外国語教育メディア学会（LET）
関西支部 2019 年度秋季研究大会
プログラム

日 時： 2019 年１０月５日（土）12：00 ～ 17：30
場 所： 広島大学 東千田キャンパス 東千田未来創生センター
〒730-0053 広島市中区東千田町 1-1-89
https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/senda

主 催： 外国語教育メディア学会（LET）関西支部
http://www.let-kansai.org/

事務局： 外国語教育メディア学会（LET）関西支部事務局
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27
中央大学 理工学部 山西博之 研究室内
E-mail： kansailet@gmail.com

プログラム
11:30-16:00

受付■ ロビー（1 F）

11:30-16:00

業者展示■ 2F ロビー

12:00-12:15

開会行事■ グループワーク室

司会◆ 山西 博之（事務局長・中央大学）
挨拶◆ 菅井 康祐（支部長・近畿大学）

12:20-13:40

ワークショップ１■ 計算機室 （当日先着順で 30 名まで）

アナログからデジタルへのきっかけづくり「使える！楽しい！子どもたちが喜ぶ ICT
ワークショップ」
講師◆ 小山 敏子（大阪大谷大学）深田 將揮（畿央大学）
司会◆ 森田 光宏（広島大学）
※ワークショップはパソコンルームで実施されますが、ご自分の PC でやってみた
い方はご持参ください。必ず、Microsoft Office がインストールされた PC を持
参してください。
ワークショップ２■ M202 教室 （当日先着順で 40 名まで）

「思考力、判断力、表現力」を育む指導の工夫〜技能統合型言語活動通して〜
講師◆ 胡子 美由紀（広島市立古田中学校）
司会◆ 鬼田 崇作（広島大学）
13:50-15:30

研究発表・実践報告・Classroom Tips ① 13:50-14:20 ② 14:25-14:55 ③ 15:00-15:30
第１室（研究発表・実践報告・Classroom Tips）■ M201 教室

司会◆ 田村 祐（関西大学）
① Using Social Media to Cultivate Critical Thinking, Empathy and Historical
Awareness Among ESL Learners
Patrick Naoya Shorb（関西国際大学）
② プロジェクト型英語授業と ICT 活用の合理的相関についての考察：BYOD の
次なる段階を見据えて
木村 修平（立命館大学）
③ 最小限の時間でクラス全員に毎時間スピーチ発表練習を
野村 和宏 (神戸市外国語大学)

第２室（研究発表・実践報告・Classroom Tips）■ M202 教室

司会◆ 大和 知史（神戸大学）
① 即興的なやり取りと発表を用いた話す力の育成と評価 ― One minute speech と
Two minutes dialog を帯活動とした取り組み ―
我妻 夏（大阪市立桃谷中学校）
② チャンクの習得と統語構造の発達：スピーキング・タスクとライティング・
タスクを用いて
道本 祐子（宇部工業高等専門学校）
③ 合理的配慮に有用なツールは外国語学習にも役立つ
清原 文代（大阪府立大学）
第３室（研究発表・実践報告・展示業者プレゼンテーション）■ M204 教室

司会◆ 森田 光宏（広島大学）
① 地域に貢献する英語を目指して：外国人宿泊客への接客に関するニーズ分析をもとに
岩田 聖子（追手門学院大学）岩井 千春（大阪府立大学）
② オンライン教材への異なる指示の効果
森田 光宏（広島大学）高橋 有加（広島大学）
15:30-15:50

休憩（業者展示をご覧ください）

15:50:-17:20

公開シンポジウム■ グループワーク室
小・中・高の外国語科における「思考力・判断力・表現力」の育成

講

師◆

酒井 英樹（信州大学）
胡子 美由紀（広島市立古田中学校）
亘理 陽一（静岡大学）

講師紹介◆
17:20-17:30

今井 裕之（関西大学）

閉会行事■ グループワーク室

司会◆ 山西 博之（事務局長・中央大学）
挨拶◆ 野村 和宏（副支部長・神戸市外国語大学）

17:40-19:00

懇親会■ 1F BIBLA Senda

司会◆ 山内 優佳（広島文化学園大学）
挨拶◆ 小山 敏子（副支部長・大阪大谷大学）
展示企業

成美堂 桐原書店 チエル リアリーイングリッシュ
エル・インターフェース 内田洋行 アルク

お知らせ
l

参加者は，受付にて必ず参加登録票にご記入のうえ，ネームホルダーをお受け取りください。LET 会員
の参加料は無料です。非会員の方は当日会費 2,000 円（大学院生は学生証を提示していただくと 1,000
円）を受付でお支払いください。また，学部生は無料でご参加いただけます。なお，支部大会当日のご入
会も可能ですので，支部事務局（受付）までお申し出ください。

l

ワークショップ１に参加希望の方はパソコンルームで実施されますが、ご自分の PC でやってみたい方は
ご持参ください。必ず、Microsoft OFFICE がインストールされた PC を持参してください。

l

館内は全面禁煙です。

l

構内に駐車場はございません（地図上の駐車場は一般使用不可）。公共交通機関をご利用ください。

l

懇親会は 1 階 BIBLA Senda にて開催いたします。参加費は 2,000 円（学生 1,000 円）です。当日受付に
てお申し込みください。

会場への交通案内・会場案内図
● ＪＲ広島駅からお越しの⽅︓バス利⽤ アルパーク⽅⾯⾏き 広島バス（50 号（東⻄線））で約 12 分（220 円）⽇⾚前下⾞（徒歩 2 分）
● ＪＲ広島駅からお越しの⽅︓市内電⾞利⽤ 紙屋町経由広島港⾏き 広電（1 号線）で約 30 分（180 円）⽇⾚病院前下⾞（徒歩 3 分）
● 広島空港からお越しの⽅ (1)広島空港リムジンバス 広島駅新幹線⼝⾏きで約 45 分（1,340 円）JR 広島駅より上記バスまた市内電⾞利⽤
(2)広島空港リムジンバス 広島バスセンター⾏きで約 53 分（1,340 円）広島バスセンターから地下街「シャレ

オ」を通り，広電「本通」電停 市内電⾞（広電１，３，７号線）で約 10 分 ⽇⾚病院前下⾞（徒歩 3 分）

