JACET Kansai Newsletter
No. 57 May 19, 2011
社団法人大学英語教育学会関西支部（JACET Kansai Chapter）
支部長: 野口 ジュディー（武庫川女子大学）（Chapter President: Judy Noguchi, Mukogawa Women’s University）
事務局: 〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 同志社大学 言語文化教育研究センター 西納春雄研究室内
(Chapter Office: c/o Haruo NISHINOH, Institute for Language and Culture,
Doshisha University)
E-mail: jacetkansaichapter@gmail.com URL: http://www.jacet-kansai.org/
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副支部長

小栗裕子

東日本大地震にて被災された方々に心よりお見舞
い申し上げます。そして、被害に遭われた皆様の生活
が一日も早く復旧されることをお祈りいたします。
昨年 9 月、全国大会を勢力的に運営されておられた東
北支部の皆さん、大丈夫だったでしょうか。関西支部
で何かお役に立てることはありませんでしょうか。ど
うぞお知らせください。
大地震が起こった 3 月 11 日、私はスコットランド
におりました。朝 7 時の BBC ニュースであの大津波
の映像を見た時の衝撃は、今も消えません。3 月 13
日の朝刊は、その多くが一面に津波の惨事を掲載して
いましたが、The Independent 紙のみ違っていました。
タブロイド版の中央に真っ赤な丸（日の丸）とその中
に縦書きの日本語で「がんばれ、日本。がんばれ、東
北」とありました。下に小さく“Don't give up, Japan.
Don't give up, Tohoku!”の英文です。いつもは他紙を
買うのですが、その日私の手は迷わず「がんばれ、日
本」を選んでいました。まだ大地震から 3 日目です。
非常に強烈でした。英国人の多くは日本語を読めない
でしょうから、これは日本人や日本に関係した「日本
語を読める人達」に宛ててのメッセージだったのでし
ょう。日本の新聞でもこの記事について紹介されまし
たので、既に皆さんもご存知だと思いますが、異国で
このような日本語の励ましを受けるとは思ってもみ
ま せ ん で し た (http://www.independent.co.uk/news/
world/asia/towns-vanish-thousands-die--ndash-but-a-natio
n-begins-its-fightback-2240508.html をご覧下さい) 。
同じ日にエジンバラから列車で1時間程西にあるリ
ンリスゴー宮殿 (Linlithgow Palace) の近くでも、涙が
出そうな体験をしました。それはちょうど宮殿を見終
わって、駅に向かう途中のことでした。70歳ぐらいの
女性が私を見るとそのまま近づいて来て、「家族は大
丈夫 ?」と尋ねました。後で考えるとどうして私が日
本人だとわかったのか不思議なのですが、次の瞬間に
はお互いの肩を抱き合っていました。私には、湖畔の
宮殿の美しさよりも、その見知らぬ女性との一瞬の出
会いと日本を気遣って交わしたわずかな言葉の方が

心に残りました。彼女の友人の息子さんが日本に滞在
したことがあり、日本を身近に感じているとのことで
した。
さて、3月末に JACET Kansai Journal (JKJ) 13号をお
届けいたしました。この一冊は、多くの会員の協同作
業によって出来上がったものです。特に査読委員の先
生方には、投稿論文に対して「採否」の決定だけでは
なく、それぞれの内容について貴重なコメントをいた
だきました。ここに改めてお礼申し上げます。残念な
がら今回掲載されなかった論文は、最終のコメントを
基にさらに修正を重ね、再挑戦をなさってはいかがで
しょうか。
本年度JACETは50周年を迎えます。関西支部はちょ
うど10年経った時点で正式に発足していますので、40
周年になります。そこでJKJも特集号を予定しており
ます。ただし、役員会の審議を得て、投稿原稿の締切
を今年度より10月15日に変更いたしました。これは査
読に少し余裕が必要なことと、その結果を得て修正さ
れた原稿の再審査にも十分な時間を取りたいという
理由によるものです。この記念すべき14号に皆様から
の投稿をお待ちしております。

