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[巻頭言]

2014 年度の活動計画
一般社団法人大学英語教育学会会長

神保

尚武

早稲田大学

2014 年度の活動計画がほぼ固まりましたので
ご報告いたします。

Communicative

Competence

for

Peace

and

Friendship)をテーマに 8 月 28 日（木）から 8 月
30 日（土）の 3 日間で開催されます。

第 1 号事業
(1) 第 53 回（2014 年度）国際大会の開催
広島市立大学で「平和と友好をめざす英語コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 」 (Fostering English

基調講演は以下の 2 件です。1) Prof. Kip A.
Cates（鳥取大学）. “Building Bridges of Peace and
Friendship: The Role of College English Teachers” 2)
Prof. Craig Smith (京都外国語大学). “Japanese
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University Students and Global Peace-Building

議会（CIEE）日本代表部）の 3 名が登壇します。司

Conferences:

会は尾関直子教授（明治大学）が担当します。

The

Development

of

English

Language Skills”

国内招待講演の他、多くの研究発表、実践報告、ポ

全体シンポジウムは”Teaching English for Peace:

スター発表（先のグローバル人材育成のための特別企

Fostering Global Citizenship”というテーマについ

画のポスター発表として「第 1 分野：到達目標とその

て2名の基調講演者と淺川和也教授
（東海学園大学）

評価」と「第 2 分野：留学生派遣プログラム」も含み

がパネリストとして登壇します。

ます）があります。

海外提携学会代表者の講演は次の6件です。
1) Prof.
Jin-Hwa Lee (ALAK, Chung-Ang University).

多くのみなさまの参加を期待しております。
(2) 第 41 回（2014 年度）夏季セミナー

“Working Memory and an Asymmetry in L2

第 41 回（2014 年度）夏季セミナーは、8 月 18 日

Processing of English Wh-questions”; 2) Dr. Hee-

（月）から 21 日（木）の日程で草津スカイランドホ

Kyung

University).

テルにおいて開催します。テーマは”CLIL and

“Participants ’Perception on an English Policy

Content-based Language Teaching: New global

Program in Korea: Insights from the TaLK (Teach

perspectives on bilingualism and immersion”で、主

and Learn in Korea) Program”; 3) Dr. Alvint Pang

任講師はDr. Roy Lyster (McGill University)です。講

(RELC). “English for International Understanding:

義内容は以下の通りです。1) Introduction to content-

Building Bridges and Making Connections”; 4) Prof.

and-language integrated learning; 2) The pivotal

Xinren Chen (CELEA, Nanjing University).

role of interaction and feedback in language

“Intercultural Communica-

learning through content; 3) Integrating language

tion in the Context of English as a Lingua Franca:

and content through counterbalanced instruction;

Changes and Implications”; 5) Dr. Pragasit

4) Cross-curricular and cross-linguistic connections

Sitthitikul (Thai TESL, Thammasat University).

in CLIL

Lee

(KATE,

Yonsei

Utilizing the Project-based Learning Approach to

他の 2 名の講師と講義タイトルは以下の通りです。

Promote Communication and Cooperation of Rural

1)

Dr.

Ikeda

Makoto

(Sophia

Thai EFL Students with Different Religious

“Experiencing and analyzing a CLIL lesson for

Backgrounds”; 6) Dr. Kok-Eng Tan (MELTA,

university students”; 2) Dr. Carol Inugai-Dixon

Universiti Sains Malaysia). “Bringing Facebook

(International

and WebQuest into the Writing Class: The Case of

“Developing

Two Teachers”

curriculum: a framework for planning”

Baccalaureate
academic

literacy

University)

Organization)
across

the

昨年度からグローバル人材育成に向けて JACET

参加者による発表もあり、互いに研鑽し合う良い機

全体で取り組みを始めており、そのうちのいくつかを

会です。温泉の楽しみに加え、草津国際音楽祭コンサ

本大会でも企画しています。特別シンポジウムとして

ートに参加する機会を設けていますので是非ご参加

「大学英語教育における教育の質保証に向けて―外

ください。

部試験導入の議論を通じて」のテーマのもと、西川美

(3) 第 2 回（2014 年度）英語教育セミナーの開催

香子氏（日本英語検定協会）
、安藤益代氏（国際ビジネ

第 2 回（2014 年度）JACET 英語教育セミナーを

スコミュニケーション協会）
、根本斉氏（国際交換協

2014 年 12 月 6 日（土）に愛知大学（名古屋キャンパ
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ス）で開催します。テーマは「JACET 英語教育セミ

