
8月17日（土） 第1室（総合教育棟202）【ライティング】
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 松本 祐子(宮崎公立大学)
Peer revisionにおける使用言語の影響ーL2 essay writingsと学習者
評価の分析ー

英語指導における学習者の⺟語（⽇本語）活用という研究の⼀環として、ライティングクラスでのpeer revisionを調査する。まず実験協⼒者に特定のト
ピックでライティングタスクを与え、first draftを基にpeer revisionを行う。Peer revisionでは、構成・表現と内容に関する項目についてペアでフィード
バックを交換する。フィードバックは記述と口頭（質疑応答）で行われる。その際使用言語をクラスの半分が英語、残り半分が⽇本語とする。Peer
revisionを基に個別の書き直しを行いfinal draftを観点別（文字数、文法的正確さ、フィードバックの反映、内容的深まり等）に採点する。これらの採点
結果が使用言語によってどのような影響を受けているかを分析する。更に質問票調査を行い、実験協⼒者によるpeer revisionと使用言語に対する評価を
考察する。

② 10：00〜10：25 細 喜朗(早稲田大学本庄高等学院) 高校における論証モデルを利用したライティング指導の評価

本研究の目的は，論証モデルを利用したライティング指導に対する評価の在り方についてである。2018年に告示された新学習指導要領(高等学校)の「英
語コミュニケーション英語Ⅰ」では，「論理性に注意して文章を書いて伝えること」を書くことの目標としている。この目標に基づき，論理的な思考⼒
を育成するために有効とされている「論証モデル」の概念(福澤, 2018)を高校のライティング指導に取り入れた。論証モデルは，論理的に書く⼒を育成す
るために有効とされている。本研究の被験者は高校1年生77名である。研究期間は2018年10月から5ヶ月間とし，論理性に注意した文章を評価する方法と
して，ルーブリック評価を採用し，開発した。ルーブリック評価を採用した理由は，高次の認知過程や実践を可視化したものを評価できるからである(小
泉・横内,2018)。本研究で開発した指導の結果，被験者のライティングの⼒が向上した。

③ 10：30〜10：55 福島 知津子(大阪女学院大学)
⽇本人大学生の英語ライティングへの教師からのフィードバックに
対する意識に関する研究ーContent-based Approachの授業内にお
ける振り返りへのフィードバックに関する調査分析ー

これまでの自身の研究において，⽇本人英語学習者を対象としたライティング指導において，学習者の英語ライティング学習には教員からのフィード
バックが少なからず影響しているということが判明した（Fukushima, 2014）。本研究では，英語学習者の英作文に対する教師からのフィードバックに
ついて，学習者がどのような意識を持っているかについて調査することとした。調査期間は2017年度及び2018年度，調査の内容は，短期大学及び大学2
年生を対象とした15回（15週間）の授業において，毎回の授業内10分〜15分間で作成した英文の振り返りに対する教員からの英語によるフィードバック
に関する質問肢をアンケート形式にて用意した。アンケートは全15回の授業後に調査用紙にて回収した。アンケートの内容は4件法の質問肢と記述項目
を含む。本発表はそのアンケート調査の量的観点及び質的観点からの分析報告である。

④ 13：45〜14：10
小野 祥康(北海道教育大学附属旭川中学校)
石塚 博規(北海道教育大学旭川校)

中学生のライティングにおけるピアレビューの効果

英語の授業において，ライティングの技能を高めることのできる方法として，ピアレビューを行うことが考えられる。新学習指導要領（2017）において
も，ペアやグループで書き表したものについてお互いに質問したりコメントを述べたりするなどのやり取りを行うこと，その内容を参考に推敲すること
などの段階的な指導が求められている。本研究では，中学生が複数のトピックについて英文を書く際に，ピアレビューを行った場合と行わなかった場合
で，１回目と２回目の作文を比較し，何らかの変化があるかどうかを調査した。その結果，ピアレビューを行った場合も行わなかった場合も語数は増
え，それにともなってエラー数も増えたが，やり取りを行った場合の方が語数の増加率が小さく，エラーの増加率も小さかった。このことから，ピアレ
ビューを行うことによって，２回目を書く際に英文の正しさにより意識が向く可能性があることが分かった。

⑤ 14：15〜14：40 麻生 雄治(宮崎公立大学)
⽇本のライティング授業におけるセンテンス・コンバイニング指導
の実現可能性

センテンス・コンバイニング（SC）指導は文法の習得や英作文練習の際に有効な⼀つの指導法である。しかしながら、⽇本の中学校、高等学校の検定教
科書では扱われていない。L1やESLの環境ではSCの練習をするための教材が数多く存在するが、それらはEFL環境の⽇本人英語学習者にとっては難易度
が高いものが多く、使いにくい（効果を得にくい）。そこで、本実践研究では、SC練習の種類（方法）と難易度を調査し、⽇本人英語学習者に適する
SC指導を検討し、今後のライティング授業におけるSC指導の在り方や可能性について考察する。SC指導の成果は英作文の質的変化と⼀事例実験として
PDN（percentage of non-overlapping data）で示した。その結果、⽇本人英語学習者の得意（あるいは不得意）とするSCが把握でき、同時に指導の効
果が確認された。

⑥ 14：45〜15：10 三好 徹明(追手門学院中・高等学校)
ピア・レスポンスにおける⽇本人高校生EFL学習者の学習観につい
て −因子分析による情意的要因特定の試み−

本発表では、ピア・レスポンスを実施した⽇本人高校生EFL学習者の協同学習に対する学習観における情意的要因について報告する。⽇本人中学生や高
校生に対する協同学習の学習効果に焦点を絞った先行研究はいくつか散見されているが、協同学習に対する学習観として、情意的側面に焦点を当てた先
行研究はほとんど見られない。本研究では、ピア・レスポンスに取り組んだ106人の⽇本人高校生を対象に、協同学習の学習観について質問した83項目
から構成されたアンケートによる意識調査を実施した。 なお、質問項目についてはJohnson＆Johnson（1996）の邦訳版(2016)を参照した。 プロマック
ス回転による因子分析の結果、抽出された5つの因子は、「協同的な学習」、「生徒による支援」、「教師による支援」、「外発的動機づけとしての社会
的賞賛の獲得」、および「競争による学習」であることが特定された。

⑦ 15：15〜15：40 馬場 千秋(帝京科学大学) スローラーナーのTimed Writingにおける英文産出量と分析的評価

 英語に苦手意識を持っているスローラーナーが、まとまった⻑さの英文を「書く」という活動を行った場合、「何を、どのように書いたらよいのかわ
からない」ため、英文産出量も少なく、また、語彙選択、語彙使用、文法に関するエラーが頻出し、内容も広がりがないことが多い。Baba(2016)がス
ローラーナーに対し、20分間のTimed Writingを行ったが、時間内で産出する英文量と英語⼒は必ずしも比例しないことが明らかとなっている。本研究で
は、英語⼒が初級から中級程度の大学生英語学習者100名に対し、Timed Writingで書かせた英文を、語彙、文法、内容の観点から分析的評価を行った結
果と実際の英文産出量に相関がみられるのかどうか、また、英語⼒によって、その違いはあるのかを検証し、英文産出量がスローラーナー向けの評価基
準として適切かどうかを検証する。



8月17日（土） 第2室（総合教育棟205）【指導法】
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 島田 勝正(桃山学院大学) 文法のアクティブ・ラーニングを促す意識化指導

 2017年に改訂された学習指導要領は「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ることを求めている。意識化指導は、このアクティブ・ラーニングの視
点からの授業改善として、従来の演繹的な文法説明に代わり、データの中から規則を発見させようとする帰納的な文法の指導方法である。 意識化指導
においては、生徒は課題（タスク）に「主体的」に取り組み、教師や生徒との「対話」を通して情報を交換し、認知的な操作を駆使した「深い」学びを
経験する。意識化指導は、データと操作から構成される意識化タスクにより実施される。教師の役割は、生徒の発見学習のガイド役を果たすことであ
る。 発表では、教員免許状更新講習で提案した、３単現の-sと２重目的語構文の指導手順について報告する。なお、参加者のアンケートによる５段階
評価は、「役に立つ」（平均、3.95）、「今後の授業に取り入れたい」（同3.85）と、概ね肯定的であった。

② 10：00〜10：25 岩田  哲(北海道武蔵女子短期大学)
Is Semantic Elaboration Better than the Traditional Method on
Vocabulary Learning?

The purpose of this study was to compare the effects of self-generated elaboration (learners generate elaboration themselves rather than it being
provided by the instructors) and self-memorization activities using an L2–L1 vocabulary list for the acquisition of new vocabulary items. The list group
was asked to memorize 20 target words and the elaboration group was presented with example sentences in L2 that included the target vocabulary
items and asked to provide responses using their L1. Both a meaning recall post-test and a reading post-test were conducted at three different
intervals after the initial activities (immediately after, one week after, and three weeks after) in order to examine how well the participants had
memorized the target items. The results showed that the list group performed significantly better than the elaboration group in the meaning recall
test that was administered immediately following the activity. However, there were no significant differences found one week and three weeks after
the activity. Also, there were no significant difference between the groups on the three reading post-tests. These findings indicate that list learning
can be more effective than self-generated elaboration using L1 immediately after the activity. The effects of the two vocabulary learning activities on
long-term retention and on reading comprehension should be investigated further.

③ 10：30〜10：55
リース エイドリアン(宮城教育大学)
エリクソン ジョセフ(⻄川町教育委員会)

PPP and TBLT: A perspective from the self-determination theory

Over the past several years, numerous discussions have been held regarding presentation-practice-production (PPP) and task-based language
teaching (TBLT) approaches to English as a foreign language (EFL) education. Many discussions have centered around whether target structures
should be taught explicitly (i.e., PPP) or implicitly (i.e., TBLT). In this presentation, the researchers describe a study in which Japanese university
students were taught using both PPP and TBLT approaches. At the completion of the classes, a questionnaire was conducted to find differences
between PPP and TBLT approaches from the perspective of the self-determination theory (SDT) in addition to the students’ preferred teaching style.
The results indicated no statistically salient motivational differences between the students preferring the PPP approach and those preferring the
TBLT approach. Through analyses of the reasons students gave for their preferred approach, however, the researchers discovered three trends (i.e.,
autonomy, competence, intrinsic motivation) that reflect key components of the SDT. Based on the results, the researchers suggest that it is not a
question or whether PPP is better than TBLT (or vice-versa), but rather a matter of taking the most effective components from each approach to best
meet students’ needs. With this in mind, the researchers present an alternative approach: task1-presentation-practice-task2 (TPPT) to efficiently
meet the students’ linguistic needs. Although this approach still requires further research, the presenters argue that the TPPT approach might be one
that combines the strengths of PPP and TBLT to improve the quality of education for language students.

④ 13：45〜14：10 宮迫 靖静(福岡教育大学)
A theoretical look at the deep learning element of active learning
from a cognitive perspective

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology tries to promote active learning (AL) as proactive, interactive and deep learning,
aiming at fostering 21st century skills and key competencies, such as interactive use of tools, heterogeneous group interaction, and autonomous
action. Since AL is frequently recommended to be based on cooperative learning (CL) principles, AL in this presentation means AL based on CL.
Although some emphasize proactive and interactive elements of AL, more believe that the deep learning element is the most important, facilitated by
the other elements. Consequently, this presentation theoretically looks at topics relevant to the deep learning element of AL, which are learning depth
and effective learning, from a cognitive perspective. The purpose is to explore what is key to the enhancement of deep learning in ELT. First, learning
depth is visited, and it is shown that deep learning in terms of elaboration can be accounted for as generating more retrieval routes (Anderson, 2000).
Second, effective learning techniques are shown in the interpretation of learning as meaning construction (Fiorella & Mayer, 2016). Third, one of the
most effective learning techniques, practice testing (Dunlosky, et al., 2013), is looked into why it works well for AL. Subsequently, it is shown that the
development of effective mental representations / retrieval routes plays an important role there. Based on these accounts, keys for the enhancement
of deep learning in AL in ELT are discussed with pedagogical implications for it.

