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本部 支部（第53回） 支部（第54回）

河野　円 淺川　和也

大須賀　直子 青栁　明 馬場　千秋 岩井　千秋 坂本　育生

上田　倫史 林　千代 平本　哲嗣

下山　幸成 田中　博晃

北海道 内藤　永 尾田　智彦 田中　洋也 （中国・四国支部） （九州・沖縄支部）

東北 廣渡　太郎 片桐　早苗 Phelan, Timothy Dante, Laurence

関東 髙木　亜希子 佐竹　由帆 馬場　千秋 平本　哲嗣・堀部　秀雄

中部 石川　有香 今井　隆夫 吉川　寛 筏津　成一・池野　修

関西 照井　雅子 里井　久輝 仁科　恭徳 岩井　千秋・岩中　貴裕

中国・四国 平本　哲嗣 山川　健一 田中　博晃 角山　照彦・小山　尚史

九州・沖縄 原　隆幸 川北直子・入江公啓 坂本　育生 三熊　祥文・三宅　美鈴

下山　幸成 青栁　明 林　千代 西田　正・田淵　博文

見上　晃 山内　真理 平井　清子 高垣　俊之・高橋　俊章

合田　美子 飯島　優雅 瀧　由紀子・田辺　尚子

上田　倫史 金丸　敏幸 田中　博晃・寺嶋　健史

河野　円 マスワナ　紗矢子 鳥越　秀知・上西　幸治

大須賀　直子 宮原　万寿子 山川　健一

下山　幸成 横山　知幸・渡辺　智恵

紀要担当 Selected Papers担当 サマーセミナー担当 英語教育セミナー担当

尾関　直子 笹島　茂 大森　裕實

水島　孝司 木村　みどり 田地野　彰 Yoffe, Leonid 大石　晴美

遠藤　雪枝 金澤　洋子 高橋　幸 小張　敬之 大森　裕實

仲谷　都

北海道 目時　光紀 横山　吉樹 横山　吉樹 中屋　晃 馬場　景子・榎木薗鉄也

東北 岡﨑　久美子 冨田　かおる 冨田　かおる 會澤　まりえ 藤原　康弘・Gilner, Leah

関東 大須賀　直子 木村　みどり 金澤　洋子 Yoffe, Leonid 今井　隆夫・石川　有香

中部 下内　充 塩澤　正 津田　早苗 佐藤　雄大 伊東　田恵・岩城　奈巳

関西 仁科　恭徳 小栗　裕子 田地野　彰 辻　和成 片岡　邦好・木村　友保

中国・四国 鳥越　秀知 松岡　博信 松岡　博信 田淵　博文 小宮　富子・倉橋　洋子

九州・沖縄 伊藤　健一 林　日出男 樋口　晶彦 細川　博文 村田　泰美・室　淳子

遠藤　雪枝 Ingulsrud, John Eric 金丸　敏幸 小林　和歌子 大石　晴美・大森　裕實

Hamilton, Robert 金澤　洋子 小山　敏子 中山　夏恵 岡戸　浩子・佐藤　雄大

Lieb, Maggie 鈴木　広子 高橋　幸 仲谷　都 塩澤　正・鈴木　達也

水島　孝司 内藤　永 小張　敬之 津田　早苗・吉川　寛

田口　悦男 柴山　森二郎 山添　直樹・北尾泰幸

小島　さつき

吉原　学

山野　有紀

国際大会組織委員会

木村　博是／寺内　一

3)　運営委員

『JACET通信』
委員会

総務委員会
（含ネットワーク）

財務委員会

セミナー事業委員会学術出版委員会
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担当理事
山内ひさ子（筆頭）

梅咲敦子（紀要）：野口ジュディー（ＳＰ）
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研究促進委員会

寺内　一 山内　ひさ子
正：AILA/
JAAL-in-JACET

中野　美知子（理事兼） 小田　眞幸 正：Asia TEFL副：AILA

尾関　直子（理事兼） 相川　真佐夫 副：ETA-ROC

北海道 松本　広幸 小林　敏彦 副：IATEFL

東北 金子　淳 佐々木　雅子 正：ALAK

関東 山崎　敦子 小田　眞幸 正：Asia TEFL副：AILA

中部 岡戸　浩子 村田　泰美 副：RELC

関西 山西　博之 相川　真佐夫 副：ETA-ROC

中国・四国 岩井　千秋 堀部　秀雄 副：KATE

九州・沖縄 荒木　瑞夫 石井　和仁 正：PKETA

内藤　永 石川　慎一郎 正：RELC

望月　正道（基本語正） 金岡　正夫 正：ETA-ROC

上田　倫史(ICT正) 川越　栄子 副：CELEA

藤田　玲子 川上　典子 正：KATE

中野　美知子 児島　千珠代 正：IATEFL

尾関　直子 村上　裕美 副：IATEFL

山内　ひさ子 中谷　安男 正：Thai TESOL

縄田　義直 副：MELTA

小張　敬之 正：CELEA

酒井　志延 正：MELTA

山本　廣基 副：ALAK

山下　徹 副：PKETA

横山　彰三 副：Thai TESOL

担当理事 委員長・副委員長 委員

望月　正道 相澤　一美 石川　慎一郎

（副）杉森　直樹 上村　俊彦 笠原　究

（副）石川　慎一郎 清水　伸一 杉森　直樹

田頭　憲二 望月　正道

村田　年

上田　倫史 西堀　ゆり 佐々木　勝志

(副）見上　晃 尾田　智彦 村野井　仁

(副）下山　幸成 大和田　和治 近藤　悠介

下山　幸成 見上　晃

上田　倫史 吉田　諭史

大森　裕實 倉橋　洋子

村尾　玲美 鈴木　千鶴子

筒井　英一郎 安浪　誠祐

木下　正義

河野　円 村野井　仁

中谷　安男 大須賀　直子

尾関　直子

近藤　悠介 マスワナ　紗矢子

中野　美知子 上田　倫史

吉田　諭史

第３班：山内　ひさ子 荒木　瑞夫 藤田　玲子

内藤　永 寺内　一

山内　ひさ子

担当理事 寺内　一

理事兼委員長 尾関　直子

理事兼副委員長 小嶋　英夫

寺内　一

倉橋　洋子

佐野　富士子

高橋　潔

上野　之江

大須賀　直子

樋口　晶彦

筏津　成一

植松　茂男

大学英語教育学会賞運営委員会

中野　美知子

筏津　成一（中国四国）

大須賀　直子

樋口　晶彦（九州沖縄）

担当理事

委員長

副委員長

5)　大学英語教育学会賞・学術出版物選考委員

国際交流委員会

4)　特別委員

支
部
選
出
委
員

会
長
指
名
委
員

委員会名

第１班：尾関　直子

第２班：中野　美知子

基本語改訂特別委員会

第4次ICT調査研究特別委員会

グローバル人材育成特別委員会

尾関　直子

中野　美知子
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