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第 42 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 
髙	 塚	 成	 信 

 
拝啓 
 
初夏の候，会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて，第 42回中国地区英語教育学会を岡山大学教育学部にて以下の通り開催いたしますの
で，多数の皆様にご参加くださいますようご案内申し上げます。 
 

敬具 
 
 

記 
 
 
日 時：平成 23 年 6 月 25 日（土） 
場 所：岡山大学教育学部（〒700-8530 岡山市北区津島中三丁目１番１号） 
 
日 程： 11:30～12:30  理事会    （教育学部本館 4階 407 会議室） 

12:00～     受 付    （教育学部本館 4階） 
     13:00～13:50  総 会    （教育学部本館 4階 401 講義室） 
     14:00～16:50  自由研究発表 （教育学部講義棟 4階） 
    （都合により，今年度は懇親会を行いません。ご了承ください。） 
 
 
 
(1)	 宿泊については，お手数ですが各自でご手配ください。 
(2)	 岡山大学津島キャンパスへのアクセスは岡山大学交通アクセス・地図をご参照くださ

い（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html）。 
	 	 なお，岡山大学津島キャンパスは，平成２３年３月１日より，駐車場が有料となって 
	 	 おりますので，ご了承ください（１時間まで無料，以後１日５００円）。 
(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。なお，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。 
(4)  研究発表をなさる方は以下の点にご留意ください。 

・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１鈴，30分終了で 2鈴鳴らします。 

	  ・司会者は依頼しておりませんので，質疑応答は，発表者で行ってください。 
  ・発表資料については，50部程度ご用意いただき，発表の直前に配布してください。 
 
 

大会事務局	 	 〒700-8530 岡山市北区津島中三丁目１番１号 
岡山大学大学院教育学研究科 小山尚史研究室 
TEL: 086-251-8527 
E-mail: tkoyama@cc.okayama-u.ac.jp 

 



 第 42回 中国地区英語教育学会・研究発表会プログラム 

  

 

 

 

 

 

 

日時：平成 23年 6月 25日（土）13：00～16：50 

会場：岡山大学教育学部（〒700-8530 岡山市北区津島中 3丁目 1番 1号） 

受付：12：00～（教育学部本館 4階） 

 11：30～12：30 理事会（教育学部本館 4階 407会議室） 

 13：00～13：50 総会（教育学部本館 4階 401講義室） 

 14：00～16：50 自由研究発表会（教育学部講義棟４階） 

 

 

 

 

 

 

 

● お知らせ 

 

・宿泊については，お手数ですが各自でご手配ください。 

・岡山大学津島キャンパスへのアクセスは岡山大学交通アクセス・地図をご参照くだ 

さい（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html）。なお，岡山大学津島 

キャンパスは，平成 23 年 3 月 1 日より，駐車場が有料となっておりますのでご了 

承ください（1 時間まで無料，以後 1 日 500 円）。 

・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。なお，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。 

・昼食は、生協マスカットカフェテリアが営業しています（11:00～20:00）。 

・講義棟 4 階 5406 演習室を休憩室としています。 

 

 

○ 研究発表をなさる方は以下の点にご留意ください。 

 

・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１鈴，30 分終了で 2 鈴鳴らします。 

・司会者は依頼しておりませんので，質疑応答は発表者で行って下さい。 

・発表資料については，50 部程度ご用意いただき，発表の直前に配布してください。 

  



 

自由研究発表 14：00～16：50 

 

 

 

 

第 1室（講義棟 4階 5407） 

 

研究発表 1 （14：00～14：30） 

映像の有無がシャドーイングの効果の促進に及ぼす影響について 

      國光 薫（広島大学大学院） 

 

研究発表 2 （14：35～15：05） 

ライティング活動に関与する要因について（２）    藤居 真路（広島県立大門高等学校） 

 

 

研究発表 3 （15：10～15：40） 

学習者の能力に基づくリスニング・写真描写問題の分析 

 井上 英俊（明石工業高等専門学校） 

 

研究発表 4 （15：45～16：15） 

Language learning through peer interaction: Individual differences towards fluency 

 中村 英子（ランカスター大学大学院） 

 

研究発表 5 （16：20～16：50） 

中学生レベルにおけるアウトプット能力養成を目指した Large Grammar活動 ―理論と実践(1) ― 

                                     足立 和美（鳥取大学） 

 

 

 

第 2室（講義棟 4階 5405） 

 

研究発表 1 （14：00～14：30） 

リーディングを通した付随的語彙習得：意味提示時における語彙反復とその保持率 

 山内 勝弘（広島大学大学院） 

 

研究発表 2 （14：35～15：05） 

日本人英語学習者に対するリーディング指導の一研究 ～Prosody指導を支えとするチャンキング 

アプローチを採用して～                      中嶋 多美子（広島大学大学院） 

 

研究発表 3 （15：10～15：40） 

日本，韓国，中国英語教科書比較 ―語彙に関しての一考察― 

    樋口 慎一（岡山県立岡山大安寺中等教育学校） 

 

研究発表 4 （15：45～16：15） 

試行的パラグラフ構造把握トレーニングが母語による要約の質におよぼす影響 

 浅井 智雄（広島県立広島皆実高等学校） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第 3室（講義棟 4階 5404） 

 

研究発表 1 （14：00～14：30） 

英語学習における 3欲求と内発的動機づけの因果関係 

 伊藤 紗織（安田女子大学大学院） 

 

研究発表 2 （14：35～15：05） 

大学生の英語自主学習の量と内容に関する調査 

 上仲 律子（岡山大学・岡山県立大学非常勤講師） 

 是近 成子（岡山大学非常勤講師） 

 

研究発表 3 （15：10～15：40） 

教師としてのビリーフの構築 ―学級担任が外国語活動を指導するために― 

                                            福原 史子（ノートルダム清心女子大学） 

                                           高橋 幸子（ノートルダム清心女子大学） 

 

研究発表 4 （15：45～16：15） 

e ラーニング学習における学習者要因の学習行動、学習効果への影響 

 池上 真人（松山大学） 

 

研究発表 5 （16：20～16：50） 

英語教師志望動機に関する研究  上西 幸治（摂南大学） 

 

 

第 4室（講義棟 4階 5403） 

 

研究発表 1 （14：00～14：30） 

文学教材を用いた発問作成のためのチェックリスト ―「語り」に焦点を当てて― 

 武久 加奈（広島大学大学院） 

 

研究発表 2 （14：35～15：05） 

新しい学習指導要領における少人数選択クラスでの学校図書館活用と英語教育 

 本田 浩子（広島県立忠海高等学校） 

 

研究発表 3 （15：10～15：40） 

「英語による授業実践」④ i+1の言語活動を求めて ～ICTの活用と協同学習の事例～ 

 吉川 正美（香川県立高松高等学校） 

 

研究発表 4 （15：45～16：15） 

高等学校での授業は「タスク中心」ですか？ ―新学習指導要領・外国語編に関する一考察―   

 宮迫 靖静（岡山県立岡山操山高等学校） 

  



 

 

 

会場案内図 

 

 

 
 

 

 

 

    