協力事業―関係学術団体との交流

ナー－小・中・高・大連携の現状と課題－」です。講

(1) 海外の学術団体との交流

演、
パネルディスカッション、講座、
ワークショップ、

以下の提携学会の年次大会に本学会の代表を派遣

賛助会員による教材展示等を通して、小中高大連携の

し招待講演をしたり、シンポジウムに参加したりしま

実態を正確に把握し、グローバル人材育成に重要な役

す。また、それぞれからの代表を JACET 国際大会に

割を担う大学英語教育の改善と発展を目指します。

招待しています。

(4) 支部大会・研究会の開催
それぞれの支部は、大会や研究会を随時開催してお
ります。

RELC (Regional Language Centre); IATEFL
(International Association of Teachers of English);
KATE (The Korea Association of Teachers of
English); MELTA (Malaysian English Language

第 2 号事業

Teaching Association); PKETA (Pan-Korea English

(1)『紀要』の刊行

Teachers’ Association); ALAK (The Applied

『紀要』第 59 号を 2015 年 1 月上旬に刊行する予

Linguistics Association of Korea); ETA-ROC

定です。

(English Teachers’ Association of Republic of

(2)『Selected Papers』の作成

China); CELIA (Chinese English Language

第 52 回（2013 年度）国際大会の発表者が投稿し

Education Association); Thailand TESOL; AILA

た論文の中で選考された学術研究論文としてオンラ

(Association

インで発表されることになります。
第 1 号は2014 年

Applique)

8 月に発行予定です。
(3) 『JACET 通信』の刊行
『JACET 通信』191 号（日本語、website 版）を
2014 年7 月1 日に、
192 号
（日本語、
印刷版とwebsite

Internationale

de

Linguistique

(2) 国内の学術団体との交流
国内の諸学会、特に全国英語教育学会、外国語教育
メデｲア学会、全国語学教育学会との連携を模索して
いきます。

版）を 12 月 1 日に、193 号（英語、website 版）を
2015 年 3 月 1 日に刊行する予定です。
(4) 『支部紀要』
・
『ニューズレター』の刊行
それぞれの支部が『紀要』と『ニューズレター』を
随時刊行しております。

第 5 号事業
調査研究事業
(1) 専門分野別の研究会
現在 42 の研究会が活発な活動をしており、その支
援を強化していきます。

第 3 号事業
大学英語教育学会賞の表彰
英語教育における研究または実践上の顕著な業績

(2) 特別委員会
現在下記の 3 つの特別委員会が活動しております。
・ 第 4 次 ICT 調査研究特別委員会

を通して、わが国における大学英語教育の改善と進

・ グローバル人材育成特別委員会

歩・発展に寄与した本学会員である個人または団体に

・ 基本語彙改訂特別委員会

対して表彰を行います。
上記の事業に加え、学会の社会的責任を果たすべ
第 4 号事業

く多くの活動をしてまいります、さらに、外部資金の
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調達を基本とした受託研究や共同研究を推進して、

30 日（水） 『中国・四国支部ニューズレター』13

外国語教育への新たな提言を関係諸機関に対して発

号発行

信していく所存です。特に、グローバル化時代に対応

8月

した政策提言も積極的に行っていきます。

10 日（日）～15 日（金） AILA（ブリスベン）

会員のみなさまの学会活動へのますますの参加を
期待しております。

18 日（月）～21 日（木） 第 41 回（2014 年度）
JACET サマーセミナー（草津スカイランドホテ
ル）
27 日（水） 第 3 回理事会（広島市立大学）