⑤ 14：15〜14：40 橋本 秀徳(福井県南越前町立南条中学校)
中学校におけるリスニングを重視した指導と効果 ー授業と家庭学
習指導の両面からー

 英語教員に求められることは、４技能をバランスよく指導することとされている。だが、筆者がこれまで参加した研究会などで議論されているのは、
いかに話す⼒を伸ばそうとするかがほとんどであり、聴く⼒について議論されることはほとんどなく、聴く⼒に焦点を当てた指導はほとんどされていな
いようである。だが、生徒たちの話からは、「聴き取れない」、「聴きとれても意味がわからない」、「聴く⼒を伸ばしたい」といった声も多い。事
実、根岸他 (2014)の調査では、英語学習のつまずく原因として、「英語を聞き取るのが難しい」が60.2%で大きい原因として挙げられている。そこで、
筆者が在籍した学校では、１年間かけ、リスニング⼒をこれまでより重視した授業と家庭学習指導を行ってきた。指導の結果、福井県で行っている放送
テストで伸びが見られ、英語に対する学習意欲の高まりも見られた。当⽇は、より詳細に結果を報告する。



⑥ 14：45〜15：10
山口 和彦(山形県立東桜学館中学校・高等学校)
金谷 憲(東京学芸大学)

スピーク・アウトが示したこととその発展

スピーク・アウト(S0)方式とは，「アウトプット活動を利用し，（間隔を空けて）教科書を繰り返し使うことによって，学習内容の定着率を上げる方
法」のことである。平成21年度以降，金谷をアドバイザーとして，山形県立鶴岡中央高等学校が学校設定科目「スピーク・アウトⅠ・Ⅱ」を実践するこ
とから始まり，24年度からは学校設定科目のない進学校版を金谷・山口が中心に研究・実践し，成果を残した（JASELE第41回）。平成27年度からの３
年間，山口の転勤に伴い，英語の苦手な生徒が多い高校でSO方式を実施し，成績と意欲の両面で大きな変化をもたらした（JASELE第44回）。本発表で
は３つの内容に触れる。１つはSOによって判明したことの考察。２つ目は，30年度から山口が移動した中高⼀貫校で実施している内容について。３つ目
は，「定着のためのアウトプット」を実施する他の試み（田名部方式や北Com）についても報告する。

⑦ 15：15〜15：40
藤田 恵⾥子(江⼾川大学)
大薗 修⼀(九州産業大学)

EFL大学生の辞書形態の違いによる語義選出の正確さの比較

本研究の目的は、辞書形態の違いが大学生英語学習者の語義選出の正確さに与える影響、およびその英語熟達度による相違を明らかにすることである。
辞書形態に関する先行研究の多くは、紙辞書と電子辞書の比較を通じた、語彙定着度や英文読解度に焦点を当てており、スマートフォンを媒体としたオ
ンライン辞書(スマホ)による文脈に適した語義選出の検証には焦点を当てていない。本調査では、⽇本人大学生141名を対象にスマホ群(71名)と紙辞書群
(70名)に分け、英文中の単語の語義を検索させた。その結果、語義選出の正答率に関して紙群がスマホ群よりも有意に高いことが分かった。さらに英語
熟達度の影響を調べたところ、紙辞書上位群がスマホ下位群よりも有意に正答率が高いことが分かった。これらの結果は、紙辞書のほうがスマホ辞書よ
りも正確な語義選出に役立ち、熟達度の低い学生にはスマホを使用した語義選出は適切でないことを示唆している。



8月17日（土） 第3室（総合教育棟206）【指導法】
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 安達 理恵(愛知大学)
An international project-based learning and EFL education - A
case study at a private elementary school

Compulsory English education will begin soon at all Japanese elementary schools, and this will be challenging for many school teachers. There are
various difficulties in conducting English lessons, since most elementary school teachers do not have high proficiency in foreign languages nor the
qualification to teach English. A project-based learning (hereafter PBL) has been considered as an efficient way to promote purposeful language
learning. Some studies about PBL have showed interesting results such as the development autonomy, the intensity of students’ motivation,
increased content knowledge, and so on. However, most studies are based on “anecdotal reports” and lack theoretical backgrounds (Stoller, 2006).
This study focuses on one private elementary school in Kanto area, where the teachers very effectively conducted international PBL lessons to teach
English and international understanding together. The survey was conducted on 95 pupils (ages 10–12) with the cooperation of the teachers in
March, 2018. A questionnaire was created based on prior studies, which consisted of about 20 questions. Except personal information, most of the
items were about pupils’ attitudes toward PBL and English learning, using a 5-point Likert scale, ranging from 1 (Negative answer) to 5 (Positive
answer). The results showed pupils were highly motivated to learn English and learn through PBL and they understood the importance of cooperative
learning. Since the study demonstrated positive results, I suggested that international PBL could be one of the best teaching methodologies to
teachers who are struggling with English education in elementary schools in Japan.

② 10：00〜10：25
小川 睦美(⽇本大学)白畑 知彦(静岡大学)須田 孝
司(静岡県立大学)近藤隆子(静岡県立大学)横田秀
樹(静岡文化芸術大学)

Long-term effects of explicit instruction on the count-mass
distinction in English: A cognitive linguistic approach

This paper examines long-term effects of explicit instruction using cognitive linguistic notions of boundedness and individuation on the count-mass
distinction in English. The two notions are claimed to characterise what is countable or uncountable (Croft & Cruse, 2004; Langacker, 2008). While
some studies have investigated whether or not the application of such cognitive linguistic concepts to teaching is effective (Cho and Kawase, 2011;
Akamatsu, 2018), no research has reported what kind of effects it may bring to learners’ knowledge about the count-mass distinction in the long
run.The present study administered a pre-test, three sessions of instruction, and three post-tests, one week, seven weeks, and eight months after
instruction respectively. Participants were seventeen Japanese EFL learners (mean TOEIC score = 514). Test items included typical count and mass
nouns (e.g., book, cat, sand, bread), and flexible nouns which can equally be count and mass depending on context (e.g., hair, stone).Results showed
different degrees of instructional effects on different types of nouns. The instruction was helpful to foster better understanding of flexible nouns,
such that the learners gained sensitivity in judging correct countability of flexible nouns after instruction. However, the effect was only observed in a
short term and seemed to have diminished after eight months. The talk will further look at individual learner differences in the long term as well as
discuss the relationship of grammatical properties to the effectiveness of explicit instruction.

③ 10：30〜10：55
広瀬 恵子(愛知県立大学)
和田 珠実(中部大学)

協同グループ学習の効果ー英語自己効⼒感と協同作業認識の観点か
らー

本研究は、大学1年生が1年間英語授業で協同学習原理を取り入れたグループ学習を行うことにより、英語自己効⼒感が高まり、協同作業に対する認識が
肯定的になるのかどうか検証することを目的とする。英語自己効⼒感は「英語自己効⼒感尺度」(松沼, 2006) を、協同作業認識は「協同効用」、「個人
志向」、「互恵懸念」の3因子からなる「協同作業認識尺度」（⻑濱他, 2009）を用いて、学年当初、中、末の3時点で質問紙調査を実施した。英語授業
で協同学習経験を重ねることによって、「協同効用」は高く、「個人志向」と「互恵懸念」は低くなるのかどうか検討する。繰り返しありの⼀元配置分
散分析を行った結果、英語自己効⼒感は協同学習を1年間経験する中で高くなったことがわかった。協同作業認識では、「協同効用」の得点にも時点によ
る有意差がみられ、高くなった。他方で、「個人志向」と「互恵懸念」には有意差はなかった。

④ 13：45〜14：10 ⽮野 司(⻑野県安曇野市立豊科北小学校) 自己の学びを自覚し活用する⼒を育む指導の在り方

2020年度から実施される新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」が重視されている。そのような学びを実現するために、学習者である子ども
達が自分が学んだことを自覚し、次の学びへ活用していく姿が重要となる。そこで、本研究は、学習過程の「振り返り」の在り方に焦点をあてる。小学
５年生を対象に、「英語でインタビューした情報を使ってバースデイカードを作る」という単元目標を設定し全８回指導を行った。自己の学びを自覚す
るために、単元⼀時間目で単元目標を設定した後、その目標を達成するためにどのような学習を進めていくべき話し合い、その内容に沿って学習を進め
ていった。また、⼀時間の授業の終末で、その時間の目標に対する達成度について継続的に振り返ることで、学びを自覚することへの効果を検証する。

⑤ 14：15〜14：40 佐藤 臨太郎(奈良教育大学)
Thinking about “The Task-based Lesson” and 「主体的、対話的で
深い学び」: Do you believe in them in the Japanese EFL
classroom?

English education in Japan is now in a transitory period, putting more emphasis on both improving students’ thinking, judgement and logic, as well as
practical communication abilities through integrative teaching of reading, writing, listening and speaking. “The Task-based Lesson,” focusing mainly
on incidental and implicit language learning, is now gaining attention, and may possibly have the capacity to change the nature of English teaching.
However, in the Japanese EFL environment in which learners do not have natural exposure to nor a real need to regularly communicate in English,
jumping into this approach can be ineffective or even dangerous. We need to look at this approach seriously and critically if we are to adjust it to our
teaching/learning environment. In addition, “In-depth learning by thinking for themselves through dialogue or discussion” or “Active learning”(「主体
的、対話的で深い学び」)”, which is highly encouraged by the New Course of Study and is becoming a sort of “fad” , should also be treated cautiously
so as to not potentially deprive students of their learning opportunities. In the talk, I will show my skepticism towards “The Task-based Lesson” and
“Active learning” based on some hypotheses and classroom practice as well as the their rationale, introducing the point of view from the mindset of
Japanese learners. I will also suggest approaches that might be more suitable for Japanese EFL students.



⑥ 14：45〜15：10 山城 仁(東京学芸大学附属世田谷中学校)
知識及び技能の習得に向けた練習デザインと実践に関する考察−イ
ンプットの理解・活用を通して−

中学校学習指導要領（2017）総則では，知識及び技能が習得されるようにすることが求められている。中学校段階における知識及び技能が習得された生
徒像として，既知の語彙を適切に使用し，伝えたい内容を適切に表現するフレーズを選択しながら即時的に詳述することができるようになることを掲げ
ている。その実現には，各時間に生徒が取り組む内容，つまりは練習を柔軟に構成し，生徒が抱える課題を克服させるように仕向ける指導が必要であ
る。中学校1年生を対象とした本実践ではコミュニケーションを志向した練習の中でインプットの理解，アウトプットに向けたインプットの活用，新たに
明らかとなった課題に対する練習というサイクルを繰り返し実施した。本実践の⼀部は2019年6月に行われた東京学芸大学附属世田谷中学校公開授業研
究会で発表した。本実践発表を通して，生徒の知識及び技能の習得に向けた練習のあり方について共有したい。

⑦ 15：15〜15：40
酒井 英樹(信州大学)
荻原 大輔(信州大学教育学部附属松本中学校)

学びの総合化のための中学英語の言語活動の工夫

本実践報告は、学びの総合化を目指した授業に関するものである。学びの総合化として、学び方の総合化と学ぶ文脈の総合化を意識した。中学3年生を対
象にした単元「"Please Look at This." We are your guides in Matsumoto.」を構想した。単元の中心となる言語活動として、信州大学に入学した留学生
に対して、中学生に何かできることはないかという願いの基、松本の町を案内するガイドツアーを企画した。生徒自らが案内したい場所や内容を決め、
教科書や市が作成した英語パンフレットを読んだり、ALTによる出身国のプレゼンテーションを聞いたりする活動を通して、表現を獲得し、実際のガイ
ドツアーへとつなげていった。授業について、生徒の振り返りカードや授業記録などの点から考察する。



