平成 22 年 6 月 14 日
中国地区英語教育学会
会
員
各
位

第 41 回中国地区英語教育学会・研究発表会のご案内

大会実行委員長
深 澤 清 治
拝啓
初夏の候，学会員の皆様には益々ご清祥のこことお慶び申し上げます。
さて，第 41 回中国地区英語教育学会を広島大学教育学部にて以下の通り開催いたしますので，多数の
会員の皆様にご参加下さいますようご案内申し上げます。
記
日 時：平成 22 年 6 月 26 日（土）11:00～16:30
場 所：広島大学教育学部（広島県東広島市鏡山一丁目１番１号）
日 程： 10:00～
受 付
11:00～12:30
ワークショップ（無料，非会員でも参加できます）
ワークショップ I「生徒を理解するためのデータ分析：Excel を
活用した実習」（前田啓朗先生 広島大学）
ワークショップ II「教科書を活用して行う統合的な授業」
（磯田貴道先生 広島大学）
12:00～12:30
理事会
13:00～13:30
総 会
13:40～16:30
自由研究発表
17:00～19:00
懇親会（広島大学生協北 1 レストラン 会費：4 千円）
(1)
(2)

宿泊については，お手数ですが各自でご手配ください。
広島大学へのアクセスは広島大学 交通アクセス・地図（東広島キャンパス）をご参照ください。
広島大学交通アクセス・地図（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/index.html）
(3) 参加申込の締切は過ぎましたが，当日参加も受け付けております。会員でない方は，当日会費（3,000
円）を受付でお支払いください（ワークショップのみの場合は，無料です）。
(4) 自由研究発表の発表時間は 20 分，質疑応答は 10 分とします。

○

研究発表をされる方へ
自由研究発表の発表時間は 20 分，質疑応答は 10 分とします
計時係を各室に配置し，20 分で第 1 鈴，30 分終了で第 2 鈴を鳴らします。
発表資料につきましては，50 部程度準備し，発表の直前に配布ください。
また，質疑応答は発表者が直接フロアから意見をお求めください。

大会事務局
〒739-8521 広島県東広島市鏡山１丁目７番１号
広島大学 外国語教育研究センター 田頭憲二研究室内
Phone: 082-424-5943/3867 Fax: 082-424-6400
E-mail: ktagashira@hiroshima-u.ac.jp

第 41 回中国地区英語教育学会・研究発表会プログラム

日
時：
会
場：
受付開始：

11:00～12:30
12:00～12:30
13:00～13:30
13:40～16:30
17:00～19:00

平成 22 年 6 月 26 日（土）11:00～16:30
広島大学教育学部（〒739-8524 広島県東広島市鏡山一丁目１番１号）
10:00～（教育学部正面玄関より入り 2F ロビー）

ワークショップ（K207 CALL 教室，K203 教室）
理事会（C620）
総 会（第 1 会議室）
自由研究発表
懇親会（広島大学生協北 1 レストラン 会費：4 千円）

【ワークショップ】11:00～12:30
ワークショップ I（K207 CALL 教室）
「生徒を理解するためのデータ分析：Excel を活用した実習」
（前田啓朗先生

広島大学）

指導の過程においては，生徒の反応などを観察した結果のほか，小テスト，中間・期末考査，模
試の偏差値，多肢選択式アンケートの結果など，数値化できるさまざまなデータが存在します。こ
のワークショップでは，汎用表計算ソフトである Excel を使って，それらのデータをどのような目
的でどのように分析することで，指導に資する情報を得ることができるのかという観点から，実習
を行います。
ワークショップ II（K203 教室）
「教科書を活用して行う統合的な授業」
（磯田貴道先生

広島大学）

手持ちの教科書の文章を活用して統合的な授業を行うことをテーマとして，具体的な授業方法を
ご紹介します。参加者の皆さんに，実際に教科書の文章を基にして作った活動を体験していただき
ます。対象は中学，高校，大学の英語の授業とお考えください。統合的な授業ですので，様々なコ
ミュニケーション活動や，語彙や文法等を学ぶ活動を織り交ぜます。そういう授業を，教科書ひと
つで行います。教科書にある文章を活用すれば，様々な活動を作ることができます。授業を統合的
にする，しないに関わらず，教科書の活用という観点で参加されるのも一興かと思います。

【自由研究発表】13:40～16:30
第 1 室（第 1 会議室）
研究発表 1（13:40~14:10）
ESD と英語教育－代替案の思考力を育むための試み－
研究発表 2（14:15~14:45）
中学校前半における自由会話の指導
研究発表 3（14:50~15:20）
速読力を育てる指導法について

