
  

 

◆ 共 催： 神戸学院大学 
◆ 日  時： 2015（平成27）年 6月 13日（土）・14日（日） 
 ◆ 会  場： 神戸学院大学・ポートアイランドキャンパス D号館 

http://www.kobegakuin.ac.jp/  〒650-8586 神戸市中央区港島 1-1-3 
＊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 13 日（土） 
 

12：00  受付開始【D 号館 1 階コミュニケーションモール】 
○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。 

12：10～12：45  会員総会【D201 講義室】 

  ○会員の方はぜひ総会にご出席ください。 
12：45～12：55  開会行事【D201 講義室】 

○関西英語教育学会会長 挨拶 村田 純一  
○会場校 挨拶 

13：00～14：25  企画ワークショップ 【第１室 D217 講義室】【第 2 室 D218 講義室】 

［第１室］英語教育における小中高の接続と連携：京都教育大学附属校の取組 
           今西 竜也 （京都教育大学附属京都小中学校） 
             山川 拓  （京都教育大学附属桃山小学校） 
        黒川 愛子 （京都教育大学附属桃山中学校） 
          磯部 達彦 （京都教育大学附属高等学校） 

 
 

［第２室］高校英語教科書の分析から語用論的指導の可能性を探る 
        水島 梨紗 （札幌学院大学） 

 

 

 

 

 

関西英語教育学会（KELES）  
2015年度（第20回）研究大会プログラム 

14：40～16：05 特別講演 【D201 講義室】 
小学校からの英語教育をどうするか 
講 師    柳瀬 陽介  先生（広島大学） 



16：20～17：45  イブニング・セミナー 【第１室 D217 講義室】【第 2 室 D218 講義室】 

［第１室］外国語能力を支える脳内メカニズム 
        尾島 司郎 （滋賀大学） 

 
［第２室］言語テストとスタンダードセッティング  
        中村 洋一 （清泉女学院短期大学） 
        清水 裕子 （立命館大学） 
 

18：00～19：30 懇親会 
会費：一般 3,000 円 学生 2,000 円 

※	 会場は神戸学院大学ポートアイランドキャンパス内レストラン「フェリーチェ」を予
定しています。 

 
６月 14 日（日） 

 
9：30  受付開始【D 号館 1 階コミュニケーションモール】 

○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。 

10：00～11：25  企画ワークショップ・公募ワークショップ 【第１室 D217 講義室】【第 2 室 D218 講義室】 
［第１室］英語の反転授業でできること 
        中西 洋介 （近畿大学附属高等学校） 

 
［第２室］（公募WS）創造的コミュニケーションを支える語彙・文法学習のための 
    「めっちゃ楽しい！」アクティビティ紹介  

三野宮 春子 （神戸市外国語大学） 
長谷川 和代 （NPO法人 GATE（小学校英語活動支援団体））         
山根 貴子 （姫路市立飾磨高等学校） 
大濱 さおり （南あわじ市立松帆小学校） 
土井 幹生 （神戸市外国語大学学生） 

 
11：35～13：00  ランチョン・セミナー 【第１室 D203 講義室】【第 2 室 D204 講義室】 

［第１室］言語処理の自動化を目指す音読・シャドーイングの指導 
        山内 豊 （東京国際大学） 

 
［第２室］英語教員のためのヴィゴツキー／バフチン理論入門 
        西本 有逸 （京都教育大学） 

11：35～13：00  昼食・休憩 
 

 

 



 

13：00～14：40 研究発表・事例報告 ①13:00～13:30 ②13:35～14:05 ③14:10～14:40 
［第１室 D217 講義室］ 
 1．研究発表：わかりおメソッド：新しい英語音素指導法 
         秦 正哲（兵庫医療大学） 
 2．研究発表：ユニバーサル化した大学の英語専攻以外の学部における英語教員 
        の役割 
         中原 功一朗（関東学院大学） 
 3．研究発表：Effects of a Morphological Approach to Raising Learners’ 
         Consciousness to Copular Sentences 
         本田 隆裕（神戸女子大学） 
［第２室 D218 講義室］ 
 1．研究発表：小学校外国語活動における「書くことの指導」に関する一考察 
         山本 元子（常磐会学園大学）・和田 吉雄（大阪市立開平小学校） 
  2．事例報告：公立学校における幼小中一貫した英語教育の展開に向けて  
         高木 浩志（宝塚市立西谷中学校） 
 3．事例報告：高等学校における英語落語の実践報告̶総合学習での試み 
         船越 貴美（神戸学院大学附属高等学校）・池亀 葉子・竹田 里香（特別 
              非営利活動法人 Creative Debate for GRASS ROOTS） 
［第３室 D203 講義室］ 
 2．事例報告：インターネット教材を使った留学生に対する遠隔学習 
         平尾 日出夫（追手門学院大学） 
  3．事例報告：日本の高等英語教育における内容言語統合学習（CLIL）の導入： 
        教育用 Social Networking Website『Edmodo』を利用した反 
        転授業形態を取り入れた実践報告 
         谷野 圭亮（大阪教育大学大学院生） 

 

 

 

 

 

 

16：15～16：25 閉会行事 【D201 講義室】 
   ○関西英語教育学会副会長 挨拶 清水 裕子  

 
 

14：45～16：15 シンポジウム 【D201講義室】 

確かな日本の英語教育改革をめざして 
モデレータ・ 講 師    横川 博一 先生（神戸大学） 

    講 師  吉冨 朝子 先生（東京外国語大学） 

  講 師  溝畑 保之 先生（大阪府立鳳高等学校） 



【会場内アクセス】 
 

 
 

 
 
 
 

 
関西英語教育学会事務局 
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 
神戸大学 大学教育推進機構 国際コミュニケーションセンター 大和知史 研究室内 
問い合わせ先：E-mail: kelesoffice@gmail.com 

 

◆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。 