本部だより
代表幹事 大須賀直子（明治大学）

27 日（水）～29 日（金） 全国委員会（同上）
28 日（木）～30 日（土） 第 53 回（2014 年度）国
際大会（広島市立大学）

平素より JACET の活動にご理解とご協力を賜り

28 日（木） 会員総会

ましてまことにありがとうございます。代表幹事 2 年

29 日（金） JACET 賞授与式

目の今年は、慣れるのに精一杯だった昨年以上に貢献

（未定） JACET International Convention

できるよう努力する所存ですので、何卒宜しくお願い

Selected Papers Vol. 1 の発行

申し上げます。

28 日（木）～30 日（土） 23rd MELTA

さて、今年度（7 月以降）の主な行事をお知らせ

International Conference & 12th Asia TEFL

いたします。

International Conference（マレーシア）

7月

9月

1 日（日） 『JACET 通信』191 号発行（日本語版,

13 日（土）関東支部・青山学院大学英語教育研究セ

Web 版）

ンター共催講演会（予定）

4 日（金）～5 日（土）KATE 2014 Internation-

27 日（土）2014 PKETA International Conference

al Conference（ソウル、大韓民国）

（プサン、大韓民国）

5 日（土） 九州・沖縄支部研究大会（鹿児島大学教

10 月

育学部）／支部総会

上旬予定～1 月 社員選挙

同 九州・沖縄支部春季学術講演会（鹿児島大学教

11 日（土） 中部支部秋季定例研究会（名城大学）

育学部）

同

同 関西支部第 1 回講演会（武庫川女子大学鳴尾キ

パス（予定）
）

ャンパス（予定）
）

同 関東支部・青山学院大学英語教育研究センター

6 日（日） 東北支部大会（仙台市民会館（予定）
）

共催講演会（予定）

／支部総会

18 日（土） 運営会議（予定）

12 日（土）関東支部・青山学院大学英語教育研究セ

同 『関西支部ニューズレター』70 号発行

ンター共催講演会（予定）

23 日（木）－26 日（日） CELEA の国際大会

19 日（土） 運営会議

（AILA-East Asia 企画も同時開催）

26 日（土） 『関西支部ニューズレター』69 号発行

（未定） 2014 ALAK Conference（大韓民国）

（WEB 版）

11 月

関西支部第 2 回講演会（同志社大学烏丸キャン
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8 日（土）関東支部月例研究会（青山学院大学）
（予

号発行
24 日（土） 運営会議（予定）

定）
14 日（金）－16 日（日） The 23rd International

30 日（金） 『北海道支部紀要』12 号刊行

Symposium and Book Fair on English Teaching

（未定） 北海道支部研究会（藤女子大学）

(ETA-ROC 大会)（台北市、台湾）

2月

15 日（土） 運営会議（予定）
22 日（土） 九州・沖縄支部秋季学術講演会（西南
学院大学）
29 日（土） 関西支部秋季大会（龍谷大学深草キャ
ンパス（予定）
）／支部総会（予定）
30 日（日） 東北支部例会（エル・ソーラ仙台（予
定）
）

14 日（土）中部支部春季定例研究会（名古屋工業大
学（予定）
）
3月
1 日（金）
『JACET 通信』193 号（英語 Web 版）発
行
7 日（土）関西支部第 3 回講演会（関西学院大学大
阪梅田キャンパス（予定）
）

同 『九州・沖縄支部紀要』19 号刊行

14 日（土）運営会議（予定）

（未定） 北海道支部研究会（札幌学院大学）

21 日（土）第 5 回理事会 （JACET 事務所）

12 月

31 日（火）
『ICT 調査研究特別委員会活動報告書』

1 日（土） 『JACET 通信』192 号（日本語版）発
行

刊行
同 『北海道支部ニューズレター』27 号発行

同 『会員名簿 2014 年度』発行

同 『東北支部通信』41 号発行

6 日（土） 第 2 回 JACET 英語教育セミナー（愛知

同 『JACET 関東支部紀要』2 号刊行

大学）

同 『関西支部紀要』17 号刊行

13 日（土）関東支部・青山学院大学英語教育研究セ

同 『中国・四国支部研究紀要』12 号刊行

ンター共催講演会（予定）
20 日（土） 『中部支部紀要』12 号刊行

今年は例年の行事に加えて、JACET が一般社団法

同 JACET-Chubu Newsletter No. 33 発行

人になって初めての社員選挙が 10 月にございます。

21 日（日） 第 4 回理事会（JACET 事務所）

社員とは定款に示されるように一般社団法人を代表

（未定） 中国・四国支部 地区大学間連携イベン

する存在であり、公示日に 4 年以上会員資格を持つ一

ト：大学生Oral Presentation & Performance

般会員の皆様が選挙で選ぶことになります。JACET

(OPP)研究会

ウエブ等に掲載されている社員選挙規定に基き、選挙

（未定） 関東支部総会（青山学院大学）

管理委員会が発足し、選挙が行われます。詳細は追っ

1月

てお知らせいたしますが、JACET にとりまして大変

上旬予定

『紀要』59 号発行

（未定） 35th Thai TESOL International

重要な行事ですので、会員の皆様の益々のご理解とご
協力を是非宜しくお願いいたします。

Conference （タイ）
10 日（土）関東支部・青山学院大学英語教育研究セ
ンター共催講演会（予定）
20 日（火） 『中国・四国支部ニューズレター』14
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④第 142 回東アジア英語教育研究会

