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[巻頭言] 

JACET 創立 60 周年に向けて 

 
一般社団法人大学英語教育学会会長 寺内 一 

高千穂大学 

 

平素は本学会の諸活動に対し、格別のご支援を賜り

まことにありがとうございます。2019 年 6 月 16 日

より一般社団法人大学英語教育学会（JACET）の第8
代会長職の最後の 3 期目を拝命いたしました寺内一

でございます。1 期、2 期目同様、最後となります 3

期目の在任中（2021 年6 月の社員総会まで）一生懸

命職務を全うする所存ですので、変わらぬご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。本『JACET
通信』が、今後の日本のみならず世界の英語教育に広

く貢献できる存在であり続けていただきたいと願う
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次第です。

本稿では、6 月 16 日にご退任なされた理事の先生

方と、新理事・監事の氏名と役職をはじめとした人事

についてご紹介いたします。後半では、この2年間で

JACETが着手した、もしくは今後行う予定の事項を

ご説明したいと思います。

1 新旧理事のご紹介 
2019年6月16日をもってご退任なされた役員（理

事）は以下の通りです。

尾田智彦理事（北海道支部長）、高橋潔理事（東北支

部長）、村田泰美理事（中部支部長）、小栗裕子理事（関

西支部長）、石川慎一郎理事（関西支部選出）、高橋俊

章理事（中国・四国支部選出）、志水俊広理事（九州・

沖縄支部選出）の7名です。先生方のこれまでのご尽

力とご貢献に対してこの場を借りて御礼申し上げま

す。

2019 年 6 月 16 日付けで就任した JACET の役員

（理事・監事）は以下の通りです。

寺内一理事（会長）、尾関直子理事（副会長）、田地

野彰理事（副会長）、小田眞幸理事（副会長）、上野之

江理事（北海道支部長）、冨田かおる理事（東北支部

長）、藤尾美佐理事（関東支部長）、石川有香理事（中

部支部長）、植松茂男理事（関西支部長）、岩井千秋理

事（中国・四国支部長）、石井和仁理事（九州・沖縄支

部長）、相川真佐夫理事（会長指名）、淺川和也理事（会

長指名）、上田倫史理事（会長指名）、木村松雄理事（会

長指名）、河野円理事（会長指名）、佐藤雄大理事（会

長指名）、下山幸成理事（会長指名）、内藤永理事（会

長指名）、渡辺敦子理事（会長指名）の20名と駒田誠

監事、笹島茂監事の2名です。任期は2021年6月の

社員総会までの2年となっております。理事会一丸と

なって JACET の運営にあたる所存ですのでどうぞ

よろしくお願いいたします。

2 社員の委嘱と本部運営委員・支部運営委員・研究

企画委員の委嘱

2019年4月1日から2021年3月31日までの2年

間の任期で社員81 名が選出されました。社員は『一

般社団法人大学英語教育学会定款』の第6条（法人の

構成員）の第3項「社員は一般会員による社員選挙で

選出する」と第 4 項「社員は一般会員から選ばれる」

に基づいております。さらに、『学会運営規程』に基づ

いて、顧問、本部幹事（各運営委員会の委員長）、正副

代表幹事、各特別委員会の委員、各支部の副支部長と

支部幹事、さらに各支部の研究企画委員が同日の理事

会で承認されました。なお、本部の正副代表幹事（任

期は2021年3月31日まで）は以下の通りです。 
代表幹事（総務委員会委員長・総務担当理事兼任）：

下山幸成

副代表幹事（総務委員会副委員長）：馬場千秋・金丸

敏幸

社員および 2019 年度人事は JACET のWeb ペー

ジをご覧ください。

3 事務局体制 
2019年4月1日から事務局の3名の事務員の方と

契約を更新いたしました。この機会にJACETの就業

規則なども時代に沿うべく改正しました。それを契機

に事務局長を置かないこと、さらには、事務局の電話

等の取扱時間等も変更しました（平日午後1時から4
時まで）。なお、昨年度まで事務局長の重責を担われ

た保坂佳代子氏は7月から非常勤となります。したが

いまして、この7月から事務局は植原美奈子氏（専任）、

保坂佳代子氏（非常勤）、加山元子氏（非常勤）の3名

で事務作業を行ってまいります。

4 「名誉会員（国内）」制度の導入 
2017年4月から国内のJACET役員経験者（非会

員で、かつ、JACET理事・監事・支部長経験者）に

対して「名誉会員（国内）」になっていただく制度を導
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入し、2019 年7 月時点の名誉会員（国内）は以下の

通りです。JACET会員の研究と学会活動に対してご

指導とご助言をいただいております。

名誉会員（国内）（敬称略・アルファベット順）

畑中孝實、石川祥一、門田幹夫、小林ひろみ、幸野稔、

増田豊、森永正治、中村浩路、名本幹雄、西村嘉太郎、

沼野治郎、尾形良道、岡秀夫、岡野哲、園城寺信一、

髙井收、竹前文夫、田中慎也、田中駿平、矢田裕士（以

上20名） 
さらに、2019年4月時点の「名誉会員（海外）」は

以下の通りです。

名誉会員（海外） （敬称略・アルファベット順）

John G. Bordie; Simon Borg; Wallace L. Chafe; Julia 
Chen; Phyllis Ghim Lian Chew; Kaye Chon; 
Andrew D. Cohen; Vivian Cook; David Crystal; 
Alister Cumming; Dan Douglas; John F. Fanselow; 
Lily W. Fillmore; Paul Fletcher; William Grabe; 
Judith Hanks; Bates L. Hoffer; Kellogg W. Hunt; 
Leon A. Jakobovits; Celeste Kinginger; Claire 
Kramsch; William Labov; George Lakoff; Mark 
Lester; Roy Lyster; Paul Kei Matsuda; Michael 
McCarthy; John McCormick; David McNeil; Neil 
Murray; John W. Oller, Jr.; Rebecca L. Oxford; Mark 
Pegrum; Daniel Perrin; Razika Sanaoui; Thomas 
Scovel; Barbara Seidlhofer; Nina Spada; Richard A. 
Spears; Gabriele Stein; Fredricka L. Stoller; 
Douglas Stout; Ema Ushioda; John C. Wells; Henry 
G. Widdowson（以上45名） 

