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[巻頭言]

会長就任にあたって
一般社団法人大学英語教育学会会長

小田 眞幸
玉川大学

このたび大学英語教育学会（JACET）第９代会長

した時です。JACETについてはその数年前、学部1年

に就任いたしました玉川大学の小田眞幸です。本年

生の時に使用したLanguage and Cultureという教

度はJACETの60周年記念ウイークが開催され、学会

科書がJACETの現在の教材研究会の前身のグルー

にとっては一つの節目の年でもあり、その年に会長

プの先生方によって執筆されていたことから、
「英語

に就任させていただいたことを光栄に思うと同時に、

の教科書の出版社」と認識していました。米国ジョー

身の引き締まる思いでもあります。

ジタウン大学での留学から帰国する直前、恩師であ

私がJACETの会員になったのは1990年、6年間の

りTESOLの事務局長を長年務められた故James E.

留学を終え帰国し、玉川大学に専任講師として赴任

Alatis教授より「日本にはJACETという研究団体が
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あり、そこの副会長をしているコイケというお前の

もありません。それから20年余り、JACETでは国際

先輩がいるから、大会に行ってこの手紙を渡してほ

交流委員会（現学術交流委員会）の委員長、担当理事

しい」と一通の手紙を託されました。帰国後しばらく

を歴任させていただき副会長を経て今に至っていま

たち何もわけがわからないまま同年のJACET全国

す。

大会に参加し、小池生夫先生を訪ねたのが私と

60周年を迎え会長として何ができるかを考えた際、

JACETの最初の関わりでした。その「ついでに」様々

歴代の会長がやられてきたことを思うと自分は会長

な講演や研究発表を聞くことができて、
「来年も来て

として役不足ではないかと思いますが、任期中に会

みよう」ぐらいに考えていました。

員の皆様と以下のことを一緒に考えながら進めてい

その後1992年のJACETで初めて研究発表をさせ

きたいと思います。

ていただき、本部の研究企画委員として特にJACET
通信関係のお手伝いをさせていただきました。そし

１．言語、学問領域を超えた連携。JACETは大学

て翌1993年にアムステルダムで開催されたAILA国

の英語教育の研究団体としては確固たる実績を作っ

際大会にも参加させていただきました。そこで後に

てきました。その一方で「大学以外の校種」「英語以

会長を務められた故田辺洋二先生、森住衛先生、神保

外の言語」の研究・教育団体との連携をより強めてい

尚武先生らと食事をする機会があったのですが、そ

かなければなりません。

の席で「1999年のAILA大会を東京に招致する」と小

２．１．とも関連しますがJACETは1984年に

池先生から壮大な構想が発表されました。現在東京

AILA(国際応用言語学会)の日本を代表する団体とし

オリンピック・パラリンピックが行われていますが、

て承認され、JAAL in JACET （日本応用言語学会）

AILAの招致はオリンピック招致のようなもので、

をJACETの中に置く形で活動をしています。しかし

「本当に大丈夫か」という思いがありました。

これがかえって壁になり、本来言語を含むコミュニ

1999年に早稲田大学で行われたAILA国際大会は

ケーションにおける諸問題の解決を目指すのが応用

私がJACETの活動に本格的に関わる機会でした。準

言語学であるものの、英語以外の言語、教育以外の学

備段階では発表審査委員会、そして審査が完了する

問領域との協力がなかなか思うようには行っていな

とプログラム委員会、最後に大会の実行委員会とフ

いと考えられます。この壁をJACETの方から崩して

ル回転でした。その際実働部隊の中心におられたの

いかなければなりません。

が寺内一前会長であったと記憶しています。当時は

３．JACETの活動は多くの会員のボランティア

まだE-mailがやっと一般化してきた時期で、発表申

で支えられています。そして会員の皆さんに忘れて

し込みも郵便、FAXで受けたものをCD-ROMに焼い

頂きたくないのは、JACETの運営に関わってくださ

て審査の先生方に回すという作業をしたものですが、

っている方々は同時に皆さんと同じように教育活動、

それと同時に発表審査の窓口が対外的なワンストッ

研究活動、そして所属機関における管理運営をされ

プ・コールセンターのような役割になり、大会運営に

ております。現在JACETには約2,200名の会員がお

携わってこられた先生方のご苦労を初めて理解でき

りますが、役員や運営担当だけではなくすべての会

たと同時に、自分自身の異文化コミュニケーション

員で仕事を分担することにより、個々の負担を軽減

能力の欠如を目の当たりに見せつけられたのを覚え

できるよう考えていかなければなりません。

ています。この体験がその後の自分の大学教員そし
て研究者としての基盤になっていることはいうまで

以上の３点を軸に私が会長として学会運営を進め
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て行きたいと考えております。新型コロナウイルス

Teachers Association）と提携関係を結び、支部大会

の感染拡大とそれにともなう教育現場への影響はま

において、韓国の研究者との活発な交流を行ってい

だしばらく続きそうですが、会員の皆様におかれま

ます。

してはまず健康に留意されて、日本の英語教育、応用

提携学会との交流活動は、JACET の定款の第 4 号

言語学の発展のために出来るところからご協力をい

事業「大学英語教育に係る研究者･学術団体・諸機関

ただけたらと思います。

との協力」を根拠としております。具体的には、お互
いの年次大会へ代表者を派遣し、基調講演、研究発表、
シンポジウムの登壇などの形で交流を行っています。
また、最近では、新しい試みとして、MELTA と

