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[巻頭言]

遠隔元年となった 2020 年度を迎えて
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

きたいと心から願う次第です。

りまことにありがとうございます。2020年度は一般

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

社団法人大学英語教育学会（JACET）の第8代会長と

い、会員の皆様の日々の活動も大きく制限されてい

しての最後の1年となります。2021年6月の社員総会

ることと推察いたします。JACETもご存知のように、

まで一生懸命職務を全うする所存ですので、変わら

9月に同志社大学で開催を予定しておりました第59

ぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

回国際大会（京都、2020）が中止を余儀なくされ、

す。本『JACET』が、今後の日本のみならず世界の

各支部での大会等も延期や開催方法の変更を行わざ

英語教育に広く貢献できる存在であり続けていただ

るを得なくなっております。会員の皆様が所属する
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組織においても、遠隔授業・遠隔会議が推奨され、今

国際大会（京都、2020）ですが、さまざまな事情を

までと同じ活動が必ずしも実施はできていない状況

勘案して、最終的には中止という苦渋の決断をさせ

となっているのはご承知のとおりです。

ていただきました。ご参加を予定されておられた会

本稿では、4月1日付で新たに顧問と名誉会員にご

員の皆様はもとより、入念な準備を重ねてこられま

就任いただきました先生方をご紹介した後、この新

した植松関西支部長をはじめとする関西支部の皆様

型コロナウイルス感染症の影響で変更された2020年

には大変申し訳ないこととなりました。ただし、すべ

度の事業計画と予算、そして、この感染症に対して学

てを中止とするのではなく、大会発表採択者の方に

術団体であるJACETがどのように取り組んでいく

は、2020年12月に開催予定の第3回JAAL in JACET

べきなのかをご提案させていただきたいと思います。

応用言語学学術交流集会（東京、2020）においてス
ライド発表できるという権利を保障しました。7月20

1 新顧問と新名誉会員のご紹介
2020年4月1日付で新たに顧問、名誉会員にご就任
いただいた方は以下のとおりです。
新顧問

倉橋洋子氏

新名誉会員 高梨庸雄氏、Willy Renandya氏、Marlies
Whitehouse氏、Angel M. Y. Lin氏

日現在、スライド発表希望件数は70組を超えており
ます。
次に、その第3回JAAL in JACET応用言語学学術
交流集会（東京、2020）です。当初は2020年12月5日
（土）に東京の高千穂大学での開催を予定しており
ましたが、これも新型コロナウイルス感染症の予防
を考慮しまして、もともとの研究発表と、国際大会か

２ 2020年度事業計画と予算の修正

らスライドされた研究発表につきましては、作業部

新型コロナウイルス感染症のために、2020年度の

会を設置して多くの情報を集め、慎重に審議した結

事業計画と予算は大きく変更せざるを得なくなりま

果、すべての発表をZoomを用いた遠隔形式とするこ

した。事業計画（修正版）に関しては下山理事・代表

とにいたしました。同様に、過去2回、活気が溢れて

幹事が、予算（修正版）に関しては淺川・小田財務担

いて非常に評判のよかった研究会のポスター発表も

当理事が本通信でその概要をご報告させていただい

遠隔形式で実施できないかと検討しているところで

ておりますが、2019年度第6回理事会で承認された

ございます。また、今回のJAAL in JACET学術交流

「2020年度事業計画」と「2020年度予算」も本部・

集会は賛助会員である一般財団法人国際ビジネスコ

支部をはじめとした多くの学会活動の見直しを余儀

ミュニケーション協会様にご協賛いただき、シンポ

なくされました。その結果、
「2020年度事業計画（修

ジウムなどの会場を同協会の会議室を使用させてい

正版）」と「2020年度予算（修正版）」が2020年度

ただくことになりました。国際ビジネスコミュニケ

第2回理事会で追加承認されました。修正前の「2020

ーション協会に対しまして改めて心より感謝申し上

年度事業計画」、「2020年度予算」とともに計4つの

げます。

文書をJACETのWebに掲載しておりますのでご確
認くださいますようお願い申し上げます。

なお、賛助会員と団体会員の皆様には、会員規程第
10条 (8) 「賛助会員は本学会が指定した場所で展示

私からは、特に、本部の主な事業である国際大会と

を行い、指定した箇所に広告を掲載することができ

JAAL in JACETに関する大きな変更について説明

る」に基づき、国際大会、支部大会、JAAL in JACET

させていただきます。

応用言語学学術交流集会において展示の場をご提供

まずは、同志社大学で予定しておりました第59回

してまいりました。しかしながら、これも新型コロナ

JACET 通信―――――――――――――――＜2＞―――――――――――――――――3307

ウイルス感染症の影響で国際大会での展示実施が不
可能となったため、12月のJAAL in JACETから遠隔
発表時にライトニングトーク（LT）セッションを設
けて、各団体の宣伝を行う場とさせていただくこと
にいたしました。遠隔発表では、各セッション間の移
動に時間を要するため、その時間を利用して賛助会
員の最新情報をご提供いただきます。プログラムの
例としては、以下のようなイメージとなります。
時間

