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支部・委員会活動報告特集

■会長挨拶
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ATEM President
YOKOYAMA Hitoshi

SIG 活動の学会内・外へのアピール

4. 各支部単位でのワークショップ開催の復活
5. 各支部単位でのシリーズ企画の可能性

(Kyoto Women's University)

6. 賛助会員様とのリエーゾン企画
7.

ATEM 会長
横山 仁視（京都女子大学）

ATEM 側から STEM 側へのオンライン企画勧誘
今後新たな企画が生まれ、日頃の研究・教育の一端を

会員同士共有できる、また新たな会員の獲得に向けての
日頃は本学会の諸活動に対してご理解とご協力ならびに

場作りを考えます。このためにも本部内に新たに研究企画

多方面からご助言をいただいていることに深くお礼申し

委員会（仮称）を立ち上げ加速させます。会員お一人お一人

上げます。

のお力添えに加え、特に SIG の研究グループの皆様には

コロナ禍が続くなか、新学年歴が始まっています。振り

日頃の研究成果を ATEM 以外の学会においても積極的に

返れば、昨年の今頃は目に見えないウイルスが世界中に

ご発表いただき、ATEM の魅力を内外に発信するために

蔓延し、我が国においては新学期と重なったことにより

お力をお貸しください。

オンライン授業という新たな授業形態作りにまさに奔走

学会運営においては次の課題もあることを敢えて本紙面

した時期でした。

を通じて共有させていただきたく思います。

昨年度の学会活動については、反省するべき点が多々

1. オンライン支部大会およびその他の企画への他支部

あったことは率直に認めなければなりません。特に全国

からの参加促進

大会が中止され、各支部大会が特定の時期に集中して開催

2. 年会費未納会員への対応

されたこと、支部を超えた横断的な参加者が決して多く

3. NL、ジャーナルのオンライン化の是非

なかったこと、北海道を除くほとんどの支部が支部大会

4. 持続可能な事務局運営の体制作り

以外に 支部独 自の企 画を 提供で きなか ったこ と な どが

最後に、学会ホームページと会員管理システムからの

今でも悔やまれます。一方で、北海道支部のオンラインに

一斉メールの配信について現状をお伝えします。前者に

よるシリーズ企画、会長主催の映像メディアを活用した

ついては過日 5 月の大型連休中に集中的に復旧作業を行い

オンライン授業事例発表研究会が開催され、姉妹学会で

ました。その後関係部署の掲載情報の更新作業を断続的に

ある韓国の STEM から各種オンライン企画への招待が

行い、6 月上旬の理事会を経て公開を予定しております。

継続的に行われましたが、それらは ATEM の研究活動に

後者についてはもうしばらく Google のメーリングリスト

とって大きな刺激になりました。

を代用し情報発信に努めてまいります。

今年度の活動の骨子と新たに企画中の活動を紹介します。

2021 年度の学会活動が支部・ジャンルを超えて横断的に

1. 全国大会（オンライン開催）

発展し、STEM との学術交流が更に盛んになることを期待

2. 各支部大会

してご挨拶に代えさせて頂きます。

1

本年 11 月 6 日、ATEM は、第 26 回国際大会を全面オンラインで開催いたします。韓国の姉妹学会 STEM （The Society for Teaching
English through Media）との交流を始めて 20 年目の去年は、残念ながらコロナ禍で大会が中止になったため、今大会において両学会
メンバーによる共同シンポジウムや共同発表などの記念行事を開催いたします。また、各支部の SIG（Special Interest Group）を中心とする
シンポジウム、会員による研究発表なども予定されています。皆さんも、今年の秋はオンライン大会で有意義な時間を過ごしませんか？

■ATEM-STEM 特別シンポジウム
プログラム

代表パネリスト：LEE

Jason Yun Joon 先生（大邱教育大学助教授）
ATEM と STEM はこの 20 年、姉妹
学会として交流を持ちながら、日韓
両国の英語教育に少なからず貢献
してきました。この共同シンポジウム
で は 、 Lee 先 生 始 め そ れ ぞ れ の
学会を代表するパネリスト４名が、
両国の英語教育と両学会の歴史を
振り返り、マルチメディアを活用した
今後の授業のあり方について提案
します。

