
  

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 2019」開催案内 

 

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。共催団体は，

LET関東支部，英語芸術学校マーブルス，神保尚武科研，栗原文子科研，中山夏恵科研，酒井志延科研，安達

理恵科研，飯野厚科研です。 

今回のテーマは，「AIや翻訳機が進化したら，外国語教育はどうなるでしょうか？一緒に考えましょう」で

す。各発表についての概要集は，http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2019gaiyou.pdfで 1月末に，

電子版予稿集は http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/expo2019.pdf で 2月中旬に公開します。 

 

日時 2019年 3月 10日（日） 場所 早稲田大学 11号館 4階 406会議室から 410会議室 

参加費 無料 登録 3月 8日（金）まで。申し込みとお問い合わせは takane46@gmail.com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 406会議室 407会議室 408会議室 409会議室 410会議室 

9:00-9:30 S1 W1  K14  

9:30-10:00 K8 K15 

10:00-10:30 K9 K16 

10:40-11:10 S2 

 

K2  K17 K21 

11:10-11:40 K3 K18 K22 

11:40-12:10 K4 K19 K23 

13:10-14:40 S3 S5 K10 W2 K24 

K11 K25 

K12 K26 

14:55-15:25 K1 K5 K13  K20 K27 

15:30-16:00 S4 K6 S6 W3 W4 

16:00-16:30 K7 

16:30-17:00  

会議室の広さは異なり，収容能力には差があります。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。Kは，個人研究発表，Sはシンポジウム，Wはワークショップを表します。 

 

I 概要無し 

【シンポジウム】 

S1「J-POSTLエレメンタリー：全国調査結果の概要と今後の課題」長田恵理（國學院大學），山口高領（立教女

学院短期大学），中山夏恵（文教大学），久村研（田園調布学園大学） 



  

S2「AIと翻訳機が進化した時代の外国語教育を考える」トム・ガリー（東京大学），馬場哲生（東京学芸大学），

成田潤也（厚木第二小学校），栗原文子（中央大学），満尾貞行（横浜国立大学） 

S3「こうすればよくなる小学校英語教育」長谷川和代（支援団体フレンドリーワールド），北野ゆき（さつき

学園），諸木宏子（西大和学園中学校），若松里佳（荒川区英語アドバイザー），松延亜紀（教育支援協会大阪） 

S4「中高現職英語教員プロジェクトの成果―自立的学習者を育てる J-POSTLを利用した授業改善の実践事例」

浅岡千利世（獨協大学），清田洋一（明星大学），栗原文子（中央大学），醍醐路子（青山学院大学），髙木亜希

子（青山学院大学）久村研（田園調布学園大学） 

S5「豊かな心を醸成するミュージアムと連携した英語学習」清田洋一（明星大学），残間紀美子（富士高校），

酒井志延（千葉商科大学） 

S6「「教室内英語力評価尺度」を使用した英語授業改善と英語教師の専門的成長」中田賀之（同志社大学），池

野修（愛媛大学），木村裕三（富山大学），長沼君主（東海大学），永末温子（九州共立大学），村上ひろ子（神

戸市立葺合高校），興津紀子（三田市立狭間中学校） 

【ワークショップ】 

W1「小学校用のポートフォリオ，ラップブックを作ってみませんか？」阿部志乃（横須賀学院小学校），    

土屋佳雅里（早稲田大学），若松里佳（荒川区英語アドバイザー） 

W2 「ICTを用いた外国語教育実践：音読・リーディング・ライティング」橋本健広（関東学院大学），岡田毅

（東北大学），松尾英俊（駒澤大学），佐藤健（東京農工大学） 

W3「協働学習による協働学習のためのワークショップ―自身の問題として捉える―」津田ひろみ（明治大学），

舘岡洋子（早稲田大学），大須賀直子（明治大学），小松千明（お茶の水女子大学） 

W4 ミュージカル，ワークショップ「ライオンキング」英語芸術学校マーブルズ 

 

