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 2013年度(第18回)関西英語教育学会 研究大会・総会報告 

開催日：2013年6月8日（土）・ 9日（日） 

会場：関西国際大学・尼崎キャンパス 

研究大会 

2013年6月8日（土）・9日（日）の2日間にわ

たって、関西国際大学・尼崎キャンパスを会場に、

第18回研究大会が開催されました。 

特別講演、シンポジウムをはじめ、研究発表・事

例報告 16 件、企画ワークショップ 3 件、イブニン

グセミナー3件、公募フォーラム 1件、公募ワーク

ショップ 3 件と盛りだくさんのプログラムに、約

250名もの参会者がありました。 

ご発表くださった皆様，講師をお引き受け下さっ

た皆様をはじめ、ご参加くださった皆様、展示協賛

の企業の皆様，共催下さった会場校の関西国際大学

の関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

総   会 

2013 年度総会では、大和知史先生（神戸大学、  

本学会幹事）の司会進行のもと、議長に有本純先生

（関西国際大学）が選出され、2012年度活動報告お

よび決算報告、会計監査報告、2013年度活動計画お

よび予算案などについて報告、提案がなされ、承認

されました。 

1．2012年度活動報告 

研究大会等 

◆ 関西英語教育学会2012年度（第17回）研究大会 

日程：2012年6月9日（土） 

場所：京都外国語大学・1号館6階 

内容：ワークショップ4件、ランチョンセミナー

2件、シンポジウム 1件、研究発表・事例報告

16件。 

◆ 第38回全国英語教育学会愛知研究大会  

期日：2012年8月4日（土）・5日（日） 

会場：愛知学院大学・日進キャンパス（〒470-0195 

愛知県日進市岩崎町阿良池12） 

主催：全国英語教育学会 

担当地区学会：中部地区英語教育学会 

関西英語教育学会担当プログラム：課題研究フォ

ーラム（2年間継続の1年目）「英語運用能力は

いかに自動化されるか？－基礎研究と授業実践

のインターラクション－」 
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セミナー・共催行事  

◆関西英語教育学会 第26回セミナー 

テーマ「英語リーディング指導をダイナミックに！」 

日程：2012年11月11日（土）  

会場：摂南大学・大阪梅田キャンパス14階 

◆関西英語教育学会 第27回セミナー 

テーマ「英文法指導をダイナミックに！」 

日程：2012年12月23日（日）  

会場：同志社大学・今出川キャンパス 

◆関西英語教育学会 第28回セミナー 

テーマ「英語を英語で教えるということ」 

日程：2013年2月2 日（土）  

会場：天理大学・杣之内キャンパス 

◆第16回卒論修論研究発表セミナー 

日時：2013年2月9日（土）  

会場：神戸学院大学・ポートアイランドキャンパス 

共催：外国語教育メディア学会関西支部、大学英

語教育学会関西支部 

 

紀要『英語教育研究』 

◇第36号刊行（紀要編集委員会） 

課題研究プロジェクト 

◇「英語運用スキルの自動化を図る理論的・実証的

研究」（プロジェクト・リーダー：横川博一・神戸

大学、研究期間2011年度～2013年度、3か年） 

広報、発行 

◇ニュース・レター年4回発行（7月、9月、1月、

3月） 

2012年度決算報告 

2012年度の収入・支出は次の表のとおり。原案通

り承認されました。 

 

 

 

 

 

2012年度関西英語教育学会決算報告 

       収入の部 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 内  訳 

前年度繰越金 4,474,178 4,474,178  

学会費 2,600,000 2,399,000 一般会員（全国とも）@7,000×227名 

一般会員（関西のみ）@5,000×85名 

学生会員（全国とも）@5,000×50名 

学生会員（関西のみ）@3,000×9名 

賛助会員 @12,000×9件 

参加費 300,000 284,000 関西英語教育学会第 17 回研究大会、

KELESセミナー（第26回～第27回）、

第16回卒論・修論研究発表セミナー 

論文集販売 20,000 13,000 紀要DVD＠3,000円×1枚 

SELT投稿料、抜刷代 

その他 50,000 152,610 JASELEより補助費（全国大会要項発送

費補助）、文献複写，展示料，預金利子 

合 計 7,444,178 7,322,788  

       支出の部 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 内  訳 

通信費 250,000 273,690 各種郵送代（ニュース・レター・学会紀

要・レターパック・切手代） 
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研究費 950,000 996,710 講師謝礼、作業補助謝礼（研究大会、各

