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[巻頭言] 

2018年度の JACET の主な活動予定と新規の取り組み 

 
一般社団法人大学英語教育学会会長 寺内 一 

高千穂大学 

 
 
2018 年度の定時社員総会が 2018 年 6 月 17

日（日）に開催され、2017 年度の JACET のす

べての事業報告と決算が承認されました。昨年

末の『JACET 通信』200 号記念号でも触れまし

たが、現在の JACET は 2017 年 8 月 28 日に 

 
 

内閣府の監督下にあった「公益目的支出計画」

が完全に終了し、JACET は文字通り一般社団法

人として活動しております。 
はじめに、2017 年度末に JACET から 2 つの

研究成果報告書が出ましたのでご紹介いたしま 
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す。ひとつは『大学英語教育の担い手に関する総合的

研究』（大学英語教育学会（JACET）第4次実態調査

委員会）、もうひとつは『大学英語教育の質保証に向

けた EAP カリキュラム実態把握調査』（大学英語教

育学会（JACET）EAP調査研究特別委員会（公益財

団法人日本英語検定協会委託研究））です。前者は

JACETが10年に一度、大学英語教育の実態の把握

を目的とした調査報告で、今回が第 4 回目の実態調

査となり、尾関直子副会長（明治大学）を担当理事と

して、12人のメンバーが今回の報告書の作成を行い

ました。その調査結果は 7 つの提言に結実し、英語

教育関係者にとって示唆に富んだ内容となりました。

後者は、JACETがここ数年推し進めている産学連携

プロジェクトのひとつで、賛助団体である公益財団

法人日本英語検定協会から JACET への委託研究と

して 2014 年度から 2017 年度にかけて行った海外

（英国、香港、台湾）8大学と日本国内の11大学で

実践されているEAP教育の実態調査の報告と、それ

に基づいた今後の EAP 教育の方向性を検討してい

ます。本報告書は英検または JACET のサイトにて

ご覧いただけます。 
次に、JACET本部の2018年度の主な活動予定を

ご紹介いたします。 
・大学英語教育学会（JACET）第 1 回ジョイントセ

ミナー（京都、2018）第45回サマーセミナー＆第6
回英語教育セミナー 
テーマ：Classroom research revisited: Who are the 
'practitioners'? 
（授業学を問い直す―だれが'practitioners'か） 
日程：2018 年 8 月 20 日（月）・21 日（火）・22 日

（水） 
場所：京都府立大学（〒606-8522 京都府京都市左京

区下鴨半木町1-5） 
第45回サマーセミナーと第6回英語教育セミナー

を統合した「JACET第1回ジョイントセミナー」が

京都府立大学で開催されます。応用言語学の主要研究

対象の一つであり、私たち教師が共有する「授業」に

ついて、最新のクラスルームリサーチの研究成果に基

づいて、参加者の皆さんと考察します。近年、注目を

集めている Exploratory Practice（以下 EP（探索的

授業実践））という研究分野で著名な研究者である

Judith Hanks准教授（英国リーズ大学）をお招きし、

EP をはじめとした最先端の研究をご紹介していただ

きます。「いま、なぜクラスルームリサーチなのか？」

― この問いを通して、授業改善にむけた活発な議論

や情報交換を行います。国内からも、Tim Stewart教
授（京都大学）・竹内理教授（関西大学）・柳瀬陽介教

授（広島大学）・吉田達弘教授（兵庫教育大学）といっ

た当該分野における代表的な研究者を講師としてお

招きします。こうした講師による講義やシンポジウム

に加えて、セミナー参加者によるポスターセッション

や賛助会員によるプレゼンテーションと教材などの

展示、さらにJACET授業学研究会（関東、中部、関

西）と ICT の 3 年間の活動の総括としての分科会や

シンポジウムも予定しております。 
 
・大学英語教育学会（JACET）第57回国際大会（仙

台、2018） 
テーマ：グローバル化に向けた初等英語教育から高等

英語教育までの学習成果の質保証 
日程：2018 年 8 月 28 日（火）・29 日（水）・30 日

（木） 
場所：東北学院大学土樋キャンパス（〒980-8511 宮

城県仙台市青葉区土樋1-3-1） 
東北学院大学で開催される大学英語教育学会

（JACET）第57回国際大会（仙台、2018）では、あ

らゆるレベルにおいて英語教育の学習成果の質をど

のように「保証」するかを検証することがテーマとな

っています。このテーマの下、現場の教師、カリキュ

ラムや教材の開発設計者、プログラムの運営管理者、

政策立案者、研究者および学者が、教育プログラムに

おいて質の高い学習成果を確実に上げるためには、ど
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のようなことを行い、どう関わっていくべきかを探っ

ていくことになります。基調講演者として板垣信哉名

誉教授（宮城教育大学）、野口ジュディー津多江名誉

教授（神戸学院大学）、Judith Hanks准教授（英国リ

ーズ大学）の国内外に知られた先生方をお迎えしてい

ます。 
 
・JAAL in JACET第1回学術交流集会（東京、2018） 
テーマ：応用言語学の最前線 
日程：2018年12月1日（土） 
場所： 高千穂大学（〒168-8508 東京都杉並区大宮