5 『定款』と『学会運営規程』の変更 
JACET は2013 年4 月1 日の一般社団化に伴い、

その根拠となる『定款』と『学会運営規程』を整備い

たしました。その「公益目的支出計画」をもとにした

各号事業もすべて完了いたしました。2017 年にお約

束した通り、『定款』とその下位規定である『学会運営

規程』の変更が 2018 年 6 月の社員総会で正式承認

され、2019 年4 月1 日から施行されております。 

6 JACETアーカイブの作成 
大学英語教育学会（以下、JACET）は、1962 年の

設立以来、日本国内のみならず、海外に対しても英語

教育の先導者としての役割を果たしてきました。その

JACET の歴史に関する各種資料を収集・整理・保存

する作業（「JACETアーカイブ企画」） を2016 年度

から3 年計画で行いました。その一部は「国際大会」

や「サマーセミナー」、『JACET通信』などを通して

発表しております。そして、2019年度以降は、JACET
創立 60 周年に向けて、JACET の伝統となっている

「サマーセミナー」と「国際大会」創成期を中心とし

た学会の貴重な歴史資料を再整理して公表していく

予定です。当時のJACET という学会の存在意義を再

確認することを目標としております。収集・整理され

た資料を通して、会員がJACET の歴史と伝統に関す

る理解を深め、ひいては今後の諸活動へ積極的に参加

いただき、JACETへの帰属意識を持たれることを期

待しています。本アーカイブはJACET のWeb 上に

載せられるように準備しておりますので、JACET会

員はもちろんのこと、広く国内外に発信することで、

JACETのこれまでの活動業績などに関する情報を提

供できるようになります。

７ JACET創立60周年に向けて 
JACETは1962年の設立ですから、2022年には創

立 60 周年を迎えます。また、その前年の 2021 年、

つまり、再来年には大学英語教育学会（JACET）第60
回記念国際大会（広島、2021）が開催されます。この

大きな大会をお引き受けいただいた中国・四国支部の

皆様に心より感謝申し上げます。2011年の第50回記

念国際大会（福岡、2011）の時には、大修館から英語

教育学大系（全 13 巻）の刊行、『50 周年記念誌』の

発行、発表言語の英語化へのシフト（全国大会から国

際大会へ名称変更）、『プロシーディングス』の発行（後
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に『Selected Papers』へ発展）と、法人化への動きと

相まって、JACET転換のひとつの契機となりました。

一方、この10 年で、技術革新やボーダーレス化によ

る社会情勢の大きな変化、英語外部試験や CEFR 利

用など入試情勢や質保証の動き、リメディアルや一般

英語のアウトソーシングの増大、高等教育のユニバー

サル化を担ってきた大学教員の退職など大きな変化

があります。AI を含めて時代が大きく変わろうとし

ており、英語教育が「大学」だけで完結しないのは当

然のことで、この混とんとした時代に、「大学英語教

育学会」として、将来に繋げるべく動きが必要となる

のは必定のことです。本部では第60 回記念国際大会

（広島、2021）準備特別委員会と60周年記念誌作成

準備特別委員会を2019年4月に立ち上げ、準備を開

始いたしました。会員の皆様はもちろん、これからを

支える若者にとっても魅力的な大会に、さらに、

JACETの将来も展望できるような充実した記念誌を

刊行していく所存ですのでよろしくお願いいたしま

す。

以上、JACETの発展と日本はもちろん、海外も含

んだ英語教育に貢献できるよう今後とも最善を尽く

してまいりますので、会員の皆様の益々のご理解とご

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

國吉丈夫先生の思い出

外国語教育メディア学会

関東支部支部長

見上 晃（拓殖大学）

2 月 24 日に國吉先生の息子さんの國吉康夫先生か

ら國吉先生の訃報が入りました。國吉先生とは長年

JACET の研究企画委員会でご一緒してきましたが、

外国語教育メディア学会（LET）でのお付き合いの方

が密度も濃く時間も長かったと思います。國吉先生が

LET 関東支部長だったときに関東支部事務局長をや

らせていただいたからです。

初めて國吉先生の事を知ったのは、私が学生だった

時にお世話になった東京大学の鈴木博先生に千葉大

学時代のことを伺ったときだったと思います。千葉大

学で活躍されている國吉先生というのが最初の印象

でした。

私がJACETに加わった頃、研究企画委員会終了後

は神楽坂に食事に行くのが恒例となっていました。食

卓を囲みながら JACET の研究企画委員会の後なの

にLLA（現在はLET）について、よく話していまし

た。当時、JACET と LLA では両方の委員を兼任し

ていることが多く、國吉先生も私も両方の委員をして

いたので月に 2 回は一緒に食事をしていたことにな

ります。（余談ですが、私が JACET の研究企画委員

に成り立てのときは梶木隆一先生と差し向かいで話

をしながら食事をする機会が多かったです。他の先生

方は研究企画委員会終了後にその他委員会の打ち合

わせをしていましたが、会長だった梶木先生にはその

ような打ち合わせは無く、入りたての私も参加しなけ

ればいけない打ち合わせがなかったからです。）

筑波大学から東洋学園大学に移られた浅野博先生

が7代目LLA会長になられると國吉先生は関東支部

長となられました。（後に國吉先生は 8 代目会長にな

りました。）関東支部の事務局長は明治学院大学から

東洋学園に移られた黄金井先生と私が（当時東洋学園）

交代して担当し、運営委員会も東洋学園で行うことが

多く、3代目会長の天野一夫先生（千葉大学で鈴木博

先生や國吉先生をご指導なさったと聞いています。）

もお見えになることもしばしばあり、終了後の食事会

では昔話を伺うことが多く、貴重な時間を過ごさせて

頂きました。

先生方の話からLLやビデオが英語教育に入ってき

たときの教員の熱意や、これで英語教育は万全となる

といった信念が伝わってきましたし、國吉先生が行っ

た公開授業を天野先生（3代目会長）、黒田巍先生（2
代目会長）、高本捨三郎先生（4代目会長）が参観した
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話はその光景を想像するだけでもワクワクするもの

