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※ 日 程（Schedule） 

 

時間 内容 場所 

9:00～ 9:40 受付 Reception 3 号館 1 階 

9:40～ 9:55 開会行事 Opening Ceremony 3-202号 教室 

10:00～10:30 研究発表 1 Presentations 1 3-106号, 3-201号, 3-204号 教室  

10:35～11:05 研究発表 2 Presentations 2 3-105号, 3-106号, 3-204号 教室 

11:10～11:40 研究発表 3 Presentations 3 3-105号, 3-106号, 3-201号, 3-204号 教室 

11:45～12:15 研究発表 4 Presentations 4 3-105号, 3-106号, 3-201号, 3-204号 教室 

12:15～13:15 昼食 Lunch Break 3号館の教室、フロア、屋外 

13:15～13:45 研究発表 5 Presentations 5 3-105号, 3-106号, 3-201号, 3-204号 教室 

13:50～14:20 研究発表 6 Presentations 6 3-105号, 3-106号, 3-201号 教室 

14:30～14:50 総会 Members’ Meeting 3-202号 教室 

15:00～16:40 シンポジウム Symposium 3-202号 教室 

16:40～16:50 閉会行事 Closing Ceremony 3-202号 教室 

17:30～19:30 懇親会 After-Conference Party 沖縄国際大学厚生会館 4 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム 

 

受付 (Reception)         9:00～ 

 

開会行事 (Opening Ceremony)   3-202 教室     9:40～9:55 

  会長挨拶：柳井 智彦（大分大学教授） 

  会場校挨拶：前津 榮健（沖縄国際大学学長） 

 

研究発表 (Presentations)              10:00～12:15 

・発表 20 分，質疑応答 10 分（20 min. Presentation & 10 min. Q&A） 

・使用言語 Ｅ：英語，Ｊ：日本語 （Language used in the presentations ,  E: English,   J: Japanese ） 

 

第一会場 (Presentation Room １)  3-105号 教室  

1 10:00～10:30  空き 

 

2 10:35～11:05  J  

通訳訓練手法を応用した即応的なスピーキングの実践報告 

南津 佳広（大阪電気通信大学） 

3 11:10～11:40  J 

思考力に着目したライティングの指導についての一考察 ―「逆向き設計」論の視点から―  

                             副島 佳織（佐賀大学大学院生） 

  4 11:45～12:15  J 

4技能統合型英語教育：スピーキングとライティングに焦点をあてて 

                                                        柏木 哲也（北九州市立大学） 

 

第二会場 (Presentation Room 2)  3-106号 教室 

1 10:00～10:30  J 

語彙テスト項目の並べ方  ―  頻度順と無作為順で得点が異なるか 

                                                       神本 忠光（熊本学園大学） 

2 10:35～11:05  J  

英語心内辞書における名詞クラスターの構造化       

                          折田 充 (熊本大学)・村里 泰昭 (熊本大学) 

      小林 景 (慶應義塾大学)・相澤 一美 (東京電機大学)                         

神本 忠光 (熊本学園大学)・吉井 誠 (熊本県立大学) 

Richard S. Lavin (熊本県立大学) 

3 11:10～11:40  J 

多読教材として、電子書籍と紙書籍はどちらが有効か？―NIRS と視線追跡装置を用いての検証― 

       大下 晴美（大分大学） 

4 11:45～12:15  J 

 英文理解を促す「読むこと」の授業デザインと実践 

山城 仁（東京学芸大学附属世田谷中学校） 

 

第三会場 (Presentation Room 3)  3-201号 教室  

1 10:00～10:30   J 

形成的フィードバック介入による学習者の自己調整学習プロセス―質的分析法 TEM による考察― 

土屋 麻衣子（福岡工業大学） 

2 10:35～11:05  空き  

  

3 11:10～11:40  J 

   学習者による英語学習結果の記録について－大学初年次共通英語クラスの事例－    

                               大城 明子（沖縄国際大学） 

 



4 11:45～12:15  J 

 入学前教育から大学院、短期海外研修まで〜現状と課題〜 

        吉重 美紀（鹿屋体育大学） 

 

第四会場 (Presentation Room 4)  3-204号 教室  

1 10:00～10:30  E 

Tackling the Myth of Vocabulary Instruction: Does It Facilitate Students' Listening Comprehension?  