【LEE 先生 プロフィール】 ペンシルベニア州立大学にて PhD 取得。
大 邱教 育大 学助 教授 として小 学生 のた めの 英語 教授 法な どを
教える。専門分野は、ビデオゲームやメディアを活用した英語教育。
STEM における最も活動的な若手研究者の一人であり、オンライン
ゲーム、歌、ダンスなど多彩な趣味の持ち主でもある。

9:00

受付開始

9:45-9:55

開会式

10:00-10:40

特別共同発表 ※下記参照

10:45-11:10

発表 1

11:15-11:40

発表 2

11:45-12:10

発表 3

12:15-12:35

総会（会員のみ）

13:10-13:35

発表 4

13:40-14:05

発表 5

14:10-14:35

発表 6

14:50-16:15

支部企画（SIG 特集）

16:25-17:40

特別シンポジウム ※左記参照

17:40-17:45

閉会式

※詳細は発表者決定後 ATEM ホームページに掲載します。

オンライン参加申込受付期限

■ATEM-STEM 特別共同発表■

10 月 20 日（水）

The Power of Nonverbal "Chunks"
in Language Teaching

ATEM ホームページ http://www.atem.org の
「全国大会」のページよりお申し込みください。
参加費：無料

映像メディアでノンバーバル・コミュニケ力を養う

LEE Jawon （STEM 名誉会長）
BERGLUND Jeff （ATEM 特別顧問）

【研究発表応募方法】
ATEM ホームページ (http://www.atem.org) の募集要項に
従い、「会員専用ページ」よりお申し込みください。
※English presentations will be welcomed.

募集期間： 2021 年６月 6 日（日）～７月 7 日（水）
応募資格： 2021 年度分会費を納入済の ATEM 会員

コミュニケーションには、単に
音声言語のやりとりのみ
ならず、ノンバーバルな要素も
不可 欠で す。こ の 共 同発表
では映像作品を材料に、特に
非音声言語の 「チャンク」の
役割について議論を深め
ます。
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■支部だより■

◆9 月上旬
（9 月 12 日予定）に秋季例会を実施しますが、

[北海道支部]

発表募集の詳細等が決まりましたら支部の HP 等で

◆本支部では、
昨年 6 月に始動した OOPS! (Open Online

お知らせします。また、2021 年度の支部大会は翌年 3 月

Presentation Series)を毎月 1 日午後 7 時より、毎月

を予定しています。支部の SIG については、研究を継続・

担当者を決めて継続して参りました。回を重ねるごとに

発展させるもの、新しく立ち上げたものなど、それぞれ

STEM 会員の参加が増え続け、いつのまにか北海道支部

の動きがありますので、今後の研究の進展に期待して

会員よりも多くなりました。また、STEM に関連した

います。
（支部長：日影 尚之）

シンガポールやヨーロッパからの参加者もあり国際色
豊かな支部企画となってきました。今後も継続して参り

[中部支部]

ます。

◆「オンライン／オフラインでのメディアを使った英語

（支部長：小林 敏彦）

教育」というタイトルで、3 月 27 日（土）に 2020 年度

[東日本支部]

の支部大会を行いました。この状況下ですが、

◆3 月 21 日に春季オンライン支部例会を開催し、様々な

スクリーンプレイ社に場所をご提供いただき、対面で

現場での英語教育の実践およびその効果や課題などに

行いました。名古屋学院大学の山﨑僚子先生に「ICT を

ついて、示唆に富む充実した内容の発表および質疑が

活用した語学授業の可能性―Flipgrid と Quizlet―」と

ありました。5 件の発表のタイトルや発表者名は以下の

いうタイトルで、ご発表いただきました。数多くのオン

通りです。

ライン学習教材をご紹介いただき、授業での応用法を

1. How to demonstrate culture gaps between Asia and

ご報告いただきました。オンライン上でも学生の学習

America in East Asian language courses

意欲を落とさないための、多くのヒントが詰まった

Mio Sekiguchi & Aaron Jasny (University of

ご発表でした。中京大学の都築雅子先生には、2021 年度

Maryland Global Campus)