【個人研究発表】 

K1「『ヨーロッパ言語教育履修生ポートフォリオ』(EPOSTL)及び『言語教師のポートフォリオ』（J-POSTL）に

関する研究のレビュー―日本における今後の実践と研究への示唆―」髙木亜希子（青山学院大学） 

K2「小学校外国語教育における地域人材の問題の研究」土屋佳雅里（早稲田大学） 

K3「自立学習から世界の問題に繋げるチョコレート・プロジェクト」安達理恵（愛知大学）阿部志乃（横須賀

学院小学校），北野ゆき（さつき学園），諸木宏子（西大和学園中学校） 

K4「新学習指導要領の移行期における小学校外国語活動，英語の導入に向けた市としての取組について」 

中野 聡（富士宮市立東小学校） 

K5「異文化適応の視覚化―G. Hofstedeと Erin Meyer の分析比較―」杉橋朝子（昭和女子大学） 

K6「外国語の学びを考える教養ゼミナールにおける学び」田原憲和（立命館大学） 

K7「CEFR Companion Volumeの導入の背景と日本の英語教育への応用」斎藤裕紀恵（早稲田大学） 

K8「授業で英語話者の多様性と異文化コミュニケーションを学ぶことについて―大学生への実態調査に基づ

く一考察―」印田佐知子（立教大学） 

K9「地域課題解決型キャリア教育「烏山学」「烏山学＋」における英語学習―グローカル人材の育成を目指し

て―」渥美光子（栃木県立烏山高等学校） 

K10「南チロルにおける CLIL導入の課題」大澤麻里子（東京大学），小川敦（大阪大学） 

K11「ことばの学びへの生涯学習支援に向けて：ちょっと気になる外国語初習者の躓き」          

矢田部清美（慶應義塾大学） 

K12「パフォーマンス課題における自己評価の効果について―CEFRの共通参照レベル，ルーブリック，自由記



  

述による総合的評価の提案」吉村創（慶應義塾高校），矢田部清美（慶應義塾大学），境一三（慶應義塾大学）

K13「大学生 1， 2 年生を対象とした EAP 教材の開発に向けて  足場掛けの設計と実践」            

平井清子（北里大学），蒲原順子（福岡大学） 

K14「ナラティブフレームを使った 1年を振り返る活動」清田顕子（東京経済大学） 

K15  “Planning Task-Based Classes: Developing an ‘Introduction to English Communication’” Tatsuya 

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

K16「Task designにおける outcomeと contextへの焦点化」臼田悦之（函館工業高等専門学校） 

K17「オンライン英会話システムの効果と利用上の問題点」佐藤夏子（東北工業大学） 

K18「調音を伴ったコンピュータによる高変動音素訓練が日本人が苦手とする音素の知覚と調音に及ぼす効果」

飯野厚（法政大学） 

K19「日英字幕付き音映像コーパスによる英語ライティング学習」田淵龍二（ミント音声教育研究所） 

K20「異文化理解へと興味関心を導く，絵本の読み聞かせ指導法―Oxford Reading Treeシリーズを中心に―」

諸木宏子（西大和学園中学校） 

K21「英語で家庭科，そして異文化交流 小学校 6年生クラスで実施した CLIL授業」 

坂本ひとみ（東洋学園大学） 

K22「Tokyo2020に向けて国際協働学習を～教師同士のつながりの視点から」滝沢麻由美（東洋学園大学） 

K23「ICT機器を利用した体育 CLILの実践」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） 

K24「高校における論証モデルを利用した思考力向上を目指すライティング指導の提案」細喜朗（早稲田大学

本庄高等学院） 

K25「日本人 EFL英語学習者の構文力向上と，クリティカル・ライティングへの効果」 

蔦田和美（関西外国語大学短期大学部） 

K26「CEFRの到達目標に準じた 4技能試験に対応するライティング指導法」中谷安男（法政大学） 

K27「ドラマ教育 101 ～インプロ（即興）のススメ～」竹田里香（姫路獨協大学），樫本洋子（大阪教育大学），

安田万里（神戸市公立小学校イングリッシュサポートリーダー） 

 