JACET 学術交流・国際交流の
取り組みについて
学術交流担当理事
相川真佐夫（京都外国語大学）

RELC と、学会誌の査読者を互いの学会から提供す
るという学術活動を始めました。これにより、学会の
学術活動の内側に入り、学術雑誌の出版への姿勢、文
化を知ることで、より深い交流ができるものと期待
しています。
また、ALAK と CELEA と JAAL in JACET は、

JACET は、現在海外 8 団体、国内 1 団体と提携関

それぞれ、韓国、中国、日本の AILA（Association

係を持ち、学術交流を図っています。これまで、

Internationale de Linguistique Appliquée）の窓口

JACETと提携学会との交流活動についてJACET通

となっており、AILA の東アジア圏の活動として、

信で紹介することはあまりありませんでしたが、今

AILA East Asia Symposium を交代で開催していま

号の紙面を借りて、会員の皆さまに概要を説明する

す。日本では、2015 年の第 54 回大会（鹿児島大学）

機会を得ました。皆さま方にも交流活動に参画頂き、

にて、Teaching Culture in English Classes in East

JACET の学術交流・国際交流を盛り上げて頂ければ

Asia、2018 年の第 57 回大会（東北学院大学）では、

幸いです。

Assuring Quality Outcomes in English Education、

JACET は、
1994 年、
韓国の The Korea Association

そして今年の第 60 回記念大会では、The Role of

of Teachers of English (KATE) と提携関係を結んで

Languages in the Internationalization of Higher

以来、
2002年にThe Applied Linguistics Association

Education と題するシンポジウムが行われます。

of Korea (ALAK)、SEAMEO Regional Language

また、今後は、Asia TEFL などとの国際大会の共同

Centre (RELC) 、2003 年に English Teachers’

開催や、JACET 主導の国際誌の刊行プロジェクト

Association of the Republic of China (ETA-ROC) 、

の推進を図り、国内外の提携学会と協力して、応用言

2008 年に Malaysian English Language Teaching

語学と言語教育を対象とした（おもにアジアを中心

Association (MELTA)、2010 年に、China English

とする）国際誌の発刊を目指しています。

Language Education Association (CELEA)、
2011 年

こういった学会としての活動が、学会運営、また学

に Thailand TESOL と提携を結んできました。

会運営者だけの活動に留まらず、一般会員の間にま

2015 年には、国内学会の JALT とも提携を結んでお

で広まるよう、提携学会間で話し合ってきました。提

ります。また、九州・沖縄支部が 1999 年に、PKETA

携学会からの参加者を増やす環境を整えることに関

（提携開始時の学会名は The Youngnam English

し、2011 年に開催された第 50 回大会を「全国大会」
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から「国際大会」にシフトし、英語の発表を原則とし

本部だより
代表幹事 馬場千秋（帝京科学大学）

たことは、JACET にとって学術交流を活性化させる
大きな展開でした。そして、提携文書内にて、お互い
の大会に参加する際は、一般会員として扱い、年会費
などを免除するように働きかけています。まだ全て

平素より JACET の活動にご理解とご協力を賜り

の提携学会と合意しているわけではないですが、

まして、誠にありがとうございます。本部からは、今

JACET の年次大会や JAAL in JACET 学術交流集

年度 8 月以降の主な行事予定（7 月末現在）
、役員等

会では、海外の提携学会の会員資格を持つ場合は、

の人事、6 月 20 日（日）にオンラインで開催されま

JACET の一般会員扱いとしています。JACET 会員

した定時社員総会について、ご報告いたします。

の皆さま方におかれましては、JACET のメーリング
リストを介して、提携学会の Call for Papers の情報

＜2021 年 8 月以降の行事予定＞

を流しておりますので、ご覧いただき、是非とも提携

8月

学会での研究発表に応募頂ければと存じます。お互

中旬：
『JACET 通信』211 号（日本語・ウェブサイ

いの学会の活性化に繋がります。今後は、個人の研究
発表に留まらず、提携学会内にある Special Interest

ト版）発行
14 日（土）
： AILA EBIC business meeting

Groups (SIG) 間の交流が盛んになり、同じ専門領域
での共同研究が進むようなればと考えております。

(フローニンゲン、オランダ / オンライン)
24 日（火）
： 第 4 回理事会

JACET の設立が 1962 年でした。その約 30 年後の
1994 年に KATE と初めて提携し、1999 年に早稲田

（JACET 事務所 / オンライン）
25 日（水）－29 日（日）
：

大学で開催された AILA 大会以降、提携学会の数を
増やしてきました。今では当たり前となった「電子メ

JACET 創立 60 周年記念ウィーク
25 日（水）－26 日（木）
：
第 48 回サマーセミナー（オンライン、2021）

ール」というコミュニケーション・ツールにより、国
境を越えて容易にやりとりできたことが、交流が進

27 日（金）－29 日（日）
JACET 第 60 回記念国際大会

んだ要因かもしれません。それが学会間の学術交流
の第１幕とすれば、それからさらに約 30 年経った今
は、第２の幕が上がった気配です。新型コロナの影響

（オンライン、2021）
27 日（金）
：

で、オンライン学会が一気に増え、時差はあるものの、

JACET 褒賞授賞式（オンライン）

Zoom や Microsoft Teams のような遠隔会議ツール

JACET 60th Commemorable International

で、お互いの学会に旅券や査証なしにリアルタイム

Convention (Online, 2021) Proceedings（Web

で参加することができる時代になりました。これか

版）発行

ら、益々、JACET と国内外の学術交流が盛んになれ
ばと、この JACET 学術交流・国際交流の第２幕に期
待しております。

9月
中旬：会員総会（オンライン）
10 月
2 日（土）
：
ALAK 2021 International Conference
（オンライン）
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9 日（土）
：