■支部研究会のご案内■
JACET 関西支部では 8 つの研究会が活発に活動
しています。以下に、本年度の各研究会名、代表・副
代表者名、代表・副代者連絡先を紹介します。各研究
会では原則として、常時、新入会員の申込みを受け付
けておりますので、興味・関心のある研究会がありま
したら、お気軽に各研究会の代表者までご連絡くださ
い。また、最新の活動情報は JACET 関西支部ホーム
ページ(http://www.jacet-kansai.org/kenkyukai.html)に
てご確認ください。
JACET Kansai Chapter has the following eight
Special Interest Groups (SIGs) that meet regularly.
Some of the SIGs have been in operation for more than
ten years but according the JACET policy, they are run
as two-year projects, being renewed every two years
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ホームページ上(http://www.jacet-kansai.org)にて行う
予定です。発表応募をお考えの方は、ご確認ください。
The JACET Kansai Chapter Conference will be
held on November 27th at Mukogawa Women’s
College, Central Campus. Members of the JACET
Kansai Chapter are invited to present proposals for
research papers, reports on classroom activities, poster
sessions, workshops, and colloquia.
Refer to submission details at the JACET Kansai
Chapter website (http://www.jacet-kansai.org) after the
middle of July.
＜発表応募要領＞
2011年度 JACET 関西支部大会は、11月27日（日）
に武庫川女子大学（中央キャンパス）にて開催されま
す。この大会でのワークショップ・コロキアム・研究
発表・実践報告・ポスター発表を募集致しますので、
発表をご希望の会員の方は、次の要領で関西支部事務
局までご応募ください。会員の皆様の積極的なご応募
をお待ちしております。
1. 発表は英語教育および関連分野に関する内容で、
未発表のものに限ります。
2. 研究発表・実践報告は、発表が 20 分、質疑応答
が 10 分、合計 30 分の形式になります。ワークシ
ョップ、およびコロキアムは 90 分、ポスター発表
は 60 分です。
3. 応募者は、JACET 関西支部ホームページ
(www.jacet-kansai.org) の「発表申込み」ページより
発表のエクセルファイル（「form.xls」）をダウン
ロードして、以下の必要事項を入力し、ファイル名
変更の上（例：
「山田太郎」氏の場合、
「yamadat.xls」）、
関西支部事務局（admin@jacet-kansai.org）まで添付
ファイルで送信してください。
A）応募情報
a) 発表形式: ワークショップ、コロキアム、研究発
表、実践報告、ポスター発表の別を
選択してください。
b) 発表題目（日本語と英語の両方で）
c) 発表者情報（共同発表は氏名と所属のみ）：氏
名（漢字とローマ字の両方で）、所
属（日本語と英語の両方で）、E-mail、
電話番号
d) 発表に使用する言語（日本語、もしくは英語）
e) 審査コメントの希望言語（日本語、もしくは英語）
f) 使用希望機器（無い場合は「なし」を選択）
B）発表要旨（目的、背景、仮説、方法、結論、引用
文献等）日本語の場合は、①審査用 800 字程度、
②公開用 200 字程度、英語の場合は、①審査用 400
words 程度、②公開用 200 words 程度、無記名と
する。ただし、引用文献は字数に含めない。なお、
母語以外の言語でアブストラクトを作成する場合
は、あらかじめネイティブ・チェックを受けた上で

