
  

各位 

大学英語教育学会（JACET）教育問題研究会 

清 田 洋 一 

 

「言語教育エキスポ 2018」の時間割及び概要集 

 

時下ますます，ご清栄のこととお慶びを申し上げます。 

さて，JACET教育問題研究会では，毎年恒例の言語教育エキスポを下記の要領で開催します。各発表につい

ての 200 字程度で発表概要をまとめたものは，http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2018gaiyou.pdf 

で，電子版予稿集は http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2018.pdf で公開しています。 

 

日時 2018年 3月 4日（日） 

場所 早稲田大学 11号館 4階 

参加費 無料 

登録 3 月 2 日（金）まで。申し込みとお問い合わせは shien@cuc.ac.jp までお申し込みください。先着 300

名までに参加証をお送りします。 

 

● 時間割と会場 

3月4日時間割            

 406 会議室 407会議室 408会議室 409会議室 410会議室 411会議室 

9:00-9:30   

W1 
 

 

S1 
 

K6 K10 K14 K24 

9:30-10:00  K7 K11 K15 K25 

10:00-10:30  K8 K12 K16 K26 

10:40-11:10 基調講演

Kathleen 

Graves 

K2 W6 W7 K17 K27 

11:10-11:40 K3 K18 K28 

11:40-12:10  K4 K19 K29 

13:00-14:30  

W2 

 

 

 W4 

 

S2 

 

S4 

 

S5 

 

 

 

役員控室 14:55-15:25 K1 K5 K9 K13 K20 

15:30-17:00 

 

 

 

W3 

 

W5 

 

S3 

 

W8 

K21 

K22 

K23 

【注意】 表中のアルファベットですが，S はシンポジウム(90分)，W はワークショップ（９０分），K は，

研究発表（３０分）を表します。 

なお，会議室の広さは異なり，収容能力には差があります。したがって，参加者の実情により，会議室の変

更は前日までのメールでお知らせします。 

 

 

◎ 懇親会（17：15-19:15） 

イタリアンのケイタリングです。終了後すぐ会場で行います。お一人 4,000 円です。お申し込みは，

shien@cuc.ac.jp です。 

 

http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2018gaiyou.pdf
http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2018.pdf


  

【基調講演】 

“Three approaches to curriculum in English language teaching”  Kathleen Graves (ミシガン大学) 

“This speech explores three current ELT curriculum approaches to the teaching of English in 

public sector schools in EFL contexts and how the theory of each approach translates into 

curriculum practice. These approaches are Communicative Language Teaching (CLT), genre-

based pedagogy, and Content and Language Integrated Learning (CLIL). The theoretical 

underpinnings of each are briefly described according to curriculum factors that include: the view 

of language and language acquisition underlying the approach; how learners’ needs are 

understood and addressed; the teacher’s role in implementing the approach; how the curriculum 

and materials are organized; and how learning is assessed. This is followed by a description of 

ways each approach has been implemented and factors that influence or impede its success in the 

classroom. The article ends with a discussion of what each approach can contribute to effective 

classroom language learning in the areas of content, pedagogy, teacher expertise and assessment.”  

 