遠隔セッション1

遠隔セッション2

遠隔セッション3

10:00-10:25

研究発表1

研究発表4

研究発表7

10:30-10:35

賛助①LT

賛助②LT

賛助③LT

10:40-11:05

研究発表2

研究発表5

研究発表8

11:10-11:15

賛助①LT

賛助②LT

賛助③LT

11:20-11:45

研究発表3

研究発表6

研究発表9

昼休み
遠隔・パネルディスカッション
15:00-15:25

研究発表16

研究発表19

研究発表22

15:30-10:35

賛助⑥LT

賛助⑦LT

賛助⑧LT

15:40-16:05

研究発表17

研究発表20

研究発表23

16:10-16:15

賛助⑥LT

賛助⑦LT

賛助⑧LT

16:20-16:45

研究発表18

研究発表21

研究発表24

この激変する時代において、賛助会員・団体会員が
JACETの中でいかに重要であるかを示すこと、さら
には、全会員へのサービス提供という観点から、
JACET賛助会員ライトニングトークに加えて、
JACETのWebに『JACET賛助会員ポータルサイト』
をオープンしました。
ホームページアドレス：
http://www.jacet.org/sanjo/
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のカテゴリー毎に並んでいます。最終的には、このサ
イトを訪れれば、最新の情報が分かるだけでなく、検
索できる仕組みにしたいと考えています。将来的に
は、会員と賛助会員が教材開発、調査研究などのマッ
チングをする場として発展できればと議論を重ねて
いるところです。まさに、遠隔元年の英語教育の現場
の1つの姿を垣間見ることとなりました。この
『JACET賛助会員ポータルサイト』は遠隔元年の
JACETの新しい顔ともなるべきもので、会員の皆様
と共に成長させていただくことが期待されておりま
す。この発展のためには、会員の皆様に頻繁に活用し
ていただくこと、またご意見をいただきながら修正
※図は、日本英語検定協会様のご協力を得て、完
成予想図を掲載しています。

を重ねることが必須となりますので、ご教示いただ
ければ幸いです。
３ 新型コロナウイルス感染症とJACETとしての学
会活動
繰り返しになりますが、新型コロナウイルス感
染症により私たちの日常生活だけではなく、大学で
の教育そのものも大きく変わることになってしまい
ました。JACET も来年の創立 60 周年に向けて、安
田女子大学（広島）での第 60 回記念国際大会（広島、
2021）
、
そして第47 回サマーセミナー
（広島、
2021）
を「JACET 創立 60 周年記念ウイーク」と称して開
催する準備を行っていました。その背景には Society
5.0 の時代に向けて、というテーマがありました。し
かし、この新型コロナウイルス感染症によって、私た
ちは Society 5.0 の時代に入ってしまったのです。来
年の「JACET 創立 60 周年記念ウイーク」の概要の
冒頭部分をご覧ください。
「コンピュータとネットワ

※図は、朝日出版社様のご協力を得て、完成予想図

ークによる仮想空間と現実世界の物理空間を高度に

を掲載しています。

融合させたシステムによって、経済発展と社会的課
題の解決を両立する、人間中心の社会が Society 5.0

現在のところ、賛助会員の名称（日英語）、ホーム

と呼ばれるものであった。本来、この Society 5.0 は

ページへのリンク、カタログやチラシのPDF、最新

今後の理想的な社会の構築を目指すための目標とし

情報が、教科書、テスト、e-learning、システムなど

て掲げられていたが、2020 年初頭に発生した世界的
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な感染症の拡大により、われわれの社会は否応なし

