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英語コーパス学会第 47回大会報告

2021年 10月 2日に英語コーパス学会第 47回大
会を実施しました。実施報告をお送りします。

■基本方針

広く内外から発表者・参加者を集め，大きな成果
を残した第 46回大会（オンライン国際大会）の経験
を継承しつつ，第 47回大会実行委員会では，「会員
による・会員のための・楽しく開かれた学会」の実
現を目指して準備を行ってまいりました。具体的に
は，(1)発表種別の拡大，(2)アブストラクトブック
および ISSN 付き予稿集の刊行，(3) オンライン同
期型発表，(4)学生大会スタッフの公募， (5)Slack

を用いた質疑プラットフォームの設営，(6) 基調講
演と連動した前夜祭（プレトーク）の企画・実施，
(7) 賛助会員の協力を得たオンライン資料展示，な
どの工夫を試みました。おかげさまで 140名を超え
る参加者があり，前年に引き続き，成功裏に本年の
大会を終えることができました。関係各位のご協力
に深く御礼申し上げます。

■基調講演

本年は，国立国語研究所の松本曜博士と，ランカ
スター大学の Vaclav Brezina 博士をお迎えしまし
た。松本先生は認知言語学におけるコーパスデータ
と実験の利点と欠点について，Brezina先生は自身
が開発したコーパス分析ツール#LancsBoxを用い
た言語分析手法について，それぞれ非常に有意義な
ご講演をしてくださいました。

■研究発表

今回は発表申し込み資格を会員のみに限定しまし
たが，おかげさまで多数の申し込みがあり，厳正な
審査を経て，本会大会史上最高となる 27 本の会員
発表が採択されました。これらの発表を通して，英
語学・英語教育学・英文学・関連分野における会員
の最新の研究成果が披露されました。

■学生優秀発表賞

7本の申し込みがありました。学生優秀発表賞選
考委員会（委員長：家入葉子，委員：和泉絵美・杉
森直樹）による厳正な審査の結果，堀家利沙氏（神
戸大院）と藤田郁氏（大阪大院）の 2名に授賞がな
されました。おめでとうございます。

■参加者数

Zoom 事前登録者 257 名（会員 178 名＋非会員
79 名），前夜祭プレトーク参加者 78 名，Slack 参
加者 166 名，午前講演参加者 143 名，総会参加者
82名，午後講演参加者 120名，閉会式参加者 85名
でした。なお，Zoom参加者は常時出入りがあるた
め，確認できた範囲での最大値を記録しています。
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■事後アンケート

83 名（会員 62 名，非会員 21 名）の方に回答い
ただきました。以下では会員による回答のみをご紹
介します。

満足度（5点満点） 午前講演 4.4，午後講演 4.4，
大会全体 4.7で，いずれも好評でした。

良かった点（回答の一部） 前夜祭，オンライン形
式，運営のスムーズさ・丁寧さ，発表の多さ・
多様さ，Zoom の１ URL 完結方式（ブレイ
クアウトルーム間の移動だけでよい），Slack

活用，講演・発表の時間（長すぎない），プロ
シーの刊行，ほか。

今後検討してほしい点（回答の一部） 発表間の休
憩時間が短い，発表時間に差をつける，発表
種別ごとに内容の差が大きい（英語学 vs 教
育学），質疑応答の充実，一般発表も録画公
開してほしい，ほか。

今後の大会形態の希望 ハイブリッド型 34 名
（55%），遠隔型 23 名（37%），対面型５名
（8%）

■関連 URL

大会サイト https://jaecs.com/conf 47/

アブストラクトブック https://tinyurl.com/

a4tef6v3

予稿集 https://tinyurl.com/jn8pyazk

受賞者コメント https://tinyurl.com/3jeaxxvk

2021年度秋期総会報告

2021年度秋期総会が第 47回大会当日の 2021年
10月 2日（土）12:15–12:40にオンライン (Zoom)

で開催され，以下 3点の報告が行われました。

1. 2022年度執行部人事について
会長 田畑智司氏
副会長 家入葉子氏（研究推進）・小島ますみ

氏（事務局長）・水本篤氏（学会誌担当）
2. 2022年度の春季研究会・大会について
春季 オンライン開催を予定
秋季 名城大学の藤原康弘氏が実行委員長

に選任されました。対面の場合は名古屋
で，対面がむつかしい場合はオンライン
で開催予定です。

3. 2021年度の学会賞・奨励賞について
奨励賞に，小林雄一郎氏（日本大学）が選
ばれました。おめでとうございます。受賞
者の言葉はこちらからご覧いただけます。
https://jaecs.com/doc/awardee 2021.pdf

