JACET Kyushu-Okinawa Chapter
The 22nd Annual Conference Program
July 5, 2008
Miyazaki Prefectural Nursing University

第 22 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

英語教育と国際交流
―その可能性と課題―
English Education and International Programs:
Possibilities and Problems

日時：2008 年 7 月 5 日(土) 9:40～17:15
場所：宮崎県立看護大学
宮崎市まなび野 3 丁目 5 番 1 号
Phone: (0985) 59-7725 (荒木研究室)
Fax:
(0985) 59-7772 (学部事務室荒木宛)
主催：大学英語教育学会 九州･沖縄支部
後援：宮崎県教育委員会
宮崎市教育委員会
宮崎県高等学校教育研究会英語部会
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■ 受付 (Registration)
9:10－
■ 開会式 (Opening)
9:40－10:00
総合司会 ：荒木 瑞夫
開会挨拶 ：山内 ひさ子
会場校挨拶：薄井 坦子

ム】
教育研究棟１F東側ホール
中講義室４
（大会実行委員長：宮崎県立看護大学）
（支部長：長崎県立大学）
（宮崎県立看護大学長）

■ 研究発表 I (Paper Presentations I) 10:10－11:50（発表 20 分、質疑応答 10 分）
（（E）は英語、（J）は日本語による発表）
第 1 室（Room 1）
小講義室１
司会：富岡 龍明
（鹿児島大学）
司会：磯田 隆啓
（東海大学）
(10:10−10:40) 1. A Phraseological Approach to College English
Ai Inoue（E）
（長崎外国語大学）
Richard Hodson (E)
（長崎県立大学）
(10:45−11:15) 2. 二言語（日本語・英語）併用者の和文・英文理解における関係節付与の選好性
伊藤 彰浩（J）
（西南学院大学）
(11:20−11:50) 3. 難語を覚える：課外 CALL と 3 タイプの復習テストの効果
河内 千栄子（J）
（久留米大学）
第 2 室（Room 2）
小講義室２
司会：伊勢野 薫
（宮崎大学）
司会：上村 俊彦
（長崎県立大学）
(10:10−10:40) 1. Using Test Data Analysis to Improve Teaching
Kevin Tysen（E）
（鎮西学院高等学校）
(10:45−11:15) 2. A Bridge between High School and University English Education
Kaori Wada (E)
（立命館アジア太平洋大学非常勤）
Asako Kajiura (E)
（立命館アジア太平洋大学非常勤）
(11:20−11:50) 3. 日本人英語教師の使用するヘッジについてのコーパス分析
柏木 哲也（J）
（北九州市立大学）
第 3 室（Room 3）
小講義室３
司会： 樋口 晶彦
（鹿児島大学）
司会： 東矢 光代
（琉球大学）
(10:10−10:40) 1. Preparing Students to Meet the Exotic Western Mind
Michael Guest（E）
（宮崎大学）
(10:45−11:15) 2. The Review of an After-School Enriched Program for Gifted Middle School
Learners of English in Korea
Eun-Jeong Kim（E） （Gyeongsang National University）
(11:20−11:50) 3. Enhancing English Listening Comprehension Ability through Language
Learning Strategy Training
Dongkyoo Kim（E）
（Busan National University of Education）
■ 昼食 (Lunch)

11:50－12:40

(中講義室３にて弁当受け取り)

＊中講義室３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）

教育研究棟１F西側ホール

＊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 (General Meeting)
1. 議長選出
2. 支部報告
3. 紀要第 13 号出版について