/オンライン）

関東支部第 2 回講演会（オンライン）
九州・沖縄支部大会、支部総会、秋季学術講演

1月
21 日（木）－22 日（金）
：
Thailand TESOL 41st International Conference

会（オンライン）
16 日（土）
：関西支部第 2 回講演会（オンライン）
16 日（土）
：中国・四国支部秋季研究大会
（山口学芸大学）
30 日（土）
：中部支部講演会（オンライン）
11 月

（オンライン）
2月
上旬：『紀要』66 号刊行
3月
1 日（火）
： 『JACET 通信』 213 号

12 日（金）―14 日（日）
：

（英語、Web 版）発行

ETA-ROC 30th International Symposium and

5 日（土）
： 中部支部第 2 回定例研究会

Book Fair on English Teaching （台北、台湾）
12 日（金）―15 日（月）
：

（オンライン）
9 日（水）
： 第 9 回英語教育セミナー

JALT 2021: 47th Annual International
Conference on Language Teaching and

（東京、2021/ オンライン）
13 日（日）
：第 6 回理事会

Learning & Educational Materials Exhibition

（JACET 事務所/英検ビル/オンライン）
14 日（月）－16 日（水）
：

（静岡）
13 日（土）
：

RELC

56th

International

Conference

（SEAMEO Regional Language Centre、シン

東北支部例会
（TKP ビジネスセンター西口ビル）
関東支部企画、支部総会（オンライン）
20 日（土）
： 関西支部大会、支部総会（オンライン）
（未定）
： 北海道支部研究会（北星学園大学）

ガポール）
19 日（土）
：関西支部第 3 回講演会（オンライン）
31 日（木）
：
『JACET 創立 60 周年記念誌』刊行

JAAL in JACET Proceedings 4 号（Web 版）

12 月
1 日（水）
： 『JACET 通信』 212 号
（日本語、印刷版および Web 版）刊行

発行
（未定）
： JACET

International

Convention

Selected Papers 8 号発行

4 日（土）:
第 4 回 JAAL in JACET（日本応用言語学会）

北海道支部研究会（天使大学）

学術交流集会（東京、2021）（未定/オンライン）
11 日（土）関東支部第 3 回講演会（オンライン）
中部支部第 1 回定例研究会、支部総会

昨年から続いております COVID-19 感染状況を見な
がら、本部、支部で計画しております行事についても、

（オンライン）

オンラインでの実施や日程変更が生じております。オ

12 日（日）中国・四国支部地区大学間連携イベン

ンラインでの行事開催によるメリットとして、所属支

ト：Oral Presentation & Performance（OPP）

部以外の行事への参加が容易になるなど、他支部との

研究会（場所未定）

交流も活発になってきております。今後も是非、支部

19 日（日）第 5 回理事会（JACET 事務所/英検ビル

を超えた会員同士の交流を深めていただく機会とし
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ていただければ幸いです。

＜2021 年度定時社員総会報告＞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜役員等人事＞
昨年度に実施いたしました社員選挙により、77 名

一般社団法人大学英語教育学会
2021 年度定時社員総会議事録

の方が社員として選出されました（北海道支部 4 名、
東北支部 3 名、関東支部 31 名、中部支部 9 名、関西

日時： 2021 年 6 月 20 日(日) 13 時 30 分－14 時

支部 18 名、中国・四国支部 5 名、九州・沖縄支部 7

会議場：LMJ 東京研修センター3 階 L 会議室／

名）
。また、新たに選任された社員により 6 月 20 日

オンライン（Zoom 会議システム）

（日）に開催された 2021 年度社員総会において、任

総社員数： 77 名

期満了による役員の選任が行われました。新たな理事

出席社員数： 69 名

および監事は次の方々です。
理事：相川真佐夫、淺川和也、馬場千秋、原隆幸、今
井隆夫、岩中貴裕、金丸敏幸、河野円、リース エイ
ドリアン、小田眞幸、佐藤雄大、志水俊広、下山幸成、

内訳 本人出席 47 名 委任状出席 22 名
よって『定款』第 18 条および第 20 条の規定の定足
数以上を充足
（＊第 18 条および第 20 条による過半数は 39 名）

冨田かおる、上田倫史、植松茂男、上野之江、渡辺敦

陪席者：3 名

子、山口高領（以上 19 名）

議長： 下山幸成

監事：木村松雄、駒田誠 （以上 2 名）

議事録署名人：馬場千秋、金丸敏幸

以下の理事および監事が任期満了となりました。

議事録作成者：馬場千秋

理事：寺内一、尾関直子、田地野彰、藤尾美佐、石川
有香、岩井千秋、石井和仁、木村松雄、内藤永（以上
9 名）
監事：笹島茂（以上 1 名）
また、4 月 1 日付で西田正先生、佐野富士子先生、

Ⅰ．開会
下山幸成総務担当理事より、定款所定の定足数を満
たした旨の報告があり、社員総会の開会が宣言された。
また、本日開催の社員総会につき、Zoom によるオン