2-19-1） 
社会におけるニーズの変化、教育研究環境の多様化

を受け、学際的・国際的研究の必要性が高まっていま

す。本企画は、英語教育はもちろん、応用言語学研究

とその実践に携わる者の研究力を高め、会員や研究会、

学会を超えた研究の促進を図り、JACETの一般社団

法人としての役割を果たしていくものです（詳細は本

号4～5頁をご覧ください）。 
 
・社員選挙 

『一般社団法人大学英語教育学会定款』第 6 条第

3 項の定めにより、2018年度は社員選挙の実施の年

になります。10月以降の実施に向けて準備していき

ますのでよろしくお願いいたします。 
 
もちろん、これに本部・支部とも紀要の発行と、そ

れぞれの支部の諸活動がございますことは言うまで

もありません。 
最後に、本202号3～5頁で田地野彰副会長・研究

促進委員会担当理事と内藤永研究促進委員長が今後

の JACET の研究促進活動として触れられておりま

すが、JACETは研究と教育を両輪とする組織であり、

特に、研究、その中でも研究会の活動というのは

JACET の大きな力のひとつとなっています。その

JACET の研究会の活動は、実は AILA と JAAL in 

JACETという組織と密接な関係になっており、その

ことを山内ひさ子元副会長（学術交流委員会委員

AILA 担当）が、『JACET 通信』第 197 号でまとめ

られております。JACETの研究会活動は非常に広が

りがあり、さらに奥行きの深いものであること、さら

に、それを国内外により発展させていくことの価値を

再認識していただければ幸いです。 
JACET会員であれば全国どの研究会にも、そして、

数の制限もなく参加し、研究活動を行うことができま

す。JACETの研究会は、1999年に早稲田大学で開催

された「AILA’99 Tokyo（国際応用言語学会国際大会）」

で日本からの応用言語学研究の発表を多く出すため

に、その数年前から研究会による研究活動の奨励に本

腰を入れたことが契機となり、全国に数多く発足しま

した。それ以来、各研究会が研究活動を行っておりま

す。具体的には、「研究レベルの向上と研究・教育成果

のアウトプットの促進」を目的として、国際大会時に

各研究会活動のポスター発表を、さらには、各研究会

の研究成果のウェブサイトでの公開を開始しました。 
 最後になりましたが、こうした研究会活動の基本に

は会員の皆様一人ひとりの研究活動があることは言

うまでもございません。研究会を含めまして、会員の

皆様の研究活動に JACET が寄与できることを全力

で行う所存でございます。皆様方の研究のご発展を

心よりお祈り申し上げます。 
 
 

研究促進委員会の活動レポート 
―JAAL in JACET 学術交流集会 

2018年12月1日（日）に初開催― 
  副会長・研究促進委員会担当理事 
田地野 彰（名古屋外国語大学） 

研究促進委員長 
内藤 永（北海学園大学） 

 
研究促進委員会は、研究会と本学会の調査・研究事
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業に関する企画運営、さらに本学会独自の調査研究、

関係諸機関との共同研究の企画運営を行っています。

ここでは研究促進委員会の活動状況と 2018 年 12 月

1 日に新たな取り組みとして開催される「JAAL in 
JACET 学術交流集会」についてお知らせ致します。 
研究会は2018年6月7日現在で46の団体があり、

その活動の様子については、JACETのホームページ

から閲覧することができます。 
http://www.jacet.org/sig/sig-list/ 
2015 年以降、研究会の活動は JACET 国際大会でポ

スター発表の形でも公開されています。2018 年 8 月

28日～30日に東北学院大学で開催される「大学英語

教育学会（JACET）第57回国際大会（仙台、2018）」
でも第２日目からポスターと研究成果物が展示され、

研究会会員によるポスタープレゼンテーションが大

会第３日目の12:00～13:30に行われます。 
特別調査研究としては、2017 年度に第 4 次実態調

査特別委員会、EAP 特別調査研究委員会が 2 年の研

究期間を終えて、それぞれ報告書を刊行しました。第

4次実態調査では、過去最大となる835件の回答を得

て詳細な分析がされました。EAP 研究では、国内外

の大学において行ったインタビューとアンケートの

結果からEAPの取り組みが簡潔にまとめられていま

す。こちらについてもJACETのホームページから閲

覧することができます。 
http://www.jacet.org/publication/other-publications/ 
このような定期的な活動に加えて、2018 年度、新

たな取り組みとして 2018 年12 月 1 日（日）に高千

穂大学を会場として「JAAL in JACET学術交流集会」

が開催されます（参加費：会員 5,000円、非会員 6,000
円）。社会におけるニーズの変化、教育研究環境の多

様化を受け、学際的・国際的研究の必要性が高まって

います。本学術交流集会は、英語教育はもちろん、応

用言語学研究とその実践に携わる者の研究力を高め、

会員や研究会、学会を超えた研究の促進を図り、

JACETの一般社団法人としての役割を果たしていく

ものです。特に、JACETが国際応用言語学会（AILA）
の各国に１つ設けられている窓口学会（JAAL in 
JACET）の役割を担っていることから、本学術交流