8月17日（土） 第4室（総合教育棟207）【スピーキング】
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 岩﨑 恵実(秀明大学観光ビジネス学部) 対応⼒の涵養−状況描写と説明のためのパラフレーズ

航空管制官および操縦⼠は航空機を運航する上で、国際⺠間航空機関（ICAO）の条約規定に準拠した航空管制用語を用いる（航空法第1条）。また、
ICAOが英語能⼒証明に関する国際標準を採択したのに伴い、⽇本では2008年3月以降、国際線を運航する者は、国土交通大臣が認定する航空英語能⼒証
明の保持が義務付けられている（航空法第33条）。航空英語能⼒を証明するためには、航空英語能⼒証明試験でレベル4以上を取得する必要がある。こ
の試験では、発音・文構造・語彙・流暢さ・理解⼒・対応⼒の6つの評価項目があり、その全てにおいてレベル４以上でなければならない。対応⼒とは、
通常運航や不測の事態において、迅速かつ適切に応答することができる能⼒のことを指す。大学で航空操縦学を専攻する学生の対応⼒を強化するため、
パラフレーズ練習を取り入れている。本発表では実践に基づき、パラフレーズ練習と対応⼒の涵養について考察する。

② 10：00〜10：25 芝田 直久(福島大学)
How to improve Speaking Ability for Senior High School Students
on the Basis of Writing Skills

   This paper proposes a new approach to teaching languages for senior high school students to talk coherently on the basis of writing skills. Students
first simplify each sentence related to current topics by means of filling out the formats and compile them into summaries, which are composed of
five basic sentence patters all the students have learned in junior high schools. Then they talk about their summaries and develop their conversations
by the form of questions and answers. According to the designated Course of Study for Senior High Schools, teaching languages should be paid
attention to four skills (reading, writing, speaking and listening) or plural ones together, which are closely related to each other and produce a synergy
effect. So, to combine writing practice with speaking one in this study is worth considering, which has the possibility to encourage students to think
logically about their topics and add rational reasons to their conversations.   When teaching materials concerning special current topics are treated in
class, background knowledge is indispensable beforehand for better understanding, which leads to productive activities. Then, they deal with the
editorials or columns related to the new era name “Reiwa” or others, sum up the paragraphs about their themes, and finally advance to the speaking
practices.

③ 10：30〜10：55 山岡 浩⼀(関⻄大学)
The effects of chunked-sentence practice on spoken L2 fluency
and accuracy

While fluent and accurate L2 spoken performance is desirable, some studies show that fluency and accuracy are in a trade-off relationship: that is,
higher fluency at the cost of lower accuracy and vice versa, especially in time-pressured spoken tasks. In this regard, chunk use has been suggested
to be a solution, improving both fluency and accuracy in L2 spoken performance. The present study investigated the effects of oral repetition of
chunked sentences on fluency and accuracy in picture description tasks in English as a second language. Participants were non-English-major
Japanese college students with elementary-level English proficiency. Fluency was measured by speech rate and mean length of run. Accuracy was
calculated on the basis of article, verb, and preposition usage. The experiment was conducted as a part of regular lessons. After the pre-treatment
picture description task, the treatment group engaged in repeating of chunked sentences in the subsequent four lessons, while the contrast group
practiced English pronunciation during the same period. The treatment group improved in both fluency and accuracy, while the contrast group
improved in fluency alone. Further investigation on boundary and mid-clause pauses confirmed the decrease of mid-clause pauses in number in the
treatment group, suggesting promotion of chunk use by the treatment. A delayed task revealed that effects of the treatment endured a week after the
post-treatment task. These results suggest release of attentional resources by the treatment as well as persistence of the effects, all of which
together point to involvement of implicit knowledge.

④ 13：45〜14：10 根岸 純子(鶴見大学)
異なる英語スピーキング活動が前頭葉前部の脳血流変化量に及ぼす
影響

本研究においては3形式・4種類のスピーキング活動が脳血流変化量に及ぼす影響について分析を実施した。実験参加者は英語習熟度別に分けられた4グ
ループ50名で、ヘモグロビン濃度測定用近赤外線分光装置NIRSを前額部に装着することにより前頭葉前部の脳血流変化量を測定した。スピーキング活動
は、1人の参加者が①絵の描写をし、②筆者によるインタビューを受けた後、話し相手を加え、③aは簡単なトピックについて、③bはやや難しいトピッ
クについて英語でのインタラクションを行った。その結果、TOEIC 400〜600点のグループにおいて、次いで400点以下のグループにおいて、より脳血流
の活性化が起きており、特に前者ではタスク③aでの活性化が顕著であった。⼀方、英語⺟語話者や上級英語学習者では活性度が低かった。このことか
ら、600点以下の英語学習者に対するインタラクション活動が脳の活性化を起こす可能性が示唆された。

⑤ 14：15〜14：40 千菊 基司(広島大学附属福山中・高等学校)
やり取りの場面での発話の質を高める高校入門期の英語スピーキン
グ指導

本発表では，やり取りの場面での発話の質を高めるために効果的な，高校入門期における授業の工夫を紹介する。2017年度に高校３年生を対象に実施し
た実践により，交渉を目的とした役割練習を８週間の授業を通じて体験させることで，流暢さが向上したり，相手の意見を引き出そうとする発言が増加
したりするなど，発話の質が向上することがわかった（千菊, 2019）。高校１年生を対象にした本事例では，相手の発話への関心を表明する発話ができ
るようになることが，相手の意見を引き出すためにまず必要と考え，モジュール型のタスクでやり取りを行うスピーキング活動を継続的に体験させる。
やり取りの中での発話の質がどのように変化するか，調査・分析する。それらを踏まえ，やり取りに慣れていない高校生に，持っている知識を活用させ
るのに有用なスピーキング活動と，効果的な取り組ませ方を提案する。

⑥ 14：45〜15：10 藤城 麻結(東京学芸大学大学院)
スピーキング研究に関するメタ分析ーARELEに掲載されている論文
に焦点を当ててー

本研究では、⽇本におけるスピーキング研究に関する先行研究の全体的な傾向を調査し、それらに関する問題点、課題を明らかにすることを目的とし
て、メタ分析を行った。調査対象となったのは、1990年度の第1号から2017年度の第28号までに全国英語教育学会の紀要（ARELE）に掲載されているス
ピーキング研究に関する論文103本のうちの42本である。研究の結果、大学生を対象にし、かつ正確さに焦点を置いている研究が多いこと、小・中学校
の現場を対象にした研究が少ないこと、1種類のタスク使用のみでスピーキング能⼒を測っている論文が多いことなどが明らかになった。



⑦ 15：15〜15：40 伊達 正起(福井大学)
Effectiveness of L1 use for conceptualization in repeating oral
narrative tasks

Studies have been conducted to ascertain a how to improve L2 speech, in which Levelt’s (1989) model of speech production is frequently cited. Task
repetition is featured as one way. Through performing a task and producing a preverbal message once, L2 learners can devote their limited
attentional resources to formulation, not conceptualization. Previous studies have proved its effectiveness, e.g. for improving fluency in task
performance and shifting attention to formulation. According to Bui (2014), task readiness is an important factor to improve L2 learners’ speech and
consists of several dimensions, including task repetition and topic familiarity (prior subject knowledge). This study examines whether task
performance in L1 (Japanese) facilitates conceptualization in the ensuing performance in L2 (English). Two experimental groups of Japanese
university students received training sessions, and one comparison group received no sessions. In each session, participants performed a narrative
task using a six-strip cartoon twice. Group 1 performed the same task twice, first in Japanese and then English. Group 2 performed the narrative task
twice in English using different cartoons each time. Data analysis indicated both experimental groups showed some positive development of fluency
whereas the comparison group did not. Furthermore, there was no difference between the two experimental groups in fluency after the sessions. This
presentation will discuss the detailed findings and their implications for language learning.



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 中村 剛世志(学習院女子中・高等科) 連鎖的に共起する機能語のリズム・パタンに注目した発音指導

⽇本人英語学習者へのリズム指導では、内容語の音節に大小の図形を記し視覚的に強勢を提示する方法（高山, 2010）や、図形自体を音声化して音節構
造を意識させる方法（靜, 2009）などが提案されてきた。このように内容語の音節とその卓立を示してリズムを教える試みがある⼀方で、機能語の音声
的な弱さや短さ、ピッチの低さに注目したリズム指導は多くない。そこで、“feel that it is…”のように連なって現れる機能語をパタン化し、学習者に提
示した実践を報告する。対象は私立女子高校⼀年生（n=102）で、プレゼンテーションにおける発音指導の⼀環として機能語のリズム・パタンを提示し
た。本発表では、連鎖的に共起する機能語に注目した発音指導を紹介するとともに、学習者のComprehensibilityやFluencyといった音声面の自己評価は
どう変容したか、質問紙調査の結果を報告する。

② 10：00〜10：25 大嶋 秀樹(滋賀大学) ⽇本人大学生の英語発音⼒向上支援

本発表は、教員養成学部に学ぶ⽇本人大学生を対象にした、大学での学生の英語発音⼒向上支援についての研究調査の報告である。発表では、(1)音声評
価（語課題・テキスト課題）、(2)意識調査（選択・記述）のデータを分析することで、その成果を検証し、⽇本語を⺟語とする大学生の英語発音⼒の向
上について議論する。発表では、小学校で英語を学び始めた世代が大学生になってからの英語発音⼒の状況や英語発音⼒向上についても触れたいと考え
ている。

③ 10：30〜10：55
有本 純(関⻄国際大学)
河内山 真理(関⻄国際大学)

小学校教員の英語発音ー発音の実態と課題ー

2020年から小学校での英語教育は、5，6年生は教科となり3，4年生に英語活動が開始され、6学年中4学年が英語を学ぶことになる。英語の発音能⼒は教
室の指導に欠かせない要素であるが、これまでの教職課程においては、英語の発音に関して免許の取得条件には含まれていない。実際に小学校の教員
は、どのような発音かパイロット調査を行った。
すでに、教職課程の学生については、先行研究で課題があることが判明している。例えば、単音では、⺟音/æ-ʌ/の区別や⺟音挿入、子音の/l-r/, /f-h/,
/si-ʃi/, /v-b/などの区別が難しい。また、プロソディでは、強弱のリズムとイントネーションが困難であることもわかった。現職の教員について、同様
の項目を調査し、その傾向や課題と、研修などを通じた解決策、教員になる前に習得すべき項目や音声に関する授業の在り方についても提案する。

④ 13：45〜14：10
松岡 真由子(京都大学大学院教育学研究科、神⼾
学院大学)大⽵ 翔子(神⼾学院大学)森下 美和(神
⼾学院大学)海⽼原由貴(神⼾学院大学)

タマゴ型マイクロホンアレイを用いた英語ディスカッションの評
価ーメタ認知、協同学習態度との関連性からー

本研究は、大学生の英語ディスカッションの質的、量的側面を分析し、個人的要因との関連性を探ることを目的としたものである。大学2年生23名が3〜
4名の計6グループに分かれ、グループごとに異なるテーマについてディスカッションを行った。彼らのTOEICL&Rスコアの平均は590.65であった。タマ
ゴ型マイクロホンアレイを用いて録音し、量的分析を行った。その結果、総ターンテイク数が少ないグループの方が、TOEICスコアが高く、メタ認知の
自己評価が高い傾向がみられた。学習者自身や相手の考えを精緻化させるやり取りが多く、結果的に1人当たりの発話時間が増え、ターンテイク数が少な
くなった可能性が示唆される。また、メタ認知的知識が高い学習者は、互恵懸念（協同学習の効果は能⼒の低い人に対して現れるという考え）が強い傾
向がみられた。協同学習時の社会的手抜きに対する否定的な態度が影響していると考えられる。