高橋貞雄先生の 3 名が顧問に、6 月 20 日付で寺内一

ライン会議のシステムを用いて開催する旨の宣言が

先生、尾関直子先生、田地野彰先生の 3 名が特別顧問

なされた。なお当該システムは、出席者の音声と画像

に就任されました。

が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が

会員の皆様からのご意見を反映させながら、新体制

互いにできる仕組みとなっていることが確認された。

においてさらに JACET の発展に寄与していきたい
と考えております。引き続き、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

Ⅱ．会長挨拶
寺内一会長より、挨拶があった。
Ⅲ．議長選出
寺内一会長が議長の選出について諮ったところ、議
長に下山幸成氏が選出された。
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Ⅳ．議事録署名人選出
議長が議案審議に先立ち、議長の他の議事録署名人

の目的に資するものと判断した結果である」と回答し
た。

2 名について、馬場千秋氏と金丸敏幸氏の両名を指名
したい旨を述べたところ、異議なく可決された。

3．監事監査報告
駒田誠監事より、2020（令和 2）年度の事業監査お

Ⅴ．審議案件

よび会計監査に関して、適正であった旨報告があり、

第 1 号議案 会員異動状況報告の件

可決された。

下山幸成総務担当理事より、2020（令和 2）年度会
員異動状況について報告があり、可決された。

第 3 号議案 役員選任の件
議長が、任期満了役員の選出方法について諮ったと

第 2 号議案 2020（令和 2）年度事業報告・収支決算

ころ、寺内一会長に役員候補者案の推薦を求める旨の

の件

発言があり、全員が異議なくこれに賛成した。

1．2020 年度事業報告

議長が寺内一会長に役員候補者を推薦するよう求

下山幸成総務担当理事より、2020（令和 2）年度事

めたところ、寺内一会長より理事 19 名、監事 2 名の

業報告の説明があり、下記 1～6 号事業がすべて可決

候補者を、下記のとおり提案があり、これを各々諮っ

された。

たところ、満場一致をもって可決選任された。

(1) 1 号事業 大学英語教育及び言語教育関連の研
究理論の発表及びその実践結果の報告のための大会、

理事 相川 真佐夫（重任）

セミナー等の開催

理事 淺川 和也（重任）

(2) 2 号事業 紀要，学会誌等の出版物の刊行

理事 馬場 千秋（就任）

(3) 3 号事業 大学英語教育に係る国内外の研究者・

理事 原 隆幸 （就任）

学術団体・諸機関の実践活動に対する表彰

理事 今井 隆夫（就任）

(4) 4 号事業 大学英語教育に係る国内外の研究者・

理事 岩中 貴裕（就任）

学術団体・諸機関との協力

理事 金丸 敏幸（就任）
（本名：波多野 敏幸）

(5) 5 号事業 大学英語教育及び言語教育関連の理

理事 河野 円 （重任）

論及びその実践方法に関する調査・研究

理事 リース エイドリアン（就任）

(6) 6 号事業 その他のこの法人の目的を達成する

理事 小田 眞幸（重任）

ために必要な事業

理事 佐藤 雄大（重任）
理事 志水 俊広（就任）

2．2020（令和 2）年度収支決算報告
淺川和也財務担当理事より、2020（令和 2）年度の
決算報告があり、可決された。

理事 下山 幸成（重任）
理事 冨田 かおる（重任）
理事 上田 倫史（重任）

なお、社員から「2020 年度に持続化給付金・家賃

理事 植松 茂男（重任）

支援給付金を申請・受給されたことについての学会と

理事 上野 之江（重任）

しての姿勢・その使途に関する疑義がある」との指摘

理事 渡辺 敦子（重任）
（本名：鈴木 敦子）

に対して、寺内会長が「一般社団法人としてその活動

理事 山口 高領（就任）
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計 19 名

Ⅵ． 報告
1．2021 年度事業計画および収支予算

監事 木村 松雄（就任）

下山幸成総務担当理事より、2021（令和 3）年度の

監事 駒田 誠 （重任）
計 2名

事業計画および人事について説明があった。また、淺
川和也財務担当理事より、事業計画に基づいた収支予

また、
議長が、
選任された理事 19 名と監事 2 名に、

算について説明があった。

役員就任について就任承諾の有無を尋ねたところ、そ
の場に出席していた馬場千秋氏、原隆幸氏、今井隆夫
氏、岩中貴裕氏、金丸敏幸（本名 波多野敏幸）氏、

2．現行規程等報告
下山幸成総務担当理事より、2020（令和 2）年度中

河野円氏、小田眞幸氏、佐藤雄大氏、志水俊広氏、下

に改正が行われた規程、ガイドライン等について報告

山幸成氏、冨田かおる氏、上田倫史氏、植松茂男氏、

があった 。

上野之江氏、渡辺敦子（本名 鈴木敦子）氏、山口高
領氏、および、陪席していた淺川和也氏は理事就任を

3．その他

承諾し、陪席していた木村松雄氏、駒田誠氏は、監事
就任を各々承諾した。また、本日欠席の相川真佐夫氏
およびリース エイドリアン氏から提出された就任
承諾書が、寺内一会長より議長に提出された。
これをもって選任された役員が全員、就任を承諾し