                          日髙  佑郁（鹿児島大学） 

2 10:35～11:05  E  

 The Impact of Training on Critical Thinking Development in College Students 

        Monica Hamciuc (鹿児島大学) 

                                                    楠元 洋子（桜美林大学） 

3 11:10～11:40  E  

        The role of EFL teachers in nursing students’ cross-cultural awareness: Analysis of students’ final papers 

                          川北 直子（宮崎県立看護大学） 

Joel Hensley（宮崎県立看護大学） 

  4 11:45～12:15  E  

Longitudinal Analysis of Teaching and Testing of an EIL/ELF Class     

                       中村 優治 (慶應義塾大学) 

Adam Murray（宮崎国際大学） 

 

昼食 (Lunch Break)         12:15～13:15 

 

研究発表 (Presentations)        13:15～14:45 

 

第一会場 (Presentation Room １)  3-105号 教室  

5 13:15～13:45  J 

『伝え合う力』の育成を目指した英語授業の実践 ―帯活動と発問構成の工夫を通して―  

岩元 正悟（佐賀大学大学院生） 

  6 13:50～14:20  J 

グローバル人材の育成と英語教育の関係と課題について 

佐藤 勇治（熊本学園大学） 

 

第二会場 (Presentation Room 2)  3-106号 教室 

5 13:15～13:45  J  

音声ありとなしの読み方で読解力が異なるか？ 

阿嘉 奈月（有明工業高等専門学校） 

6 13:50～14:20  J 

 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とその保持 

        森 千鶴（福岡教育大学） 

 

第三会場 (Presentation Room 3)  3-201号 教室  

5 13:15～13:45  E  

Gateway to an Autonomous Learner: A Report on the Activity of FWU Language Cafe   

                          田上 優子（福岡女子大学） 

  6 13:50～14:20  E 

ICT Assisted Educational Improvements for English Classes at a Japanese Institute of Technology   

Tomek Ziemba （大分工業高等専門学校）

  

 

第四会場 (Presentation Room 4)  3-204号 教室  

5 13:15～13:45  J 

 韓国の小学校英語教育における教科書分析―日本の教科化に向けて― 

 早瀬 沙織（東京大学大学院生） 



6 13:50～14:20  空き 

 

 

総会 (Members’ Meeting)    3-202 教室     14:30-14:50 

 

シンポジウム(Symposium)   3-202 教室     15:00-16:40   

 

○テーマ：「英語教育におけるアクティブラーニングの実践～小・中・高・大の視点を踏まえて～」 

○パネリスト：   新川 美紀（浦添市立港川小学校） 

      上原 明子（琉球大学教育学部附属中学校） 

   グレイ 雅美（沖縄県立小禄高等学校） 

            上原 千登勢（沖縄国際大学） 

    ○コーディネーター：山川 満夫（沖縄国際大学） 

 

閉会行事 (Closing Ceremony)   3-202 教室            16:40-16:50   

    

 

懇親会 (After-Conference Party) 沖縄国際大学厚生会館 4 階         17:30-19:30  

 

 

※ 研究発表概要（Abstracts of Presentations） 

研究発表 1（Presentations 1） 10:00～10:30 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

空き  

 