⑤ 14：15〜14：40

望月 圭子(東京外国語大学)張  正(東京外国語大
学/リンガハウス教育研究所)田中 千寿(徳島県城
東高等学校)星澤美衣(産経ヒューマンラーニング
株式会社)

高大連携・産学連携による対話型ICT英語スピーキング教育

 高校における英語スピーキング教育は、高大連携・産学連携によって、どのように効果的に行うことができるのだろうか？ 高校の現場では、スピー
キング教育で、教師が、個々の生徒をきめ細かく指導できないというジレンマがある。こうした課題を解決するのがオンライン英会話であるが、⼀部の
東京都立高校や私立高校では導入されているが、地方の公立高校では、導入がむずかしい。発表チームは、対話型ICT英語教育モデルとして、2018年11
月より、徳島県城東高等学校及び⻑野県上田高等学校・大学・オンライン英会話企業の協働で、モニター生徒50名を対象に、２年間の英語スピーキング
教育に取り組んでいる。本発表では、「高校１年生・２年生のやりとり英語能⼒」、「学習プラットフォームGLEXAの活用法」、「大学生・留学生が、
大学でのアクティブラーニングとして高校の英語教育・異文化教育を支援する試み」の効果を考察する。

⑥ 14：45〜15：10 ⽇吉 信秀(南足柄市立南足柄中学校) 中学生の即興的な表現⼒を育成するウォームアップ活動

 本発表は、中学校英語の授業で、生徒の即興的な表現⼒の育成を目指した、ウォームアップ活動の実践報告である。絵描写タスク（ピクチャーゲー
ム）が実施された。ペアを組んだ生徒の片方にだけ絵（写真）を見せて、それが何であるのかを相手に英語で説明する、という活動である。週に１回、
６か月間継続して行い、実施開始から３か月後と６か月後にピクチャーゲームパフォーマンステスト（スピーキング・ライティング）を行った。パ
フォーマンステストの結果の分析から、生徒のスピーチと作文の語数と文の数が、統計的に有意に増加したことが示された。このことから、本発表の
ウォームアップ活動の実施は、生徒のスピーチと作文を語数・文の数という量の面で向上させ、即興的な表現⼒を育成するのに有効であると考えられ
る。

⑦ 15：15〜15：40 佐藤 夏子(東北工業大学) MALLを利用した英語スピーキング能⼒向上

 大学生のスマートフォンやタブレット端末等の保有率は年々高くなっており、特にスマートフォン保有率はほぼ100％に近い。それに伴い、これらの
携帯機器を利用して語学を学習するMALL(Mobile-Assisted Language Learning)の重要性が高まっていると思われる。また、大学入試において英語４技
能資格・検定試験の活用は進んでいるが、現在高校の授業で個別に時間をかけて行うことができていないのがスピーキング指導であり、それを補うため
の手段の⼀つとして考えられるのがアプリを使用した学習である。発表者はリスニングが比較的高い学生の自学自習に英語スピーキングアプリを約３か
月間使用させ、学習履歴を管理した。本発表では、学習履歴・成績の分析と学習終了時に学生が書いたレポートから英語学習におけるMALL活用の効果
について報告する。

第5室（総合教育棟208）【発音／スピーキング】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 染谷 藤重(上越教育大学)
高等学校外国語における基本的心理欲求が学習動機づけに及ぼす影
響 ―心理的欲求充足と不満に着目して―

本研究では，高校生の英語の授業における心理的欲求充足感及び不満感が，生徒の英語学習動機づけにどのような影響を及ぼしているかを明らかにす
る。本研究の参加者は，千葉県の高校生465名である。本調査は，2019年2月から3月にかけて行われた。質問紙には，心理的欲求充足（9項目），不満
（9項目），内発的動機づけ（12項目），無動機（5項目）のそれぞれの尺度が用いられた。確認的因子分析の結果，それぞれの尺度に関して適切な適合
度を得ることができた。それぞれの因子の関連性を明らかにするために，相関係数を算出した。その結果，欲求充足感は，内発的動機づけと正の相関
を，無動機と負の相関を示すことが明らかとなった。また，欲求不満感は，内発的動機づけと負の相関を，無動機と正の相関を示すことが明らかとなっ
た。これらのことを踏まえて，本研究では，授業内で心理的欲求充足感を高め，不満感を軽減する方法を理論的に考察する。

② 10：00〜10：25 ⻄田 理恵子(大阪大学) 大学英語学習者における言語運用能⼒と動機づけの縦断的変化

本発表では、大学英語学習者を対象とした動機づけの縦断的変化に関する実証研究の結果を報告する。2018年度〜2019年度にかけて、言語運用能⼒
（CASEC）、質問紙（動機づけ・情意）、回顧的調査方法 (Motigraph)と自由記述の収集を行った。本研究では、内容と言語を統合した教授法をシラバ
スデザインとして教育的介入を行っている。言語運用能⼒は、学期の第1週目と第15週目に実施し、質問紙は第1週目・第8週目・第15週目に調査を行
い、回顧的調査方法と自由記述は第15週目に実施した。結果として、言語運用能⼒については、上昇傾向にあるものの統計的有意差はなく、CanDoや情
意は、上昇傾向にあり、統計的有意差が見られている。特に、回顧的調査方法や自由記述から、学期内に組み込んでいたリサーチプロジェクトが学生の
動機づけに働きかかった様子が見られている。本発表は実践と研究結果の詳細を報告する。

③ 10：30〜10：55 小林 潤子(駒澤大学) CAN-DOリストの自己評価は学習にどのような影響があるのか

調査の目的は、授業でのCAN-DOリストの自己評価による変化を調べることである。１）CAN-DOリストの自己評価と英語⼒の関係、２）リストと動機
づけの関係、３）リスト使用に関しての意識を調査した。被験者は、高校生(109名)で、実験群は配布物にCAN-DOリストを記載して指導し、統制群は指
導していない。CAN-DOリスト、動機づけ、英語⼒のアンケートとリストに関しての質問を行った。結果は１）リストと英語⼒の自己評価の相関から、
リストの指導をした方が英語⼒に適切な判断が下せる、２）実験群では内発的調整に相関があり、リストの自己評価は、動機づけと関係ある、３）リス
トの指導をした生徒は、「動機づけになる」「英語学習の目標となる」などを支持する回答が多く、CAN-DOリストを示すことで、教育的な効果が期待
できる、などといえるかもしれない。リストを⽇々活用することの可能性について考察していきたい。

④ 13：45〜14：10
川崎 眞理子(新潟経営大学)
Haugh Sam(関⻄学院大学)

In-Class Interaction with Foreign Students

When learning a second language, students are motivated by numerous internal and external variables that influence their attitudes and selves.
Within this study, it was hypothesized that Japanese students studying in English Communication classes would show changes in their L2 motivation,
attitudes, and selves after interacting with foreign students. These experiences have been investigated before where foreign students have routinely
been invited to the classes each year.  One of the previous surveys revealed a reduction in students’ foreign language anxiety under similar
conditions. A study by Kobayashi (2017) provided direction for this study where students who studied abroad were asked to complete questionnaire
surveys which showed that student L2 motivation improved regardless of initial motivation levels, length of time abroad, location or purpose.
Kobayashi’s questionnaire items were used as the foundation for this study. Pre and post-survey comparisons revealed that inviting foreign students
to both levels of English communication classes had several positive effects. While these varied between the levels of the classes, significant
improvements to the ideal L2 self, instrumentality, interest in traveling abroad, cultural interest, ought-to-L2 self, attitudes to learning English,
integrativeness, attitudes to L2 community and anxiety for cultural assimilation were observed.

⑤ 14：15〜14：40
濱田 彰(明海大学)
髙木 修⼀(福島大学)

媒介分析による外国語読解不安と授業成績の因果関係検証

外国語読解不安尺度は学習者の読解不安を測定する心理尺度として広く用いられている⼀方，そのスコアは言語能⼒に対する学習者の自己評価を反映し
ているにすぎないという批判がある（Sparks & Ganschow, 1995）。読解不安スコアが読解⼒の自己評価と同⼀で，読解不安と授業成績に見かけ上の関
係しかないのであれば尺度運用上の問題となる。そこで本研究は，媒介分析を用いて第三変数である読解⼒の間接効果と読解不安の直接効果の大きさを
検証した。Hamada and Takaki（2019）が開発した読解不安尺度を使用して，読解不安を独立変数，授業成績を従属変数，読解⼒を媒介変数としたモデ
リングを行ったところ，読解不安は読解⼒を媒介して授業成績と連関することが分かった。しかし，授業成績に対する読解不安の直接効果は依然有意で
あり，読解不安尺度を用いて学習者の読解不安を測定する意義が実証された。

⑥ 14：45〜15：10
髙木 修⼀(福島大学)
濱田 彰(明海大学)

潜在ランク理論による外国語読解不安の段階性推定

外国語読解不安尺度（Saito, Horwitz, & Garza, 1999）は学習者の読解不安を測定する心理尺度として広く用いられている。読解不安スコアは学習者集団
における相対的な不安の指標として使用されてきたが，個々の学習者の読解不安スコアについて，絶対的な解釈の指標は存在しなかった。すなわち，読
解不安スコアの問題は「どのくらいスコアが高ければ学習者が外国語読解に対して強い不安を抱いているか」を解釈する基準がないことである。本研究
はこの問題を解決するために，潜在ランク理論を用いて読解不安の高さを決める閾値を推定した。読解不安尺度を構成する認知面・動機面・文化面それ
ぞれで不安の高さが区別できるランクを検討したところ，3段階に分けられるモデルの適合度が高かった。そして，3段階の不安を識別する閾値を推定し
た。発表では，各ランク帯に属する学習者の読解不安の特徴について議論する。

⑦ 15：15〜15：40
藤田 翔平(北海道教育大学大学院生)
菅原 健太(北海道教育大学)

⽇本人英語教師の動機づけ自己システムの再概念化に向けて

 可能自己理論をもとに、Dörnyei（2009）が第二言語動機づけ自己システムを提唱して以来、自己の視点からEFL学習者の動機づけの理解に向けた研究
が数多く行われてきた。⼀方で、EFL教師の動機づけ自己システムの理解に向けた研究は、学習者を対象とした研究に比べ、進歩がみられるとまではい
えない。学習者を動機づけるためには、教師のパーソナルビジョンや熱意、そして、学習者と教師のラポールが欠かせないことをDörnyei & Kubanyiova
（2014）が主張している通り、教師が⻑期的に動機づけられる仕組みの理解に向けた研究も必要である。そこで、本研究では、EFL教師の動機づけ自己
システムの拡張・再概念化を目的とした質的研究を実施する。そのために、⽇本人高校英語教師からインタビュー等によるデータを収集し、それを
Strauss派のグラウンデッドセオリー法を用いて分析する。

第6室（総合教育棟2階大会議室）【動機づけ】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 望月 正道(麗澤大学) 大学生の英語テストに関するビリーフー予備的研究ー

多くの教師は、テスト理論や実践について詳しく学ぶことなく教師になり、テストを作成し、生徒の能⼒を評価する。英語教師の英語テストに関するビ
リーフは、学習者としての自らの経験、他の教師が作成するテスト、テストに関する書籍をもとにして形成される。それでは英語教師の英語テストに関
するビリーフはどのようなものであろうか。また英語教師を目指す大学生は、言語テストについての授業を受けることにより、ビリーフを変化させるの
だろうか。本研究は、言語評価法という科目を受講した大学生が、3回のテスト作成とフィードバックにより、テスト作成についての考えがどう変化した
かを調査する。