集会を通じて、更に大きな役割を果たして行きたいと

考えています。 
JACETはこれまで毎年8月末に国際大会を開催し

てきました。また、8 月下旬と 11 月上旬にはセミナ

ー事業を実施し、学びの場を提供してきました。本学

術交流集会は、現在ある研究会の更なる活性化、賛助

会員との共同研究の加速化を意図するもので、研究中

心の集会となります。参加者すべてにとって、新たな

研究に着手し、情報交換し、研究者としての実績を積

む場としたいと考えています。発表者のためにプロシ

ーディングスの刊行を予定しています。 
本学術交流集会の具体的なプログラム内容として

は、以下のようなものを計画しています。 
「個人研究発表」・・・外国語教育、応用言語学研究

とその実践に関する研究発表（発表・質疑応答 25 分

＋入れ替え5 分）。Call for Papers は8 月末に公開、

10月8日に申し込み締め切りを予定。 
「賛助会員プレゼンテーション」・・・新教材や新商

品などの紹介。さらには、外国語教材以外で、外国語

教育に関連するサービス事業（例 ボランティア斡旋、

言語テスト）を展開している賛助会員から、その内容

を具体的に紹介。 
「学会SIG成果物・ポスター展示発表」・・・研究

会で出版したり刊行したりした成果物や発表会の記

録（映像）の現物を展示。また、研究会を「Theoretical・
Practical」、「In-class・Out-class」、「What・How」、

「Inter-chapter（支部を超えた SIG 連携）・Outer-
society（JACET以外との連携）」などの二つの軸に分

けてポスターによる研究発表。 
「情報交換会報告・産学連携研究発表」・・・2018

年4月20日（金）に高千穂大学で実施した「第１回

教員と賛助会員による情報交換会」の実施報告と今後

の展望紹介。また、産学連携による研究の報告。 
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「学会合同シンポジウム、またはフォーラム」・・・

フランス語やドイツ語、JALTなどの言語教育関連学

会と、「応用言語学」や「言語政策」のような大きな枠

組みや「授業学」や「ESP」のような個別分野で複数

の学会に存在する研究会同士、あるいは応用言語学系

学会の研究者と連携して、研究テーマを設定し、シン

ポジウムやフォーラムを実施。 
今後の予定としては、2018 年 8 月に開催される国

際大会では第2日目の29日9:00～10:25に研究会代

表者会議を開催し、「JAAL in JACET 学術交流集会」

の詳細について情報共有する計画となっています。 
研究促進委員会では、以下の図の通りに3年計画で

本格研究を進め、第 60 回記念国際大会でその成果物

を刊行・公開する予定です。会員の皆様のご参加を心

よりお待ち申し上げております。 
 

 
 
 

 

 

 

 
平素より JACET の活動にご理解とご協力を賜り

まして誠にありがとうございます。今回は、今年度7
月以降の主な行事をお知らせいたします。 
今年度は二年に一度の社員選挙を実施いたします。

社員は年に一度社員総会に出席し、JACETの運営に

かかわるいくつかの重要事項を決議します。10 月か

ら始まる 2019～2020 年度の社員選挙において、自

薦・他薦での学会へのご協力も何卒よろしくお願い申

し上げます。 
 
7月 
1日(日)：『JACET通信』202号（日本語版・WEB版）

発行 
6 日(金)～7 日(土)：KATE 2018 International 
Conference（ソウル・大韓民国） 
21日(土)：運営会議 
8月 
(未定)：『JACET International Convention Selected 
Papers』5号発行 
18 日(土)～20 日(月)：MELTA 27th International 
Conference（Johor Bahru・マレーシア） 
20日(月)～22日(水)：第1回ジョイントセミナー［第

45 回サマーセミナーと第 6 回英語教育セミナーを統

合したセミナー］（京都府立大学） 
27日(月)：第3回理事会（東北学院大学） 
27日(月)：各運営委員会（東北学院大学） 
28日(火)～30日(木)：第57回国際大会（仙台、2018）
（東北学院大学） 
29日(水)：会員総会（東北学院大学） 
29日(水)：JACET賞授賞式（東北学院大学） 
9月 
(未定)：PKETA 2018 International Conference（未

定・大韓民国） 
10月 
(中旬)：社員選挙開始 
13日(土)：ALAK 2017 International Conference (40
周年記念大会)（Sogang University, Seoul） 
(未定)：CELEA 9th International Conference（未定・

中華人民共和国） 
11月 
9 日(金)～11 日(日)：ETA-ROC 27th International 
Symposium and Book Fair on English Teaching
（Chien Tan Overseas Youth Activity Center, 台北・

台湾） 

本部だより 
代表幹事  下山幸成（東洋学園大学） 
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23日(金)～26日(月)：2018年JALT 年次大会（静岡

市・グランシップ静岡） 
12月 
1日(土)：『JACET通信』203号（日本語版・WEB版）

発行 
1日(土)：『会員名簿2018年度』発行 
1日(土)：JAAL in JACET 学術交流集会（高千穂大

学） 
23日(日)：第4回理事会（場所：未定） 
2019年 
1月 
18 日(金)～19 日(土)：Thailand TESOL 39th 
International Conference（バンコク・タイ） 
2月 
(上旬)：『紀要』63号刊行 
3月 
1日(金)：『JACET通信』204号（英語版・WEB版）

