第 47 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 28 年 6 月 25 日（土）13：00～16：30
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：12：30～13：30（教育学部本館 4 階）
（理事のみ 11：00～12：30 理事会（教育学部本館 4 階 407 会議室）
13：00～13：30 総会（教育学部本館 4 階 401 講義室）
13：40～16：30 自由研究発表（教育学部講義棟の 3 階と 4 階）
17：00～18：30 懇親会（岡山大学生協ピーチユニオン 3 階 会費 2 千 5 百円）

● 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。
・会場へのアクセスは以下の URL から「津島キャンパスアクセスマップ」および
「津島キャンパスキャンパスマップ（全体図）」をご参照ください。
アクセスマップ：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html
キャンパスマップ（全体図）：
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
・お車でお越しの方は，岡山大学津島キャンパスの駐車場がご利用になれますが,
駐車場は有料となっておりますので，ご了承ください。
（入構から１時間までは無料。1 時間以上 2 時間未満は 200 円，以後 1 時間経過毎に
200 円を加算し，24 時間毎の最高限度額は 1,000 円です。
）

・昼食は，ピーチユニオン 2 階カフェテリアが営業しています（11:00～14:00）。
・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（一般 2,000 円，学生 1,000 円）を受付でお支払いください。
・岡山大学はキャンパス内全面禁煙となっております。建物内だけでなく，屋外も
含め学内は禁煙です。ご協力をよろしくお願いいたします。
○ 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ください。
・発表資料については，30 部程度ご用意いただき，発表の直前に配布してください。
・会場にはプロジェクターと VGA ケーブルしかご用意しておりません。その他，
必要な機器類（パソコン，端子変換アダプタなど）はすべてご持参ください。

自由研究発表 13：40～16：30
第 1 室（講義棟 4 階 5403 教室）
14：50～15：20 研究発表
英語教育における楽観主義と自己決定動機づけの関係について
藤居 真路（広島県立尾道商業高等学校）
15：25～15：55 研究発表
英語中心の英語授業におけるパターン・プラクティスの効用－習熟度と動機づけの観点から－
井上 聡（環太平洋大学）
16：00～16：30 研究発表
英語指導に関する理想自己とは －英語教育に興味がある大学生の場合－
宮迫 靖静（福岡教育大学）
第 2 室（講義棟 4 階 5404 教室）
13：40～14：10 研究発表
話す力を伸ばす指導とその効果 －口頭で写真や絵を説明する力を例として－
久万 瑞帆（広島大学大学院）
樫葉 みつ子・松浦 伸和（広島大学大学院教育学研究科）
14：15～14：45 研究発表
英語で『できること』と『できないこと』
―テキストマイニングを用いた高校３年生のアンケート分析に焦点を当てて―
吉住 晃（倉敷市立倉敷翔南高等学校）
14：50～15：20 研究発表
Foreign language speaking anxiety in the English-Medium Instruction (EMI) program in a
Japanese university
鈴木 章子（米子工業高等専門学校）
15：25～15：55 研究発表
英語学習者の性格と外国語リスニング不安の関係性
山内
16：00～16：30 研究発表
中学１年生を対象にした帯活動指導の効果について
吉留 文男（徳山工業高等専門学校）
・野坂

優佳（広島文化学園大学）

良太（周南市立住吉中学校）

第 3 室（講義棟 4 階 5405 教室）
13：40～14：10 研究発表
教科書テキストの難易度に対する学習者と教員の意識 ―高校生のリーディングの課題を探る―
五井 千穂（広島大学大学院）
14：15～14：45 研究発表
L2 ライティング指導における自動化されたフィードバックの役割
岩中
14：50～15：20 研究発表
個々の学習者タイプに応じたボトムアップ処理の効率化
―音読と書き写しスパンの基礎的研究―

貴裕（山口学芸大学）

森 千鶴（福岡教育大学）

15：25～15：55 研究発表
高校生の「読む力」・
「書く力」
・「読むことから書くことへの転換力」の関連性
―テキストの言語的難易度の違いから―
浅井 智雄（広島県立廿日市西高等学校）

第 4 室（講義棟 4 階 5407 教室）
13：40～14：10 研究発表
第二言語習得に貢献するアクティブラーニングとは･･･ －高校「外国語（英語）
」指導の場合－
吉川 正美
14：15～14：45 研究発表
大学での英語学習に関する課外活動の立ち上げに関する実践報告
―ITC (Intensive Training Course of English) 合宿を通して―
関谷 弘毅（広島女学院大学）
14：50～15：20 研究発表
声掛けメールによる WBT 自学自習の促進
森田 光宏・榎田 一路・鬼田 崇作・阪上 辰也・草薙 邦広・吉川 りさ
（広島大学外国語教育研究センター）
15：25～15：55 研究発表
短期海外語学文化研修における「内省シート」の取組みと成果
16：00～16：30 研究発表
大学入学前指導を通したアクティブ・ラーニングの実践

森原

彩（山口県立大学）

奥羽 充規（四天王寺大学）

第 5 室（講義棟 3 階 5301 教室）
14：50～15：20 研究発表
定時制高校生の英数字、英単語、英文の直後筆記再生の比較
ウィリアムズ 厚子（広島大学大学院）
15：25～15：55 研究発表
記述問題の中間点に関する一考察

中澤 敏浩（広島県立海田高等学校）

16：00～16：30 研究発表
英語教育の基盤としての感性についての理論的整理
柳瀬 陽介（広島大学大学院教育学研究科）
第 6 室（講義棟 3 階 5303 教室）
14：50～15：20 研究発表
高等学校における認知言語学的視点を取り入れた英語前置詞の指導：
大学進学希望者を対象として
和田

考平（島根大学大学院）

15：25～15：55 研究発表
英語の現在完了形と身体の関係について ―英語母語話者へのインタビューを通して―
石井 達也（広島大学大学院）
16：00～16：30 研究発表
形容詞と副詞の概念的定義の試み－認知文法の視点から－
井口 智彰（大島商船高等専門学校・広島大学大学院）
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交通アクセス 岡山大学津島キャンパスへのアクセス

ＪＲ岡山駅からの経路
JR 津山線
法界院駅下車・・・所要時間約 4 分，
その後，徒歩約 10 分
岡電バス
岡山駅西口バスターミナル 22 番乗り
場から 47 系統岡山理科大学行き乗
車，岡大西門下車・・・所要時間約 7
分，その後，徒歩約 7 分
（岡大東門へはキャンパス外周を廻
った後に到着するため，岡大西門下
車，徒歩をお勧めします。
）
タクシー
岡山駅西口広場 2Ｆタクシー乗り場
から・・・所要時間約 10 分
岡山大学周辺からのタクシー
両備タクシーセンター
小型 ０８６２６２３９３９
代表 ０８６２６４１２３４

教育学部本館
４階（受付）
キャンパス内地図

懇親会会場
ピーチユニオン３階

岡大西門
(バス停）

岡大東門