化が求められているのは事実で、会員の皆様もその

に Society 5.0 の世界を迎えることとなった。
」

対応に大変な苦労をなされてこられたと思います。

それでは、
このSociety 5.0という時代に突入してし

しかし、この「遠隔授業」というのは、ある意味では

まった中で、このJACETという専門家集団はいった

今までの外国語教育のあり方そのものを改めて問い

い何を、どうしていくべきなのでしょうか？まさに

直すことを可能にしてくれたともとらえることが可

「不易流行」という態度が大切なのではないでしょ

能です。例えば、画面の前にいるひとり一人の学習者

うか？不易流行とは、いつまでも変化しない本質的

は、従来の対面型の授業でいえば、一番前の座席に座

なものを忘れない中にも、あたらしく変化を重ねて

って積極的に授業を受けていた学生でもあります。

いるものをも取り入れていくこと。また、新味を求め

まさに「一対一」の授業となっているのです。また、

て変化を重ねていく流行性こそが不易の本質である

週に1回か2回しかなかった英語の授業も、この遠隔

という意味です。JACETは1962年の創立以来、「英

授業が導入されることにより、何度でもそれこそ毎

語教育および関連分野の理論と実践に関する研究を

日のように学習することが可能となったともいえ、

行い、大学における英語教育の改善と進歩、発展に寄

学習者の視点からも外国語学習は改善されたとも言

与することを目的とする（『JACET綱領』）」。そ

うことができるのです。とらえ方によって危機を好

して、
「この法人は大学をはじめとする高等教育機関

機に変えることも可能となるでしょう。

における英語教育及び言語教育関連の、研究・実践結

JACET会員の皆様、何事にも変化に柔軟に対応し

果の発表の場の提供、大学教員の表彰、教育現場の調

ながら、専門家集団としてのJACETが培ってきた英

査研究を通じて、日本の大学英語教育の改善及び英

語教育、外国語教育に対して真摯な研究と実践（教育）

語教育に係る研究の発展に寄与することを目的とす

を重ねていくことこそが、次世代の人間の育成に寄

る（『定款』第3条（目的））」と定めているように、

与することにつながると信じています。会員の皆様、

専門家集団であるJACETが行うべきことは、大学英

この未曾有の時代であるからこそ、JACETという専

語教育、ひいては日本の外国語教育の改善を目指す

門家集団をとおしてできることを、自信をもって実

ことに変わるものではなく、日本および世界の人類

行していただくことを心から願っております。

の発展のために専門家としての知見を出していかな
ければならないのです。JACETは60年という歴史の
中で、研究と経験を重ね、それぞれの時代に対応する

４ 個人情報保護に伴う『定款』と『学会運営規程』
の変更

ための多くの知見を蓄積し、出してまいりました。こ

JACETは個人情報保護の観点から、『定款』とそ

の知見を出し、世に貢献していくという姿こそまさ

の下位規定である『学会運営規程』の変更を行いまし

に、「不易」であり、今の時代だからこそ、JACET

た。Webページをご確認ください。なお、これにより、

の出番なのだと思います。

毎年12月に皆様にお送りしておりました『JACET会

そして、「流行」です。この新型コロナウイルス感
染症は、従来の大学の授業というものを大きく変え

員名簿』の刊行を今年度から中止することにいたし
ましたのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。

たとも言えます。当たり前のように行われてきた対
面式の授業を対象にしていた教材、指導法や学習法、
カリキュラムや評価、コミュニケーションの方法な
どが、遠隔形式の授業では、ありとあらゆる面での変

５ 事務局体制
2020年4月1日からの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

JACET 通信―――――――――――――――＜5＞―――――――――――――――――3310

名で事務作業を行っております。新型コロナウイル

国際大会の参加者は確実に増加しており、今後も安定

ス感染症予防のため、平日に事務局を開けないこと

して参加者数を確保することが見込まれておりまし

もございますのでご理解の程よろしくお願いします。

た。そこで 2020 年度は国際大会の参加費を値上げす
ることにより、当面、財政基盤の安定化することを目

以上、思いもかけない新型コロナウイルス感染症

指し、編さんした経緯があります。しかしながら、ご

の拡大により、生活が大きく変わってしまった今だ

承知のように「第 59 回国際大会(京都, 2020)の中止に

からこそ、専門家集団としてのJACET の発展と日

ついて」が会長名で皆様に 4 月 18 日に配信されまし

本はもちろん、海外も含んだ英語教育に貢献できる

た。期待していた大会そのものを中止することにより、

よう今後とも最善を尽くしてまいりますので、会員

2020 年度予算を大きく見直すことになったのです。

の皆様の益々のご理解とご協力をどうぞよろしくお

具体的には、5 月 17 日に開かれた 2020 年度第１

願い申し上げます。

回理事会において、大会中止にともなう、おおよその
2020 年度収支の見通しを提示いたしました。修正の
方針として、収入から大会展示・広告、参加費を削除
するほか、
支出においても大会要綱とSP の発行費用、

2020 年度予算修正について
財務担当理事
淺川和也・小田眞幸

アルバイト代、海外からの派遣費用(およびレセプシ
ョン)等も含め、さらに年度を通しての理事会開催の
ための会場費および交通費を大幅に減額することが
確認されました。また、各支部におきましても昨年 12
月に提出されたものをさらに修正して、事務局に 5 月