② 10：00〜10：25 ⿊川 智史(東京大学大学院) Socio- Cognitive Frameworkを用いた英文和訳の妥当性検証

英文和訳は伝統的に学校内の定期テストで出題されてきたが、妥当性検証はあまり盛んではなかった。そこで発表者は、近年テストの妥当性検証で用い
られているSocio- Cognitive Framework(SCF)で英文和訳の妥当性を検証した。その結果、英文和訳は、(1)出題目的が不明確な場合がある、(2)指示文が
曖昧でテスト受験者がどのように回答すべきか不明瞭、(3)産出スキルとして適切な採点方法が実施されていない、(4)適切な外的基準と英文和訳のスコ
アの相関分析ができていない、(5)授業で扱ったテキストをそのまま出題すると負の波及効果が発生しうる、という5点が妥当性を損なう問題点という問
題点が指摘できた。また、SCFは、⽇本の高校の定期テストの妥当性検証に適応できるという示唆も得られたため、今後は、SCFを用いた定期テストの
課題の検証を進める必要があるだろう。

③ 10：30〜10：55

小泉 利恵(順天堂大学)
鹿島田 優子(株式会社ベネッセコーポレーショ
ン)
秋元 卓哉(株式会社ベネッセコーポレーション)

⽇本人英語学習者の4技能レベルのずれの特徴―「GTEC」CBTタイ
プの場合―

テスト結果のフィードバックの充実のためには、全般的な技能レベルの特徴の情報を集約し、各受験者のテスト結果との比較を提供することが望まし
い。本研究は、4技能のプロファイルがまだ調べられていない「GTEC」CBTタイプを受験した⽇本人英語学習者のデータを分析し、個人内で技能レベル
にどのようなギャップがあるかを調べることを目的とする。高校生1,805名を分析したところ、平坦なプロファイルを持つ受験者は18.94%と⼀部に限ら
れ、全体としては多様なプロファイルが存在することが示された。技能間のレベルの差の大きさの観点では、1レベルのずれが多かった (68.53%)。さら
に、リスニング・スピーキング・ライティング3技能が最も低いグループに属する学習者が25.20%、リーディングのみが最も高いグループに属する学習
者が33.42%いた。発表では他テストを分析した先行研究結果との比較も行う。

④ 13：45〜14：10
木村 朱⾥(群馬県立女子大学)坂本 千秋(群馬県立
女子大学)須田 奈津美(群馬県立女子大学)大川 理
紗(群馬県立女子大学)

ディクテーションテストにおける形式の違いと回数が学習者のパ
フォーマンスに与える影響

 ディクテーションはこれまで学習者の総合的な英語⼒を測定するテストとして用いられてきた。大学入試においても幅広く採用されているが、その形式
および再生回数は様々である。そこで本研究ではディクテーションテストの形式と再生回数の違いが学習者のパフォーマンスにどのような影響を与える
のかを検証する。 本研究が検証する形式は、回答箇所（全文か⼀部）と語数提示の有無（下線かカッコ）の2つの点を踏まえて作成した (a)全文・下線、
(b)全文・カッコ、(c)部分・下線、(d)部分・カッコの4種類である。音声の再生回数は3回とした。 テスト問題は英検2級二次試験のパッセージから、語
数と難易度がほぼ等質な5文からなる4つの問題を抽出した。回答プロセスを検証するためにトレーシングペーパーを用いた独自の回答用紙を作成した。
分析の結果、テストの形式及び再生回数は学習者のパフォーマンスに影響を与えることが示唆された。

⑤ 14：15〜14：40
河合 千尋(ブリティッシュ・カウンシル)
信田 清志(大阪府教育センター)

着実な指導改善につながる教員研修の構成要素 ー中学校英語教員
研修の実践を例にー

新学習指導要領の全面実施を控え、また、新たな技術や技術の活用により社会の進歩や変化のスピードが速まる中、教員の資質能⼒向上は最重要課題で
ある。現職研修を継続的に推進する必要性においては理解されているところだが、その具体的な方策を実施するにあたっては、近年教育分野でも注目さ
れている「エビデンスやデータに基づく実践」の視点は欠かせない。本発表では、2019年にＡ教育委員会とブリティッシュ・カウンシルが共同で通年に
わたって実施した教員研修について、世界の調査研究から導き出された効果的な教員研修を構成する要素に基づき分析する。そのことを通して、アク
ティブ・ラーニングの研修への転換や実践的な授業⼒の向上が求められる中、効果的で魅⼒的な英語教員研修で求められる枠組みを考察するものであ
る。このことにより、確かな授業改善につなげるための、教育委員会や外部専門組織の具体的な役割等についても検討する。

⑥ 14：45〜15：10 後藤 崇志(⽇本英語検定協会)
2020年度に向けた英検協会の取り組みと英検・TEAP・IELTSのご
紹介

2020年度の大学入試改革における英語4技能試験の活用に向けた弊会の取り組みと英検、TEAP、IELTSの試験の詳細についての説明

⑦ 15：15〜15：40 根本 ⻫(CIEE Japan) TOEFL®テストに関する最新公式情報と国内での活用状況について

TOEFL®テストは１９６３年の開始以来、世界で最も実績あるアカデミックテストとして運用されています。そのスコアは、150を超える国・地域の１万
以上の大学や教育機関で受け入れられています。TOEFLテストの開発団体であるETSの調査によれば、アメリカの大学の入試担当者の９０％がTOEFL®
テストのスコアを他テストよりもより高く評価しているという結果がでています。カナダでは全ての他の英語テストを合わせたよりも多くのTOEFL®テ
ストのスコアが大学出願時に提出されています。⽇本においては2020年から開始される大学共通テストにおいてTOEFL iBT®テストのスコアが活用され
ることとなっており、今後さらなる活用の拡大が見込まれています。今回の発表では、本年発表されたTOEFL®テストの最新情報と、国内の大学・高
校・教育機関等における活用事例についてご紹介します。

第７室（総合教育棟304）【テスティング・評価／企業プレゼン（教員養成・教師教育／テスティング・評価）】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 阿川 敏恵(清泉女子大学)
オンライン英会話レッスンを利用した授業外学修—受講生の取り組
み・動機づけ・英語習熟度の変化に注目して—

本発表は、オンライン英会話を利用した授業外学修の実施について報告し、これを受講した大学生の取り組み状況、英語学習に対する動機づけ、英語習
熟度がどう変化したかを示すことを目的とする。都内私立大学において過去２年間、前期中に、フィリピン人講師と⼀対⼀の英会話レッスン受講を課し
てきた。実施２年目は、対象を初年度の３年生から１年生に変更したほか、英語授業とオンライン英会話の関連が明確になるよう、様々な工夫を行っ
た。初年度、２年目共に、学生の受講率、動機づけに関する質問紙調査、英語習熟度テストで授業外学修の成果の効果を検証した。その結果、受講率に
ついては実施初年度に比べ、２年目は飛躍的に上昇した（初年度の平均達成率が32.86％、２年目99.19％）。また、質問紙調査では、２年目は受講学生
の英語学習に対する動機づけが有意に上昇したことが示された。英語習熟度については両年度とも有意差はみられなかった。

② 10：00〜10：25 佐伯 卓哉(早稲田大学高等学院) 4技能を意識した英語プレゼンテーション授業の実践

国際的なビジネス・政治・研究等の場面で⽇本が中心的な役割を果たす中、⽇本人が英語でプレゼンテーションをする機会は今後さらに増加すると思わ
れる。筆者が授業内で行った質問紙調査（2019年4月実施）においても、約9割の生徒が「英語でプレゼンテーションをするスキルは必要だと思う」と回
答した。しかし、興味深いことに「英語でのプレゼンテーションをやりたいか」という質問に対して、約7割の生徒が消極的な態度を示した。本事例報告
では、高校3年生を対象として開講している、英語プレゼンテーションに特化した授業の実践について発表する。特に、生徒の英語プレゼンテーションに
対する意識や態度の変化（調査中）、そして4技能を意識して作成したカリキュラムと教材について説明する。また、本実践は高校3年生での取り組みで
はあるが、高校1・2年生や基礎的な文法を修得した中学3年生においても展開できる可能性について言及したい。

③ 10：30〜10：55

④ 13：45〜14：10
高橋 和子(明星大学教育学部)
佐藤 玲子(明星大学教育学部)
伊藤 摂子(武蔵野大学教育学部)

小学校教員を目指す人のための基本的英語教材の研究と開発

 本発表は，小学校英語教育と緊密に結び付いた大学英語教材開発のために行った研究の結果を報告する。教材開発に際しては，小中学校現職教員の意
識調査・インタビュー，従来の外国語活動における学習内容の洗い出し，小学校教員養成課程在籍者の英語⼒調査を行った。これら調査の結果，開発教
材には以下の観点・要素を含めた。(1)英語⼒・授業⼒の向上，(2)英語の使用感，(3)授業構成，(4)classroom English，(5)ALTとのやり取り。さらに，
小学校英語教育の現況を踏まえて，次期学習指導要領，移行措置期間用教材，文部科学省から提示された各種関連資料，コアカリキュラム等を，作成す
る教材内容に反映させた。2019年度より，小学校教員養成課程における英語関連の授業で，本教材を使用している。小学校教員を目指す大学生の英語
⼒・授業⼒向上に，本教材がもたらす影響・効果に関する検証も併せて報告したい。

⑤ 14：15〜14：40
平井 清子(北⾥大学⼀般教育部)
森景 真紀(北⾥大学⼀般教育部)

主体的で深い学びを伴う英語学習の提案―大学1，2年次医学部の授
業から

グローバル社会に対応する多様な分野の英語⼒育成が求められている昨今、発表者らは、⽇本の大学生が入学後にどのような英語学習を行えば、3年次以
降に英語で専門科目を学ぶ段階に無理なく移行できるかを研究している。大学3年次以降の専門教育では，高次の思考を伴う英語能⼒が求められ，大学
1，2年次までに土台が出来ていることが望ましい。本発表では医学部の新入生を対象とした学習者調査を行い，高校での英語学習はどのような学びであ
るか実態調査をした。さらに，その調査をもとに医学部の3年次教育を鑑みて入学後、主体的で深い学びを伴う学習をとおし3年次教育までにいかにその
学びの足場掛けをするかに主眼をおいた授業設計と施行を行い、1年次、2年次とプログラムを積み上げてきた。本発表ではそれらの結果を検討し，2年
次教育の実践例を報告する。

⑥ 14：45〜15：10 達川 奎三(広島大学外国語教育研究センター) インプットを重視したライティング活動

本事例報告の目的は，大学教養教育英語ライティング授業における「ラジオ・ドラマ」使用の有用性を検討することである。学習者の聴解⼒育成に関
わっては，映画やテレビ・ドラマなどの視聴覚教材の利点について多くの報告がある。しかしながら，外国語教育におけるラジオ・ドラマの活用につい
ての報告は少なく，とりわけライティング指導における有用性の報告はほとんどない。達川（2015, 2016）では，ラジオ・ドラマをライティング活動の
インプット素材として用い，学習者の受け止めなどについて調査し，肯定的な結果を得た。それらに引き続き，本論では合計167名の受講生に対して
行った調査に基づき，学生の英語習熟度や専攻が異なっても，その有用性が支持されたことを報告し，ライティング活動における動機付けを促進するイ
ンプット素材としての可能性について考えてみたい。

⑦ 15：15〜15：40
米崎 ⾥(甲南女子大学)
川見 和子(帝塚山中・高等学校)

フィンランドの英語教科書における本文内容理解を促進するための
プラクティス分析

本研究は、質的・量的に充実しているとされているフィンランドの中学校英語教科書に着目し、本文内容の理解に関してどのような種類のプラクティス
がどれくらい提供されていか、またどのようにそれらが展開されているかを分析する。分析の結果、伝統的な翻訳やQ&Aも含め、内容理解に関する多種
多様なプラクティス、さらには本文内容理解を支えるためのプラクティス（語彙・表現のプラクティス、文法に関するプラクティス）、及び本文内容理
解後の発展活動としてのプラクティス（writing、調べ学習、プレゼンテーションなど）が提供されていることが明らかになった。フィンランドの教科書
は、⽇本と比べてプラクティスの量が圧倒的に多く、その提供は教科書の中で保証されている。本発表では、本文内容理解を促進するためのプラクティ
ス例も具体的に示していく予定である。