【シンポジウム】 

S1「中学・高校における『主体的，対話的で深い学び』を実現する授業改善」 

清田洋一（明星大学），赤井晴子（鶴ヶ島西中），大久保泰希（高崎高），鶴田京子（県陽高校），蕨知英（本

所中） 

「教育問題研究会では，J-POSTL を活用した現職の英語教師の授業改善プロジェクトに取り組んでいる。本

シンポジウムでは，新指導要領の「主体的，対話的で深い学び」をテーマに，中高の授業改善の実践を紹介

する。本プロジェクトはテーマ毎にいくつかのチームに分かれているが，今回はそのうち，教授法，自立学

習，評価法の３つテーマについての実践を紹介し，参加者と意見交換を行う」。 

S2「デジタル時代における辞書と新聞」 

山田茂（早稲田大学），西垣浩二（三省堂），城俊雄（朝日新聞） 

  「デジタル時代に入り，辞書と新聞は紙媒体のみの時代から変化が求められ，対応してきた。本邦初のコー

パス準拠の『ウィズダム英和辞典』を擁する三省堂は，いち早く電子化に取り組み，「デュアル・ディクシ

ョナリー」，スマートフォン向けアプリで成功を収めている。朝日新聞社は 2011年に国内向け英字新聞を終

了し，英語サイト Asahi Shimbun Asia & Japan Watch を開設した。英語発信のデジタル化により，海外読

者を増やした」。 

S3 “What is Adaptive Content English (ACE) and how can we use it in academic writing classrooms?” 

Grant Black（筑波大学），中谷安男 （法政大学），三品由紀子（名古屋外国語大学） 

 “This symposium will introduce the concept of ACE and look at its application to teaching 

academic writing. In business marketing, Adaptive Content has gained traction as a way to 

improve customer experience. As a form of Adaptive Content Educational Material (ACEM), ACE is 

a method that seeks to deliver educational materials that are 1) more personalized, and 2) 

efficiently adaptable to the varying needs and context of diverse learners.” 

S4「児童の自己効力と自律性を促進する授業設計と評価：新教材を踏まえて」 

泉惠美子（京都教育大学），長沼君主（東海大学），山川拓（京都教育大附属桃山小学校），幡井理恵（昭和

女子大附属昭和小学校），田縁眞弓（ノートルダム学院小学校） 

「新学習指導要領が出され，2020 年度から小学校英語が早期化・教科化されることとなった。それに先立



  

ち，来年度より移行措置期間となる。文部科学省から新教材も出され，今後資質・能力の 3 観点を踏まえ，

指導と評価を一体化させることは大きな課題である。そこで，本シンポジウムでは，新教材を用いた Can-

Do 評価とタスク設計及びパフォーマンス評価との関連について理論を踏まえた実践研究について報告を行

う。その後，フロアとともに小学校英語における評価の在り方と課題について考えたい」。 

S5「4 技能統合型時代のライティング指導とその役割・方法・評価」 

 下山幸成（東洋学園大学），嶋田和成（高崎健康福祉大学），山口高領（立教女学院短期大学），鬼頭和也（城

西大学） 

「ライティングを単独で扱っていた時代の指導法や評価法を振り返るとともに、これからの４技能統合型時

代におけるライティング指導や評価をどのようにすれば「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」へと

つなげることができるのかという観点で実践報告を行う。ライティング技能と他の技能との関わり方を意識

しながら、ライティング指導の役割とは何なのか、ライティングはどのように指導・評価すれば学習者の達

成感や有能感を高めて自律学習者へと導いていけるのか。このようなことを参加者のみなさんと考えていき

たい」。 

  

【ワークショップ】 

W1「言語教師の成長を可視化する J-POSTL【小学校英語指導者編】を体験してみよう」 

久村研（田園調布学園大学），竹田里香（姫路獨協大学），土屋佳雅里（杉並区小学校英語講師），若松里佳

（世田谷区小学校支援員） 

「新学習指導要領が発表され，教師の役割がさらに多様化し，かつ重要になってきた。小学校外国語科にお

いては，高学年での教科化，中学年での外国語活動の導入が決定し，移行期間の新教材 “We Can!”と “Let’

