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巻頭言
支部長挨拶
植松 茂男（同志社大学）
新型コロナウイルス（Covid-19）のパンデミック化
により、多くの大学でご承知の通り春学期の全ての授
業をオンラインすることになりました。この決定に対
して、皆様や学生さんは、少なからず不安を感じてお
られることでしょう。少人数で教員と学生が議論しあ
いながら講義を進めることが、今日の英語授業の主流
でありますから、御懸念はもっともなことです。しか
しながら、この新型コロナウイルスにより日本、そし
て全世界で混乱が続いています。終息が全く見えず、
有効な治療法や薬についても、目処が立たない状況が
続いています。
われわれ教員の最優先事項は学生の安全を確保す
ることであり、それはすなわち、対面以外の方法で効
果的に授業を実施することであります。私は関西支部
の先生方が教育者としての責務に基づき、日々最善の
努力を尽くしておられることと信じております。
このような状況でありますので、本年度9月8日から
同志社大学で開催予定であった、「第59回JACET国際
大会」の中止、また6月20日開催予定であった第1回支
部講演会も中止となりました。参加者の安全を最優先
に考え、断腸の思いで決断に至りましたことを、よろ
しくご理解ください。その上で、今後しばらく学会活
動（SIGも含め）を継続するための最善の手段がオン
ライン会議であることについてもご理解ください。
このような困難な時こそ、我々の真価が問われます。
これをただ単に艱難として捉えるのか、もしくは、成
長するチャンスと捉えるのかは、われわれの心構え次
第です。ぶれることのない信念を持って、困難に敢然
と立ち向かえば、それを糧に新たに成長できると思い
ます。この苦境を是非支部一体となって乗り越えま
しょう。
10月17日に開催予定の、2020年第2回支部講演会で
皆様と再会できますことを、心から楽しみにしていま
す。
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This is Shigeo Uematsu, President of JACET Kansai
Chapter. Due to the COVID-19 pandemic, most
universities and colleges have decided to offer all of
spring 2020 courses online, as announced on their
websites. I am sure that many of you and your students
might feel anxious about the decision. It is natural to feel
so since one of the most significant features of English
Language Teaching today is its small classes with
discussion as the major teaching style. However, this
cannot be realized with the novel coronavirus causing
very difficult situations all over Japan and the world.
With no definite cure or medicine to defeat the virus yet,
the situation is unpredictable.
Student safety being the top priority means that we
need to find other ways to effectively deliver our courses.
I am certain that all of our Kansai Chapter members are
doing their best to fulfill their responsibilities as
educators.
Under these circumstances, the 59th Kyoto
International Convention (from September 8th) as well
as the 2020 first Chapter Lecture Meeting (for June 20th)
have been cancelled. I hope you all can understand that
these difficult decisions were based on the priority of
your safety. We also hope that you will understand that
offering meetings (including SIGs) online will be the
best method to sustain academic activities under these
conditions.
This is a time when our true value is being tested. It is
up to us whether we consider this difficulty as a painful
event or as an opportunity to grow to be better people.
We should adhere to the principle that those who face
difficulties can use them as tools for personal growth. As
peers, we can overcome this pandemic together. Let us
gain a complete victory together.
We are looking forward to seeing you at the October

■ 2020 年度 JACET 関西支部大会 ■

17th Second JACET Kansai Chapter Lecture and
meetings in the fall.

2020 年度の支部大会は、オンデマンド形式による
オンライン動画配信にて開催されます。発表（研究発
表、実践報告）の募集期間は、7 月 17 日（金）〜 8
月 29 日（土）です。発表に採択された応募者には発
表動画（20 分）を各自作成して頂きます。奮ってご応
募下さい。（応募時に動画を提出頂く必要はございま
せん。）

