外国語教育メディア学会（LET）
関西支部 2017 年度 春季研究大会
共催：関西英語教育学会（KELES）

プログラム

⽇

時： 2017 年 6 ⽉ 10 ⽇（⼟）9:40〜17:50

場

所： 近畿⼤学（東⼤阪キャンパス）
Kindai University
〒577-0818 ⼤阪府東⼤阪市⼩若江 3-4-1
http://www.kindai.ac.jp/

主

催： 外国語教育メディア学会（LET）関⻄⽀部

事務局： 〒278-8510 千葉県野⽥市⼭崎 2641
東京理科⼤学 理⼯学部教養 ⼭⻄博之研究室内
Tel: 04-7124-1501（代表）
E-mail: kansailet@gmail.com

プログラム
9:30-15:40

受付 ■ B 館 3 階ロビー

9:40-9:55

開会行事 ■ 301 教室
司会 ◆ 山西 博之（事務局長・東京理科大学）
挨拶 ◆ 杉森 直樹（支部長・立命館大学）
挨拶 ◆ 里井 久輝（関西英語教育学会会長・龍谷大学）

10:00-11:40

ワークショップ１ ■ 302 教室（当日先着順で 50 名まで）
講師 ◆ 岩居 弘樹（大阪大学）
学生の携帯端末を授業に活用する方法
ワークショップ２ ■ 303 教室（当日先着順で 50 名まで）
講師 ◆ 水本 篤（関西大学）・斉藤 一弥（University of London）
英語論文を書いて国際ジャーナルに掲載させるためのストラテジー
ワークショップ３ ■ 309 教室 （当日先着順で 50 名まで）
講師 ◆ 中井 弘一（京都橘大学）
「アクティブ･ラーニング」から「主体的・対話的で深い学び」へ

10:00-16:00

業者展示 ■ B 館 3 階廊下

11:45-12:45

昼食・休憩 ■ ブロッサムカフェ 1 階・Cafeteria November・310 教室など

11:45-12:45

Classroom Tips ■ 303 教室

司会 ◆ 福島 祥行（大阪市立大学）

①11:45-12:05 ②12:05-12:25 ③12:25-12:45（Tips デモ 10 分 ＋ 質疑応答 10 分）
（Luncheon seminar ですので参加者は昼食をご持参ください）
①

生徒の意見を電子ファイル／掲示物として一気にまとめる方法
真島 由朱（大阪府立箕面高等学校）

②

Kahoot! で簡単クイズを作ってみよう
長谷川 由美（近畿大学）

③

360 度カメラを使った授業記録とふりかえり
矢野 浩二朗（大阪工業大学）

11:45-12:45

運営委員会 ■ 202 教室

12:50-13:25

支部総会 ■ 301 教室

13:30-15:20

研究発表・実践報告
第１室 ■ 303 教室

①13:30-14:00 ②14:10-14:40 ③14:50-15:20
司会 ◆ 溝畑 保之（大阪府立鳳高等学校）

① 【招待発表】Effects of Implicit and Explicit Form-focused Instruction on Low-Intermediate
Learners’ Grammar Acquisition
Natsuko Shintani（The University of Auckland）
② 高校での Moodle を使用した反転授業の実践報告
上田 愛（大阪府立長野高等学校）・篠崎 文哉（大阪教育大学附属天王
寺中学校）・上田 瑠璃（大阪教育大学 大学院生）

③ ラウンド制授業により検定教科書を徹底多聴多読させた 1 年間の実践発表：共有出来る読
解聴解対応力養成授業の普及を目指して
幸前 憲和（株式会社クロスインデックス）
第２室 ■ 304 教室

司会 ◆ 竹蓋 順子（千葉大学）

① 【招待発表】分散学習は意味的に関連した単語の習得を促進するか？：干渉効果と分散効
果の検証
中田 達也（関西大学）・鈴木 祐一（神奈川大学）
② 会話相手による L2 WTC の変化について：L2 能力の異なる学習者群の比較から
鎌田 理星（関西大学 大学院生）
③ 日本の高校生のデジタル媒体「宿題」に関する認知：Cengage Learning- MyELT を使用し
た混合研究法調査
小島 修司（啓明学院中学校高等学校，テンプル大学 大学院生）
第３室 ■ 305 教室

司会 ◆ 西田 理恵子（大阪大学）

① 【招待発表】英語論文執筆支援ツール AWSuM の有用性の検討―パイロット・スタディ―
水本 篤（関西大学）
② 日本語母語話者が持つ音象徴の感覚：架空キャラクターのネーミング調査から
中西 のりこ（神戸学院大学）
15:20-15:40

休憩 ■ 310 教室など

15:40-17:40

関西英語教育学会・外国語教育メディア学会関西支部共催 特別シンポジウム ■ 301 教室
「明示的指導の理論と実践：発音・語彙・文法指導への可能性」
パネリスト ◆ 発音：斉藤 一弥 （University of London）
語彙：中田 達也 （関西大学）
文法：鈴木 祐一 （神奈川大学）
指定討論者 ◆ 新谷 奈津子

17:40-17:50
18:10-20:10

（The University of Auckland）

閉会行事 ■ 301 教室
懇親会 ■ ブロッサムカフェ 3 階 多目的ルーム（B 館の斜め向かい）
司会 ◆ 小山 敏子（副支部長・大阪大谷大学）
挨拶 ◆ 泉 惠美子（関西英語教育学会副会長・京都教育大学）

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・
KELES 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。

l

昼食は、学内の食堂、または大学周辺の飲食店をご利用ください。

l

館内は全面禁煙です。

l

懇親会はブロッサムカフェ 3 階 多目的スペース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。

お願い
l

住所、電話、勤務先、E-mail アドレス等の変更は、LET 本部の HP（http://www.j-let.org/）から「ID」と「パ
スワード」でログインしていただき、各自で手続きをお願いします。ID は事務局からの発送物宛名シール
に記載されています。また、パスワードも LET 本部 HP から再設定できます。

l

新年度にともなう会員資格の変更（個人会員、学生会員）につきましては、必ず、支部事務局までお知らせ
下さい。また、学籍をお持ちでも「専任職をお持ちの先生方」は「個人会員」でご登録ください。

l

年会費（個人会員 6,000 円、学生会員 3,000 円）は、4 月下旬に別便で送付しました「郵便振込票」でお納
めくださいますようにお願いします。支部大会当日のお支払いはご遠慮ください。

l

支部研究集録のバックナンバーなどの入手をご希望の方は、支部事務局までお問い合わせください。

l

支部事務局へのご連絡は、E-mail（kansailet@gmail.com）あるいは LET 関西支部 HP（http://www.let-kansai.org/）
トップページの「お問い合わせ」をご利用ください。

会場への交通案内
l

近鉄大阪線長瀬駅下車徒歩 15 分、同八戸ノ里駅下車徒歩 17 分、同バス 5 分（71, 75, 76, 77 系統。東上小阪
停留所下車すぐ）。ただし、大学提携の直通バス（100 系統）は日曜日は運行しておりませんので、ご注意
ください（http://www.kintetsu-bus.co.jp/route/kindai/）。

会場案内図

