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＜会長あいさつ＞ 
本学会への更なるご支援を 

 瀬川 俊一  
 大雪が間近にもかかわらず紅葉が盛りとい

う、季節の実像との相違に違和感を 
覚えます。会員の皆様方のご活躍の日々を想っ

ています。 
 本年最後のニューズレターをお届けします。

１１月２６日の事務局会議で策定いたしまし
た今後の活動計画が掲載されています。９月５

日の理事・事務局合同全体会で検討済みの活動
方針を、さらに具現化して提示しています。 

 会員各位におかれましては、方針をご理解頂
きまして、今後の学会活動に 

積極的なご参加とご支援をお願いいたします。 
 教育改革が急展開中です。会員各位のご活躍

を祈念しつつ。 

◆第 32回全国英語教育学会高知研究大会 
○日時：2006年 8月 5日（土）・6日（日）    
○会場：高知大学朝倉キャンパス 
 
◆問題別討論会提案者募集のお知らせ 

KELES は、第 32 回全国英語教育学会にお
いて、「語彙習得―新しい研究の視点―」とい

うテーマで問題別討論会を担当することにな
りました。会員の皆様より提案者を募集いたし

ますのでふるってご応募下さい。 
【応募要領】 
○募集人数：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 1名、提案者 3名程度 
○申込方法：提案の「ﾀｲﾄﾙ」と概要（和文 1200
字程度）を、12 月 20 日（火）までに
[keles@infoseek.jp]まで電子ﾒｰﾙ添付で送付。 
○選考：KELES事務局会議において審査。 
 
◆第 10回記念研究大会 
○日時：2006年 5月 27日(土)、28日（日） 
○会場：龍谷大学 深草学舎 
○内容：研究発表、講演、シンポジウム、ワー

クショップ 
○講演：投野由紀夫先生（明海大）、金谷 憲先
生（東京学芸大） 

 
○シンポジウム：「英語教育：回顧と展望―

KELES第 10回大会記念シンポジウム」 
○発表申込みスケジュール 
発表応募申込み開始：2006年 1月 20日 
発表応募締切：2006年 3月 25日 必着 
発表要項原稿締切：2006年 5月 01日 必着 
○会員参加費：無料 
※Newsletter の電子化、名簿の簡易化、事
務合理化などを前提に、会員サービスの観点
から参加費無料を実現いたしました。 
 
◆滋賀・京都・大阪・兵庫合同地区セミナー 

（プログラム同封） 
○日時：2006年 1月 8（日） 
○会場：京都教育大学 
○テーマ：「より良い英語授業を目指して、今

できること」 
 

◆奈良地区セミナー（プログラム同封） 
○日時：2006年 1月 14日（土） 
○会場：天理大学 
○テーマ：“Let's Speak the Same Language!” 
 
◆和歌山地区セミナー 

○日時：2006年 3月 18日（土）（予定） 
○会場・内容：次号ニューズレターに掲載予定 
 
◆第 10回卒論・修論セミナー 

（案内書同封） 
○日時：2006年 2月 19日（日） 
○会場：同志社大学 今出川キャンパス 
○発表申込締切：2006年 1月 25日 
○発表原稿締切：2006年 2月 1日 
○スペシャルトーク 1： 
玉岡賀津雄先生（広島大） 
「出会いと統計と研究の多様な可能性」 
○スペシャルトーク 2： 

Michael Bostwick先生（加藤学園）  
“Six Common Myths Surrounding Early 
Foreign Language Education” 
 



◆全会員への情報再調査協力のお願い 
（記入要領および記入用紙同封） 

○電子ﾒｰﾙ添付（または郵送）で受け付けます。 
○締切：12月 31日（土）必着 
※学会事務軽減のため是非、電子メール添付で
の回答にご協力をお願いいたします。 
※記入に関するお問い合わせは、名簿担当：倉
本まで [keles_nyukai@infoseek.jp] 

 
◆会計よりお知らせ 

年会費は以下の通りです。まだお支払いでない
方は最寄りの郵便局にてお振込み下さい。  
○会員種別年会費 
１．一般会員（関西のみ）   5000円 
２．一般会員（関西＋全国）   7000円 
３．学生会員（関西のみ）   3000円 
４．学生会員（関西＋全国）   5000円 
○郵便振込： 00910－7－39666 
○加入者名： 関西英語教育学会 
※年会費に関するお問い合わせは、会計 岡
まで oka＠uhe.ac.jp 
 