支 部 だ よ り

日時：5 月 17 日（土）15:30～17:30
会場： 西南学院大学 1 号館 205 教室
発表題目：
「英語リメディアル教育と向き合う－英語が

＜九州・沖縄支部＞

苦手な大学生に「授業が楽しい」と言わせるアプロー
チ－」

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

発表者：牧野眞貴（近畿大）

(1) 支部大会
①2014 年度九州・沖縄支部大会

⑤第 143 回東アジア英語教育研究会

日時：2014 年 7 月 5 日（土）10:00～17:30

日時：6 月 21 日（土）15:30～17:30

会場：鹿児島大学教育学部

会場：西南学院大学 1 号館 205 教室

大会テーマ：
「Active Learning に向けた大学英語教育

研究発表：
「バスク自治州における CLIL（内容言語統

―協同学習と自律学習を視野に入れたカリキュラム

合）型学習の実践から学ぶ－CLIL 型学習ワークショ

構築」

ップ－」
発表者：中西千春（国立音楽大）

(2) 研究会
①第 139 回東アジア英語教育研究会

⑥第 144 回東アジア英語教育研究会

日時：2 月 15 日（土）15:30～17:30

日時：7 月 19 日（土）15:30～17:30

研究発表：
「マカオにおける英語教育政策」

会場： 西南学院大学 1 号館 205 教室

発表者：原 隆幸（鹿児島大）

発表者（予定）
：石川慎一郎（神戸大）

②第 140 回東アジア英語教育研究会

⑦第 145 回東アジア英語教育研究会

日時：3 月 15 日（土）15:30～17:30

日時：9 月 20 日（土）15:30～17:30

研究発表(1)：
「暗示的・明示的概念から考える大学生の

発表者（予定）伊藤彰浩（西南学院大）

持つ英文法知識の質とその習得・学習経路について」
岡田美鈴（九州大・院）

⑧第 146 回東アジア英語教育研究会

研究発表(2)：
「外国語学習における視覚情報の効果」

日時：10 月 18 日（土）15:30～17:30

発表者：李相穆（リ・サンモク）
（九州大）

発表者（予定）
：水島孝司（南九州短大）

③第 141 回東アジア英語教育研究会

⑨第 147 回東アジア英語教育研究会

日時：4 月 19 日（土）15:30～17:30

日時：11 月 15 日（土）15:30～17:30

会場：西南学院大学 1 号館 205 教室

発表者（予定）
：金森 強（関東学院大）

研究発表：
「日本人社会人留学生のための EAP：生涯
学習としての海外留学の視点から」
発表者：津田晶子（中村学園大）

２．支部総会・支部役員会等の開催
(1)支部総会（予定）
日時：2014 年 7 月 5 日（土） 10:00～17:30
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会場：鹿児島大学教育学部

日時：6 月 21 日（土）14:00～16:00

議題：

会場：西南学院大学学術研究棟大会議室

1)2013 年度活動報告について

議題：

2)2014 年度活動計画について

1)2014 年度九州・沖縄支部紀要編集について

(2)支部役員会

（伊藤健一・北九州市立大学）

①2013 年度第 6 回役員会
日時：2 月 15 日（土）10:30～12:15

＜中国・四国支部＞

会場：西南学院大学学術研究棟大会議室
議題：

１．支部研究会等の開催

1)2014 年度九州・沖縄支部研究大会について

(1)支部春季研究大会

2)2015 年度 JACET 国際大会について

日時：2014 年 6 月 7 日（土）14:30～17:30

3)支部ニューズレターについて

場所：広島市立大学 国際学部棟 602 教室・
605 教室

②2014 年度第 1 回役員会

研究発表

日時：4 月 26 日（土）14:00～16:00

○第 1 室 司会 池野修（愛媛大）

会場：西南学院大学学術研究棟大会議室

1)「協同学習を取り入れた内容理解重視の授業－

議題：

そのリメディアル教育としての可能性－」岩中貴

1)2014 年度九州・沖縄支部研究大会について

裕（香川大）

2)2015 年度 JACET 国際大会について

2)「ティーチング・ポートフォリオの作成を通し

3)支部紀要の電子化について

て英語教育活動を振り返る」中山晃（愛媛大）
3)“Introducing a new scale: Student Preferences

③2014 年度第 2 回役員会

for Instructional Language (SPIL)” Eleanor

日時：5 月 31 日（土）14:00～16:20

Carson（広島市立大）

会場：西南学院大学学術研究棟大会議室

4)「小グループ内で実施するピア・アセスメント

議題：

－その利点と問題点－」奥田利栄子（広島大・広

1)2014 年度九州・沖縄支部研究大会について

島修道大）

2)2015 年度 JACET 国際大会について

5)「スイスにおける外国語教育政策－多言語教

3)その他

育，CLIL，外国語教員養成の視点より－」二五
義博（海上保安大学校）

④2014 年度第 3 回役員会

○第 2 室 司会 西田正（福山大）

日時：7 月 4 日（金）18:00～20:00

1)「英語学習における嫌悪感と価値，困難度，防

会場：JR ホテル鹿児島会議室

衛的反応の関係」藤居真路（広島県立尾道商業高

議題：

校）

1)2014 年度九州・沖縄支部研究大会について

2)「L1 多義指導は L2 誤出力予防につながるの

⑤2014 年度第 1 回支部紀要編集委員会

か？ 多義指導の有効性についての予備調査」西
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谷工平・小田希望（就実大）