II 概要付き 

【シンポジウム】 

S1「J-POSTLエレメンタリー：全国調査結果の概要と今後の課題」長田恵理（國學院大學），山口高領（立教女

学院短期大学），中山夏恵（文教大学），司会：久村研（田園調布学園大学）「J-POSTLエレメンタリー」開発の

最終の第 5段階である小学校現職教員に対する全国調査を，2018年 11～12月に実施し，発送数の約 20％に当

たる 600件程度の回答を得た。第 4段階で教職課程用として 93記述文を選定したが，本調査では残りの 74記

述文を調査対象とした。本発表では，回答結果を基に，この 74記述文の妥当性と実効性について分析結果か

ら考察し，今後の課題を議論する。 

 

Ｓ2「ＡＩと翻訳機が進化した時代の外国語教育を考える」トム・ガリー（東京大学），馬場哲生（東京学芸大

学），成田潤也（厚木第二小学校），指定討論者：栗原文子（中央大学），司会：満尾貞行（横浜国立大学）ニ

ューラル，ネットワークに基づく機械翻訳が登場して以来，翻訳の精度は劇的に向上し，機械翻訳技術は今後

もさらに高性能化すると考えられる。そうなると，国際共通語としての英語は，その役割を終える可能性があ

る。日常業務で翻訳機器が使用されることが多くなれば，実用目的の外国語教育の需要は激減する。つまり，

知識，技能を重視したコミュニケーション能力育成の外国語教育観，学習観は変更が迫られることになるであ



  

ろう。本シンポジウムでは，今後の外国語教育について語り合う。 

 

S3「こうすればよくなる小学校英語教育」長谷川和代（支援団体フレンドリーワールド代表），北野ゆき（さ

つき学園），諸木宏子（西大和学園中学校），若松里佳（荒川区英語アドバイザー），司会：松延亜紀（NPO教育

支援協会大阪）小学校英語教育が急ピッチで整備されている。しかし，必ずしも多くの人の賛同を得ながら進

んでいるわけではない。本シンポジウムでは，小学校英語教育を支えてきた立場：小学校教員，支援団体代表，

支援者，民間塾の教師からの視点で，小学校英語教育をこのようにすればいいのではないかというアイディア

を述べ合う。 

 

S4「中高現職英語教員プロジェクトの成果―自立的学習者を育てる J-POSTL を利用した授業改善の実践事例

―」シンポジスト：浅岡千利世（獨協大学），清田洋一（明星大学），栗原文子（中央大学），醍醐路子（青山

学院大学），髙木亜希子（青山学院大学），司会：久村研（田園調布学園大学）2017～18 年の 2 年間にわたっ

て，16 名の中学，高校の現職英語教員の協力を得て行われたプロジェクトの成果を発表する。具体的には，

「主体的，対話的で深い学び」を実現するために，4技能，自立学習，異文化教育，評価の領域で現職教員の

協力者が行った J-POSTLを利用した授業改善の実践事例，及び，教員研修の実例について報告する。 

 

S5「豊かな心を醸成するミュージアムと連携した英語学習」清田洋一（明星大学），残間紀美子（富士高校），

酒井志延（千葉商科大学）ユバリ・ハラリ(2018)は，豊かな心を作る教育は，「多種多様な知的経験や情動的

経験や身体経験を通じて知識を目いっぱい深めることだ」と述べている。本発表では，豊かな英語学習を実現

する方法として，学びのリソースセンターとしての各種のミュージアムと英語学習との連携の可能性を検討

する。ミュージアムの学びは体験的な学び，生涯学習的視点など外国語学習に対して多くの親和性を持ってい

るので，発展的な学習として社会参加への主体的な学びの資質を育成の支援になる可能性を持つ。 

 

S6「「教室内英語力評価尺度」を使用した英語授業改善と英語教師の専門的成長」中田賀之（同志社大学），池

野 修（愛媛大学），木村裕三（富山大学），長沼君主（東海大学），永末温子（九州共立大学），村上ひろ子（神

戸市立葺合高校），興津紀子（三田市立狭間中学校）本シンポジウムでは, 英語授業改善および英語教師の専

門家としての成長を目指し科研で開発してきた教室内英語力使用の評価尺度を紹介する。具体的には,現職教

員養成の授業や現職教師教育（教員研修，アクションリサーチ）において実際に活用された複数の事例を報告

するとともに,これらの事例を起点として,聴衆の皆さんと一緒に英語での授業のありようを考える機会とし

たい。 

 