第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

語彙テスト項目の並べ方  

－ 頻度順と無作為順で得点が異なるか 
神本 忠光（熊本学園大学） 

英語語彙サイズ試験では、テスト項目は一般的に頻度順に並べられている。高頻度レベルは簡単でも、低頻

度レベルになると難しくなり、やる気を失わせ測定精度が低くなる。その対策として無作為順が良いという主

張があるが、明確なデータはない。 

語彙テスト VST（頻度順版：F)を 9 千語レベルまで使い、ランダム順版(R)を作成した。その 2 版のどちらか

を学生 118 名が受験した。その際、MC での当て推量を抑える意図で、自分の選択が正答だと判断する自信度

を 5 段階で示させた。結果は、R 版の平均の方が F 版より高かったが、その差は統計的に有意ではなかった。

しかし自信度を取り入れた採点では有意差が見られ、順序効果が示唆された。発表では、語彙サイズ別分析な

ども報告する。 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

形成的フィードバック介入による学習者の自己調整学習

プロセス －質的分析法 TEM による考察― 
土屋 麻衣子（福岡工業大学） 

本研究では、英語に苦手意識を持つ大学生学習者に、半期間に渡り授業課題に対して定期的に形成的フィード

バックを与えるという介入により、学習者の自己調整学習に変化があるのか調査した。学生が毎週の授業で記

載したリフレクションシートの文言を切片化し、テキストデータを得た。分析にあたっては、新しい質的分析

法として注目されている TEM（複線径路・等至性モデル）を用いた。結果として、教師からの形成的フィード

バックは学習者の自己調整学習に好影響を及ぼし、被験者は授業での課題に対して自己調整学習を行うように

なることが見出された。また、その経路にはいくつかのパターンがあるということが捉えられた。 

第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

Tackling the Myth of Vocabulary Instruction: Does It 

Facilitate Students’ Listening Comprehension? 
日髙 佑郁（鹿児島大学） 

It has often been reported that lexical knowledge correlates significantly with listening comprehension.  However, 

previous studies have pointed out that vocabulary instruction as a pre-listening task may not have positive effects on listening 

comprehension (Berne, 1995; Chang & Read, 2006).  This study examined the range of vocabulary elements learners prefer 

to learn before they engage in a task that requires them to listen to an academic lecture; their choices were designed to 

enhance their aural comprehension.  The participants were 139 first-year students taking an academic English course at a 

national university.  They were divided into four groups: three as experimental groups and one as a control group.  The 

experimental groups learned two particular types of vocabulary in three different ways depending on each individual group.  

After listening to an academic lecture, they took a comprehension test and reported their preferences of the vocabulary 

elements.  The test scores and the analysis of their vocabulary preference questionnaires will be discussed in the 

presentation. 

 



 

研究発表 2（Presentations 2） 10:35～11:05 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

通訳訓練手法を応用した即応的なスピーキングの実践報

告 
南津 佳広（大阪電気通信大学） 

本研究では、学部レベルにおける英語教育でのスピーキング指導にて、逐次通訳訓練で行われるノートテーキ

ング（発話メモ）の訓練手法を応用して導入した結果を報告する。欧州の言語政策では近年、TILT（Translation 

in Language Teaching）が提唱されている。その知見を参照してこの「メモ」の訓練手法を応用し、学習者が

即応的に英語を産出する訓練を行った。発話メモを導入する狙いは、学習者の言語産出プランを可視化させる

ことができ、それを手がかりに、文法的に的確で論理的なフルメッセージ英語で制限時間内に即応的に構成さ

せることにある。通年（90 分×30 回）で行った結果を分析し、学習者が発話に躓く際の発話メモのエラーの特

徴やその介入などにも触れる。 

 