2020 年度予算は 3 月に開かれた 2019 年度第 6 回

31 日までに提出いただくことにいたしました。短期

理事会にて審議され承認されました。しかし、新型コ

間で見直しをしていただいた各支部の皆さまのご尽

ロナウイルス感染症の拡大をうけて、第 59 回国際大

力に感謝いたします。これらの見直しをうけて、再度、

会(京都, 2020)が中止されるなか、見直しを余儀なく

予算編成をおこない、修正された 2020 年度予算が 6

され異例ですが、補正をすることとなりました。WEB

月 21 日に開かれた 2020 年度第 2 回理事会において

には、当初のものと予算(修正版)とが掲載されていま

審議され、承認されました。また同日に開かれた社員

す。

総会にも報告いたしました。

http://www.jacet.org/about_jacet/annual-plan/

こうした緊急事態のなか、さらなる会員減も予期し、

2020 年度予算編成は、例年どおり、12 月 22 日に

赤字をも覚悟しなければなりませんでしたが、監事で

開かれた 2019 年度第５回理事会において、方針が確

ある駒田税理士より、
「ひと月の売上が前年同月日で

定され、すすめられました。各支部および委員会から

50％以上減少している」との要件に該当することから、

の具申を翌年１月末までに、提出いただくものとして、

持続化給付金申請への進言がありました。この持続化

同時に執行状況をみながら準備に入り、2019 年度第

給付金は中小企業庁によるもので社団法人も対象と

6 回理事会において、審議され承認されたわけです。

なるとのことから、5 月 26 日に申請をし、6 月 8 日

ここ数年、
会員数が毎年5%から8%減少するなか、

に JACET に振り込まれました。この給付金も修正予

学会としての総収入が減少している状況です。この傾

算に、その他収入として、組み込まれていますことも

向は今後も続くものと思われます。他方、この数年の

あわせてご報告いたしておきます。
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新型コロナウイルス感染症により、今後の情勢も流
動的で、2020 年度の財務状況がいかに推移するかは、
未知な状態であることは否定できません。すでに例年
に比して、4 月から 6 月における会員の皆様からの会
費納入が、かなり減となっていることもその一端でし
ょう。緊急事態宣言状況下であったことから、振込が
遅れていることもあるとも推察されます。例年、期末
を迎え、未納者の方に督促をすることもあり、できる
だけ迅速な会費の納入に、ご協力をいただければと思
います。
未曾有の状況ではございますが、第 59 回国際大会
(京都, 2020)での発表を第 3 回 JAAL in JACET 学術
交流集会(東京, 2020)にスライドする措置もとられる
とのことであり、会員の皆様の研究・教育活動の継続、
また学会活動へのさらなるご尽力を、引き続きいただ
きますよう願うところでございます。
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本部だより
代表幹事 下山幸成（東洋学園大学）

ト版）発行
中旬： 2020 年度会員総会（ウェブサイト、メーリ
ングリスト、Google Forms を利用して行う）
未定：
『JACET International Convention Selected

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 8
月以降の主な行事予定（7 月末現在）をお知らせいた
します。
新型コロナウイルスの感染拡大による社会情勢、大
学教育の現況を鑑みて、4 月に郵送でお送りした行事

Papers』7 号発行
29 日（土）
・30 日（日）
：関東支部大会（オンライ
ン開催）
31 日（月）
：第 3 回理事会（オンライン開催）
9月
中旬：運営会議（Zoom 開催）

予定が大幅に変更されています。例えば、9 月に予定

12 日（土）
：中部支部大会（オンライン開催）

しておりました国際大会は開催中止となりますが、発

（未定）
：PKETA 2020 International Conference

表合格者の希望者は12月に開催される
「第3回JAAL

（未定、大韓民国）

in JACET 学術交流集会」に発表を振り替えて行いま

（未定）
：ALAK 2020 International Conference（未

す。当初の予定通りにはいかない部分が多数ございま
すが、オンライン開催が増え、物理的な移動による制

定、大韓民国）
10 月

限がなくなりますので、ぜひ皆さまお声がけし、今ま

16 日（金）～18 日（日）
：CELEA International

では参加できなかったご自身のご所属ではない他支

Conference（北京師範大学、中華人民共和国［中国

部の行事にもご参加いただき、研究者、教師、賛助会

大陸外の参加者についてはオンライン開催予定］
）

員の枠を超えた会員同士の親交を深める機会にして

17 日（土）
：中国・四国秋季研究大会（山口学芸大

いただければありがたく存じます。

学）

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

（中旬）
：社員選挙開始
11 月

かかわるいくつかの重要事項を決議します。10 月か

7 日（土）
：北海道支部大会（未定）

ら始まる 2021～2022 年度の社員選挙において、自

14 日（土）
：東北支部大会（未定）

薦・他薦での学会へのご協力も何卒よろしくお願い申

14 日（土）
：関西支部大会（近畿大学）

し上げます。

14 日（土）～15 日（日）：ETA-ROC 29th

JACET は会員の皆さまからのご支援により成り立

International Symposium and Book Fair on

っています。皆さまの生のお声を反映させながら

English Teaching（Chien Tan Overseas Youth

JACET をさらに進化させていきたいと考えておりま

Activity Center、台湾、台北）

すので、何かご提案等ございましたらご連絡いただけ

16 日（月）～23 日（月）
：JALT 第 46 回年次国際

れば幸いです。引き続きどうぞよろしくお願い申し上

大会教材展示会（オンライン開催）

げます。

12 月
1 日（火）
：
『JACET 通信』209 号（日本語・印刷

8月
中旬：
『JACET 通信』208 号（日本語・ウェブサイ

版）発行
5 日（土）～6 日（日）
：第3 回 JAAL in JACET 学
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術交流集会（オンライン開催検討中）