第8室（総合教育棟309）【教材・カリキュラム】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55
高橋 有加(広島大学外国語教育研究センター)
森田 光宏(広島大学外国語教育研究センター)

オンライン語彙学習の効果検証 ―ALC NetAcademy NEXT英単語パ
ワーアップコースTOEIC(R)編の事例―

オンラインで英単語を学習できるサービスには様々なものがあり，多くの英語学習者が利用している。本研究は，それらのオンライン英単語学習の中で
も，多くの大学で導入されているALC NetAcademy NEXT英単語パワーアップコースTOEIC(R)編について，その効果を検証する。本研究では，大学１年
生のリーディングの授業で同コースの中級から出題する小テストを課した群と，単にコースを紹介し，学習することを促した群を作り，それぞれの群の
学習履歴，同コースにある実⼒診断テストの事前事後の結果を比較検討する。また，小テストを課した群を中心に，教材の感想をアンケート調査した結
果についても報告する。これらの結果をまとめ，本コースを用いた効果的な学習指導の方法，また，その注意点，そして，このコース自体についての改
善点について議論する。

② 10：00〜10：25
佐々木 顕彦(武庫川女子大学)
⽵内 理(関⻄大学)

⽇本人大学生のe-Learning学習行動と自己調整学習の関係

本研究は、リスニング用e-Learningに取り組む⽇本人大学1年生（n = 294）を対象に、その学習行動と自己調整学習の関係を探索的に探ることを目的と
した。学生の学習行動は、学習レッスン数、学習週数、各レッスンの平均学習時間の3つの観点に分けてデータを収集し、自己調整学習の調査には、
MSLQ（Pintrich & De Groot, 1990）をもとに、内発的動機づけ、自己効⼒感、認知方略、メタ認知方略を測る42項目の質問を作成して利用した。分析
の結果、学習レッスン数と認知方略、ならびに、学習週数とメタ認知方略の間に弱いながらも正の相関が見られた。この結果から、自らの学びに対して
認知的・メタ認知的に関わる学生がe-Learningコンテンツを繰り返し、かつ定期的に学習する可能性がうかがわれた。発表では、本研究で見られた様々
な学習行動パターンも報告したい。

③ 10：30〜10：55 小林 翔(茨城大学)
スカイプを用いたオンライン英会話学習によって上級学習者に見ら
れるスピーキング不安と自己効⼒感の変容ー事例研究ー

本研究は, 国立大学の英語専攻の上級者1名を対象にしたケース・スタディである。質的アプローチを用いて,オンライン英会話における心理的変化を記録
し,どのようにして不安を軽減し,自己効⼒感を高めていくのかを検証した。学習者の詳細な心理的変化について深く知るため, 1対1の半構造化インタ
ビューと振り返りのジャーナルを用いて学習者の実態の解明を試みた。その結果,スピーキングにおける不安を軽減し,自己効⼒感を高めるためには,短時
間で少ない回数であっても実際にオンライン英会話を体験して即興的に英語で話す事に慣れる必要性や,講師からのフィードバックやモデル表現を聞く過
程において,主観的な認識を伴う気づきが新たな言語知識を獲得し, 自己効⼒感を高めることがわかった。さらに,講師の誉め言葉や,自分の英語を相手に伝
えることができた成功体験が不安の軽減や自己効⼒感の改善に重要であることが示された。

④ 13：45〜14：10 石川 有香(名古屋工業大学)
⽇本人大学院生による工学系英語論文の言語特徴―アブストラクト
の分析―

工学分野での国際競争がますます激しくなる中，工学系大学においては，急速な英語化が進んでいる。たとえば，修⼠論文提出の際には，英語のアブス
トラクトを求める大学も増えている。⼀方で，系統だったライティング指導をカリキュラムに取りいている大学院は少なく，学生は，手探りで英語執筆
を行っている状態にある。本研究の目的は，⽇本人大学院生に適した，英語論文執筆のための教材を開発することを目指し，修⼠論文のアブストラクト
を分析して，その言語特徴より，大学院生には，何ができて，何ができないのか，どのような問題があるのかを明らかにすることである。本研究では，
工学の７つの主要分野に的を絞って調査を行い，比較対象として，それぞれのトップジャーナルに掲載された論文のアブストラクトを用いる。分析の結
果，大学院生は，専門用語が十分に使用できていないことや，特定の構文を繰り返し使用する傾向にあることなどが明らかになった。

⑤ 14：15〜14：40 平野 亜也子(京都産業大学)
どのような選択英語科目に大学生は興味を示すのかー質問紙調査に
よる分析

グローバル人材に必要とされる英語運用能⼒を育成するためには、大学の選択英語科目において学生が興味を示す科目を設定し、履修を促すことが必要
である。しかし、実際に学生が興味を示す科目と、教員が学生の興味を予想して設定する科目との間にズレがあるため、履修人数が少ない科目もある。
そこで、約600名の大学生を対象に、彼らがどのような科目を履修したいと考えているのかを明らかにすることを目的とし、以下の研究課題を設定して
質問紙調査を実施した。RQ１: スキル科目において、大学生はスピーキング・リスニング・ライティング・リーディングの中では、どのスキル育成を目
的とした科目を履修したいと考えているのか？RQ２：コンテンツ科目において、大学生はどのようなトピックの科目を履修したいと考えているのか？
RQ３：大学生の履修希望科目に対して、英語習熟度が影響を及ぼすのか？現在集計中であり、結果は予稿集に記載する。

⑥ 14：45〜15：10 工藤 泰三(名古屋学院大学) SDGsの達成に貢献するCLIL英語授業を目指して

2015年9月の国連総会で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が全会⼀致で採択されてから、早くも4年が経過した。その中で示された持続可能な
開発目標、いわゆるSDGs（Sustainable Development Goals）については、⽇本でも徐々に理解が広がっているようにも見えるが、国⺠全体に理解を広
げていく上で重要な役割を果たすべき教育現場において、さらには私たちが携わる英語教育の現場においては、果たして十分に理解されていると言える
だろうか。本発表では、SDGsと英語教育の関わり、そして英語教育の現場においてSDGsへの意識を高めることの重要性を論じるとともに、生徒・学生
たちがSDGsの達成に向けて主体的に考え、そして行動することができる⼒を養うことを目的とした内容言語統合型学習（CLIL）授業実践について、そ
の成果と課題について検討する。

⑦ 15：15〜15：40 二五 義博(海上保安大学校) 実技教科を活用した小学校CLILの利点と課題について

最近、⽇本の小学校においてもCLILの実践が増えつつある。CLILでは、児童がオーセンティックな教材で幅広い領域の英語を学ぶことができ、知的好奇
心を刺激されるような内容で、思考活動や協同学習を伴うより質の高い英語教育を目指せるのが利点である。「英語使用」という側面からしても、従来
の機械的で実際の使用場面の少ない英語学習から、各教科の多様な使用場面を意識した有意味な英語学習への転換を図ることもできる。その⼀方で、
CLILには授業準備の時間がかかりすぎることや、「内容」と「言語」のバランスをとることの難しさなどいくつかの課題がある。これまでのCLILの実践
研究が理科や社会、算数を対象とすることが多かったのに対し、本研究では実技教科、とりわけ体育に焦点を当ててCLILの４つの軸「内容」「言語」
「思考」「協学」の視点から授業分析を行い、その利点や課題を明らかにしたい。

第9室（総合教育棟310）【ICT・CALL／教材・カリキュラム】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 神谷 信廣(群馬県立女子大学)
What characteristics of recasts facilitate their accurate perception
among novice auditors?

118 native speakers of Japanese watched 48 video clips in each of which a teacher gave a recast on a phonological or lexical error to a student in
Portuguese, the language with which the participants were unfamiliar. In those video clips, six characteristics of recasts were manipulated: length,
segmentation (segmented/whole), prosodic emphasis (stressed/non-stressed), intonation (declarative/interrogative), head movements
(nodding/shaking), and gestures (beat/deictic/metaphoric). They judged whether the teacher corrected errors, and stated the reasons for their
decisions. The accuracies of their judgements were quantitatively analyzed and their comments were qualitatively analyzed.Multiple regressions
extracted segmentation and gestures as significant variables for both phonological and lexical errors. Precisely speaking, recasts were more likely to
be accurately perceived as correction when they were given in whole sentences with deictic gestures (pointing at the error on the whiteboard). The
preponderance of whole recasts over segmented recasts is contradictory to other literature, which uniformly demonstrates the opposite. This can be
ascribed to the participants’ unfamiliarity with the target language; owing to the inability to segment the flow of speech and to discriminate
phonemes, cognitive comparison between errors and recasts was hindered. To support this notion, their reasonings testified that they tended to
mistakenly treat segmented recasts as utterances totally distinct from the original speech or mere repetitions of the erroneous words. Because the
whole sentences were written on the whiteboard, deictic gestures facilitated the direct comparison even when recasts were segmented.The results
indicate that, contrary to the common belief that shorter recasts are better than longer recasts, when learners are still novice, recasts should be given
in whole sentences to be accurately perceived as corrections.

② 10：00〜10：25 ⻄村 浩子(関⻄学院大学)
英語定型・非定型表現を含む英文の黙読トレーニングが連鎖語の意
味の適合性判断に与える影響ー習熟度別の分析ー

英語定型表現（FSs）の知識は、流暢性・正確性・言語処理負担の軽減の効果を齎し、英語コミュニケーション能⼒の向上に大きく関係するとされる。
本研究では、学習セッションに刺激表現を含む英文の黙読学習を採用し、文脈に適した刺激FSsと非定型表現を判断する知識に与える影響を事前事後テ
ストデザインにより習熟度別に検討した。参加者は、大学生以上の⽇本人英語学習者55名で、事前テストの正答率により上位群24名と下位群27名に分類
した。実験は個別に行い、正答率と解答反応時間（RTs）を分析した。分散分析の結果、正答率は、上位・下位群いずれも交互作用は確認されなかった
が、RTsは上位群に交互作用が見られた（p =.042, ηp2=.17）。このことから、英文の黙読学習は、上位群においてFSsの処理速度を促進する可能性が
示唆された。

③ 10：30〜10：55 布川 裕行(山形大学)
書記訂正フィードバックに続く書記ランゲージングの文法習得に対
する効果ーメタ言語説明＋書記ランゲージングを中心にー

 本研究では書記ランゲージング（WL）が言語の習得に効果があるか調査する。目標文法は不定冠詞と仮定法過去とし、WLを書記訂正フィードバック
（WCF）の⼀つであるメタ言語説明（ME）の直後に行った場合に効果があるという仮説を立て、ME単独で行った場合、WL単独で行った場合の効果と
比較する。参加者は、A大学91名の⽇本人英語学習者で、ME+WL群、ME only群、WL only群、Control群の４群に分かれて、Week 1〜Week 4に、２つ
のライティング課題に対してプレ、直後、遅延テストのデザインでそれぞれのタスクを行った。その結果、不定詞に対して、WLを行った２群が「直後」
では伸びたものの、「遅延」ではME+WL群のみが有意に伸びた。仮定法過去に対しては、「直後」時点ではWLを行った２群が伸びたが、「遅延」まで
に４群すべてが有意な伸びを示した。量的、質的に、これらの結果を考察する。

