
3)　運営委員

本部 支部（第55回） 支部（第56回）

河野　円 淺川　和也

上田　倫史 青栁　明 馬場　千秋 中屋　晃 髙木　亜希子

下山　幸成 林　千代 山口　高領

内藤　永 田中　洋也 新井　巧磨

北海道 松本　広幸 尾田　智彦 田中　洋也 (北海道支部) (関東支部)

東北 西原　哲雄 廣渡　太郎 Phelan, Timothy

関東 髙木　亜希子 辻　るりこ 山口　高領

中部 佐藤　雄大 今井　隆夫 倉橋　洋子

関西 藤澤　良行 増田　将伸 表谷　純子

中国・四国 三宅　美鈴 田辺　尚子 山川　健一

九州・沖縄 原　隆幸 川北直子・入江公啓 金岡　正夫

下山　幸成 青栁　明 馬場　千秋

見上　晃 山内　真理 林　千代

合田　美子 飯島　優雅

上田　倫史 金丸　敏幸

内藤　永 マスワナ　紗矢子

宮原　万寿子

下山　幸成

渡辺　敦子

紀要担当 Selected Papers担当

佐野　富士子

水島　孝司 金澤　洋子 金岡　正夫

田口　悦男 Ingulsrud, John Eric 河合　靖

鈴木　広子 平本　哲嗣

北海道 目時　光紀 横山　吉樹 横山　吉樹

東北 岡﨑　久美子 冨田　かおる 冨田　かおる

関東 田口　悦男 金澤　洋子 Ingulsrud, John Eric

中部 村田　泰美 大石　晴美 津田　早苗

関西 吉村　征洋 新田　香織 Peng, Virginia

中国・四国 松岡　博信 平本　哲嗣 平本　哲嗣

九州・沖縄 伊藤　健一 林　日出男 樋口　晶彦

遠藤　雪枝 安西　弥生 （Ａチーム） 井口　幹夫 荊　紅涛

Hamilton, Robert Ingulsrud, John Eric 　金岡　正夫 加藤　由崇 小林　和歌子

Lieb, Maggie 鈴木　広子 　原　隆幸 村上　裕美 中山　夏恵

水島　孝司 富永　裕子 　入江　公啓 仲谷　都 小張　敬之

（Ｂチーム） 笹井　悦子 柴山　森二郎

　河合　靖 塩澤　正 杉野　直樹

（Ｃチーム） 東郷　多津 吉原　学

　Ｄａｌｓｋｙ, David 山野　有紀

　生内　裕子

　平本　哲嗣（兼任）

　金子　恵美子

　金丸　敏幸

　高橋　幸

担当理事
野口ジュディー津多江（筆頭）
冨田かおる(紀要)：河野円（SP）

淺川和也（筆頭）
岩井千秋／田地野彰

総務委員会
（含ネットワーク）

財務委員会
国際大会組織委員会

担当理事
野口ジュディー津多江（筆頭）

志水　俊広／内藤　永

委員長

副委員長

支
部
選
出
委
員

青木千加子・Bouchard,
Jeremie・江口均・石塚博
規・伊藤明美・岩田哲・笠
原究・河合靖・町田佳世
子・松本広幸・目時光紀・
三浦寛子・水島梨紗・森越
京子・中屋晃・内藤永・中
村香恵子・中津川雅宣・二
ノ宮寛子・尾田智彦・大野
拓恵・佐野愛子・佐々木勝
志・佐々木智之・坂部俊
行・柴田晶子・志村昭暢・
白鳥金吾・高橋博・竹村雅
史・田中洋也・塚越博史・
田中直子・上野之江・横山
吉樹・萬屋隆一・三ツ木真
実

『JACET通信』
委員会

学術出版委員会
セミナー事業委員会

新井巧磨・藤尾美佐・濱
田彰・飯田敦史・伊東弥
香・伊藤泰子・金指崇・川
口恵子・菊池尚代・小屋
多恵子・奥切恵・長田恵
理・斎藤早苗・笹島茂・佐
野富士子・佐竹由帆・関
戸冬彦・下山幸成・鈴木
彩子・髙木亜希子・武田
礼子・寺内正典・辻るりこ・
山口高領・山本成代・米
山明日香

会
長
指
名
委
員

会
長
指
名
委
員

委員長

副委員長

支
部
選
出
委
員

塩澤　正

小張　敬之

高橋　幸

中屋　晃

細川　博文

田淵　博文

高橋　幸

藤原　康弘

Yoffe, Leonid

小島　さつき



研究促進委員会

尾関　直子 小田　眞幸 鈴木　達也

内藤　永 石川　慎一郎 国内連携チーフ

川上　典子 国際大会チーフ

北海道 松本　広幸 佐野　愛子 国際大会

東北 金子　淳 佐々木　雅子 国際大会

関東 山崎　敦子 小田　眞幸

中部 岡戸　浩子 Gilner, Leah 国際連携

関西 山西　博之 相川　真佐夫 国際連携チーフ

中国・四国 岩井　千秋 堀部　秀雄 国内連携・ＪＡＬＴ

九州・沖縄 荒木　瑞夫 石井　和仁 国際連携

藤田　玲子 石川　慎一郎
国内連携・言語系学会連
合

内藤　永 川上　典子 国際大会

下山　幸成 村上　裕美 国際大会

上田　倫史 中谷　安男 国際大会

渡辺　敦子 山下　徹 国際大会

山内　ひさ子 国際連携・ＡＩＬＡ

横山　彰三 国際大会

担当理事 委員長 委員

荒木　瑞夫 金子　淳

河野　円 近藤　悠介

大須賀　直子 照井　雅子

冨田　かおる 上田　倫史

堀　晋也 飯島　優雅

金丸　敏幸 マスワナ　紗矢子

高橋　幸 渡辺　敦子

渡　寛法

尾関　直子

岩井　千秋

田地野　彰

樋口　晶彦

上野　之江

学術交流委員会 大学英語教育学会賞運営委員会

担当理事

委員長

副委員長

上田　倫史

支
部
選
出
委
員

上野　之江

會澤　まりえ

上田　倫史

吉川　寛

植松　茂男

池野　修

樋口　晶彦

理事兼副委員長

5)　大学英語教育学会賞・学術出版物選考委員

担当理事

理事兼委員長

第4次実態調査特別委員会 尾関　直子 内藤　永

委員会名

会
長
指
名
委
員

田地野　彰寺内　一
EAP調査研究特別委員会（委託研
究）

4)　特別委員


