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 [巻頭言] 

ポストコロナへの第一章 

 

一般社団法人大学英語教育学会会長 小田 眞幸 

玉川大学 

 

2022年も残りわずかとなりました。新型コロナウ

イルスの感染は少しずつ収まってはきているものの、

まだ予断を許せない状態かと思います。またウクラ

イナをはじめとする不安定な国際情勢、さらに経済

への影響と、心配事の多い1年であったと思います。

そういったなかで大学をはじめとする教育現場では

キャンパスの学生が戻り、この秋は多くの大学で数

年ぶりに学際が開催されています。またJACETの行

事も段階的にオンラインからハイブリッドへ、さら

に本号でも上田担当理事より報告がありますが 

2023年度の第62回国際大会は対面で開催の予定です。 

実現すれば2019年度の名古屋での国際大会以来の

こととなります。この3年間、JACETでは会員の皆様

のご協力のもと、試行錯誤をしながらもオンライン

によるイベントの開催を行ってきました。勿論、戸惑

うことはありましたが、例えば支部大会へ他支部か
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ら参加されたこと、また国際大会への海外からの参

加者が増加したこと、さらに学会運営においてもオ

ンライン会議が導入されるなど、その活動を効率的

に行うことが出来ました。その一方で大会、研究会に

おける賛助会員の展示、会員間のインフォーマルな

交流など、それまで当たり前であったことが出来な

いことは難点でした。今後はこういった機会も再び

提供すべく準備をしております。引き続き会員の皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

第61回国際大会は、2022年8月24日（水）、25日

（木）、26日（金）の3日間、九州大学箱崎キャンパ

スに本部を置き、オンライン形式にて開催されました。 

 今回の国際大会においては、Wei Keong Too 氏、

Deborah Healey氏、緒方広明氏を基調講演者に迎え、

3 つの基調講演を行いました。また、大会 3 日目に、

「オンラインを通したこれからの国際交流」と題した

全体シンポジウムを村田晶子氏、池田佳子氏、岡本正

弘氏、緒方広明氏をパネリストとして迎え開催しまし

た。また、九州・沖縄支部特別企画の招待講演として、

合田美子氏による講演を行うとともに、支部企画シン

ポジウムを開催しました。 

今回の大会では、第1日目に本部企画ワークショッ

プを復活させ、2つのワークショップを開催しました。

１つめは、木村裕三氏を講師とし、賛助会員のユサコ

株式会社との協賛による「質的データ分析支援ソフト

NVivoの活用方法：複数年の海外短期英語研修結果の

分析を実例として」と題するワークショップを、もう

１つは、JACET 学術出版委員会企画による「Getting 

Your Research Published in JACET」と題する紀要投稿に

関するワークショップを開催しました。両ワークショ

ップとも多数の方々にご参加いただきました。 

 国内招待講演として、岩井千秋氏による講演が1件

開催されるとともに、8 つの JACET 海外提携学会か

らの代表に参加をいただき、8件の海外提携学会特別

講演を行いました。 

 一般発表 59件、事例研究 39件、SIG発表 12件が

大会では発表されるとともに、今回は、公益社団法人

日本英語検定協会と一般財団法人国際ビジネスコミ

ュニケーション協会による賛助会員特別シンポジウ

ムが2件、株式会社チエルによる賛助会員特別ワーク

ショップが1件、ETS Japan、株式会社アルクエデュケ

ーション、金星堂株式会社、EdulinX 株式会社、株式

会社コスモピア、株式会社三修社による7つの賛助会

員特別発表がありました。 

 今回の大会は、60周年記念大会に引き続きオンライ

ンでの開催となりましたが、532名という、対面で行

う大会とさほど変わらない参加者に参加いただき、盛

会のうちに大会を終えることができました。また、大

会終了後に参加者から大会アンケートなどを通じま

して、大会運営あるいは企画に関しまして様々なご感

想、ご助言、ご意見を頂きました。ありがとうござい

ました。お寄せいただきましたご助言、ご意見を参考

にし、次年度以降の国際大会の運営の仕方を改善して

いくとともに、より興味をひくような企画を練ってい

く予定です。 

 最後に、九州・沖縄支部先生方にはオンラインでの

開催という、今まで国際大会では行ったことのない

形式で開催するにあたり、様々な面でご尽力をいた

だきました。ありがとうございました。さらに大会の

企画運営に携わった、国際大会組織委員会本部委員

会委員各位に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

第 61回国際大会報告 

国際大会組織委員会担当理事 

上田倫史（駒澤大学） 
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 2022 年度の JACET 褒賞は、厳正なる審査の結果、 

学会褒賞で受賞者が決定し、第61回国際大会（2022、

オンライン）の会期中に、表彰式が行われました。受

賞者と対象業績は下記のとおりです。受賞された方々

には心よりお喜び申し上げます。 

 

大学英語教育学会褒賞 最優秀賞 

対象業績：『英語教師がおさえておきたいことばの基

礎的知識』（東京：大修館書店, 2021） 

受賞者：白畑知彦（静岡大学） 

 

大学英語教育学会褒賞 優秀賞 

対象業績：A Pragmatic Approach to English Language 

Teaching and Production（東京：風間書房, 2019） 

受賞者：竹田らら（昭和女子大学）、奥切恵（聖心女子

大学）、大須賀直子（明治大学）、Pino Cutrone（長崎大

学）、今村圭介（東京海洋大学）、藤尾美佐（東洋大学）、

Ivan Brown（上越教育大学）、竹内綾華（茨城県立下館

第一高等学校）、John Campbell-Larsen（京都女子大学）、

花元宏城（東京電機大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学英語教育学会（JACET）第62回国際大会（東京、

2023） 

大会テーマ：「言語教育における連携の再構築と発展」 

Convention Theme: Reframing Collaboration in Language 

Education and Beyond 

大会要旨： 

JACETでは、2013年に京都大学で開催された第52回

国際大会において「英語教育の連携と相対化」という

テーマのもとで、教育工学や他言語の教育といった隣

接分野、関連分野、ならびに国内の英語教育他学会と

の緊密な連携関係について議論を行った。それから10

年が経過したが、その間に英語教育の研究や実践を取

り巻く情勢には私たちの想像を遥かに超える変化が

起こっている。今後も激変する状況を乗り越えるため

に、広く言語教育の原点に立ち返りつつ、今後の言語

教育の方向性を考える必要が生じている。さらに、次

の時代に繋げていくため、言語教育分野に留まらず、

教育に関わる関連分野との連携も再確認することが

求められている。そこで、本大会では「言語教育にお

ける連携の再構築と発展」というテーマのもとに、言

語教育の未来に向けた新たな可能性について議論を

行いたい。 

 

At the 52nd International JACET Convention held at Kyoto 

University in 2013, based on the theme of “Collaboration and 

Relativization in English Language Education,” participants 

discussed not only how to create collaborative relationships 

with colleagues in related fields such as educational 

technology and the teaching of foreign languages other than 

English, but also how to work together with colleagues in 

other English language education societies in Japan. Ten 

JACET褒章報告 

JACET褒章委員会担当理事 

佐藤雄大（名古屋外国語大学） 

馬場千秋（帝京科学大学） 

2023年度国際大会予告 

国際大会組織委員会担当理事 

上田倫史（駒澤大学） 



 

JACET通信―――――――――――――――＜4＞―――――――――――――――――3461 

 

years have passed since then and the circumstances 

surrounding research and practice in English education have 

changed much more than we could have imagined. We 

believe that to ensure we can surmount sudden changes in the 

field of English language education in the future, we must 

revisit the fundamentals of language education and consider 

anew the direction we think language education should take. 

