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「内向き」打破の英語教育に向けて 

関西英語教育学会会長 吉田 信介（関西大学） 

デジタル時代の案内人と評され、"Stay hungry, 

stay foolish."との名言を残したスティーブ・ジョブ

ズ氏が亡くなられました。彼のように独創的なアイ

デアを伸ばし、新技術や事業の開発につなぐことが

できる「真の生きる力」を持つ起業家は、知識の習

得を重んじ均質な人材育成で集団の力を高める横並

びモデルをかかげている日本ではなかなか育たなく

なりました。 

一方で、大学の国際化が進むにつれて、日本人学

生の存在感は希薄化し、留学生の活躍が目立つ「国

際交流のウィンブルドン化」が顕著になりつつあり

ます。彼らには、日本をホームグラウンドとして行

動し、高い語学力を持ち、よりよい条件を求めて働

こうとするハングリーさがあり、多くの日本企業が

彼らを高く評価するのは当然のことでしょう。 

 いま、日本の教育は転機を迎えています。刻々と

変化するグローバル化社会のなかで、世界の人材と

競い合うには、情報を集めて問題の所在を見つける

発見力、発見した問題を独創的に解決し、新しい価

値をつくり出す創造力、そして自分の意思を他者に

伝えられるコミュニケーション力を備えた、「個の力」

を引き出す路線に修正しなければなりません。 

 そこで求められる外国語能力とは、「外国語能力の

向上に関する検討会」（文部科学省設置の審議会のま

とめ）によると、異なる国や文化の人々と臆せず積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、

相手の意図や考えを的確に理解し、自らの考えに理

由や根拠を付け加えて、論理的に説明したり、議論

の中で反論したり相手を説得したりできることとし

ています。具体的には、スピーチ、プレゼンテーシ

ョン、ディベート、ディスカッションを取り入れる

ことで、学校教育全体で思考力、判断力、表現力の

育成を図り、その際特に外国語の授業が変わること

で、学校の授業全体の改善に資することが期待され

るとしています。 

 とりわけ高等学校においては、「授業は英語で行う

ことを基本とする」ことが求められていますが（解

説書では「必要に応じて日本語で授業することも考

えられる」とされています）、その際、英語力と並行

して必要となるのが、学習者を内向きから外向きに

仕向ける教師の授業力、特に発問力でしょう。そこ

で参考になるのが、European Portfolio for Student 

Teachers of Languagesの自己評価 Can-do リスト

です。 

たとえば、Speaking/Spoken Interaction では、I 

can create a supportive atmosphere that invites 



learners to take part in speaking activities; I can 

evaluate and select meaningful speaking and 

interactional activities to encourage learners of 

differing abilities to participate; I can evaluate 

and select meaningful speaking and interactional 

activities to encourage learners to express their 

opinions, identity, culture.など、積極的に生徒の発

言を促し、「外向き志向」を促すような発問項目があ

げられており、示唆に富む内容となっています。 

 このように教育界の外向き志向がますます推進さ

れる流れを受けて、KELES においても、たとえば

研究大会における「英語セッション」の実施などに

ついても今後検討していくとともに、情報の提供を

行ってまいりたいと存じます。そのことにより、

KELES の外向き志向がこれまで以上に促進される

ことを祈念しております。 

2011年度関西英語教育学会総会報告 

開催日：2011年6月4日（土） 会場：関西大学・千里山キャンパス 

2011年度総会では，2010年度活動報告および決

算報告，会計監査報告，2011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. 2010年度活動報告 

活動報告

(1)研究大会等 

◆関西英語教育学会 春季研究大会 

日程：2010年6月5日（土）13：00～16：35 

場所：京都教育大学 藤森キャンパス 

ワークショップ：「小学校高学年から中学校入門期

の英語指導―音声･文字･コミュニケーション活

動を中心に―」  

講師：田縁眞弓先生（立命館大学（非）） 

演題：「英語リーディングの科学:『読めたつもり』

の謎を解く」 

講師：卯城祐司先生（筑波大学大学院） 

◆関西英語教育学会 夏季研究大会 

日程：2010年8月6日（金）13：00～17：00 

場所：関西大学 千里山キャンパス 

内容：研究発表11件、ワークショップ1件 

ワークショップ：「『英語授業自己診断テスト』で

2 学期から授業改善」講師：鈴木寿一先生（京

都外国語大学） 

◆第36回全国英語教育学会 大阪研究大会 

期日：平成22（2010）年8月7日（土）・8日（日） 