から開講される授業のご紹介をしていただきました。

2. Using digital storytelling and project based learning

英語で行う授業になるため、抽象的な概念を扱うより、

with elementary school EFL learners

具体性のある事柄を扱うご予定とのことでした。報告者

Thiri Soe1, Chris Aiezza2, & Ryan Spring1 (Tohoku

（井𡈽）も「オンラインによる授業実践報告」という

University1, Miyagi-ken Tomiya-shi BoE2)

タイトルで、2020 年度に実施した授業の報告を行い
ました。発表終了後は、中部支部の今後について、

3. Retelling semi-academic talks in English classes

ご出席いただいた支部会員のみなさまと話し合い

Iwasaki Hirosada (University of Tsukuba)

ました。支部運営にご協力いただけるとの声もいただけ、

4. 映画および関連ネット・サイトを利用しての授業実践

大変有意義な話し合いとなりました。正式な体制が

野中辰也先生（新潟青陵大学短期大学部）

決まり次第、改めてご報告いたします。

5. コロナの時代の英語教育―007 映画で学ぶアカデ

（支部長：井𡈽 康仁）

ミックライティング
小泉勇人先生（東京工業大学リベラルアーツ研究
教育院）
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[西日本支部]

[九州支部]

◆西日本支部では、2021 年 3 月 13 日（土）に第 17 回

◆2021 年 3 月 14 日（日）に、第 22 回九州支部研究

西日本支部大会をオンラインで開催しました。特別講演

大会をオンライン形式で開催しました。今大会では、

では著作権の専門家の甲野正道先生（大阪工業大学）を

秋好礼子先生（福岡大学）による「19 世紀英語文学に

お招きし、
「教育・研究における著作物の利用」と題して

対する先入観緩和のためのアダプテーション作品の

ご講演いただきました。加えて、支部交流発表として、

活用」、村田希巳子先生（北九州市立大学・非）による

東日本支部の田淵龍二先生（ミント音声教育研究所）

「“A Street Cat Named Bob”に見るイギリス社会分析」、

からも著作権に関してご発表いただきました。シンポ

そして吉村圭（鹿児島女子短期大学）による

ジウムでは、小学校現職教員の桑形陽介先生（伊根町立

「ディズニー版『プー』に見る 21 世紀のジェンダー

本庄小学校）をお迎えし、支部長と共同で小学校に

ロールの変遷」
、以上 3 件の発表が行われました。初の

おける英語教育についてお話していただきました。また、

オンライン大会

企画ワークショップでは、昨年度発足した英語学 SIG の

和やかなムードの中開催できたことをうれしく感じて

メンバーの衛藤圭一先生（京都外国語短期大学）、飯田

います。

でしたが、いつもの九州支部らしく、

泰弘先生（岐阜大学）
、吉川裕介先生（京都外国語大学）
に、英語学的観点から映像メディアの活用事例をご紹介
いただきました。その他、研究発表と実践報告が 3 件
ありましたが、そのうち 2 件は YouTube によるオン
デマンド形式での発表でした。大会終了後のアンケート
調査では、今大会の運営及び企画内容について高い評価
をいただきました。特に著作権に関する特別講演に
ついては、多くの参加者から今後の教育・研究活動に
役立つ内容であったとのお声をいただきました。支部と
オンライン九州支部大会の様子

しましても、今後も著作権について勉強・発信を継続し
ていきたいと考えております。

◆第 23 回九州支部研究大会は、同様にオンライン形式

（支部長：近藤 暁子）

で開催します。2021 年 9 月 4 日に開催予定です。ぜひ
奮ってご参加・ご発表をよろしくお願いします。詳細な
情報は支部ホームぺージにて適宜お知らせします。
◆支部広報活動の一環として、Twitter による情報発信
を始めました。大会等の支部活動の発信の他、映画や
英語教育に関するコラムを投稿しています。アカウント
は「@9atem」です。ぜひフォローをお願いします。
（支部長：吉村 圭）
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【ＩＣＴ委員会】