第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

英語心内辞書における名詞クラスターの構造化 

折田 充（熊本大学） 

村里 泰昭（熊本大学） 

小林 景（慶應義塾大学） 

相澤 一美（東京電機大学） 

神本 忠光（熊本学園大学） 

吉井 誠（熊本県立大学） 

Richard S. Lavin（熊本県立大学） 

英語の名詞群について、心内辞書構造の再構築・変容を目的とする学習プログラム（Word Cluster Master 

Program）の実証研究を行った。被験者は、英語語彙サイズに有意差のない大学２年生（実験群 30 名、対照群

30 名）であった。WCMP から、それぞれ１つのコア語と５つのクラスター語から構成される４つ（COLLEGE, 

SUN, DISEASE, EXPERIENCE）の「学習クラスター」を選び、事前と事後に単語仕分け課題を実施した。実験

群では事後に心内辞書の再構築・変容が見られ、SUN クラスターについて、sun に代えて用いた sum がクラス

ターから外れて構造化された。対照群ではいずれの変化も見られなかった。 

 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

空き  

 

第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

The Impact of Training on Critical Thinking 

Development in College Students  

Monica Hamciuc（宮崎国際大学） 

楠元 洋子（桜美林大学） 

Development of thinking skills in general and critical thinking in particular became a national educational 

goal for tertiary education in Japan since 2008 (First Basic Plan for the Promotion of Education) and 

recently an aspiration for primary and secondary education as well. As research shows (Paul, 1992; Brown, 

1997; studies reviewed by Tsui, 1999) critical thinking cannot be expected to develop naturally in all 

students, but can be taught. This exploratory study reports on an educational practice that aims to train 

college students to think critically and to measure how successful training can be after one semester 

(approximately 15 weeks) of exposure to mini lectures, exercises and applications of critical thinking to 

different content areas.  The research question posed in this study is: To what extent, if any, does logical 

thinking training help EFL learners to develop critical thinking disposition and critical thinking skills in a 

CLIL course? Two assessment tools were administered at the beginning and the end of the semester to 

measure the development of students’ critical thinking skills and disposition. Although there was no 

significant improvement in the pre-post critical thinking disposition average scores over one semester, a 

statistically significant increase in critical thinking skills was observed.     

 

研究発表 3（Presentations 3） 11:10～11:40 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

思考力に着目したライティング指導についての一考察 

―「逆向き設計」論の視点から― 
副島 佳織（佐賀大学大学院生） 

中学校第 3 学年 97 名を対象に「逆向き設計」論に基づく単元計画（全 10 時間）を行い，思考を促すために，

プロセスライティングの指導（マッピングやリライト）を実践した。中学校外国語科が目指す「内容的にまと

まりのある一貫した文章を書く」ためには，与えられた情報を授受して表現するだけでなく，思考（解釈，応

用，分析）しながら表現することが必要である。本研究では，単元の最後に生徒が作成した自己紹介文を大下

による Waters（2006）が示す思考の分類法の枠組みを用いて分析を行った。その結果，「解釈」や「応用」レ

ベルまでは達しているものの，「分析」レベルまでは達していなかった。深い思考を促すライティング指導のあ

り方について考察する。 



第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

多読教材として、電子書籍と紙書籍はどちらが有効か？ 

―NIRS と視線追跡装置を用いての検証― 
大下 晴美（大分大学） 

本研究の目的は、NIRS（近赤外線分光法）による脳活性状態と視線追跡装置による視線の動向や注視程度から、

多読教材として、電子書籍と紙書籍ではどちらの提示媒体が有効なのかを検証することである。そのため、英

語専攻ではない大学１年生の被験者に電子書籍版の絵本と紙書籍版の絵本とを読んでもらい、読解中の脳血流

量変化と視線の動向・注視程度を比較した。その結果、左脳言語野の脳血流量において、提示媒体の違いによ

る脳血流量の差は統計的に有意ではなかった。本発表では、この結果、および脳のそれ以外の部位における血

流量の変化や視線の動向などの検証を交えながら、脳科学的見地から多読教材としての提示媒体の効果につい

て考察する。 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

学習者による英語学習結果の記録について 

―大学初年次共通英語クラスの事例― 
大城 明子（沖縄国際大学） 

本発表では、大学初年次のリメディアル教育も取り入れた共通英語クラスで実施している、学習者自身が行う

「学習結果記録」の取り組みについての報告と分析を行う。本取り組みの導入目的は、成績に反映される学習

結果を学習者自身が把握することにある。その目的達成の有無とともに、本活動と学習者へのアンケート等の

概観を通し、学習者の特徴や時間経過等における変化を探り明らかにしたい。 

第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

The role of EFL teachers in nursing students’ cross-

cultural awareness: Analysis of students’ final papers 

川北 直子（宮崎県立看護大学） 

Joel Hensley（宮崎県立看護大学） 

This study is an investigation into how nursing students extract and categorize information relevant to cross-cultural nursing 