In addition, to connect with future generations, we believe we 

must not only reaffirm our cooperation with those in the field 

of language education proper, but also with those in fields of 

study related to education. At this year’s conference we wish 

to discuss new possibilities for the future of language 

education under the theme, “Reconstruction and 

Development of Collaboration in Language Education.” 

 

来年、2023年度の国際大会は対面形式により、東京

の明治大学にて開催を計画しております。詳細が決ま

りましたら、会員メーリングリスト及び学会ウェブペ

ージにてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも JACETの活動にご理解とご協力を賜り、誠

にありがとうございます。 

 本部からは、ご質問受付期間を 9月 26日（月）～

10月1日（土）に設けさせていただく形で開催いたし

ました会員総会の報告、および 2021 年度の事業報告

書、収支計算書、財産目録、監事監査報告書をお届け

いたします。 

 

＜2022年度 一般社団法人大学英語教育学会 

会員総会報告＞ 

 

 例年、国際大会時に会員総会を行っていましたが、

2022年度も2020、2021年度と同様にオンラインでの

開催となりました。会員総会の実施方法について、

2022年度第 2回、第 3回理事会および総務財務会議

にて検討いたしました結果、2021年度同様に、メーリ

ングリスト、ウェブサイト、フォーム入力を利用した

会員総会とさせていただきました。 

 対面での会員総会時に行っておりました情報提供、

質問受付、質問に対する回答をウェブでの資料提示、

フォームでの質問受付、メールでの回答という形で実

施いたしました。 

 

１．会員総会告示 

 9 月 20 日（火）に全会員宛のメーリングリストに

て、会員総会開催の予告を行い、ご質問受付期間初日

の9月26日（月）に手順をご連絡いたしました。 

 

２．資料提示 

 以下の内容をそれぞれのリンク先にて提示いたし

ました。 

 

本部だより 

  代表幹事  馬場千秋（帝京科学大学） 
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 1) 役員一覧 

 2) 人事表 

 https://www.jacet.org/about_jacet/executives/ 

 3) 2021年度事業報告 

4) 2021年度財務諸表 

5) 2022年度事業計画 

6) 2022年度予算書 

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

7) 定款 

8) 大学英語教育学会褒賞規程 

9) 学会運営規程 

 https://www.jacet.org/about_jacet/agreement/ 

 

３．質問受付 

 Google Formsで質問を受け付けました。 

質問受付期間：9月26日（月）～10月1日（土） 

 

４．質問への回答 

 質問受付期間終了後にフォームにご入力いただい

たメールアドレス宛に回答し、質問と回答内容は原則

としてウェブ上にて公開することといたしました。 

 

５．会員総会報告 

 質問は1件もありませんでした。以上、ご報告いた

します。 

 

 

＜一般社団法人大学英語教育学会 

令和 3（2021）年度事業状況報告書＞ 

 

定款第 5 条第 1 項の（1）から（6）に掲げる令和 

3（2020）年度の事業計画実施概要の報告は下記の通

りです。 

 

 

 

記 

 

第1号事業報告：大会セミナー等事業 

(1) JACET 創立60周年記念ウィークの開催 

①JACET創立国際大会（オンライン、2021）の開催 

 JACET創立 60周年記念ウィーク（2021年 8月 25

日（水）～29日（日））の全体テーマを「Reflection and 

Reconnection」とし、8月27日（金）～29日（日）に

JACET創立60周年記念国際大会（オンライン、2021）

を「時代の変化を乗り越える英語教育─Society 5.0と

いう現実を迎えて」というテーマで開催した。Jihyeon 

Jeon先生 (Ewha Womans University, Korea、Asia TEFL

会長)、Le Van Canh先生 (Vietnam National University, 

Vietnam)、小田眞幸新会長（玉川大学）の基調講演が

行われた。また、海外提携学会の会長を招聘してのシ

ンポジウム、AILA East Asia、JAAL in JACET（日本応

用言語学会）の各シンポジウム、JACETの過去、現

在、未来をテーマとしたシンポジウムを開催した。記

念ウィーク全体で約620名の参加者であった。なお、

今大会より、PayPalによる参加費納入を導入した。 

 

② 第48回サマーセミナー（オンライン、2021）の開

催 

 2021年8月25日（水）・26日（木）に第48回サマ

ーセミナーをオンラインで開催した。 

「時代が変わる、指導が変わる、教材が変わる─わた

したちは何をすべきか」“Changing Times, Changing 

Instruction, Changing Materials: How Should We Respond?”

というテーマのもと、国内外から著名な講師を招き、

当該分野における最新の研究成果を紹介した。招聘

講師として、Jihyeon Jeon 先生  (Ewha Womans 

University, Korea、Asia TEFL会長)、Le Van Canh先生 

(Vietnam National University, Vietnam)、野口ジュディー

津多江先生（神戸学院大学名誉教授）をお迎えした。

講義およびラウンドテーブルまた賛助会員による情

報交換会を行い、英語教材研究の発展に向けての協
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働の場とした。参加者は賛助団体参加者も含め、84名

であった。3年間にわたり同一テーマで開催したセミ

ナーの成果は、専門書として刊行する予定である。 

 

(2) 支部大会の開催 

支部大会は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、オンラインで開催した支部もあった。大会内容

については、各支部ニューズレターで報告された。 

・北海道支部大会 2021年7月14日・15日（オンライ

ン開催） 

・東北支部大会  2021年6月26 日 

（TKP 仙台西口ビジネスセンターと Zoom のハイブ

リッド開催） 

・関東支部大会  2021年7月11 日（オンライン開催） 

・中部支部大会  2021年6月12 日（オンライン開催） 

・関西支部大会  2021年 11月 14 日～30 日（オンラ

イン開催：オンデマンド） 

・中国・四国支部大会 2021年 6月 5日、10月 16日

（ともにオンライン開催） 

・九州・沖縄支部大会 2021年10月9日（オンライン

開催） 

 