会場：関西大学 千里山キャンパス 第1学舎 

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） 

後援：大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺

市教育委員会、吹田市教育委員会 

担当地区学会：関西英語教育学会 

第36回全国英語教育学会 大阪研究大会実行委員

会：全国英語教育学会会長 瀬川俊一（京都府

立大学名誉教授）／大阪研究大会実行委員長   

吉田信介（関西大学）／大阪研究大会副実行委

員長  有本 純（関西国際大学）、吉田晴世（大

阪教育大学）大阪研究大会事務局長  横川博一

（神戸大学） 

発表件数：自由研究発表・事例報告・ポスター発

表256件，特別講演1件、ランチョンセミナー

4件、ワークショップ2件，フォーラム6件，

シンポジウム1件） 

参加者数：約987名 

 

(２)セミナー・共催行事 

◆関西英語教育学会 第20回セミナー 

日時：2010年11月28日（日）13:00～17:00 



会場：大阪教育大学 天王寺キャンパス 

テーマ：あたらしい英語リーディングの授業をめ

ざして－「読む」力を育てる  

講師：吉田晴世先生（大阪教育大学）、高見砂千先

生（大阪市立大正東中学校）、平尾一成先生（大

阪府立寝屋川高等学校）、泉惠美子先生（京都教

育大学）、横川博一先生（神戸大学） 

◆関西英語教育学会 第21回セミナー 

日時：2010年12月23日（木・祝）13:00～17:00 

会場：京都教育大学 

テーマ：英語教育とストラテジー：小中高大の授

業にどう生かすか 

講師：若本夏美先生（同志社女子大学）、松岡恵香

先生（同大学院生）、藤村まゆみ先生（大阪府箕

面市立第四中学校）、滝澤伊都子先生（元滋賀県

立大津高等学校）、泉惠美子先生（京都教育大学） 

◆関西英語教育学会 第22回セミナー 

日時：2011年1月29日（土）12:45～17:20 

会場：天理大学 杣之内キャンパス 

テーマ：「世界に繋がる英語教育」―技能習得を超

えた英語教育の可能性を探る― 

講師：森住衛（桜美林大学大学院、前大学英語教

育学会会長）、廣島美和（高田市立高田中学校）、

吉川佳靖（奈良県立二階堂高校）、山本真司（天

理大学地域文化学科）、井上昭洋（天理大学地域

文化研究センター）、Steve Cornwell（大阪女学

院大学） 

共催：天理大学、Nara JALT，NET Forum（奈

良英語授業研究会） 

◆第14回卒論修論研究発表セミナー 

日時：2011年2月12日（土） 

会場：関西国際大学 尼崎キャンパス 

発表件数：卒業論文23件、修士論文22件 

スペシャル・トーク：「（私的）SLA研究とのつき

あい方」門田修平（関西学院大学） 

共催：大学英語教育学会関西支部、外国語教育メ

ディア学会関西支部  

後援：関西国際大学 

(３)広報、発行 

◆学会ニュース・レター：年3回発行（5月、1月、

3月） 

◆電子メールによる情報提供の開始 

(４)刊行物 

◆紀要『英語教育研究』第 34 号刊行（紀要編集委

員会）2011 年 3月 31日発行／掲載論文 11 編採

択：研究論文7編、実践報告4編（投稿数14編） 

(5)会議等 

◆幹事会：6月5日、8月1日、12月23日、3月

13日 

◆全国英語教育学会第36回大阪研究大会実行委員

会：4月29日、6月5日、8月1日、8月6日、

9月26日 

◆全国英語教育学会理事会：8月6日、3月26日 

◆紀要編集委員会：随時メール会議 

※ その他，随時，メール幹事会議および幹事会お

よび紀要編集委員長による臨時会議を実施した。 

2010年度決算報告 

2010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。

2０１０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 2,593,661 2,593,661  

学会費 3,000,000 3,051,000 一般会員（全国とも）@7,000×295名 

一般会員（関西のみ）@5,000×85名 

全国のみ2,000円×2名 

学生会員（全国とも）@5,000×79名 

学生会員（関西のみ）@3,000×14名 

賛助会員 @12,000×10件 

（過年度未払い分および次年度支払分を

含む） 



参加費 300,000 344,500 関西英語教育学会第14回、第15回研究

大会、KELESセミナー、第14回卒論・

修論研究発表セミナー 

論文集販売 40,000 33,000 紀要DVD＠3,000×3枚＋＠6,000円×3

枚、紀要論文SELT@3,000円×2冊 

その他 15,000 2,412 利子 

合 計 5,948,661 6,024,573  

       支出の部 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 内  訳 

通信費 500,000 253,447 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） 

研究費 1,150,000 577,223 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 550,000 253,900 学会紀要、第 14 回卒論・修論研究発表