種セミナーなど） 

印刷費 1,170,000 1,200,815 学会紀要、卒論・修論研究発表セミナー

論文集、学会封筒印刷 

会議費 250,000 264,180 会議諸経費（幹事会、理事会、会場代、

その他） 

交通費 150,000 118,000 全国理事会旅費、幹事会旅費，その他 

事務費 610,000 573,031 文具代、コピー代、用紙代、インク代、

その他 

全国年会費 640,000 582,840 2,000円×291名 

全国英語教育学

会事業基金 

400,000 400,000  

予備費 200,000 0  

次年度繰越金 2,824,178 2,913,522  

合 計 7,444,178 7,322,788  

 

2．2013年度活動計画 

2013年度役員体制 

会 長   

村田 純一 （神戸市外国語大学） 

副会長    

清水 裕子 （立命館大学） 

顧 問  

沖原 勝昭 （京都ノートルダム女子大学）  

織田 稔  （元関西大学）  

齊藤 栄二 （京都外国語大学）  

瀬川 俊一 （京都府立大学名誉教授）  

宮本 英男 （元同志社大学）  

幹事長（副会長兼務）  

横川 博一 （神戸大学）  

紀要編集委員長  

鈴木 寿一 （京都外国語大学） 

幹 事  

大嶋 秀樹 （滋賀大学） 

鳴海 智之 （神戸大学大学院） 

橋本 健一 （近畿大学）  

森下 美和 （神戸学院大学） 

大和 知史 （神戸大学）  

 