(3) 支部講演会の開催 

以下の各支部において講演会がオンラインで開催

された。 

・関東支部講演会 2021年6月12日、10月9日、12月

11日（ともにオンライン開催） 

・中部支部講演会 2021年 10月 17日（オンライン開

催） 

・関西支部講演会 2021年6月19日、10月16日、2022

年3月19日（ともにオンライン開催） 

・九州・沖縄支部講演会  2021 年 7月 10日（オンラ

イン開催） 

 

(4) 支部研究会等の開催 

以下の各支部において研究会等が開催された。 

・北海道支部研究会 2021年11月17 日、2022年3月

8日・9 日（ともにオンライン開催） 

・東北支部例会  2021年11月13日（TKP仙台西口ビ

ジネスセンターとZoomのハイブリッド開催） 

・関東支部企画  2021年11月6日（オンライン開催） 

・中部支部研究会 2021年 12月 11日、2022年 3月 5

日（ともにオンライン開催） 

・中国・四国地区大学間連携イベント 

   2021年12月12日（オンライン開催） 

 

 

第2号事業報告：出版物刊行事業 

(1) 『紀要』の刊行 

2022年3月16日に『JACET Journal』66 号が刊行

された。会員より応募された論文、リサーチ・ノート、

及びブックレビューの 3 つの分野における論文を厳

正に審査し、招待論文3本、会員からの一般論文5本

が掲載された。会員及び英語教育関係機関（国立国会

図書館、大学基準協会、コンピュータ利用協議会、全

国語学教育協会、海外提携学会等）へ送付し、日本の

英語教育研究の最新情報を発信した。 

 

(2)『Selected Papers』の発行 

2022 年 3 月に『JACET International Convention 

Selected Papers』8 号が刊行された。JACET第60回記

念国際大会（オンライン、2021）で口頭発表（一般ポ

スター発表も含む）した発表者の学術研究を奨励し、

論文発表の機会を与えるため、また海外の学会や英

語教育関係者に日本の研究をリアルタイムで発信す

るため、電子ジャーナル（オンライン）として発行し

た。招待論文1本、一般応募論文8本が掲載された。 

  

(3)『JACET 通信』の刊行 

① 2021年 8月 1日に『JACET 通信』211 号（日本

語、ウェブサイト版） 

② 2021年12月1日に『JACET 通信』212 号（日本
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語、印刷版） 

③ 2022年3月23日に『JACET 通信』213 号（英語、

ウェブサイト版） 

通信を 3 回刊行し、大学英語教育関連の情報発信

に寄与した。学会の最近の動向や優秀な大学英語教

育を紹介することにより、会員の大学英語教員とし

ての意識を向上させることができた。また，国内の他

学会からの寄稿により、学際的な教育や研究の動向

を知ることもできた。②では創立60周年記念ウィー

クの報告を行った。 

 

(4) 『大学英語教育学会60周年記念誌』の刊行 

 創立 60 周年を迎えた大学英語教育学会（以下、

JACET）の歴史を記念誌としてまとめ、学会として歩

んできた軌跡を振り返り、法人化された JACETの今

後のあるべき姿を導き出すことに貢献した。2021 年

6月 20日に賛助会員編を、2022年 4月 25日に本編

を刊行した。賛助会員編は、過去パートとして

『JACETと賛助会員のかかわりの歴史』対談を、現

在パートとして賛助会員の紹介、未来パートとして

対談、共同研究報告、委託研究報告、情報交換会につ

いて掲載した。本編は、JACETの60年を振り返り、

会長、元会長、元理事、顧問、海外提携学会、海外名

誉会員からのメッセージ、国内・海外名誉会員一覧、

運営委員会、特別委員会の活動報告、7支部の活動報

告、SIG研究会一覧と紹介、JACETアーカイブ、年

譜等の資料を掲載した。学会の歴史の記録・保存のみ

ならず、学会の今後の諸活動の企画・実施・推進に資

することができた。また、会員にとっても、学会の歴

史・伝統に関する理解を深める機会となった。さらに、

日本の外国語・英語教育の歴史に貴重な資料を残す

ことができた。 

 

(5)『JAAL in JACET Proceedings』の刊行 

2022年3月31日に『JAAL in JACET Proceedings』

4 号が電子ジャーナルとして刊行された。「第 4 回 

JAAL in JACET（日本応用言語学会）学術交流集会（オ

ンライン、2021）」で口頭発表（ポスターも含む）し

た発表者の学術研究を奨励し、論文発表の機会を与

えたものである。JAAL in JACET Proceedings への掲

載は、学術交流集会発表者にとってより大きな業績

となるだけでなく、研究者同士の情報交換や議論の

場として更なる研究の活性化を促進した。また、海外

に対し、日本の英語教育研究に関する最新事情を発

信した。 

 

(6) 支部紀要の発行 

各支部で紀要を発行し、会員及び英語教育関係者

等に送付（または公開）した。支部紀要は、支部会員

の学術研究を奨励して論文発表の機会を与えるとと

もに、支部会員に研究・教育実践を学び合う機会を与

え、支部全体を活性化した。 

・『北海道支部紀要』18号（冊子） 2022年3月18日 

・『TOHOKU TEFL』10号（PDF） 2022年3月31日 

・『JACET 関東支部紀要』9号（PDF） 2022年3月31

日 

・『中部支部紀要』19号（冊子）2021年12月25日 

・『JACET Kansai Journal』24 号（冊子）2022年 3月

31日 

・『大学英語教育学会中国・四国支部紀要』19号（冊

子）2022年3月31日 

・『Annual Review of English Learning and Teaching』26 

号（冊子）2021年11月30日 

 

(7) 支部ニューズレターの発行 

各支部でニューズレターを発行し、支部活動動向

や、支部会員への英語教育に関する情報提供と情報

交換を行った。 

・『JACET 北海道支部ニューズレター』35 号 2022年

3月31日 

・『JACET 東北支部通信』48 号  2022年3月31日 

・『JACET 関東支部ニューズレター』17, 18 号 2022
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年9月30日、2022年3月31日 

・『JACET Chubu Newsletter』46, 47 号  2021年5月21

日、12月25日 

・『JACET Kansai Newsletter』89, 90, 91 号 2021年6月

17日、7月30日，11月 1日 

・『大学英語教育学会中国・四国支部ニューズレター』

27, 28 号 

2021年7月30日、2022年1月20日 

・『九州・沖縄支部ニューズレター』37号  2021 年 4

月17日 

 

 

