
2021年度人事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1）役 員・社　員 　 A-Z順

 役　員

理　事 会長 小田　眞幸

（19名） 副会長　 佐藤　雄大 北海道 松本　広幸 目時　光紀 内藤　永 上野　之江

上野　之江 東北 金子　淳 村野井　仁 冨田　かおる

冨田　かおる 関東 新井　巧磨 馬場　千秋 醍醐　路子 藤尾　美佐 濱田　彰

山口　高領 今井　光子 伊藤　泰子 河野　円 清田　洋一 河内山　晶子

支部長 今井　隆夫 武藤　克彦 中竹　真依子 小張　敬之 小田　眞幸 奥切　恵

植松　茂男 長田　恵理 大和田　和治 大矢　政徳 尾関　直子 佐野　富士子

岩中　貴裕 下山　幸成 鈴木　彩子 田口　悦男 髙木　亜希子 寺内　一

志水　俊広 辻　るりこ 上田　倫史 渡辺　敦子 山口　高領 山本　成代

相川　真佐夫 吉原　学

淺川　和也 中部 安達　理恵 藤原　康弘 今井　隆夫 石川　有香 小宮　富子

馬場　千秋 倉橋　洋子 大森　裕實 岡戸　浩子 佐藤　雄大

原　隆幸 関西 藤澤　良行 服部　圭子 石川　慎一郎 門田　修平 金丸　敏幸

会長指名理事 金丸　敏幸 原田　洋子 村上　裕美 中西　のりこ 新田　香織
野口　ｼﾞｭﾃﾞｨｰ
津多江

河野　円 小栗　裕子 笹井　悦子 里井　久輝 田地野　彰 高橋　幸

Leis, Adrian 照井　雅子 東郷　多津 植松　茂男

下山　幸成 中国・四国 池野　修 岩井　千秋 岩中　貴裕 中山　晃 高橋　俊章

上田　倫史 九州・沖縄 原　隆幸 細川　博文 石井　和仁 川上　典子 大薗　修一

渡辺　敦子
ロドリゲス八木
美樹

志水　俊広

監　事 木村　松雄

（2名） 駒田　誠

2）名誉会長・特別顧問・顧問 A-Z順

顧　　問 福田　昇八 原田　園子 井門　義男 神保　尚武 木村　博是 木下　正義

倉橋　洋子 松山　正男 森住　衛 中野　美知子 浪田　克之介 西田　正

野口　ｼﾞｭﾃﾞｨｰ
津多江

大谷　泰照 岡田　伸夫 奥津　文夫 佐野　富士子 多田　稔

高橋　貞雄 田中　春美 矢野　安剛 吉川　寛

特別顧問 尾関　直子 田地野　彰 寺内　一

3）本部幹事・支部長・支部幹事等

代表幹事 馬場　千秋

金丸　敏幸 総務 馬場　千秋 国際大会本部 吉原　学 セミナー事業 村上　裕美 研究促進 渡辺　敦子

大矢　政徳 財務 森本　俊 同　支部第60回 学術出版紀要 Leis, Adrian 学術交流 石川　友和

JACET通信 岩中　貴裕 同　支部第61回 学術出版SP 中山　晃† 大学英語教育学会褒賞
運営委員会 馬場　千秋

事務局幹事

北海道 上野　之江 松本　広幸 目時　光紀

東北 冨田　かおる 村野井　仁 畠山　研 金子　淳 久保田　佳克

関東 山口　高領 McBride, Paul 長田　恵理 新井　巧磨 中山　夏恵 鈴木　彩子

山本　成代

中部 今井　隆夫 安達　理恵 吉川　りさ 藤田　賢 地村　みゆき

関西 植松　茂男 照井　雅子 里井　久輝 仁科　恭徳 今野　勝幸 松田　紀子 細越　響子

斉藤　倫子 竹田　里香 多田　さおり

藤村　敬次

中国・四国 岩中　貴裕 高橋　俊章 寺嶋　健史 山中　英理子

九州・沖縄 志水　俊広 柏木　哲也 福永　淳 岡本　清美