Ⅶ．閉会
以上をもって一般社団法人大学英語教育学会 2021
年度定時社員総会の議事をすべて終了したので、議長
は閉会を宣言した。

たことを確認した。

以上

なお、これらの役員の任期は、2023 年 6 月の定時

（馬場千秋・帝京科学大学）

社員総会までであることが確認された。
本社員総会で任期満了退任の役員は、寺内一理事、
尾関直子理事、田地野彰理事、藤尾美佐理事、石川有
香理事、岩井千秋理事、石井和仁理事、木村松雄理事、
内藤永理事および笹島茂監事である。

支部だより

第 4 号議案 『定款』
『会員規程』改正の件
1．
『定款』の改正
下山幸成総務担当理事より、
『定款』第 23 条 2 項の

今号には 2021 年 2 月 1 日より 11 月 30 日までの
イベントが記載されております。

変更について提案され、承認された。

＜九州・沖縄支部＞
2. 『会員規程』の改正
下山幸成総務担当理事より、
『会員規程』第 6 条 2

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

の削除および第10 条(3)の追加事項について提案され、

(1) 支部研究大会

承認された。

① 第 32 回支部研究大会（予定）
日時：2021 年 10 月 9 日（土）9:10～17:40
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場所：オンライン (Zoom)

めの通訳案内士インタビュー」 金志佳代子（兵

大会テーマ：これからの大学英語教育のあり方：高大

庫県立大）
、津田晶子（中村学園大）

接続改革を受けて Innovations in University
English Education: Connecting Secondary and
Tertiary Education

2) 「絵本を活用した小学校英語教育」 早瀬沙織（中
村学園大）
3) “A Personal Reflection on the Status of English in
Malaysia” Khadijah Omar（佐賀大）

(2) 学術講演会
2021 年度春季学術講演会

④ 第 219 回東アジア英語教育研究会

日時：2021 年 7 月 10 日(土)

日時：2021 年 5 月 15 日（土）15:30～17:35

場所：オンライン (Zoom)

場所：オンライン (Zoom)

テーマ：
「マレーシアの教育文化と、研究における日

研究発表

本とのパートナーシップ」辻 智也（MJIIT）

1) 「韓国の第 5 次教育課程から 2015 改訂教育課程
までの基本語彙リストに関する比較研究」 清永

(3) 研究会
① 第 216 回東アジア英語教育研究会

克己（至誠館大）
2) “Current Status of University Entrance

日時：2021 年 2 月 13 日（土）15:30～16:35

Examination Reform and High School English

場所：オンライン (Zoom)

Education” 福永 淳（九州工業大）

研究発表
1) 「学生と教師のリフレクションツール：タキソノミ

２．支部総会・支部役員会等の開催

ー・テーブルの活用」 中西千春（国立音楽大）
・

(1) 支部総会（予定）

川井一枝（宮城大）

日時：2021 年 10 月 9 日（土）
会場：オンライン (Zoom)

② 第 217 回東アジア英語教育研究会

議題：

日時：2021 年 3 月 13 日（土）15:30～17:35

1) 2020 年度活動報告について

場所：オンライン開催

2) 2021 年度活動計画について

1) 「戦後台湾の英語教育―戒厳令解除以降の教科書
題材内容研究から」 平井清子（北里大）
2) 「遠隔、moodle、顔の見えない相手とともに手探

(2) 支部役員会
①2020 年度第 6 回支部役員会

りの授業実践：オンライン授業下の自律学習支援」

日時：2021 年 2 月 13 日（土）

田上優子（福岡女子大）

場所：オンライン (Zoom)
議題：春季学術講演会について

③ 第 218 回東アジア英語教育研究会
日時：2021 年 4 月 17 日（土）15:30～16:35

②2020 年度第 7 回支部役員会

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021 年 3 月 13 日（土）

研究発表

場所：オンライン (Zoom)

1) 「日本の地方文化を発信する大学間協働学習のた

議題：2021 年度支部研究大会について
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場所：オンライン (Zoom)
③2021 年度第 1 回支部役員会
日時：2021 年 4 月 17 日（土）

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号の編集
について

場所：オンライン (Zoom)
議題：2021 年度支部研究大会について

⑩2021 年度第 5 回支部役員会（予定）
日時：2021 年 11 月 20 日（土）

④2021 年度第 1 回支部紀要編集委員会

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021 年 6 月 5 日（土）

議題：未定

場所：オンライン (Zoom)
議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号の編集
について

３．その他
1) 支部紀要の発行
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号

⑤2021 年度第 2 回支部役員会

発行日：2021 年 11 月 30 日（予定）

日時：2021 年 7 月 10 日（土）

2) 支部ニューズレターの発行

場所：オンライン (Zoom)

『JACET 九州・沖縄支部ニューズレター』第 37 号

議題：2021 年度支部研究大会について

発行日：2021 年 4 月 20 日

⑥2021 年度第 2 回支部紀要編集委員会

（伊藤健一・北九州市立大学）

日時：2021 年 7 月 17 日（土）
場所：オンライン (Zoom)
議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号の編集
について

＜中国・四国支部＞
⑦2021 年度第 3 回支部紀要編集委員会（予定）
日時：2021 年 9 月 1 日（水）

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

場所：メール会議

(1) 春季研究大会

議題：
『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 26 号の編集

日時：2021 年 6 月 5 日（土）

について

場所：オンライン(Zoom)
研究発表

⑧2021 年度第 4 回支部役員会（予定）

1) “ Intentional and incidental EFL vocabulary

日時：2021 年 10 月 8 日（金）

acquisition in a high school learning context ”

場所：オンライン (Zoom)

