
映像メディア英語教育学会（ ATE M）第 19回西日本支部大会

研究発表募集要項【募集期間延長】

2023年 3月 5日（日）にオンライン（ Zoom）にて「第 19回ATE M西日本支部大会」を開催し

ます。

1. 募集分野

ATE M西日本支部は、本大会での研究発表を募集します。本学会の趣旨に鑑み、英語教

育、言語学、文学、文化研究、メディア研究、異文化コミュニケーション研究などの多様

な専門分野から、映画や映像メディアの英語教育への活用を視野に入れた研究発表を募集

します。

2. 応募要項

2.1 発表分野

・研究発表：理論的、実証的な研究成果に関する発表を行う。 25分（発表 20分＋質疑 5

分）。

・実践報告：授業実践やプロジェクト実施に関する発表を行う。 25分（発表 20分＋質疑 5

分）。

※著書の概要（説明）のみの場合は「研究発表」、「実践報告」のいずれにも該当しない

ものとします。

（出版社発表として著者が発表される場合については、事務局までお問い合わせくださ

い）。

2.2 応募資格

個人発表、共同発表共に、以下の（ a）か（ b）のいずれかに該当すること。

（ a） ATE Mの会員： 2022年度の会費を納入していること。

（ b）未会員：研究発表費 2 ,500円を支払うこと。

※プログラムに掲載する共同発表者すべてに適用します。

3. 応募要領

以下の項目を記載し、 eメールにてご応募ください。なお、締切り後に選考を行い、申込者

宛に事務局より採否の結果を 12月下旬に eメールにて通知いたします。 2023年 1月末に eメー

ルにて通知いたします。

＊募集期間： 2022年 10月 1日（土）～ 2022年 12月 11日（日） 2023年 1月 15日（日）

＊申込先： ATE M西日本支部事務局（神戸親和女子大学・田畑圭介研究室内）まで

Email: tabata @kobe-shinwa.ac . jp
＊提出形式：ワードファイルに以下の記載事項を記入し、添付ファイルにて提出

＊発表形態： Zoomによるライブ発表（ただし、発表枠の都合によりオンデマンド発表をご

依頼する場合もあります）



＜記載事項＞

① 氏名（ふりがな）

② 所属

③ 連絡先メールアドレス

④ 発表種別

⑤ 発表題目

⑥ 使用言語

⑦ 発表概要（日本語 800 字程度／英語 400 語程度）

（注）

発表タイトルは、漠然とした大きなタイトルではなく、映画や映像メディアを使って何を

どう教えるのか、あるいは何がわかるのか等、発表の中身が見える具体的なものにしてく

ださい。

「発表題目」もしくは「発表概要」のいずれかに、対象となる映像メディアの種類（例：

映画、TE D、ニュースなど）や作品名・タイトル（例： Frozen, “To  unders tand aut ism, don’ t 

look a way”など）を含めていただきますようお願いいたします（対象映画が複数ある場合

は、代表的な映画を１つ選んで、「『タイタニック』などの用例を用いて・・・」などと

していただければ結構です）。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

About Applicat ions  for  the  2022 Nishin ihon  Cha pter  Conference 

Dear ATE M Me mbers：

The 19th ATE M Nish in ihon Chapter  Conference will  be  held on line  (via  Zoom) on March 5th , 

2023. 

1. Research areas 
ATE M Nishin ihon Chap ter  calls for  papers focus ing on the  practical  use  of  movies or  mul timed ia  

for  Engl ish  education , based  on var ious  research areas such a s language education , linguist ics, 
li tera ture , cul tural  research, media  study and cross-cul tural communicat ion  study. 

2. Submiss ion requ ire ments  

2.1 Presentat ion types 
(1)  Research presenta t ion on theoretical  or  e mpir ical s tud ies (25  minutes , includ ing 5 minute s of  

Q and A) 
(2) Practical  report  on c la ssroom activ it ies or  imple mentat ion of pro jects (25 minu tes, including 

5 minutes of  Q and A) 

Note : Presenta t ions abou t a  book (presenter’s  work) do no t fa l l under (1)  or  (2) . If  you would 
like  to make a  presenta t ion  about  your book as  a  representa tive  of  the  publ isher, p lease  e-mai l 



the  ATEM Nishin ihon  Chap ter  Off ice (tabata @kobe-shinwa.ac .jp) . 

2.2 El ig ibi li ty 
To be el igible to present , the presenter  (or  in a group present at ion, al l  of  the presenter s)  must  be  

ei ther
(a)  or  (b)  below: 

(a)  An ATE M me mber who  has pa id the  f iscal ye ar 2022 (Apri l 1st ,  2022 - March 31st,  2023)  
me mbersh ip fee . 

(b)  A non-me mber who  wil l pay  2,500 yen as  the  presenta t ion fee . 

3. Submit ting  a  Proposal  
When submitt ing a  proposa l, p lease  prov ide the  following informa tion  by an  a ttached Word f ile  

to the  ATEM Nishin ihon  Chap ter  Off ice  ( tabata @kobe-sh inwa .ac .jp) .  The submission period is 
from Oc tober 1s t through December 11 th,  2022 . January 15 t h ,  2023.Not if icat ions of  accepted 

proposals wi ll  be  sen t v ia  e mail  in  la te  Dece mbe r January, 2023. 

① Na me 
② Affi lia tion 

③E-mai l 
④ Presentat ion  Type 

⑤ Presentat ion  Ti tle  
⑥Language 

⑦ Abstract（ Japanese 800 le tters ; Eng l ish 400 words）

1) Please  specify your goa ls or  ob jectives  of  your presenta t ion in your ti tle ,  for  exa mple , how 
you will  use  movies  to  teach what,  or  what  you c an f ind out  through movies , e tc . 

2)  P lease  inc lude the  types (f ilm, TE D,  news report,  e tc .)  and  t it les of  the  v isual  media  re levant  to  
your research.


