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予期せぬ時のために
副支部長

小栗裕子

新学期が始まり、会員の皆様もきっと緊張した
日々をお過ごしのことでしょう。特に最初の授業は、
学生だけでなく教員も気を使います。それがうまくい
けば、後は余程のことがない限り半年あるいは 1 年そ
の雰囲気のまま教えることができるからです。
ところで突然ですが、みなさんは使用中の LL 教
室や CALL 教室、またはパワーポイントなどの機器が
急に使えなくなったらどうされますか。そんなことは
今の日本ではありえないから大丈夫、と思われている
のではないでしょうか。
私事ですが、そんな全く予期しなかったことが先
日突然起こりました。それも新学期が始まって２回目
の授業中にです。いつもより念入りにレッスンプラン
を立てて、授業に臨みました。 LL 教室です。９時に
授業が始まり、新入生達がまだ緊張して座っています。
初回の授業で説明が足らなかった内容を話していた
ところに、TA が青ざめた顔で入ってきました。
「先生、
10 時から 90 分程停電で、電気が全く使えなくなりま
す」と言うのです。
「そんな…」と私は絶句しました。
最後の 40 分間をリスニングに予定していたからです。
MD は使えない、どうしよう、と私は焦りました。こ
んなことはそれまで起こったことがありません。窓が
片面のみにある教室で何ができるのかを必死で考え
ました。そして思いついたのが、 “Stand in Line” と
いう活動でした。
予定していたリスニングを早めて、10 時までに終
えました。さあ、それからが問題の活動です。教室が
あまり明るくなくても実践可能です。 まず、クラス
を２つのグループに分けます。そして、When is your
birthday? と質問し、学生の興味をこちらに向けます。
OK, now I would like you to stand in line according to
your birthday, January here (pointing to the place where
they should stand) and December there. と言って、グル
ープ内で誕生日を聞き合い、生まれた月日の順に並ぶ
ように説明をします。学生が理解できるまでゆっくり
と指示をし、“Go! ” で始めます。お互いに英語で
birthday を尋ね合うことを期待していたのですが、中
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には手を上げて “Christmas, Christmas”と叫んでいる
学生がいました (その学生はその日に名前と誕生日
を覚えてしまいました)。 5 分程で１グループ 15 人の
列が完成しました。 これからが教師の出番です。確
認のため早く並んだグループから学生の誕生日を聞
いていきます。“April 11th”と答えたが学生がいました。
２日前です。彼に向かって、“Oh, Happy Birthday!” と
言い、今度はグループ全体に対して片手で歌うように
促すと、もうひとつのグループも加わって “Happy
birthday to you…” の合唱になりました。あ、うまくい
った、ほっとした瞬間です。
これは “warm-up” の一つで、以前英国の研修先で
学んだものの応用です。その時は “What time did you
go to bed last night?”と “What time did you get up this
morning?” の 2 つの質問で、早く休んだ人あるいは起
きた人の順に列を作る活動を実際に行いました。これ
らは高度な英語でもありませんし、考えなければ答え
られない質問でもありません。また返答によって、お
互いを比較や評価することもありません。むしろクラ
スメートの誕生日や生活（朝型か夜型あるいはどこか
ら通学しているのか）を知ることにより、親近感が増
すのではないでしょうか。実際この活動後、クラスの
雰囲気が初回よりかなり和やかになりましたし、教員
との距離も近くなった気がします。
帰りの電車で一緒になった同僚と、その日の「停
電」が話題になりました。情報工学の先生は、準備し
て行ったパワーポイントが全く使用できなくて散々
だった、と残念そうな顔で言われました。数学の先生
は、いつも黒板で説明しているので問題なかったとい
うことでした。数学は、どのように考えるのか先生が
黒板に書く数式を見ながら学生が学んでいくので、こ
の方がいいのだそうです。もちろん私は、停電でも英
語を使ってできることを急遽考えて行ったと報告し
ました。
このようなことはもう起こってほしくありません
が、万一に備えてまた新しい「情報」を得ることに努
めようと思います。申し遅れましたが、これから野口

◆教材開発研究会
代表：岡本由紀子（関西外国語大学非常勤）
okmtyukiko@yahoo.co.jp
副代表：仁科恭徳（立命館大学非常勤講師）
yasunori.nishina.yn@googlemail.com
◆リスニング研究会
代表：津村修志（大阪商業大学）
shoooz@excite.co.jp
副代表：笹井悦子（桃山学院大学非常勤）
esasai@muf.biglobe.ne.jp
◆リーディング研究会
代表：氏木道人（関西学院大学）
dai-511@kwansei.ac.jp
副代表：山科美和子（関西学院大学）
miwayms@kwansei.ac.jp
◆ライティング指導研究会
代表：久留友紀子（愛知医科大学）
kuru@aichi-med-u.ac.jp
副代表：金志佳代子（兵庫県立大学）
kinshi@biz.u-hyogo.ac.jp
◆英語教育総合研究会
代表：成田一（大阪大学）
narita@lang.osaka-u.ac.jp
副代表：川越栄子（神戸市看護大学）
kawagoe@tr.kobe-ccn.ac.jp

支部長のもとで、主に紀要の編集を担当いたします、
小栗裕子です。今年度の募集要項については、次号で
お知らせする予定です。皆様には６月 19 日の春季大
会でお会いできますことを楽しみにいたしておりま
す。

■支部研究会のご案内
支部研究会のご案内■
支部研究会のご案内
JACET 関西支部では 10 研究会が活発に活動して
います。以下に、本年度の各研究会名、代表・副代表
者名、代表・副代者連絡先を紹介します。各研究会で
は原則として、常時、新入会員の申込みを受け付けて
おりますので、興味・関心のある研究会がありました
ら、お気軽に各研究会の代表者までご連絡ください。
また、最新の活動情報は JACET 関西支部 HP にてご
確認ください。
JACET Kansai Chapter has the following ten Special
Interest Groups (SIGs) that meet regularly. Some of the
SIGs have been in operation for more than ten years but
according the JACET policy, they are run as two-year
projects, being renewed every two years with new
leaders. For more information, refer to
http://www.jacet-kansai.org/kenkyukai.html.