from non-medical-professional guest speakers from different cultural backgrounds.  The study was conducted in a course 

focusing on the cross-cultural awareness of nursing students.  The course, itself, consists of six guest speakers of different 

cultural backgrounds from the students not working in the medical field.  Guest speakers give a talk about lifestyles, 

customs, and values of their native cultures, after which students have a question-and-answer session where they elicit 

information relevant to cross-cultural nursing (CCN) care in Japan.  Students then write a cross-final paper including the 

information from the lecture content relevant for CCN.  This study reports on the analysis of these final papers to investigate 

how students group information obtained from the lectures into two categories: “information useful for cross-cultural nursing 

in Japan” and “information useful for travel abroad”.  Results show confusion between these two categories, as well as a 

tendency to extract information irrelevant for CCN, implying students might not be able to elicit useful cultural information 

from their future patients in CCN care.  Findings suggest instructors need to explicitly introduce the extracting of relevant 

cultural information for CCN in order to better enable students to acquire that information which is relevant to CCN care. 

 

研究発表 4（Presentations 4） 11:45～12:15 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

4 技能統合型英語教育：スピーキングとライティングに焦

点をあてて 
柏木 哲也（北九州市立大学） 

2020 年度から開始される 4 技能入試は民間の試験も活用した大規模な教育改革である。今までインプット中心

だった試験科目に加え、アウトプット系のスピーキングとライティングを取り入れる試みである。日本人 EFL

学習者の産出する英語に関して流暢性を伸ばし、複雑さを増すにはどのようなタスクが必要なのであろうか。

プレゼンテーション、Dictogloss、1 分間スピーキング、文要約、論説文ライティングという複数のタスクの中

で、スピーキング量とライティング量の相関と共に、学生の「気づきノート」から各タスクの効果と問題点を

概観する。 

第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

英文理解を促す「読むこと」の授業デザインと実践 山城 仁（東京学芸大学附属世田谷中学校） 

本研究では、「読むこと」における課題を英文処理と自己モニタリングの二重課題と捉え、生徒が英文の内容を

深く理解する、つまりは表層表象から状況モデルを構築するまでの授業展開を計画、実践する。実践の流れと

して、対象レベル、メタレベル、相互説明のそれぞれの活動を段階的に設定した。実際の授業においては、まず

事実の読み取り、確認を行わせた。次に、学習内容と学習者の背景知識を結びつける活動を課題遂行役とモニ

ター役を設定して行わせた。その後、マインドマップを用いて概念整理をさせ、それらの内容について英語で

発信する活動を行わせた。これらの計画、実践からより効果的な「読むこと」の指導・学習について考察する。 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

大学前教育から大学院、短期海外研修まで～現状と課題～ 吉重 美紀（鹿屋体育大学） 

大学で新入生対象の英語プレイスメントテストが始まったのは平成１３年度で１６年が経過した。教育成果の

可視化という観点から、プレイスメントテストに加え、アチーブメントテストも始め今年は８年目になる。新

カリキュラムのもと、習熟度別クラスを実施するようになって４年目でもある。この間、推薦入試や AO 入試

で早めに合格の決まった生徒への入学前教育も始まった。また以前は業者へ委託した大学院修士課程の英語教

育を、３年前からセンターで担当している。一方グローバル人材育成のため、学生を海外へ派遣する短期研修

の実施も求められるようになってきている。発表では、一事例を紹介しながら、大学の英語教育の現状と課題

について報告する。 



第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

Longitudinal Analysis of Teaching and Testing of an 

EIL/ELF Class 

中村 優治（慶應義塾大学） 

Adam Murray（宮崎国際大学） 

English today is a global language and at the same time is embedded in a great variety of social contexts, 

resulting in linguistic and pedagogical variation.  There have been significant changes in the users and 

uses of English as an international language (EIL), or English as a lingua franca (ELF).  One critical 

change in is the exponential growth in the number of learners and users of English.     