s Try!”が公表された。一方，指導者に関しては，学級担任，専科教員，中学校英語教員，ALT，外部人材

と様々な立場の者が関わることになる。教育の質を確保するためには，指導者の資質・能力の指針が求めら

れる。幸い，既存の J-POSTL（JACET教育問題研究会,2014）を基に J-POSTL【小学校英語指導者編】草案が

開発された。このワークショップでは，参加者とともに草案の一部を使って具体的活動事例について考えて

いく」。 

W2「教科横断型授業を利用したアルファベットの学習」 

北野ゆき（さつき学園），松延亜紀（大阪市教育アドバイザー），樫本洋子（大阪教育大学附属小学校） 

「児童が学校で初めてアルファベットに触れるのは３年次のローマ字学習であるので，教科化を前に，アル

ファベットの文字指導について考える必要がある。現在のローマ字指導の配当時間の４時間で，十分とは言

えない。そこで，国語，図工，書写の教科を横断して３年次の児童に８時間のローマ字指導を行ったころ，

アルファベットの形や音への気づきが得られ，興味を高めて，ローマ字学習に取り組むことができた。本ワ

ークショップでは，その８時間のローマ字指導のエッセンスを体験して頂く」。 

W3「小学生目線の外国語教育にするために児童や教師からの疑問に答える」 

成田潤也（厚木市立第二小学校），長田恵理（國學院大學初等学科），長谷川和代（Friendly World），安田

万里（AIM English House），田上達人（松本市立寿小学校） 

「小学校外国語教育関連の動きは急ピッチで進められているが，小学校教師たちの間では戸惑いが大きい。

本ワークショップでは，児童や教師から発せられた外国語教育に関する疑問を集約し，分類して提示し，複

数の立場からの回答を提案する。また，フロアからの意見も取り上げ，小学校教育での外国語教育の在り方

について議論する」。 

W4「英語学習ポートフォリオワークショップ—学びの目標として Can-do リストを考える」 



  