支部だより

20 日（日）
：第 4 回理事会（場所未定）
2021 年
1月

今号には 2020 年 2 月 1 日より 11 月 30 日までのイ

（未定）：Thailand TESOL 41st International

ベントが記載されております。

Conference（未定、タイ）
2月

＜九州・沖縄支部＞

（上旬）
：
『紀要』65 号刊行
(1) 支部研究大会

3月
1 日（月）
：
『JACET 通信』210 号（英語・ウェブサ

①第 32 回支部研究大会（中止）

イト版）発行

日時：2020 年 7 月 4 日（土）9:10～17:40

８日
（月）
～10日
（水）
：大学英語教育学会
（JACET）

場所：西南学院大学

第３回ジョイントセミナー（京都，2020）―第 47

大会テーマ：これからの大学英語教育のあり方：高大

回サマーセミナー＆第８回英語教育セミナー―

接続改革を受けて Innovations in University

14 日（日）
：第 5 回理事会（場所：未定）

English Education: Connecting Secondary and

31 日（水）
：
『JAAL in JACET Proceedings』3 号

Tertiary Education

発行
（未定）：RELC 56th International Conference

(2) 研究会

（SEAMEO Regional Language Centre、シンガポ

①第 205 回東アジア英語教育研究会

ール）

日時：2020 年 2 月 15 日（土）15:30～17:35
場所：西南学院大学
（下山幸成・東洋学園大学）

研究発表
1)「短期語学留学で大学生の英語は伸びるのか」 徳永
美紀（福岡女学院大学）
2) 「日本の英語教育と大学入試改革」 福永 淳（九
州工業大学）
②第 206 回東アジア英語教育研究会（中止）
日時：2020 年 3 月 21 日（土）15:30～17:35
場所：西南学院大学
研究発表
1) 「JACET サマーセミナーの歴史に関する一考察－
第 1 回、第２回セミナーの特徴を中心に－」 水島孝
司（南九州短期大学）
2) 「学生と教師のリフレクションツール：タキソノミ
ー・テーブルの活用」 中西千春（国立音楽大学）
・川
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井一枝（宮城大学）

日時：2020 年 4 月 18 日（土）
場所：オンライン会議

③第 207 回東アジア英語教育研究会（中止）

議題：2020 年度支部研究大会中止による今後の事業

日時：2020 年 4 月 11 日（土）15:30～17:35

計画について、2020 年度秋季学術講演会について

場所：西南学院大学
1) 「日本の高等教育における EMI（English-Medium

④2020 年度第 2 回支部役員会

Instruction）
：国際化の現場とその課題」 金志佳代

日時：2020 年 5 月 23 日（土）

子（兵庫県立大学）

場所：オンライン会議

2) 「３週間の短期語学留学による異文化対応力の向

議題：次期支部長選挙について

上は可能か」 古村由美子（長崎大学）
3) 「日本の高等教育における食育英語の CLIL」 津

⑤2020 年度第 1 回支部紀要編集委員会

田晶子・仁後亮介（中村学園大学）

日時：2020 年 6 月 6 日（土）
場所：オンライン会議

※今後の東アジア英語教育研究会の開催は未定

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 25 号の編集
について

２．支部総会・支部役員会等の開催

(1) 支部総会（中止）

⑥2020 年度第 3 回支部役員会

日時：2020 年 7 月 4 日（土）

日時：2020 年 7 月 4 日（土）

会場：西南学院大学

場所：オンライン会議

議題：

議題：支部長選挙の実施、その他

1) 2019 年度活動報告について
2) 2020 年度活動計画について

⑦2020 年度第 2 回支部紀要編集委員会

(2) 支部役員会

場所：オンライン会議

①2019 年度第 6 回役員会

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 25 号の編集

日時：2020 年 2 月 15 日（日）

について

日時：2020 年 7 月 11 日（土）

場所：西南学院大学
議題：2020 年度支部研究大会の準備に関する件、他

⑧2020 年度第 3 回支部紀要編集委員会（予定）
日時：2020 年 9 月 1 日（火）

②2019 年度第 7 回役員会

場所：オンライン会議

日時：2020 年 3 月 14 日（土）

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 25 号の編集

場所：オンライン会議

について

議題：2020 年度支部研究大会について、2020 年度秋
季学術講演会について

⑨2020 年度第 4 回支部役員会（予定）

③2020 年度第 1 回役員会

場所：未定

日時：2020 年 10 月 10 日（土）
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議題：秋季学術講演会について