④ 13：45〜14：10 靜 哲人(大東文化大学)
⽇本人英語学習者のタイプ別wh疑問文生成能⼒および弱点克服へ
の手がかり

⽇本人英語学習者は疑問詞が主語となるwh疑問文の生成に特に困難を覚えると言われる。教員免許取得を目指す⽇本人大学生４年生（１９名）を対象
に、視覚提示した50の刺激文によるwh疑問文生成能⼒調査を行った。また同調査の正解疑問文を示したうえで、50のwh疑問文タイプにたいするなじみ
度を５件法で回答してもらった。以上のデータを分析した結果、疑問詞が主語となるwh疑問文が他のタイプよりも生成が難しいという傾向は確かに見ら
れたが、それは後に続くのが⼀般動詞である場合に限られた。後に続くのがbe動詞や助動詞である場合には主語疑問文が他の疑問文よりも生成困難であ
るという傾向は観察されなかった。また主語疑問文で疑問詞に⼀般動詞が続くタイプが他のタイプよりもなじみ度が低いという傾向は見られなかった。
よって生成能⼒向上のためには苦手とするタイプに焦点をあてた明示的な変換練習が必要だろうという示唆が得られた。

⑤ 14：15〜14：40 中住 幸治(香川大学)
文法事項と使用場目・機能との関連性に関する研究ー高等学校検定
教科書内の言語活動・対話文等よりー

本研究の目的は、文法事項と使用場面・機能との間の関連性について検討することにある。高等学校教科書には何らかの形で言語活動が取り入れられて
いるが、目標文法事項を含む活動の場合、学習者は設定場面内で文法事項の活用練習を行うことができる。さらに模範等の目的による英文例が提示され
ていれば、英文法理解に向けた有効なインプット材料ともなり得る。これは対話例についても同様である。本研究ではコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ(20
種)及び英語表現Ⅰ・Ⅱ(19種)に掲載されており、特定の目標文法事項を持つ言語活動の活動場面・目標文法事項・設定条件及び模範例とともに教科書掲
載の対話例も同様に抽出し文法事項別に分析した。分析においては記述統計の他に多変量解析、共起ネットワーク、対応分析等を利用した。その結果、
文法事項別の様々な特徴(分詞でのイラスト多用、関係代名詞での有名人物紹介多用等)が見い出された。

⑥ 14：45〜15：10 内野 駿介(北海道教育大学)
英文の内部構造に関する児童の知識―明示的な理解はどこまで進ん
でいるか―

本研究の目的は、英文の内部構造に関する児童の知識の程度とその明示性を明らかにすることである。小学5, 6年生を対象とし、whatから始まる疑問文
（what文）とwant, want to, want to beの使い分け（want文）に関して、空所補充課題（FiBT）と文法性判断課題（GJT）を実施した。結果の分析から
は①5年生と6年生の間でFiBTの成績には有意差が認められるがGJTでは有意差がないこと、②want文ではFiBTとGJTの間はほぼ無相関 (r = .05) である
がwhat文では弱い正の相関 (r = .33) が認められることの2点が明らかとなり、英文の内部構造に関する知識は学習によって習熟が進むが、その明示性は
文構造によって異なる可能性が示唆された。発表予稿及び当⽇の発表においては、FiBTの自由記述問題の結果についても合わせて報告する。

第10室（総合教育棟404）【SLA・言語習得／文法】



⑦ 15：15〜15：40 石川 慎⼀郎(神⼾大学)
Japanese learners’ grammar control in L2 English writing and two
modes of speaking: A comparison with learners in Taiwan,
Thailand, and Indonesia

Japanese L2 English learners are said to feel more confident in grammar rather than in productive skills such as writing and speaking (Harada &
Morishita, 2015). However, whether they have a relatively good command of grammar in L2 productions or not, in other words, whether Japanese
learners have established English grammar as procedural knowledge rather than declarative knowledge or not, has not been necessarily clarified.
Therefore, the author examined L2 English essays and two modes of speeches (monologues and dialogues) produced by learners in four Asian
regions: Japan, Taiwan, Thailand, and Indonesia. We used the data taken from three learner corpus modules: the ICNALE Written Essays (Ishikawa,
2013), which includes topic-controlled essays, the ICNALE Spoken Monologue (Ishikawa, 2014), which includes topic-controlled one-minute
monologues, and the ICNALE Spoken Dialogue (Ishikawa, 2018), which includes learners’ utterances in English oral interviews. Using learner corpora
for measuring aspects of learners’ L2 proficiency is expected to making the discussion more objective and reliable (Callies et al., 2014). When
identifying the number of grammatical errors, we used Grammarly, a widely used commercial grammar checker. The number of errors was adjusted
per one hundred words for mutual comparison. Also, we analyzed the L1 productions by English native speakers to set the baseline for discussing
accuracy.   Preliminary data analysis has shown that Japanese learners’ grammar control is relatively good in writing, but their advantage could not
necessarily be seen in their oral outputs. Japanese learners’ syntactic monitor seems to work much less effectively in online tasks requiring automatic
and non-stop processing of information.



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55
吉澤 清美(関⻄大学)
髙瀬 敦子(関⻄学院大学)

英語を外国語として学ぶ学習者の多読と文法⼒の発達

本研究では、英語での多読を⼀年間継続することが外国語として英語を学ぶ学習者の文法能⼒の発達をどのように助けるのかを検証した。大学の非英語
専攻1、2回生404名（多読群232名、統制群172名）が参加した。多読群は授業内外での多読活動を10ヵ月行った。統制群は統⼀テキストを用い、主に深
い内容理解を中心とした精読の授業を受けた。学習者は春学期開始時、中間時、秋学期終了時に46項目からなる⽇英バイリンガル文法テスを受けた。分
析では、文法項目を８つのカテゴリーに分類し、記述統計を行った。多読群では全カテゴリーにおいて、事後テストの成績が事前テストよりも上がって
いたが、統制グループでは後置修飾を持つ名詞句と補語の外置を問う項目カテゴリーのみで上がっていた。更に、実験群と統制群の文法項目カテゴリー
毎の伸びを調べるために、ラッシュ分析を行った。発表はラッシュ分析の結果、教育的示唆について行う。

② 10：00〜10：25 臼倉 美⾥(東京学芸大学)
⽇本人英語学習者の照応表現理解における明示的知識の必要性と単
文処理速度の影響

⽇本人英語学習者の文章理解を困難にしている要因の⼀つに，代名詞等の照応表現の理解が困難なことが挙げられる。本発表では，発表者がこれまでに
行なった照応表現についての明示的知識の必要性と単文処理速度の影響を検証した先行研究を総括し，今後の研究課題を精査する。先行研究では無生物
を指すthey，集合名詞を指すthey，文全体を指すit，先行詞とは異なる格が付与された代名詞，後方照応，擬人化したhe/she，言い換え表現，削除表現
等に焦点を当てており，協⼒者は高校生および大学生を含む。さらに，単文処理速度の測定方法は文法生判断テストと和訳テストを用いている。結果を
概観すると，対象者の学年や専攻の違いにかかわらず，明示的知識の必要性は低いと言える。また，比較的⻑めの文章内において，先行詞とは異なる格
が付与された代名詞および後方照応について，スピード和訳テストにより測定した単文処理速度の影響が見られた。

③ 10：30〜10：55 柿元 麻理恵(呉工業高等専門学校)
Effects of Comprehension-Centred Reading-Aloud on Readers’
Text Comprehension

Reading-aloud is now one of the essential methods in Japanese English teaching, and it is widely used in various methods according to the expected
effects it possesses on readers. The purpose of this study is to examine the effects of accuracy-centred reading-aloud on readers’ literal
comprehension of texts. According to the Course of Study for high schools, what is important in reading texts aloud seems to be inclined to accuracy;
accurate pronunciation, accurate understanding of the text information and appropriate enough intonation that the listeners can get the gist of it.
When reading texts aloud, two different approaches are available based on to what extent readers connect themselves to the text they read:
accuracy-centred reading-aloud and inference–centred reading-aloud. Accuracy-centred reading-aloud will be conducted as a pronunciation training,
and its main focus is to automatise grammar rules or pronunciation of words (Kadota 2007, 2012; Suzuki 1998). In addition, this type of reading-aloud
would help readers to literary comprehend the main content of the texts (Tsuchiya, 2004). In inference–centred reading-aloud, readers are required to
express their interpretations as well as to understand the literal meanings of the texts (Omi 1984). Inference-centred read-aloud is personalised and
allows the readers to be creative. In order to examine the relation between accuracy-centred reading-aloud and the comprehension of texts, this
study first operationally defines accuracy-centred and inference-centred reading-aloud, and analyses effects and advantages of them. Then,
examines whether accuracy–centred reading-aloud would affect the readers’ literal comprehension of texts.

④ 13：45〜14：10
濱田  陽(秋田大学)
⻤頭 和也(城⻄大学)

Perception skills of Japanese university students

This study examined the bottom-up listening skills, mainly perception skills, of Japanese university students. L2 listening skills consist of the top-
down and bottom-up skills, and learners are supposed to use these skills efficiently to understand incoming input; L2 learners process the input first
in the perception stage, then parsing and utilization stages. Despite the importance of all the stages, this study focuses on the initial stage,
perception, because novice listeners are reported to struggle with the bottom-up process, especially the perception stage. We assume precisely
investigating the Japanese students’ bottom-up skills will provide educational implications, pinpointing which area teachers should focus on. To this
end, the presenters examined 134 Japanese university students’ bottom-up listening skills, mainly perception skills. The listening test consists of 112
items in total, consisting of 4 different tasks; first, the discrimination task aimed to examine if they could distinguish two phonemes (e.g., /l/ and /r/);
second, the underlining task assessed if they could find a prominence in a sentence; third and fourth, the gap-fill partial-dictation task examined if
they could recognize words, mainly reduced words, in a sentence by listening. The results show that the participants are weak at recognizing reduced
words in the gap-fill and partial-dictation tasks, and that they could find a prominence in a sentence, but in a conversation, they could not do so well.
Additionally, the famous problem of difficulty in distinguishing /r/ and /l/, /v/ and /b/ were observed.

⑤ 14：15〜14：40 柳川 浩三(法政大学) ⼀文単語ディクテーションと方略指導の効果ーTOEIC L&Rー

本研究では、①TOEICのリスニングパートの方略指導と②毎週実施する単語テスト(見出し語を含んだ１文のディクテーション)が、どの程度同パートの
成績向上に影響を与えるか検証する。それによって、方略指導の有効性、継続して行う１文ディクテーションテストの効果、そしてテストの妥当性を検
証する。大学生26名を対象に①と②の効果を測るために事前・中間・事後テストを行った。事前テストは介入前の4月の授業で、中間テストは２回に分
けて方略指導を行った後の５月中旬に、事後テストは毎週計１０回に分けて行った単語テスト終了後の７月初旬に行った。テストは共通項目デザインを
用いて、TOEIC公式問題集vol3,vol4から100問を使用した。また、分析にはラッシュモデルを用いた。結果、①については方略指導で能⼒値（リスニング
⼒）が有意に上がる受験者がいた。アンケート結果からも方略指導の有効性が⼀定程度裏付けられた。

第11室（総合教育棟405）【リーディング／リスニング】



⑥ 14：45〜15：10
⿊川 愛子(帝塚山大学)山川 拓(京都市立九条塔南
小学校)泉 惠美子(関⻄学院大学)

小学校「外国語活動」・「外国語科」の授業が中学校入学時の聴解
⼒に及ぼす影響

小学校「外国語活動」・「外国語科」の完全実施を前に小中学校英語教育の向上とスムーズな小中接続は必須である。本研究の目的は小学校「外国語活
動」・「外国語科」が中学校入学時の聴解⼒にいかなる影響を及ぼすかを調べることである。本研究の参加者は2014年度からの4年間, 文部科学省「外国
語教育強化拠点事業」研究指定を受けた近畿圏内国立大学附属小学校（以下, 附属小）・附属中学校で学んだ児童・生徒である。「外国語活動」・「外国
語科」の先行実施を受けた参加者の中学入学時リスニング・テストの結果を, 附属小における英語授業内容及び英語学習意識調査結果も用いて検証する。
結果は2017年度入学生は2015年度入学生をp.=0.00 で上回り, 授業内容の向上が聴解⼒に影響を与え, 外部小学校出身者と比較して英語が好きな生徒の数
が有意に上回ることもわかった。小中⼀貫の英語教育を進める際の参考になると思われる。