In order to deal with the changes of English learners and uses around the world, a new way of looking at 

the pedagogy of teaching and assessing EIL or ELF has been the focus.  Despite increasing interest in 

EIL/ELF, existing literature on EIL/ELF has not fully explored the relationships between the theoretical 

discussions of EIL/ELF and classroom practices.  Also, there has been a great demand that the traditional 

established assessment practices be reexamined because of this new perspective of EIL/ELF. 

The purpose of this paper is to connect theory with practice by using a videoconference (synchronous or 

asynchronous)-based flipped class as a case study and to suggest an assessment instrument for this type of 

EIL/ELF (English as a Lingua Franca) class.  The paper consists of four parts: 1) a longitudinal study of 

EIL/ELF classroom teaching, 2) students’ opinions of the videoconferencing classes, 3) students’ opinions of 

a real-time lecture by a Papua New Guinean scholar, and 4) assessment in EIL/ELF classroom situations. 

 

 

研究発表 5（Presentations 5） 13:15～13:45 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

『伝え合う力』の育成を目指した英語授業の実践 

―帯活動と発問構成の工夫を通して― 
岩元 正悟（佐賀大学大学院生） 

本研究は、中学校外国語科の授業における帯活動（単元を貫く短時間活動）と発問構成の工夫が、生徒の『伝え

合う力（既習の語句や表現を活用し、積極的に考えを述べ、会話を継続し発展させていく態度や能力）』の向上

に与える効果を検証する。中学校第 2 学年 39 名を対象に、身近な話題について会話をする帯活動 “Let’s talk!”

と、リーディング指導における 4 種類の発問計画（知識発問、事実発問、推論発問、評価発問）を取り入れた

単元（全 8 時間）を構想し、授業実践を行った。単元の 4 時目と 8 時目の評価発問に対する言語活動の発話デ

ータを分析した結果、会話の継続性（往復数）について増加傾向が見られた。『伝え合う力』の育成に寄与する

単元設計の在り方について考察する。 

第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

音声ありとなしの読み方で読解力が異なるか？ 阿嘉 奈月（有明工業高等専門学校） 

本研究はテキストに付属の音声を聴きながら読むモード（音声あり）と聴かずに読むモード（音声なし）で、読

解力に差が出るのかを検証したものである。参加者は高専１年生（n=168）で、1,000 語レベルの読み物を両方

のモードで読んだ。2,000 語以上の語彙サイズを持つ学習者グループは、音声の有無に関わらず、70％以上の理

解度を示した。一方で、語彙サイズが 1,700 語程度の学習者グループの場合、音声ありだと 70％の理解度に達

することができるが、音声なしだと 70％に到達することができなかった。これらの結果より、語彙サイズと音

声の有無が理解度に大きく関係している可能性があると言える。音声補助により「統語構造を理解しやすい」

「単語の音がわかるので理解しやすい」などのコメントがあり、読解力を高める効果的な指導法の１つとして

期待できる。 

 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

Gateway to an Autonomous Learner: A Report on the 

Activity of FWU Language Cafe 
田上 優子（福岡女子大学） 

In EFL circumstances, it is crucial for English learners to try to enhance the opportunities to study / use 

English out-of-classes if they want to be a successful learner.  This requires students’ autonomous attitude 

to study.  Since university reformation including English education in 2011 at FWU, we have encouraged 

students to take advantage of English learning settings as many as possible outside of classes such as 

