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■ 開催概要
会　期：2022 年 7 月 16 日 （土）・17 日 （日）
会　場：日本教育会館 （8 階  第 2 会議室）

〒 101-0003  東京都千代田区一ツ橋 2-6-2
https://www.jec.or.jp/

参加費：

会員 非会員 学生

事前受付 8,000円 9,000円
無料

当日受付 9,000円 10,000円

※当日の受付の混雑緩和のため，できるだけ事前受付
をお願いいたします。事前受付締切後は「当日受付」
の扱いとなります。

※学生は参加費無料ですが，参加登録は必要です。

■ 事前参加登録

事前登録：
http://jasmee.umin.jp/25jasmee/application.html

事前受付締切：2022年 7月 8日 （金）

1．参加にあたっては，事前に「参加登録」と「参加費
のご入金」をお願いいたします。

 7月 9日以降はフォームでお申込みいただき，参加
費は当日会場でお支払いください。

2．ご入会は下記サイトよりお手続きください。ご発表
者は本会会員に限ります。必ずご入会ください。

 　入会について：https://jasmee.jp/join/

■ 年会費について
会場での年会費の受付はいたしません。

■ 会場受付
1．事前受付を済ませた方：

事前にメールでお送りする「事前登録済：名札引
換券」を受付に提出し，名札を受け取りお名前をご
記入の上会場に入場してください。
「事前登録済：名札引換券」および領収書は，7月

11日ごろ送信の予定です。
2．事前受付が未了の方（7月 9日以降の申込み）：

1）可能でしたら参加申込フォームを送信し登録して
ご来場ください。申込フォームの入力も間に合
わなかった方は受付に申し出てください。

2）会場受付で参加費をお支払いください。

General information｜参加の方へのご案内

■ Outline of the event
Dates:  July 16 (Sat) & 17 (Sun), 2022

Venue: Japan Education Center (8F, Conference Room 2)

2-6-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0003
https://www.jec.or.jp/

Registration fees: 

Members Non-members Student members

Pre-registration 8,000 yen 9,000 yen
FreeOn-site

   　registration 9,000 yen 10,000 yen

* To avoid congestion at the registration desk, on-line 
pre-registration is encouraged, which will be available 
until July 8.

* Registration is also required for students, although 
there will be no fee charged.

■ Pre-registration
Click here to pre-register: 
　http://jasmee.umin.jp/25jasmee/application.html
Pre-registration deadline:  July 8 (Fri), 2022

1. Please register and pay the registration fee in advance. 
After July 9, please register using the form and pay the 
registration fee at the venue on the day of the event.

2. For more information about membership, please visit 
the following website. Presenters must be members of 
the Society.

 　Registration guidance: https://jasmee.jp/join/

■ Annual membership fee
No annual dues will be accepted at the venue.

■ Reception desk at the venue
1. For those who have pre-registered:

Please submit the “Pre-registered: Nameplate 
exchange ticket” sent to you in advance by e-mail to the 
registration desk to receive a name tag.
“Pre-registered: Nameplate exchange ticket” and 
receipts will be sent around July 11.

2. For those who have not yet completed pre-registration 
 (for applications after July 9):

1) If possible, please submit your registration form 
prior to your visit. If you have not submitted your 
registration form in time, please notify us at the 
registration desk.

2) Please pay the registration fee at the venue reception.
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3）名札を受け取り，お名前を記入のうえ会場にご入
場ください。

3．受付完了後，会場では必ず名札を身に着けてください。

● 参加証および領収証
名札が参加証となります。領収書は名札引換券とと
もにメールでお送りします。参加証・領収書は再発行
いたしませんのでご注意ください。

■ 一般演題演者の方へ
1．発表は PCを各自ご持参いただき，演者席のコネク
タに接続して映写してください。

2．音声付き動画を含むデータをご使用の場合は，事前
に事務局にご連絡ください。

3．発表予定時刻の 10分前までに会場の「次演者席」で
お待ちください。

4．発表時間は 12分＋質疑 3分　計 15分です。1分前
に予告ベル 1回，12分で終了ベル（2回）でお知ら
せいたします。質疑 3分には演者交代の時間も含め
ていますので，時間厳守でお願いいたします。

5．ご質問者の指名は座長に一任となります。マイクの
場所に移動して，座長の指示に従い，所属とお名前
を名乗ってから発言してください。

6．発表は PowerPointによる口演です。出力端子は
Mini D-Sub15ピンです。Macintoshをご使用され
る場合は 16Pin接続用ケーブルもご用意ください。

3) Please receive a name tag and fill in your name 
before entering the venue.