第 10回研究大会記念事業 

◆KELES刊行物のデジタル化 

『英語教育研究』（No.1~29）、『卒論修論研究
発表セミナー発表論文集』（No.1~9）、『研究大
会予稿集』（No.1～9）を PDF 化して一枚の
CDに収納し、今年度末に刊行します。 
 

◆学会シンボルマーク募集！ 
○審査：学会事務局および理事で構成される全

体会で行います。 
○締切：2007年 1月 31日（火）必着 
○様式自由（カラー／白黒問わず）ただし、図
案の中には必ず KELESの文字を含むこと。 
○採用された分には薄謝進呈！ 
○送付先：KELES事務局、または、電子メー
ル添付で[keles@infoseek.jp]まで。 
 

◆学会案内リーフレット 

○学会シンボルマーク決定後、2006年 4月よ
り新しい学会案内を作製します。これにより、

より活発な情宣活動を行っていきます。 

 

◆紀要編集委員会よりお知らせ 
○学会誌『英語教育研究 SELT』第 29号原稿
募集のお知らせ 

○原稿（研究論文、実践報告、研究ノート）を
募集いたします。奮ってご応募下さい。 

 
『英語教育研究』投稿規程 

１．学会紀要の名称等について 
関西英語教育学会誌は、『英語教育研究』

（Studies in English Language Teaching; 略
称 SELT）とする。また、発刊号数は、本学会
の前身である日本英語教育学会関西支部が発
行した研究紀要から通算することとする。 
２．募集原稿の種類 
本学会誌の原稿は、投稿原稿と依頼原稿の 2
種類に分かれる。投稿原稿には「研究論文」、
「実践報告」、「研究ノート」の 3種類があり、
それぞれ以下に示す内容とする。 
1)研究論文：英語教育を中心として広く言語教
育に関する理論的、実証的研究の論文 
2)実践報告：授業実践に関する報告 
3)研究ノート：サーベイ及び資料・論評など 
投稿原稿はすべて未発表の内容のものに限る

が、口頭発表した場合などはその旨を明記して
ある場合は査読の対象とする。また、依頼原稿

には、研究大会における講演要旨、書評論文、
事業報告などがある。 
３．投稿の資格 
投稿原稿は、本学会の会員でなければならない。

また、連名の場合は、執筆者のうち少なくとも
一人は本学会の会員でなければならない。ただ

し、入会手続き中の者も含む。 
４．掲載に関わる費用 

1)掲載原稿一篇（刷り上りＢ５版 12 頁以内）
につき 5000円を請求する。 
2)頁数の超過（刷上り B5 版 12 頁を超えるも
の）に対しては、1頁当り 5000円を請求する。 
５．抜刷りに関わる費用 
1) 抜刷りは、執筆者から要望があれば 50部か
ら 300部まで、50部単位で送付する。 
2) 抜刷りに関わる費用は別途に連絡する。 
 

『英語教育研究』投稿要領 

１．投稿に関わる日程 
1) 論文投稿を希望する者は、平成１７年１２
月２０日（火）（必着）までに、論文タイトル、
執筆者氏名および所属、電子メ－ルアドレス

（お持ちの方のみ）、電話番号、原稿の種類（研
究論文、実践報告、研究ノート）を記入し、日

本語で 400字程度の概要（A4判用紙）を添え
て、下記の紀要編集委員会宛に郵送する。後日、

こちらから「執筆要領」を送付する。 



2) 「執筆要領」に従って原稿を執筆し、平成
１８年 ２月２０日（月）（必着）までに編集

委員会宛に郵送する。 
送付先：〒612-8522 京都市伏見区深草 
藤森町１ 京都教育大学 西本有逸研究室 
電話 075-644-8241直通） 
電子メール [yuitsu＠kyokyo-u.ac.jp] 

 
◆新入会員 （所属・敬称略、入会順） 
木村 紀子、渡辺 眞一、中川 薫 
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