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第 18回 
大学英語教育学会 九州・沖縄支部 
支部研究大会プログラム・発表要旨 

 
 

英語教育改革の理想と現実 
―動き出した戦略構想を検討するー 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

日時： 2003年 10月 11日（土） 9:30～17:00 
会場： 大分県立芸術文化短期大学 

〒870-0833 大分県大分市上野丘東１番１１号 
http://www.oita-pjc.ac.jp/ 

主催： 大学英語教育学会 九州・沖縄支部 
後援： 大分県教育委員会、大分市教育委員会 



【プ ロ グ ラ ム】 
 
受付 (Registration)  9:00～       （場所：人文棟玄関ホール） 
 
開会式 (Opening)  9:30～9:50           （場所：大講義室） 
  総合司会 ：武井 俊詳      （副支部長：西南学院大学） 
  開会挨拶 ：鈴木 千鶴子       （支部長：長崎純心大学） 
  会場校挨拶：利光 功       （大分県立芸術文化短期大学学長） 
 
研究発表 (Paper Presentation) 10:00～12:15（発表 20分、質疑応答 10分） 
  なお、発表題目のうち後ろの (E) は英語、(J) は日本語による発表。 
 
第１室（人文棟２０１講義室） 
   司会：奥田 裕司           （北九州市立大学） 
   司会：林 日出男           （熊本学園大学） 
(10:00･10:30) １．“Sound Spelling” – Online pronunciation enhancement in a CALL environment 
   Stephen F. Culhane (E)            （鹿児島大学） 
     伊東 寿泰 (E)          （立命館アジア太平洋大学） 
(10:35･11:05) ２．中学生の音記憶・音識別能力と英語力の関係 

福富 かおる (J)            （熊本学園大学大学院） 
(11:10･11:40) ３．Phonics and Whole Word Approaches: A Longitudinal Study of Word Reading to Japanese  

     Children  
外舘 絵美 (E)             （鹿児島大学大学院） 

(11:45･12:15) ４．Narrow Reading and Language Development 
Kyong-Sook Cho (E)        （Busan National University of Education） 

 
第２室（人文棟２０２講義室） 
   司会：志水 俊広               （九州大学） 
   司会：金岡 正夫       （国立鹿児島工業高等専門学校） 
(10:00･10:30) １．今後の英語教員養成の在り方について： 
             小学校における英語教育実践活動を通して 

與儀 峰奈子 (J)                     （琉球大学） 
(10:35･11:05) ２．大学英語教育の目指すもの：その実現のためのカリキュラムとは 
   東矢 光代 (J)                     （琉球大学） 
(11:10･11:40) ３．Characteristics of Branching between Different Levels of Textbooks in UK 

荒金 房子 (J)                  （筑波大学付属坂戸高校）（非） 
(11:45･12:15) ４．航空大学校における英語教育･ 

         教育内容と外部試験導入(TOEIC IP TEST)について 
   縄田 義直 (J)            （航空大学校） 
 
第３室（人文棟２０５講義室） 
   司会：William Underwood           （福岡女学院大学） 
   司会：川北 直子             （宮崎県立看護大学） 
(10:00･10:30) １．It’s your CALL:  

         Investigating Teachers’ Theories on Computer Assisted Language Learning 
Larry Kimber (E)          （立命館アジア太平洋大学） 

(10:35･11:05) ２．Overcoming the Summertime English Drought with Online Surveys and Discussion 
Nigel Scott (E)           （福岡県立大学） 

(11:10･11:40) ３．可能性としてのインターネット･ライティング指導の観点から 
荒木 瑞夫 (J)             （宮崎県立看護大学） 

(11:45･12:15) ４．Teaching English as A Humanities Subject 
Michael Guest (E)           （宮崎医科大学） 

 
 



第４室（人文棟２０６講義室） 
   司会：安浪 誠祐            （熊本大学） 
   司会：上村 俊彦       （県立長崎シーボルト大学） 
(10:00･10:30) １．高専における校内英単語テストに関する実践報告 

光永 武志 (J)       （国立熊本電波工業高等専門学校） 
(10:35･11:05) ２．体育専攻学生のための ESP −教育をめざして １、２年生対象の実態調査から 
   橋口 美紀 (J)        （鹿屋体育大学） 
(11:10･11:40) ３．Corpus Linguistics, Vocabulary, Word List（ワークショップ１） 

上村 俊彦 (J)       （県立長崎シーボルト大学） 
(11:45･12:15) ４．Corpus Linguistics, Vocabulary, Word List（ワークショップ２） 