中沢

山岡

淀川

敏浩（広島県立広島国泰寺高等学校）

大基（広島大学附属福山中・高等学校）

幸子（尾道東高等学校（広島大学大学院））

研究発表 4（15:25~15:55）
卒業期における小中連携の意義と実践－アルファベット導入の在り方を例として－
渡部 靖徳（周南市立桜木小学校）
研究発表 5（16:00~16:30）
Swan, M (2006)からの示唆
宮迫 靖静（岡山県立岡山南高等学校）

第 2 室（第 2 会議室）
研究発表 1（13:40~14:10）
前置詞学習における認知意味論的指導の一考察 (1)－前置詞 at, in, on に焦点を当てて－
安原 千尋（安田女子大学大学院）
研究発表 2（14:15~14:45）
英語Ⅰにおけるスキーマの活性化を目指した指導の具体化とその有効性に関する研究
浅井 智雄（広島県立広島皆実高等学校）
研究発表 3（14:50~15:20）
談話構造の概念マップを用いた読解指導の効果について
吉留 文男（大島商船高等専門学校）

第 3 室（第 3 会議室）
研究発表 1（13:40~14:10）
日本，韓国，中国英語教科書比較－学習単元の構成を中心に－
樋口 慎一（岡山県備前市立片上高等学校）
研究発表 2（14:15~14:45）
中学校の英語教科書に見られるイベントスキーマと文型
能登原祥之（比治山大学）
研究発表 3（14:50~15:20）
英語の知識言語化と社会の機能的分化の進行が与える日本の英語教育への影響
柳瀬 陽介（広島大学）
研究発表 4（15:25~15:55）
Continua of fluency seen in L2 learners’ use of non-lexical/lexical pauses in a repeated task
中村 英子（ランカスター大学大学院）
研究発表 5（16:00~16:30）
Exploring features of discourse and identity through conversation analysis
イエン ナカムラ（岡山大学）

第 4 室（第 4 会議室）
研究発表 1（13:40~14:10）
日本(式)英語には閉鎖音/m, b, p, t/がない？－音響的分析に基づく考察－

山田

純（広島大学）

研究発表 2（14:15~14:45）
Graded Readers 版文学作品のＣＤを使用したリスニング－大学生英語学習者に及ぼす効果－
小野 章（広島大学）
山内 勝弘（広島大学大学院）
研究発表 3（14:50~15:20）
反復ディクテーション演習によるリスニング・ワーキングメモリ増強について
松岡 博信（安田女子大学）
研究発表 4（15:25~15:55）
外国語単語記銘における語長効果についての検討
竹野純一郎（中国短期大学）
玉井 健（神戸市外国語大学）
高塚 成信（岡山大学）

第 5 室（K203）
研究発表 1（13:40~14:10）
留学前後における日本人学習者のリスニング方略使用の変化
研究発表 2（14:15~14:45）
高校生の英語語彙学習方略に関する研究

山内

赤瀬

優佳（広島大学大学院）

正樹（長野県赤穂高等学校）
上西 幸治（摂南大学）

研究発表 3（14:50~15:20）
学習意欲に働きかける学習方法の与え方に関する研究
青木
渡辺

池上 真人（松山大学）
信之（広島市立大学）
智恵（広島市立大学）

研究発表 4（15:25~15:55）
ライティング活動に関与する要因について（１）－課題の難易度の認知と自己効力感の関係を通して－
藤居 真路（広島県立大門高等学校）
研究発表 5（16:00~16:30）
The Immediate and Long-Term Effects of Explicit and Implicit Classroom Interventions
Kenneth Fordyce（Hiroshima University）
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○

宿泊については，お手数ですが各自でご手配ください。
広島大学へのアクセスは広島大学 交通アクセス・地図（東広島キャンパス）をご参照ください。
広島大学交通アクセス・地図（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/index.html）
参加申込の締切は過ぎましたが，当日参加も受け付けております。会員でない方は，当日会費（3,000
円）を受付でお支払いください（ワークショップのみの場合は，無料です）。
昼食は，生協北 1 レストランが営業しています（10:30～13:30）。
自由研究発表の発表時間は 20 分，質疑応答 10 分とします。

研究発表をされる方へ
自由研究発表の発表時間は 20 分，質疑応答 10 分とします
計時係を各室に配置し，20 分で第 1 鈴，30 分終了で第 2 鈴を鳴らします。
発表資料につきましては，50 部程度準備し，発表の直前に配布ください。
また，質疑応答は発表者が直接フロアから意見をお求めください。