Language Café at a library / lounge on campus.  Since 2014, administrative office of university has 

employed a coordinator / adviser for the fulfillment of students’ self-study of English, committing students’ 

café activities.  With more efforts of this coordinator and volunteer students having good motivation for 

English learning, eight international language cafés (e.g. English, Indonesian, Korean, Thai, Chinese, 

German, French, and Vietnamese) have started as language communication spots with joy.  They are 

constantly held once or twice a week with students’ voluntarily devotions.  In this presentation, we will 

make explorations of successful activities involving motivated students’ positive attitudes toward out-of-

class learning. 

 

 

 



第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

韓国の小学校英語教育における教科書分析 

―日本の教科化に向けて― 
早瀬 沙織（東京大学大学院生） 

2017 年 3 月に小学校の次期学習指導要領が告示され、2020 年度から英語が高学年では、教科として実施され

ることとなる。2020 年度の実施に向けて、様々な検討すべきことがあるが、本発表ではその中でも授業の基盤

となる教科書について考察する。 

文部科学省が 2013 年の 12 月に発表した「グローバルに対応した英語教育実施計画」のスケジュールによると、

2017 年度に教科書が作成され、来年度に教科書の検定、再来年度に教科書の採択が実施される予定である。 

同じアジア圏で外国語として英語を学ぶ韓国では、どのような教科書を小学校の英語教育で使用しているのか。

また、今後の日本の参考になる点はあるのかを最新の教科書も含め分析を行い、考察する。 

 

 

研究発表 6（Presentations 6） 13:50～14:20 

第 1会場 

(Room 1) 

3-105号 

グローバル人材の育成と英語教育の関係と課題について 佐藤 勇治（熊本学園大学） 

近年は「グローバル人材の育成」が日本の最重要課題の一つと叫ばれ、英語教育もその一翼を担う重大な使

命を果たすことが求められている。しかしながら、そもそもグローバル人材とはどのような人なのだろうか。

どのような資質と能力を備えていることがグローバル人材なのだろうか。つまり、どのような心と知識と技を

持つ人がグローバル人材なのか。また、英語教育はこの人材育成にどのような関係を持っているのだろうか。

英語教育が果たせる役割はどのようなものなのか。そこにはどんな課題があるのだろうか。本発表では、この

ような素朴な疑問に対する答えを検討してみた結果を紹介する。 

第 2会場 

(Room 2) 

3-106号 

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

とその保持 
森 千鶴（福岡教育大学） 

本研究では、大学生に英文テキストを 4 回繰り返して音読練習してもらい、1 週間後の音読速度の保持状態と、

未知語の記憶保持について調査する。そのことにより、「音読の繰り返し」がもたらす効果を検証する。本研究

における学習者タイプとは、英語の読解力とスペリング能力の間に極端な力の差がある学習者のことを指す。

英語の読解力は平均以上であるが、スペリング能力は平均以下のタイプ(Good Reader Poor Speller=R+S-)と、

その逆のタイプ(Poor Reader Good Speller=R-S+)が特に対象となる。先行研究と同じように、この特異な 2 タ

イプに、R+S+ と R-S-を加えて 4 タイプとし、1 週間後の音読速度と、未知語の記憶保持におけるタイプ別の

違いを調査する。 

 

第 3会場 

(Room 3) 

3-201号 

ICT Assisted Educational Improvements for English 

Classes at a Japanese Institute of Technology 
Tomek Ziemba（大分工業高等専門学校） 

ICT assisted learning endeavors have been getting much attention in recent years for their ability to 

improve the management and quality of education in any subject.  In particular, English classes can benefit 

greatly from these with the use of realia, such as videos from YouTube or even Skype sessions with native 

speakers overseas.  This study discusses the initial trial of a blended learning environment for first year 

listening and speaking classes and how based on the feedback provided by students at that time 

improvements were made.  It was found that an online LMS was too much pressure for students at first, 

and required more than anything else a mobile friendly interface.  The next year, a mobile friendly course 

site was created and student access and use greatly improved.  Although the current medium is still in 

need of further refinement, it is apparent that a simple, yet easy to open from a mobile phone or tablet 

device site is more effective on motivating student learning outside of class than a full-on LMS based course. 