役員会報告

2021 年 11 月にオンライン会議による役員会を
開催しました。審議事項および決定の概要は学会
ウェブサイトの「英語コーパス学会役員会審議事
項」 https://jaecs.com/doc/yakuinkai.pdf よりご
覧いただけます。

事務局からの報告

会費納入のお願い

会員の皆様には，日頃より会費の当該年度内納入
にご協力をいただきまして，お礼申し上げます。
2021年度会費（一般 5,000 円，学生 2,000 円）の

納入がお済みでない場合はお早めにお納めいただき
ますよう，ご協力をお願いいたします。銀行窓口・
郵便局窓口・オンライン振込のうち，ご都合のよろ
しい方法で年会費をご送金ください。なお，2021

年度以降，学会誌については原則として電子版の送
付のみとなりました。従前どおり，学会誌の印刷版
の送付を希望される方は，会費支払い時に 1,000 円
を加えてご送金ください。

郵便局からの場合� �
ゆうちょ銀行
口座番号 00930-3-195373

名義 英語コーパス学会� �
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銀行からの場合� �
ゆうちょ銀行（コード 9900）
種別 当座
店名 〇九九店（ゼロキユウキユウ店）（支店

番号：099）
口座番号 0195373

名義 英語コーパス学会� �
会費納入に際しましては，次の点にご注意くだ
さい。

1. 過年度会費を未納の場合は，2021 年度分と
合算してお納めください。（※ 2020 年度の
未納がある場合に 1年分のみを送金されます
と，「2020年度分」として充当されます。）過
年度会費未納の場合，機関誌などの送付を一
時中止させていただいております。

2. 請求書・領収書は原則として発行しません
ので，振込控えを領収書としてご利用くだ
さい。大学等において，請求書 and/or 領
収書が必要となる場合は，事務局会計担
当 （jaecs.acc@gmail.com）までご連絡くだ
さい。

3. 払い込み者が特定できるよう，窓口振込・オ
ンライン振込とも，会員姓名とご所属の両方
を明記ください（記入例 1：コーパスハナコ
コーパスダイガク 記入例 2：コーパス花子
（コーパス大学））。

4. 大学等に年会費振込を依頼した場合，払込
者が大学名となり，どなたの会費か特定でき
ないケースが発生します。大学等に振込を依
頼された場合は，必ず，振込後に事務局会計
担当 (jaecs.acc@gmail.com)までご一報くだ
さい。

会費を滞納されますと，退会時に滞納分をまと
めてお支払いいただくといった事態にもなりかね
ません。会員の皆様におかれましては，円滑な学
会運営のためにご協力いただけますようお願い申
し上げます。なお，退会を希望される場合は，当
該年度内に学会ウェブサイトの「入会・変更届」
http://jaecs.com/join.html からのお手続きをお願
い申し上げます。

会員情報更新のお願い

住所，所属，メールアドレスなどに変更のあ
る方は，学会ウェブサイトの「入会・変更届」
https://jaecs.com/join.html からのお手続きをお
願い申し上げます。

新入会員紹介

2021 年 8 月 28 日から 2022 年 1 月 16 日までに
入会された方をご紹介いたします。

小林 薫 東京農業大学
野澤 元 京都外国語大学

（五十音・アルファベット順，敬称略。S は学生会員）

FORUM

今号の FORUMは休載です。

FORUMの原稿募集中！� �
英語コーパス学会 Newsletter では会員の皆様
からの FORUM への投稿を募集しています。
国際学会報告，研究会の紹介，新刊紹介など，
会員の皆様の情報交換の場として FORUMが
活用されることを願っております。以下，詳細
を記します。 掲載の可否につきましては，事
務局で判断させていただきます。

FORUMのテーマ 国際学会報告，研究会の紹
介，新刊紹介など英語コーパス学会に
とって有益と思われる情報

締め切り 5月末あるいは 10月末
分量 800–1600字程度（画像も可です）
送付先 jaecs.hq@gmail.com� �
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2022年 1月 16日発行

編集・発行 英語コーパス学会
会長 石川　慎一郎
事務局 〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡 744

九州大学大学院言語文化研究院
内田諭研究室気付
e-mail: jaecs.hq@gmail.com

URL: https://jaecs.com/
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