■ 今年度のイベント・カレンダー ■
今年度に予定されている JACET 関西支部の活動で
す。是非ご予定ください。
日時
(Date)
2020/6/20

2020/9/30

2020/10/17

2020/11/14

2021/3/20

2021/3/31

行事・概要
(Event)
第 1 回支部講演会・支部役員会＠神戸
国際会館
Kansai Chapter 1st Lecture Meeting /
Chapter Board Meeting, Kobe International
House
支部講演会は中止。支部役員会はオン
ラインで開催
『JACET Kansai Journal（JACET 関西支
部紀要）
』23 号投稿原稿締切
The deadline to submit a paper for JACET
Kansai Journal, No. 23
第 2 回支部講演会・支部役員会＠同志
社大学 今出川キャンパス（予定）
Kansai Chapter 2nd Lecture Meeting /
Chapter
Board
Meeting,
Doshisha
University, Imadegawa Campus
支部大会・支部総会オンライン開催，11
月 14 日（土）～21 日（土）（予定）
Kansai Chapter Conference / Chapter
Annual Meeting, Online
第 3 回支部講演会・支部役員会＠関西
学院大学 梅田キャンパス（予定）
Kansai Chapter 3rd Lecture Meeting /
Chapter Board Meeting, Kwansei Gakuin
University, Umeda Campus
『JACET Kansai Journal（JACET 関西支
部紀要）
』23 号刊行
Publication of JACET Kansai Journal, No.
23

日時：2020 年 11 月 14 日（土）～11 月 21 日（土）
（予定）
方法：インターネットによるオンデマンド動画配信
大会テーマ：「変化の時代を生きる英語教育 2：テク
ノロジーと Well-Being」
2020 年は新型コロナウイルス感染症例のニュース
に始まり、その後感染拡大がグローバルな規模に拡が
り、現在も我々の生活に影響を与え続けています。そ
のような中、2020 年はインターネット技術を用いた
非対面式の遠隔授業が急速に広まり、その拡充が国際
的な規模で急務となった年です。大学英語教育に携わ
る我々が、新しい形態で授業を効果的に行う準備が出
来ていたのか、と問われれば、英語教育者の多くが即
答に困るのではないかと思われます。従来、対面形式
による情報の伝達と意志の疎通に重きを置いてきた
英語教育という分野においては、新型コロナウイルス
の感染拡大が我々の職場に強いた変化は莫大な社会
的及び個人的コストを伴うものである事は言うまで
もないことでしょう。
このような背景から、本支部大会では英語教育にお
けるインターネットを始めとするテクノロジーと、
我々の健康や幸福を象徴する Well-Being をテーマに、
研究発表と実践報告の場を提供する事に致しました。
これに際し、上記のテーマ及び大学英語教育に関連す
る発表の募集を行う事となりました。採択された発表
者には 20 分間に渡る発表動画を各自作成して頂き、
動画配信という方法で「発表」を行って貰います。英
語教育、テクノロジー、Well-Being 等をキーワードに
情報交換を行い、コロナ期とこれからの英語教育の進
展に寄与出来れば幸いです。

なお、上記イベントは、諸事情により、断りなく日
程・場所・内容等に変更が生じる場合がございます。
最新情報は支部ホームページ（http://www.jacet-kansai.
org/）にて随時更新しておりますので、ご確認くださ
い。

暫定プログラム
１．基調講演
２．特別講演 1
３．特別講演２
４．企画シンポジウム
５．実践報告・研究発表
６．出版社プレゼンテーション

Please check the Kansai Chapter website for specific
details: http://www.jacet-kansai.org/.
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Kansai Chapter 2020 Conference

Each selected applicant is to record and submit a 20minute video file that will then be shared among the limited
online viewers worldwide. We hope to contribute as much
as possible to the English language education in the Corona
era and thereafter.

Call for videos of research paper and practical report
presentations for the Kansai Chapter 2020 online
conference. The submission period for abstracts is July 17
(Friday) through August 29 (Saturday), 2020. Each
accepted applicant is to create a 20-minute video clip of
their presentation. We look forward to receiving your
abstracts. (Applicants are not asked to submit a video clip
at the time of application.)

Provisional Program Contents
１．Keynote Lecture
２．Special Talk 1
３．Special Talk 2
４．Invited Symposium
５．Practical Reports and Research Papers
６．Publishers’ Presentations

Date: November 14 (Saturday) – 21 (Saturday), 2020
(Subject to change)
Method: On-demand distribution of videos online
Conference Theme: English Language Education in a Time
of Rapid Change 2: Technology and Well-Being