■委員会だより■

◆NL 前号でもお伝えしたサーバシステムの不具合に

【国際交流委員会】

つきまして、まだサイトの情報が更新できない問題が

◆ニューズレター39 号でもお知らせしましたが、

続いております。会員の皆様にはご迷惑をおかけいたし

STEM 国際大会（第 24 回）は昨年度に引き続き

ますが、鋭意対応中ですので暫くのご猶予をいただき

2021 年度も開催が見送られることが決まっており

ますよう、お願いいたします。

ます。代わりに STEM では昨年度より Zoom に
よるオンライン・プレゼンテーション（STEM VP:
STEM Virtual Presentation）を定期的に行なって
おり、どなたでも気軽に参加していただくことが
できます。開催日時と発表内容については、ホーム
ページ および会員メールでご 案内いたします。
どうぞ 多くの皆様にご参加い ただけたらと思い
ます。
（委員長：井村 誠）

（委員長：巳波 義典）

【会員管理委員会】
◆2020 年 12 月より会員管理システムを使っての一斉
メール（本部から全会員への一斉メール、支部単位での

【大会運営委員会】

一斉メール）の配信に障害が発生しております。解決策

◆第26回ATEM 国際大会について

の一つが見えたかの状況の中で、2021 年 1 月 21 日深夜

本年のATEM 国際大会は、11月6日（土）に全面オン

0 時にテストメールの配信を試みましたが、結果大量の

ラインで開催いたします。本大会ではATEM-STEM交流

メールが配信されることとなってしまいました。会員の

20 周年を記 念して 、 STEMの主要 メンバ ーであり 、

皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深く

気 鋭 の 研 究 者 で あ る Lee Yun Joon(Jason) 先 生 を

お詫び申し上げます。会員管理システム一斉メール機能

中心に特別シンポジウムが催されます。また、STEM

の代替措置として、Gmail のメーリングリストを利用

名 誉 会 長 の Lee Jawon 先 生 と ATEM 特 別 顧 問 の Jeff

しております。その際は atem.list@gmail.com が発信元

Berglund先生による特別共同発表、両会員による研究

となりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

発表等も予定されています。今年は例年と異なるオン

なお atem.list@gmail.com に返信されても、返信内容の

ライン大会になりますが、盛会になりますよう各支部・

確認およびご返答ができませんのでご了承願います。

会員の皆様のいっそうのご協力をお願い致します。

問い合わせ等は ATEM 事務局 office@atem.org まで

国際大会の詳細は本部ホームページに掲載します。
h ttp :/ /a tem.o rg/ 2 6t h.h tml

お願いいたします。

※http://atem.org トップメニュー「全国大会」→「第 26 回

（委員長：嘉来 純一）

ATEM 国際大会」からアクセスできます。
※会員は国際大会の参加申し込みを本部ホームページ「会員
専用ページ」から行ってください（本紙 p.8 参照）
。

（委員長：藤枝 善之）
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【ジャーナル編集委員会】

【広報委員会】

◆ATEM ジャーナル第 26 号には 12 編の論文の投稿

◆まずは、いつも本紙への情報提供にご協力いただいて

がありました。分野別では、教育 7 編、言語 3 編、

おります皆様に、心よりお礼申し上げます。本紙は

文化 2 編でした。また支部別では、北海道 2 編、

年 2 回、春夏号と秋冬号の発行で、No.28 よりカラー版

東日本 3 編、中部 1 編、西日本 4 編、九州 1 編と

で作成しております。バックナンバーは、掲載写真の

すべての支部から投稿がありました。さらに ATEM と

画質が少し落ちますが、PDF 版を本部 HP にてご覧

STEM（韓国姉妹学会）の会員による共著論文もあり、

いただけます。

今後、両学会の国際交流がますます進むことが期待され

◆2020 年度は全国大会が中止、支部大会がオンライン

ます。今回は論文審査に 23 名の査読委員の皆様の

開催になったため、写真を撮影することができず、本誌

御協力を賜りました。お忙しいところ審査いただき

本号では写真掲載が少なくなっております。通常は大会

改めて御礼申し上げます。厳正なる審査の結果、12 編の

で写真を撮影させていただいておりますので、ご発表の

論文（研究論文 9 編、教育実践報告 1 編、研究ノート

方々をはじめ、ご出席の皆様にご協力いただければ幸い

2 編）が掲載されることとなりました。

です。見やすく興味を持っていただけるような紙面作り

◆今後は ATEM-STEM 20 周年を記念したジャーナルの