第3号事業報告：表彰事業 

(1) 大学英語教育学会賞の表彰 

第60回記念国際大会（オンライン、2021）におい

て授賞式を行った。受賞者に対して賞状と記念品を

贈呈した。受賞者は以下のとおりである。 

2021年度大学英語教育学会褒賞受賞者 

・大学英語教育学会褒賞 学会賞 

受賞者：瀧本将弘（青山学院大学） 

対象業績：Application of Cognitive Linguistics in Foreign 

Language Teaching  

 （東京：開拓社, 2020） 

・その他の部門に関しては，今年度は該当者がなかっ

た。 

 

 

第4号事業報告：協力事業 

(1) 関係学術団体への派遣Ⅰ（海外提携学会） 

① KATE (The Korea Association of Teachers of English) 

2021年 7月 1日から 3日にオンラインで開催され

た The 2021 Joint International Conference on ELTに、本

学会より学会代表者1名が参加した。発表のほか、提

携学会関係者との意見交換を行った。 

 

②PKETA (Pan-Korea English Teachers Association) 

2021年7月1日から3日にオンラインで開催され

た The 2021 Joint International Conference on ELTに、本

学会役員 1 名が本学会代表として参加し、研究発表

のほか、提携学会関係者との意見交換を行った。 

 

③ MELTA (Malaysian English Language Teaching 

Association) 

2021年 7月 23日～25日にオンラインで開催され

た 29th MELTA International Conference に本学会役員 

1名が本学会代表として参加し、研究発表のほか、提

携学会関係者との意見交換を行った。 

 

④ AILA (Association Internationale de Linguistique 

Appliquée) EBIC派遣 

2021年8月14日にオンラインで開催されたAILA

（国際応用言語学会）の EBIC business meeting に、

AILA 担当学術交流委員が本学会代表として参加し

た。 

 

⑤ ALAK (The Applied Linguistics Association of Korea) 

2021年 10月 2日にオンラインで開催された 2021 

ALAK International Symposium for Young Researchers in 

Applied Linguistics & International Conferenceへの本学

会役員派遣は見送った。 

 

⑥ ETA-ROC (English Teachers’ Association of Republic of 

China) 

2021年11月12日から14日に台湾（オンライン）

で開催された ETA-ROC 30th International Symposium 

on English Teaching and Book Fair に、本学会役員1名

が本学会代表として参加し、研究発表のほか、提携学

会関係者との意見交換を行った。 

 

⑦ Thai TESOL (Thailand TESOL) 

2022年1月21日から22日にタイ（オンライン）

で開催された The 41st Thailand TESOL -PAC 
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International Conferenceに、本学会役員 1名が本学会

代表として参加し、研究発表のほか、提携学会関係者

との意見交換を行った。 

 

⑧ RELC (Regional Language Centre) 

2022年3月14日から16日にシンガポール共和国

（オンライン）で開催された RELC 56th International 

Conference に本学会役員 1 名が本学会代表者として

参加し、研究発表のほか、提携学会関係者との意見交

換を行った。 

 

(2) 関係学術団体への派遣Ⅱ（国内提携学会） 

① JALT (The Japan Association for Language Teaching) 

2021年 11月 12日から 15日にオンラインで開催

された JALT 2021 ONLINE: Communities of Teachers 

and Learners（全国語学教育学会 第 46 回年次国際大

会教材展示会）に、本学会役員 1 名が本学会代表者

として参加し、研究発表のほか、提携学会関係者との

意見交換を行った。 

 

(3）提携学会からの代表者受け入れ 

① JACET 60th Commemorative International Convention 

(Online, 2021) 

2021年 8月 27日から 29日に開催された第 60回

記念国際大会（オンライン、2021）において、提携学

会代表者を招聘し、提携学会代表者によるシンポジ

ウムが行われた。タイトルを  “New Forms of 

International Academic Collaboration: Prospects and 

Possibilities for ELT in Asia”とし、提携学会間での交流

のあり方について、活発な議論が行われた。 

 

 

第5号事業報告：調査研究事業 

(1) 専門分野別の研究会活動 

42 の研究会は、それぞれの分野での調査研究を基

盤として、会員の資質向上、書籍出版、教材開発、紀

要等での論文発表などの活動を行った。それにより、

大学英語教育の発展に寄与し、会員相互の専門知識

と技能の向上、会員の知見による学術の発展及び社

会への還元を行った。また、各研究会の研究成果物を

可能な限り公開できるように、そのための整理を行

った。 

 

(2) JAAL in JACET（日本応用言語学会）学術交流集会

の開催 

2021年12月4日にオンラインで「第4回 JAAL in 

JACET（日本応用言語学会）学術交流集会（東京、

2021）」を開催した。一般公募による研究発表、研究

発表間に賛助会員によるプレゼンテーション（ライ

トニングトーク）、賛助会員と一般会員の交流の場と

して、出版相談コーナーの設置、SIGで実施されてい

た研究の成果発表、SIG合同フォーラムおよび「遠隔

教育の課題」を振り返るシンポジウム、賛助会員と一

般会員の情報交換会が行われた。発表者は

『Proceedings Vol.4』（オンライン）に投稿してその成

果を公開する機会を与えられた。また、この研究集会

で披露された研究成果や知見が各研究者の研究活動

に大きな道標となると同時に、広く普及させること

で、会員をはじめ応用言語学研究者がより専門性の

高い教育研究を行う成果が期待されている。 

 

(3) 全国都道府県英語教育研究テーマの調査研究 

  2018 年度から着手されていた調査研究の報告書が

2022年3月31日に刊行された。本研究により、教育

委員会での英語教育テーマの近年の実態把握、大学

教職課程でのコアカリキュラムの目標達成見込みの

実態把握、特別委員会構成メンバーの大規模調査実

行・分析・公開のノウハウ修得が達成された。 

 

 

第6号事業報告：その他 法人事業 

(1) 理事会の開催 
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2021年5月16日、6月20日(2回)、8月24日、12

月19日、2022年3月13日に理事会をオンラインで

開催し、その他、理事会メール審議を行った。 

 

(2) 定時社員総会の開催 

2021年6月20日に2021年度定時社員総会をオン

ラインで開催した。2020 度事業報告・収支決算・監

事監査報告、令和3年度会員異動、役員選任、定款・

会員規程改正等の承認を行った。また、「2020年度に

持続化給付金・家賃支援給付金を申請・受給」につい

ての説明を行った。 

 

(3) その他の委員会の開催 

定例の各運営委員会、運営会議、顧問会議、支部委

員会、支部役員会を適宜行った。 

 