理 事  

赤松 信彦  （同志社大学） 

泉 惠美子  （京都教育大学） 

今井 裕之 （関西大学）  

門田 修平 （関西学院大学）  

佐久 正秀  （大阪信愛女学院短期大学） 

里井 久輝  （龍谷大学） 

高見 砂千  （大阪市教育委員会） 

谷村  緑  （京都外国語大学） 

玉井  健 （神戸市外国語大学）  

中井 弘一  （大阪女学院大学）  

中井 英民  （天理大学）  

中野 陽子  （関西学院大学）  

長谷 尚弥 （関西学院大学） 

真崎 克彦  （兵庫教育大学附属小学校） 

籔内  智  （京都精華大学）  

山本 玲子  （大阪国際大学）  

吉田 信介  （関西大学） 

紀要編集委員  

野澤  健   （立命館大学） 

西本 有逸  （京都教育大学） 

溝畑 保之  （大阪府立鳳高等学校）  

会計監査  

河内山真理 （関西国際大学） 

吉田 晴世 （大阪教育大学） 
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研究大会等 

◆関西英語教育学会2013年度（第18回）研究大会 

日程：2013年6月8日（土）・9日（日） 

場所：関西国際大学・尼崎キャンパス 

内容：特別講演、企画ワークショップ3件、イブ

ニングセミナー3 件、公募フォーラム１件、公

募ワークショップ3件、シンポジウム1件、研

究発表・事例報告16件。 

 参加者：244名 

◆第39回全国英語教育学会北海道研究大会 

▶http://www.heles-web.com/jasele_hokkaido/ 

期日：2013年8月10日（土）・11日（日） 

会場：北星学園大学（〒004-8631 北海道札幌市

厚別区大谷地西2丁目3番1号） 

主催：全国英語教育学会（地区学会: 北海道英語

教育学会・東北英語教育学会・関東甲信越英語

教育学会・中部地区英語教育学会・関西英語教

育学会・中国地区英語教育学会・四国英語教育

学会・九州英語教育学会） 

担当地区学会：北海道英語教育学会 

関西英語教育学会担当プログラム：課題研究フォ

ーラム（2年間継続の2年目）「英語運用能力は

いかに自動化されるか？－基礎研究と授業実践

のインターラクション－」 

セミナー・共催行事  

※日程は変更の可能性あり。詳細は学会配布物およ

びホームページにてお知らせいたします。 

◆関西英語教育学会 第29回セミナー 

日程：2013年10月27日（日）開催予定 

会場：未定 

◆関西英語教育学会 第30回セミナー 

日程：2013年12月22日（日）開催予定 

会場：未定 

◆関西英語教育学会 第31回セミナー 

日程：2014年2月2日（日）開催予定 

会場：天理大学 

◆第17回卒論修論研究発表セミナー 

日時：2014年2月8日（土） 

会場：関西国際大学・尼崎キャンパス 

紀要『英語教育研究』 

◇第37 号刊行（紀要編集委員会） 

課題研究プロジェクト 

◇「英語運用スキルの自動化を図る理論的・実証的

研究」（プロジェクト・リーダー：横川博一・神戸

大学、研究期間：2011年度～2013年度、3か年） 

◇「認知言語学的知見に基づく英語学習：文法と語

彙」（プロジェクト・リーダー：赤松信彦・同志社

大学、研究期間：2013年度～2014年度，2か年） 

授業研究プロジェクト 

◇「小学校英語教育における発音とプロソディの指

導法」（プロジェクト・リーダー：今井裕之・関西

大学、研究期間：2013年度～2015年度，3か年） 

学会会員情報誌KELES JOURNAL（仮称） 

◇2014 年3月に創刊号を刊行予定。 

広報、発行 

ニュース・レター年 4 回発行（7 月、9 月、12 月、

3月の予定） 

学会会則・細則の一部改正について 

本学会会則および会長選挙に関する細則が、以下

の通り改正されることとなりました。 

会長選出に関する細則 

第1条 関西英語教育学会会則第3章第9条（会長）の定める会長

選出に関しては，この細則で定める。 

第2条 会長選出は，理事並びに会長，副会長，幹事の役員（以下，

役員）によって，理事会において執り行われる。 

第3条 （削除） 

第3条 会長は，会員中の候補者より，理事会で選出される。 

第4条 会長の候補者は，次の条件を具備しなくてはならない。 
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 ア 候補者は，本会に長年にわたって会員として所属し，本会の事

業の発展に寄与した者でなければならない。 

 イ 候補者は，所定の手続きによって，定められた期日までに，理

事会に推薦された者に限る。 

第 5 条 理事会の議を経て選出された会長は，総会の承認を経たう

えで，正式に会長として選出される。 

第7条 （削除） 

第8条 （削除） 

第9条 （削除） 

付 則  この細則は，平成9年5月25日の総会にて承認され，同日

付けにより発効するものとする。 

この細則は，2006(平成18)年7月22日の総会において改正

された。改正会則は同日より施行する。 

この細則は，2013（平成25年）6月8日の総会において改正

された。改正会則は同日より施行する。 

関西英語教育学会会則 

第3章 

第9条（会長） 会長は，別に定める会長選出規定に基づき，会員の

中より選出される。会長は，会務を総括し，本会を代表する。会長

の任期は，1期2年とし，再任を妨げないが，2期を超えて再任さ

れない。 

2013年度予算案 

2013 年度の予算案は次の表のとおり。原案通

り承認されました。 

 