発行 
17日(日)：第5回理事会（場所：未定） 
( 未 定 ) ： RELC 54th International Seminar
（ SEAMEO Regional Language Centre, 
Singapore・シンガポール） 
 
 

 

  支 部 だ よ り 

 

 
＜九州・沖縄支部＞ 

 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

(1)支部研究大会 
①第30回支部研究大会 
日時：2018年7月7日（土）9:30～17:40 
場所：九州産業大学 
大会テーマ：Student Engagementによる英語学習成

果向上への取り組み―英語学習者の主体的学びへの

関与をいかに高めるか― 
Improving EFL Learning Outcomes through 
Student Engagement 
 
(2)平成30(2018)年度JACET九州・沖縄支部 秋季学

術講演会（予定） 
日時：2018年11月24日（土） 13:30～15:00  
場所：西南学院大学 
講師：未定 
演題：未定 
 
(3) 研究会 
①第183回東アジア英語教育研究会 
日時：2018年2月17日（土）15:30～17:30 
場所：西南学院大学 
研究発表 
1) “English Medium Instruction in STEM Courses 
in the Japanese Higher Education” 福永 淳（九州工

業大） 
2) 「グローバル人材育成のための九州大学の英語教

育：課題と展望」志水俊広（九州大）、井上奈良彦（九

州大）、内田 諭（九州大）、Shaun O’Dwyer（九州大） 
 
②第184回東アジア英語教育研究会 
日時：2018年3月17日（土）15:30～17:30 
場所：西南学院大学 
研究発表 
1) 「大学生の短期海外研修はどのような効果がある

のか：研修前後のテスト結果から」 徳永美紀（福岡

大） 
2) 「多読指導導入による可能性と課題～学習意欲や

４技能の向上に向けて～」 仲山雄二（熊本県立岱志

高等学校） 
 
③第10回応用認知言語学研究会 
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日時：2018年3月22日（木） 
場所：西南学院大学 
研究発表 
1) 「従事と時間―メトニミー的観点から」 石垣恵一

（九州大・院） 
2) 「百科事典的意味論からみる英語中間構文再考」 
板垣浩正（大阪大・院） 
3) 「英語学習者による中間和文を介在させた和文英

訳の分析」 川畠嘉美（石川工業高等専門学校） 
4) 「日英認知モードの違いから見た英語文法発達指

標の検討―英語学習不振者を中心に―」 戸出朋子（広

島修道大）、大槻きょう子（奈良県立大） 
講演 「認知言語学と英語教育」 中村芳久（大阪学院

大） 
 
④第26回ESP研究会 
日時：2018年3月31日（土） 
場所：熊本大学 
研究発表 
1) 「福岡女子大学の EAP プログラム」 山内ひさ子

（元長崎県立大） 
2) 「農学大学院における EAP の方法論」 荒木瑞夫

（宮崎大） 
3) 「教育効果を上げる方策に関する一考察」 山内ひ

さ子（元長崎県立大） 
4) 「e-Learningシステムを用いた自律学習を促す教

材展開」 安浪誠祐（熊本大） 
5) 「医学部認証制度の導入と英語教育～いい医者に

なってくれ」 横山彰三（宮崎大） 
 
⑤第185回東アジア英語教育研究会 
日時：2018年4月21日（土）15:30～17:30 
場所：西南学院大学 
研究発表 
1) 「教材開発への Task-based アプローチ」 Chris 
Valvona（沖縄キリスト教学院大） 

2) 「日本の大学英語教科書における ELF を考える」 
津田晶子（中村学園大）・金志佳代子（兵庫県立大） 
3) 「メディア英語の積極的活用法」 田上優子（福岡

女子大） 
 
⑥第186回東アジア英語教育研究会 
日時：2018年5月19日（土）15:30～17:30 
場所：西南学院大学 
1) “Speaking better English with today’s easy-to-use 
technology” 田村忠子（朝日無線）、David Liew 
(Nobotel Inc.) 
2)  「2020年以降の英語教育改革はどうなるのか―小

学校の英語教科化と大学入試４技能に関する考察―」

木下正義（元福岡国際大） 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1)支部総会 
日時：2018年7月7日（土） 
会場：九州産業大学 
議題： 
1) 2017年度活動報告について 
2) 2018年度活動計画について 
 
(2)支部役員会 
①2017年度第6回支部役員会 
日時：2018年2月17日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の準備に関する件 
2) 2018年度PKETA派遣に関する件 
 
②2017年度第7回支部役員会 
日時：2018年3月10日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の準備に関する件 
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2) 2018年度PKETA派遣に関する件 
 
③2018年度第1回支部役員会 
日時：2018年4月21日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の準備に関する件 
 
④2018年度第2回支部役員会 

日時：2018年5月19日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の準備に関する件 
 
⑤2018年度第1回支部紀要編集委員会 
日時：2018年6月2日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1)『JACET九州・沖縄支部紀要』第23号の編集に関

する件 
 
⑥2018年度第3回役員会（予定） 
日時：2018年7月6日（金） 
場所：九州産業大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の準備に関する件 
 
⑦2018年度第2回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2018年7月14日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1)『JACET九州・沖縄支部紀要』第23号の編集に関