12:40－13:20

山内 ひさ子
林 日出男

中講義室４

（支部長：長崎県立大学）
（紀要編集委員長：熊本学園大学）

4. 活動報告、予算、決算、その他
5. 本部報告

荒木 瑞夫
中野 美知子

（事務局：宮崎県立看護大学）
(本部理事・関東支部長：早稲田大学）

■ 研究発表 II (Paper Presentations II) 13:30－14:35（発表 20 分、質疑応答 10 分）
((E）は英語、
（J）は日本語による発表）
第 1 室（Room 1）
小講義室１
司会：田口 純
（筑紫女学園大学）
(13:30-14:00) 1．コミュニカティブなリスニング活動―ドラマティズムの観点から―
松本 知子（J）
（九州大学大学院大学院生）
平野 順也（J）
（熊本大学非常勤）
(14:05-14:35) 2．短期大学における海外研修の可能性と課題―国際交流とＥＳＰの視点から
津田 晶子（J)
(中村学園大学短期大学部)
第 2 室（Room 2）
小講義室２
司会：染矢 正一
（大分県立芸術文化短期大学）
(13:30-14:00) 1. Introducing Okinawa Culture Material in English Classes
Keiko Yonaha（E）
(名桜大学）
(14:05-14:35) 2. 国立七大学サイバー・ユニバーシティプロジェクトによる英語教材等の開発
鈴木 右文（J）
（九州大学大学院言語文化研究院）
第 3 室（Room 3）
小講義室３
司会：伊藤 健一
（北九州市立大学）
(13:30-14:00) 1. 英語多読におけるリーディング・ストラテジー―多読導入期に注目して―
木原 直美（J）
(長崎外国語短期大学)
(14:05-14:35) 2. English Learners' Monologic Utterance: Error Repair and the Function of
Formulas
Mo Li（E）
（立命館アジア太平洋大学非常勤）
第 4 室（Room 4）
小講義室４
司会：安浪 誠祐
（熊本大学）
(13:30-14:00) 1. 長崎県立大学佐世保校における CALL システムの活用について
内田 智子（J）
（長崎県立大学）
(14:05-14:35) 2. 九州大学グローバル COE「未来分子システム科学」国際科学英語の試み―中間報
告
田村 美香（J）
（九州大学工学研究院）
■ 基調講演 （Plenary Speech）
14:45－15:30
英語教育と ICT による国際交流：早稲田大学での事例
中野 美知子（J）

中講義室４
（早稲田大学）

■ シンポジウム (Symposium)
15:35－17:05
中講義室４
英語教育と国際交流 ―その可能性と課題―
English Education and International Programs: Possibilities and Problems
コーディネーター・司会：
木下 正義
（福岡国際大学）
シンポジスト：
大橋 克洋（J）
（立命館アジア太平洋大学）
川北 直子（J）
（宮崎県立看護大学）
志水 俊広（J）
（九州大学）
横山 彰三（J）
（宮崎大学）
「国際交流に関するアンケート」結果報告：山内 ひさ子（J）
（長崎県立大学）
コメンテーター：
中野 美知子（J）
（早稲田大学）
■ 閉会式 (Closing)
閉会挨拶：
■ 懇親会 (Party)

17:05－17:15
小那覇 洋子

中講義室４
（琉球大学）

18:30－20:30
会場：ホテル・メリージュ
宮崎市橘通東 3 丁目 1-11 TEL：0985-26-6666(代)
司会：横山 彰三
（宮崎大学）

＊懇親会会場への移動は学会会場からのタクシーの相乗りをお勧めします。当日受付にて希望を伺います。

お知らせ・お願い (Notice to Participants)
1. 受付は、教育研究棟１階東側ホールで行います。
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．展示会場は教育研究棟１階西側ホールになります。
4. 中講義室３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、弁当も中講義室３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、弁当をお勧めいたします。大学から徒歩１０分程度のと
ころにスーパーとコンビニエンスストアがありますが、弁当の数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. 大会本部は中講義室３に設置しています。
9. 車を利用される方は正門を入って左手の駐車場をご利用ください（駐車料金はかかりません）。

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る場合があ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。延長や順番の入れ替え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。

交通案内および宿泊（Access & Accommodations）
会場（宮崎県立看護大学）へのアクセスは、大学のホームページ（http://www.mpu.ac.jp/）をご参
照ください。バスターミナルのある宮交シティ（JR 南宮崎駅近く、タクシー乗り場もあり）からバ
スで 12 分程度、宮崎空港からはタクシーで 7 分程度です。ホテルは、市の中心地域である橘通り周
辺、大淀川河畔、JR 宮崎駅に多く集まっています。宿泊の手配は各自でお願いいたします。

宮崎県立看護大学（Miyazaki Prefectural Nursing University）
〒880-0929 宮崎市まなび野 3－5－1
TEL：0985-59-7725（荒木） FAX：0985-59-7772

JACET 九州沖縄支部研究大会へのご協賛感謝申し上げます（50 音順）
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