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「続・君の名は」
理事 田地野 彰（京都大学）
この度、理事（関西支部選出）を仰せつかりました
田地野 彰です。おもにセミナー事業（サマーセミナー
および英語教育セミナー）を担当することになり、来
年の夏に関西（京都）で開催予定のサマーセミナーに
も関わっております。今回は来年度のサマーセミナー
の告知を兼ねまして、関西支部の会員のみなさまにご
挨拶を申し上げたいと思います。
サマーセミナーを準備するにあたり、私自身、なぜ
学会や研究会に参加するのだろうかと自分に問うて
みました。学会に参加する意義は各人各様でしょうが、
いま振り返ってみますと、私にとっての学会は、少な
くとも以下のように意味づけられます。
１つ目はもちろん「研究成果の発表の場」です。自
分（たち）の研究成果を同じ専門分野に属する他の研
究者に向けて発表することは、研究者にとってもっと
も重要な研究活動の一つです。発表した研究成果につ
いて得た参加者からの質問やコメントは研究のさら
なる発展につながります。
２つ目は「知的刺激と情報収集の場」です。学会に
参加することで、現在の研究動向の空気を肌で感じる
ことができます。
「いま、なぜ、この研究か？」 ―
研究の動機や苦労話など、完成した論文からは分から
ないウラ話が聞けるのも、学会ゆえの醍醐味です。そ
うした知的な刺激を受けることで、思いもよらなかっ
た研究のアイデアやヒントを得たことは私自身、一度
や二度にとどまりません。とくに海外からの招待講演
者が自分の専門分野の研究者であればなおさらです。
参考文献の著者から「生の声」で話をうかがえるのは、
やはり嬉しいものです。
３つ目は同じ目的を共有する仲間との「再会と出会
いの場」です。大学（院）卒業後、互いに忙しく普段
なかなか話をする機会のない恩師や友人たちとの旧
交を温めるのに学会はとてもよい場です。話題は、研
究から個人的な近況報告までさまざま。こうした再会
は、同窓会的な意味合いもあり楽しいものです。
（
「こ
の後、久しぶりに食事でも？」とアイコンタクト。）
初めての学会参加は恩師や先輩に誘われて、という方
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も多かったのではないでしょうか。自分の興味や関心
はもちろんのこと、恩師や先輩が参加している学会だ
からというのも、学会参加のきっかけになります。
たとえ知り合いのいない学会であっても興味の赴
くままに未知なる学会に飛び込んでいくこともまま
あります。多少の緊張感はつきものですが、大学や専
門の垣根を越えて研究仲間ができることこそ、学会に
参加することの大きな意義と言えるのかもしれませ
ん。とはいえ、見ず知らずの人に声をかけるというの
は、なかなか心理的にハードルが高いものです。いま
振り返ってみますと、私の場合は、恩師も研究仲間も
英国におりましたので、日本の学会に初参加したとき
はいろいろと戸惑ったものです。懇親会でも見覚えの
ある顔はなく、会場に入ることすら躊躇していた私に、
ある先生が「一緒に入りませんか」と声をかけてく
だった時の嬉しさはいまでも忘れることはできませ
ん。誘われて入った懇親会場は、研究発表の場とはま
た違った空間で、どなたも気軽に接してくださいまし
た。これが私にとっての国内での学会デビューだった
と思っております。
「君の名は？」― これはその懇親会場で私がもっ
とも多く受けた質問です。以前の巻頭言（JACET
Kansai Newsletter、No.61）では教室における学生の名
前の大切さについて書かせていただきました。（あり
がたいことにたくさんの先生方から反響がありまし
た。困っているのは私一人ではないと（妙な）心強さ
を感じた次第です。）学生の名前はもちろん、学会で
お目にかかった方々のお名前の大切さも実感してお
ります。（初めて学会に参加される方（とくに学生・
院生のみなさん）は、名刺を用意されるとよいかもし
れません。）
最後に、寺内一会長の「会長就任のご挨拶とアク
ションプラン」（JACET 通信（Web 版）、No.194）に
もありますように、JACET は、大学英語教育のさら
なる充実・発展に向けて間口を広げ、より多くの方々
に参加いただけるような学会であって欲しいと思っ
ております。大学の先生方や学生・院生のみなさんは

