2020 年度学会彙報
１．総会報告
出席者 15 名（委任状 25 名） 定足数を越え、総会が成立した。
・総務報告（会員異動状況）が報告された。
・2019 年度決算報告、事業報告（別紙）が承認された。
・2020 年度予算案、事業計画案（別紙）が審議され、承認された。
・役員改選が審議され、承認された。
２．第 13 回大会報告
・会場：大東文化大学（Zoom によるオンライン開催、ワークショップのみ YouTube Live 配信）
・日時：2020 年 9 月 5 日（土）12：45～17：00
・プログラム
12：30

入室開始

12：45

開会の辞

13：00

研究発表 1
「言語認知のモダリティに関する一考察」鈴木皓太

14：00

「現在の口腔機能評価に対する疑問 —ＳＰＧによる実験音声学的観点から—」
平尾麻衣子

15：00

ワークショップ「IPA ワードウルフをやってみよう」 企画：福盛貴弘

16：00

研究発表 2
「女性声優が演じる演技音声における役柄の性差 —文末イントネーションに
着目して—」丸島 歩

16：55

閉会の辞

17：15

総会

３．理事会報告
2019 年度第 2 回理事会報告
出席者：池田理事、島田理事、高村理事、福盛理事、菅井監事、岡田監事（委任状 1 名）
、城生顧問
日時：2020 年 3 月 28 日（土）16:00〜17:00
場所：Zoom によるオンライン理事会
・第 13 回大会について審議した。
・役員改選について審議した。
・役員選挙管理委員の選定について審議した。
・当日までの会員の異動状況が報告された。
・2019 年度収支報告が行われた。
・編集委員会からの報告が行なわれた。
・定款、細則の改訂についての報告が行われた。
・本学会の web 管理者の変更が報告された。
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2020 年度第 1 回理事会報告
出席者：池田理事、島田理事、高村理事、福盛理事、菅井監事、岡田監事（委任状 1 名）
、城生顧問
日時：2020 年 8 月 14 日（金）15:00〜16:00
場所：Zoom によるオンライン理事会
・新理事について審議し、会長候補、副会長候補、役員候補を選出した。
・2019 年度事業報告について審議した。
・2019 年度決算について審議した。
・2020 年度事業計画について審議した。
・2020 年度予算案について審議した。
・第 14 回大会について審議した。
・会員の異動および会計報告が行われた。
・編集委員会からの報告が行なわれた。
４．編集委員会報告
出席者：高村めぐみ（委員長）
、宇都木昭、橋本邦彦、田川拓海
日時：適宜
場所：メール会議
・ 第 12 回（2019 年度）大会に関して、匿名査読（2 名）の結果、発表 3 件が採択された。
出席者：池田潤（委員長）
、宇都木昭、丸島歩、勝田浩令
日時：適宜
場所：メール会議
・ 『実験音声学・言語学研究』
（REPL）第 12 号に関して、論文２件、フォーラム１件の応募があり、
匿名査読（2 名）の結果、論文１件、研究ノート１件、フォーラム１件が採択された。
＊第 14 回大会
2021 年の開催を予定しています。
＊会費納入のお願い
正会員の方は、年度内に年会費（一般会員 2,000 円、院生会員 1,000 円）を下記の口座に納入してくだ
さい。
ゆうちょ銀行
口座番号 00120-9-262862
口座名義 日本実験言語学会
＜他銀行から振り込まれる方＞
銀行名：ゆうちょ銀行
支店名：〇一九（ゼロイチキュウ）店
支店番号：019
口座番号：当座 0262862
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＊会員情報の変更に関して
http://www.jels.info/membership.html に会員情報変更用の書類を UP しておきます。
情報に変更がある方は、書類に必要事項をご記入の上、事務局宛にお送りください。
役員名簿
会 長

福盛 貴弘

副会長 三浦 弘
理 事

島田 武（事務局）

理 事

高村めぐみ（会計）

理 事

池田 潤（編集）

理 事

菅井 康祐（広報）

監 事

岡田あずさ

監 事

石田 尊

顧 問

城生佰太郎
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（別紙）

日本実験言語学会 総会資料
日時：2020 年 9 月 5 日（土）17：15～17：45
場所：Zoom
＜報告事項＞
１．総務報告

会員異動状況
会員数
2018 年度末

2019 年度

（2019 年 3 月 31 日）現在

（2020 年 3 月 31 日）現在

会員の種別
正会員
（うち学生）
賛助会員
合計

増減数

69

74

(17)