セミナー論文集、はがき印刷 

会議費 150,000 170,495 会議諸経費（会場費、アルバイト雇用、

その他） 

交通費 300,000 129,800 全国理事会旅費、幹事会旅費 

事務費 300,000 250,523 文具代、コピー代、用紙代、インク代、

その他 

全国年会費 600,000 590,000 2,000円×295名 

雑費 50,000 0  

予備費 500,000 0  

次年度繰越金 1,848,661 3,799,185 第 36 回全国英語教育学会大阪研究大会

余剰金を含む 

合 計 5,948,661 6,024,573  

 

2．2011年度活動計画 

(1)2011年度役員体制 

評議員および評議員会が廃止され、理事および理

事会を新たに設置することが承認されました。また、

紀要編集委員長の幹事兼務が解除されました。 

(2)関西英語教育学会2011(平成23)年度役員一覧 

 次項を参照下さい。 

(3)学会規定の一部改正について 

◆関西英語教育学会規約 評議員および評議員会

の廃止、理事および理事会の設置。紀要編集委員

長の幹事兼務を解除に伴い，第8条，第13条，第

15条，第16条，第18条，第19条の一部が改正

されました。 

◆関西英語教育学会紀要『英語教育研究』発行規定 

掲載論文が，「研究論文」および「研究ノート」の

2 種類となったことに伴い，主として，第 2 条，

第4条，第5条，第7条が改正されました。 

◆関西英語教育学会紀要『英語教育研究』投稿要領 

上述の改正に伴い，投稿要領の第 1条，第 2 条，

第 3 条が改正されました。また，2012（平成 24）

年度刊行予定の第36号から，投稿期限が10月末

日から8月末日に変更されることが決定しました。

これに伴い，投稿要領の第 5 条が改正されること

となりました。 

(4)研究大会等 

◆関西英語教育学会第16回研究大会 

日程：2011年6月4日（土） 

場所：関西大学 千里山キャンパス 

ワークショップ：「教科書を活用して統合的な授業

を行う」講師：磯田貴道先生（広島大学） 

シンポジウム：「数値目標至上主義の時代をどう

乗り越えるか？ ―本当に学習者のためになる

英語教育実践を続けるために」提案者：鈴木寿

一先生（京都外国語大学）、溝畑保之先生（大

阪府立鳳高等学校）、平尾一成先生（大阪府立

寝屋川高等学校） 



◆第37回全国英語教育学会山形研究大会 

期日：平成23年8月20日（土）・21日（日） 

会場：山形大学・小白川キャンパス（山形県山形

市小白川町1-4-12） 

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：東北地区英語教育学会 

(5)セミナー・共催行事 

 総会の時点では，日程および会場は未定であった

が，第23回セミナー，第24回セミナー，第15回

卒論修論研究発表セミナーの日程・会場は，以下の

通り決定しました。 

◆関西英語教育学会 第23回セミナー 

日程：2011年11月6日（日）開催 

会場：京都教育大学 

◆関西英語教育学会 第24回セミナー 

日程：2011年12月18日（土）開催 

会場：龍谷大学大阪梅田キャンパス 

◆関西英語教育学会 第25回セミナー 

日程：2012年1月28日（土）開催予定 

会場：天理大学（予定） 

◆第15回卒論修論研究発表セミナー 

日時：2012年2月11日（土・祝） 

会場：京都外国語大学 

(6)広報、発行 

◆学会案内パンフレットの作成 

◆ニュース・レター 年 5回発行（5月、7 月、10

月、12月、3月の予定） 

(7)紀要『英語教育研究』 

◆第35号刊行（紀要編集委員会） 

(8)会議 

◆幹事会：4月、7月、9月、12月、3月 

◆理事会：7月、9月、12月、3月 

◆紀要編集委員会：11月，1月 

(9)新規事業 

◆「課題研究プロジェクト」の設置（平成 23 年度

から発足予定，1～2件程度） 

◆「授業研究プロジェクト」の設置（平成 24 年度

から発足予定） 

◆「研究会」（仮称）の設置（平成24年度から発足

予定） 

◆学会会員情報誌KELES JOURNAL（仮称）の刊

行（平成24年度以降刊行予定） 

※規定作成および詳細は，今後理事会で検討する

こととする。 

2010年度予算案 

2011 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。 

 