with new leaders. For more information, refer to
http://www.jacet-kansai.org/kenkyukai.html.
◆ 文 学 教 育 研 究 会 (Literature in Language
Education)
代表 ：安田 優（北陸大学）
masaruyasuda1969@gmail.com
副代表：森永弘司（同志社大学非常勤）
koji@papiko.com
◆学習英文法研究会 (Pedagogical English Grammar)
代表 ：未定
副代表：甲斐雅之（京都女子大学）
kai@kyoto-wu.ac.jp
◆ESP 研究会 (English for Specific Purposes)
代表 ：桐村 亮（立命館大学）
kirimura@fc.ritsumei.ac.jp
副代表：照井雅子（近畿大学）
terui@kindai.ac.jp
◆ 海 外 の 外 国 語 教 育 研 究 会 (Foreign Language
Education Abroad)
代表 ：和田勝明（常磐会学園大学）
jijisaki@nifty.com
副代表：松浦京子（京都産業大学附属中高等学校）
pxi14004@nifty.ne.jp
◆教材開発研究会 (Materials Development)
代表 ：大内和正（大阪産業大学（非））
ouchi@kitaoji.com
副代表：仲川浩世（関西外国語大学短期大学部）
hgaeru@yahoo.co.jp
◆リスニング研究会 (Listening)
代表 ：濱本陽子（関西大学非常勤）
handinhand.yokohamamoto@gmail.com
副代表：福地美奈子（関西国際大学非常勤）
mfukuchi2007@gmail.com
◆リーディング研究会 (Reading)
代表 ：川﨑眞理子（関西学院大学）
mariko.kawasaki@nifty.com
副代表：氏木道人（関西学院大学）
dai-511@kwansei.ac.jp
◆ライティング指導研究会 (Writing)
代表 ：大年順子（岡山大学）
otoshi-j@cc.okayama-u.ac.jp
副代表：正木美知子（大阪国際大学）
masaki@hus.oiu.ac.jp
■2011 年度関西支部大会のお知らせ■
関西支部研究大会は、例年、春季と秋季の2回開催
されていましたが、2011年度関西支部大会は11 月 27
日（日）に武庫川女子大学（中央キャンパス）にて、
「大学英語教育の新たなる地平へ――JACET関西支
部40周年――」をテーマとし、40周年記念として開催
されます。発表募集は7月中旬ごろからJACET関西の
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提出して下さい。
※申込み入力確認を、入力いただいた E-mail 宛に
原則 3 日以内に受信したことをお知らせします。
万一、連絡がない場合は事務局までご一報ください。
4. 申込応募期限：2011年9月15日（木）午後11時59分
5. 選考は選考委員会にて行います。
6. 選考結果は、締切り後 1ヶ月程度で E-mail あるい
は封書にて通知します。
7. その他：ワークショップ・コロキアムの詳細につ
いては、事務局（admin@jacet-kansai.org）までお問
い合せください。
CALL FOR PAPERS
The 2011 Conference of the JACET Kansai Chapter
will be held at Mukogawa Women’s College, Central
Campus on Sunday, November 27. Members of the
JACET Kansai Chapter are invited to present proposals
for research papers, reports on classroom activities, poster
sessions, workshops, and colloquia.
Conditions and procedures for proposals are as
follows:
1) Proposed topics should be relevant to English education
and related fields. The proposed material should not have
been presented elsewhere.
2) A research paper or a report on classroom activities
should consist of a 20-minute presentation and a
10-minute Q & A period. Workshops and colloquia are
allotted 90 minutes, and poster sessions entail a
60-minute period for explanation.
3) An Excel-based proposal form (“form.xls”) is available
at the JACET Kansai website (www.jacet-kansai.org).
Fill in the following information on the form, rename the
file (e.g., “yamadat.xls” by Taro Yamada), then send it
via e-mail to admin@jacet-kansai.org as an attachment.
A) Application form:
a) Type of proposal (research paper, report on
classroom activities, poster session, workshop, or
colloquium); b) Title of proposal; c) Information
about applicant(s): name, affiliation, e-mail address,
phone number; d) Language for presentation
(English or Japanese); e) Language requested for
peer review (English or Japanese); f) Equipment
required.
B) Abstract & Summary:
a) Anonymous; abstract of approximately 400
words for review, (Mention should be made of the
purpose of the research, background, methods,
conclusion, necessary references.), and b) Summary
of approximately 200 words for the conference
program.
※ Confirmation of the receipt of your proposal will
be sent by e-mail within three days after its receipt.

3

If you do not receive a confirmation message,
please inform the office as soon as possible.
4) Submission deadline: September 15, 2011.
5) Selection of the proposals will be carried out by the
Reviewing Committee.
6) Notification of acceptance will be sent from the office
within a month after the deadline.
7) With regard to workshops and colloquia, please contact
the JACET Kansai Chapter Office
(admin@jacet-kansai.org) for details.
■第 1 回支部講演会・総会のお知らせ■
2011 年度の第 1 回支部講演会を下記の要領で開催
いたします。会員の皆様は奮ってご参加ください。
講演会に先立ち、支部総会を開催します。こちらに
も是非ご出席ください。
日程：2011 年 6 月 18 日（土）
場所：同志社大学 今出川キャンパス
寧静館 5 階会議室（予定）
次第：支部総会
15:00～15:30
講演会
15:30～17:00
・支部講演会のプログラム
司会：清水裕子（立命館大学）
講師と演題：
(1) 竹内 理（関西大学）：Brain-imaging と英語
教育研究―NIRS を使った読解研究を中心と
して
(2) 石川慎一郎（神戸大学）：日本人英語学習者
による L1 処理と L2 処理：MRI 実験の知見
から
参加費：JACET 会員は無料、非会員は 500 円
使用言語：日本語
申込：事前申込は不要です。直接会場にお越しくだ
さい。
※ 要旨などの詳細は、同封資料、支部ホームページ
をご覧ください。
※ 前号（ニューズレター56 号）に掲載した情報より、
会場が変更されております。ご注意ください。
The JACET Kansai Chapter will hold the 1st
lecture meeting of the 2011 academic year as follows:
- Two invited speakers: Dr. Osamu Takeuchi of Kansai
University and Dr. Shin’ichiro Ishikawa of Kobe
University
- Dr. Takeuchi: Brain-imaging and EFL
Research: Some Findings in NIRS Studies on
Reading
- Dr. Ishikawa: L1/L2 Processing by Japanese
Learners of English: An MRI-based Study
- Date: June 18th, 2011
- Venue: Doshisha University, Imadegawa Campus
(http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html).

