外国語教育メディア学会（LET）
関西支部 2013 年度秋季研究大会

特別シンポジウム・特別基調講演
プログラム

日 時： 2013 年 10 月 12 日（土）10:00〜17:10
場 所： 関西大学（千里山キャンパス）
Kansai University (Senriyama Campus)
〒564-8680

大阪府吹田市山手町３３３５

http://www.kansai-u.ac.jp/index.html
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
9:30-15:30
10:00-10:15

受付■ 第 1 学舎 5 号館（E 棟）3 階
開会行事■ 5 号館（E 棟）5 階 E501 教室
司会◆吉田 信介（関西大学）
挨拶◆竹内 理（会場校・関西大学外国語学部長 外国語教育学研究科長）
挨拶◆若本 夏美（支部長・同志社女子大学）

10:20-12:00

【特別シンポジウム】5 号館（E 棟）5 階 E501 教室
「英語で授業をする」
パ ネ リ ス ト ◆阿野 幸一 先生（文教大学）
津久井 貴之 先生（群馬県教育委員会）
櫻井 譲 先生（関西大学中等部・高等部）
コーディネーター◆溝畑 保之（大阪府立鳳高等学校）

9:30-16:00
12:00-13:30

業者展示■ 5 号館 3 階
昼食■ 1 号館（A 棟）1F「不二家食堂」など
運営委員会■ 5 号館（E 棟）3 階 E 301 教室

13:30-15:10

研究発表・実践報告・教材開発 ①13:30-14:00 ②14:05-14:35 ③14:40-15:10
第１室■ 5 号館（E 棟）3 階 E306 教室

司会◆今井 由美子（同志社女子大学）

① ＜実践報告＞ イタリア語とフランス語の授業における「フラッシュ型例文・対訳提示ツール」
の実践例と可能性
堂浦 律子（京都外国語大学・非常勤）、井上 昭彦（京都外国語大学・非常勤）、
黒田 恵梨子（京都外国語大学・非常勤）
② ＜研究発表＞ 日本人中学生の動機減退に関するケーススタディー
宋 美香（大阪市立佃中学校）
③ ＜研究発表＞ Self-evaluation system within a blended learning environment: Helping
students improve learner motivation in a university EFL course in Japan
Kate Maher（京都造形芸術大学・非常勤）

第２室■ 5 号館（E 棟）3 階 情報処理教室 A

司会◆山本 勝巳（流通科学大学）

① ＜研究発表＞ 中学生英語学習者を対象とした関与負荷仮説の検証
宋 由香（大阪市立玉津中学校）
② ＜研究発表＞ 小学校英語活動で ICT を活用した教材開発：ʻWHEREʼS THE FISH?ʼ by Taro
Gomi の絵本のアニメーション教材化
真崎 克彦（兵庫教育大学附属小学校）

③ ＜教材開発＞ 教員向け授業支援 iPad アプリ “Yubiquitous Text” の開発
樋口 拓弥（関西大学・学部生）

第３室■ 5 号館（E 棟）3 階 情報処理教室 B 司会◆橋本 健一（近畿大学）
① ＜研究発表＞ 日本人英語学習者による絵描写発話タスクにおける繰り返し効果：ポーズに
注目して
杉浦 香織（立命館大学）、泉 惠美子（京都教育大学）、
斉藤 倫子（関西学院大学・大学院生）、堀 智子（国立東京工業高等専門学校）
森 庸子（同志社大学）
② ＜研究発表＞ 英語および日本語のリズムの違いと共通点：音声教育への示唆とともに
東 淳一（順天堂大学）
③ ＜教材開発＞ Casual Transcriber を使った音声教材の準備と提示
今尾 康裕（大阪大学）

第４室■ 5 号館（E 棟）3 階 情報処理教室 D 司会◆今井 裕之（関西大学）
① ＜研究発表＞ 偶発的英語句動詞学習 “PAC 分析を通じて”
山形 悟史（大阪教育大学・大学院生）、吉田 晴世（大阪教育大学）
② ＜実践報告＞ 大学の英語ライティング授業における TBLT の導入
浦野 研（北海学園大学）
③ ＜実践報告＞ 学習者の自律的な推敲を促す自動添削ツールの検討
大澤 真也（広島修道大学）

15:10-15:30
15:30-17:00

休憩
【特別基調講演】5 号館（E 棟）5 階 E501 教室
Research on Form-focused Instruction: Issues and Challenges
講 師 ◆Dr. Hossein Nassaji (University of Victoria)
講師紹介◆名部井 敏代（関西大学）

17:00-17:10

閉会行事■ 5 号館（E 棟）5 階 E501 教室
司会◆菅井 康祐（事務局長・近畿大学）
挨拶◆野村 和宏（副支部長・神戸市外国語大学）

17:20-19:20

懇親会■ 1 号館（A 棟）1F「不二家食堂」
司会◆氏木 道人（関西学院大学）
挨拶◆杉森 直樹（副支部長・立命館大学）

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。



当日は、学内の食堂が営業しております。ご利用ください。



館内は全面禁煙です。



懇親会は第 1 学舎 1 号館 1 階の「不二家食堂」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
■阪急電車をご利用の場合
阪急電鉄「梅田」駅から、千里線「北千里」行で「関大前」駅下車（この間約 20 分）、北口出口より徒歩約 10
分。または京都「河原町」行（通勤特急を除く）で「淡路」駅下車、「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下
車。

第１学舎
５号館
（会場）

学内には駐車スペースがありませんので，必ず公共交通機関
をご利用ください。

