zoomミーティング 

 

報告事項： 

1. 2021年度後半と 2022年度半期の活動報告 

報告資料 1に基づいて報告があった。 

2. 次年度以降支部大会開催校および事務局担当について 

資料を一部修正したうえで、報告資料 2に基づいて報告があった。 

3. その他 

なし 

 

審議事項： 

1.  2021年度決算報告 

資料 1に基づいて説明があり、承認された。また、監査が完了している旨の報

告があった。 

2.  2022年度予算案 

資料 2に基づいて説明があり、承認された。 

3.  理事選挙・次期役員選出について 

資料 3に基づいて説明があり、承認された。理事候補者に事務局長が含まれて

いるため、選挙管理委員の一人である書記が選挙管理委員長代理として今後の

業務を行う。 

4.  その他 

 なし 

  



 

 

2021年度後半と 2022年度半期の活動報告 

 

2021年度 

 2021年 1月『英文學研究・支部統合号』Vol. XLI（『中部英文学』第 41号）発行 

  2021年 2月『中部支部第 73回大会 Proceedings』を中部支部 HP に掲載 

 

2022年度 

  2022年 5月 14日 日本英文学会理事会および評議員会（オンライン会議） 

  2022年 5月 21日～22日日本英文学会第 94回全国大会（オンライン開催） 

2022年 6月 大会準備委員会発表審査メール会議開催 

2022年 7月 8日～23日 中部支部理事会メール会議 (今年度支部大会開催方式について審議) 

 2022年 7月 9日『中部英文学』編集委員会（オンライン開催） 

 2022年 8月 6日～25日 中部支部理事会メール会議 (支部大会の ZOOM開催決定) 

 2022 年 9月 4 日～9 月 8 日 中部支部理事会メール会議 (拡大理事会、総会の ZOOM 開催決定、理事    

選挙(推薦及び信任投票)のオンライン方式を決定) 

 2022年 10月 22日中部支部第 74回大会開催（オンライン開催；Zoomを用いた同時双方向方式） 

 2023年 1月『英文學研究・支部統合号』Vol. XLII（『中部英文学』第 42号）発行予定 

 2023年 2月『中部支部第 74回大会 Proceedings』を中部支部 HP に掲載予定 

  



報告資料 2 

近年の中部支部大会開催校および事務局担当校一覧

大会 開催年月 県 開催校 

第 51 回 1999. 10 富山   富山大 

第 52 回 2000. 10 愛知  愛知県立大 

第 53 回 2001. 10 静岡   静岡大 

第 54 回 2002. 10 福井   福井大 

第 55 回 2003. 10 愛知  金城学院大 

第 56 回 2004. 10 長野   信州大 

第 57 回 2005. 10 愛知   愛知大 

第 58 回 2006. 10 三重   三重大 

第 59 回 2007. 10 愛知  愛知淑徳大 

第 60 回 2008. 10 長野   信州大 

第 61 回 2009. 10 愛知  愛知学院大 

第 62 回 2010. 10 石川   金沢大 

第 63 回 2011. 10 愛知   名古屋大 

第 64 回 2012. 10 愛知   南山大 

第 65 回 2013. 10 愛知  椙山女学園大 

第 66 回 2014. 10 愛知   中京大 

第 67 回 2015. 10 愛知  名古屋工業大 

第 68 回 2016.10 富山 富山大 

第 69 回 2017.10 福井 福井大 

第 70 回 2018.10 愛知 愛知学院大 

第 71 回 2019.10 三重 三重大学 

第 72 回 2020.10 岐阜 岐阜大学 

第 73 回 2021.10 愛知 愛知大学 

第 74 回 2022.10 愛知 名城大学 

第 75 回 2023.10 岐阜 岐阜女子短大

（予定） 

題 76 回 2024.10 愛知 愛知淑徳大学 

(予定) 

全国大会： 

1988  愛知 名古屋大 

2006  愛知 中京大 

2017   静岡 静岡大 

 

開催回数一覧(2022 年度まで、全国大会含む) 

愛知大３ 愛知学院大２ 愛知県立大２ 愛知淑徳大２ 愛知女子短期大１ 金城学院大２ 椙山女学園

大２ 中京大４ 名古屋大９ 名古屋工業大１ 南山大３ 金沢大７ 岐阜大５ 東海女子短期大１ 静岡

県立女子大１ 静岡県立大１ 静岡精華短期大１ 静岡大５ 富山大６ 富山中部高校１ 信州大５ 福

井大６ 三重大６ 名城大学 1 

 

県別開催一覧（2022 年度まで、全国大会含む） 

愛知 32  石川 7  岐阜 6   静岡 8 

富山  7    長野 5   福井 6   三重 6 

 

担当年度 県 担当校 

1971-1996 愛知 名古屋大 

1997-2000 愛知 愛知県立大 

2001-2004 愛知 愛知大 

2005-2008 長野 信州大 

2009-2010 石川 金沢大 

2011-2012 愛知 南山大 

2013-2014 愛知 中京大 

2014 愛知 名古屋大 

2015-2017 静岡・愛知 静岡大・名古屋工大 

2018-2019 三重 三重大 

2020-2021 岐阜・愛知 岐阜大・椙山女学園大 

2022-2023 愛知・岐阜 愛知学院大・岐阜女子

短大 

2024-2025 愛知 愛知淑徳大学（予定） 



資料 1 



資料 2 

 
  

 



資料 3 

 中部支部理事候補者推薦結果について 

 

支部理事候補者推薦の結果につきまして、日本英文学会中部支部理事選挙規程第 8 条に基づき、ご

報告いたします。 

 

以下の 10名を理事候補者として公示いたします。(敬称略、50音順) 

 

石川 一久 

 

内田 勝 

 

杉野 健太郎 

 

田中 智之 

 

中川 直志 

 

長野 明子 

 

前田 満 

 

丸山 修 

 

山本 卓 

 

吉田江依子 

 

上記の候補者につきまして、10 月 22日（土）～29 日（土）の期間に、Google フォームを用いて

信任投票を行います。正会員の皆様には（郵送されました）信任投票の投票用コードをお使いにな

り、ご投票願います。 

 

2022 年 10 月 12 日 支部選挙管理委員長 前田 満 