【ワークショップ】 

W1「小学校用のポートフォリオ，ラップブックを作ってみませんか？」阿部志乃（横須賀学院小学校），土屋

佳雅里（早稲田大学），若松里佳（荒川区英語アドバイザー）なぜ小学校でラップブックがいいの？ラップブ

ックは，小学生ためのポートフォリオです。もちろん，大人が使っても便利です。ワークシートや学習記録や，

工作物などを失くさないようにできているし，必要な情報を自主的にメモができるようにしてあります。作る

過程が，切ったり，貼ったりと，楽しみながら，学習をすすめます。それに，学習内容がひと目でわかるので，

教師も評価しやすいし，保護者も子供の成長を確認できます。 

 

W2 「ICTを用いた外国語教育実践：音読・リーディング・ライティング」橋本健広（関東学院大学），岡田毅



  

（東北大学），松尾英俊（PTM，駒澤大学），佐藤健（東京農工大学）本ワークショップの目的は，外国語教育

における効果的な ICT利用方法について 3つの実践報告を通して，外国語教育における ICT利用の意義，即ち

ICTがこれまで出来なかったどのような教育実践を可能にするかについて明らかにすることである。具体的に

は，iPad と DJ アプリケーションを用いた音読指導，教員と学生の即時インタラクションを可能にする e-

learningシステムを用いたリーディング指導，そして Googleドキュメントと拡張機能を利用した協働ライテ

ィング指導について報告する。  

 

W3「協働学習による協働学習のためのワークショップ―自身の問題として捉える―」津田ひろみ（明治大学），

舘岡洋子（早稲田大学），大須賀直子（明治大学），小松千明（お茶の水女子大学）昨年紹介した協働学習によ

る英語リーディングテキストを足掛かりに，本ワークショップではまず協働学習の目的を確認し，次に本書の

主要パートである「テーマを自分の問題として考える」という部分がなぜ必要か，そこをどう展開して学生の

思考を深めるか，その際に障害となるものは何か，参加者と共に考えたい。また，協働学習の評価に関して，

私たちの提案する案をたたき台に，グループで話し合いながらさらに良い方法を探る。 

 

W4 ミュージカル，ワークショップ「ライオンキング」英語芸術学校マーブルズ，今年は，Lion King さあ，

みなさんもご一緒に。Hakuna matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your 

days. It's our problem free.  Philosophy.  Hakuna matata Hakuna matata. 

 

【個人研究発表】 

K1「『ヨーロッパ言語教育履修生ポートフォリオ』(EPOSTL)及び『言語教師のポートフォリオ』（J-POSTL）に

関する研究のレビュー―日本における今後の実践と研究への示唆―」髙木亜希子（青山学院大学）本発表では，

これまで出版された『ヨーロッパ言語教育履修生ポートフォリオ』（EPOSTL）及び『言語教師のポートフォリ

オ』（J-POSTL）に関する実践研究及び実証研究論文の包括的レビュー結果について報告する。研究目的（研究

課題）の傾向と研究の特徴を提示し，実践及びデータ収集の観点から，J-POSTLの使用の課題を明らかにする。

その上で，今後の J-POSTLのさらなる活用と研究への示唆を述べる。 

 

K2「小学校外国語教育における地域人材の問題の研究」土屋佳雅里（早稲田大学）小学校外国語教育の実施に

おいては長く議論が続き，30年以上経つ。経緯の課題には指導者問題があり，一つに外部人材の活用がある。

中でも地域人材は，小学校英語を実質的に支えてきたが，存在価値が高く評価されていない現状がある。そこ

で，本発表では，全国から指導経験豊富な地域人材を地域別に 10名選定し，実施した半構造化インタビュー

から，地域人材の実態を明らかにし，今後の小学校外国語教育での展望を検討する。 

 