する件 
 
⑧2018年度第3回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2018年8月23日（土） 

場所：メール会議 
議題： 
1)『JACET九州・沖縄支部紀要』第23号の編集に関

する件 
 
⑨2018年度第4回支部役員会（予定） 
日時：2018年10月13日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1) 2018年度支部研究大会の反省の件 
 
⑩2018年度第4回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2018年10月20日（土） 
場所：西南学院大学 
議題： 
1)『JACET九州・沖縄支部紀要』第23号の編集に関

する件 
 
⑪2018年度第5回支部役員会（予定） 
日時：2018年11月24日（土） 
場所：西南学院大学 
 
３．その他 
1) 『JACET九州・沖縄支部紀要』第23号の発行（予

定） 
発行日：2018年11月30日 
 

（伊藤健一・北九州市立大学） 
 
 
＜中国・四国支部＞ 

 
１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 
日時：2018年6月2日（土）13:00～17:40 
場所：広島市立大学 
研究発表 



 

JACET 通信―――――――――――――――＜9＞―――――――――――――――――3136 
 

第1室 
1) 「児童・生徒の英語でのパフォーマンス評価のため

のルートマップ的ルーブリックの開発」中山 晃（愛

媛大）  
2) 「大学英語教員の教師アイデンティティーに関す

る質的研究」森谷浩士（広島経済大） 
3) 「教室内英語評価尺度」を活用した英語教師教育―

模擬授業における教師英語の省察―」池野 修（愛媛

学）、中田賀之（同志社大）、 木村裕三（富山大）、長

沼君主（東海大） 
4) 「英語学習における動機づけと学習量に与える「井

の中の蛙効果」の検討―所属クラスの習熟度と所属ク

ラス内での位置づけのどちらの影響が大きいのか―」 
関谷弘毅（広島女学院大） 
 
第2室 
1) 「ロアルド・ダールの ‘Galloping Foxley’ にお

ける言語表現とユーモアについて」 田淵博文（就実

大）  
2)「高専１年生に対する体育 CLIL の可能性(2) ―英

語を使用したバレーボールの授業を事例として―」二

五義博（海上保安大学校）、伊藤耕作（宇部工業高等専

門学校） 
3)「誤答分析に基づく音素配列確率の高い対照単語リ

ストによる 発話単語認知能力の向上について」小山

尚史（岡山大） 
4) “The Changing Landscape for Elementary 
School English Education in Japan: Preparing 
Future Teachers for Future Challenges” PARKIN, 
Douglas（Yamaguchi Gakugei University） 
講演：「入試改革の動向と高校教育改革の現状～英語

教育を中心として～」 講師：延原範昭（株式会社進研

アド中国・四国支社長） 
 
(2) 秋季研究大会 
日時：2018年10月27（土）（予定） 

場所：松山大学 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1) 第1回支部役員会 
日時：2018年6月2（土）11:00～12:30 
場所：広島市立大学 
議題： 
1. 報告事項 
1) 2017年度中国・四国支部事業報告 
2) 支部紀要15号について  
3) 理事会報告（2018年3月18日開催） 
2. 審議事項 
1) 2018年度の活動について 
2) 2018年度中国・四国支部人事について 
3) 2019年度の事業計画について 
4) その他 
 
(2) 第2回支部役員会 
日時：2018年10月27日（土）（予定） 
場所：松山大学 
 
３．その他 
(1)支部紀要の発行 
『大学英語教育学会中国・四国支部研究紀要』15号 
発行日：2018年3月31日 
(2)支部ニューズレターの発行 
『JACET中国・四国支部Newsletter』21号 
発行日：2018年7月30日（予定） 
 

（松岡博信・安田女子大学） 
 
 
＜関西支部＞ 

 
１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 
(1) 支部大会 
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2018年度支部大会は秋季のみ開催。 
支部大会（予定） 
日時：2018年11月17日（土）10:30～18:15 
場所：関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス 
大会テーマ：英語教育の今とこれから 
基調講演： 
“Fairness and Justice in Language Testing” Tim 
McNamara（メルボルン大） 
招待講演： 
「機械翻訳と英語教育」Tom Gally（東京大） 
“Writing-to-Learn: Issues in Past and Current 
Theory and Research” 新谷奈津子（神戸学院大） 
 
(2) 支部講演会 
①2017年度第3回支部講演会 
日時：2018年3月10日（土）15:30～17:00 
場所：大阪電気通信大学駅前キャンパス 
題目：“Why I teach the way I teach: Snapshots 
from a learning journey” 野口ジュディー津多江 （神

戸学院大・名誉教授） 
 
②2018年度第1回支部講演会（予定） 
日時：2018年7月7日（土）15:30～17:00 
場所：神戸国際会館 
題目：「高等学校指導要領に謳われた『英語の授業は

英語で』の結果、影響、そして課題」岩井千秋（広島

市立大） 
 
③2018年度第2回支部講演会（予定） 
日時：2018年10月13日 （土） 15:30～17:00 
場所：同志社大学今出川キャンパス 
題目・講演者：未定（企画：関西支部「海外の外国語

