
  

 

 

 

◆ 日  時： 2012（平成 24）年 6月 9日（土） 9:25～17:40（9:00受付開始） 

◆ 会  場： 京都外国語大学・1号館 6階 
http://www.kufs.ac.jp/ 

〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6 

＊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。 

◆ 主  催： 関西英語教育学会（KELES） 

◆ 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 

                ＊事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。 

9：00 受付開始【1号館6階ホール】 

   ○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。 

9：25～11：30 ワークショップ 

 ① 9:25～10:25   ② 10:30～11:30 

第1室【161教室】 

① 中学校のコミュニケーション能力の基礎を育成する指導と評価  【主な対象：中学校】 

講師： 加藤 京子  （兵庫県三木市立緑が丘中学校） 

② 小学校外国語活動におけるコミュニケーション・自己表現活動の進め方  【主な対象：小学校】 

講師： 田邉 義隆  （近畿大学）  

第2室【162教室】 

① ４技能を統合的に伸ばす授業のヒント  【主な対象：高校】 

  講師： 東谷 保裕  （立命館宇治高等学校） 

② コミュニケーション能力育成のためのステップとクラスづくり  【主な対象：中～高校】 

       講師： 竹下 厚志  （神戸大学附属中等教育学校）              

 

11：40～12：40 ランチョンセミナー 

第1室【161教室】   ▶昼食は各自でご用意下さい。 

Instructed SLAの課題と展開 

講師： 山岡 俊比古  （兵庫教育大学大学院） 

第2室 【162教室】     ▶昼食は各自でご用意下さい。 

外国語教育において ICT・国際交流はいかなる役割を果たすか 

講師： 吉田 信介  （関西大学，関西英語教育学会会長） 
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11：30～12：40  昼食・休憩 

○賛助会員展示・販売がありますので，お立ち寄り下さい。 

○学内の食堂は営業しておりません。昼食は大学周辺のお店をご利用いただくか， 

各自でご用意下さい。 

12：45～13：25 会員総会【161教室】 

13：30～15：45  研究発表・事例報告 

① 13：30～14：00  ② 14：05～14：35  ③ 14：40～15：10  ④ 15：15～15：45 

第1室 【161教室】 

① ［研究発表］ 「外国語活動」小中連携に向けたアンケート調査  

―小学生・中学生・教師の三つの視点から― 
牧野 眞貴 （近畿大学） 

和田 博之 （高槻市立上牧小学校） 

河内山 真理 （関西国際大学） 

② ［事例報告］ 工夫ある文法指導を目指す教員志望学生との   

アドバイズメント・セッション 

三野宮 春子 （神戸市外国語大学） 

③ ［研究発表］ リフレクティブ・プラクティスにおける気づき

(awareness) 概念とその特徴について －ジャーナルの   

談話分析をもとに 

玉井 健 （神戸市外国語大学） 

④ ［事例報告］ PAC分析による「逆向き設計」の効果 高見 砂千 （大阪市教育センター） 

吉田 晴世 （大阪教育大学） 

第2室 【162教室】 

① ［研究発表］Collaborative and independent writing among 

Japanese university EFL learners 
渡辺 裕子 （トロント大学大学院生） 

② ［研究発表］ 海外英語研修が音声言語の処理能力にもたらす 

効果：ディクテーション課題とストーリーテリング課題に基づく

一考察 

森下 美和 （神戸学院大学） 

③ ［研究発表］ 英語分節音のイメージとジャズ楽曲歌詞の関係 中西 のりこ （神戸学院大学） 

④ ［研究発表］ 認知言語学的手法を英文法教育に用いることの

有効性 

松田 拓之 （洛南高等学校・附属   

中学校） 

赤松 信彦 （同志社大学） 

第3室 【163教室】 

① ［研究発表］ 音読指導の基礎の基礎：音読前確認作業を    

視座に 

高橋 昌由 （大阪府立園芸高等学校） 

② ［研究発表］ 音読による多読実践学習者の体験プロセス 西田 晴美 （東京農業大学） 

③ ［研究発表］ TPRを使った受動態の指導 浅井 玲子 （京都外国語大学大学院

生，京都府立南丹高等学校） 

④ ［事例報告］ グローバル社会でのコミュニケーション能力を  

育成する実践 ―高等学校「総合的な学習の時間」を活用した

横断的学習― 

大塚 智恵 （元愛知県立岡崎北高等 

学校） 



第4室 【164教室】 

① ［研究発表］FileMaker Goを利用した iPod touch/ iPhone/ 

iPad用英単語学習アプリとその開発について 
神谷 健一 （大阪工業大学） 

② ［研究発表］ 携帯ゲーム機を使用した授業が学習者の英語  

能力や興味・関心に及ぼす効果 
中島 正恭 （八幡市立男山第三    

中学校） 

③ ［事例報告］ 英語カリキュラム開発及び改善における学生の 

ニーズを考慮することの重要性 －EGPプログラムを採択  

している私立女子大学の一事例研究－ 

森永 弘司 （同志社大学） 

池上 久美子 （同志社女子大学） 

④ ［事例報告］ コミュニケーション能力育成のための教授法研究

と教師の指導力向上研究 －宮崎県教育研修センターとの  

協働プロジェクト－ 

伊勢野 薫 （宮崎大学大学院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：30～17：40  閉会の挨拶【161教室】 

閉会の挨拶   鈴木 寿一 （京都外国語大学，関西英語教育学会副会長） 

 

18：00～19：30  レセプション 

    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 ： 「カフェタロー」 （大学構内，正門付近） 

 

◆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。 

16：00～17：30 シンポジウム【161教室】 

「高校英語授業を変えよう！ ～実現可能な処方箋を求めて～」 

講 師：   金谷  憲   （東京学芸大学） 

講 師：   臼倉 美里   （昭和女子大学） 

 講 師：   大田 悦子   （東洋大学） 



所在地 

 
 

交通のご案内 

 阪急電車 

 「西院駅」から，西へ徒歩約 15分  

 または，「西大路四条（西院）」から市バス 3・8・28・29・67・69・71に乗車， 

「京都外大前」で下車（乗車時間約 5分） 

 JR「京都駅」 

 烏丸口から，市バス 28に乗車，「京都外大前」で下車（乗車時間約 30分） 

 または，京都バス 81・83に乗車，「京都外大前」で下車（乗車時間約 30分） 

 八条口から，市バス 71に乗車，「京都外大前」で下車（乗車時間約 30分） 

 地下鉄東西線「太秦天神川駅」から，南へ徒歩約 13分 

 

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 国際コミュニケーションセンター横川博一研究室内 

問い合わせ先：E-mail: yokokawa@kobe-u.ac.jp 

 