  

第 4会場 

(Room 4) 

3-204号 

空き  

 

 

 

 

 

 



※ シンポジウム概要（Abstract of Symposium） 

3-202号 

英語教育におけるアクティブラーニングの

実践～小・中・高・大の視点を踏まえて～ 

パネリスト:        

新川 美紀（浦添市立港川小学校） 

上原 明子（琉球大学教育学部附属中学校） 

グレイ 雅美（沖縄県立小禄高等学校） 

上原 千登勢（沖縄国際大学） 

コーディネーター:   

山川 満夫（沖縄国際大学） 

[概要] 

英語教育においてもアクティブラーニングが注目され、様々な実践が取り組まれているが、その

手法が主体的、協働的な言語活動を目指すことから考えると、アクティブラーニング自体が目新し

い手法ではなく、これまで以上により意図的・意識的な実践を通して、主体的、対話的な学びの実

現できるかが大切である。 

そこで、教師の指導の手立てに焦点を当て、小中高大のそれぞれのパネリストからアクティブラ

ーニングの手法を取り入れた授業実践を紹介し、より効果的な授業の在り方の提言や課題等につい

て、フロアーと一緒に考えていきたい。 
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※ 参加資格  

どなたでも参加できます。本学会会員の皆様をはじめ、非会員の皆様におかれましても、英語教育に 

関わっている方、および興味・関心をお持ちの方は是非ご参加ください。 

 

※ 参加費   

参加費：会 員 無料  The registration fee is free for members. 

非会員 500円（資料代として） The registration fee for non-members is 500 yen. 

 

※ 託児所コーナーについて 

  沖縄研究大会会場には、託児コーナーはご用意しておりませんので、ご了承ください。 

  

※ お知らせ・お願い（To participants） 

  ・キャンパス内は敷地内全面禁煙です。お煙草はご遠慮ください。 

  ・事前に弁当および懇親会を予約された方には、受付時に引換券をお渡しします。 

なお、弁当の引き換えは受付にて行います。 

  ・昼食場所は 3号館の教室、フロア、屋外をご利用ください。 

*当日は、昼食時間に 3号館近くの広場で、学生によるエイサー（沖縄の伝統芸能）が披露されます。 

 

※ 会場へのアクセス（Access）    

駐車スペースは限られておりますので、公共交通機関をご利用ください。 

 

【琉球バス時刻表】 

■那覇市内から沖縄国際大学方面 

・[98]琉大線（琉球バス）、または[110]長田具志川線（琉球バス）  

*(宿泊ホテルの)最寄りのバス停から[98]琉大線、または[110]長田具志川線のバスがよいと思います。 

 

■沖縄国際大学から那覇市内方面 

・[98]琉大線（琉球バス） 

沖縄国際大学入口[98]（道の駅豊崎方面） 

 12:27, 13:07, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 16:03, 16:54, 17:29, 18:04, 18:39, 19:17, 20:07, 21:06 

 

・[110]長田具志川線（琉球バス） 

沖縄国際大学前[110]（那覇バスターミナル方面） 

  12:26(牧), 13:26, 15:43, 16:42(牧), 17:55, 19:25, 20:13, 21:07(牧)         *牧=牧志経由バスターミナル 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

【お問い合わせ（Inquiry）】 

  

九州英語教育学会事務局   麻生 雄治 (Yuji ASO, Office Coordinator) 

    〒 858-8580  長崎県佐世保市川下町 123  長崎県立大学地域創造学部 

TEL  0956-47-6407   Email  office@kasele.org 

mailto:office@kasele.org
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