３．その他

3)「英語が苦手な学習者の内発的動機づけと学習

(1)支部ニューズレターの発行（予定）

への取り組みを高める授業の効果：実践研究によ

『大学英語教育学会中国・四国支部ニューズレタ

る予備的検討」田中博晃（広島国際大）

ー』13 号

4)「リスニングにおける文法性判断力」藤村美希

発行日：2014 年 7 月 30 日

（安田女子大・院）
5)「Moodle 小テスト機能の活用について」松岡

（鳥越秀知・香川高等専門学校）

博信（安田女子大）

＜関西支部＞
２．支部総会・支部役員会等の開催
(1)支部総会

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

日時：2014 年 6 月 7 日（土）14:00～14:30

(1) 支部大会

場所：広島市立大学 国際学部棟 602 教室

①支部春季大会

議題：

日時：2014 年 6 月 14 日（土）10:00〜18:00

1)平成25 年度支部活動報告

場所：大阪薬科大学

2)平成25 年度支部会計報告

基調講演：

3)平成26 年度支部活動計画

「朱牟田夏雄の英語教育論とJACET の原点：
『教養』

4)平成26 年度支部会計予算

英語再考」講演者：斎藤兆史（東京大）

5)社員選挙について

スペシャル・トーク：

6)第 53 回国際大会について

「英文和訳再考：
『英文解釈演習室』の現場から」講演
者：筒井正明（明治学院大学名誉教授）

(2)支部役員会

ワークショップ：

①第 1 回役員会

「英語教員のための字幕翻訳入門―語学教育におけ

日時：2014 年 6 月 7 日（土）10:30～12:30

る翻訳」講演者：染谷泰正（関西大）

場所：広島市立大学 国際学部棟 601 教室
議題：

②支部秋季大会（予定）

1)支部役員の改選について

日時：2014 年 11 月 29 日（土）10:00～18:00

2)社員選挙について

場所：龍谷大学大宮キャンパス

3)その他
4) 第 53 回国際大会について

(2) 支部講演会
①第 1 回講演会（予定）

②第 2 回役員会（予定）

日時：2014 年 7 月 5 日（土）15:30～17:00

日時：2014 年 8 月28 日（木）

場所：武庫川女子大学中央キャンパス

場所：未定

講師：南雅彦氏（サンフランシスコ州立大学 / 国立国
語研究所）
題目：テキストと談話：語り（ナラティブ）と語学学
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習の架け橋

場所：椙山女学園大学 星が丘キャンパス
大会テーマ：第二言語習得論からみた大学英語教育―

②第 2 回講演会（予定）

量的アプローチと質的アプローチの共存―

日時：2014 年 10 月 18 日（土）15:30～17:00

University English Education Viewed in Terms of

場所：同志社大学烏丸キャンパス

Second

講師：
「海外の外国語教育」研究会

Quantitative and Qualitative Methods

Language

Acquisition:

Integrating

題目： 未定
特別講演
２．支部総会・支部役員会等の開催
(1)支部総会（予定）

「第二言語指導効果研究と英語指導」村野井仁（東北
学院大）

日時：2014 年 11 月 29 日（土）

シンポジウム

場所：龍谷大学大宮キャンパス

テーマ：第二言語習得論からみた大学英語教育―量的
アプローチと質的アプローチの共存―

(2)支部役員会

1) 「第二言語ライティング能力の長期的発達：実証主

①第 1 回役員会（予定）

義的アプローチと生態学的アプローチの接点」佐々

日時：2014 年 7 月 5 日（土）

木みゆき（名古屋市立大）

場所：武庫川女子大学中央キャンパス

2) 「
「客観性」を問い直し、量的研究の「客観主義」
を乗り越える」柳瀬陽介（広島大）

②第 2 回役員会（予定)）
日時：2014 年 10 月 18 日（土）
場所：同志社大学烏丸キャンパス

3) 「L2 研究における共約可能性を求めて―研究の４
条件からの眺め―」竹内 理（関西大）
研究発表
1) “Research challenges in the investigation of

(2)支部ニューズレターの発行

communicative competence” Leah Gilner（Bunkyo

1) JACET Kansai Newsletter No. 68

Gakuin University）

発行日：2014 年 5 月 13 日
2) JACET Kansai Newsletter No. 69
発行日：2014 年 7 月 26 日（予定）
3) JACET Kansai Newsletter No. 70
発行日：2014 年 11 月 1 日（予定）
（仁科恭徳・明治学院大学）

2) “Alternative assessment and responsibility in
learning” James Higa （Nanzan Junior College
(Part-time)）
3) 「音読時におけるプロソディの使用：語強勢を焦点
に」吉川りさ（名古屋大・院）
4) 「日本人のための英語ライティングセンター構築
への提案―リテラシー支援に焦点を当てて―」佐藤雄