K3「自立学習から世界の問題に繋げるチョコレート・プロジェクト」安達理恵（愛知大学）阿部志乃（横須賀

学院小学校），北野ゆき（さつき学園），諸木宏子（西大和学園中学校）児童が積極的に学びに取り組み，自律

した学習者とすることを目的として，カカオからチョコレートを作り児童労働を考えるなど多様な活動内容

を展開した「チョコレート・プロジェクト」について，公立小学校，私立小学校，民間の英語教室で実践した

活動を報告する。また各教育機関での異なる状況を踏まえつつ，活動後に尋ねた児童のコメントのテキスト分

析結果を元に，CLIL（内容言語統合型学習）活動の意義や効果を考察する。 

 

K4「新学習指導要領の移行期における小学校外国語活動，英語の導入に向けた市としての取組について」中野 



  

聡（富士宮市立東小学校）平成 31年度新学習指導要領の完全実施に向けて，市として小中の連携と教員の研

修をどのように進めるかをテーマに英語教育課程検討委員会を立ち上げました。その活動内容は，①CAN－DO

リストに基づく小中高の連携②小学校外国語活動の単元計画の作成③自主研修会の開催④指導案の検討等で

す。若手リーダーを育て，市内全体の教員の力量向上に寄与できていることを御報告し，改善の方向性につい

て御意見をいただきたいと思います。 

 

K5「異文化適応の視覚化―G. Hofstedeと Erin Meyer の分析比較―」杉橋朝子（昭和女子大学）―グローバ

ル化社会で生きるには，AI にはできない「異文化コミュニケーション」の知識を含めた外国語教育が必要に

なるのではないでしょうか。発表者はビジネスや教育の場での異文化適応の例から，Erin Meyer と Geert 

Hofstedeの Culture Analysis について紹介します。Hofstedeの分析については昨年発表者が体験した The 

certification course in Intercultural Managementも紹介します。 

 

K6「外国語の学びを考える教養ゼミナールにおける学び」田原憲和（立命館大学）2018年度秋学期に開催した

教養ゼミナール「外国語の学びを考える」では外国語の学び方に焦点を当て，各参加者が自らの経験と教員に

よる話題提供を元に議論した。本ゼミナールを通じて知った新たな学習法を参加者自らが実践し，それを評価

することで，自らに適した学び方を探った。アンケート及びレポートより，参加者の学びのプロセスにおいて

どのような気づきが生じ，その気づきがどのように作用したかを報告する。 

 

K7「CEFR Companion Volumeの導入の背景と日本の英語教育への応用」斎藤裕紀恵（早稲田大学）2001年に欧

州評議会が発表した Common European Framework of References for Languages (CEFR)は現在，世界各国で

幅広く言語教育の参照枠として応用，適用されている。日本の英語教育でも 2017年に発表された小学校学習

指導要領，中学校学習指要領，2018年に発表された高等学校学習指導要領にも影響を与えている。その CEFR

の補足版が 2018年に Companion Volumeとして発表された。 2018年５月には CEFR Companion Volumeが導入

された背景やその内容や応用，適用を議論する学会が欧州評議会で開催されたが，参加した発表者が学会での

論点と日本の英語教育への応用について提案する。 

 

K8「授業で英語話者の多様性と異文化コミュニケーションを学ぶことについて―大学生への実態調査に基づ

く一考察―」印田佐知子（立教大学）外国語教育＝異文化間言語教育と捉えられるようになってきたとはいえ，

日本の中学英語教科書で異文化コミュニケーション能力を育成する要素は未だ少ないことが分かっている。

しかし，授業の実態はどうなのか。大学生 300名に，中学・高校での英語の授業を振り返ってもらい，英語の

多様性や異文化について何をどのように学んだのか，また学ぶべきなのかを尋ねるアンケート調査を行なっ

た。発表では，その結果と考察を述べる。 

 

K9「地域課題解決型キャリア教育「烏山学」「烏山学＋」における英語学習―グローカル人材の育成を目指し

て―」渥美光子（栃木県立烏山高等学校）栃木県立烏山高等学校では、１学年による地域学習「烏山学」、２

学年対象の「烏山学＋（プラス）」において、globalな視点を持った、localで活躍できる glocal人材の育成

を目指して、地域と連携しながら様々な体験型学習を展開している。今回の研究は、日光市で那須烏山市の観

光案内をする「烏山学 外国人観光客に那須烏山市を PRしよう」と、民間英会話スクールの協力を得てショー

トムービー制作活動が実施された「Karasuyama English Camp」の２つの紹介である。 

 