(4) 会員総会の開催 

例年は国際大会開催期間中に会員総会を行ってき

たが、2021年度第 2 回理事会および総務財務会議で

検討した結果、2020年度に引き続き、2021年度もメ

ーリングリスト、ウェブサイト、フォーム入力を利用

した会員総会を行った。ウェブサイトに2020年度の

事業報告・財務諸表、2021年度の事業計画・予算書、

定款や諸規程の資料を掲載し、メーリングリストで

リンク先を共有し、9月27日から10月2日までをフ

ォームでの質問受付期間とした。質問はなかったが、

会員に JACET の活動状況を周知することができた。 

 

(5) 将来構想委員会の開催 

2022 年 5 月の理事会で JACET の将来的な組織

の在り方について最終的な提言をするために、

JACET 理事・監事の中の若干名で様々な議論を行っ

た。2022年5月15日に委員会を開催し、5 年後、10 

年後の JACET という組織の在り方について、

JACET の本部・支部の組織を含めて抜本的な改編の

議論を行った。 

(6) 支部総会の開催 

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オン

ラインでの開催となった。 

・北海道支部総会 2021年7月14日（オンライン） 

・東北支部総会  2021年 6月 26 日（対面とZoomの

ハイブリッド開催） 

・関東支部総会  2021年 7月 11日、11月 6日（とも

にオンライン） 

・中部支部総会  2021年6月12日、12月11日（とも

にオンライン） 

・関西支部総会  2021年11月20日（オンライン） 

・中国・四国支部総会  2021年6月5日 

・九州・沖縄支部総会 2021 年 10 月 9 日（オンライ

ン） 

以上 
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令和3(2021)年度 収支計算書 
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令和3(2021)年度  財産目録 
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＜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 

※本年度は第 61回国際大会の担当支部として開催に

向けて準備を行なったため、支部研究大会は開催

しなかった。 

 

(2) 学術講演会 

①2022年度秋季学術講演会（予定） 

日時：11月26日（土）14:00～15:30 

場所：オンライン開催 

テーマ：「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた

英語教育に必要な視点」村上加代子 (武庫川女子大) 

 

(3) 研究会 

①第225回東アジア英語教育研究会 

日時：2022年4月16日（土）15:30～16:35 

場所：オンライン開催 

研究発表 

1) 「日本の栄養士養成課程における英語教育：コロナ

禍のオンライン学習の現状と課題」津田晶子（中村学

園大） 

2)「英語教育における異文化理解―中学校英語教科書

を参考にして―」早瀬沙織（中村学園大） 

3) 「自分で考え・学ぶ「英語」授業の取り組み：オン

ライン授業における自律学習」田上優子（福岡女子大） 

4) “A Journey in Food: Assessing instructional strategy for 

cultural content input for EFL Nutrition program students” 

Darcy de Lint（中村学園大非常勤講師） 

 

②第226回東アジア英語教育研究会 

日時：2022年5月21日（土）15:30～17:35 

場所：オンライン開催 

1) 「実践短期留学制度ALEXと国際人育成への取組」 

桂次郎（株式会社ジャイロスコープ） 

2) 「欧米のリーダーはどのような英語で交渉を行い、

人々を説得しているのか：世界最大のディベート組織

オックスフォード・ユニオンからの示唆」中谷安男（法

政大） 

 

③第227回東アジア英語教育研究会 

日時：2022年7月23日（土）15:00～18:00 

場所：オンライン開催 

1)「英語教育プログラムと国語教育の均衡―南アジア

の多言語構造を記録する」 須永恵美子（東京大）、野

沢恵美子（中央大） 

2) 「小学校英語教育における『指導者』の実情と課題」

蒲原順子（福岡大）、祁答院惠古（法政大）、高野のぞ

み（青山学院大） 

3) 「英語教育政策研究：高校の現場から」 福永淳（九

州工業大） 

4)「外国語教育における異文化間能力育成の枠組みを

考える」原隆幸（鹿児島大） 

 

④第228回東アジア英語教育研究会 

日時：2022年9月17日（土）15:30～17:35 

場所：オンライン開催 

1)「多肢選択問題に関する研究―4択問題と 3択問題

試験の比較―」清永克己（至誠館大） 

2) 「ライティング指導と機械翻訳」 福永淳（九州工

業大） 

 

⑤第229回東アジア英語教育研究会 

日時：2022年11月19日（土）15:30～17:30（予定） 

場所：オンライン開催 

1) 「Metalinguistic awareness 再考: awareness のレベル

とスコープへの同意に着目して」安藤千夏（西南学院

大大学院）・伊藤彰浩（西南学院大） 

支部だより 
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2 「『エモい』は現代版『あはれ』なのか―個人別態度

構造分析を用いた検証の試み―」中山聡（西南学院大

大学院）、山上英絵（西南学院大大学院）、安藤千夏（西

南学院大大学院）、伊藤彰浩（西南学院大） 

 

２．支部総会・支部役員会等の開催 

(1) 支部総会（予定） 

日時：2022年11月26日（土） 

会場：オンライン開催 

議題： 

1) 2021年度活動報告について 

2) 2022年度活動計画について 

 

(2) 支部役員会 

①2022年度第1回支部役員会 

日時：2022年4月23日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：第61回国際大会について 

 

②2022年度第2回支部役員会 

日時：2022年5月21日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：第61回国際大会について 

 

③2022年度第1回支部紀要編集委員会 

日時：2021年6月4日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第27号の編集に

ついて 

 

④2022年度第3回支部役員会 

日時：2022年7月9日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：第61回国際大会について 

⑤2022年度第2回支部紀要編集委員会 

日時：2022年7月16日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第27号の編集に

ついて 

 

⑥2022年度第3回支部紀要編集委員会 

日時：2022年9月1日（木） 

場所：メール会議 

議題：『JACET九州・沖縄支部紀要』第27号の編集に

ついて 

 

⑦2022年度第4回支部役員会 

日時：2022年10月15日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：2022年度秋季学術講演会について 

 

⑧2022年度第4回支部紀要編集委員会 

日時：2022年10月29日 

場所：オンライン会議 

議題：『JACET 九州・沖縄支部紀要』第 27 号の編集

について 

 

⑨2022年度第5回支部役員会（予定） 

日時：2022年11月26日（土） 

場所：オンライン会議 

議題：未定 

 

３．その他 

1)『JACET 九州・沖縄支部ニューズレター』の発行 

2022年5月30日（月） 

2)『JACET九州・沖縄支部紀要』第27号の発行（予

定）発行日：2022年11月30日（水） 

 

（伊藤健一・北九州市立大学） 
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＜中国・四国支部＞ 

１．支部大会等の開催 

(1) 春季研究大会  

日時：2021年6月4日（土）12：50～14：45  

場所：オンライン開催 

研究発表： 

1) 「機械翻訳における日英の複数性をめぐる一考察」

西谷工平（就実大）・中﨑崇（京都橘大） 

2) 「英語の授業動画の視聴に対する小学校教師志望

の学生の態度 ― 期待価値理論の視 点から―」藤居

真路（金沢学院大） 

3) 「CLIL は日本が起源であることの仮説検証」二五

義博（山口学芸大） 

 