2013年度関西英語教育学会予算 

収入の部 

項  目 予算額（円） 内  訳 

前年度繰越金 2,913,522  

学会費 2,500,000 全国英語教育学会会費を含む 

参加費 300,000 関西英語教育学会第17 回研究大会、KELESセミナー、第16回

卒論・修論研究発表セミナー 

全国からの還元

金 

150,000 事務局補助費，フォーラム研究費、研究大会要項発送費 

その他 10,000 寄付、利子、展示料、論文コピーサービス、論文集販売（学会紀

要SELT、紀要DVD）その他 

合 計 5,873,522  

支出の部 

項  目 前年度決算額（円） 予算額（円）   内  訳 

通信費 273,690 250,000 各種郵送代（学会紀要、KELES ジャーナ

ル、ニュース・レター、レターパック・切

手代、その他）、学会ドメイン登録費・

HPメールフォーム更新費 

研究費 996,710 1,000,000 講師謝礼、作業補助謝礼（研究大会、地区

セミナー、卒論修論セミナー）、研究プロ

ジェクト経費 

印刷費 1,200,815 1,170,000 学会紀要・紀要抜刷、KELESジャーナル、

第 17 回卒論修論研究発表セミナー論文

集、ニュース・レター、学会封筒印刷など 

会議費 264,180 150,000 会議諸経費（幹事会・理事会・会場代・奈

良地区セミナー運営費、その他） 

交通費 118,000 100,000 全国理事会旅費、幹事会旅費、その他 

事務費 573,031 50,000 文具代、学会封筒、コピー代、用紙代、イ

ンク代、その他 

全国年会費 582,840 640,000 2,000円×320名 

全国英語教育学

会事業基金積立 

400,000 0  

予備費 0 200,000  

次年度繰越金 2,913,522 2,313,522  

合 計 7,322,788 5,873,522  
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学会事務局からのお知らせ 

 

◆関西英語教育学会 学会誌『英語教育研究』(SELT) 

第37号 投稿論文募集のお知らせ 

関西英語教育学会（KELES）では、学会誌『英

語教育研究』 第 37号（2014 年 3 月刊行予定）へ

の論文投稿を下記の通り募集しております。 

2013 年度に開催された関西英語教育学会研究大

会および全国英語教育学会第 39 回北海道研究大会

での発表論文が優先されますが、これらの発表を  

経ない論文についても、一定の枠内で審査対象と  

なります。会員の皆様の多数のご投稿をお待ちして

おります。 

投稿受付期限 

2013年8月31日（土）22:00（午後10時、厳守） 

投稿にあたって 

学会ホームページ（http://www.keles.jp/selt/）の 

投稿要領を熟読し、テンプレート（英語・日本語）

をダウンロードし、テンプレートに書かれている諸

注意も熟読の上、テンプレートを用いて原稿を作成

し、学会ホームページ http://www.keles.jp/selt/ の  

投稿フォームから投稿してください。 

発行規定および投稿要領改正の主な改正点 

以下の点が、第35号より改められました。 

(1) 掲載論文が、「投稿論文」と「研究ノート」の 2

種類になりました。 

投稿論文は、 英語教育および広く言語教育に関

する理論的・実証的研究論文とし、英語授業実践

に関する報告は、研究ノートとします。 

(2) 論文の分量が変更されました。 

論文分量は10ページ以上20ページ以内、 研究

ノートは10ページ以内とし、いずれもページ数に

参考文献、図表、註、資料を含めます。 

 

投稿先および学会誌に関するお問合せ先 

(1) 投稿先：学会ホームページ 

http://www.keles.jp/selt/ の投稿フォームから  

投稿してください。 

(2) 投稿した日から 2 日以上経っても、受領確認の

メールが届かない場合は、お問い合わせフォー

ムにて問い合わせて下さい。 

◆第３９回全国英語教育学会北海道研究大会 

http://www.heles-web.com/jasele_hokkaido/ 

標記研究大会が、2013年8月10日（土）・11日

（日）に、北星学園大学において開催されます。  

詳細は、上記サイトをご覧下さい。 

◆各種お問い合わせフォームについて 

http://www.keles.jp/ 

お問い合わせには，学会ホームページの各種お問い

合わせフォームをご利用下さい。 

▶入会をご希望の方 

▶研究大会 

研究大会の発表応募、企業展示の申込みなど 

▶各種セミナー 

セミナーへの参加登録、発表申込み、企業展示の

申込みなど 

▶学会誌『英語教育研究』 

学会誌への論文投稿など 

▶お問い合わせ 

学会費、学会誌、研究大会、各種セミナー、入・

退会、会員情報の変更、その他学会全般に関する

お問い合わせ 

 

 

http://keles.web.infoseek.co.jp/jasele2010osaka/
http://keles.web.infoseek.co.jp/jasele2010osaka/