3. All registered attendees must wear their name tags at 
the venue.

● Participation certificate and receipt
The name tag will be your participation certificate. 
Receipts will  be sent by e-mail  along with the 
n a m e p l a te  exc h a n g e  t i c ke t .  P l e a s e  n o te  t h a t 
participation certificates and receipts will not be 
reissued.

■ For general topics speakers
1. Presenters are requested to bring their own PC and 

connect it to the connector at the presenter’s table for 
projection.

2. If you wish to use data including video with sound, 
please contact the secretariat in advance.

3. Please wait at the “Next Speaker’s Seat” in the hall at least 
10 minutes before your scheduled presentation time.

4. Presenters will be given 15 minutes (12 minutes + 3 
minutes for Q&A), with a warning bell to ring once 
before the 1 minute mark and a closing bell to ring 
once at 12 minutes (total of 2 times). The 3 minutes 
for Q&A includes the time for the speaker change, so 
please be on time.

5. The chairperson will have the discretion to designate 
the questioner. Please move to the microphone and 
follow the chairperson’s instructions to state your 
affiliation and name before speaking.

6. Presentations will be oral PowerPoint presentations. 
The output terminal is Mini D-Sub 15-pin; if you use a 
Macintosh, please bring a 16-pin connection cable.

Mini D-Sub15 ピン
(Mini D-Sub15-pin)

Mini Ｄ-Sub15 ピン 

  Mini D-sub15ピン 
                                      
    
 
 
 
 

◯◯　◯◯
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■ 座長の方へ
1．プログラムは日程表どおりに進めます。ご担当セッ
ション開始 10分前までに会場の「次座長席」でお
待ちください。

2．同じセッションを担当される座長の先生同士で打合
わせを希望される場合は，事前にお電話，メール等
でお打合せをお願いいたします。当日は打合せの場
をご提供できない場合がございます。

■ プログラム・抄録号の販売
1部 3,000円で販売いたします。

■ ドリンクサービス
第 3会議室にドリンクコーナーをご用意しています。 

ご利用ください。

■ 懇親会
新型コロナウイルス感染症の拡大状況をみて開催を決定
いたします。決定次第，ホームページにご案内いたします。
日　時：7月 16日 （土）18：00
会　場：喜山倶楽部（日本教育会館　9階）

■ 植村研一賞
日時：7月 16日 （土）16：55
会場：日本教育会館　8階　第 2会議室
2019年第 16回植村研一賞授賞式を開催いたします。

■ 関連会議日程
理事会 7月 15日（金） 18：00～ 19：00
 日本教育会館   810号室
評議員会 7月 17日（日）   9：00～ 9：30
 学会会場 （日本教育会館 8階  第 2会議室）
会員報告会 7月 17日（日）   9：30～ 10：00
 学会会場 （日本教育会館 8階  第 2会議室）

■ 日本医学英語教育学会事務局
編集室なるにあ
113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11 NCKビル
電話 03-3818-6450
E-mail: jasmee@narunia.co.jp

■ For chairs
1. The program will proceed as per the itinerary. Please 

wait at the "Next Chair's Seat" in the hall 10 minutes 
before the start of your session.

2. If you wish to have a meeting with other chairpersons 
of the same session, please call or e-mail us in advance. 
We may not be able to provide a meeting place on the 
day of the event.

■ Sales of program issues
Copies will be sold for 3,000 yen per copy.

■ Drink service
Drink corner is available in Conference Room 3. Please 

use it.

■ Reception
We will decide whether to hold the event based on the 

expansion of COVID-19. As soon as a decision is made, it will 
be posted on the website.

Date and time: July 16 (Sat)  18:00
Venue: Kizan Club (Japan Education Center, 9F)
Participation fee：6,000 yen

■ Kenichi Uemura Award
Date and time: July 16 (Sat)  16:55
Venue: Japan Education Center (8F, Conference Room 2)
The 16th Kenichi Uemura Award Ceremony will be held in 

2019.

■ Related meeting schedule
Board meeting: July 15 (Fri)  18:00-19:00
 Japan Education Center, Room 810
Councilors’ meeting: July 17 (Sun)  9:00-9:30

Meeting place
(Japan Education Center, 8F, Conference Room 2)

Member debriefing session: July 17 (Sun)  9:30-10:00
Meeting place
(Japan Education Center 8F, Conference Room 2)

■ JASMEE Secretariat
c／o NARUNIA Inc.
3-3-11 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan 
Phone +81-3-3818-6450
E-mail: jasmee@narunia.co.jp
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