もとより、初等・中等教育の先生方、社会で活躍して
おられる方々にもご参加いただき、大学英語教育につ
いて大局的な観点からともに議論を深めていければ
と思っております。
冒頭でも紹介しましたように、JACET 第 43 回（2016
年度）サマーセミナーは京都で開催される予定です。
「 Innovation in EAP: Exploring new directions for
collaboration（これからの EAP―新しい協働の方向性
を探る―）」というテーマのもと、国内外から EAP の
研究者を講師としてお招きし、3 日間にわたるプログ
ラムで行う予定です。関西支部をはじめとする全国の
JACET 会員のみなさまはもちろん、大学英語教育に
関心のあるすべてのみなさまのご参加をお待ちして
おります。京都の 8 月は猛暑ではありますが、暑さに
負けない温かなおもてなしでお迎えいたします。ご参
加くださる方々の輪に「君の名は」の交流が生まれま
すよう、精一杯尽力していく所存でございます。来年
の夏、京都でお目にかかれることを楽しみにしており
ます。

OTOSHI Junko (Okayama University)
KAWANISHI Kei (Kyoto University)
SHIMABAYASHI Shoji (Ryukoku University)
YAMANISHI Hiroyuki (Kansai University)
YAMASHITA Miho (Kansai University)

■2015 年度関西支部秋季大会＋英語教育セミナー
のお知らせ■
2015年度関西支部秋季大会およびJACET英語教育
セミナーを11月28日（土）に神戸学院大学ポートアイ
ランドキャンパスにて開催いたします。潮風と海の香
り、紅葉の名残りを背景に、晩秋の一日を心静かに、
貪欲に、有意義に過ごしてみませんか？お会いできる
ことを心より楽しみにしております。
 （秋季大会）企画ワークショップ
「学習者の意欲と動機を引き出す大学英語授
業：ベストティーチャーに学ぶ授業運営」
柏原 郁子先生 （大阪電気通信大学 ）

■2015 年度第 2 回支部講演会の報告■


（秋季大会）シンポジウム
「動機づけ研究最前線：実践との対話を目指して」
中田 賀之先生（同志社大学）
新多 了先生（名古屋学院大学）
竹内 理先生（関西大学）
指定討論者: 小笠原 良浩先生（兵庫県立姫路
西高等学校）



（英語教育セミナー）シンポジウム
「中高大グローバル教育最前線：SGH/SGU校の
取り組み」
岩見 理華先生（神戸大学附属中等教育学校）
羽藤 由美先生（京都工芸繊維大学）
山中 司先生（立命館大学）

JACET 関西支部 2015 年度第 2 回講演会（ライティ
ング指導研究会企画）が、2015 年 10 月 17 日（土）
に同志社大学今出川キャンパスで開催されました。
演題：
「指導者に使い勝手の良いライティング指導
実践ハンドブック作成の 取り組み」
講師：JACET 関西支部 ライティング指導研究会
メンバー
大年 順子先生（岡山大学）
川西 慧先生（京都大学）
嶋林 昭治先生（龍谷大学）
山西 博之先生（関西大学）
山下 美朋先生（関西大学）
講演には 40 名の参加があり、質疑応答・討論では
短い時間ながらも、講師の先生方と参会者との活発な
議論が展開されました。多くの皆様のご参加、誠にあ
りがとうございました。

その他、研究発表、実践報告、コロキアム、賛助会員
発表なども多数行われる予定です。秋季大会・英語教
育セミナーの詳細やプログラムにつきましては、
JACET 関 西 支 部 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.jacetkansai.org/)をご覧ください。

The second Lecture Meeting of the 2015 academic
year was held on October 17th at Doshisha University
Imadegawa Campus, with 40 participants. After the
stimulating presentations, there was an active
discussion among the speakers and the participants.