場所：メール会議
議題：

⑩2020 年度第 4 回支部紀要編集委員会（予定）

１．報告事項

日時：2020 年 10 月 24 日（土）

1) 2020 年度中国・四国支部春季研究大会の中止とそ

場所：未定

の対応について

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第25 号の編集

2) 2020 年度人事について
3) 理事会報告（2020 年 5 月 17 日遠隔会議開催）

について

２．審議事項
⑪2020 年度第 5 回支部役員会（予定）

1) 2020 年度の活動について

日時：11 月 21 日

2) 2021 年度の事業計画について

場所：未定

3) 2021 年度中国四国支部人事について

議題：2020 年度秋季学術講演会について

4) 第 60 回記念国際大会（中国・四国担当）に伴う業
務の支部担当者について

３．その他

5) 支部研究大会の発表資格、及び支部研究紀要への

1)『JACET 九州・沖縄支部ニューズレター』の発行

投稿資格について

2020 年 4 月 2 日（木）
2)『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号の発行（予

(2) 第 2 回支部役員会

定）発行日：2020 年 11 月 30 日（月）

日時：2020 年 10 月 17 日（土）
場所：オンライン

（伊藤健一・北九州市立大学）
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』17 号

＜中国・四国支部＞

発行日：2020 年 3 月 31 日
(2)支部ニューズレターの発行

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

『JACET 中国・四国支部 Newsletter』25 号

(1) 春季研究大会

発行日：2020 年 7 月 30 日

日時：2020 年 6 月 6 日（土）
（中止）
（松岡博信・安田女子大学）
(2) 秋季研究大会
日時：2020 年 10 月 17 日（土）
場所：オンライン

＜関西支部＞
２．支部総会・支部役員会等の開催

(1) 第 1 回支部役員会

１．支部大会、支部講演会等の開催

日時：2020 年 5 月 25 日（月）～ 6 月 1 日（月）

(1) 支部大会
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日時：2020 年 11 月 14 日（土）～ 21 日（土）
（予定）

4) 来年度の支部長選挙、社員選挙について

場所：インターネットによるオンデマンド方式による

5) 任期満了となる役員紹介

動画配信

6) その他

大会テーマ：変化の時代を生きる英語教育 2：テクノ
ロジーと Well-Being

②2020 年度第 1 回支部役員会
日時：2020 年 6 月 20 日（土）

(2) 支部講演会

場所：オンライン開催

① 2019 年度第 3 回支部講演会（中止）

審議事項：

日時：2020 年 3 月 14 日（土）

1) 次期支部長の選出について

場所：関西学院大学梅田キャンパス

2) ML での非常勤公募情報の扱いについて

② 2020 年度第 1 回支部講演会（中止）

4) ニューズレターの発行について

日時：2020 年 6 月 20 日（土）

報告事項：

場所：神戸国際会館

1) 支部長報告

3) 支部主催以外の研究会告知について

2) 2020 年度事業計画について
③ 2020 年度第 2 回支部講演会（予定）

3) 2019 年度予算実績および 2020 年度予算について

日時：2020 年 10 月 17 日（土）

4) 2020 年度人事について

場所：オンライン開催

5) 研究企画委員会報告
6) 紀要編集委員会報告

２．支部総会・支部役員会等の開催

7) 2020 年度 JACET 国際大会について

(1) 支部総会（予定）
日時：2020 年 11 月 14 日（土）
場所：オンライン開催

③2020 年度第 2 回支部役員会（予定）
日時：2020 年 10 月 17 日（土）
場所：オンライン開催

(2) 支部役員会
①2019 年度第 3 回支部役員会

３．その他

日時：2020 年 3 月 14 日（土）

(1) 支部紀要の発行

場所：メール審議

『JACET 関西支部紀要』第 22 号 発行日：2020 年 3

審議事項：

月 31 日

1)

2020 年度事業計画について

2)

2020 年度予算について

(2) 支部ニューズレターの発行

3)

2020 年度人事について

JACET Kansai Newsletter No. 86

報告事項：

発行日：2020 年 7 月 17 日

1) 支部長報告

2) JACET Kansai Newsletter No. 87（予定）
発行日：2020 年 8 月 31 日

2) 研究企画委員会報告
3) 紀要編集委員会報告
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（阪上 潤・立命館大学）