■ 2019 度第 3 回支部講演会の報告 ■

The year 2020 began with the breaking news of the
emerging cases of Novel Coronavirus infection, the disease
that has subsequently caused a pandemic. Its impacts still
haunt us daily at various levels. In the midst of the COVID19 pandemic, 2020 is also the year during which the use of
non-face-to-face distance learning has rapidly been
disseminated on a global scale; as a result, the situation has
called for not only further availability of online education
to a higher number of people but also improvement of
distance learning in terms of quality as a means by which
educators deliver lectures and lessons to students. In effect,
ameliorating the quality of online learning suddenly
became one of the urgent issues for educators to deal with.
This tendency seems to be particularly pronounced for
educators of English language in Japan. Had we been asked
a question about the extent of our preparedness for the
online lectures and lessons we have provided since April
2020, many of us would have likely hesitated to give
affirmative and confident answers. In the field that has
conventionally placed emphasis on face-to-face
interactions and communications, it is evident that the
unexpected changes brought about by the COVID-19
pandemic have entailed tremendous social as well as
individual costs, particularly in work settings.
Given the aforementioned context in which we have
operated as professionals since April 2020, this online
conference—which takes the format of on-demand
dissemination of pre-recorded videos—aims to provide the
platform upon which English language educators can
present and share their findings and insights on general
topics of English language education at college level in
Japan. Furthermore, we are looking for presenters wishing
to address topics relevant to pedagogics of the English
language, “Technology,” and “Well-Being” in particular.

2019 年度第 3 回支部講演会は、新型コロナウィル
スの影響により、中止となりました。

Kansai Chapter Third Lecture Meeting of AY
2019
The Kansai Chapter Third Lecture Meeting of the 2019
academic year was canceled due to the COVID-19 outbreak.

■ 2020 年度第 1 回支部講演会のお知らせ ■
2020 年度第 1 回支部講演会は、新型コロナウィル
スの影響により、中止と決定されました。

Kansai Chapter First Lecture Meeting of AY
2020
Considering the impact of COVID-19, the organizing
committee have decided to cancel the JACET Kansai First
Lecture Meeting of 2020 academic year,

■ 第 59 回国際大会（京都、2020）のご報告 ■
9 月 8 日から 10 日に同志社大学新町キャンパスで
開催予定だった第 59 回国際大会（京都、2020）が中
止されることとなりました。この場をお借りし、約 2
年間の準備期間を経て中止が決定されるまでの経緯
をご報告させていただきます。
（JACET 国際大会組織
委員会には本部組織と支部組織があり、協力して大会
運営を行います。これ以降、それぞれ本部組織委員会
と支部組織委員会と記します。
）
第 59 回国際大会（京都、2020）については、2018
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年 11 月に同志社大学の中田賀之支部組織委員長と植
松茂男関西支部長を中心に準備委員会を立ち上げ、大
会の企画を始めました。5 回の準備委員会を経て、
2019 年 6 月に 44 名で構成され支部組織委員会を発足
し、本格的な準備を始めました。
2020 年 4 月上旬までに計 10 回の準備委員会および
支部組織委員会を開催しました。その間、寺内一会長、
内藤永・上田倫史国際大会担当理事が会場の下見に 2
度上洛されました。2020 年 3 月には佐藤雄大国際大
会担当理事も、会場の最終確認と、同志社大学の事務
部門および生協との打ち合わせに上洛され、詳細な打
ち合わせも行いました。国際大会組織委員会の本部と
支部のメンバーが、対面、電話、メール、Zoom 等で
緊密に連絡や意見を交わし、協力関係を築いていきま
した。
第 59 回国際大会（京都、2020）は、テーマを「英
語教育における『ウエルビーイング』― 学習者、教
師、社会の可能性を拓く―／“Well-being” in English
Education: Discovering the Possibilities for Learners,
Teachers, and Society」と決め、基調講演に Ema Ushioda
先生（ウォーリック大学）
、Le Van Canh 先生（ベトナ
ム国家大学ハノイ校）
、向後千春先生（早稲田大学）
をお迎えする予定でした。
外国語教授法、学習者心理、教育設計、教育工学、
教師教育・教員養成、言語評価、カリキュラム開発、
その他関連諸分野の教育・研究に携わる様々な立場の
方々に参加していただき、
「学習者」
「教師」および「社
会」という教育の原点に立ち戻る本質的なテーマにつ
いて議論を交わし、あるべき外国語教育の姿を浮き彫
りにする機会とすることが目指され、多くの企画が進
行していました。
準備は着々と整いつつありましたが、新型コロナウ
イルスの影響が次第に大きくなっていき、本部組織委
員会において、3 月 14 日に第 59 回国際大会（京都、
2020）実施の可否について検討し、オリンピックの判
断を参考とし、5 月末をめどに決定することにいたし
ました。ところが事態はさらに深刻化し、3 月 24 日
にオリンピック・パラリンピックの延期が発表されま
した。これらとほぼ同時期の開催となる第 59 回国際
大会（京都、2020）の開催の可否も至急検討する必要
が生じました。折しも、卒業式・入学式の中止が相次
ぎ、新年度開始が延期され、遠隔授業の実施が急遽検
討されていました。事態の深刻度が増し、植松支部長・
中田組織委員長が中心となって、本部組織委員会と緊
密に連絡を取り合いながら何度も検討を重ねました。
関西支部の意向をまとめるべく、支部組織委員会の
44 名の先生方に、2020 年 4 月 6 日から 8 日まで Web
上でご意向を尋ねるアンケートを実施しました。短期
間にもかかわらず、非常に多くの先生方から真摯で示
唆に富む回答をいただきました。
アンケートの結果、
「中止する（現時点で、準備を