でした。

LET は各支部の独立性が JACET に比べて高いの

ですが、当時LLA は今よりも独立性が強く、各支部

が支部会員名簿を作成し、その支部の中だけで配布し

ていて、4支部の会員を1冊に載せた会員名簿を作成

して全会員に配布することはしていませんでした。國

吉先生はこれを気にされていて、4支部の会員名簿を

合冊したものを作るべきだと繰り返し話していまし

た。

念願が叶い、國吉先生が関東支部長でいる間に合冊

の会員名簿を作ることになりました。各支部でデータ

のフォーマットが異なり、単に流し込むだけでは印刷

できないことが分かり、フォーマットの統一に時間が

掛かったのを覚えています。今のように会員をデータ

ベースで管理するのでは無く、住所や学校名等をワー

プロで打ち込んだだけのデータで、項目の移動等がす

ぐに行えなかったためです。どこの支部も名前が最初

に来ることは同じですが、勤務校の入る位置や電話番

号の入る位置が違っていたからです。そのことを國吉

先生に報告するとそんなことでは駄目だ。メディアを

扱う学会なのだから、とおっしゃっていました。現在

LET では紙での名簿は発行せず、web での名簿とな

っていますが、その切っ掛けになりました。

また、外国語教育メディア学会（LET）は以前、語

学ラボラトリー学会（LLA）でしたが、コンピュータ

の出現で「この学会は語学ラボラトリーだけを扱うの

ではない」「言語教育の理論と実践を扱う学会だ」と

いうことで、名称を変更することになりました。元々

英語教員だけで無く、フランス語、ドイツ語、中国語

の先生方も加わっていたので、名称変更の時に「外国

語」とするか「言語」とするかで議論となり、國吉先

生は広い視野で捉えて「言語」とするのが望ましいと

主張されましたがこの意見は通りませんでした。私は

名称変更委員会の関東支部選出委員の一人でしたか

ら、國吉先生の希望を通すことが出来ず、申し訳なく

思いました。

國吉先生は放送大学でも活躍され、私が放送大学で

非常勤講師をしたときに使っていた映像教材は國吉

先生が中心となって進められていたものだと記憶し

ています。

2004 年に拓殖大学の大八木廣人先生に会長の職を

引き継ぎましたが、その後もしばらくは関東支部運営

委員会に出席なさっていました。だんだん先生の足が

遠のいていきましたが、ひょっとすると昔のように運

営委員会の後に食事会をする習慣が無くなっていた

ことが一つの原因だったかもしれません。最後に先生

にお会いしたのは元千葉大学の竹蓋先生のご葬儀だ

ったと思います。今回訃報に接してもっとお話を伺っ

ておきたかったと残念に思います。ご冥福をお祈りし

ています。

研究促進委員会の活動

研究促進委員会委員長

（兼任理事）

   渡辺 敦子（文教大学）

英語教育における学際的、国際的研究の必要性が高

まるなか、研究促進委員会では一般社団法人としての

JACETが担うべき役割を認識し、英語教育の改善と

発展への寄与を目指しています。今回は、本委員会が

従事する様々な活動の中で JAAL in JACET 学術交

流会と産学連携プロジェクトについてご紹介します。 

寺内一JACET現会長は、第2次アクションプラン

の中で、JACETの果たす役割として共同研究の場の

提供を掲げ、「賛助団体をはじめとする産業界との産

学連携プロジェクト」の推進を述べました。2018 年

に研究促進委員会は 10 年後の英語教育を見据え、

JACET会員である研究者と賛助会員のマッチングを

行うことによる新たな研究、新たな教育の産出を目的

とした 4 年間に亘る産学連携プロジェクトを開始し



JACET 通信―――――――――――――――＜6＞―――――――――――――――――3216 

ました。最終年となる 2021 年度には第 60 回記念国

際大会にて成果物の刊行・公開を目指しています。 

このような目標を基に、2018 年 12 月 1 日に第１

回JAAL in JACET学術交流集会（JAAL in JACET
2018)が「研究者間、研究会間、産学連携、学会連携

など横のつながりを創り出す」ことを目的として開催

されました。当日は約170名の参加者があり、研究発

表15件、産学連携発表3、研究会のポスター発表18
件、賛助会員展示16 件、賛助会員プレゼンテーショ

ン12 件、そして、賛助会員との情報交換会分科会と

小田学術集会会長の講演等が行われました。他学会の

会員による発表もあり、会員、研究会、また学会の枠

を超えた交流が行われ、成功裡に幕を閉じました。

産学連携プロジェクトのキックオフとして、2018
年 4 月 20 日に第 1 回情報交換会が開催されました。

この第 1 回情報交換会では「10 年後の英語教育を考

える」をテーマに、一般会員と賛助会員が「教材」、

「評価（試験）」、「IT」、「グローバル（国際交流）」

の4つの分科会に分かれ、それぞれ「現在起きている

課題の共有」、「セミナー＆大会テーマへの要望」、

「他学会とのコラボの可能性」、「10年後の英語教育

に向けた新たな展開」、「新たな展開に必要な共同研

究・共同開発の可能性」についてブレーンストーミン

グとして議論を行いました。 

JAAL in JACET学術交流集会の中で開催された第

2回情報交換会では第1回情報交換会の話し合いから

浮き彫りになった課題を基に新たな研究を生み出す

ことを目的に、「教材」、「評価（試験）」、「IT」、

「グローバル（国際交流）」の4分科会でさらなる議

論が行われました。具体的な研究課題を生み出す際に

4つのテーマは相互的、有機的に関わっており「教室

内」、「教室外」、そして「新たな領域」という3つ

の視点から考える提案がなされました。「教室内」と