鶴田京子（県陽高校），木内美穂（東京女子学院中学校・高校），齋藤理一郎（太田フレックス高），松津英

恵（学芸大附属竹早中学校），福田美紀（筑波大附属坂戸高校），清田洋一（明星大学） 

「英語学習ポートフォリオは，学習者自身が自分の英語学習体験を振り返り，考察する機会を提供する。そ

の意味で，英語学習をよりパーソナルな学びへと発展させる効果的な支援ツールとなる可能性がある。今回

のワークショップでは，中学校と高校の検定教科書の単元を基に，学びの目標として Can-do リストを検討

し，さらに，その目標に沿って，学習者自身が自分の学習プロセスを意識できる活動としてプロジェクト型

学習を考える」。 

W5「言語と異文化への関心を高める小学校外国語教育」 

阿部志乃（横須賀学院小学校），安達理恵（愛知大学），中山夏恵（文教大学），栗原文子（中央大学） 

「外国語教育の目的は外国語スキルを身につけるだけではない。むしろ世界の多様な人々とコミュニケーシ

ョンをはかる際には，異文化にある他者と互いに理解を深め尊重し合う態度を含めた異文化間能力(IC)の育

成が重要となろう。本発表では私立小学校でのマイネームプロジェクトを主体とする活動と公立小学校での

新教材を基にした発展活動の提案を通し，言語と異文化への関心を高める外国語教育の重要性について考察

する」。 

W6「深い学びと批判的思考力の育成を目指すリーディング授業：協働学習の理念に基づく 8 つのステップ」 

津田ひろみ，大須賀直子（明治大学），小松千秋（お茶の水女子大学），舘岡洋子（早稲田大学） 

 「本ワークショップでは，主体的な学び，深い思考力，多様性の受容という協働学習の 3つの理念を理解し

た上で，リーディングをベースとして深い学びを可能にする 8つのステップを体験する。協働して英文を読

み込んだ後，テーマを自分の問題として捉え，意見交換を通して批判的思考力を鍛えることをめざす。実際

の大学の授業では，自身を取り巻く社会に目を向けるのに適した 12 の英文を読むが，本発表ではその中の

一つを取り上げる」。 

W7「小学校の先生のための「手取り足取り発音講座」 

靜哲人，淡路佳昌（大東文化大学） 

「国際語としての英語が習得目標であっても，日本語を母語とする英語学習者を対象とした発音指導の必要

性は全く減じない。そして発音指導は入門期でこそ大切である。しかるに自らの発音に対する自信のなさか

ら英語指導に関して不安を感じている小学校教員は多いようだ。そこで本ワークショップでは参加者の小学

校教員が少しでも発音指導に自信を持てるよう「グルグル・メソッド」による手ほどきを試みる」。 

W8「ミュージカルワークショップ『♪みんな DE夢中『美女と野獣』」 

小口真澄（英語芸術学校マーブルズ代表），マーブルズスタッフ 

「昨年の大ヒットミュージカル映画 「美女と野獣」二人の純愛に涙しましたね。そして素敵な曲もたくさ

ん。1時間半で愛の世界を駆け抜けます。みんなで夢中になって体を動かしていると声も出るそして心も動

く。そんな体験を皆さんにシェアしたい。上手な歌唱力も演技力も何もいりません。ただただ一緒にやって

みたいな！っと思う気持ちで Jump in! （当ワークショップは事前登録制:40名となっています）」。 

 

【個人研究発表】 

K1「フォニックス指導とローマ字指導―有機的な連携を目指して」 

木澤利英子（東京大学） 

「小学校外国語教育では文字指導が導入されるが，児童はそれ以前にローマ字学習の中でアルファベット文

字に触れ，それらを「日本語の音」と対応づけて学習する。本発表では，読み書きの最も基礎的な力とされ

る文字認識，音韻認識，そしてフォニックスという観点から，ローマ字学習がその後の英語学習に及ぼす影



  