2015 Kansai Chapter Fall Conference and
JACET English Education Seminar
The 2015 Fall Conference of the JACET Kansai
Chapter will be held on Saturday, November 28th at the
Port Island Campus, Kobe Gakuin University, featuring
presentations, workshop and symposia in various areas
of English education. We look forward to meeting you

Title: “Developing a User-friendly Teaching Handbook to
Teach Writing at the Tertiary Level”
Speakers: Writing Research Group
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all.
Reservation for Reception

Kansai Chapter Fall Conference
- Workshop
“Teaching Methods for Motivating Students in
University English Course: Tips from an Education
Award Winner on Classroom Management”
KASHIWABARA, Ikuko (Osaka
Electro-Communication University)
-

Conference party: Nov. 28, Saturday, 18:00-19:30
Venue: Cruise Café at the Conference venue
Make a reservation sending an email message entitled
[JACET Kansai Conference Party Reservation] with your
name and affiliation to hiromim@kansaigaidai.ac.jp by
November 15. Pay the 4,000 yen fee on site. Payment at
the door without reservation: 6,000 yen.

Symposium
“State of the Art in Language Learning Motivation
Studies: Towards a Dialogue with Practice”
NAKATA, Yoshiyuki（Doshisha University）
NITTA, Ryo（Nagoya Gakuin University）
TAKEUCHI, Osamu（Kansai University）
OGASAHARA, Yoshihiro（Himeji Nishi High
School, Hyogo）

■今後の JACET 関西支部開催講演会■
JACET 関西支部では、年度内に次の講演会を予定
しております。
---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--第 3 回：2016 年 3 月 5 日（土）
リスニング研究会企画シンポジウム
場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス
(http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/)

JACET English Education Seminar
Symposium
“Global Education Reform at Schools and Colleges”
IWAMI, Rika（Kobe University Secondary School）
HATO, Yumi（Kyoto Institute of Technology）
YAMANAKA, Tsukasa（Ritsumeikan University）

※参加費：JACET 会員は無料。非会員は 500 円。
事前申し込みの必要はございません。
---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--要旨などの詳細は、開催が近づきましたら、支部
HP に掲載いたしますのでご覧ください。

Refer to details at the JACET Kansai Chapter
website (http://www.jacet-kansai.org). Come and share
your work with the JACET community!

JACET Kansai Chapter will hold the third Lecture
Meeting of this academic year as follows:
＜秋季大会懇親会

事前申込みのお願い＞

3rd Lecture Meeting by the Listening SIG on March
5th, 2016, at Kwansei Gakuin University, Osaka
Umeda Campus.
(http://www.kwansei.ac.jp/english/pr/pr_003186.html)
Refer to details at the JACET Kansai Chapter website
(http://www.jacet-kansai.org).
-

◆◆◆懇親会参加費は事前申込みの上、当日支払いで
お願いします。◆◆◆
日時・時間：11月28日（土） 18:00-19:30
場所：クルーズ・カフェ（大会会場内）
懇親会の事前申込を御希望の方は、
１）氏名
２）所属
を明記のうえ，件名を「JACET関西支部懇親会事前申
込」とし、必ず下記メールアドレスまでお申し込みく
ださいますようお願い申し上げます。
（締切 11月15日（日）申込先：
hiromim@kansaigaidai.ac.jp（村上）

Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No need
to pre-register.

■お知らせ■
このたび、永年のご功績が認められた結果、元理事
の木村博是先生（近畿大学名誉教授）が JACET 顧問
となられました。ここに、これまでの先生のご功績を
たたえ、関西支部としてこれまでの感謝の気持ちを込
めてお祝い申し上げたいと存じます。

懇親会費：4,000円
大会当日に受付でお支払いいただきます。
当日申込の場合は、懇親会費が6,000円と
なりますので、ご注意ください。
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■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。

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。

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).
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