は教材改良に向け、理論と実践を融合させるための分

析、学習者のニーズ（スマホ対応、ゲーム性、動機付

け、達成感）をくみ取るための実態調査等、「教室外」

は ICT を活用する教員へのサポート、試験や評価に

関する正確な知識（達成度評価と熟達度評価等）の啓

蒙、「新領域」はGlobal Competency の涵養を目指

したコンテンツ・タスクの研究、外部リソース（企業

研修、専門家との交流）を活用した Globally 
Functional Professional養成などを指しています。

2019 年 5 月 17 日には、産学連携プロジェクトの

企画を具体化し、共同チームを形成することを目的と

して、第3回情報交換会が開催されました。産学連携

の具体的な企画、テキスト（教材）作成による共同研

究へと踏み出すべく、3 つの視点「教室内の変革」、

「教室内外の学習」、「新領域の展望」のうち1つに

ついて一般会員、賛助会員がペアで話し合いを持ちま

した。当日の議論を基に、2019年11月開催の第2回

JAAL in JACET学術交流集会に向けて具体的な企画

を打ち出していく予定です。 

2020年度は本格的な共同研究を展開し、第59回国

際大会、第3 回JAAL in JACET 学術交流集会にて

経過報告をすることを予定しています。そして最終年

となる 2021 年度に開催される第 60 回記念国際大会

で成果物の刊行・発表を目指しています。研究促進委

員会では「横の繋がり」の発展により「縦の繋がり」

つまり10 年後の英語教育へと繋げるべく活動を行っ

ています。 

本年度の 8 月 20 日～22 日には、玉川大学におい

て、第46回サマーセミナー＆第7回英語教育セミナ

ーからなる、『大学英語教育学会（JACET）第 2 回

ジョイントセミナー（東京、2019）』、8月28日～30
日には、名古屋工業大学において、『大学英語教育学

会（JACET）第58回国際大会（名古屋、2019）』、11
月30日には、高千穂大学において、『第2回JAAL in 
JACET学術交流会』が開催されます。多くの会員の

皆様と意見交流の場を持てることを楽しみにしてお

ります。 
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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。

8月の国際大会は8月28日（水）から30日（金）

まで名古屋工業大学で開催いたします。JACETは会

員の皆さまからのご支援により成り立っています。皆

さまの生のお声を反映させながら JACET を進化さ

せていきたいと考えておりますので、ぜひお気軽にお

声をかけていただければ幸いです。引き続きどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

2019年 
7月 
1日（月）：『JACET通信』205号（日本語版・WEB
版）発行

4日（木）～6日（土）：The Joint Conference（KATE 
& PKETA 他）（ソウル、大韓民国） 
20日（土）：運営会議（JACET事務所） 
8月 
（日付未定）：『JACET International Convention 
Selected Papers』6号発行 
13日（火）～15日（木）：28th MELTA International 
Conference（クチン、マレーシア） 
20日（火）～22日（木）：第2回JACETサマー・英

語教育ジョイントセミナー（玉川大学）

27日（火）：第4回理事会（名古屋工業大学） 
27日（火）：各運営委員会（名古屋工業大学） 
28日（水）～30日（金）：第58回国際大会（名古屋、

2019）（名古屋工業大学） 
28日（水）：JACET賞授賞式（名古屋工業大学） 
29日（木）：会員総会（名古屋工業大学） 

9月 
28 日（土）：ALAK 2019 International Conference
（ソウル、大韓民国）

11月 
1日（金）～4日（月）：2019年JALT年次大会（名

古屋、WINC愛知） 
9日（土）～11日（月）：ETA-ROC 28th International 
Symposium and Book Fair on English Teaching
（Chien Tan Overseas Youth Activity Center、台北、

台湾）

30日（土）：第2回JAAL in JACET応用言語学学術

交流集会（東京、2019）（高千穂大学） 
12月 
1日（日）：『JACET通信』206号（日本語版）発行 
1日（日）：『会員名簿2019年度』発行 
22日（日）：第5回理事会（場所未定） 

2020年 
1月 
30日（木）～2月1日（土）：Thailand TESOL 40th 
International Conference（The Ambassador Hotel 
Bangkok、タイ） 
2月 
（上旬）：『紀要』64号刊行 
3月 
1日（日）：『JACET通信』207号（英語版・WEB版）

発行

15日（日）：第6回理事会（場所未定） 
16日（月）～18日（水）：RELC 55th International 
Conference（SEAMEO Regional Language Centre、
シンガポール）

31日（火）：『JAAL in JACET Proceedings』2号発

行

31日（火）：『英語授業学の最前線（仮題）』発行 

本部だより

代表幹事  下山幸成（東洋学園大学）
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  支 部 だ よ り 