(2) 秋季研究大会  

日時：2022年10月22日（土）13：00～14：15 

場所：オンライン開催  

研究発表： 

1) 「大学英語授業における心理的安全性に関する一

考察」森谷浩士（岡山大） 

2) 「海外留学プログラムにおける学生の変容：BEVI 

を用いた分析」山川健一（安田女子大） 

 

２．支部役員会等の開催 

(1) 第１回支部役員会  

日時：2021年6月4日（土）10:30～11:50 

場所：オンライン開催  

報告事項：  

1) 2022年度の支部事業報告（資料②） 

2) 国際大会の実施方法について 

3) 支部紀要について 

審議事項：  

1) 2022年度活動について  

2) 2022年度人事について  

3) 2023年度事業計画について 

4) 支部紀要規約の加筆・修正について 

5) 研究企画委員の推薦について 

6) 2024年度以降の国際大会の実施方法について 

 

(2) 第２回支部役員会  

日時：2022年10月22日（土）10:30～11:25 

場所：オンライン開催  

報告事項：  

1) 2022年度第１回役員会（遠隔会議）議事録確認  

2) 社員選挙について  

審議事項：  

1) 2022年度の活動について  

2) 2023年度の事業計画と予算案について  

3) 2023年度の人事案について 

 

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』20 号 

発行日：2023年3月31日（予定） 

(2) 支部ニューズレターの発行 

『JACET中国・四国支部Newsletter』29号 

発行日：2022年7月30日 

『JACET中国・四国支部Newsletter』30号 

発行日：2023年1月20日（予定） 

 (3) 支部イベントの開催 

Oral Presentation & Performance (OPP)  

開催日：2022年12月18日（日） 

場所：安田女子大学（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 

日時：2023年3月4日（土） 
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方法：インターネットによる動画配信と Web 会議シ

ステムの併用（詳細は後日関西支部 Web ページに掲

載） 

大会テーマ：「台頭するテクノロジーと変わりゆく価

値観を見据えた英語教育」 

基調講演：吉田研作（上智大） 

特別講演：成田一（大阪大） 

招待ワークショップ: 長田尚子（立命館大） 

 

(2) 支部例会 

①2022 年度第1回支部講演会 

日時：2022年6月18日（土）15:30～17:00 

場所：オンライン開催 

講演：「機械翻訳を英語教育に活用するために－TILT

からMTILTへ－」山田優（立教大） 

②2022 年度第2 回支部講演会 

日時：2022年10月15日（土）15:30～17:00 

場所：オンライン開催 

講演：「ポストコロナとコミュニケーション形態の変

化―ジャンルの重要性―」寺内一（高千穂大） 

③2021年度第3回支部講演会 

日時：2022年11月19日（土）15:30～17:00 

場所：オンライン開催 

講演：「英語学習文法研究と例文データベースの構築」

滝沢直宏（立命館大） 

 

２．支部総会・支部役員会等の開催 

(1) 支部総会 

日時：2022年11月19日（土） 

場所：オンライン 

報告事項 

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 

4) その他 

 審議事項 

1) 2023年度事業計画（案） 

2) 2023年度予算（案） 

3) 2023年度人事（案） 

4) 関西支部ホームページ更新について 

5) その他 

 

(2) 支部役員会 

①2022年度第1回支部役員会 

日時：2022年6月18日（土） 

場所：オンライン開催 

報告事項： 

1) 支部長報告（支部長：植松） 

2) 2022年度事業計画について（総務幹事：今野） 

3) 2021年度予算実績および2022年度予算について 

4) 2022年度人事について（総務幹事：今野） 

5) 研究企画委員会報告（研究企画委員長：山下） 

6) その他 

審議事項： 

1) 支部紀要の諸規定改正案・記念誌原案について 

2) 研究企画委員会の日程について 

3) 支部大会の開催形式変更について 

4) ホームページリニューアル・SNS 利用開始につい

て 

5) 「大学英語教育学会関西支部幹事・研究企画委員選

出」細則(改定)」修正の承認依頼について 

6) その他 

 

②2022年度第2回支部役員会 

日時：2022年10月15日（土） 

場所：オンライン開催 

審議事項： 

1) 2023年度事業計画 

2) 2023年度予算（案） 

3) 2023年度人事（案） 

4)2023年度以降の役員人事について 

5)その他 
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報告事項： 

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 

4) 社員選挙について 

5) その他 

 

③ 2022年度第3回支部役員会 

日時：2023年3月4日（土）（予定） 

場所：オンライン開催 

議題：未定 

 

３．その他 

(1) 支部紀要の発行 

『JACET関西紀要』第25号  

発行日：2023年3月31日（予定） 

 

(2) 支部ニューズレターの発行 

1) JACET Kansai Newsletter No. 92  

発行日：2022年5月15日 

2) JACET Kansai Newsletter No. 93  

発行日：2022年7月15日 

3) JACET Kansai Newsletter No. 94  

発行日：2022年12月15日 

 

（藤村敬次・愛知工業大学） 

 

 

＜中部支部＞ 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

定例研究会 

①第1回定例研究会・講演会 

日時：2022年11月27日（日） 

場所：オンライン開催（予定） 

研究会研究発表【日米インタラクション研究会】 

 

「NS-NNS間の英語会話で何が起こっているのか：イ

ンタラクションの観点からの分析」大塚容子（岐阜聖

徳学園大）・大谷麻美（京都女子大） 

研究発表3件 

講演1 

“Supporting the practical needs of pre-service English 

teachers in Japan” Anthony Cripps（南山大） 

講演2 

「教職課程が教えたいこと ―レシピの習得から料理

の習得へ― 」内田浩樹（国際教養大） 

 

②第2回定例研究会 

日時：2023年3月11日（土）（予定） 

場所：オンライン開催（予定） 

 

２．支部総会・支部役員会等の開催 

(1) 支部総会 

第2回支部総会 

日時： 2022年11月27日（日） 

場所：オンライン開催  

議題：人事案審議、予算案審議、事業案審議ほか（予

定） 

 

(2) 支部役員会 

①第5回役員会 

日時：2022年10月3日（月）20:00～21：30 

場所：オンライン開催 

議題： 

1)  理事会報告 

2)  事務局報告 

3)  第1回定例研究会・講演会について 

4)  支部紀要発行について 

5)  中部支部長候補と選挙方法について 

6)  研究企画委員、顧問・名誉会員（国内）候補者推

薦について 

7)  第2回定例研究会（3月11日）について 
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8)  12月発行ニューズレターについて、他 

