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The 21st Annual Conference Program
July 7, 2007
Kurume Institute of Technology

第 21 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
英語教育における学習ストラテジーと学習タスク
―より良い授業を求めて―
In Search of Good Practice:
Learning Strategies and Learning Tasks in EFL/ESL

日時：2007 年 7 月 7 日(土) 9:30～17:30
場所：久留米工業大学
久留米市上津町 2228
Phone: (0942) 22-2345 内線 467(山内研究室)
Fax:
(0942) 22-7119
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
久留米市教育委員会
福岡県高等学校英語教育研究会
福岡県中学校英語教育研究会

【プ
受付 (Registration)

ロ

グ

ラ

9:30－
（場所：6 号館、１F

開会式 (Opening)

■ 研究発表

ム】

10:00－10:20
総合司会 ：樋口 晶彦
開会挨拶 ：山内 ひさ子
会場校挨拶：深野 徹

玄関ホール）
（場所：611 教室）
（副支部長：鹿児島大学）
（支部長：久留米工業大学）
（久留米工業大学長）

Ｉ (Paper Presentation) 10:30－12:10（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（612 教室）
司会：Jan Stewart
（筑紫女学園大学）
司会：石井 和仁
（福岡大学）
(10:30−11:00) 1. In Search of Good Vocabulary Learning Strategies: Facing the
Challenge of Improving Low Vocabulary Levels at Japanese Colleges
John P. Loucky（E）
（西南女学院大学）
(11:05−11:35) 2. Merits and Demerits of Authentic and Self-made Videos
Masakazu Someya（E）
（大分県立芸術文化短期大学）
(11:40−12:10) 3. 米 TV ドラマを使用した中上級者向けリスニング授業実践報告
ディム 美樹（J）
（西鉄国際ビジネスカレッジ）

第 2 室(631 教室）
司会：小笠原 真司
（長崎大学）
司会：William Underwood
（久留米工業大学）
(10:30−11:00) 1. 学生は大学での TOEIC 対策に何を求めているのか
徳永 美紀（J）
（中村学園大学）
(11:05−11:35) 2. 第二言語としての英語と日本語の習得における｢同型写像仮説｣の妥当性
(11:40−12:10) 3.

伊藤 彰浩（J）
（愛知学院大学）
A Comparison of Two Center Shiken Based on a 25-year Gap
Michael Guest（E）
(宮崎大学）

第 3 室(632 教室）
司会：木下 正義
（福岡国際大学）
司会：東矢 光代
（琉球大学）
(10:30−11:00) 1. コミュニカティブなライティング･クラスに関して
―コントラスティブ･レトリックの視点から―
平野 順也 (J)
（熊本大学非常勤）
(11:05−11:35) 2. 「かのや英語大好き特区」における小学校英語教育の現状
吉重 美紀 (J）
（鹿屋体育大学）
(11:40−12:10) 3. 基本動詞のコロケーションについてのコーパス分析―日本人英語学習者の
スピーキング能力向上に資する言語材料を求めて―

■ 昼食 (Lunch)

12:10－13:00

猿渡

翌加 (J)

（島原翔南高校）

稲毛

逸郎 (J)

（長崎大学）
（場所：622 教室、弁当受け取り）

＊622 教室では終日湯茶のサービスをおこなっていますので、ご利用ください。

■ 展示見学（Display）

（場所：621 教室）

＊展示は 10:00 より 16:30 まで行っています。ご自由にご見学ください。
■ 支部総会 (Business Meeting)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13:00－13:40

（場所：611 教室）

議長選出
支部報告
山内 ひさ子
紀要第 12 号出版について
河内 千栄子
活動報告、予算、決算、その他
荒木 瑞夫
JACET の社団法人化・第 50 回記念大会について
森住
本部報告
尾関 直子

■ 研究発表 II

（支部長：久留米工業大学）
（紀要編集委員長：久留米大学）
（事務局：宮崎県立看護大学）
衛
（JACET 会長：桜美林大学）
(JACET 副代表幹事：明治大学）

(Paper Presentation II) 13:50－14:55（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（612 教室）
司会：金岡 正夫
(鹿児島大学)
(13:50-14:20) 1．大学必修英語における ESP の課題と English for Career Development の試み：
実践報告
津田 晶子（J）
（中村学園大学短期大学部）
(14:25-14:55) 2. コメディカル養成課程学生の英語学習への対策と学習ストラテジー
永野 喜子 (J)
(久留米大学非常勤)
第 2 室(631 教室）
司会：Kathleen Brown
(13:50-14:20) 1. The Study of Akira Kurosawa in the Japanese University EIL Classroom
Rie Karatsu（E）
（県立長崎シーボルト大学）
(14:25-14:55) 2．Test-taking Processes for the Cloze by EFL Readers
Mihyang Han（E)
Dong-Ho Kang (E)
■ シンポジウム

(Symposium)

(Dong-A University)
(Seoul Nat’l Univ. of Tech.)

15:00－17:00

（場所：611 教室）

英語教育における学習ストラテジーと学習タスク
―より良い授業を求めて―
In Search of Good Practice: Learning Strategies and Learning Tasks in EFL/ESL
Coordinator:
Chair:
Panelists:

Hiroki Yamamoto
Robert Fouser (E)
Shinhye Kim (E)
Naoko Ozaki (E)
Osamu Takeuchi (E)
Yasuo Nakatan (E)
Chieko Kawauchi (E)

■ 閉会式 (Closing) 17:00－17:10
閉会挨拶：荒木
■ 懇親会 (Party) 18:30－20:30

瑞夫

（西南女学院大学）
(鹿児島大学)
(Keimyung University)
（明治大学）
（関西大学）
(東京理科大学)
(久留米大学)

（場所：611 教室）
（宮崎県立看護大学）

会場：ハイネスホテル久留米
久留米市天神町 1-6
TEL：0942-32-7211(代)
司会：William Underwood （久留米工業大学）

＊大学正門前から送迎バスが出ます。車で行かれる方は三号線沿い(右手)の岩田屋駐車場に駐車ください。

お知らせ・お願い (Notice)
1. 受付は、6 号館一階、玄関ホールで行います。
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．展示会場は 621 教室です。
4. 622 教室を控え室にしています。湯茶サービスをご利用ください。なお、弁当も 622 教室で配布しま
す。昼食会場としてもご利用ください。
5. 宿泊は各自お申し込みください。参加申込書にホテルの案内があります。
6．昼食は当日食堂が利用できませんので、弁当を注文ください。大学入り口前の「セブンイレブン」の
弁当には限りがありますので、購入できない可能性があります。
7．懇親会は同封の申込書でお申し込みください。
8. 大会本部は 633 教室に設置しています。
9. 車を利用される方は正門横の外来駐車場をご利用ください。

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、学内案内
大学のホームページをご参照ください。
http://www.kurume-it.ac.jp

正門横の
①が本館事務棟
⑥が 6 号館

JACET 九州沖縄支部への展示協賛感謝申し上げます（50 音順）

ＳＱマーケティング、金星堂、研究社、
ジョイフルラーニング, inc.、成美堂、日本英語検定協会