響について考察し，実際に得られたデータや新学習指導要領に照らしながら，今後実施可能かつ効果的だと

考えられる指導について提案する」。 

K２「J-POSTLを活用した自主的現職英語教員研修」 

宮本順紀，塚田正昭，皆川小百合，山田拓也（茨城県立茎崎高校） 

「教員の資質能力の向上は学校の設置者や学校にとって重要な責務であるとともに，教員自身の責務でもあ

る。学校の設置者や学校は初任者研修等，様々な研修の機会を計画的に設け，実施しているが，自主的に教

員自身が取り組む研修に勝るものはない。本研究発表では初任者，３年次教員，初任者の指導教員を務める

中堅教員（11年目）の，管理職である教頭のもとでの，J-POSTLを活用した自主的な研修の取組について報

告する」。 

K3「自律した学習者を育てることを目指した高大での１年間の試み」 

三浦大輔（桐朋女子高等学校）「発表者は１年間，教師の成長のための振り返りツールである J-POSTL を活

用して自身の高校・大学の英語の授業を省察し，「学習者の自律」を目標に，学生・生徒が自らのニーズに合

わせて主体的に学ぶことができることを目指した。そのために，生徒にポートフォリオを作成させ，学習を

記録させたり，それぞれの目標に合わせて自分で宿題を決めて，取り組ませた。J-POSTL の振り返りが発表

者の授業にどのような変化をもたらしたかを紹介する」。 

K4「J-POSTLの理念とカリキュラム・マネジメント」 

醍醐路子（青山学院大学），小出文明（横浜市教育委員会），高橋聡（都立国際高校）「学習指導要領・CEFRの

理解と J-POSTLの活用により，指導者たちが本来あるべき自信を取り戻し，目標に至る指針と方法論を得て

授業が変わり，生徒達の意欲が変容する様子を今私達は目にしている。この福音を広めるための教育行政，

学校管理職のカリキュラム・マネジメントについて報告する」。 

K5「高校における「異文化理解」の授業と異文化間能力育成に関する一考察」 

栗原文子（中央大学），細喜朗（松戸国際高校） 

「現行の高校学習指導要領における「異文化理解」科目において，「異文化を理解するということは，外国の

事情や異文化に関する知識を得ることにとどまらず，自分の文化との相対的関係において理解することであ

る」とあるが，育成するべき生徒の能力や指導法について明示的ではない。本発表では，国際高校の「異文

化理解」実践を紹介し，J-POSTL や FREPA(「言語と文化の複元的アプローチ参照枠（FREPA）」の記述文と照

らし合わせながら，生徒の異文化間能力（IC）育成のための指導や評価の観点について考察する」。 

K6「外国語学習開始時期と後の外国語学習における思考や外国語能力の関係について」 

矢田部清美（慶應義塾大学）「中央教育審議会初等中等教育分科会などで外国語教育の早期開始や段階的な

指導の必要性が唱えられています。一方，早期外国語学習は外国語熟達と共に一般的な認知機能の発達にも

影響を与えることが明らかになってきています。そこで本研究では外国語教育，特に複数の言語を学ぶ際に，

最初の外国語学習開始時期が後に学ぶ新規外国語学習時の思考や外国語能力と関係するのかを新規外国語

学習前後の調査結果をもとに検討しました」。 

K7「バーゼルにおける外国語教育のための共通基盤としてのパスパルトゥー」 

境一三(慶應義塾大学)，小川敦（大阪大学）「スイスのドイツ語を第一言語とする州（カントン）では外国

語教育を英語で開始する流れにある中，バーゼル市州は，独仏言語境界上の他の５州とともに第二言語とし

てのフランス語教育を重視する方針を貫いている。第二言語教育と第三言語（英語）教育を共通化する新し

い政策がパスパルトゥー（合い鍵）である」。 

K8「平昌オリンピックで目標言語圏の選手を応援しよう！～韓・中・独 3言語プロジェクト～」 

池谷尚美（横浜市立大学），阪堂千津子（武蔵大学），西香織（北九州市立大学）「本発表では，三大学の韓・



  

中・独語クラスで実施した平昌オリンピックに関するプロジェクト学習の実践報告を行う。目標言語圏で平

昌オリンピックに出場予定の選手やオリンピックに関する問題についての調査結果を他言語クラスに紹介

し，情報を共有して，様々な国の選手を実際に応援するという試みである。今回は「アクティブ・ラーニン

グ」が浸透した現在ならではの，プロジェクトを行う上での問題点や解決策等を含めて発表する」。 

K9「バレーボールを事例とした体育 CLILの実践研究-思考スキルを育てるタスクを取り入れて」 

二五義博（海上保安大学校），伊藤耕作（宇部工業高等専門学校） 

「本研究では，高専１年生３クラスを対象として英語を使用したバレーボールの CLIL 授業（２回が実技で

１回は座学）を実践した。３回の授業後には学習者の反応をアンケート調査し，体育の内容を英語で学ぶこ

とが，内容への興味・関心，コミュニケーション能力育成，思考や協同学習の視点でいかなる効果があるか

を探った。研究の結果，CLILの４Cにおいて一定の効果が見られたが，とりわけ，学習者が思考を重視した

タスクを多くこなすことによって，より独創的で質の高い練習や試合を行える可能性が示唆された」。 

K10「小学生のためのインタラクティブな読み書き指導」 

Georgette Keolanui-Wilson，（横須賀学院小学校），Rie Adachi（愛知大学） 

「生徒が学び，情報を記憶にとどめる方法は変わってきており，以前のように単に英語の単語を読んだり聞

いたりの方法では，効果があまり見られないのは明らかである。発表者は長年児童に英語を指導し，これま

で多様な学習方法や様々な教材を用いた指導を取り入れることで，あらゆるレベルの児童の学びを可能にし

てきた。本発表では，児童の学びにおいて望ましい効果があったいくつかの指導方法をシェアする」。 

K11「望ましい小学校英語授業とはどのような特徴をもつのか」 

猪井新一(茨城大学) 