日時：2020 年 4 月 25 日（土）
場所：オンライン
議題：
1) 本部報告

＜中部支部＞

3) 事務局報告
4) 会計報告

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

5) 中部支部大会の運営について

(1) 支部大会（予定）

6) その他

日時：2020 年 9 月 12 日（土）

③ 2020 年度第 2 回役員会

場所：オンライン

日時：2020 年 5 月 23 日（土）

研究発表・特別講演等

場所：オンライン
議題：

(2) 支部講演会（予定）

1) 本部報告

日時：2020 年 10 月 17 日（土）

2) 事務局報告

場所：オンライン

3) 会計報告
4) 中部支部大会の運営について

２．支部総会・支部役員会等の開催

5) 2020 年度第 1 回中部支部総会について

(1) 支部総会

6) その他

① 第1 回

④ 2020 年度第 3 回役員会

日時：2020 年 6 月 6 日（土）

日時：2020 年 6 月 6 日（土）

方法：郵送

場所：オンライン

議題：

議題：

1) 2019 年度中部支部事業報告

1) 本部報告

2) 2020 年度中部支部事業について

2) 事務局報告
3) 会計報告

(2) 支部役員会

4) 中部支部大会について

① 2019 年度第 9 回役員会

5) その他

日時：2020 年 3 月 2 日（土）

⑤ 2020 年度第 4 回役員会

方法：メール審議

日時：2020 年 7 月 11 日（土）

議題：

場所：オンライン

1) 本部報告

1) 本部報告

2) 事務局報告

2) 事務局報告

3) 会計報告

3) 会計報告

3) 中部支部大会

4) 中部支部大会について

4) その他

5) その他

② 2020 年度第 1 回役員会

⑥ 2020 年度第 5 回役員会
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日時：2020 年 8 月 8 日（土）
場所：オンライン

(2)支部講演会

1) 本部報告

①第 1 回講演会

2) 事務局報告

日時：2020 年 4 月新型コロナウイルス感染拡大状況

3) 会計報告

によりJACET関東支部・東洋大学共催企画
（第1回）

4) 中部支部大会について

として延期

5) その他
⑦ 2020 年度第 6 回役員会（予定）

②第 2 回講演会（予定）

日時：2020 年 9 月 12 日（土）

日時：2020 年 10 月 3 日（土）16:00～17:20

場所：オンライン

場所：オンライン

⑧ 2020 年度第 7 回役員会（予定）

講演者：長田恵理（國學院大学）

日時：2020 年 10 月 17 日（土）
場所：オンライン

講演会・ワークショップ（JACET 関東支部・東洋大学
共催企画）

２．その他

①JACET 関東支部・東洋大学共催企画（第 1 回）

(1)支部ニューズレターの発行

日時：2020 年 6 月 13 日（土）16:00～17:20

1)JACET-Chubu Newsletter No. 44

場所：Zoom を用いたオンラインでの開催

発行日：2020 年 5 月 20 日

題目：「オックスフォード大学と持続可能な開発目標
（SDGs）：英語 4 技能試験に向けたライティング指

（佐藤雄大・名古屋外国語大学)

導の示唆」中谷安男（法政大）
②JACET 関東支部・東洋大学共催企画（第 2 回）（予
定）

＜関東支部＞

日時：11 月 21 日（土）16:00～17:20
場所：オンライン

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

題目：未定

(1) 2020 年度支部大会（予定）
日時：2020 年 8 月 29 日（土）・30 日（日）9:30～

JACET 関東支部座談会

17:40

①第1 回

場所：Zoom を用いたオンラインでの開催

日時：5 月 23 日（土）14:00～15:00

大会テーマ：危機の時代と変わりゆく英語教育

場所：Zoom を用いたオンラインでの開催

The Times of Crisis and Changing English

題目：「オンライン授業の課題と可能性について」

Education

オンライン授業のプラスとマイナス、Blended

研究発表 6 件、実践報告 5 件、賛助会員発表 2 件、SIG

Learning、オンライン授業と今後の新しい研究テー

発表 3 件、関東支部特別企画 1 件、ワークショップ 1

マに関して

件
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※講演会等の詳細は、支部会員 ML にて配信及び関東