教育」研究会） 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1) 支部総会（予定） 

日時：2018年 11月17日（土） 
場所：関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス 
 
(2) 支部役員会 
①第1回役員会（予定） 
日時：2018年7月7日（土）13:30～15:00 
場所：神戸国際会館  
議題： 
1) 2018年度事業案 
2) 2017年度予算実績および2018年度予算案 
3) 2018年度人事 
4) 2018年度研究企画委員会報告 
5) 紀要編集委員会報告 
6) 支部研究会代表者会議報告 
7) その他 
 
②第2回役員会（予定） 
日時：2018年10月13日（土）13:00～15:00 
場所：同志社大学今出川キャンパス 
 
３．その他 
(1) 支部紀要の発行 
『JACET関西支部紀要』第20号 
発行日：2018年3月31日 
 
(2) 支部ニューズレターの発行 
1) JACET Kansai Newsletter No. 80 
発行日：2018年5月20日 
2) JACET Kansai Newsletter No. 81 
発行日：2018年7月31日（予定） 
3) JACET Kansai Newsletter No. 82 
発行日：2018年11月1日（予定） 
 

（住吉  誠・摂南大学） 
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＜中部支部＞ 

 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

(1) 支部大会  
日時：2018年6月16日（土） 10:00～17:15 
場所：愛知大学 名古屋校舎 
大会テーマ：大学英語入試で何を測るべきか 
What Should University Entrance Exams 
Measure? 
特別講演 
「大学入試と英語民間試験：課題が生み出すもの」鳥

飼玖美子（立教大） 
シンポジウム 
テーマ：「大学英語入試で何を測るべきか」 
モデレーター：藤原康弘（名城大） 
第一部  
「大学入試改革に伴う英検協会の取り組み」 
塩崎修健（公益財団法人日本英語検定協会） 
「大学英語入試改革の論点：4技能測定の意義と課題」 
法月 健（静岡産業大） 
第二部 合同ディスカッション 鳥飼玖美子・塩崎修

健・法月 健 
ワークショップ 
“Practical insights and approaches to pronunciation 
instruction” リア・ギルナー（愛知大） 
研究発表 
1) 「学生たちが期待する英語の授業―新入生に対する

調査結果から―」高橋妙子（名古屋市立大（非））・石

田知美（名古屋大）・内田政一（桜花学園大）・鹿野 緑
（南山大学）・宮田 学（名古屋市立大） 
2) 「地域と連携する英文多読活動―学生の動機づけの

観点から―」後藤隆昭（静岡県立大） 
実践報告 
1）「思考力と英語ライティング力を育成するサマリー

ライティング活動：英語専攻学科と放送大学での事例

に基づき」佐藤雄大（名古屋外国語大） 

2）「自律的学修を促すリーディング学習活動の検討」

今井倫子（愛知大） 
 
(2) 春季定例研究会 
日時：2018年3月3日（土） 14:00～17:45 
場所：南山大学 名古屋キャンパス 
研究会研究発表【中部ESP研究会】 
「ESP 研究会（中部）の動向と二次元ドットコード」

馬場景子（中部大） 
講演 
「誤解されたESP」野口ジュディー津多江（神戸学院

大・名誉教授） 
研究発表 
「自己調整学習から見る英語リーディングにおける

学習方略」森 明智（名古屋外国語大） 
実践報告 
「オーラルコミュニケーションフェスティバル ―学

びの成果と今後の展望―」浅野享三（南山大学）・ム

ーディ美穂（名古屋外国語大）・野村和宏（神戸市外

国語大） 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1) 支部総会 
① 第1回 
日時：2018年6月16日（土） 
場所：愛知大学  名古屋校舎 
議題： 
1) 2018（平成30）年度本部報告 
2) 2017年度中部支部事業報告 
3) 2017年度中部支部会計収支報告 
4) 2018年度人事について 
5) 2018年度中部支部事業計画について 
6) 2018年度中部支部予算について 
 
(2) 支部役員会 
① 2017年度第9回役員会 
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日時：2016年3月3日（土） 
場所：南山大学 名古屋キャンパス  
議題： 
1) 本部報告 
2) 事務局報告 
3) 会計報告 
3) 第34回（2018年度）中部支部大会 
4) その他 
 
② 2018年度第1回役員会 
日時：2018年4月7日（土） 
場所：名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス 
議題： 
1) 2017（平成29）年度本部報告 
2) 事務局報告 

3) 会計報告 
4) 第34回（2018年度）中部支部大会 
5) 第58回（2019）国際大会について 
6) その他 
 
③ 2018年度第2回役員会 
日時：2018年5月14日（土） 
場所：愛知大学 名古屋校舎 
議題： 
1) 本部報告 
2) 事務局報告 
3) 会計報告 
4) 第34回（2018年度）中部支部大会 
5) 2018年度第1回中部支部総会 
6) 第58回（2019）国際大会について 
7) その他 
 
④ 2018年度第3回役員会 
日時：2018年6月16日（土） 
場所：愛知大学 名古屋校舎  
議題： 

1) 本部報告 
2) 事務局報告 
3) 会計報告 
4) 第34回（2018年度）中部支部大会 
5) 第58回（2019）国際大会について 
 
⑤ 2018年度第4回役員会（予定） 
日時：2018年7月14日（土） 
場所：名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス 
 