「本発表は望ましい小学校英語授業とはどのような特徴を持っているかについて，１）これまでの先行研究

や SLA理論を調査し，２）児童の高好意度および低好意度の英語授業の中にその特徴が見られるかどうかに

ついて検証しようとするものである。これまでの研究からは，単純な繰り返し練習が多い授業や単語・構文

が多い授業は，児童の好意度低い傾向にあることがわかっている」。 

K12「オリンピック・パラリンピックをテーマにした国際理解教育のための CLIL授業実践」 

坂本ひとみ，滝沢麻由美（東洋学園大学） 

「本研究は，東京都を始めとして，徐々に全国的関心も高まってきているオリンピック・パラリンピック教

育について，小学校における国際理解教育のための CLIL 授業実践と，それに基づく教材開発を目的とする

ものである。前半は，その実践概要に関して，後半は実践例の１つである福島県公立小での授業と児童の振

り返りシートのコメントや分析も紹介しつつ，オリパラをテーマに児童にどのような学びが見られたかにつ

いて報告する。」。 

K13「ミュージカルが実現する体と心と頭で学ぶ英語」 

河内山晶子（明星大学） 

「真に英語が身に着くのは，頭を使う座学によってのみではない。英語を心でも感じとり，体を動かしなが

らそれを使うことを通して，英語が実際に「機能した」と体感できた瞬間にこそ英語は身に着く。頭と心と

体を総動員して取り組むミュージカルは，アクティブ・ラーニングの極みであり，英語が嫌いだと思ってい

る学習者さえ夢中にさせる魅力に溢れている。発表では，ミュージカル数作品を使った大学等での取り組み

の詳細を伝える」。 

K１4「「時間，場所を限定しない 5分間英会話プログラム」の，英語で行うコミュニケーション能力への効果

測定」 

岩田由美子(法政大学)，岩田悠里（横浜市立大学） 



  

「通信技術が発達し携帯電話が普及した現在，いつでもどこでも世界と繋がることができるようになった。

今回我々が行った，時間，場所を限定しないスマートホンの英会話アプリケーションを用いた英語教育の調

査結果を紹介する。参加者はフィリピン人講師と５分間の１対１英会話を１日２回，連続した５日間行った。

アンケートを用いて自己評価および講師からの評価を行い，効果測定を行った。結果について分析し，他の

通信サービスを用いた英語教育報告と比較する」。 

K15 “Outcomes of an English e-Learning Program” 

Fusako KITTA，Taron PLAZA，Tatsuya NAKANO(駒沢女子大学) 

“In this presentation we discuss the effects of implementing an English e-learning program at 

our university.  The e-learning program was conducted over an academic year in 2017 with first 

year university students and used material focused on both the listening and reading sections of 

the TOEIC test. With each lesson, a blended learning approach was used which incorporated group-

work, individual computer tasks and class lectures.   Pretests and posttests modeled after the 

TOEIC listening and reading sections were given to evaluate learners’ improvement.  While the 

students’ scores improved for both the listening and reading sections, a substantial improvement 

was found with the listening scores.  Students’ awareness of their progress as well as their 

views of the blended learning approach were evaluated through individual interviews. The results 

suggest that the students were both aware of their improvement and positive about the blended 

learning approach.  An examination of the data as well as details of the blended learning approach 

will be discussed.” 

K16「LMSを使った Input-based task作成の試み」 

臼田悦之(函館工業高等専門学校), 

「英語を発話しなければならない Output-based taskは初級英語学習者にはあまり向かないと言われるこ

とが多い。しかし理解中心の Input-based taskであれば小学生からでも取り組むことは可能であり，LMS

を使って絵や写真を活用することで task作成が容易になる。また，学習者の興味を引くことも可能であ

る。発表では Input-based-task の考え方と schoolTakt（LMS）を使った Listen-and-do task を紹介し，

学習者にどのような効果を与えるか，そして小学校英語教育での使用可能性も検討する」。 

K17「オンライン英会話システムの教育的効果に関する予備調査」 

佐藤夏子（東北工業大学） 

「筆者の近年の調査で，多くの学生は英語を「話す」力に最も苦手意識があり，かつ高めたいと考えている

ことがわかった。その学生のニーズに応える一手段としての「オンライン英会話」の有効性について検討す

ることにし，大学生 5名にオンライン英会話を体験してもらった。英語で話すことやオンライン英会話に対

する学生の意識が体験前後でどのように変化したか，体験の観察，アンケートとインタビューの結果から報

告する。また大学生約 300名に対して実施したオンライン英会話に関する調査結果についても触れる」。  

K18「コンピュータによる高変動音声訓練（HVPT）を用いた知覚困難な音素の特定と音声指導法の考察」 

飯野厚（法政大学） 

「第二言語発音教育の新たな潮流である高変動音声訓練（HVPT: High Variability Phonetic Training）を

日本人大学生を対象として実施しました。HVPTを簡便に実現できるウェブサイト “English Accent Coach 

Version 2” (Thomson, 2017)を用いて子音と母音の識別訓練を試験的に実施しました（音素ターゲットは

ほぼ全音素）。識別正答率の分析結果から，既存の音声学で扱われている調音上困難な音素に加えていくつ

かの音素が特定されました。困難な音素の正答率が高かった学習者のリスニング力やスピーキング力のデー



  