＜中部支部＞

大（名古屋外国語大）
・木村友保（名古屋外国語大）
5) 「視覚的支援による英語文法教授法についての提

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催
(1) 支部大会
日時：2014 年 6 月 7 日（土） 10:00～17:00

案」高橋 薫（東京理科大）
6) 「語彙学習の方法と効果：訳語、類義語、定義によ
る 3 法の比較を中心に」木下 徹（名古屋大）
・梶浦
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眞由美（名古屋大・院）
・高 飛（名古屋大・院）

6) 2014 年度中部支部予算について

7) “Appropriate for the language classroom?
Considering the use of a ‘contentious’ Internet video”

(2)支部役員会

Mark Rebuck（Meijo University）

①2013 年度第 9 回役員会

8) 「大学生の「話せるようになりたい」に応える英語
授業」永倉由里（常葉大短期大学部）

日時：2014 年 3 月 1 日（土）
場所：中京大学 名古屋キャンパス
議題：

(2) 2 月定例研究会

1）事務局報告

日時：2014 年 3 月 1 日（土）14:30～17:45

2）会計報告（2014.3.1 現在）

場所：中京大学 名古屋キャンパス

3）支部HP の更新

講演

4）第 30 回（2014 年度）中部支部大会について

「ロシア学の立場から見た英語・英語教育」安村仁志

5) 第 2 回英語教育セミナー（2014 年度本部事業）に

（中京大）
研究発表
「理解積み上げによる英文法習得法についての提案」

ついて
6) 平成 26 年度（2014）中部支部役員会の前期日程
及び会場について

高橋 薫（東京理科大）
研究会発表（言語アセスメント研究会）

②2014 年度第 1 回役員会

「観光と英語教育：現状のアセスメントと展望」河原

日時：2014 年 4 月 12 日（土）

俊昭（京都光華女子大）
・岡戸浩子（名城大）
・石川有

場所：中京大学 名古屋キャンパス

香（名古屋工業大）

議題：
1）本部報告

(3) 秋季定例研究会（予定）

2）第 30 回（2014 年度）中部支部大会

日時：2014 年 10 月 11 日（土）

3) 本部事業「英語教育セミナー」（中部支部担当）に

場所：名城大学 名駅サテライト
講演・研究発表（題目等未定）

ついて
4) 事務局報告（2 月定例研究会、「2013 年度事業報
告書」及び「2014 年度事業計画書（含、事業予算）」）

２．支部総会・支部役員会等の開催

5) 会計報告（2014.3.31 現在）

(1) 支部総会

6）第 30 回（2014 年度）中部支部大会

日時：2014 年 6 月 7 日（土）

7) JACET-Chubu Newsletter No. 32（2014）につ

場所：椙山女学園大学 星が丘キャンパス

いて

議題：
1) 2014 年度本部報告

③2014 年度第 2 回役員会

2) 2013（平成 25）年度中部支部事業報告

日時：2014 年 5 月 10 日（土）

3) 2013 年度中部支部会計収支報告

場所：椙山女学園大学 星が丘キャンパス

4) 2014 年度人事について

議題：

5) 2014 年度中部支部事業計画について

1）事務局報告
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1）2013（平成25）年度支部事業報告