(18)

2

2

0

71

76

5

２．2019 年度事業報告

(1) 大会報告
日時：2019 年 8 月 10 日（土）13：30～17：00
会場：大東文化大学大東文化会館 K-301 教室
【受付開始】13:30
【開会の辞】13:55
【口頭発表】14:00
(1)14:00-14:45
「日本語における言語リズムの「単位」と「要素」
」 桐越 舞
(2)14:55-15:40
「群馬県方言「まーず」の考察」 濱岡 佑帆
(3)16:05-16:50
「聴覚 N100 成分における外因性の諸問題」 福盛 貴弘
【閉会の辞】17:00
【総会】17:15
【懇親会】18:00
(2) 学会誌の刊行
『実験音声学・言語学研究』
(英文名：Research in Experimental Phonetics and Linguistics)
第12号 2020年3月24日
論文 3 件、研究ノート 1 件、フォーラム 2 件
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5

(3) 役員会
<第1回理事会報告>
出席者：池田理事、三浦理事、福盛理事、島田理事（委任状 2 名）、城生顧問
日時：2019年6月15日（土）16:00〜17:00
場所：大東文化大学大東文化会館 K-301
・第 12 回大会について審議した。
・定款、細則改定案について審議した。
・2018 年度決算について審議した。
・2019 年度予算案について審議した。
・2019 年度事業計画および総会について審議した。
・会員の異動および会計報告が行われた。
・編集委員会からの報告が行なわれた。
<第2回理事会報告>
出席者：池田理事、島田理事、高村理事、福盛理事、菅井監事、岡田監事
（委任状1名）、城生顧問
日時：2020年3月28日（土）16:00〜17:00
場所：Zoomによるオンライン理事会（ホストPC：大東文化会館）
・第13回大会について審議した。
・役員改選について審議した。
・役員選挙管理委員の選定について審議した。
・当日までの会員の異動状況が報告された。
・2019年度収支報告が行われた。
・編集委員会からの報告が行なわれた。
・定款、細則の改訂についての報告が行われた。
・本学会のweb管理者の変更が報告された。
<編集委員会報告>
出席者：高村めぐみ（委員長）
、宇都木昭、橋本邦彦、田川拓海、
日時：適宜
場所：メール会議
・第 12 回（2019 年度）大会に関して、匿名査読（2 名）の結果、発表 3 件が採択された。
・
『実験音声学・言語学研究』
（REPL）第 12 号に関して、論文 3 件、研究ノート 1 件の応募があり、匿
名査読（2 名）の結果、論文 3 件、研究ノート 1 件が採択された。また、フォーラム 2 件の応募があり、
採択された。
(4) その他
・JELS 通信は No. 49～52 まで送信された。
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３．2019 年度決算報告

４．2019 年度監査報告

（別紙）

＜審議事項＞
１．2019 年度事業計画

(1) 第 13 回大会について
日時：2020 年 9 月 5 日（土）
会場：Zoom（オンライン開催）
口頭発表 3 件
大会委員長：福盛貴弘
(2) 学会誌の刊行
・
『実験音声学・言語学研究』第 13 号を刊行する。
・原稿締め切りは 10 月末日とする。
(3) 役員会
・理事会を年 2 回、編集委員会を随時開催する。
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２．2019 年度予算案

３．役員改選

(1) 理事選挙結果報告（選挙管理委員：石田 尊、桐越 舞）
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(2) 会長、副会長選出
会長候補：福盛 貴弘

副会長候補：三浦 弘

(3) 役員選出
事務局長候補：島田 武

会計候補：高村 めぐみ

編集委員長候補：池田 潤

広報候補：菅井 康祐

監事候補：岡田 あずさ、石田 尊
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編集後記
『実験音声学・言語学研究』第 13 号をお届けいたします。今号には、論文 1 編、研究ノート 1 編、
そして、フォーラム 1 編が掲載されています。掲載された論考の本数は決して多くありませんが、研究
対象としては音声、文字、手話にわたり、研究手法としては音響解析、事象関連電位などが援用され、
本学会の守備範囲の広さを示す一冊となっていると感じます。ご高覧いただければ幸いです。
今年度は役員改選が行われました。これにともない、編集委員会の構成も変わりました。会員の皆様
の積極的な投稿を編集委員一同、お待ちしております。
（J.I.）
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