2021/12/13現在

小池　生夫

  社　員　　　（77名）　　（2021年度は2年任期の1年目）

氏名

　名誉会長

2021年6月社員総会より

副代表幹事

本部幹事（委員会委員長） （任期：2023/3/31まで／ †付きは2022/3/31 まで] ）

支　部
支部長 副支部長

（任期：2023/3/31まで）

支部幹事　（任期：2023/3/31まで）



4）　運営委員　（任期：2023/3/31まで [国際大会組織委員会支部(第60回)は2022/3/31 まで] ）

本部 支部（第60回） 支部（第61回）

下山　幸成（筆頭）・馬場　千秋・金丸　敏
幸

淺川　和也

馬場　千秋 森本　俊 吉原　学

金丸　敏幸 吉田　諭史

大矢　政徳 金田　拓

北海道 目時　光紀 三浦　寛子 高橋　博 (中国・四国支部） （九州・沖縄支部）

東北 畠山　研 久保田　佳克 Phelan, Timothy 岩井　千秋 志水　俊広

関東 長田　恵理 辻　るりこ 森本　俊 松岡　博信

中部 吉川　りさ 藤田　賢 石川　有香 山川　健一

関西 仁科　恭徳 松田　紀子 照井　雅子 平本　哲嗣

中国・四国 寺嶋　健史 関谷　弘毅 山川　健一 高橋　俊章

九州・沖縄 福永　淳 山元　里美 ロドリゲス　八木　美樹 岩中　貴裕

合田　美子 森本　俊 相川　真佐夫

見上　晃 石川　友和

水島　孝司 金田　拓

大矢　政徳 黒嶋　智美

山田　政樹 南部　匡彦

大矢　政徳

和久　健司

吉田　諭史

吉原　学

紀要担当 Selected Papers担当

冨田　かおる（筆頭）・岩中　貴裕

岩中　貴裕 Leis, Adrian 中山　晃
†

岡﨑　久美子 大橋　由紀子 東矢　光代
†

松岡　博信

北海道 三ツ木　真実 松本　広幸 松本　広幸

東北 岡﨑　久美子 西原　哲雄 Nall, Matthew

関東 田口　悦男 濱田　彰 熊澤　孝昭

中部 下内　充 大石　晴美 岡戸　浩子

関西 多田　さおり 里井　久輝 Barbee, Matthew 

中国・四国 松岡　博信 平本　哲嗣 平本　哲嗣

九州・沖縄 伊藤　健一 原　隆幸 東矢　光代

馬場　千秋 安西　弥生 （Ａチーム）

Gilner, Leah Elwood, James 中山　晃
†
（兼任）

水島　孝司 大橋　由紀子 平本　哲嗣
†

大矢　政徳 寺嶋　健史
†

富永　裕子 （Ｂチーム）

東矢　光代
†
（兼任）

（Ｃチーム）

生内　裕子

平本　哲嗣（兼任）

金丸　敏幸

（ 
†
付きは2022/3/31 まで）

中屋　晃

細川　博文

田淵　博文

加藤　由崇

中山　夏恵

村上　裕美

石川　友和

委員長

総務委員会
（含ネットワーク）

会
長
指
名
委
員

委員長

副委員長

支
部
選
出
委
員

財務委員会
国際大会組織委員会

担当理事 上田　倫史（筆頭）・金丸　敏幸・志水　俊広

担当理事 渡辺　敦子（筆頭）・原　隆幸

地村　みゆき

小島　さつき

小林　洋子

河内山　晶子

祐乗坊　由利ジョディー

セミナー事業委員会
『JACET通信』

委員会

学術出版委員会

会
長
指
名
委
員

McBride, Paul

村上　裕美

南部　匡彦

小張　敬之

笹井　悦子