2011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 3,799,185  

学会費 3,000,000 全国英語教育学会会費を含む 

参加費 340,000 関西英語教育学会第16 回研究大会、KELESセミナー、第15回

卒論・修論研究発表セミナー 

論文集販売 40,000 紀要 DVD、学会紀要 SELT、卒論・修論研究発表セミナー予稿

集 

その他 15,000 寄付、利子、展示料、論文コピーサービス、その他 

合 計 7,194,185  

 

支出の部 



項  目 前年度決算額（円） 予算額（円）   内  訳 

通信費 253,447 500,000 各種郵送代（ニューズレター、学会紀要、

その他） 

研究費 577,223 600,000 講師謝礼、作業補助謝礼（研究大会、各種

セミナーなど）、研究プロジェクト経費 

印刷費 253,900 650,000 学会紀要，第 15 回卒論・修論研究発表セ

ミナー論文集、ニュース・レター、その他 

会議費 170,495 250,000 会議諸経費（幹事会、理事会、会場費、そ

の他） 

交通費 129,800 150,000 全国理事会旅費、幹事会旅費、その他 

事務費 250,523 150,000 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 590,000 600,000 2,000円×300名 

雑費 0 0  

予備費 0 0  

次年度繰越金 3,799,185 4,294,185  

合 計 6,024,573 7,194,185  

 

関西英語教育学会 2011年度役員一覧 

会  長  吉田  信介 （関西大学） 

副  会 長  鈴木  寿一 （京都外国語大学） 

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） 

事務局長  横 川  博 一 （神戸大学）（※副会長兼務） 

紀要編集委員長 有 本  純  （関西国際大学） 

幹   事  泉 惠美子 （京都教育大学） 

     佐 久  正秀 （大阪信愛女学院短期大学） 

     里 井 久輝 （龍谷大学） 

橋 本  健一 （近畿大学） 

     平 井  愛  （京都精華大学） 

大 和 知史 （神戸大学） 

理  事  赤 松 信彦* （同志社大学） 

今 井 裕之 （兵庫教育大学） 

 