⑥ 2018年度第5回役員会（予定） 
日時：2018年10月20日（土） 
場所：名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス 
 
⑦ 2018年度第6回役員会（予定） 
日時：2018年11月17日（土） 
場所：名古屋外国語大学 
 
３．その他 

(1)支部ニューズレターの発行 
1)JACET-Chubu Newsletter No. 40 
発行日：2018年5月10日 
 

（佐藤雄大・名古屋外国語大学) 

 

 

＜関東支部＞ 

 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 
(1) 支部大会（予定） 
日時：2018年7月8日（日）9:00～18:00（予定） 
場所：神田外語大学幕張キャンパス 
大会テーマ：英語教育におけるアクティブラーニン

グの課題と可能性 
Challenges and Possibilities of Active Learning in 
English Language Education       
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基調講演： 
「英語教育におけるアクティブラーニングの課題と

可能性」白水 始（東京大） 
研究発表 10 件、実践報告 11 件、賛助会員発表 2 
件、ワークショップ 1 件、 開催校企画 1 件、関東

支部企画 5 件 
 
(2) 月例研究会 
①第1回月例研究会 
日時：2018年5月12日（土）16:00～17:20  
場所：青山学院大学青山キャンパス 
題目：「言語教育におけるナラティブ分析」宮原万寿

子（国際基督教大）  
 
②第2回月例研究会 
日時：2018年6月9日（土）16:00～17:20  
場所：青山学院大学青山キャンパス  
題目：「英語4技能試験に求められる語彙知識と語彙

学習法」萓 忠義（学習院女子大） 
 
③第3回月例研究会（予定） 
日時：2018年10月13日（土）16:00～17:20  
場所：青山学院大学青山キャンパス  
題目：未定 
 
(3) 講演会（青山学院英語教育研究センター・

JACET関東支部共催） 
①2018年度第1回講演会 
日時：2018年4月14日（土）16:00～17:30  
場所：青山学院大学青山キャンパス  
題目：「J-POSTLを活用した英語教員養成」清田洋

一（明星大）・ 吉住香織（神田外語大） 
 
②2018年度第2回講演会（予定） 
日時：2018年9月8日（土）16:00～17:30  
場所：青山学院大学青山キャンパス  

題目：未定 
 
③2018年度第3回講演会（予定） 
日時：2018年11月10日（土）16:00～17:30   
場所：青山学院大学青山キャンパス  
題目：未定 
※月例研究会・講演会の詳細は、支部会員MLにて

配信及び関東支部HP上に掲載されます。 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1)支部総会 
第1回支部総会（予定） 
日時：2018年7月8日（日） 
場所：神田外語大学幕張キャンパス  
議題：2017年度事業報告・会計報告、2018年度事

業計画 
第2回支部総会（予定） 
日時：2018年11月12日（土）15:20～15:50 
場所：青山学院大学青山キャンパス 
議題：2019年度支部事業計画・予算、2019年度人

事 
 
(2)支部役員会 
①第1回支部運営会議 
日時：2018年4月14日（土）14:00～15:30 
場所：青山学院大学青山キャンパス 
議題： 
1) 支部 ML 配信に関する内規について 
2) オンライン版支部大会プログラムの対応について 
3) 支部大会の無料化について 
 
②第2回支部運営会議 
日時：2018年5月12日（土）14:30～15:30 
場所：青山学院大学青山キャンパス 
議題：  
1) JACET 関東支部特別研究プロジェクト：自治体
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英語教育研究テーマ等の経年的調査研究（仮称） 
2) 支部大会の無料化について 
 
③第3回支部運営会議 
日時：2018年6月9日（土）14:30～15:15 
場所：青山学院大学青山キャンパス 
議題：  
1) 新規研究企画委員について 
2) 支部大会アンケートについて 
3) 講演料の金額について 
 
④2018年度支部運営会議 
第4回9月8日（土）14:30～15:30（場所：青山学

院大学）（予定） 
第5回10月13日（土）14:30～15:30（場所：青山

学院大学）（予定） 
第6回11月10日（土）14:10～15:10（場所：青山学

院大学）（予定） 
 
３．その他 
(1)支部紀要の発行 
『JACET関東支部紀要』第5号 
発行日：2018年3月31日 
 
(2)支部ニューズレターの発行 
『JACET関東支部ニューズレター』第10号 
発行日：2018年3月31日 
『JACET関東支部ニューズレター』第11号 
発行日：2018年9月30日（予定） 
 

（髙木亜希子・青山学院大学） 
 

 

＜東北支部＞ 

 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

(1) 支部例会（予定） 
日時：2018年11月25日（日）（時間未定） 
場所：仙台市情報・産業プラザ（予定） 
研究発表：（未定） 
 
２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1) 支部総会（予定） 
日時：2018年11月25日（日）（時間未定） 
場所：仙台市情報・産業プラザ（予定） 
議題： 
1) 2017年度事業・活動報告・支部会計報告 
2) 2018年度事業・活動計画、人事案等 
 
