
  
 

JACET Kyushu-Okinawa Chapter 
The 19th Annual Conference Program 

October 9, 2004 
Fukuoka Jo Gakuin University 

 

第 19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 

 
 

− −社会が求める英語力に如何にこたえるか  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 日時： 2004年 10月 9日（土）9:30～17:00 
 会場： 福岡女学院大学 
  〒811-1313  福岡県福岡市曰佐 3丁目 42-1 
  http://www.fukujo.ac.jp/ 
 主催： 大学英語教育学会 九州・沖縄支部 
 後援： 福岡県教育委員会 
  福岡市教育委員会 
  春日市教育委員会 



【プ ロ グ ラ ム】 
 
受付 (Registration)  9:00～   （場所：4号館玄関ホール） 
 
開会式 (Opening)  9:30～9:50   （場所：421教室） 
  総合司会 ：木下 正義 （副支部長：福岡国際大学） 
  開会挨拶 ：鈴木 千鶴子 （支部長：長崎純心大学） 
  会場校挨拶：齊藤 皓彦             （福岡女学院大学学長） 
 
 
■ 研究発表 (Paper Presentation) 10:00～12:15（発表 20分、質疑応答 10分） 
（発表者の後ろの（E）は英語、（J）は日本語による発表） 
 
第 1室（410教室） 
   司会：染矢 正一   （大分県立芸術文化短期大学） 
   司会：石井 和仁 （福岡大学） 
(10:00･10:30) 1. 読解前指導によって学生の注意をより英語に向けさせることが可能か 
     吉村 富美子（J） （九州情報大学） 
(10:35･11:05) 2. A Study of the Effect of DRTA on Reading Instruction 

 小牧 里織（E） （鹿児島大学大学院） 
(11:10･11:40) 3. 母語の読解力が第二言語の読解に与える影響 
   愛甲 ゆかり（J） （第一工業大学） 
(11:45･12:15) 4. The Role of Listening Comprehension in EFL Education  
  and the Pedagogical Implications for the Development of L2 Listening Proficiency 

 Dongkyoo Kim（E） （Busan National University of Education） 
 
 
第 2室（411教室） 
   司会：森 茂 （大分大学） 
   司会：中野 秀子       （九州共立大学） 
(10:00･10:30) 1. 英語が苦手な大学新入生のための CALL学習導入の試み 

 山口 千晶 (J) （長崎ウエスレヤン大学） 
(10:35･11:05) 2. English Video Skills Series: Making an Effective Presentation 
   伊東 寿泰 (E) （立命館アジア太平洋大学） 
   Linda Guishard (E) （立命館アジア太平洋大学） 
(11:10･11:40) 3. A Critical Evaluation of Placement Tests and Skills Groupings 

 Rory Britto (E) （久留米大学） 
(11:45･12:15) 4. ～航空英語における試験及び教育について 語学能力要件制度 ～導入の観点から   

 縄田 義直（J） （航空大学校） 
 
第 3室（415教室） 
   司会：William Underwood        （福岡女学院大学） 
   司会：林 日出男 （熊本学園大学） 
(10:00･10:30) 1. The Effects of Stressing Creativity in ESP Classes: 
  Focus on Changes in Attitudes toward Learning 

 金岡 正夫 (E) （鹿児島工業高等専門学校） 
(10:35･11:05) 2. Language Ownership: A New Concept for Lesson Planning 

 Michael Guest  (E) （宮崎大学） 
(11:10･11:40) 3. How Effective Are the Non-Native EFL Teachers’ TETE Classes? 
   Sung-Ae Kim (E) （Pusan National University） 

 
 
■ 昼食 (Lunch)  12:15～13:35         （場所：422教室） 
■ 展示見学（Display）   （場所：422教室） 
 



■ 支部総会 (Business Meeting)   13:40～14:10 （場所：421教室） 
 1. 議長選出 
 2. JACET本部報告  神保 尚武       （JACET理事：早稲田大学） 
 3. 支部報告    鈴木 千鶴子       （支部長：長崎純心大学） 
 4. 紀要第 9号出版について  河内 千栄子   （紀要編集副委員長：久留米大学） 
 5. 活動報告、予算、決算、その他  横山 彰三   （事務局：宮崎大学） 
 
 
■ 特別企画（Special Report）  14:15～15:00 （場所：421教室） 
    司会：志水 俊広 （九州大学） 
「高等学校での先進的な英語教育 
 − −福岡女学院高等学校スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールの試み 」 

    細川 博文 （福岡女学院大学） 
 

 
■ シンポジウム (Symposium)  15:10～16:50 （場所：421教室） 
「社会が求める英語力に如何にこたえるか」 

  コーディネーター  安浪 誠祐 （熊本大学） 
  パネリスト     山内 ひさ子 （久留米工業大学） 
    上地 安貞   （琉球大学） 
    加藤 安孝 （日本赤十字社本社事業局国際部国際救援課） 
 
 
■ 閉会式 (Closing)   16:50～17:00 （場所：421教室） 
    閉会挨拶：安浪 誠祐     （熊本大学） 
 
 
■ 懇親会 (Party)    18:30～20:30 
    司会：中谷 安男 （中村学園大学） 
    会場：八百治博多ホテル （博多駅前 4-9-2） 

    ＊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、4号館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 1000円をお納めください。 
3. 昼食のお弁当は（予約された方のみ）422教室でお渡しします。当日本学学食を利用することもできます。 
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 416教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 
・西鉄天神大牟田線「井尻」下車 → バス「井尻駅西鉄バス折り返し所」又は「井尻駅」から 45番に乗車、「放
送所前」下車、徒歩 5分（時間帯により福岡女学院経由運行） 

・JR鹿児島本線「南福岡」下車 → バス「南福岡駅」から 45番に乗車、「放送所前」下車徒歩 5分 
・お車でもお越し頂けます。学内の指定の場所にご駐車下さい。 
 
会場までのアクセス  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         JACET九州沖縄支部へのご協賛感謝申し上げます（50音順） 
 
    
   アルク教育社 アルプスシステム インターテクノ 紀伊國屋書店福岡  
   九州カシオ販売 金星堂 研究社 国際教育交換協議会（CIEE）  
   国際コミュニケーションズ・スクール 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 南雲堂 パナソニック 