＜九州・沖縄支部＞ 

(1) 支部研究大会

①第31回支部研究大会（予定） 
日時：2019年7月13日（土）9:10～17:40 
場所：東海大学熊本キャンパス

大会テーマ：内容を重視した英語教育 Content 
Based Instruction in L2 Learning 

(2) 研究会

①第194回東アジア英語教育研究会 
日時：2019年2月16日（土）15:30～17:35 
場所：西南学院大学

研究発表

1)「アカデミックライティング授業における学生主体

のタスク活動とその意義」 福永 淳（九州工業大）

2)「宮崎県の高校英語教育の歴史に関する研究―1960
年頃の宮崎県立福島高校を中心に―」 水島孝司（南

九州短期大）、安井誠（南九州短期大）

②第28回ESP研究会 
日時：2019年2月23日（土）14:00～16:35 
場所：熊本大学

研究発表

1) “‘Quick Speech and Write’ in FYE Classroom” 林
千晶（福岡女学院大）

2)「英語オンライン協同学習の大規模化と学習者支援

の可能性」荒木瑞夫（宮崎大）

3)「グローバル教育―9 年間の国際プロジェクトを英

語・情報・教職課程の観点から評価 ―」鈴木千鶴子、

石田憲一、吉原将太（長崎純心大）

③第195回東アジア英語教育研究会

日時：2019年3月16日（土）15:30～17:35
場所：西南学院大学 

研究発表 

1)「台湾英語教育の改革と発展過程（1945－2018）」 
平井清子（北里大）

2)「英語能力模擬試験における VR 技術利用の検討」 

Laura Maria Cortes Blanco （九州大・院）、冬野美

晴（九州大）

④第196回東アジア英語教育研究会 
日時：2019年4月20日（土）15:30～17:35 
場所：西南学院大学

テーマ：英語教材のAuthenticityについて考える 
研究発表

1)「Authentic Materials を使った授業の考察：学習

者への調査結果から 」米田みたか（武庫川女子大）

2)「英語再履修クラス受講者の学習意欲を促す取り組

み：オーセンティックな教材のオンライン活用」桜井 

静（福岡大） 

3)「日本事象のテレビ番組を題材にした大学英語教材

開発:実践報告 」津田晶子（中村学園大）、金志佳代子

（兵庫県立大）

⑤第197回東アジア英語教育研究会 
日時：2019年5月18日（土）15:30～17:30 
場所：西南学院大学

研究発表

1)「応用言語学と英語教育：通時的考察」小田眞幸（玉

川大）

⑥第198回東アジア英語教育研究会 
日時：2019年6月15日（土）15:30～17:35 
場所：西南学院大学

研究発表

1)「小学校英語教員（JET）養成と小学校教材内容と
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使用語彙の分析」 木下正義（元福岡国際大）、柏木哲

也（北九州市立大） 

2)「日本とフィンランドの小学校英語教科書に出てく

る語彙比較」柏木哲也（北九州市立大）

3) “Serious ENGLISH with Lego Bricks: 
Facilitating Communicative Competence in English 
Education”  Hisako Ohtsubo (Showa Women’s 
University)

２．支部総会・支部役員会等の開催

(1) 支部総会（予定）

日時：2019年7月13日（土） 
会場：東海大学熊本キャンパス

議題：

1) 2018年度活動報告について 
2) 2019年度活動計画について 

(2) 支部役員会

①2019年度第1回役員会 
日時：2019年4月20日（日） 
場所：西南学院大学

議題：支部研究大会の準備に関する件、他

②2019年度第2回役員会 
日時：2019年5月25日（土） 
場所：西南学院大学

議題：支部研究大会の準備に関する件、他

③2019年度第1回支部紀要編集委員会 
日時：2019年6月8日（土） 
場所：西南学院大学

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第25号の編集

に関する件

④2019年度第2回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2019年7月6日（土） 

場所：西南学院大学

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第25号の編集

に関する件

⑤2019年度第3回役員会（予定） 
日時：2019年7月12日（金） 
場所：東海大学熊本キャンパス 

議題：支部研究大会の準備に関する件 

⑥2019年度第3回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2019年8月27日（火） 
場所：メール会議

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第25号の編集

に関する件

⑦2019年度第4回支部役員会（予定） 
日時：2019年10月12日（土） 
場所：西南学院大学

議題：秋季学術講演会に関する件、他

⑧2019年度第4回支部紀要編集委員会（予定） 
日時：2019年10月26日（土） 
場所：西南学院大学

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第25号の編集

に関する件

⑨2019年度第5回支部役員会（予定） 
日時：2019年11月23日（土）（予定） 
場所：西南学院大学

議題：秋季学術講演会に関する件

３．その他

1)『JACET 九州・沖縄支部ニューズレター』の発行

2019年4月13日（土） 
2)『JACET九州・沖縄支部紀要』第25号の発行（予

定）発行日：2019年11月30日（土） 
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（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

(1) 春季研究大会

日時：2019年6月1日（土）13:00～17:55 
場所：就実大学

研究発表

第１室

1) “Developing the English Speaking Skills of Staff 
at a University Hospital” WILLEY, Ian (香川大） 
2)「外来語と和製英語の誤用を防ぐ英語語彙指導」

松岡博信（安田女子大）

3) “Willingness to Communicate and the Use of 
Self-access Centers” McCROHAN, Gerardine、
CHAMBERS, Arran（香川大） 
4) 「医療福祉教育系学部の多職種連携のための初年

次英語教育」小﨑順子（川崎医療福祉大）

第2室 
1) “Breaking Barriers for L2 Learners of English”
PARKIN, Douglas（山口学芸大） 
2) “Socio-cultural Influences on the Learning, Use, 
and Employment of Communication Strategies 
Among Japanese EFL Learners” BURROWS, 
Christian（岡山理科大） 
3) 「習熟度によるクラス分けのない大教室における