＜関東支部＞

2）2013 年度支部決算報告
3）第 30 回（2014 年度）中部支部大会について

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催

4）2014 年度第 1 回支部総会について

(1) 支部大会

5）JACET-Chubu Newsletter No. 32 について

日時：2014 年 6 月 29 日（日）9:30～17:45

6）支部HP について

場所：青山学院大学渋谷キャンパス 17 号館

7) 本部事業「第 2 回英語教育セミナー」（中部支部

大会テーマ：大学の国際化とグローバル人材育成
Globalization in Higher Education and Human

担当）について
8）2014 年度支部事業計画の変更について

Resource Development

9）JACET 中部支部紀要投稿規定の改正について

基調講演：“Globalization in Higher Education and
Human Resource Development” 明石康（公益財団

④第 3 回役員会

法人国際文化会館理事長・元国連事務次長）

日時：2014 年 6 月 7 日（土）

全体シンポジウム

場所：椙山女学園大学 星が丘キャンパス

「大学の国際化とグローバル人材育成」司会：木村松

1) 2014（平成 26）年度本部報告

雄
（青山学院大）
提案者：大谷泰照
（大阪大名誉教授）
、

2) 2014（平成 26）年度第 1 回中部支部総会報告事項

本名信行（青山学院大名誉教授）
、 佐藤邦明（文部科

について（確認）

学省高等教育局国際企画室国際企画専門官）

3) その他

関東支部企画ワークショップ１「アカデミックライテ
ィングへのアプローチ：国際ジャーナルへ採択される

⑤第 4 回役員会（予定）

方法」中谷安男（法政大）

日時：2014 年 7 月 12 日（土）

関東支部企画ワークショップ２「TESL/TEFL にお

場所：名古屋工業大学

ける会話分析：事例紹介とワークショップ」武田礼子
（青山学院大）

⑥第 5 回役員会（予定）

研究発表 13 件、実践報告12 件、賛助会員発表 3 件

日時：2014 年 10 月 11 日（土）
場所：名城大学 名駅サテライト

(2) 月例研究会
①第 1 回月例研究会

⑦第 6 回役員会（予定）

日時：2014 年 5 月 10 日（土）16:00～17:20

日時：2014 年 11 月 15 日（土）

場所：青山学院大学渋谷キャンパス

場所：名古屋工業大学

研究発表：
「言語能力とコミュニケーション能力の落
差：コミュニケーションを成功に導く能力とは？」藤

３．その他

尾美佐（東洋大）

支部ニューズレターの発行

JACET-Chubu Newsletter No. 32

②第 2 回月例研究会（予定）

発行日：2014 年 5 月 10 日

日時：2014 年 7 月 12 日（土）16:00～17:20

（下内 充・東海学院大学)

場所：青山学院大学渋谷キャンパス
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研究発表：
「グローバルな英語コミュニケーション能

3) 支部 HP の活用について

力の到達基準を求めて－CEFR 準拠の JS「ジャパン・
スタンダード」の策定と実践－」川成美香（明海大）

②第 2 回支部運営会議

③第 3 回月例研究会（予定）

日時：2014 年 5 月 10 日（土）14:45～15:45

日時：2014 年 11 月 8 日（土）16:00～17:20

場所：青山学院大学渋谷キャンパス

場所：青山学院大学渋谷キャンパス

議題：

研究発表：
「Focus on form によるスピーチ力の育成」

1) 支部 HP の活用について

（仮題）斎藤一弥（早稲田大）

2) 支部紀要の投稿論文の査読システムについて

(3) 講演会（青山学院大学英語教育研究センター・

③2014 年度支部運営会議（予定）

JACET 関東支部共催）

第 3 回 7 月 12 日（土）14:45～15:45（場所：青山

2014 年度第 1 回講演会

学院大学）

日時：2014 年 4 月 12 日（土）16:00～17:30

第 4 回 9 月 13 日（土）14:45～15:45（場所：青山

場所：青山学院大学渋谷キャンパス

学院大学）

題目：
「CLIL が切り拓く日本の英語教育」池田真（上

第 5 回 10 月 11 日（土）14:45～15:45（場所：青山

智大）

学院大学）

※月例研究会・講演会の詳細は、支部会員 ML にて配

第 6 回 11 月 8 日（土）14:45～15:45（場所：青山

信及び関東支部HP 上に掲載されますので、ご覧くだ

学院大学）

さい。
３．その他
２．支部総会・支部役員会等の開催

(1)支部紀要の発行

(1)支部総会

『JACET 関東支部紀要』第 1 号

第 1 回支部総会

発行日：2014 年 3 月 31 日

日時：2014 年 6 月 29 日（日）
場所：青山学院大学渋谷キャンパス 17 号館本多国際

(2)支部ニューズレターの発行

会議場

『JACET 関東支部ニューズレター』第 3 号

議題：2013 年度事業報告・会計報告、2014 年度事業

発行日：2014 年 9 月 30 日（予定）

計画、社員選挙について
（髙木亜希子・青山学院大学）
(2)支部役員会
①第 1 回支部運営会議

＜東北支部＞

日時：2014 年 4 月 12 日（土）14:45～15:45
場所：青山学院大学渋谷キャンパス

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) 人事について

日時：2014 年 7 月 6 日（日）14:40～16:45

2) 支部アンケート結果について

場所：仙台市民会館 会議室
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大会テーマ：大学英語教育の課題と展望 University

議題：

English

1) 2013 年度活動報告・支部会計報告

Language

Education:

