
大 会 日 程 表

第１日 ６月２５日（土）

11:00 ～ 12:05 受   付       （6 号館 L-Studio）

10:00 ～ 11:30 英語教育研究法セミナー （6 号館 (6103））

12:10 ～ 12:40 総会         （6 号館 （6101））

12:40 ～ 15:15 開会行事・シンポジウム （6 号館 （6101））

休  憩

15:30 ～ 17:30

   問題別討論会    第１会場 （6 号館 (6103））
第２会場 （3 号館 (3208））

   課題別研究プロジェクト発表①（3 号館 (3207））
                ②（3 号館 （3106））
                                ③（3 号館 （3107））

会場移動（バス移動）

18:30 ～ 20:30 懇親会（ホテルグリーンパーク鈴鹿）

第２日 ６月２６日（日）

9:00 ～  9:25 受   付       （6 号館 L-Studio）

9:10 ～  9:25 司会者・発表者打合わせ （各発表会場）

9:30 ～ 10:00 自由研究発表①
ポスターセッション

10:30 ～ 12:55
(11:30～12:00、12:25～12:55
発表者による発表)
（3 号館玄関ホール）

10:10 ～ 10:40 自由研究発表②

10:50 ～ 11:20 自由研究発表③

11:30 ～ 12:00 自由研究発表④

12:00 ～ 13:00 昼      食
英語教育研究法セミナー

12:05 ～ 12:55
①（6 号館 （6101））
②（6 号館 （6103））  

13:00 ～ 13:30 自由研究発表⑤

13:40 ～ 14:10 自由研究発表⑥

14:20 ～ 14:50 自由研究発表⑦

15:00 ～ 15:30 自由研究発表⑧

15:40 ～ 16:00 閉 会 行 事     （6 号館 （6101））



大会プログラム

◇◆◇◆◇ 第 1 日目 ６月２5 日（土） ◇◆◇◆◇

英語教育研究法セミナー 10:00 ～ 11:30   6 号館 (6103）

「特別公開ゼミナール」

提案者： 小林 真実（名古屋大学大学院）提案者： 小林 真実（名古屋大学大学院）

                  「スピーキングタスク練習における直接的修正フィードバックの効果」

司会進行： 亘理 陽一（静岡大学）

コメンテーター： 酒井 英樹（信州大学）

鬼田 崇作（広島大学）

菅井 康祐（近畿大学）

山森 光陽（国立教育政策研究所）

受付    11:00 ～  6 号館 L-Studio

協賛企業展示    12:00 ～ 18:00  3 号館中央ホール

総会         12:10 ～ 12:40 6 号館 （6101）

開会行事/シンポジウム          12:40 ～ 15:15   6 号館 （6101）  SNS×

「小中高の学びの接続－いま、どのような言語活動が授業に必要か－」

司会者： 早瀬 光秋（三重大学）

豊住 誠 （皇學館大学）

パネリスト： 白畑 知彦（静岡大学）

前田 昌寛（石川県立金沢商業高等学校）

川村 一代（皇學館大学）

問題別討論会  15:30 ～ 17:30

第１会場 6 号館 (6103） SNS×

「アクティブ・ラーニングと英語教育」

司会者： 大場 浩正（上越教育大学）  司会者兼提案

提案者： 宮野 尚澄（富山県立高岡西高等学校）

黒田 浩代（三重大学附属中学校）

第２会場 3 号館 (3208）

「読み書きに困難を感じる学習者の支援－英語授業のユニバーサルデザイン化－」

司会者： 森 雅也（津市教育委員会事務局教育研究支援課） 司会者兼提案者司会者： 森 雅也（津市教育委員会事務局教育研究支援課） 司会者兼提案者

提案者： 湯澤 美紀（ノートルダム清心女子大学）

三木 さゆり（大阪市立長吉中学校）



課題別研究プロジェクト発表   15:30 ～ 17:30

① Teaching English in the Japanese EFL environment : Practical Suggestions and Discussion

3 号館 (3207）

司会者： 佐藤 臨太郎（奈良教育大学）  司会者兼討論者

提案者： 笠原 究 （北海道教育大学）

ジェームズ ホール（岩手大学）

山口 篤美（名城大学）

古賀 功 （東海大学）

                       今野 勝幸（静岡理工科大学）

② 英語教育の質的向上を目指した実践研究法のデザイン 3 号館 （3106）

司会者： 田中 武夫（山梨大学）

提案者： 藤田 卓郎（福井工業高等専門学校）

河合 創（福井市立大東中学校）

宮崎 直哉（掛川市立北中学校）

永倉 由里（常葉大学短期大学部）

酒井 英樹（信州大学）

清水 公男（文京学院大）

髙木 亜希子（青山学院大学）

滝沢 雄一（金沢大学）

山岸 律子（白山市立鳥越中学校）

吉田 悠一（松阪市立飯高中学校）

③ 「言語習得からみる小中連携の英語指導―文の仕組みへの気づき・音声から文字へ・CLIL― 」③ 「言語習得からみる小中連携の英語指導―文の仕組みへの気づき・音声から文字へ・CLIL― 」

3 号館 （3107）

司会者： 柏木 賀津子（大阪教育大学） 司会者兼提案者

提案者： グループ①柏木 賀津子（大阪教育大学）

伊藤 由紀子（大阪教育大学 大阪市立高津中学校）

李 静香（大阪市立墨江丘中学校）

小野原 真理（大阪市立美津島中学校）

グループ②村上 加代子（神戸山手短期大学）

チェン 敦子（神戸山手短期大学）

グループ③山野 有紀（宇都宮大学）

犬塚 章夫（刈谷市立小高原小学校）

安達 理恵（愛知大学）

森下 祐美子（大阪教育大学附属高校池田校舎）

懇親会  18:30 ～20:30 ホテルグリーンパーク鈴鹿



◇◆◇◆◇ 第２日目 ６月２6 日（日） ◇◆◇◆◇

受付 9:00～  6 号館 L-Studio

司会者・発表者打合せ 9:10～  各発表会場

自由研究発表①～④ 9:30～12:00 各発表会場

協賛企業展示 9:00～15:00  3 号館中央ホール

ポスターセッション展示  10:30～12:55 （発表 11:30～12:00  12:25～12:55） 3 号館玄関ホール

① 「アジアの英語」の認識をめぐる一考察：研究、教育、留学の現状から SNS×

発表者： 樋口 謙一郎（椙山女学園大学）

仲 潔 （岐阜大学）

② 動機づけスタイルとペア学習・グループ学習の好みに関する基礎的考察

発表者： 城野 博志（名古屋学院大学）

英語教育研究法セミナー 12:05～12:55

セミナー第１会場： 「よりよい実践研究を行うための 10 のポイント」 6 号館 （6101）

発表者： 藤田 卓郎（福井工業高等専門学校）

セミナー第２会場： 「量的研究の心構え」             6 号館 （6103）

発表者： 草薙 邦広（広島大学）

自由研究発表⑤～⑧ 13:00～15:30

閉会行事 15:40～16:00  6 号館 （6101）