タを参照し検討します。フロアとともに発音指導についても議論したいと思います」。  

K19「言語処理技術と語学教育の接点： ウェブ・コーパスと自律的学習の未来」 

田淵龍二（ミント音声教育研究所） 

「自動翻訳など人工知能実用時代を前に，言語処理技術を語学教育に還元する方法について考察する。今回

は，対象をウェブ・コーパス，目的を自律的英語学習とし，実例を交えて検討する。実例は，映画映像コー

パスによる会話学習，TEDコーパスによるスピーチ学習，用例コーパスによる文法学習などを選んだ。検討

課題は，教育的妥当性，検索エンジンの性能，eラーニング適正（提示・演習・学習管理，適応学年，経済

性）などである」。 

K20「学生のコメント分析から見たディクトグロスの有効性」 

山本成代（創価女子短期大学），臼倉美里（東京学芸大学） 

「ディクトグロスとはディクテーションの技術を応用した言語教授法で，学習者に文章を読み聞かせ，学習

者がメモをとり，そのメモを基にペアやグループで元の文章を復元していく学習活動である。本発表では，

これまでの第一・第二著者の研究を基に，ディクトグロスが，コミュニカティブな授業での効果的な文法学

習ばかりでなく，学習者に与える様々な効果を検証する。具体的には，学生の学習後の感想を質，量の両側

面から分析する。 

K21「音声変形技術を使った学習者のリスニング能力の脆弱性の分析とその頑健化に関する実験的検討」 

峯松信明，張昊宇，井上雄介，齋藤大輔(東京大学)，山内豊（東京国際大学） 

「語学教材に付属する音声 CD は，通常無雑音のクリーン音声であることが多いが，実環境では，様々な雑

音や歪みが混入した音声ばかりである。本研究では，１）音声変形技術を用いて巨人・小人の音声や，航空

無線の音声など様々な音声変形を模擬し，日本人学習者のリスニングの脆弱性を明らかにし，また，２）特

異的な脆弱性を示した無線交信音声を使ったリスニング教材を使った訓練を行ない，その効果を確認した」。 

K22「音声分析・発話比較技術を用いたアフレコ自動採点技術の構築」 

峯松信明，大鶴拓哉，齋藤大輔（東京大学） 

「日本語教育ではアニメアフレコによる発声訓練が人気である。英語教育でも，例えばディズニーの Let 

it go を使った歌の訓練が人気である。これは，モデル音声に重ねる形で学習者が発声する，カラオケ的な

訓練である。近年，カラオケ採点技術が一般的になってきたが，ここでは，アフレコ時のモデル音声と学習

者音声を，分節的特徴と韻律的特徴に分け，両者を比較し，どこがズレているのかを検出する技術を開発し

ている。その成果について報告する」。 

K23「学習者・母語話者の相互シャドーイングに基づく「伝わる発音」を獲得するインフラ構築に向けて」 

峯松信明，井上雄介，椛島優，齋藤大輔（東京大学），金村久美（名古屋経済大学），山内豊（東京国際大学） 

「通常シャドーイングは母語話者音声を学習者が追唱する形式であり，シャドー音声の発声の崩れを自動推

定する技術を構築した（シャドーの崩れ＝聴取者の英語能力の低さ）。現在，学習者音声を母語話者にシャド

ーさせる（シャドーの崩れ＝呈示する学習者音声の聞き取り難さ）ことを検討しており，上記と同様の技術

を応用して崩れを推定している。日本語を学ぶ英語母語話者と，英語を学ぶ日本語学習者を対にして，互い

に相互にシャドーする関係を築けば，伝わる発音を獲得する一つのインフラになると考えられる。本方式に

関する予備的検討について紹介する」。 

K24「思考に焦点をあてた EAPプログラム開発 ニーズ分析パイロット調査に向けて」 

河野円（明治大学），清水友子（拓殖大学） 

「発表者らは，バイリンガリズム理論における CALP の発達をねらいとした EAP プログラム開発を目指して

いる。本研究では，EAPを，高校卒業時点から，専門教育の内容を英語で理解できるようになるまでの，い



  