今井　光子

石川　友和

小林　和歌子

東郷　多津

河野　円（筆頭）・Leis, Adrian

副委員長

支
部
選
出
委
員



研究促進委員会

佐藤　雄大（筆頭）・今井　隆夫・渡辺　敦
子

渡辺　敦子

山中　司

北海道 高橋　博

東北 片桐　早苗

関東 山田　浩

中部 木村　友保

関西 山西　博之

中国・四国 長崎　睦子

九州・沖縄 金岡　正夫

Chaikul, Rasami

福永　堅吾 川上　典子

畠山　由香子 村上　裕美

金丸　敏幸

加藤　由崇

倉田　綾香

黒嶋　智美

笹尾　洋介

山田　政樹

山中　司

山崎　敦子

吉牟田　聡美

担当理事 委員長

小田　眞幸（筆頭）
金丸　敏幸
上田　倫史
佐藤　雄大
渡辺　敦子

佐藤　雄大

小田　眞幸（筆頭）
河野　円

水島　孝司

山口　高領 山口　高領

寺内　一 木村　松雄

6)　大学英語教育学会褒賞・学術出版物選考委員会担当理事兼委員長・担当理事兼副委員長

小田　眞幸

小田　眞幸

佐藤　雄大

高橋　潔

馬場　千秋

学術交流委員会 大学英語教育学会褒賞運営委員会

委員長 馬場　千秋

相川　真佐夫（筆頭）・原　隆幸 佐藤　雄大（筆頭）・馬場　千秋

担当理事兼委員長

5)　特別委員  （任期：2023/3/31まで　[JACET創立60周年記念ウィーク特別委員会は2021/9/30 まで、将来構想委員会は2021/6/20まで] ）

委員委員会名

会
長
指
名
委
員

担当理事兼副委員長

担当理事（筆頭）

相川　真佐夫・荒木　瑞夫・淺川　和也・浅岡　千利世・馬
場　千秋・Bouchard, Jeremie・Chaikul, Rasami・地村　みゆ
き・デイヴィス　恵美・ディモスキ ブラゴヤ・藤田　玲子・福
永　堅吾・Gilner, Leah・原　隆幸・畠山　研・畠山　由香
子・日高　佑郁・平本　哲嗣・堀部　秀雄・細越　響子・細
川　博文・今井　光子・石川　希美・石川　友和・石川　有
香・伊藤　健一・岩井　千秋・岩中　貴裕・岩田　哲・柿元
悦子・金田　拓・笠原　究・柏木　哲也・加藤　由崇・川井
一枝・川上　典子・河野　円・倉田　綾香・小林　和歌子・
小林　洋子・小島　さつき・黒嶋　智美・マスワナ　紗矢子・
松岡　博信・三上　仁志・三木　浩平・三ツ木　真実・三浦
寛子・森　明智・森本　俊・村上　裕美・長崎　睦子・中村
詩のぶ・中津川　雅宣・中山　夏恵・中住　幸治・南部　匡
彦・小張　敬之・大和田　和治・大矢　政徳・Phelan,
Timothy・Rudolph, Nathanael・ロドリゲス八木　美樹・佐野
富士子・笹井　悦子・志水　俊広・下山　幸成・塩澤　正・
白鳥　金吾・鈴木　彩子・高橋　博・高橋　俊章・照井　雅
子・東郷　多津・東矢　光代・筒井　英一郎・上田　眞理
砂・和久　健司・山田　浩・山田　政樹・山口　高領・山川
健一・山元　里美・山中　司・山西　博之・米岡　ジュリ・吉
田　諭史・吉原　学・祐乗坊　由利ジョディー・雪丸　尚美

60周年記念誌作成特別委員会
馬場　千秋・金丸　敏幸・岡﨑　久美子・大矢　政徳・田口
悦男

全国都道府県英語教育研究テーマの調査研究特別委員会
新井　巧磨・藤尾　美佐・濱田　彰・飯田　敦史・金子　淳・
中竹　真依子・奥切　恵・鈴木　健太郎・辻　るりこ・横川
博一