文法の授業実践 －『なるほど！』と思った表現を自

由に選びテスト問題にする試み－」関谷弘毅（広島女

学院大）

4)「英字新聞を一緒に読もう」村上博子 
第3室 
1) 「外国語のエラーは『そのうち治る』のか？－中・

上級英語学習者のライティングに関する一考察－」西

谷工平、中﨑崇（就実大）

2) 「小学校4年生の体育授業における CLIL の実践 
－英語を使用した『体つくり運動』を事例として－」

二五義博（海上保安大学校）、冨岡宏健（広島大附属三

原小学校）

3) 「英語進行形の習得に関する一考察」井口智彰（大

島商船高等専門学校）

講演：「英語の音を読む」

講師：豊田昌倫（京都大名誉教授・関西外国語大名誉

教授）

(2) 秋季研究大会

日時：2019年10月19日（土）（予定） 
場所：愛媛大学

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：2019年6月1日（土）11:15～12:45 
場所：就実大学

議題：

１．報告事項

1) 2018年度中国・四国支部事業報告 
2) 支部紀要16号について 
3) 理事会報告（2019年5月19日開催） 
２．審議事項

1) 2019年度の活動について 
2) 2019年度中国・四国支部人事について 
3) 2020年度の事業計画について 
4) 第60回（2021年度）の記念国際大会（中国・四

国支部担当）の開催校について

5) 紀要編集委員長の選考について

6) その他

(2) 第2回支部役員会 
日時：2019年10月19日（土）（予定） 
場所：愛媛大学



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』16号 
発行日：2019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』23号 
発行日：2019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（予定） 
日時：2019年 11月16日（土）  
場所：同志社大学今出川キャンパス 
大会テーマ：変化の時代を生きる英語教育 
基調講演： 
「英語教育における言語イデオロギーを問う」久保

田竜子（カナダ・ブリティッシュコロンビア大） 
特別講演： 
1) “Emotions, Values, and Stories: Against the 
Standardization to Monetize English Language 
Teaching” 柳瀬陽介（京都大） 
2) 「外国語教育政策研究の理論・方法（仮）」寺沢拓

敬（関西学院大） 
企画シンポジウム： 
「大規模スピーキングテストの舞台裏，どこがどう

難しいのか？—京都工芸繊維大学の実践より」羽藤

由美（京都工芸繊維大）・神澤克徳（京都工芸繊維

大） ・光永悠彦（名古屋大） 

(2) 支部講演会 
①2018年度第3回支部講演会 
日時：2019年3月9日（土） 15:30～17:00 
場所：関西学院大学梅田キャンパス 
題目：「PBL（問題解決型学習）を目指した英語教材

開発」池田光穂（大阪大） 

②2019年度第1回支部講演会 
日時：2019年6月22日（土）15:30～17:00 
場所：神戸国際会館 
題目：「ディープラーニングで進化する機械翻訳：何

ができて、何ができないか」井佐原均 （豊橋技術科学

大）

③2019年度第2回支部講演会（予定） 
日時：2019年10月5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

２．支部総会・支部役員会等の開催

(1) 支部総会（予定） 
日時：2019年 11月16日（土） 
場所：同志社大学今出川キャンパス 

(2) 支部役員会 
①2018年度第3回支部役員会

日時：2019年3月9日（土）13:30～15:00 
場所：関西学院大学梅田キャンパス 
議題： 
1) 2019年度事業計画 
2) 2019年度予算案 
3) 2019年度人事案 
4) 関西支部支部長選出規定の改定 
5) 2020年度国際大会について 
6) 研究企画委員会報告 
7) 紀要編集委員会報告 
8) その他 

②2019年度第1回支部役員会

日時：2019年6月22日（土）13:30～15:00 
場所：神戸国際会館 
議題： 
1) 支部長報告 
2) 2019年度事業計画 
3) 2018年度予算実績および2019年度予算 
4) 2019年度人事 
5) 研究企画委員会報告 
6) 紀要編集委員長報告 
7) 2020年度国際大会について 
8) その他 

③2019年度第2回支部役員会（予定）  
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日時：2019年10月5日（土）13：30～15：00 
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21号 
発行日：2019年3月31日 

(2) 支部ニューズレターの発行 
1) JACET Kansai Newsletter No. 83（電子媒体） 
発行日：2019年6月17日 
2) JACET Kansai Newsletter No. 84（電子媒体） 
発行日：2019年7月31日（予定） 
3) JACET Kansai Newsletter No. 85（紙媒体） 
発行日：2019年11月1日（予定） 

（坂本輝世・滋賀県立大学）

＜中部支部＞ 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

(1) 支部講演会

日時：2019年6月15日（土） 13：30～17：30 
場所：名城大学 天白キャンパス

特別講演

「プレゼンテーションを通した効率的英語習得」野中

アンディ（コミュニケーションスキル協会）

シンポジウム

テーマ：「英語プレゼンテーションをどう教えるか―

指導と評価―」

モデレーター：村田泰美（名城大）

「心に届くプレゼンテーションの為に」

小口真澄 （MARBLES） 
「「祭り」の準備 ―英語スピーチの学びをうながす実

践共同体の演出―」

三熊祥文（広島工業大）

合同ディスカッション 野中アンディ・小口真澄・三

熊祥文

(2) 春季定例研究会

日時：2019年3月2日（土） 14:00～17:15 
場所：名古屋工業大学

研究会研究発表【待遇表現研究会】

「英語インタラクションの指導の試み－成果と課題」

岩田祐子（国際基督教大）、大谷麻美（京都女子大）、

村田泰美（名城大）

講演

「インターアクション能力を育てる会話教育のため

の理論と実践」中井陽子（東京外国語大）

研究発表

「グローバル時代のインド英語」榎木園鉄也（中京大） 

(3) 秋季定例研究会

日時：2019年11月16日（土） 
場所：愛知大学名古屋校舎（予定）

研究会研究・研究会発表・特別講演等

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：2019年6月15日（土） 
場所：名城大学 天白キャンパス

議題：

1) 2019年度本部報告 
2) 2018年度中部支部事業報告 
3) 2018年度中部支部会計収支報告 
4) 2019年度人事について 
5) 2019年度中部支部事業計画について 
6) 2019年度中部支部予算について 

