
 

第 20 回 小学校英語教育学会（JES）中部・岐阜大会 

第二次案内 

 

新型コロナウイルス感染症対策のため、 

本大会はオンライン(Zoom)で実施いたします 

 

 

 

 

 

 

 

『小学校英語新時代の不易と流行』 

平素より，小学校英語教育学会の活動に関心をお寄せいただき，心より感謝申し上げます。 

 

さて，下記のとおり第 20 回小学校英語教育学会（JES）全国大会（中部・岐阜大会）を開催いたしま

す。新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定を変更しオンライン(Zoom)による開催といたし

ました。 

新学習指導要領が完全実施される年にあたることを念頭に，テーマを『小学校英語新時代の不易と流

行』とし，小学校英語教育における研究と実践を共に深めたいと考えております。 

なお、大会の内容は今後，逐次変更されることがあります。大会の最新情報学会ウェブサイトをご覧

ください。          

小学校英語教育学会会長   粕谷恭子 

中部・岐阜大会実行委員長  矢野 淳 

中部・岐阜大会事務局長  巽  徹 

中部・岐阜大会事務局次長 新井謙司 

 

 

 



大会案内 

 

１．開催日     2020（令和 2）年 10月 10日（土）・11日（日） 

２．開催方法   Zoomを利用したオンライン開催 

３．主 催     小学校英語教育学会（JES） 

４．日程概要 

【１日目】                                             【２日目】 

8:45～ 事前申し込みをしていない

方の受付 

9:30～ 9:50 開会行事 

10:00～11:00 課題研究発表 

11:10～12:20 基調講演 

12:20～13:10 協賛企業 Zoomコア・タイム 

13:10～13:30 20周年記念行事 

13:40～15:00 シンポジウム 

15:00～15:40 総 会 

 

５．日程詳細 

 ＊本大会はすべて Zoomによるオンラインで開催します。 

【１日目】 

8:45～      事前申し込みをしていない方の受付 

9:30～ 9:50 開会行事 

10:00～11:00 課題研究発表 

 『児童のメタ言語分析に基づく外国語科と国語科の連携の試み』  

西垣知佳子（千葉大学）・阿部朋世（千葉大学）・物井尚子（千葉大学）・神谷昇（千葉大学（非））・小

山義徳（千葉大学）・星野由子（秀明大学）・石井雄隆（早稲田大学）・大木純一（横芝光町立横芝小

学校）・石井恭平（鴨川市立鴨川小学校）・佐藤悦子（我孫子市立我孫子第三小学校） 

11:10～12:20 基調講演 

  『小学校英語を教えるための第二言語習得論（SLA）入門』  

白井恭弘（ケース・ウェスタン・リザーブ大学） 

12:20～13:10 協賛企業 Zoomコア・タイム 

    協賛企業・団体の Zoomアカウントによる展示 

13:10～13:30 20周年記念行事 

    20周年を迎える小学校英語教育学会(JES)の記念行事 

 

9:00～12:10   自由研究発表（午前の部） 

① 9:00～ 9:30  /  ② 9:40～10:10 

③10:20～10:50  /  ④11:00～11:30 

⑤11:40～12:10 

12:10～13:00 協賛企業 Zoomコア・タイム 

13:00～16:10     自由研究発表（午後の部） 

⑥13:00～13:30 /  ⑦13:40～14:10 

⑧14:20～14:50  /  ⑨15:00～15:30 

⑩15:40～16:10 



13:40～15:00 シンポジウム 

テーマ：『小学校英語新時代 評価からさかのぼる指導とつけさせたい力（仮）』 

コーディネーター兼シンポジスト 

中村典生（長崎大学） 

シンポジスト 

山田誠志（文部科学省） 

黒木愛（東京都大田区立洗足池小学校） 

15:00～15:40 総会 

 

【2日目】 

9:00～12:10 自由研究発表（午前の部） 

① 9:00～ 9:30 

② 9:40～10:10 

③10:20～10:50 

④11:00～11:30 

⑤11:40～12:10 

12:10～13:00 協賛企業 Zoomコア・タイム 

    協賛企業・団体の Zoomアカウントによる展示 

13:00～16:10 自由研究発表（午後の部） 

⑥13:00～13:30 

⑦13:40～14:10 

⑧14:20～14:50 

⑨15:00～15:30 

⑩15:40～16:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発表申し込み 

自由研究発表応募要領 

⑴ 発表者の資格  

発表は年会費を滞納していない会員に限られます。共同発表の場合でも全員が学会員である必要が

あります。非会員の方は 、2020 年 8 月 14 日（金）までに入会の手続きを済ませて下さい。また、

会員の方も 2020年 8月 14日（金）までに 2020 年度及び過年度の年会費未納がないようにして下さ

い。 

 