のため、委員一同いっそう工夫して参りますので、今後

制作も検討されております。また ATEM ジャーナルの

ともどうぞよろしくお願い致します。

編集作業の効率化、改善を引き続き進めてまいりたいと

（委員長：秋好 礼子）

思います。掲載論文の J-STAGE への登録につきまして
も ICT 委員会との協力のもと順次進めていく所存です。
次号につきましても、 会員の皆様からの論文のご投稿
をお待ち申し上げております。

●ATEM 論文リンク集●

（
写
真
：
新
事
務
局
資
料
コ
ー
ナ
ー
）

J-STAGE で閲覧が可能な、ATEM ジャーナル
『映画英語教育研究』掲載論文および研究報告
は下記よりアクセスできます。

http://atem.org/papers.html
（委員長： 足利 俊彦）
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▪ Pre-Reading Activity
各 Unit のテーマ国の衝撃アイテムに関する写真が
載っており、それが何かを学生同士が自由な発想で
話し合うことで、その国への「旅」が始まります。
▪ Vocabulary Map
Reading に出てくる重要語句が散りばめられており、
関連性を考えることで、ブレインストーミング形式で
英語の語彙力を鍛えます。
▪ Reading
松井夏津紀、飯田泰弘、金田
テーマ国の衝撃アイテムの話を足掛かりとし、その国の
直子、Ken Wing Poon（共著）
文化や国民性などに関する英文を読むことで、広範な
情報を得ながら異文化理解を深めます。同時に、重要
横山仁視（アドバイザー）
表現の一覧表を活用した語彙力強化もおこないます。
（南雲堂 2021）
▪ Reading Exercises
Reading の内容に関して、リスニング問題・空所補充
近年、グローバル化が急速に進み、異文化コミュニ
問題・T/F 問題・並べ替え問題、など TOEIC® L&R
ケーションを意識する機会が増えました。インター
対策にも役立つ、豊富で多彩なエクササイズに取り組み
ネットや SNS も普及し、まるでその国に行ったかの
ます。
ような気分になるサイトもあります。基本的には本書も、
▪ Conversation
15 のユニットで英語力を鍛えながら、15 の国への
テーマ国の食文化に関して話す、3 人の学生による会話を
「バーチャル世界旅行」を楽しんでもらいます。
用いたリスニングをおこないます。料理の写真も豊富に
本書の最大の特色は、世界の国々に
示されており、あえて食文化にテーマ
存在する「衝撃アイテム」に注目し
を絞り、友人同士のラフな英話や口語
ながら、世界の旅を楽しめること
表 現 に 触 れ る こ と で 、 Reading
です。ここでいう衝撃アイテムとは、
セクションとはまた違った異文化
「日本ではそんな物は絶対に売れ
理解や英語学習へと展開します。
ない！」「日本ではそんな使い方は
▪ Column
絶対にしない！」というような、
テーマ国特有の興味深い表現や格言、
日本にいる我々の目には不可解で、
その由来などが紹介されており、
奇異に映る物のことを指します。
「ことば」を通した異文化理解を
そんな、知れば“Guess what?!”（何だと思う？！）と
おこないながら、文化的ミニ知識を増やします。
周りに言いたくなるようなアイテムを紹介しながら、
▪ Group Presentation
「そのアイテムがなぜその国で愛されているのか？」
テーマ国と関わるトピックに関して学生同士で意見
「そのアイテムがなぜその国で長年使用されている
交換し、ディクトグロス風アクティビティでディス
のか？」を考えることで、異文化理解を深めながら、
カッション能力を伸ばします。自分の意見を述べたり、
英語力向上を目指す構成になっているのです。
他人の意見をメモしたり、グループとしての意見を
本書が揃えた世界の衝撃アイテムは、日用品・家電
作ってクラスで議論するなど、グループワークからの
製品・乗り物・スポーツ応援グッズなど、非常に
学びを得ます。
バラエティに富んでいます。また扱うテーマも、文化・
このように本書では、さまざまな角度から総合的な
風習・歴史・気候・宗教・人種・食文化・交通事情など、
英語力アップをおこなうことが可能で、本書を読破した
多岐に渡ります。このため、幅広い学習者層に受け入れ
学生たちは、それまでとは違った目で世界が見られる
られ、最後まで飽きがこず、自然と多角的な考察が
ようになっていること間違いなしです。また本書には
できるようになっているのです。
Unit ごとに、重要単語の小テストや、定期試験用テスト
英語学習に関しても、豊富で多彩な内容を用意し
も付いており、先生方にもきっとご満足いただけると
ました。重要キーワードとしたのは、
「読んで・聞いて、
確信しています。
書いて・話して・そして議論する」で、本書 1 冊で
ぜひとも本書を使って、学生と一緒に楽しい世界旅行
「5 技能！」を鍛えることができるのです。この点は、
にお出かけください。Bon voyage!
本書のアピールポイントをまとめた下記リストからも
分かっていただけます。
（岐阜大学：飯田 泰弘）