Issues

and

Perspectives

2) 2014 年度活動計画・人事案（支部紀要・支部通信・

シンポジウム：大学英語教育の課題と展望－東北 4 大

支部大会など）

学からの現状報告と提言－
コーディネーター：小嶋英夫（弘前大）

３．その他

1)「英語教育に関する2年間の実態調査と今後の課題」

(1) 支部紀要の発行

會澤まりえ（尚絅学院大）

TOHOKU TEFL （JACET 東北支部紀要） Vol. 5

2)「教える人とアイデアを出す人（Those who give

発行日：2014 年 3 月

lessons and those who give some ideas）
」 冨田かお
る（山形大）

(2) 支部ニューズレターの発行

3)「看護職者をめざす学生と英語学習」 廣渡太郎（日

『JACET 東北支部通信』 No. 40

本赤十字秋田看護大）

発行日：2014 年 3 月

4)「宮城教育大学の 1 年生と 2 年生の英語学習意識調
査」 高橋 潔（宮城教育大）
２．支部総会・支部役員会等の開催

（岡﨑久美子・仙台高等専門学校）

＜北海道支部＞

(1) 支部総会（予定）
日時：2014 年 7 月 6 日（日）14:00～14:30

１．支部大会・支部講演会、研究会等の開催

場所：仙台市民会館 会議室

(1) 2014 年度支部大会（第 28 回）大会（予定）

議題：

日時：2014 年 6 月 28 日（土）

1) 2013 年度活動報告・支部会計報告

場所：北海道教育大学札幌校

2) 2014 年度活動計画・人事案
(2) 研究会
(2) 支部役員会

①2013 年度第 3 回支部研究会

①第 1 回役員会

日時：2014 年 3 月 8 日（土）12:30～18:00

日時：2014 年 4 月 26 日（土）12:00～14:30

場所：北海道教育大学旭川校

場所：ホテルメトロポリタン仙台

研究発表：

議題：

1) “The recent shift toward ‘globalization’ on

1) 2013 年度活動報告・支部会計報告

language policy in Japan” 中津川雅宣（小樽商科大）

2) 2014 年度活動計画・人事案（支部紀要・支部通信・

2) “Raising Japanese EFL learners’ pragmatic

支部大会など）

awareness using online discourse completion task”
大木七帆（北海学園大・学部生） 田中洋也（北海学園

②第 2 回役員会（予定）

大）

日時：2014 年 7 月 6 日（日）12:00～13:50

3) 「小樽商科大学教職科目英語科教育法（教材開発論）

場所：仙台市民会館 会議室

の実践報告と教材提示」小林敏彦（小樽商科大）
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4) 「持続可能な英語語彙学習を促進する電子ポート

『JACET 北海道支部ニューズレター』27 号

フォリオの開発」田中洋也（北海学園大）

発行日：2014 年 3 月 31 日（インターネット上で公

5) “Exploring the communicative potential of ER”

開）

Tim Blankey（國學院短大） Jeremie Bouchard（北
海学園大）

（目時光紀・天使大学）

②2014 年度第 1 回支部研究会
日時：2014 年 5 月 31 日（土）13:10～17:10

編集後記

会場：北海道医療大学札幌サテライトキャンパス
統計ワークショップ：

本通信の創刊号（1969 年 4 月）に次のような会員

「私たちは学習者を正しく評価しているのか －測定

へのお知らせがあります。
「中学校・高校の英語教育

と尺度のはなし－」長谷川聡（北海道医療大）

担当者との連絡協議会も開催したいという案があり

特別イベント：

ます。英語教育の一貫性を考え、その最終コースであ

「私の先週の講義プリント」

る大学の分野をしっかりと見きわめることが目的で

情報交換会：

す」
。本号（p.3）にも小中高大の連携をテーマにした

「私の素朴な疑問」

英語教育セミナーの開催案内が載っています。1969
年以降の 45 年間で、学校種間の連携や協力はどの程

２．支部総会・支部役員会等の開催

度進んだのでしょうか。その過程で、大学英語教育の

(1) 2014 年度支部総会（予定）

存在意義はより鮮明に見えてきたのでしょうか。

日時：2014 年 6 月 28 日（土）

本号からまとめ役としての責任を負って編集に当

場所：北海道教育大学札幌校

たらせていただくことになりました。どうぞよろしく

議題：

お願いいたします。委員会全体で誌面の充実に取り組

1) 2013 年度事業報告

んでまいりますが、会員の皆様からも忌憚のないご意

2) 2014 年度事業計画

見をいただければ幸いです。 （水島）

(2) 2014 年度支部役員会

編集：
『ＪＡＣＥＴ通信』委員会

①2014 年度第 1 回支部役員会

理事

尾関直子・明治大学

日時：2014 年 5 月 31 日（土）10:00～12:30

委員長

水島孝司・南九州短期大学

場所：北海道医療大学札幌サテライトキャンパス

副委員長

遠藤雪枝・清泉女子大学

委 員

Hamilton, Robert・明治大学、

３．その他

伊藤健一・北九州市立大学、Lieb, Maggie・明治大学、

(1) 支部紀要の発行

目時光紀・天使大学、仁科恭徳・明治学院大学、岡﨑

Research Bulletin of English Teaching No. 11

久美子・仙台高等専門学校、大須賀直子・明治大学、

発行日：2014 年 3 月 15 日

下内 充・東海学院大学、田口悦男・大東文化大学、
鳥越秀知・香川高等専門学校

(2)支部ニューズレターの発行
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