
	  
 

 
 

◆ 日  時： 2014（平成 26）年 6月 7日（土）・8日（日） 
◆ 会  場： 関西学院大学・上ヶ原キャンパス・国際学部 

http://www.kwansei.ac.jp/	 	 〒662-8501	 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 
＊駐車場スペースはございませんので，公共交通機関または近隣の駐車場をご利用下さい。 

◆ 参加費： 関西英語教育学会会員  無 料 
非会員 一般 2,000円, 学生 1,000円 

	 	 	   ＊プログラムの内容はやむを得ず変更する場合があります。最新情報は学会ウェブサイトでご確認下さい。 
＊事前申込の必要はございません。直接会場にお越し下さい。 
＊学生（学部学生，大学院生）の方は学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。 

	 	 	 	 ＊上記参加費で 2日間ご参加いただけます。会場では名札をご使用下さい。 

	  ６⽉月７⽇日（⼟土）	  

12：00	   	  受付開始【２階⽞玄関ホール】	  
○おいでになられましたら，「参加票」に必要事項をご記入の上，受付にお越し下さい。	 

	 

12：30〜～13：20	   	  会員総会【２０１】	  

	   	   	  ○会員の方はぜひ総会にご出席ください。	 
	 	 	 ○主な議題：2013年度活動報告・決算報告，2014年度活動計画・予算案，役員体制など 

13：30〜～15：00	   	  企画ワークショップ【２０１】	  

スローラーナーの英語指導をどうするか？	 

	 	 	       講	 師	   泉 恵美子 先生    （京都教育大学） 
	 	 	 	 	 	 	         加賀田 哲也 先生 （大阪教育大学） 
	 	 	 	 	 	 	         松下 信之 先生    （大阪府立高津高等学校） 

15：15〜～16：35	   	  イブニング・セミナー	   	   	  

［第１室］文法から異文化間コミュニケーションまで	 

－基礎理論としての認知言語学概説－	 	 	 	 	 【２０１】 

	 	 	 	 	 	 講	 師	 	 田村	 幸誠	 先生（大阪大学）	 

［第２室］協働的なライティング活動をどう展開するか	 	 【２０２】	 

	 	 	 	 	 	 講	 師	 	 山西	 博之	 先生（関西大学）	 

17：30〜～19：30	   懇親会	  
 会 費 ： 一般 3,500 円，学生 3,000 円 （当日，受付にてお支払い下さい）。 

     ※会場は阪急電鉄西宮北口駅付近のお店を予定しています。 
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６⽉月８⽇日（⽇日）	  

9：30	   	  受付開始【２階⽞玄関ホール】	  
○おいでになられましたら，「参加票」に必要事項をご記入の上，受付にお越し下さい。 
○第 1日目にご参加された方は，名札を付けて入場ください。 

10：00〜～11：40	  研究発表・事例例報告	   ①10:00〜～10:30	  ②10:35〜～11:05	  ③11:10〜～11:40	  

［第１室］【２０３】 
	 1．研究発表：わかりおモデル：英語音声指導の新しいアプローチ	 

	 	 	 	 秦 正哲（兵庫医療大学） 

	 2．研究発表：英語絵本を導入した初等英語教育教員養成プログラム開発に	 

ついての研究	 

	 	 	 	 脇本 聡美（神戸常盤大学・兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生） 

	 3．研究発表：英文法指導に関する教員意識－中学校教員と高等学校教員の比較－	 

	 	 	 	 神山 豊彦（五條西中学校） 

［第２室］【２０４】 
	 1．事例報告：英語自主学習施設の効果	 

	 	 	 	 山岡	 賢三（樟蔭学園英語教育センター） 

	 	 2．研究発表：2014 年における「授業で使える英語の歌」	 

	 	 	 	 伊庭 日出樹（兵庫県立淡路三原高等学校） 

	 3．事例報告：中学校英語教育の現状と課題について－管理職の視点からの提言－	 

	 	 	 	 高木	 浩志（宝塚市立宝塚中学校） 

［第３室］【２０５】 
	 1．事例報告：生徒の困り感に寄り添う英語指導の手立て～英語と ICT と支援教育～	 

	 	 	 	 森田 琢也（大阪府立とりかい高等支援学校） 

	 	 2．研究発表：英文法指導におけるリメディアルの試み：CLT と伝統的教授法の折衷	 

	 	 	 	 井上	 聡（環太平洋大学） 

	 3．研究発表：中学 1年生を対象としたイメージ利用の基本詞学習	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 －カードゲーム学習と明示的指導の比較研究から見えたこと－	 

	 	 	 	 山形 悟史（大阪教育大学大学院）・吉田 晴世（大阪教育大学） 

 



12：10〜～13：30	   	  ランチョン・セミナー	  

［第１室］第二言語ライティング研究     【２０１】 
－目の前の現象をどう捉えて、未来に生かすか－	 

	 	 	 	 	 	 講	 師	 	 佐々木みゆき 先生（名古屋市立大学）	 

［第２室］１年間の留学が学生の英語力と情意面に与える影響	 	 【２０２】	 
－メタ言語知識の役割－	 

	 	 	 	 	 	 講	 師	 	 飯田	 毅	 先生（同志社女子大学）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

15：20～15：30	 	 閉会の挨拶【２０１】 

清水 裕子 （立命館大学，関西英語教育学会副会長） 
 

 

 

 
 

◆ご	 案	 内◆	 

１）本研究大会には，関西英語教育学会の会員以外の皆様にも規定の参加費にてご参加いただけ

ます。 当日，関西英語教育学会への入会手続きをされた方（年会費：一般 5,000 円，学生 3,000
円）は，会員扱い（無料）にてご参加いただけます。また，本学会が開催する各種セミナー（関西英

語教育セミナー，卒修論セミナーなど）への会員料金での参加，学会紀要やニュースレターなどの

刊行物，学会紀要への投稿資格など，さまざまなサービスを受けることができますので，この機会

にぜひご入会下さい。 

２）研究発表，事例報告，ワークショップ等の概要は，学会ホームページに掲載されます。ま

た，プログラムはやむを得ず変更されることがありますので，最新情報は学会ホームページ

でご確認ください。学会ホームページ：http://www.keles.jp/ 

３）研究大会に関するお問い合わせは，関西英語教育学会事務局までお願い致します。 

13：40〜～15：20	   講	   演【２０１】	  

ダイアローグとプロフィシェンシー	 

－コミュニケーション能力の広がりと高まりをめざして－	 

講 師    鎌田	 	 修	 	 先生（南山大学）	 

指定討論者	 門田	 修平	 先生（関西学院大学）	 



 
 

 
 

関西英語教育学会事務局	 
〒657-‐‑‒8501 神⼾戸市灘区鶴甲 1-‐‑‒2-‐‑‒1	  
神⼾戸⼤大学	  国際コミュニケーションセンター横川博⼀一研究室内	  
問い合わせ先：E-‐‑‒mail:	  yokokawa@kobe-‐‑‒u.ac.jp 

会場：国際学部  
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受付・業者展⽰示	  

会場マップ：国際学部２階	  



	 
	 