JACET 関西支部会員の皆様におかれましては、研
究・実践の成果を支部紀要で報告していただける
ように、投稿規定をご確認の上、第 14 号紀要にも
奮ってご応募ください。詳細は、次号のニューズ
レター58 号に掲載致します。
（http://www.jacet-kansai.org/file/toukoukitei.pdf）

- Schedule:15:00～15:30: General Assembly Meeting
15:30～17:00: Lecture Meeting
- Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No
need to pre-register.
- Main language for presentations: Japanese.
Details available at the JACET Kansai Chapter
website (http://www.jacet-kansai.org).

重要な日程：
10 月 15 日(必着)
12 月 15 日
1 月 31 日(必着)
3 月末

■今年度の JACET 関西支部開催講演会■
JACET 関西支部では、下記の通り、年 3 回の講演
会を予定しております。
---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--第１回：2011 年 6 月 18 日（土）
招聘講師による講演会
（場所：同志社大学今出川キャンパス）
第２回：2011 年 10 月 1 日（土）
ライティング指導研究会企画特別シンポジウム
（場所：神戸国際会館予定）
第３回：2012 年 3 月 3 日（土）
リスニング研究会企画特別シンポジウム

投稿原稿締め切り
審査結果通知
修正原稿締め切り
刊行

JACET Kansai will celebrate 40th anniversary this year.
To commemorate this anniversary we will have a
special issue (The JACET Kansai Journal (JKJ) No.14).
Please check the guidelines for details on the
submission procedures and requirements available at
the end of JKJ No.13 or
http://www.jacet-kansai.org/file/toukoukitei.pdf.

（場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス予定）
---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--要旨などの詳細は、開催が近づきましたら支部 HP
に掲載致しますのでご覧下さいませ。

Important Dates:
- Deadline for manuscripts:
October 15
- Announcement of editorial decision: December 15
- Deadline for receipt of revised manuscripts: January 31
- Publication:
March 31

The JACET Kansai Chapter will hold three
lectures in this academic year as follows:
- 1st lecture meeting by two invited speakers on June
18th at Doshisha University, Imadegawa Campus
(http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html).
- 2nd lecture meeting by Writing Research Group on
October 1st at Kobe International House
(http://www.kih.co.jp/index.php).
- 3rd lecture meeting by Listening Research Group on
March 3rd, 2012, at Kwansei Gakuin University,
Osaka Umeda Campus (tentative)
(http://www.kwansei.ac.jp/Contents?cnid=5743).

■事務局便り■
支部会員向けの各種案内の配送やメーリング・リス
トによる情報の配信に使用いたしますので、会員情報
（住所、メールアドレス、所属、電話番号など）が変
わられた方は、必ずご連絡ください。
なお、関西支部では名簿の作成・管理は行ってお
りません。ご異動等のご連絡は、本部事務局
（jacet@zb3.so-net.ne.jp）までお願いいたします。
Please immediately report any changes in your address,
affiliation, e-mail address, telephone numbers or other
personal information to JACET headquarters
(jacet@zb3.so-net.ne.jp).

Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No
need to pre-register.
Refer to details at the JACET Kansai Chapter
home page (http://www.jacet-kansai.org).

事務局からのご連絡のメールが、宛先不明等で
数多く戻って参ります。今一度、JACET へお届
けになっているメールアドレスをご確認くだ
さい。
―――・―――・―――・―――・―――
紀要、講演会案内フライヤー、ニューズレター
などのお届けに支障が生じるおそれがござい
ますので、ご所属先や郵送先住所情報について
も、今一度ご確認ください。

■紀要編集委員会より■
巻頭言でも述べましたが、今年度刊行の第 14 号
支部紀要は、関西支部 40 周年記念号となります。
第 14 号でも招待論文、一般投稿論文に加え、支部
大会や全国大会で発表された内容に基づく論文を
募集します。前号のニューズレターでもお知らせ
しましたように、論文投稿締切期日をこれまでよ
り 1 ヶ月早い 10 月 15 日に変更いたしました。
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