(2) 支部役員会

① 2018年度第9回役員会 
日時：2019年3月2日（土） 
場所：名古屋工業大学

議題：

1) 本部報告

2) 事務局報告

3) 会計報告

4) 中部支部講演会
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5) その他

② 2019年度第1回役員会 
日時：2019年4月6日（土） 
場所：名古屋工業大学

議題：

1) 本部報告

2) 事務局報告

3) 会計報告

4) 中部支部講演会

5) 第58回（2019）国際大会について 
6) その他

③ 2019年度第2回役員会 
日時：2019年5月18日（土） 
場所：名古屋工業大学

議題：

1) 本部報告

2) 事務局報告

3) 会計報告

4) 中部支部講演会

5) 2019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 2019年度第3回役員会 
日時：2019年6月15日（土） 
場所：名城大学 天白キャンパス

議題：

1) 本部報告

2) 事務局報告

3) 会計報告

4) 中部支講演会

5) 第58回（2019）国際大会について 

⑤ 2019年度第4回役員会（予定） 

日時：2019年7月6日（土） 
場所：名古屋工業大学 

⑥ 2019年度第5回役員会（予定） 
日時：2019年10月19日（土） 
場所：名古屋工業大学

⑦ 2019年度第6回役員会（予定） 
日時：2019年11月16日（土） 
場所：愛知大学名古屋校舎

３．その他

(1)支部ニューズレターの発行 
1) JACET-Chubu Newsletter No. 42 
発行日：2019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：2019年7月7日（日）9:00～18:05（予定） 
場所：東洋大学白山キャンパス

大会テーマ：時代が変わる・英語教育が変わる―産

官学のダイバーシティへの取り組み―

Changing Eras & Moving English Education: 
Collaborations for Diversity Among Professional, 
Governmental and Academic Fields
基調講演：

「グローバル人材の要件と英語教育」“Global Leader 
Requirements & English Capability”内永ゆか子

（NPO 法人J-Win（ジャパン・ウィメンズ・イノベ

イティブ・ネットワーク）理事長）

研究発表 15 件、実践報告 9件、賛助会員発表 2 件、

開催校企画 1 件、関東支部企画特別講演 2 件、基調
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講演1件、全体シンポジウム1件 

(2)支部講演会 
①第1回講演会 
日時：2019年5月11日（土）16:00～17:20  
場所：東洋大学白山キャンパス

題目：「発達障害のある児童生徒の英語学習における

課題」村上加代子（甲南女子大）

②第2回講演会 
日時：2019年6月8日（土）16:00～17:20   
場所：東洋大学白山キャンパス

題目：「オリパラ運営における共通語：英語の重要性

～大会ボランティアプログラムを例として～」西川千

春（笹川スポーツ財団特別研究員，明治大）

③第3回講演会（予定） 
日時：2019年10月12日（土）16:00～17:20 
場所：東洋大学白山キャンパス

題目：未定

講演会・ワークショップ（JACET関東支部・東洋

大学共催企画）

①JACET関東支部・東洋大学共催企画（第1回）  
日時：2019年4月13日（土）16:00～17:20  
場所：東洋大学白山キャンパス

題目：「グローバル人材育成と学習成果分析」芦沢真

五（東洋大）

②JACET関東支部・東洋大学共催企画（第2回） 
日時：2019年9月14日（土）16:00～17:20 
場所：東洋大学白山キャンパス（予定）

題目：未定

③JACET関東支部・東洋大学共催企画（第3回） 
日時：2019年11月9日（土）16:00～17:20 

場所：東洋大学白山キャンパス（予定）

題目：未定

※講演会等の詳細は、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：2019年7月7日（日）12:30～13:00 
場所：東洋大学白山キャンパス 

議題：2018年度事業報告・会計報告、2019年度事業

計画

第2回支部総会（予定） 
日時：2019年11月9日（土）15:20～15:50 
場所：東洋大学白山キャンパス

議題：2019年度支部事業計画・予算、2020年度人事 

(2)支部役員会 
①第1回支部運営会議 
日時：2019年4月13日（土）14:15～15:30 
場所：東洋大学白山キャンパス

議題：

1) 2019年度人事及び年間活動計画 
2) 支部大会について

②第2回支部運営会議 
日時：2019年5月11日（土）14:30～15:15 
場所：東洋大学白山キャンパス

議題：

1) 支部大会司会者募集、アンケート案について

2) 支部講演会記録について

③ 第3回支部運営会議 
日時：2019年6月8日（土）14:30～15:30 
場所：東洋大学白山キャンパス
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議題：

1) 支部大会について

2) 支部紀要募集について

④ 2019年度支部運営会議 
第4回9月14日（土）14:30～15:30（場所：東洋大

学）（予定）

第5回10月12日（土）14:30～15:30（場所：東洋大

学）（予定）

第6回11月9日（土）14:10～15:10（場所：東洋大

学）（予定）

３．その他

(1)支部紀要の発行 
『JACET関東支部紀要』第6号 
発行日：2019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12号 
発行日：2019年3月31日 
『JACET関東支部ニューズレター』第13号 
発行日：2019年9月30日（予定） 

（田口悦男・大東文化大学）

＜東北支部＞ 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

(1) 支部大会

日時：2019年6月29日（土）14:00～16:05 
場所：東北学院大学土樋キャンパス

講演：

「授業改善における海外研修」冨田かおる（山形大） 
研究発表：

「小学校英語Small Talkの文法的分析」高橋 潔（宮

城教育大）

実践報告：

「大学英語授業におけるスピーキング・テスト実践の

試み」村野井仁（東北学院大）

(2) 支部例会（予定）

日時：2019年11月24日（日）（時刻未定） 
場所：東北学院大学土樋キャンパス

講演・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

日時：2019年6月29日（土）13:10～13:40 
場所：東北学院大学土樋キャンパス

議題：

1) 2018年度事業報告、支部会計報告 
2) 2019年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案