  

K10「南チロルにおける CLIL導入の課題」大澤麻里子（東京大学），小川敦（大阪大学）「複言語地域であるイ

タリア，南チロルでは，現在，ドイツ語系学校，イタリア語系学校で内容言語統合型学習（CLIL）で実施され

ているが，その開始時期，政治的，歴史的文脈，認識，普及の度合いについては大きな違いがある。本発表で

は，現地での関係者インタビューや公的機関が実施した言語意識調査を援用しながら，CLIL 導入の有用性や

導入の是非を巡る議論など，同地域が直面しているいくつかの課題を提示することを目的とする。 

 

K11「ことばの学びへの生涯学習支援に向けて：ちょっと気になる外国語初習者の躓き」矢田部清美（慶應義

塾大学）文部科学省中央教育審議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る。

新学習指導要領（平成 29年 3月告示）に従い，各教科等の間の連携を図った心身の発達に応じた指導を行う

ことが推奨されており，外国語教育指導においても一層の検討が必要と思われる。そこで本発表では国語科と

連携しながら外国語初習者の発達特性に応じて指導を行うことを提案する。 

 

K12「パフォーマンス課題における自己評価の効果について―CEFRの共通参照レベル，ルーブリック，自由記

述による総合的評価の提案」吉村創（慶應義塾高校），矢田部清美（慶應義塾大学），境一三（慶應義塾大学）

本研究では，平成 34年度から施行予定の高等学校学習指導要領に基づいたドイツ語授業を設計すべく，ドイ

ツ人留学生に対して学校施設を紹介するパフォーマンス課題を，履修 2年目の生徒に対し実施した。この課題

における学習成果を確認するため，課題実施の前後において，CEFR の共通参照レベル，ルーブリックならび

に自由記述による自己評価を行った。それぞれの評価方法の特徴を検討し，それらを組み合わせた総合的評価

を提案する。 

 

K13「大学生 1，2年生を対象とした EAP教材の開発に向けて 足場掛けの設計と実践」平井清子（北里大学），

蒲原 順子（福岡大学）発表者らは，グローバル社会に対応する英語力のひとつとして英語で専門科目を学ぶ

ことができる能力の育成が重要であると考え，大学入学後にどのような英語学習を行えば，3年次以降無理な

く移行できるかを研究している。2018年 5月，10月に関東圏と九州の大学で，新入生の高校までの言語活動

の実態を調査した。その調査結果を受け，主体的，協働的な経験学習型の EAP プログラムを設計し試行した。

同年の授業最終日に，学生の学びがこの 1年間でどのように変化したかを調査した。本発表ではそれらの結果

を検討し，その経緯と実践例を報告する。 

 

K14「ナラティブフレームを使った 1年を振り返る活動」清田顕子（東京経済大学）人は過去を振り返って自

己評価し，次のステップのための学びを得ようとする（Dörnyei, 2001）。また，学習者同士で経験を分かち合

うことは，「L2学習」についての更なる学びやビリーフの再構築，追観を引き起し，次ステージへの動機づけ

の喚起となる。では，このような深い対話を持つには，どのような方法があるだろうか。本発表では，ナラテ

ィブフレームを使った 1 年を振り返る活動方法の紹介と，実践報告を行い，その効果を考察する。キーワー

ド：学年末の活動，動機づけ，能動的学習，振り返り，ペア活動 

 

K15  “Planning Task-Based Classes: Developing an ‘Introduction to English Communication’”Tatsuya 

NAKANO，Fusako KITTA, Taron PLAZA, Jon MORRIS（駒沢女子大学） This is a practical report on our 

new subject, “Introduction to English Communication.”  This subject was started in April, 2018 

in order for our students to have meaningful communicative experiences through Task-Based Language 

Teaching.  The aim of the class is that our students should have many opportunities to use English 



  

while receiving interactional modification.  The method of teaching in this class is for all seven 

faculty teachers to be jointly in charge of this subject, including two native speakers of English 

and five non-native speakers of English.  The more than seventy students are divided into seven 

groups and are all given the same task in that group.  This system enables our students to seek 

help with ease, and to advance in using English in a cooperative studying environment.  All the 

tasks were a success in terms of this subject’s goals and the goals of the class. The result of 

a questionnaire given in July showed that most students felt satisfied with this class.  The value 

of variance in the results of two placement tests taken by students in April and December was less 

among students registered to “Introduction to English Communication” than students who did not 

take the class. 