議題：

支部 HP 上に掲載されます。

1) 2020 年度支部大会について
2) JACET 関東支部・東洋大学共催企画について

２．支部総会・支部役員会等の開催
(1)支部総会

④ 2020 年度支部運営会議

第 1 回支部総会（予定）

第 4 回 8 月 22 日（土）14:30～15:30（予定）

日時：2020 年 8 月 29 日（土）11:30～12:00

第 5 回 10 月 3 日（土）14:10～15:10（予定）

場所：オンライン

第 6 回 11 月 21 日（土）14:10～15:10（予定）

議題：2019 年度事業報告・会計報告、2020 年度事業
計画

３．その他

第 2 回支部総会（予定）

(1)支部紀要の発行

日時：2020 年 11 月 21 日（土）15:20～15:50

『JACET 関東支部紀要』第 7 号

場所：未定

発行日：2020 年 3 月 31 日

議題：2021 年度支部事業計画・予算、2021 年度人事
(2)支部ニューズレターの発行
(2)支部役員会

『JACET 関東支部ニューズレター』第 14 号

①第 1 回支部運営会議

発行日：2020 年 3 月 31 日

日時：2020 年 4 月 11 日（土）14:30～15:30

『JACET 関東支部ニューズレター』第 15 号（予定）

場所：オンライン会議

発行日：2020 年 10 月 31 日

議題：
1) 2020 年度支部大会について

（田口悦男・大東文化大学）

2) 2020 年度支部総会について
3) 2020 年度年間活動計画、人事について
②第 2 回支部運営会議

＜東北支部＞

日時：2020 年 5 月 9 日（土）14:30～16:40
場所：オンライン会議

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

議題：

(1) 支部大会（予定）

1) JACET 関東支部・東洋大学共催企画講演会につい

6 月 27 日（土）開催予定を変更し、11 月 14 日（土）

て

の支部例会と併せて開催

2) JACET 関東支部企画座談会について
3) 2020 年度支部大会について

(2) 支部例会（予定）
（時刻未定）
日時：2020 年 11 月 14 日（土）

③ 第 3 回支部運営会議

場所：未定

日時：2020 年 6 月 13 日（土）14:10～15:30

講演・研究発表：
（未定）

場所：オンライン会議
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２．支部総会・支部役員会等の開催

３．その他

(1) 支部総会（予定）

(1) 支部紀要の発行

日時：2020 年 11 月 14 日（土）
（時刻未定）

TOHOKU TEFL（
『JACET 東北支部紀要』
）Vol. 8

場所：未定

発行日：2020 年 3 月 31 日

議題：
1) 2019 年度事業報告、支部会計報告

(2) 支部ニューズレターの発行

2) 2020 年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案

『 JACET 東 北 支 部 通 信

等

Newsletter)』 No. 46

3) 2021 年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案

発行日：2020 年 3 月 31 日

(JACET Tohoku

等
4) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 9、

（岡﨑久美子・仙台高等専門学校）

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』
No.47 について
(2) 支部役員会

＜北海道支部＞

①第 1 回役員会
日時：2020 年 4 月 25 日（土）メール審議

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

(1) 支部大会
②第 2 回役員会（中止）

① 2020 年度支部大会（予定）

日時：2020 年 6 月 27 日（土）

日時：2020 年 11 月 7 日（土）
（時刻未定）
場所：未定

③第 3 回役員会（予定）

講演：
（未定）

日時：2020 年 11 月 14 日（土）
（時刻未定）

研究発表：
（未定）

場所：未定
議題：

(2) 研究会

1) 2019 年度事業報告、支部会計報告

① 2020 年度第 1 回研究会（中止）

2) 2020 年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案
等

② 2020 年度第 2 回研究会（予定）

3) 2021 年度事業計画案について

日時：2021 年 3 月（予定）

4) 2021 年度予算案と運営方針について

場所：北海学園大学（予定）

5) 2021 年度人事案について
6) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 9、

２．支部総会・支部役員会等の開催

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

(1) 支部総会（予定）

No.47 について

日時：2020 年 11 月 7 日（土）
（時刻未定）

7) その他

会場：未定
議題：
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1) 支部長報告

訃報

2) 2019 年度事業報告
3) 2020 年度事業計画
4) 2020 年度人事
5) 各種委員会報告

神戸市外国語大学名誉教授 河野守夫先生

6) 2021 年度事業計画案
7) 2021 年度人事案

8 月 3 日に 87 歳でご逝去されました。
ご葬儀はご家族・関係者で執り行われました。

(2) 支部役員会

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

① 第 1 回役員会
日時：2019 年 4 月 13 日（月）〜15 日（水）

ご入会 1985/10/01

場所：メーリングリストによる開催

ご退会 2008/03/31
評議員 1998/04/01 - 2003/03/31

② 第 2 回役員会（予定）

ご退会時のご所属支部 関西支部

日時：2020 年 8 月 29 日（土）
（時刻未定）

1987 年度 JACET 賞を受賞

場所：未定
３．その他

(1) 2019 年度支部紀要の発行

Research Bulletin of English Teaching, Vol. 16
発行日：2020 年 3 月 7 日
(2) 2019 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』33 号
発行日：2020 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

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

方皆さまにおかれましては、お忙しいところ、原稿を

副委員長

田口悦男・大東文化大学

ご執筆下さりまして、どうもありがとうございまし

副委員長

岡﨑久美子・仙台高等専門学校

『JACET 通信』208 号をお届けいたします。先生

た。心より御礼申し上げます。
巻頭言では、寺内会長が遠隔元年として、ウィズ・

水島孝司・南九州短期大学
Gilner, Leah・愛知大学

コロナ時代における諸活動の概要をお示し下さり、

伊藤健一・北九州市立大学

JACET が今後、進んでいく方向性を明確にして下さ

松岡博信・安田女子大学

りました。会員の皆さまにおかれましては、いろいろ

三ツ木真実・小樽商科大学

たいへんな状況でいらっしゃると推察申し上げます

阪上潤・立命館大学

が、どうかご自愛をなさって、お過ごし下さりますこ

佐藤雄大・名古屋外国語大学

とを心から願っております。
（金子）

『JACET 通信』第 208 号
2020 年 8 月 15 日発行
発行者 一般社団法人 大学英語教育学会（JACET）
代表者 寺内 一
発行所 〒162-0831 東京都新宿区横寺町 55
電話(03) 3268-9686

FAX(03) 3268-9695

http://www.jacet.org/
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