JACET 関西 2010 年秋季大会
日程：2010（平成 22）年 11 月 27 日（土）10:00-17:00（受付開始：9:30）
会場：関西学院大学・国際学部（上ヶ原キャンパス）
大会テーマ：今，求められる大学英語教育における授業の方向性（仮）
募集要領

■ 2010 年度秋季大会のお知らせ ■

2010年度 JACET 関西支部春季大会は，11月27日（土）に関西学院大学・上ヶ原キャンパス
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：「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）
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），所属（日本語と
英語），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400words 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：2010 年 9 月 15日（水）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。
The 2010 Fall Conference of the JACET Kansai Chapter will be held at Kwansei Gakuin University
on Saturday, 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”), 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. If you do not receive a confirmation message, please inform the office as soon as possible.
4) Submission deadline: September 15, 2010.
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.