SHARPE, Michael (Kochi National University)、

議題：2021 年度支部研究大会について

GRANT, David (Kochi National College of
Technology)

⑨2021 年度第 4 回支部紀要編集委員会（予定）

2) 「英語での生徒のパフォーマンスを評価するルー

日時：2021 年 10 月 23 日（土）

ブリックとして利用可能なアプリケーションの開発」
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中山晃（愛媛大）
、木原拓海（愛媛大大学院生）

(2) 第 2 回支部役員会

3) 「中・上級英語学習者の形態素エラー：複数形態素

日時：2021 年 10 月 16 日（土）
（予定）

“-s” 再訪」西谷工平（就実大）
、中﨑崇（就実大）

場所：オンライン (Zoom)（予定）

4) 「大学生初級英語学習者へのオンラインでのパラ
グラフ・ライティング指導－ピア・ サポート活動を

３．その他

使って－」奥田利栄子（広島大・広島修道大非常勤講

(1)支部紀要の発行

師）

『大学英語教育学会中国・四国支部研究紀要』18 号

5) 「高専１年生に対する体育 CLIL の可能性（４）

発行日：2021 年 3 月 31 日

―英語を使用したパラスポーツ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

(2)支部ニューズレターの発行

高等専門学校）

『JACET 中国・四国支部 Newsletter』27 号

講演：
「コロナ禍の言語教育－オンライン英語授業の

発行日：2021 年 7 月 31 日

実践と課題－」 講師：森田光宏（広島大）
（松岡博信・安田女子大学）
(2) 秋季研究大会
日時：2021 年 10 月 16 日（土）
（予定）
場所：オンライン (Zoom)（予定）

＜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：2021 年 6 月 5 日（土）

(1) 支部大会

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021年11月20日（土）
（予定）

議題：

場所：オンライン (Zoom)（予定）

１．報告事項
1) 2020 年度第 2 回役員会（遠隔会議）議事録確認

(2) 支部講演会

2) 2020 年度の支部事業報告

① 2020年度第3回支部講演会

3) 2021 年 JACET60 周年記念ウィークについて

日時：2021年3月20日（土）

4) JACET 将来構想について

場所：オンライン (Zoom)

5) 次回の JACET 理事会，及び社員総会について
6) 支部研究紀要について

② 2021年度第1回支部講演会

２．審議事項

日時：2021年6月19日（土）

1) 2021 年度の活動について

場所：オンライン (Zoom)

2)2021 年度中国・四国支部役員人事について
3) 2022 年度の事業計画について

③ 2021年度第2回支部講演会（予定）

4)その他

日時：2021年10月16日（土）
場所：オンライン (Zoom)
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２．支部総会・支部役員会等の開催

④ 2021年度第2回支部役員会（予定）

(1) 支部総会（予定）

日時：2021年10月16日（土）

日時：2021年11月20日（土）

場所：オンライン (Zoom)

場所：オンライン (Zoom)
３．その他
(2) 支部役員会

(1) 支部紀要の発行

①2020年度第3回支部役員会

『JACET関西支部紀要』第23号

日時：2021年3月20日（土）

発行日：2021年3月31日

場所：オンライン (Zoom)
審議事項：

(2) 支部ニューズレターの発行

1) 2021年度事業計画について

1) JACET Kansai Newsletter No. 89

2) 2021年度予算について

発行日：2021年6月17日

3) 2021年度人事について

2) JACET Kansai Newsletter No. 90

4) 支部紀要の研究ノートについて

発行日：2021年7月30日

5) その他
報告事項：

（多田 さおり・追手門学院大学）

1) 支部長報告
2) 研究企画委員会報告
3) 紀要編集委員会報告

＜中部支部＞

4) JACET慶弔規定について
5) その他

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催
(1) 2021年度支部大会

②2021年度第1回支部役員会

日時：2021年6月12日（土）14:30～18:40

日時：2021年6月19日（土）

場所：オンライン開催

場所：オンライン (Zoom)

大会テーマ：

報告事項：

「新時代に必要な英語コミュニケーション能力」

1) 支部長報告、理事会報告、社員総会報告など

English Communication Skills Required for the

2) 2021年度事業計画について

New Era

3) 2020年度予算実績および2021年度予算について

研究発表2件

4) 2021年度人事について

“ The career of metaphor and the metaphor

5) 研究企画委員会報告

processing of language learners”

6) 紀要編集委員会報告

Miki Ikuta (Graduate School of Humanities,

7) その他

Nagoya U., JSPS Research Fellow）

審議事項：

「高校英語表現テキストにおける構文分布に関する

1) その他

一考察」伊藤創（関西国際大）・藤原康弘（名城大）
講演会
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“What drives the creative use of metaphor and

場所：オンライン (Zoom)

metonymy, and why does this matter to language

議題：理事会報告、支部総会について

learners?” Jeannette Littlemore (U. of Birmingham,

第4回役員会

UK)

日時：2021年7月12日（月）20:00～21:00

シンポジウム

場所：オンライン (Zoom)

「新時代に必要な英語コミュニケーション能力：認知

議題：本部報告、会計報告、定例研究会・講演会につ

言語学からの提言」有薗智美（名古屋学院大）・山梨

いて

正明（関西外国語大・京都大名誉教授）

第5回役員会
日時：2021年10月30日（土）（予定）

(2) 支部講演会（予定）

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021年10月30日（土）
場所：オンライン (Zoom)