 

K16「Task designにおける outcomeと contextへの焦点化」臼田悦之（函館工業高等専門学校）Taskを design

する際には，その必要条件を満たす必要がある。Ellis (2003) は 1) meaning， 2) some kind of gap，3) 

own resources，4) a clearly defined outcomeを criteriaとしており，条件を満たせば production task

でも comprehension taskでも designが可能である。松村 (2012) は natural cognitive processes，更に

leaner engagementも taskの条件としている。これらを満たす taskを designする時に特に注意を払わなけ

ればならないのは outcomesであり，taskの状況，文脈 (context) 設定である。本発表では，様々な taskの

例から outcomesのパターンを抽出し，どんな contextだと designしやすいかを報告し考察を加える。 

 

K17「オンライン英会話システムの効果と利用上の問題点」佐藤夏子（東北工業大学）筆者が数年来行ってい

る調査では，大学生の多くは英語を話すことに苦手意識があり，もっとも高めたいスキルであると考えている

ことがわかっている。学生にオンラインの英会話授業を受けてもらい，さらに英語スピーキングアプリで音読

の練習をさせた。学生の意識が学習前後でどのように変化したか，アンケートとインタビューの結果に基づき

報告する。また，学習状況の観察結果，英語力の差がある大学生に対して実施したオンライン英会話に意識調

査の結果についても触れる。 

 

K18「調音を伴ったコンピュータによる高変動音素訓練が日本人が苦手とする音素の知覚と調音に及ぼす効果」

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 10週間にわたって実施した経過と結果を報告します。HVPTを簡便に

実現できるウェブサイト “English Accent Coach” (Thomson, 2017)を用いて，日本人が知覚と調音におい

て苦手とする/l/, /r/, /w/を目標音素として，調音を伴った知覚訓練を実施しました。調音を伴わずに同様

の訓練をした場合（2017年度実施）との知覚率および調音成功率の比較を比較分析した結果を報告します。 

 

K19「日英字幕付き音映像コーパスによる英語ライティング学習」田淵龍二（ミント音声教育研究所）ライテ

ィングの自律的学習法としてコーパスによるデータ駆動型学習（corpus-based data-driven learning）につ

いて発表する。Google 翻訳は手軽だが，場面や文脈に即した表現が欲しい時，分野別コーパスが有力である。

今回は，映画とプレゼンによる会話と講演の２種類の日英字幕付き音映像コーパス活用法を提案する。和英辞

典用例が音映像付きで大規模になったことにより，多様な場面を見聞きしながら最適な表現を学習可能とす

る。 

 



  

K20「異文化理解へと興味関心を導く，絵本の読み聞かせ指導法―Oxford Reading Treeシリーズを中心に―」

諸木宏子（西大和学園中学校）英語絵本の読み聞かせは英語力を伸ばすために効果的です。語彙や文法はそれ

ほど難解ではないが，どうしても日本の子どもには理解が難しい絵本があります。本の舞台となっている英国

の文化や生活になじみがないために起きるのです。多読を始め、英語絵本の読み聞かせを用いた指導上では、

異文化理解は一般に軽視されがちですが，これが内容理解にとって非常に重要です。本発表では，どの本のど

のような記述やイラストが，子どもにとって難しいのかを実例をあげて紹介します。 

 

K21「英語で家庭科，そして異文化交流 小学校 6年生クラスで実施した CLIL授業」坂本ひとみ（東洋学園大

学）福島県須賀川市にあるユネスコスクールに認定されている公立小学校を，児童英語教育ゼミの学生たちと

ともに 2016年から訪問し，トルコの子どもたちと英語を使った絵手紙やビデオレターで交流する授業を継続

している。2018年度は，この学校の「総合的な学習の時間」のテーマが米作りであったので，CLILの content

を「世界の米料理」として，10月と 12月に授業を実施した。児童の振り返りシートから，特に英語に苦手意

識を持っている児童のコメントを拾いつつ，実践報告を行う。 

 