全て停止する）
」とする意見が多数を占め、
「予定通り
実施の方向で進める」との回答の中にも、参加者の安
全の確保・感染防止体制の整備等の条件付き開催に準
ずる意見が多く見られました。代表的なご意見として、
研究の重要性は自明のこととしながら、自分を含めて
周りの人たちの健康に留意し、ほとんどの教員にとっ
て初めての経験となる遠隔授業の実施にあたり、担当
する学生の教育に尽力すべき時期ではないかという
ご指摘がありました。委員の先生方のご意見を踏まえ、
苦渋の決断ではありましたが、関西支部としては「中
止」との意見をまとめ、4 月 18 日に開催された本部
組織委員会に附議いたしました。その結果、中止が決
定され、理事会での審議を経て、4 月 20 日に中止が
正式に決定されました。
これまでの支部・本部組織委員会の先生方のご尽力
に心よりお礼申し上げます。また、第 59 回国際大会
（京都、2020）でご発表をご検討くださいました方々、
業者展示等を企画してくださっていた関係各位にも
心より感謝申し上げます。
最後に、3 月に刷り上がった第 59 回国際大会（京
都、2020）の（幻の）ポスターをご紹介します。作者
の静岡大学伊藤文彦先生（プロデザイナー）が、自作
の中でも最も気に入ったデザインとのことです。伊藤
先生がポスターに込められた思いは以下のとおりで
す。
▪個別のモチーフイメージ
英語教育 = 開催国の日本らしさ『aiueo AI 愛』+ i
の赤丸で日本国旗のイメージ
言語教育 = 言の葉 = Tree のシルエット
幸福
= 人物シルエット
▪作者コメント
英語教育=aiueo のシンプルな文字表現を全体のア
イキャッチに、Well-being の開催テーマに沿ったカ
ラーリングや多様な形の表現によって、視覚的にイン
パクトのあるポスターを目指しました。
デザインを専攻する学生の反応の中から、若者たち
への訴求効果が高いものを選びました。
JACET の国際大会ポスターは、実は第 59 回国際大
会（京都、2020）で初めて制作されました。大会テー
マの“Well-being”も今こそふさわしい視点ではない
でしょうか。皆様の記憶に残る大会の一つになれば幸
いです。
※次ページが国際大会ポスターデザインです。
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■ 紀要編集委員会より ■
令和になり初刊行の
『JACET 関西紀要』
第 22 号を、
2020 年 3 月下旬に刊行いたしました。今号の招待論
文として、2019 年度第 1 回支部講演会で講師をお務
めくださいました井佐原均先生（豊橋技術科学大学・
情報メディア基盤センター長）にご寄稿いただきまし
た。そのほか、研究論文 4 本、研究ノート 2 本、実践
報告 2 本を掲載しております。ご協力くださいました
査読委員の皆さまとご投稿くださいました皆さまに、
心より御礼申し上げます。
2020 年 7 月 1 日より、第 23 号の投稿受付を開始し
ております。この号より「実践研究」が新しい投稿種
別として設けられることになりました。実践研究とは、
「大学等における英語教育の実践研究に関する論文。
授業改善やカリキュラム改革などの実践について、先
行事例または理論的な背景を踏まえた理由づけと、具
体的根拠を持った実践の記述や省察を提示すること
により、教育改善や実践研究の発展に寄与する知見を
提供するもの」です。また、それを記念して、第 23 号
では、実践研究の専門家に招待論文をいくつかご寄稿
いただく企画を予定しております。
第 23 号の投稿方法や投稿要領は、支部ホームペー
ジ (http://www.jacet-kansai.org/submission.html) で 確 認
いただけます。学会活動も様々な制限が求められてい
る状況でございますが、支部紀要を通じて、研究・教
育実践の成果を活発にご発表いただきたく存じます。