(2) 支部役員会 
①第1回役員会および国際大会組織委員会 
日時：2018年4月21日（土）11:30～15:00 
場所：ホテルメトロポリタン仙台 
議題：  
1) 2017年度事業・活動報告・支部会計報告 
2) 2018年度事業・活動計画、人事案等 
3) 2018年度国際大会の開催について 
4) 支部ニューズレターの発行と編集について 
 
②第2回役員会および国際大会組織委員会（予定） 
日時：2018年6月30日（土）13:30～15:30 
場所：東北学院大学土樋キャンパス 
議題： 
1) 2018年度事業・活動計画等 
2) 2018年度国際大会の開催について 
 
③第3回役員会および国際大会組織委員会（予定） 
日時：2018年11月25日（日）（時間未定） 
場所：仙台市情報・産業プラザ（予定） 
議題： 
1) 2019年度活動計画・人事案（支部の運営、事業・

活動計画等）について 
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2) 2018年度国際大会の事後総括について 
 
３．その他 
(1) 支部紀要の発行 
TOHOKU TEFL（『JACET東北支部紀要』）Vol. 7 
発行日：2018年3月31日 
 
(2) 支部ニューズレターの発行 
1) 『 JACET 東北支部通信  (JACET Tohoku 
Newsletter)』 No. 44 
発行日：2018年3月31日 
 

（岡﨑久美子・仙台高等専門学校） 

 

 

＜北海道支部＞ 

 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 
(1) 支部大会（予定） 
① 2018年度支部大会 
日時：2018年 7月7日（土） 13:00～17:25 
場所：北海道大学 
研究発表： 
1) “Towards the Alleviation of Language Anxiety: 
A Mixed Method Study” Satomi Fujii（北海道大） 
2) “An Investigation into L2 Learners’ Self-
Efficacy in Digital Literacy” Ivy Chuhui Lin（北海

学園大） 
基調講演： 
「『話す力・書く力』を育てる英語指導法―意味の順

序に着目して―」田地野彰（名古屋外国語大） 
シンポジウム： 
テーマ：明日の授業にむけて―「意味順」で変わるこ

れからの英文法指導― 
司会進行：田中洋也（北海学園大） 
助言者：田地野彰（名古屋外国語大） 

パネリスト： 
1) 「『意味順』を活用した英語表現活動」山田 浩（高

千穂大） 
2) 「文法解析タスクを活用した聴解指導の実践」細越

響子（京都府立大） 
3) 「タスクを活用した英語授業における『意味順』の

役割」加藤由崇（中部大） 
 
(2) 研究会 
① 2017年度第3回研究会（北海道英語教育学会およ

び日本コミュニケーション学会北海道支部との共催） 
日時：2018年 3月11日（日） 13:00～17:45 
場所：札幌大谷大学セレスタ札幌キャンパス 
研究発表： 
1) “The Indirect Effects of Testing: Can Poor 
Performance in a Vocabulary Quiz Lead to Long-
Term L2 Vocabulary Retention?” Kohei Kanayama
（札幌大谷高）and Kiwamu Kasahara（北海道教育

大） 
2) 「タスクを用いた英語授業における学習者の意識」

志村昭暢（北海道教育大） 
基調講演： 
「対人コミュニケーションとマスコミュニケーショ

ンの融合の時代」高井次郎（名古屋大） 
ワークショップ： 
1) 「小学校における英語活動の苦手意識は克服でき

ます！」駒木昭子（北海道教育大） 
2) “Creating Effective Tests that Can Improve 
Students’English Proficiency: Theory and Practice” 
Kiwamu Kasahara（北海道教育大）and Rintaro Sato
（奈良教育大） 
 
② 2018年度第1回研究会（予定） 
日時：2018年11月3日（土） 
場所：天使大学 
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２．支部総会・支部役員会等の開催 
(1) 支部総会（予定） 
日時：2018年7月7日（土）12:30～12:50 
会場：北海道大学 
議題： 
1) 支部長報告 
2) 2017年度事業報告 
3) 2018年度事業計画 
4) 2018年度人事 
5) 各種委員会報告 
6) 2019年度事業計画案 
7) 2019年度人事案 
 
(2) 支部役員会 
① 第1回役員会 
日時：2018年5月26日（土）10:00～12:00 
場所：北海学園大学 
 
② 第2回役員会（予定） 
日時：2018年7月7日（土）10:00～12:00 
場所：北海道大学 
 
３．その他 
(1) 2017年度支部紀要の発行 
Research Bulletin of English Teaching, Vol. 14 
発行日：2018年3月15日 
 
(2) 2017年度支部ニューズレターの発行 
『JACET北海道支部ニューズレター』31号 
発行日：2018 年 3 月 31 日（インターネット上で公

開） 
 

（目時光紀・天使大学） 
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編集後記 

 

 『JACET通信』202号をお届けいたします。ご多

忙のところ、原稿をご執筆くださいました先生方に

心から感謝申し上げます。 
 巻頭言、および研究促進委員会の活動レポートから

は、寺内会長が昨年の第 56 回国際大会の会長講演で

示された「第二次アクションプラン」が確実に実行さ

れ、成果を生んでいることが読み取れると思います。

「第二次アクションプラン」の詳細は、本通信200号

の「巻頭言」、201号の「Foreword」に掲載されてい

ますので、ぜひご覧ください。 （水島） 
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