わば基礎英語から専門英語までの橋渡しと定義した。そして学習者の入学時のニーズを明らかにする

Present situation analysis (Hyland)としての調査方法を検討した。思考の深さや過去の学習経験に関す

るパイロット版を作成し Moodle にて試行した経過を発表する」。  

K25「クラス全員の発言量と当事者意識を高めるグループ発表方法」 

清田顕子（東京経済大学） 

「クラスを小グループに分けて行うグループ活動は，スピーキング授業ではもちろん，近年，評価が高まる

アクティブ・ラーニングの手法においても，多く行われる。本発表では，グループ活動後の成果物のクラス

全体へのシェアーにおいて，「ぐるぐるシェアー」（日本ファシリテーション協会考案）方法を取り入れ，ク

ラス全員の発言量と当事者意識を高め，質疑応答が活発に行われる発表形態を紹介する。まず，実践を通し

て紹介し，意義と特徴を指摘する。次に，実践例の報告のほか，どのような学習場面で応用可能であるか情

報交換を試みる」。  

K26「コミュニカティブな英語授業：教室談話に見られる理解の場」 

細川博文（福岡女学院大学） 

「中高の現場では英語を使ったコミュニカティブな授業が求められている。しかし，多くの授業が発問・応

答のやり取りに終わっている。その中でもインタラクティブな授業を行う教師の教室談話を分析すると，参

照点となるような「理解の場」作りを行っている様子が見えてきた。つまり，参照点を作って次の談話に進

みまた参照点を作るという繰り返しが認められた。本発表ではインタラクティブな授業に見られる談話構造

について報告する」。 

K27「英語力と英語自己効力感の関係」 

和田珠実（中部大学） 

「本発表は英語力の異なる学生が同じ教材で 15 週間英語リーディング授業を受けた後，彼らの英語自己効

力感に変化がみられるか否かを調査した。調査方法は英語力のプレースメントテストにより大学 1 年生を

３群に分類し，松沼(2006)の英語自己効力感尺度を使用することによって，入学した年の学期開始時と最終

週で英語自己効力感を比較した。結果から明らかになった英語力の違いによる英語自己効力感への影響につ

いて報告する」。 

K28「外国語教室不安尺度の潜在因子の探究」 

遠山道子，山崎佳孝（文教大学）「本研究の目的は外国語教室不安尺度（FLCAS）を使用し，EFL教室不安の

潜在因子を調査することである。調査は国内の３大学において 386名の学部生を対象に実施した。探索的因

子分析と確認因子分析の結果，FLCAS の 33 項目には「教室で発言する恐怖」と「必修英語授業の難度に関

する不安」という２つの潜在因子が見出された。従って①学生が発言しやすい環境づくりと，②必修英語の

活動・課題の難度調整が，大学生の EFL不安軽減において重要と考えられる」。 

K29「アカデミック英語能力の習得を可能にする内容言語統合学習(CLIL)の実践」 

前川洋子，奥西有理（岡山理科大学） 

「社会のグローバル化により，高等教育においては英語を「手段として用いた」専門教育が強く求められて

いる。しかし，既得の言語的知識や専門知識が未熟である場合，英語が学習手段としての機能を果たせない

問題が生じる。本研究では，CLIL(内容言語統合型学習)を用いて，基礎物理や多文化理解の授業を行い，専

門教科とアカデミック英語を共に学び，知識を補完しあいながら，考える力を育てる試みについて報告す

る」。 