Messages from JACET Kansai Journal
Editorial Committee
The first JACET Kansai Journal (JKJ) of the Reiwa
Period, JKJ No. 22, was published in late March 2020. This
issue contains one “Invited Paper,” contributed by Prof.
Hitoshi ISAHARA (Director of the Information and Media
Center at Toyohashi University of Technology at that time).
This paper was based on his presentation at the JACET
Kansai Chapter’s First Lecture Meeting last year. JKJ No.
22 also contains four “Research Papers,” two “Research
Notes,” and two “Practitioner Reports.” The Editorial
Committee would like to express its sincere gratitude to the
reviewers, who devoted much time and effort to the
reviewing process, and to the contributors.
We welcome your submissions for the next issue, JKJ No.
23, for which online registrations begins on July 1st, 2020.
From JKJ No. 23, “Practitioner Papers” will be newly
introduced, which is defined as “academic papers related to
practical research on English education at the tertiary or
other levels, which contain sufficient information of
theoretical background or previous practice examples, offer
innovative practices or provide concrete evidence to help

promote a deeper understanding of practices, and thereby
contribute to educational improvement and practical
research development.” In line with this, the next issue will
feature some articles contributed by specialists in
practitioner research.
The guidelines and requirements for submission
procedures are now aravilable at the Kansai Chapter
website (http://www.jacet-kansai.org/submission.html).
We now face various restrictions on academic
activities, but the Editorial Committee hopes you will
actively present your research and educational practices
through our journal.

■ 事務局より ■

Messages from Kansai Chapter
4 月 1 日より、支部事務局が龍谷大学今野勝幸研究
室に移りました。1 年間、何卒よろしくお願い申し上
げます。連絡先は本ニューズレターの冒頭をご覧くだ
さい。
本年度の体制は、植松支部長、高橋副支部長、照井
副支部長を中心として、総務幹事を今野・仁科恭徳先
生、財務幹事を三木浩平先生・松田紀子先生、紀要幹
事を阪上潤先生・斎藤倫子先生、広報幹事を鎌倉義士
先生・多田さおり先生が務めます。
本年度の研究委企画委員会では、委員長として内山
八郎先生、副委員長として原田洋子先生、細越響子先
生、赤尾美和先生、吉田諭史先生、ハーバート久代先
生にご就任いただくことになりました。
今年度は新型コロナウィルスの影響により、学会活
動に大きな変化を強いられております。しかし、この
新体制で協力し合いながら、新型コロナウィルスに負
けないよう、支部の活動を会員の皆様にとって有益か
つ、魅力的なものにしていきたい所存でございます。
心強い布陣で支部大会を盛り上げてまいりますので
皆様のあたたかいご理解とご支援をよろしくお願い
申し上げます。
2019 年度でご退任なさった先生方から、以下の
メッセージをいただきましたので、ご紹介いたします。
これまで支部のためにご尽力いただき、誠にありがと
うございました。この場をお借りして、心より御礼申
し上げます。

■ 退任のご挨拶 ■

Messages from Kansai Chapter Officers
Completing Their Term of Office
◎ 旧総務幹事：香林 綾子 先生（平安女学院大学）
JACET 関西支部の運営に総務幹事として務めさせ
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ていただきました。2018 年度と 2019 年度の 2 年間、
理事長・支部長・副支部長をはじめ、多くの先生方に
ご助言とご協力を賜りました。皆様には感謝の気持ち
でいっぱいです。支部講演、支部大会、幹事会、研究
企画委員会など、いつも楽しく参加させていただきま
した。深く感謝申し上げます。JACET 関西支部の益々
のご発展をお祈り申し上げます。

◎ 旧研究企画委員委員長：松田 紀子 先生（近畿大
学）
研究企画委員会では、2017 年から 2 年間は副委員
長、2019 年から 1 年間は委員長を仰せつかり、貴重
な経験をさせていただきました。昨年度の支部大会の
成功はひとえに副委員長の赤尾先生、内山先生、原田
先生、細越先生、村尾先生をはじめとする委員の先生
方、支部長をはじめとする幹事の先生方のご尽力の賜
物だと思います。皆様と有意義な時間を共有できた幸
運に感謝しながら帰路についたことは忘れられない
思い出です。有難うございました。