3. その他

講演題目等未定

(1) 支部ニューズレターの発行
JACET-Chubu Newsletter No. 46

２．支部総会・支部役員会等の開催

発行日：2021年5月20日

(1) 支部総会
第1回支部総会

（下内充・中部学院大学）

日時：2021年6月12日（土）14:30～14:40
場所：オンライン (Zoom)
議題：2020年度事業報告・会計報告、2021年度事業計
画報告、2021年度予算案、2021年度人事

＜関東支部＞

(2) 支部役員会

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

第1回役員会

(1) 2021年度支部大会

日時：2021年4月12日（月）20:00～21:20

日時：2021年7月11日（日）9:00～18:00

場所：オンライン (Zoom)

場所：オンライン (Zoom)

議題：理事会報告、事務局報告、中部支部大会につい

大会テーマ：DX時代における大学英語教育―ハイブ

て、ニューズレター発行について

リッド・ハイフレックス・対面型学習―

第2回役員会

English Language Education in Universities during

日時：2021年5月10日（月）20:00～21:00

the New Era of Digital Transformation: Hybrid,

場所：オンライン (Zoom)

HyFlex, and Face-to-face Learning

議題：国際大会委員会報告、事務局報告、会計報告、

研究発表 3件、実践報告 3件、賛助会員発表 4件、SIG

支部総会・支部大会について、定例研究会・講演会に

発表2件、ワークショップ1件、シンポジウム1件

ついて
第3回役員会

(2)支部講演会

日時：2021年6月12日（土）13:00～13:30

①第1回講演会
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日時：2021年6月12日（土）16:00～17:20

①第1回支部運営会議

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021年4月10日（土）11:00～12:00

講演者：船田なつの（東京大）

場所：オンライン (Zoom)

題目： The development of a new measure of

議題：

English language learners’ attitudes towards

1) JACET関東支部規約改正について

English as a global language

2) 関東支部紀要のウェブ上での公開について
3) 60周年記念大会JACET Hoursについて

②第2回講演会（予定）
日時：2021年10月9日（土）16:00～17:20

② 第2回支部運営会議

場所：オンライン (Zoom)

日時：2021年5月8日（土）11:00～12:00

講演者：未定

場所：オンライン (Zoom)
議題：

(3) 講演会・ワークショップ（JACET関東支部企画）

1) JACET関東支部規約改正について

① JACET関東支部企画（第1回）（予定）

2) JACET Kanto JournalのJ-STAGEへの掲載につ

日時：2021年11月13日（土）（変更の可能性あり）

いて

場所：オンライン (Zoom)

3) 60周年記念大会JACET Hoursについて

講演者：未定
③ 第3回支部運営会議
※講演会等の詳細は、支部会員MLにて配信及び関東

日時：2021年6月12日（土）11:00～12:00

支部HP上に掲載されます。

場所：オンライン (Zoom)
議題：

２．支部総会・支部役員会等の開催

1)JACET関東支部規約改正について

(1)支部総会

2)JACET Kanto JournalのJ-STAGEへの掲載につ

第1回支部総会

いて

日時：2021年7月11日（日）11:30～12:00

3)2021年度支部大会について

場所：オンライン (Zoom)
議題：2020年度事業報告・会計報告、2021年度事業計

④ 第4回支部運営会議

画、JACET関東支部規約改正等

日時：2021年7月10日（土）11:00～12:00
場所：オンライン (Zoom)

第2回支部総会（予定）

議題：

日時：2021年11月13日（土）15:20～15:50（変更の可

1) JACET関東支部規約改正について

能性あり）

2) JACET Kanto JournalのJ-STAGEへの掲載に

場所：オンライン (Zoom)

ついて

議題：2022年度支部事業計画・予算、2022年度人事

3) 2021年度支部大会について

(2)支部役員会

⑤ 2021年度支部運営会議（予定）
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第5回 9月11日（土）14:30～15:30

3) “Engaging students in a large lecture class

第6回 10月9日（土）14:30～15:30

delivered in real time online: Problems and

第7回 11月13日（土）14:30～15:30

possibilities”
Timothy Phelan (Miyagi University)
4)「初級レベルの英語学習とオンライン授業」多田恵

３．その他
(1)支部紀要の発行

実（弘前大）

『JACET関東支部紀要』(JACET Kanto Journal) 第

5)「Zoom 授業におけるヒントと課題：MYU 英語授

8号

業の実践から」川井一枝（宮城大）・小島さつき

発行日：2021年3月31日

（宮城大）

(2)支部ニューズレターの発行

(2) 支部例会（予定）

『JACET関東支部ニューズレター』第16号

日時：2021 年 11 月 13 日（土）（時刻未定）

発行日：2021年3月31日

場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン

『JACET関東支部ニューズレター』第17号（予定）
発行日：2021年9月30日
（田口悦男・大東文化大学）

(Zoom)のハイブリッド会議
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：2021 年 6 月 26 日（土）14:40～15:00
場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン

＜東北支部＞

のハイブリッド会議
議題：

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

1) 2020 年度事業報告、支部会計報告

(1) 支部大会（予定）

2) 2021 年度事業計画案について

日時：2021 年 6 月 26 日（土）15:00～17:00

3) 2021 年度予算案と運営方針について

場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン

4) 2021 年度人事案について

(Zoom)のハイブリッド会議

5) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 10、

ラウンドテーブルミーティング「実践授業への思い―

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

コロナ禍での工夫を語る」

No.48 について

モデレーター：冨田かおる（山形大）

6) その他

発表：1)「スローラーナーに向けたオンライン授業の
現状と課題」畠山研（八戸工業大）
2）「オンデマンド方式の授業をめぐって」會澤まり
え（尚絅学院大）

(2) 支部役員会
①第 1 回役員会
日時：2021 年 4 月 24 日（土）13:00～14:00
場所：オンライン (Zoom)
議題：
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1) 2020 年度事業報告、支部会計報告

