
2022年 8月 25日 

九州英語教育学会 会員各位 

九州英語教育学会会長 中 村 典 生 

 

第 50回 九州英語教育学会 佐賀研究大会 研究発表申込の御案内 

 

時下，会員の皆様におかれましては，益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて，第 50 回九州英語教育学会佐賀研究大会を下記のとおり開催することとなりました。大会実行委員長の林裕子先生

（佐賀大学）を中心に，着々と準備が進められているところです。 

つきましては，研究発表を以下の要領で募集いたしますので，たくさんの皆様からの御応募をお待ちしております。 

 

日 時 ： 2022年 12月 4日（日） 

場 所 : 佐賀大学  *新型ウィルスの感染状況によってはオンライン開催に変更の可能性あり 

      〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町１  TEL: 0952-28-8113   

        (詳しくは ホームページ https://www.saga-u.ac.jp/をご覧ください。) 

後 援 ：佐賀県教育委員会・佐賀市教育委員会 （予定） 

日 程 ：総会，研究発表，講演，出版社展示など。 

   ＊講演  

講師：鈴木 渉 先生（宮城教育大学教授） 

テーマ：「外国語によるコミュニケーション能力の指導と評価—理論と実践の往還—」 

   

応募資格  

●2022年 9月 30日（金）までに 2022年度九州英語教育学会会費を納めている会員であること  

(指定期日までに年会費を納めていない場合は，発表申し込みをお受けできませんのでご留意ください。） 

 

発表申込締切   2022年 9月 30日（金）必着      発表要旨提出〆切  2022年 10月 14日（金）厳守 

 

応募方法  

●必要事項を記載してメール（事務局 office.kasele@gmail.com）で申し込みをしてください。もしくは，同封の用紙を利

用して，郵送（締切日必着）で事務局までお送りくださっても結構です。 

●発表申し込みをいただきましたら，事務局から発表受付完了（発表許可を兼ねる）のメールを，お申込み 10 日間以

内にお返事差し上げます。発表申し込みから 10 日間以上たちましてもお返事が届かない場合は，お手数ですが，

お問い合わせくださいますようお願いいたします。 

●申込時の発表題目の追加修正等は認められませんのでご留意ください。 

●発表受付完了のメールの後，10 月 14 日（金）までに発表要旨（和文 300 字程度，あるいは英文 200 語程度）を事

務局までメール（office.kasele@gmail.com）にて送付してください。いったん受理された発表要旨の差し替えは認め

られませんのでご留意ください。 

●発表題目・発表要旨は，当日配布するプログラムに掲載する予定です。 

 

 

注意事項 

●発表時間は，研究発表 20分，質疑応答 5分の計 25分です。 

●発表に使用するPC，HDMI ケーブルやMac製品用のアダプターはご持参ください。プロジェクターは会場で用意

いたします。 

●発表会場で，インターネット接続や音声出力を希望する場合は，申し込み時に明記してください。 

●PCから動画をプロジェクターに映す場合，機種によっては映らない場合がありますのでご注意ください。 

●予稿集は作成せず，発表者が大会当日にハンドアウト（約 40部）を準備していただくことになります。 

 

●The 50th annual conference of KASELE will be held at Saga University on December 4, 2022.  We 

are now accepting applications for conference presentations.   

●Applicants should pay for 2022 KASELE membership fee by September 30, 2022.  



●To apply, fill out the enclosed form and send it by mail to Yuji Aso, the KASELE Office Coordinator.  

E-mail submissions (office.kasele@gmail.com) are welcome, and please make sure to include all 

required information in the body of your e-mail message.   

●Computer projectors are provided in each presentation room, but please bring your own PC and 

adapter for Mac/iPad or HDMI cable. 

●If you need an Internet connection or audio output during your presentation, please specify this in 

your application. 

●Warning: Certain PCs may have trouble playing video and moving picture formats on a projector.   

●The submission deadline is September 30, 2022.  After the Office receives your application, a 

confirmation message will be sent.  If you do not receive a confirmation message within 10 days, 

please contact the Office Coordinator (office.kasele@gmail.com). 

●After you get a confirmation message from the KASELE Office, you should send the abstract of 

your presentation (approximately 300 letters in Japanese, or 200 words in English) to KASELE 

Office Coordinator by October 14, 2022. 

●The time allotted for each presenter (or group of presenters) is 25 minutes: 20 minutes for 

presentation and 5 minutes for the following Q & A session.   

●You are not allowed to change and add the title and abstract of your presentation after each 

deadline.  

●The title and abstract of your presentation are going to be used for the announcement on Saga 

Conference on the program. 

●Instead of making a booklet for presentations, all presenters need to prepare for their hand-outs 

(about 40 copies) for audiences. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ・申込＞ 

九州英語教育学会事務局 麻生 雄治 Yuji ASO (KASELE Office Coordinator) 

〒870-1192 大分県大分市大字旦野原 700 番地 大分大学教育学部 

TEL: 097-554-7949    E-MAIL: office.kasele@gmail.com 

 

 

 

 



The 50th Annual Conference of KASELE 

Application Form for Paper Presentation 

 

１ 発表者氏名 Name(s) of presenter(s) 

＊複数の時は全員ご記入ください。Please print all presenters’ names in full. 

 

 

 

 

 

 

 

２ 所属 School/Institution  

 

 

 

 

 

 

 

３ 連絡先  

  住所 Address 

 

 

  Email                                         Phone   

 

 

 

 

４ 発表題目（発表言語で） 

 Title of presentation ( should be given in the language spoken in your presentation.) 

 

 

 

 

 

 

５ 使用機器 AV equipment needed  

  *必要なものをチェックしてください。これ以外のものが必要な場合は，事前にご相談ください。 

Please check items needed.  (Availability of equipment not on this list cannot be guaranteed. Contact 

the Office Coordinator if you have equipment needs that are not covered by this list.) 

 

 

□ None 

 

□ Projector (VGA connector)

□ Internet connection         □ Audio output 

 

 

 

 

 

 