 

②第6回役員会 

日時：2022年11月21日（月）20:00（予定） 

場所：オンライン開催 

 

③第7回役員会 

日時：2023年1月16日（月）20:00（予定） 

場所：オンライン開催 

 

④第8回役員会 

日時：2023年2月27日（月）20:00（予定） 

場所：オンライン開催 

 

 

３．その他 

(1) 支部紀要の発行 

『JACET中部支部紀要』第20号 

発行日：2022年12月25日（予定） 

 

(2) 支部ニューズレターの発行 

JACET-Chubu Newsletter No. 49   

発行日：2022年12月20日（予定） 

 

（下内充・中部学院大学） 

 

 

＜関東支部＞ 

１．支部大会、支部講演会、研究会等の開催 

(1)  2022年度支部大会 

日時：2022年7月9日（土）9:00～17:30 

場所：Zoomを用いたオンラインでの開催（青山学院

大学青山キャンパスからの参加も可能） 

大会テーマ：The Exploration of New Forms of Study 

Abroad 

研究発表 4件、実践報告 2件、キーノートスピーチ

1件、賛助会員発表 3件、SIG発表2件、ワークショ

ップ1件 

 

(2) 支部講演会 

①第1回講演会 

日時：2022年6月11日（土）16:00～17:20 

場所：Zoomを用いたオンラインでの開催 

講演者：山川智子（文教大） 

題目：欧州評議会の「複言語・複文化主義」が持つ現

代史的意義（The Modern Historical Significance of the 

Council of Europe’s “Plurilingualism / pluriculturalism”） 

 

②第2回講演会 

日時：2022年10月8日（土）16:00～17:20 

場所：Zoomを用いたオンラインでの開催 

講演者：馬場千秋（帝京科学大） 

題目：多様な学生を対象としたリメディアル英語授業 

 

③第3回講演会（予定） 

日時：2022年12月10日（土）16:00～17:20 

場所：Zoomを用いたオンラインでの開催 

講演者：マルチェッラ マリオッティ・西田翔子（ヴ

ェネツィア・カフォスカリ大） 

題目：ヴェネツィア・カフォスカリ大学での日本語教

育―多様な実践のあり方へ― 

 

(3) 講演会・ワークショップ（JACET 関東支部企画） 

日時：2022年11月5日（土）14:00～16:00 

場所：Zoomを用いたオンラインでの開催 

講演者：高橋知也（東京都健康長寿医療センター研究

所）  

題目：今日から始めるベイズ統計 

 

※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。 
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２．支部総会・支部役員会等の開催 

(1) 支部総会 

①第1回支部総会 

日時：2022年7月9日（土）12:30～12:50 

場所：オンライン 

議題：2021年度事業報告・会計報告、2022年度事業

計画等 

 

②第2回支部総会 

日時：2022年11月5日（土）13:00～13:20 

場所：オンライン 

議題：2023年度支部事業計画・予算、2023年度人事 

 

(2) 支部役員会 

①第1回支部運営会議 

日時：2022年4月9日（土）14:30～15:30 

場所：オンライン会議 

議題： 

1) 第15回（2022年度）JACET関東支部大会につい

て（開催形態、準備状況、責任者募集、録画公開方

法、参加申込フォーム、時間割案、等） 

 

②第2回支部運営会議 

日時：2022年5月14日（土）1430～15:30 

場所：オンライン会議 

議題：  

1) 第15回（2022年度）JACET関東支部大会につい

て 

2) 国際大会の運営の在り方について 

 

③第3回支部運営会議 

日時：2022年6月11日（土）14:30～15:30 

場所：オンライン会議 

議題：  

1) 第15回（2022年度）JACET関東支部大会につい

て 

2) 第4回（7月）支部運営会議の日程について 

3) 2022年度第1回支部総会の開催について 

4) Zoomの大規模ミーティング契約について（7月

分） 

 

④第4回支部運営会議 

日時：2022年7月2日（土）14:30～15:30 

場所：オンライン会議 

議題：  

1) 第15回（2022年度）JACET関東支部大会につい

て 

2) 2022年度第1回支部総会の開催について 

3) Zoomの大規模ミーティング契約について（7月

分） 

 

⑤第5回支部運営会議 

日時：2022年9月10日（土）14:30～15:30 

場所：オンライン会議 

議題：  

1) 2023年度支部の企画について 

2) 2022年度第7回運営会議・関東支部企画・第2回

支部総会の開催日程の変更について 

3) 2022年度支部企画講師について 

4) 2023年度-2024年度の支部研究企画委員（紀要編

集委員）の加入について 

 

⑥第6回支部運営会議 

日時：2022年10月8日（土）14:30～15:30 

場所：オンライン会議 

議題：  

1) 2023年度支部の企画について 

 

⑦第7回支部運営会議 

日時：2022年11月5日（土）11:00～12:00 

場所：オンライン会議 
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議題：  

1) 2022年度第2回支部総会の開催について 

2) 支部長選挙について 

 

2022年度支部運営会議（予定） 

第8回12月10日（土）14:30～15:30 

第9回2023年1月14日（土）14:30～15:30 

第10回2023年3月11日（土）14:30～15:30 

 

３．その他 

(1) 支部紀要の発行 

『JACET関東支部紀要』第9号（英語名：JACET-

KANTO Journal  Vol. 9） 

発行日：2022年3月31日 

『JACET関東支部紀要』第10号（英語名：JACET-

KANTO Journal  Vol. 10）（予定） 

発行日：2023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18号 

発行日：2022年3月31日 

『JACET関東支部ニューズレター』第19号 

発行日：2022年9月30日 

『JACET 関東支部ニューズレター』第 20 号（予定）

発行日：2023年3月31日 

 

（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：2022年6月25日（土）10:00～12:30 

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 

講演「CLIL 教員研修の必要性と課題」笹島茂（元東

洋英和女学院大・CLIL教員研修研究所） 

ラウンドテーブルミーティング「コロナ禍で考える教

育環境」モデレーター 冨田かおる（山形大） 

1)「東北学院大学の全学英語教育：コロナ禍により何

が変わったか」渡部友子（東北学院大） 

2）「遠隔による英語アカデミックプレゼンテーション

実践例：発信型スキル向上への取り組みと課題」桜井

静（東北大） 

3)「宮城大学の英語教育取り組み：特徴と課題」

Timothy Phelan（宮城大） 

4)「弘前大学自律学習施設English Loungeの取り組み」

片桐早苗（弘前大）・Reik Jagno（弘前大） 

5)「少人数クラス向けオンライン試験の実践例」畠山

研（秋田大） 

 