◆文学教育研究会
代表：吉村俊子（花園大学）
ty3asy@mbox.kyoto-inet.or.jp
副代表：坂本輝世（同志社大学非常勤）
kiyosakamoto@gmail.com
◆学習英文法研究会
代表：甲斐雅之（京都女子大学）
kai@kyoto-wu.ac.jp
副代表：日野上福枝（関西大学大学院生）
73fukue585@gmail.com
◆英語力指標研究会
代表：牧野眞貴（近畿大学）
mackey@jus.kindai.ac.jp
副代表：フィゴー二啓子（武庫川女子大学非常勤）
keikofigoni@gmail.com
◆ESP 研究会
代表：新田香織（近畿大学）
nittakaori@socio.kindai.ac.jp
副代表：桐村亮（立命館大学）
kirimura@fc.ritsumei.ac.jp
◆海外の外国語教育研究会
代表：河原俊昭（京都光華女子大学）
nrj43093@nifty.com
副代表：中村秩祥子（龍谷大学非常勤）
chisakoiga@yahoo.co.jp

■ 2010 年度春季大会のお知らせ ■
2010年度 JACET 関西支部春季大会は、6 月 19 日
（土）に同志社女子大学（今出川キャンパス）にて開
催されます（発表申込は4月18日に締め切りました）。
The JACET Kansai Chapter Spring Conference will
be held on June 19th at Doshisha Women’s College of
Liberal Arts, Imadegawa Campus. There will be
workshops, colloquia, research reports, application
reports and posters.
■ 2010 年度秋季大会の発表募集要項 ■
2010 年度 JACET 関西支部秋季大会は、11 月 27
日（土）に開催される予定です（会場未定）。この大
会ではワークショップ・コロキアム・研究発表・実践
報告・ポスター発表を以下のように募集致します。
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 5 分、合計 25 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 分になっています。
3. 発表募集は、8月中旬～9月上旬を予定して、JACET
関西 HP (http://www.jacet-kansai.org) にて行いま
す。応募をお考えの方は、ご確認下さい。
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第２回：2010 年 10 月 2 日（土）
教材開発研究会による講演会
（場所：神戸国際会館予定）
第３回：2011 年 3 月 5 日（土）
招聘講師（未定）による講演会

The 2010 Fall Conference of the JACET Kansai
Chapter will be held 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.
Refer to details at the JACET Kansai Chapter
home page (http://www.jacet-kansai.org).

（場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス予定）

---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--要旨などの詳細は、開催が近づきましたら支部 HP
に掲載致しますのでご覧下さいませ。
The JACET Kansai Chapter will hold three
lectures in this academic year as follows:
- 1st lecture meeting by Research on Foreign
Language Education Abroad SIG on July 24th at
Campus Plaza Kyoto
(http://www.consortium.or.jp/cmsfiles/contents/000
0000/368/map.gif).
- 2nd lecture meeting by Materials Development
Group on October 2nd at Kobe International House
(http://www.kih.co.jp/index.php).
- 3rd lecture meeting by invited speakers on March 5th,
2011, at Kwansei Gakuin University, Osaka Umeda
Campus
(http://www.kwansei.ac.jp/Contents?cnid=5743).
Refer to details at the JACET Kansai Chapter home
page (http://www.jacet-kansai.org).
Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No need
to pre-register.

■ 第 1 回講演会のお知らせ
回講演会のお知らせ ■
2010 年度の第 1 回講演会を下記の要領で開催いた
します。会員の皆様は奮ってご参加ください。
The first lecture meeting by Research on Foreign
Language Education Abroad SIG will be held as
follows:
日時： 2010 年 7 月 24 日（土）3 時 30 分～5 時 00 分
July 24th, 15:30-17:00
場所： キャンパスプラザ京都
At Campus Plaza Kyoto
形式：海外の外国語教育研究会企画による講演会
Lecture meeting by Research on Foreign
Language Education Abroad SIG
タイトル：「ヨ－ロッパにおける言語政策の最近の動
向」
Recent Development of Language Policy in
Europe
発表者：橋内 武（桃山学院大学）
Takeshi Hashiuchi
(Professor of Applied Linguistics School of
Liberal
Arts
and
International
Studies
Momoyama Gakuin University)
司会者：河原俊昭（京都光華女子大学）
T. Kawahara
(Kyoto Koka Women's University)
※ 要旨などの詳細は支部 HP をご覧ください。
資料代：会員―無料、非会員―500 円
申込：事前申込は不要です。直接会場にお越し下さい。
Refer to details at the JACET Kansai Chapter home
page (http://www.jacet-kansai.org).
Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No need
to pre-register.

■ 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
必ずご連絡ください。なお、関西支部
関西支部
必ず
では名簿の作成・管理は行っておりません。ご異動
では名簿の作成・管理は行っておりません
等のご連絡は、下記の本部事務局までお願い致します。
本部事務局メールアドレス：jacet@zb3.so-net.ne.jp
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).

■ JACET 関西支部開催講演会のお知らせ
関西支部開催講演会のお知らせ ■
JACET 関西支部では、下記の通り、年 3 回の講演
会を予定しております。
---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・---・--第１回：2010 年 7 月 24 日（土）
海外の外国語教育研究会による講演会
（場所：キャンパスプラザ京都）
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