石川 慎一郎 (J)        （広島国際大学） 
 
第５室（人文棟２０７講義室） 
   司会：中野 秀子            （九州共立大学） 
   司会：富岡 龍明               （福岡国際大学） 
(10:00･10:30) １．Community Building in Online Language Classrooms

James Blackwell (E)       （立命館アジア太平洋大学） 
(10:35･11:05) ２．Business English Another Language

Nancy Patricia Lee (E)      （立命館アジア太平洋大学） 
(11:10･11:40) ３．Turning Elephants into Eagles:  

         From Text to Graphics for Content-based Second Language Learning 
Richard Berwick (E)       （立命館アジア太平洋大学） 

(11:45･12:15) ４．Popular music listening: A fun way to enhance specific listening skill development 
Coleman South (E)          （立命館アジア太平洋大学） 

 
昼食 (Lunch)  12:15～13:35        （場所：１０１講義室） 
展示見学         （場所：玄関ホール） 
 
支部総会 (Business Meeting) 13:40～14:10          （場所：大講義室） 
１． 議長選出 
２． JACET本部理事挨拶と本部報告 森住  衛         （JACET副会長：桜美林大学） 
３． 支部長報告   鈴木 千鶴子         （支部長：長崎純心大学） 
４． 紀要第８号出版について  志水 俊広        （紀要編集委員長：九州大学） 
５． 活動報告、予算、決算、その他 横山 彰三        （事務局：宮崎医科大学） 

 
シンポジウム (Symposium) 14:15～16:15          （場所：大講義室） 
 −テーマ：「英語教育改革の理想と現実 動き出した戦略構想を検討する」 
  コーディネーター：木下 正義       （福岡国際大学） 
  パネリスト   ：川尻 徳            （福岡市立舞鶴中学校長） 
      ：今泉 柔剛         （福岡県教育庁高校教育課長） 
      ：大橋 克洋       （立命館アジア太平洋大学教授） 
      ：平野 利治 （富士通大分ソフトウェアラボラトリー事業推進部課長） 
  コメンテーター ：森住 衛           （桜美林大学） 
 
閉会式 (Closing)  16:15～16:25          （場所：大講義室） 
   閉会挨拶：William Underwood          （福岡女学院大学） 
 
懇親会 (Party)  18:30～20:30 
   司会：染矢 正一         （大分県立芸術文化短期大学） 
   会場：ホテルアーサー（別府駅前） 

  ＊会場まではマイクロバスが出ます（有料） 



お知らせ・お願い (Notice) 
 
１． 受付は、人文棟玄関ホールで行います。案内の矢印に従ってお進みください。 
２． 当日一般参加の方は、当日会員として１,０００円をお納めください。 
３． 昼食のお弁当は１０１講義室でお渡しします。（予約された方のみ） 
４． 宿泊・懇親会・弁当・マイクロバス（懇親会行き）などについては JTB からご案内を差し上げますので、そ
ちらを通してお申し込みください。 

５． 大会本部は人文棟２階の「会議室兼学生自習室」に設置しています。 
６． 車を利用される方は正門の係員の指示に従ってください。 
 
 

発表される方へお願い (Notice to Presenters) 
 
パソコンを使った発表を予定されている方は当日早めに受付を済ませた後すぐに、機器の接続確認・ソフトの

動作確認などを各自の部屋で行ってください。発表直前の確認は予想以上に時間がかかり、他の発表者の

迷惑になりますのでご注意ください。また発表時間は質疑応答含めて３０分です。延長はいかなる理由でも認

められませんのでご注意ください。 
 
 
交通案内 
・JR ～ ～大分駅 大学（タクシー７ ８分・７２０円程度） 
・大分バス「駅前」バス停から 
 「上野行き」 に乗車、終点「上野」下車（バス約１０分、徒歩約３分） 
 
会場までのアクセス  
 
  大分県立芸術文化短期大学のホームページをご参照ください。 

 
http://www.oita-pjc.ac.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         JACET九州沖縄支部へのご協賛感謝申し上げます（50音順） 
 
朝日出版社  アボック  アルク教育社  エー・アイ・エス  紀伊国屋書店  

九州カシオ販売  金星堂  研究社  国際教育交換協議会(CIEE)   三修社  

ＪＴＢ福岡支店九州イベントコンベンションセンター  成美堂 

セイコー・インスツルメンツ  ドコモ・モバイル  南雲堂  パナソニック SS マーケティング 

丸善福岡支店 
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