研究の代表者として発表できるのは一人・一団体１件のみ、共同発表を併せて２件までとし、発表及

び要綱集の原稿は登録名義とします。発表者として名前のない方は発表できません。また、企業等の

宣伝を主眼におく発表はお断りする場合があります。当学会、及び他学会等で、すでに発表されたも

のと同じ内容であると判断された場合、発表をお断りする場合があります。 

⑵ 発表の形式  

・自由研究発表の形式は、Zoom を用いたオンラインによる口頭発表 

・発表時間は、一件 30 分（発表 20 分・質疑応答 10 分）です。  

⑶ 自由研究発表の申し込み方法  

 ＜申し込み期限＞ 2020年 7月 8日～2020年 8月 14日（金）23:59（日本時間） 

発表を希望される方は、2020 年 8 月 14 日（金）23:59（日本時間）までに大会ウェブサイトの「発

表申込」にある「自由研究発表申込フォーム」に必要事項をすべて記入し、大会要綱原稿を添付のう

え送信してください。記入内容に不備がある場合等、申し込みが受理されない場合があります。申し

込み後の発表タイトル・内容の変更は認められません。 

＜大会要項原稿＞ 

大会要綱原稿はテンプレート（ワード形式）をダウンロードし、スタイルシートを参照して作成して

下さい（必ず本フォーマットの様式に従って１ページ以内で作成して下さい）。完成した大会要綱原

稿は「自由研究発表申込フォーム」に添付してお送りください。原稿はそのまま印刷し、大会要綱に

掲載致します。申し込み後に大会要綱原稿の書式修正・再提出をお願いすることがありますので、原

稿（ワード形式）の保管をお願い申し上げます。 

＜参加申し込み＞ 

発表者も別途参加申し込みを必ず行ってください。参加申し込みについては後日大会ウェブサイト

に掲載いたします「参加申込」のページをご覧下さい。 

⑷ 発表の採択  

採択の結果については、査読の上、大会事務局から 8 月下旬を目途にメールにより通知致します。

また、9 月上旬に大会ウェブサイトにプログラムの掲載を予定しています。  

  発表時間、順番に関しては実行委員会にご一任下さい。 

 ⑸ 発表の手順、留意事項 

Zoom を利用したオンラインによる発表手順についてのご案内を大会ウエブサイト「発表申込」→

「発表者向けご案内」に掲載いたしました。ご確認の上、発表のご準備をお進め下さい。 



参加要領 

⑴ 参加資格  

小学校英語教育学会の会員、および英語教育に関心を持っている方 

⑵ オンライン(Zoom)による開催について 

 本大会は、オンライン(Zoom)による開催です。参加には Zoom のアカウント（無料）が必要となりま

す。事前に Zoom のアカウント（無料）を作成していただき参加申し込みを行ってください。参加申込

には、Zoom のアカウント（無料）とその時に使用したメールアドレスが必要となります。 

Zoom のアカウント（無料）作成の方法については、大会ウエブサイトを参考にしてください。 

⑶ 参加申し込み方法 

オンラインによるスムーズな大会運営のために、事前申込みをお願い申し上げます。9 月 25 日（金） 

までに大会サイトから「参加申込専用サイト」へ移動し、お申し込みください。  

なお、9 月 26 日（土）以降ならびに大会当日［10 月 10 日（土）、11 日（日）］の参加申込も受け付け

ますが、支払い方法ならびに参加費は事前申込と異なりますのでご注意ください。 

・事前参加申込と参加費の払い込みをされた方には，後日，大会に参加するための Zoom の ID とパ

スワードが電子メールにて配信されます。ID とパスワードの連絡を受けた方は，両日ともそのま

まオンライン学会に参加できます。 

・当日申込される方は，大会当日，大会ウエブサイト画面上に，受付のアイコンがありますので，そ

ちらから参加申込と参加費のお支払いを済ませた後，学会にご参加ください。 

⑷ 費用 

 「事前申込」と「9 月 26 日（土）以降当日参加」の大会参加費が異なります。事前申し込みをお勧め

いたします。 

＜事前申込＞  

会員 2000 円、非会員 3000 円、学部学生 1000 円 

全国英語教育学会会員は学会会員として扱います。 

＜9月 26日（土）以降の申し込み＞  

会員 3000 円、非会員 4000 円、学部学生 2000 円  

全国英語教育学会会員は学会会員として扱います。  

※オンラインによる全国大会実施に伴い、第一次案内に掲載した「当日参加費」を改訂させていただき

ました。 

⑸ 支払方法 

 「事前申込」と「9 月 26 日（土）以降の申し込み」の大会参加費支払方法が異なります。ご確認の上

お支払いお願いいたします。 

 ＜事前申込＞ 

9 月 25 日（金）までに、下記宛先に、所定の金額をお振込み下さい。なお、振込手数料は申込者のご

負担となります。 



銀行名  ：十六銀行  

支店名  ：島支店（店番：115） 

口座の種類：普通 

口座番号 ：１３３７６６３ 

口座名義 ：JES岐阜 巽 徹 

（JESギフタツミトオル） 

9 月 25 日（金）までに振込まれなかった場合は，9 月 26 日（土）以降の申込みの扱いとなります。ご

注意下さい。また、参加申込みをされて大会を欠席された場合は，参加費の払い戻しはできかねますの

で了承下さい． 

 ＜9月 26日（土）以降の申し込み＞ 

9 月 26 日（土）以降の申し込みの場合は、PayPal によるお支払いのみ可能となります。また、大会当

日受付の際、支払い確認に時間がかかることがあります。ご了承いただくと共に、できるだけ事前の申

し込みをお願いいたします。 

PayPal でのお支払いについては、9 月 26 日（土）以降に大会ウエブ上にご案内いたします。 

（PayPal に関する情報：https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/how-paypal-works） 

⑹ お問い合わせ 

 第 20 回小学校英語教育学会中部・岐阜大会に関するお問い合わせは、jeschubugifu2020(a)gmail.com

（岐阜大学、巽（タツミ）宛にお知らせください。なお、入会、年会費、会員登録情報変更についての

ご質問は、学会ホームページよりお願いいたします。（迷惑メール防止のため、@が(a)になっています。

メール送信時は、 (a)を@に変更してください。 

⑺ 小学校英語教育学会（JES）へのご入会 

本大会事務局では受け付けておりません。学会ウエブサイト経由で入会してください。以下のリンクか

ら JES ウエブサイトへ移動できます。 

小学校英語教育学会ウエブサイト （https://www.e-jes.org/） 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/how-paypal-works
https://www.e-jes.org/

