外国語教育メディア学会（LET）
関西支部 2013 年度春季研究大会

プログラム

日

時：

2013 年 5 月 11 日（土）9:30～18:10

場

所：

同志社女子大学

今出川キャンパス

Doshisha Women's College of Liberal Arts
〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/

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：

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1
近畿大学経済学部 菅井康祐研究室内
Tel: 06-6730-5880（内線：7070）
E-mail: kansailet@gmail.com

プログラム
9:30-16:00

受付■純正館(S) １階ロビー

10:00-10:20

開会行事■S013 教室
司会◆菅井 康祐（事務局長・近畿大学）
挨拶◆加賀 裕郎（同志社女子大学・学長）
挨拶◆若本 夏美（支部長・同志社女子大学）

10:20-11:40

ワークショップ１■S204 教室 （当日先着順で 30 名まで）
講師◆木村 修平（立命館大学）＋近藤 雪絵（立命館大学）
電子語学教材開発研究部会「
“いろは歌”で作る EPUB 教材：理論と実践」
ワークショップ２■S203 教室 （当日先着順で 30 名まで）
講師◆吉田 晴世（大阪教育大学）＋乾 まどか（聖母被昇天学院中学高等学校）
＋長谷川 妙子（関西学院千里国際中等部・高等部）
「Moodle・ML 等を利用して Hot potatoes を授業に取り入れましょう」
ワークショップ３■S105 教室 （人数制限なし）
講師◆北村 友美子（関西学院大学）＋石丸 詩乃（こども英語教室えいごのくに）
早期英語教育研究部会“Let’s play with songs and Jazz Chants!”

10:20-16:30

業者展示■純正館１階ロビー

11:40-12:40

昼食・休憩■純正館１階ロビー
運営委員会■S015 教室

12:40-13:10

支部総会■S013 教室

13:20-16:10

研究発表・実践報告・教材開発

①13:20-13:50 ②13:55-14:25 ③14:30-15:00

④15:05-15:35 ⑤15:40-16:10
第１室（研究発表・実践報告）■S103 教室
司会◆深田 將揮（畿央大学）
① 単語学習ソフトを利用した課外語彙学習
成田 修司（大阪経済大学）
② Kindle と Weblio がひらく語彙学習の新しいスタイル
東 淳一（順天堂大学）
③ Educator Perceptions of Digital Game-Based Learning for Foreign Languages in Japanese
Higher Education
Stephan J. Franciosi (Pepperdine University, Doctoral Program in Learning
Technologies)
④ 大学でのオーラル系授業における Glexa の導入
浦野 研（北海学園大学）
⑤ 反応スピードを高める反復学習プログラム
松田成弘（神戸市立楠高等学校）
第２室（教材開発・実践報告）■S104 教室
司会◆泉 惠美子（京都教育大学）
① Does Blogging Offer Students Benefits? - A Survey of Learners Opinions Harry F. Carley III (Matsuyama University)
② Developing an online course for improving English pronunciation

Mathew Porter (Hiroshima Bunkyo Women's University)
③ CALL クラスにおける海外の大学生とのブログ交流と異文化理解
塩見 佳代子（立命館大学）
④ 多文化共生に必要な視座を育てるには？
フィゴーニ 啓子（武庫川女子大（非））
⑤ 海外大学と成果を伴うオンライン交流を行うには――問題の追究とその解決案―
―
松島 和佳子，篠崎 文哉，上田 愛，鈴木 翔大，武部 俊輔（大阪教育大学
大学院生）
第３室（教材開発・実践報告）■S105 教室
司会◆佐藤 臨太郎（奈良教育大学）
① 動機づけを高める授業の中の有能感：質的研究による検討
田中 博晃（広島国際大学）
② 日本人高校生の英語自己効力感を高めるとされる sources の感じ方
田原 理恵（関西大学大学院生）
③ 日本人 EFL 学習成功者の自己調整学習方略と目標への関与に関する事例研究
吉田 ひと美（同志社女子大学）
④ 高校英語検定教科書の語彙
古樋 直己（国立津山工業高等専門学校）
⑤ 教員養成課程専門科目における教授内容知識の学習過程
亘理 陽一（静岡大学）
第４室（教材開発・実践報告）■S106 教室
司会◆大塚 朝美（大阪女学院大学）
① フォーミュラ連鎖の反復学習が文産出の流暢性と正確性に与える影響
下吉 真衣（関西外国語大学（非））
② 記号研方式に特化した言語構造式描画ソフト「LangDraw 記号研 ver.」の試作
木村 修平（立命館大学）
③ 日本人学習者の語彙の流暢さと正確さを測定する語彙性判断テスト
松尾 徹（近畿大学（非）
）
④ Suspicious Activity in Extensive Reading: Student and Teacher Perspectives on using
Moodle Reader
Derek R. Eberl (Juntendo University) & Aaron P. Campbell (Kyoto University of
Foreign Studies)
16:10-16:25

休憩

16:30-18:00

基調講演■S013 教室
「大学用発信型英語教材を用いた授業案」
講師紹介◆深田 將揮（畿央大学）
講師◆斎藤 兆史（東京大学）

18:00-18:10

閉会行事■S013 教室
司会◆菅井 康祐（事務局長・近畿大学）
挨拶◆吉田 晴世（副支部長・大阪教育大学）

18:30-20:30

懇親会■同志社大学寒梅館 7F：SECOND HOUSE WILL
司会◆今井 由美子（同志社女子大学）

お知らせ






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
にご入会いただくことも可能ですので，支部事務局（受付）までお申し出ください。
当日キャンパス内の学食は開いておりません。 周辺のレストラン等をご利用ください。
館内は全面禁煙です。
懇親会は同志社大学寒梅館 7F の SECOND HOUSE Will 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。学生の方は学生証を提示してください。

会場への交通案内・会場案内図
・ 地下鉄烏丸線今出川駅 3 番出口を出て、右手に京都御所を見ながら東へ徒歩約 5 分。
・ 京阪本線出町柳駅 3 番出口を出て、鴨川を渡り、西へ徒歩約 10 分。
※東門を入ってすぐ目の前が純正館（会場）です。