K22「Tokyo2020 に向けて国際協働学習を～教師同士のつながりの視点から」滝沢麻由美（東洋学園大学）

Tokyo2020に向けての都教委のオリンピック，パラリンピック教育の「世界ともだちプロジェクト」の一環と

して，発表者は都内公立小で，国際的 NPO団体 iEARNの国際協働学習プロジェクトを進めているが，今回は特

にその中で，海外の教師たちとどのようにつながり協働していけるかについて，昨年のアメリカでの年次世界

大会における共同発表の成果と課題等を通して報告し，さらに 2020年への発展的プロジェクトについて提案

するものである。 

 

K23 「ICT機器を利用した体育 CLILの実践」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）

イタリアの CLIL授業では，クイズの作成や回答にアプリを導入するなど，ICTが多くの場面で CLILの４C（内

容，言語，思考，協学）の目標を達成する重要な役割を果たしている。そこで本研究では，日本の高専１年生

を対象とし，学習内容への意欲や思考力を高めるため，またコミュニケーションや協同学習を促進するために，

アプリや動画を活用した試合のデータ分析等の活動で体育 CLILを実践した。研究結果，ICTの利用は CLILの

４Cを効果的に展開する足場作りとなり得る可能性が示唆された。 

 

K24「高校における論証モデルを利用した思考力向上を目指すライティング指導の提案」細喜朗（早稲田大学

本庄高等学院）高等学校学習指導要領解説（外国語編，英語編）によると，「論理性に注意して文章を書いて

伝える」ことを目標として設定されている。同解説では，「論理性に注意するとは，できる限り論理の矛盾や

飛躍がないよう，理由や根拠を明らかにする」と定義している。本研究では論理的に書く力を育成するために

有効とされる「論証モデル」の概念を，どのようにしたら高等学校の英語の書く指導に取り入れることができ

るのかを検証する。 

 

K25「日本人 EFL英語学習者の構文力向上と，クリティカル・ライティングへの効果」蔦田和美（関西外国語

大学短期大学部）様々なコミュニカティブアプローチが脚光を浴びる一方で，母語の言語体系に基づく適切

(locally appropriate)な英語教授法が重要と考える。本研究は，英語と言語構文が全く異なる日本語を母語

とする日本人 EFL 英語学習者にとっては構文力の習得が重視されるべきであるという想定の下，構文力育成

プログラムを実施し，その前後において構文力がライティングに与える影響を量的に検証しようとするもの



  

である。 

 

K26「CEFRの到達目標に準じた 4技能試験に対応するライティング指導法」中谷安男（法政大学）語彙の正確

さや多様性をどのように指導すればよいか 大学入試に活用される 4 技能試験は全てヨーロッパ共通参照枠

CEFR に準じている。英文ライティングの評価に共通する項目には語彙の適切さと多様性がある。しかし実際

の教室で指導を行うのは容易でない。ここでは模範解答などを集めた規模の大きなコーパス分析によって解

明された効果的な指導方法について考える。パラグラフの流れを構築する文頭の語彙を効果的にトピックス

文と結び付け，さらに 6種の語彙的結束から選択させる。 

 

K27「ドラマ教育 101 ～インプロ（即興）のススメ～」竹田里香（姫路獨協大学），樫本洋子（大阪教育大学），

安田万里（神戸市公立小学校イングリッシュサポートリーダー）機械翻訳の精度向上に伴い，日本の英語教育

は再考の時を迎えている。従来の一斉教授法（知識注入型）ではなく，獲得型の教授法が必須となる。自分の

頭で考え，予期せぬ状況に臨機応変に対応できる力や相手に伝わる確かな語学力を育成することが重要であ

る。そのためには自発性，即興，想像をキーワードとしたドラマ教育の１つの手法であるインプロが効果的で

あると考え，小学生向けの活動を理論と共に紹介する。 

 