大嶋 秀樹* （滋賀大学） 

門 田  修平  （関西学院大） 

清 水  裕子  （立命館大学） 

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） 

溝 畑  保之* （大阪府立鳳高等学校） 

山本 玲子*（京都教育大附属中学校） 

籔 内   智  （京都精華大学） 

吉田 晴世 （大阪教育大学）      

紀要編集委員 籔 内   智  （京都精華大学） 

吉 田 晴世 （大阪教育大学） 

会計監査  嶋林 昭治 （龍谷大学） 

吉田 真美 （京都外国語大学） 

※任期は､平成22～23年度の2年間（*印のついた委員の

任期は平成23～24年度）です。同職位内では50音順。



関西英語教育セミナー（第 23回・第 24回）のご案内 

関西英語教育学会では、下記のセミナーを開催致

します。多くの先生方のご参加をお待ちしておりま

す。詳しくは、学会ホームページおよび別紙案内を

ご覧下さい。 

◆関西英語教育学会 第23回セミナー 

日程：2011年11月6日（日） 13:00～16:40 

会場：京都教育大学 藤森キャンパス 

テーマ：英語コミュニケーション能力の基礎を 

どう育成すべきか？ 

プログラム：「生徒の間違いを減らしませんか－

Intake Readingのすすめ－」 斉藤栄二先生（京

都外国語大学・教授）「コミュニケーションに活

かす文法指導―意味順指導法の提案―」    

田地野彰先生（京都大学・教授）「思考力と表現

力をつなげる協同的な言語学習」今井裕之先生

（兵庫教育大学・准教授） 

参加費：会員無料，非会員1,000円 

事前登録：当日参加歓迎，できるだけ事前登録を

お願いします。 

http://keles.web.infoseek.co.jp/seminar/23/ 

◆関西英語教育学会 第24回セミナー 

日程：2011年12月18日（土） 13:00～16:40 

会場：龍谷大学 大阪梅田キャンパス 

テーマ：英語音声指導を成功させるためにできる

こと 

プログラム：「英語音声指導のポイント：関連分野

の研究成果をふまえて」門田修平先生（関西学

院大学・教授） 「実践！英語のリズム・イント

ネーションの指導」 大和知史先生（神戸大学・

准教授） 「楽しみながら教えよう！英語の発音

のしくみ」里井久輝先生（龍谷大学・准教授） 

参加費：会員無料，非会員1,000円 

事前登録：当日参加歓迎，できるだけ事前登録を

お願いします。 

http://keles.web.infoseek.co.jp/seminar/24/ 

 

 

 

学会事務局からのお知らせ 

 

◆学会誌『英語教育研究』(SELT) 

第35号投稿論文を募集しています 

関西英語教育学会（KELES）では，学会誌『英語教

育研究』第35号への論文投稿を、下記の通り募集して

います。 

規定にしたがい、2011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 37 回山形

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。 

また、発行規定および投稿要領の一部が改正されて

いますので、詳しくは学会ホームページをご覧くださ

い。会員の皆様の多数のご投稿をお待ちしております。

主な改正点は次の通りです。 

(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。 

(3) テンプレートが変更されました。英語・日本語

の場合とも、ページ設定は横全角 40 字、縦 40

行とする。マージンは、上 25mm、下 20mm、

左右30mmとする。 

○投稿受付締切 

2011年10月31日（月）（日本時間 23:59厳守） 

○投稿にあたっての注意 

(1) 学会ホームページの投稿要領を熟読して下さい。

投稿要領のテンプレート（英語・日本語）を使用

して、原稿を作成して下さい。 

(2) 論文投稿者（共著の場合は、代表者）は，投稿

論文を「論文投稿フォーム」から、必要な情報を

入力の上、投稿論文ファイルを添付して送信して

下さい。詳細はフォームでご確認ください。 

(3) 投稿受付が完了したら、その旨自動返信されま

す。受付完了の自動返信メールが届かない場合は、

問い合わせフォームにてご連絡下さい。 

◆10周年記念紀要DVD 販売中! 

『英語教育研究』（第1号～第28号）と『卒論・修

論研究発表セミナー発表論文集』（第1回～第9回）を

すべて電子化いたしました。KELES の歩みの記録と

して、また，英語教育研究の必携情報レポジトリとし

て、ぜひお手元におそろえください。 

◇申込方法：学会ホームページのご購入申込みフォ

ームをご利用下さい。 

◇販売価格：会員価格 3,000 円，非会員価格 6,000

円（送料込） 

◇DVD代金振込先：年会費振込先と同じです。 

◆学会費納入のお願い 

2011年度分の学会費が未納の方は、納入をお願いし

ます。また、2010年度分までの学会費が未納の方は至

急納入をお願いいたします。学会紀要『英語教育研究』

等は、納入が確認され次第発送させていただきます。    

【振込先】 

郵便振替先口座番号： 00910-7-39666 

振替先加入者名： 関西英語教育学会 

なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場

合は、以下の要領でお振り込みください。 

振込・振替先金融機関： ゆうちょ銀行 

振込・振替先支店： ゼロキュウキュウ（099支店） 

預金種目： 当座預金 

振込・振替先口座番号： 0039666 

受取人名： カンサイエイゴキョウイクガッカイ 

◆各種お問い合わせ 

入会・退会、住所・所属等変更、メールアドレス登録

変更などのお問い合わせには、学会ホームページの各

種フォームをご利用下さい。 

 

会費納入・入会・退会に関するお問い合わせ 

内容に応じて、学会ホームページ「会計関係お問い

合わせフォーム」、「名簿関係お問い合わせフォーム」

をご利用下さい。 

学会紀要に関するお問い合わせ 

学会ホームページ「紀要関係お問い合わせフォーム」

をご利用下さい。 

その他学会全般に関するお問い合わせ 

学会ホームページ「事務局お問い合わせフォーム」

をご利用下さい。 

 

 

 

 

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

http://keles.web.infoseek.co.jp/selt/#selt_sg
http://keles.web.infoseek.co.jp/selt/#selt_tp
http://keles.web.infoseek.co.jp/selt/#selt_sf