■書籍紹介
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■会員専用ページ（会員管理システム）
「会員専用ページ」は本部ホームページのトップ「会員」
から「会員管理システム」へログインしご利用ください。
http://atem.org

クリック

会員管理システムでは、メニュー「個人のページ」
「個人の会費納入状況」
「大会情報」
「紀要（ジャーナル）
情報」から、個人情報の更新、会費納入状況の確認、全国大会の研究発表応募と参加申し込み、ジャーナルへ
の論文投稿が可能です。 ※不明点は本部事務局へお問合せください。

個 別 の 納 入 状 況 に つ い て は 、 本 部 HP 内 に あ る
「会員情報システム」（アクセス方法はこの頁の上部
参照）で確認できます。
※振込用紙の通信欄には「2021 年度年会費」と記入
1. ATEM事務局は下記所在地へ移転しました。

済みです。未納の年会費をまとめてお支払い頂ける

〒605-8501

場合は、郵便局備え付けの振込用紙をご利用下さい。

京都市東山区今熊野北日吉町35番地

3. ネット関連システムのトラブルのため、HP ページ

京都女子大学 文学部 横山仁視研究室内

の更新やネット通信が一時停滞し、ご迷惑をおかけ
しました。お詫び申し上げます。

2. 本年度（4月1日～翌3月31日）の会費振込用紙が
同封されております。6月30日までにご納入ください。

＜賛助会員一覧＞（50

事務局 office@atem.org

～編集後記～

音順）2021.3.23 現在

・コロナ禍で例年以上にお忙しい年度末・年度
初めにもかかわらず、原稿作成や校正に
ご協力くださった皆様、心より感謝申し
上げます。
・次号（No.41、第 26 回国際大会特集）は、
2022 年 1 月の発行を目指しております。

株式会社朝日出版社
株式会社英宝社
株式会社桐原書店
株式会社金星堂
国際トラベル京都
一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会
コスモピア株式会社
株式会社松柏社
株式会社成美堂
センゲージラーニング株式会社
株式会社 モデル・ランゲージ・スタジオ

[広報委員会]
委員長：秋好
委 員：田口
井圡
石田

2021.4.1 現在

礼子（九州）
雅子（北海道）杉浦 綾子（東日本）
康仁（中部） 衛藤 圭一（西日本）
もとな（九州）

©ATEM All rights reserved.

8