(2) 支部例会 

日時：2022年11月19日（土） 14:00～17:30 

場所：TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口とオ

ンライン (Zoom) のハイブリッド会議 

講演「ポストコロナとコミュニケーション－ESP視点

から」寺内一（高千穂大） 

研究発表「英語フリーライティング課題の分析：複雑

さと長さにかんする一考察」桜井静（東北大）・中村

佐知子（東北大） 

 

２．支部総会・支部役員会等の開催 

(1) 支部総会 

日時：2022年6月25日（土）9:30～9:45  

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年度事業報告、支部会計報告 

2) 2022年度事業計画案について 

3) 2022年度予算案と運営方針について 

4) 2022年度人事案について  
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5) 2022年度11月支部例会について 

6) その他 

(2) 支部役員会 

①第2回役員会 

日時：2022年6月25日（土）9:30～9:45（支部総会を

兼ねて開催）  

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年度事業報告、支部会計報告 

2) 2022年度事業計画案について 

3) 2022年度予算案と運営方針について 

4) 2022年度人事案について  

5) 2022年度11月支部例会について 

6) その他  

 

②第3回役員会 

日時：2022年10月22日（土）～10月29日（土） 

場所：メール審議 

議題： 

1) 2023年度事業計画案について  

2) 2023年度予算案と運営方針について 

3) 2023年度人事案等について 

4) 2022年度11月支部例会について  

5) TOHOKU TEFL（『JACET東北支部紀要』）Vol. 11、

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』 No. 49に

ついて 

6) その他  

 

③第4回役員会 

日時：2022年11月19日（土）16:20～17:20 

場所：TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口とオ

ンライン (Zoom) のハイブリッド会議 

議題： 

1) 2023年度事業計画案について  

2) 2023年度予算案と運営方針について  

3) 2023年度人事案について  

4) TOHOKU TEFL（『JACET東北支部紀要』）Vol. 11、 

『東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』No. 49に

ついて 

5) その他 

 

３．その他 

(1) 支部紀要の発行（予定） 

TOHOKU TEFL（『JACET 東北支部紀要』） Vol. 11 

発行日：2023年3月31日 

 

(2) 支部ニューズレターの発行（予定） 

『JACET 東北支部通信 (JACET Tohoku Newsletter)』 

No. 49 

発行日：2023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 2022年度支部大会 

日時：2021年7月30日（土）13:00～16:30 

場所：天使大学 

基調講演： 

「社会言語学を背景する第２言語習得研究を目指し

て」横山吉樹（北海道教育大） 

研究発表： 

1) “Critical Realism and Sociolinguistics” Jeremie Bouchard

（Hokkai-Gakuen University） 

2) 「授業活動におけるストレスへの対処過程―大学

英語教員を対象としたインタビュー調査から―」片岡

恋惟（北海道大大学院） 

3) 「英語ディベート・トレーニングの導入案：オック

スフォード・ユニオンの示唆」中谷安男（法政大） 
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(2) 支部例会 

① 2022年度第1回研究会 

日時：2022年11月3日（木）18:30～19:35 

場所：Zoomを用いたオンライン開催 

実践報告:  

1) 「分析的ルーブリックの事前提示が口頭要約のパ

フォーマンスに与える影響」 濱田裕介（北海道教育

大） 

2) 「L2グループワークのダイナミズムの可視化と分

析」三ツ木真実（小樽商科大学） 

② 2022年度第2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）

（予定） 

日時：2022年 3月 日時未定 

場所：未定 

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7月30日（土）12:00～12:50 

場所：天使大学 

 

議題： 

1) 支部長報告 

2) 2022年度事業報告 

3) 2023年度事業計画 

4) 2023年度人事 

5) 各種委員会報告 

6) 2024年度事業計画案 

7) 2024年度人事案 

 

(2) 支部役員会 

① 第1回役員会 

日時：2022年6月8日（水）18:30～20:00 

場所：ZOOMを用いたオンライン開催 

 

議題： 

1) 2022年度支部大会について 

2) 2022年度支部総会について 

3) 北海道支部紀要（RBET）の冊子体発行取り止めと

J-STAGEへの移行（案）について 

4) 2022年度支部研究会について 

5) 2022年度役員会の日時について 

6) 2023年度人事案について 

7) 2023年度支部大会・研究会について 

8) その他 

 

② 第2回役員会 

日時：2022年8月12日（金）18:30～20:00 

場所：ZOOMを用いたオンライン開催 

議題： 

1) 2022年度第1回支部研究会について 

2) 2022年度第3回支部役員会について 

3) 2021年度支部大会（案）について 

4) その他 

 

③第3回役員会 

日時：未定 

場所：未定 

議題：未定 

 

３．その他 

(1) 支部紀要の発行 

Research Bulletin of English Teaching, Vol. 17 

発行日：2023年3月中旬 

(2) 2021年度支部ニューズレターの発行（予定） 

『JACET北海道支部ニューズレター』36号 

発行日：2023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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創価女子短期大学教授 山本成代 先生 

2022年9月10日にご逝去されました。ご葬儀は家族

葬にて執り行われました。心よりご冥福をお祈り申し

上げます。 

 

ご入会：2002/0801 

ご退会：2022/09/10 

社員：2010/04/01-2015/03/31 

      2017/04/01-2022/09/10 

国際大会組織委員会支部委員（第56回）: 2016/04/01-

2018/03/31 

関東支部 支部幹事 ：2018/04/01-2022/03/31 

関東支部研究企画委員  2008/04/01-2022/09/10 

所属支部：関東支部 

 

吉村俊子 先生 

2022年 10月 24日にご逝去されました。ご葬儀は近

親者のみで執り行われました。心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

 

ご入会：1994/0201 

ご退会：2022/10/24 

関西支部補欠社員：2019/4/1-2021/3/31 

関西支部研究企画委員：2011/4/1-2015/3/31 

所属支部：関西支部 

 

編集後記 

 

『JACET通信』215号をお届けいたします。お忙し

い中、ご寄稿いただきました先生方には心より御礼申

し上げます。寒い日々が続きますが、お体に気をつけ

てお過ごしください。（岩中） 

編集：『ＪＡＣＥＴ通信』委員会 

 理事（筆頭） 冨田かおる・山形大学  

理事・委員長  岩中貴裕・山口県立大学 

副委員長     松岡博信・安田女子大学 

副委員長     岡﨑久美子・仙台高等専門学校 

                     馬場千秋・帝京科学大学 

Gilner, Leah・愛知大学 

伊藤健一・北九州市立大学 

三ツ木真実・小樽商科大学 

水島孝司・南九州短期大学 

下内充・中部学院大学 

藤村敬次・愛知工業大学 

田口悦男・大東文化大学 
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