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2021年度春季研究会報告

2021年度春季研究会は 5月 9日（13時～16時）
にオンラインで実施されました。今研究会では，2

つの SIG によるシンポジウムが開催されました。
第 1 部ではツール・統計手法 SIG のシンポジウム
として「語彙ツールとキーワード統計手法の再訪」
をテーマに，水本篤氏（関西大学）による Revisit-

ing what counts as a word: The development of

New Word Level Checker という発表と，アント
ニ・ローレンス氏（早稲田大学）による Revisiting

the concept of keyness: Frequencies, dispersions,

and effect sizes という発表がありました。第 2 部
では語彙 SIGのシンポジウムとして「コロケーショ
ン辞典は日本人英語学習者のニーズに応えられてい
るか？」をテーマに，石井康毅氏（成城大学）によ
る「学習者向け中規模コロケーション辞典の見出し
語分析：CEFR-J Wordlist を基準とした比較調査」
という発表と，内田諭氏（九州大学）による「日本
語コーパスに基づいた英語コロケーション辞典の必

要性と可能性」という発表がありました。非会員の
方も含め，100名を超える参加者があり，盛会理に
終えることができました。

2021年度春季総会報告

春季研究会に引き続き，2021 年度春季会員総会
が行われました。報告事項として，2020 年度の活
動報告と 2021年度の活動計画が示されました。ま
た，審議事項として 2020 年度の決算と 2021 年度
の予算が示され，承認されました。

役員会報告

2021年度前半には主にメール審議・報告にて，以
下の議題が話し合われました。

• 2021年 4月（メール審議）
– 学会賞規程の奨励賞要件について「大学
院修了後 5年」を，「大学院修了後 15年」
に改正。

– MLを事務局からの連絡システムと位置
づけ，アドレスをメンテナンスする（会
員アドレスを全員収録する）作業方針を
承認。

– 新入会者への学会誌バックナンバーCD-

ROM 発送を電子データへのアクセス
コード発送に変更する（報告事項）。

• 2021年 7月（Zoom懇談会）
– 8月からの会長推薦開始にあたり，現会
長より，役員に自薦・他薦を呼び掛ける。

• 2021年 8月（メール審議）
–「学生優秀発表賞規程」の 2 条（授賞の
対象者）2項の修正を承認。
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（旧） 専任職を持たない者
（新） 専任の研究職に従事していな
い者

役員会の記録は以下の URL でもご覧頂けます。
https://jaecs.com/doc/yakuinkai.pdf

英語コーパス学会第 47回大会のお知らせ

英語コーパス学会第 47回大会は 2021年 10月 2

日（土）9時 50分～17時 30分にオンラインで開催
される予定です。招待講演として，以下の 2件が予
定されています。

• 松本曜氏（国立国語研究所）
「認知意味論研究におけるコーパスと実験の
利点と限界」

• Vaclav BREZINA 氏（英国ランカスター大
学）
Statistics and data visualization in corpus

linguistics with #LancsBox

また，27 件の会員発表が予定されており，充
実したプログラムとなっています。どうぞ奮っ
てご参加ください（※ 9/15 までに要参加登録。
https://bit.ly/37MLYv6）。大会の詳細は以下のサ
イトをご覧ください。https://jaecs.com/conf 47/

会誌『英語コーパス研究』第 29号論文投稿
募集について

『英語コーパス研究』編集委員会委員長
能登原祥之（同志社大学）

『英語コーパス研究』第 29号の原稿を次の要領で
募集いたします。会員各位の積極的な投稿をお待ち
しております。

原稿の種類
1. 英語コーパス利用・コンピュータ利用を
中心に据えた「研究論文」，「研究ノー
ト」，「総説論文」，「書評論文」，「実践
報告」

2. 「書評」，「コーパス紹介」，「ソフトウェ
ア紹介」，「海外レポート」，「論文紹介」

などの各種情報あるいは紹介原稿
原稿提出期限 2021年 11月 30日（火）

電子メール添付にて提出してください。提出
方法等についての詳細は学会ウェブサイトの
投稿規定 http://jaecs.com/jnl/jnl kitei.pdf

を参照してください。
問い合わせ先・原稿提出先

• 『英語コーパス研究』編集委員会：
能登原祥之（同志社大学）

• e-mail：jaecs.ed@gmail.com

採用通知 2022年 1月下旬
発刊・公開（オンライン） 2022 年 5 月下旬（予

定）

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� �
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� �
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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」
http://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

2020年 12月 16日から 2021年 8月 27日までに
入会された方をご紹介いたします。

赤瀬川 史朗 Lago言語研究所
大越 孝文 (S)

押切 孝雄 戸板女子短期大学
梶山 達也 同志社大学 (S)

小谷 尚子 東京外国語大学 (S)

小林 純一朗 東京外国語大学 (S)

佐々木 恭子 神戸大学 (S)

妹尾 翔大 (S)

泉類 尚貴 慶應義塾大学 (S)

Tikhonenko, Maksim 東京外国語大学 (S)

服部 拓哉 大阪大学 (S)

福永 眞理子 京都大学 (S)

星住 弥里 (S)

星野 靖子 放送大学 (S)

堀 恵子 筑波大学・東洋大学
堀家 利沙 神戸大学 (S)

山田 慶太 豊田工業高等専門学校
吉本 圭佑 龍谷大学

（五十音順，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� �

3

http://jaecs.com/join.html
http://jaecs.com/join.html


2021年 8月 27日発行
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