◎ 旧広報幹事：西 美都子 先生（京都大学）
広報幹事として二年間大変お世話になりました。至
らぬ点も多々あったかと存じますが、支部長、副支部
長、支部幹事、紀要編集委員、研究企画委員をはじめ、
皆様の温かいサポートのおかげで、任期を終えること
ができました。任期中はたくさんのことを学ばせてい
ただき、私の人生にとって貴重な経験となりました。
心より感謝申し上げます。これからは一会員として勉
強させていただきたいと思っております。JACET 関
西支部のご発展、皆様の更なるご多幸を心からお祈り
申し上げます。
◎ 旧財務幹事：宇佐美 彰規 先生（武庫川女子大学）
財務幹事として急遽 1 年間のみの担当となりまし
た。前回以上に、支部長、副支部長、支部幹事はじめ
研究企画委員の多くの先生方が協同で一つひとつの
企画、そして支部大会を作り上げていることに感動し
ました。関西支部の益々のご発展をお祈りいたします。
◎ 旧紀要幹事：坂本 輝世 先生（滋賀県立大学）
紀要幹事として２年間、貴重な体験をさせていただ
きました。編集委員の方々の真摯な議論、査読委員の
先生方の学問的な厳しさと温かさ、高橋編集長の緻密
で誠実な編集作業などに触れ、紀要発行という事業が
どれほど多くの方々の力で成り立っているかを実感
いたしました。また、役員の先生方のサポートにも心
より感謝申し上げます。至らぬ点も多々あったかと思
いますが、どうぞご容赦ください。今後は関西支部の
一会員として学ばせていただきます。引き続きどうぞ
宜しくお願いいたします。

◎ 旧研究企画委員副委員長：村尾 純子 先生（大阪
工業大学）
2018 年度より 2 年間、1 年目は研究企画委員とし
て、2 年目は副委員長としてお世話になりました。右
も左も分からないままに副委員長を仰せつかりまし
たが、委員長及び、他の副委員長ならびに企画委員の
先生方の甚大なサポートにより何とか任務を終える
ことができました。運営者となられている先生方の熱
意とご尽力されている姿に本当に頭が下がる思いで、
多くのことを学ばせて頂いた 2 年間でした。どうもあ
りがとうございました。
◎ 旧研究企画委員：仁科 恭徳 先生（神戸学院大学）
研究企画委員として、４年間の任期中に副委員長も
経験させて頂き、会員の皆様にとって有意義な企画を
練ることのやりがいと難しさを学びました。支部長を
はじめ幹事の皆様、研究企画委員の皆様と一緒に大変
有意義な時間を過ごすことができました。ありがとう
ございました。JACET 関西支部のますますのご発展
をお祈りしております。
◎ 旧研究企画委員：羽藤 由美 先生（京都工芸繊維
大学）
2016 年度より研究企画委員としてお世話になりま
した。学会の役員をさせていただくのは初めてだった
ので，とても勉強になりました。４年間もあったのに，
未解決のまま先送りにした案件があったことを反省
しています。ここしばらくは新型コロナウィルス対策
のために支部大会の企画・運営がさらに大変になるか
と思いますが，現委員の先生方，どうかよろしくお願
いいたします。

◎ 旧紀要幹事：妹尾 智美 先生（立命館大学）
体調不良により一年でお役目の交代をお許しいた
だきましたにもかかわらず、思いがけずご挨拶の機会
を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。一年間
多くの先生方、特に紀要正幹事の坂本輝世先生と紀要
編集委員長の高橋幸先生には大変お世話になりまし
た。多くのことを学ばせて頂き深く感謝しております。
■ 会員情報の変更 ■
現在、世界はコロナ禍の最中にありますが、一刻も早
く状況が好転し、JACET 関西支部、ひいては大学英
支部会員向けの各種案内の配送やメーリング・リス
語教育全体が一層発展しますことを祈念しておりま
トによる情報の配信に使用いたしますので、会員情報
す。
（住所、メールアドレス、所属、電話番号等）が変わ
られた方は、必ずご連絡ください。なお、関西支部で
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は名簿の作成・管理は行っておりません。会員情報の
変更のご連絡は、本部事務局（jacet@zb3.so-net.ne.jp）
までお願いいたします。
Please immediately report any changes in your address,
affiliation, e-mail address, telephone number, and other
information to the JACET Main Office (jacet@zb3.sonet.ne.jp).
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