4) その他

2) 2021 年度事業計画案について
3) 2021 年度予算案と運営方針について

④第 4 回役員会（予定）

4) 2021 年度人事案について

日時：2021 年 11 月 13 日（土）（時刻未定）

5) 2021 年度東北支部大会について

場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン

6) 各委員会活動について

(Zoom)のハイブリッド会議

7) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 10

議題：

および『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

1) 2022 年度事業計画案について

No.48 について

2) 2022 年度予算案と運営方針について

8) その他

3) 2022 年度人事案について
4) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 10、

②第 2 回役員会

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

日時：2021 年 6 月 26 日（土）14:00～14:40

No.48 について

場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン

5) その他

(Zoom)のハイブリッド会議
議題：

３．その他

1) 理事会報告

(1) 支部紀要の発行

2) 2021 年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案

TOHOKU TEFL（『JACET 東北支部紀要』）Vol. 9

等

発行日：2021 年 3 月 31 日

3) 2021 年度 11 月支部例会について
4) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 10、

(2) 支部ニューズレターの発行

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

『 JACET 東 北 支 部 通 信

No.48 について

Newsletter)』 No. 47

5) その他

発行日：2021 年 3 月 31 日

③第 3 回役員会（予定）

(JACET Tohoku

（岡﨑久美子・仙台高等専門学校）

日時：2021 年 10 月 16 日（土）（時刻未定）
場所：TKP 仙台西口ビジネスセンターとオンライン
(Zoom)のハイブリッド会議
議題：
1) 2021 年度事業計画案、予算案・運営方針、人事案

＜北海道支部＞

等
2) 2021 年度 11 月支部例会について

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

3) TOHOKU TEFL（JACET 東北支部紀要）Vol. 10、

(1) 支部大会

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』

① 2021 年度支部大会

No.48 について

日時：2021 年 7 月 14 日（水）
・15 日（木）18:00〜
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20:30

場所：オンライン (Zoom)

場所：オンライン (Zoom)
基調講演：
「
〈学術的〉英語政策研究のあり方」
寺沢 拓敬 （関西学院大）

② 第 2 回役員会
日時：2021 年 8 月 9 日（月）18:30～20:00
場所：オンライン (Zoom)

研究発表：
1) “Managing a Writing Lab during the Covid-19

３．その他

Pandemic” Tom Stasinski (Hokusei Gakuen

(1) 支部紀要の発行

University Junior College）

Research Bulletin of English Teaching, Vol. 16

2)「英語で行われる講義理解プロセスにおける認知負

発行日：2021 年 3 月 20 日

荷の影響」沢谷佑輔 （北海道文教大）
3) 「悩み相談を用いた意思決定タスクの開発とその

(2) 支部ニューズレターの発行

評価」志村昭暢 （北海道教育大）酒井優子 （東海

『JACET 北海道支部ニューズレター』34 号

大）

発行日：2021 年 3 月 31 日（インターネット上で公
開）

(2) 研究会

（三ツ木真実・小樽商科大学）

2021 年度第 1 回研究会（予定）
日時：2021 年 11 月（予定）
場所：オンライン (Zoom)

訃報

２．支部総会・支部役員会等の開催
(1) 支部総会
日時：2021 年 7 月 14 日（水）18:35〜18:55
会場：オンライン (Zoom)

東海大学教授 齋藤早苗先生

議題：
1) 支部長報告

2021 年 3 月 8 日にご逝去されました。

2) 2021 年度事業報告

ご葬儀はご家族・関係者で執り行われました。

3) 2021 年度事業計画

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

4) 2021 年度人事
5) 各種委員会報告

ご入会 1995/10/01

6) 2022 年度事業計画案

ご退会 2021/03/08

7) 2022 年度人事案

社員

2008/04/01 –

関東支部研究企画委員
(2) 支部役員会

所属支部 関東支部

① 第 1 回役員会
日時：2021 年 5 月 26 日（水）18：30～20:00
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編集後記

編集：
『ＪＡＣＥＴ通信』委員会
理事（筆頭）冨田かおる・山形大学

『JACET 通信』211 号をお届けいたします。お忙

理事・委員長 岩中貴裕・山口学芸大学

しい中、ご寄稿いただきました先生方には心より御

副委員長

松岡博信・安田女子大学

礼申し上げます。

副委員長

岡﨑久美子・仙台高等専門学校

巻頭言では、小田新会長が今後の JACET 運営につ

馬場千秋・帝京科学大学

いての方針を提示して下さりました。また、相川学術

Gilner, Leah・愛知大学

交流担当理事が JACET の学術交流の状況をご報告

伊藤健一・北九州市立大学

下さりました。会員の皆さまにおかれましては、

三ツ木真実・小樽商科大学

COVID-19 の感染拡大の状況下で苦慮されているこ

水島孝司・南九州短期大学

とと拝察いたしますが、どうかご自愛の上、お過ごし

下内充・中部学院大学

下さい。
（馬場）

多田さおり・立命館大学
田口悦男・大東文化大学
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