等

3) TOHOKU TEFL（JACET東北支部紀要）Vol. 8、
『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』
No.46について 

(2) 支部役員会

①第1回役員会 
日時：2019年4月20日（土）11:30～15:30 
場所：ホテルメトロポリタン仙台

議題：

1) 2018年度事業報告案について 
2) 2019年度事業計画案について 
3) 2019年度予算案と運営方針について 
4) 2019年度人事案について 
5) 2019年度東北支部大会について 
6) TOHOKU TEFL（JACET東北支部紀要） Vol. 8
について

7) その他
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②第2回役員会 
日時：2019年6月29日（土）12:00～13:00 
場所：東北学院大学土樋キャンパス

議題：

1) 理事会報告

2) 2019年11月支部例会について 
3) TOHOKU TEFL（JACET東北支部紀要）Vol. 8、
『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』
No.46について 
4) その他

③第3回役員会（予定） 
日時：2019年11月24日（日）（時刻未定） 
場所：東北学院大学土樋キャンパス

議題：

1) 2020年度事業計画案について 
2) 2020年度予算案と運営方針について 
3) 2020年度人事案について 
4) TOHOKU TEFL（JACET東北支部紀要）Vol. 8、
『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』
No.46について 
5) その他

３．その他

(1) 支部ニューズレターの発行

『 JACET 東 北 支 部 通 信  (JACET Tohoku 
Newsletter)』 No. 45 
発行日：2019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

① 2019年度支部大会（予定） 
日時：2019年7月6日（土） 13:00～17:15 
場所：北海道武蔵女子短期大学

研究発表

1)「英語学習における動機減退のプロセスとその要因 
－PAC 分析と複線径路・等至性アプローチ（TEA）
による分析－」三ツ木真実（小樽商科大）

2)「セラピスト養成大学で英語プログラムを創る試み

－タスクとプロジェクトを学びの中心に据えて」大池

京子（北海道千歳リハビリテーション大）

基調講演：

「教室内英語スピーキング評価の実現可能性：年間を

通じた安定的な実施に向けて」小泉利恵（順天堂大） 
シンポジウム

テーマ：Integrating Theory and Practice in Testing 
and Assessment 
コーディネーター：Kiwamu Kasahara（Hokkaido 
University of Education） 
助言者：Rie Koizumi（Juntendo University） 
1) “A Testing Assessment Course for Pre-service 
English Teachers” Kiwamu Kasahara（Hokkaido 
University of Education） 
2) “Evaluating classroom speaking activities with 
a performance test” Rintaro Sato（Nara University 
of Education） 
3) “Evaluating students' writing: Why, what, and 
how?” Aiko Sato（Sapporo International University） 

(2) 研究会

① 2018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：2019年 3月3日 (日) 13:00〜17:40 
場所：北海道科学大学サテライトキャンパス

ワークショップ

「小学校英語入門 －早期化・教科化で何が変わるの

か？－」志村昭暢（北海道教育大）内野駿介（北海道
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教育大）

意見交換セッション

「外部試験を使った入学者選抜方法について考える」

目時光紀（天使大）

実践報告

「被災と地域コミュニケーション～札幌市北区の被

災現場からのショートレポート～」長谷川聡（北海道

医療大）

シンポジウム

テーマ：「小学校英語教育における言語活動 －やり取

り中心の授業とは？－」

コーディネーター：志村昭暢（北海道教育大）

講師：萬谷隆一（北海道教育大）中村香恵子（北海道

科学大）内野駿介（北海道教育大）嘉多山葉子（札幌

市立大倉山小）

② 2019年度第1回研究会（予定） 
日時：2019年11月23日（土） 
場所：北海道教育大学札幌駅前サテライト

２．支部総会・支部役員会等の開催

(1) 支部総会（予定）

日時：2019年7月6日（土）12:30～12:50 
会場：北海道武蔵女子短期大学

議題：

1) 支部長報告

2) 2018年度事業報告 
3) 2019年度事業計画 
4) 2019年度人事 
5) 各種委員会報告

6) 2020年度事業計画案 
7) 2020年度人事案 

(2) 支部役員会

① 第1回役員会 
日時：2019年5月25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：2019年7月6日（土）10:00～12:00 
場所：北海道武蔵女子短期大学

３．その他

(1) 2018年度支部紀要の発行 
Research Bulletin of English Teaching, Vol. 15 
発行日：2019年3月7日 
(2) 2018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』32号 
発行日：2019 年 3 月 31 日（インターネット上で公

開）

（三ツ木真実・小樽商科大学）
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編集後記 

『JACET通信』205号をお届けいたします。先生

方皆さまにおかれましては、お忙しいところ、原稿を

ご執筆下さりまして、どうもありがとうございまし

た。心より御礼申し上げます。

 長年、本学会に多大なる貢献をなさってこられた國

吉丈夫先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。巻

頭言では、寺内会長が今後のプランをお示し下さいま

した。それに関連して、研究促進委員会の活動報告か

ら、第56 回国際大会で示された「第二次アクション

プラン」が着実に具現化していることが示されている

ように思います。今後のさらなる進展が楽しみです。

（金子） 

編集：『ＪＡＣＥＴ通信』委員会 

理事 冨田かおる・山形大学 

委員長 金子淳・山形大学 
 Gilner, Leah・愛知大学 

伊藤健一・北九州市立大学 
松岡博信・安田女子大学 

三ツ木真実・小樽商科大学 
水島孝司・南九州短期大学 

岡﨑久美子・仙台高等専門学校 
坂本輝世・滋賀県立大学 

佐藤雄大・名古屋外国語大学

田口悦男・大東文化大学 
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