JACET創立60周年記念ウィーク特別委員会

将来構想委員会
藤尾　美佐・石井　和仁・石川　有香・岩井　千秋・小田
眞幸・尾関　直子・田地野　彰・冨田　かおる・植松　茂男・
上野　之江

石川　友和

鈴木　彩子

中津川　雅宣

石川　友和

柿元　悦子

川井　一枝

浅岡　千利世

柿元　悦子

Willey, Ian

相川　真佐夫

河原　俊昭

担当理事

池野　修

柏木　哲也

副委員長

大森　裕實

石川　圭一

支
部
選
出
委
員

岩田　哲



7) 研究企画委員 （任期（原則）：2021/4/1-2023/3/31） A-Z順　

【北海道支部】(20名） 【関東支部】(34名） 【中部支部】(25名） 【中国・四国支部】(26名） 【九州・沖縄支部】(31名)

青木　千加子 青木　理香 安達　理恵 Dante, Laurence 荒木　瑞夫

Bouchard, Jeremie 新井　巧磨 地村　みゆき 榎田　一路 Brown, Kathleen

江口　均 馬場　千秋 藤原　康弘 平本　哲嗣 福永　淳

藤井　聡美 遠藤　雪枝 藤田　賢 池野　修 古村　由美子

石川　希美 藤枝　豊 今井　隆夫 五百蔵　高浩 原　隆幸

岩田　哲 藤尾　美佐 石川　有香 岩中　貴裕 細川　博文

笠原　究 今井　光子 伊東　田恵 小﨑　順子 入江　公啓

河合　靖 伊藤　泰子 河原　俊昭 小山　尚史 石井　和仁

水島　梨紗 荊　紅涛 木村　友保 松岡　博信 伊藤　彰浩

森越　京子 菊池　尚代 小宮　富子 三熊　祥文 伊藤　健一

内藤　永 清田　洋一 倉橋　洋子 三宅　美鈴 柿元　悦子

中津川　雅宣 河内山　晶子 梁　志鋭 長崎　睦子 金岡　正夫

中屋　晃 小屋　多恵子 三上　仁志 中山　晃 柏木　哲也

二ノ宮　寛子 熊澤　孝昭 大森　裕實 中住　幸治 川上　典子

尾田　智彦 McBride, Paul 大石　晴美 二五　義博 川北　直子

坂部　俊行 中竹　真依子 大瀧　綾乃 折本　素 縄田　義直

高橋　博 中山　夏恵 岡戸　浩子 関谷　弘毅 小笠原　真司

田中　洋也 小張　敬之 佐藤　雄大 田淵　博文 岡本　清美

田中　直子 大野　秀樹 下内　充 高垣　俊之 大薗　修一

塚越  博史 長田　恵理 塩澤　正 高橋　俊章 ロドリゲス八木　美樹

酒井　志延 白畑　知彦 田辺　尚子 坂本　育生

佐野　富士子 杉浦　正利 寺嶋　健史 志水　俊広

【東北支部】(17名) 佐竹　由帆 鈴木　達也 上西　幸治 東矢　光代

會澤　まりえ 関戸　冬彦 吉川　寛 Willey, Ian 土持　かおり

畠山　研 下山　幸成 吉川　りさ 山川　健一 土屋　麻衣子

廣渡　太郎 鈴木　彩子 山中　英理子 筒井　英一郎

金子　淳 鈴木　健太郎 【関西支部】(20名） 山元　里美

片桐　早苗 田口　悦男 浅野　元子 安浪　誠祐

川井　一枝 辻　るりこ ハーバート　久代 横山　彰三

小島　さつき 上田　倫史 平井　愛 吉重　美紀

Leis, Adrian 渡辺　彰子 石野　未架 雪丸　尚美

村野井　仁 Wistner, Brian 五十川　敬子

Nall, Matthew 山口　高領 金澤　佑

西原　哲雄 山本　成代 神野　雅代

岡﨑　久美子 近藤　雪絵

太田　聡一 松岡　真由子

Phelan, Timothy 下村　冬彦

高橋　潔 白井　由美子

竹森　徹士 田中　美津子

冨田　かおる 釣井　千恵

上田　眞理砂

山本　享史

山岡　華菜子

山下　美朋

矢野　浩二朗

吉田　諭史

Ryan Smithers


	役員表 
	運営委員・特別委員
	研究企画委員