⑦ 15：15〜15：40 沢谷 佑輔(北海道文教大学)
英語講義理解プロセスにおける学習者の背景知識の役割 ー認知負
荷、リスニング方略の使用との関係に焦点をあててー

過去の研究(Sawaya, 2018)では、学習者の講義内容に関する背景知識量が多ければ多いほど講義聴講中の認知負荷が軽減され、そのことで、英語で行わ
れる講義の理解が促進される可能性が示された。しかしその研究における背景知識の調査方法は、あくまで内容をどれだけ知っていたかの自己評価であ
り、十分に学習者の背景知識量を評価できていたかは疑問が残る。そこで本研究では、大学及び高等専門学校に属する英語学習者を対象に英語講義動画
課題を実施する。そして刺激再生法を用いたインタビューを行い、実際に学習者が用いた背景知識を明らかする。そこで得られた結果と学習者が使用し
たリスニング方略、認知負荷、講義理解との関係を検討し、講義理解プロセスにおいて背景知識がどのような役割を果たすのかを調査する。



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 藤田 賢(愛知学院大学) 英語と⽇本語による⼀貫性・結束性判断と英文理解の関係

 英語を聞いたり読んだりして内容を理解するためには、1文単位を超えたインプット情報をつなぎ合わせたり、推論や背景知識を用いて、内容について
の矛盾のない状況をこころに描いていくことができるかどうかが重要であると考えられている。本研究では、⽇本人大学生を参加者として、英語と⽇本
語による文間の⼀貫性・結束性を判断する⼒と英文理解の関係についての分析と考察を行う。Ferstl (2015) などで考案され、藤田 (2019) で⽇本人大学
生用に作成した英語での⼀貫性・結束性判断課題 (CCJT) を、⽇本語での課題にさらに発展させる。その上で、英語と⽇本語での⼀貫性・結束性判断の
異同や⼀貫性・結束性判断の英文理解への言語間転移の可能性について明らかにする。これにより、⽇本語教育や英語教育における⼀貫性・結束性に関
する指導への示唆が得られることが期待できる。

② 10：00〜10：25 森永 弘司(同志社大学)
学生はウィリアム・サローヤンの小説Human Comedyを読みどんな
感想を持ったのか、またこの作品をもとに制作された映画Ithacaを
見てどんな感想を持ったのか？―課題レポートを通しての考察―

発表者はここ数年文学作品を使用した協同学習を取り入れた授業を実践している。今までの発表者の研究で、文学作品の持つ４つの教育的効果が判明し
ている。１つ目は読みのモチベーションを高める効果があること、２つ目は多くの学生は英米文学の名作を、教養を高めるうえで効果があると考えてい
ること、３つ目は読解⼒との相関性が強い語彙⼒を伸ばすうえで効果があること、４つ目はアクティブ・ラーニングの⼀つである協同学習を活性化させ
る効果があることである。昨年４つのクラスで、アメリカ作家ウィリアム・サローヤンの名作Human Comedy の抜粋をテキストして授業をおこなった。
この時に、収録した15の物語で最も感銘を受けた物語とテーマを論じるレポートを書かせた。またこの作品にもとづいて制作された映画を視聴させ、感
想とテーマを論じるレポートも課した。発表では主としてこの2つのレポート課題の結果を報告したい。

③ 10：30〜10：55 名畑目 真吾(筑波大学) 英文読解中の文から文への読み戻り―視線計測を用いた検証―

英文読解をしている際，現在読んでいる文からその前の文へと読み戻ることがある。本研究はそのような読解中の文から文への読み戻りに着目し，それ
を視線計測によって検証することで，読み戻りがどのような頻度や要因によって起こり得るのかを明らかにすることを目的とした。難易度の異なる2文1
組の英文を英検の過去問から選定し，それらを大学生・大学院生34名にコンピューター画面上で読解させ，2文目から1文目への読み戻りを視線計測によ
り記録した。データ分析の結果，文間の読み戻りは読解中に約30%の確率で起こっていたが，英文の難易度による読み戻りへの影響は見られなかった。
データを個別に見ていくと読み戻りの頻度は学習者によって大きく異なっており，文間の読み戻りはテキスト要因よりもむしろ学習者の個人差に関わる
事象である可能性が示唆された。これらの結果に基づき，英文読解研究及び読解指導への示唆を述べる。

④ 13：45〜14：10 前田 宏美(昭和女子大学大学院) 読解に対する教示が中学生の読解および読解プロセスに与える影響

本研究は，⽇本人初級英語学習者（7名）を対象に，教師による読解に対する教示が学習者に⼀貫した読みを促し，読解を促進するかを質的に検証するこ
とを目的とする。実験参加者は，英検3級の2つの英文を (1)統制条件（自由に読む）と(2)タスク条件（筆者の意図を読み取る）で思考発話法により読解
した後，筆記再生課題に取り組んだ。思考発話法による発話プロトコルはHoriba（2013）の基準に基づいて分析し，筆記再生の再生プロトコルはIdea
Unit（Ikeno, 1996）に基づいて再生率によって検証したところ，タスク条件の方が統制条件よりも多く再生していたが，発話プロトコルの内容はどちら
の条件下でも変わらなかった。本研究により，教師による読みの教示は中学生の読解に影響を与えたが，読解プロセスに影響を与えることはなかった。

⑤ 14：15〜14：40 後藤 隆昭(静岡県立大学) 英文多読２期目を巡る成⻑

前期で英文多読活動を行い、後期でも継続して英文多読活動を行う大学生の学習者に関連して、主として読書量である語数に着目し、調査研究を行っ
た。結果、リサーチクエスチョン「1期目と2期目で多読継続者において語数に相違はあるのか」について、統計的相違は見られなかったが、ほとんどの
学習者が語数を伸ばした。「初めての学習者と2期目の多読継続者で語数に相違はあるのか」については、初めての学習者と2期目の継続者で統計的相違
が見られ、初めての学習者の方がむしろ語数は多かった。2期目は英文多読に慣れて落ち着いて自分のペースで読み進めていると思われる。また、学習者
の中に前学期からの継続者がいると初心者に良い影響を与えていると考えられ、クラス編成などでこの点を考慮するとよいと思われる。本の選択や本の
読み方については、学習者に定着しにくい場合もあるため、繰り返し指導する必要がある。

⑥ 14：45〜15：10 木村 雪乃(獨協大学)
英文読解プロセスの柔軟な調整ータスクとテキスト情報の関連性に
焦点を当ててー

読解は目標志向的な活動であり、読みの目的に応じて読解プロセスを柔軟に調整することが求められる。本研究では、英語学習者がタスクによって与え
られた読みの目的に関連する情報に注意を向け、それを記憶することができるかどうかについて調査した。⽇本人大学生を対象とし、テキスト中の特定
の情報に焦点を当てる「タスク条件」とテキストの内容理解を目的として読解する「統制条件」にランダムに割り当てた。条件に応じた教示が与えられ
た後、協⼒者は英文をコンピュータ画面上で1文ずつ読解し、読解後に筆記再生課題を行った。読解時間と筆記再生率を条件間で比較した結果、タスクに
関連する情報の読解時間は統制条件よりもタスク条件のほうが⻑く、再生率もタスク条件の方が高かった。これらの結果は、英語学習者の読解プロセス
とテキスト記憶における関連性効果を示している。発表では、学習者の英文読解熟達度の影響についても議論する。

⑦ 15：15〜15：40 小木曽 智子(筑波大学大学院)
論駁文が英語学習者の読解に与える影響ーテキストからの学習に焦
点を当ててー

読解は知識・情報を獲得することを目的に行われる，読み手とテキストの相互的活動である。読み手は自身の持つ背景知識とテキストからの情報を照合
しながら，情報を漸次的に更新してテキストを理解する。中でも，読み手が持っている誤った概念を明示的に提示し修正する「論駁文 (refutation text)」
は，読み手の誤情報の更新 (例. 落下した隕石は熱いように思うが，実際は熱くはない) に効果があると言われている。しかし，外国語読解においては検
証が希薄である。そこで本研究では，外国語読解において論駁文がどのように作用するかを検証する。実験では，⽇本人大学生・院生が，論駁文とそう
でない文を読解し，読解中の処理を発話 (思考発話) し，テキストからの学習を問う応用問題に解答した。読み手の読解中の発話やテキストの応用的理解
を分析した結果，英語学習者の読解における論駁文のはたらきについて示唆が得られた。

第12室（総合教育棟406）【リーディング】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 瀧沢 広人(岐阜大学)
小学校外国語（英語）コアカリキュラム案に対する学生の意識調査
及び考察

 東京学芸大学は、コア・カリキュラム（案）を作成するにあたり、コア・カリキュラム（試案）について、大学教員及び教育委員会指導主事にアン
ケート結果を公表した。その結果、全ての学習項目において、概ね学生にとって役に立つという報告がなされている。しかし、学習者である学生の意識
は、調査できていない。そこで筆者は、昨年（2018年）度、大学教員及び指導主事を対象とした「コア・カリキュラム（試案）」と同じアンケートを大
学生に調査し、それぞれの学習項目について、学生がどの程度役立つと感じているのか学生側の意識を把握した。その結果、概ね大学教員及び全国の指
導主事の傾向を⼀致はしていたものの、意識に差はあり、学生の方に有意に低いという結果が出た。 研究発表では、今年（2019）度行った調査と、昨
年（2018）度の調査結果とを比較しつつ、学生の意識を高め、どのように授業改善を図っていったのかを報告したい。

② 10：00〜10：25 東條 弘子(宮崎大学) 大学教職授業での英語教師による省察内容の検討

本研究の目的は、大学での教職課程における英語授業実践に関し、教師が省察する内容の特徴を明らかにすることである。筆者が、授業直後に記した実
践録を教師による授業に関する省察過程の⼀端とみなす。本稿は、現職教師が自身の授業に関する思考過程を捉え、教育実践の改善を図るアクション・
リサーチである。先行研究によると、教えるための教科内容の知識 (pedagogical content knowledge, PCK) は、⼀般に学習者にわかりやすく教授するた
めの知識と、学習者による困難や誤概念に関する知識に二分されるという。そこで本研究では、授業省察録における PCK がどのように示され、結果とし
て授業直後の教師認知のあり方が、どのようなものであるかを導出する。くわえて、省察録の内容分析のみならず、授業過程としての教室談話の様相も
分析することで、英語科における教師教育の有り様が捉えられるであろう。

③ 10：30〜10：55 永倉 由⾥(常葉大学) 小学校英語指導⼒育成のためのストラテジー・トレーニング

教育学部生が履修する「小学校英語指導に必要な英語⼒と知識の獲得を目指す授業を、Strategy Trainingの⼀環として行い、その過程を省察することに
より、その営みへの理解を深めることを目的とする」実践研究の報告。背景には筆者自身の実践研究（永倉、2019）と新学習指導要領に謳われる教育改
革の方向性がある。授業目的（＝小学校英語授業に必要な英語運用能⼒を身に付ける）と対象学生の実情（＝大半が小学校教諭志望。小６でのみ週1時間
外国語活動を経験。高校では入試対策中心。）を考え合わせると、①言語習得理論（学びのプロセスと真正性）に則した英語活動を体験することと、②
メタ認知能⼒をも含むStrategiesを意識し自己の学習の調整を図るStrategy Trainingを並行して行うことが望ましいと仮定し、実践に臨んだ。発表では、
実践・省察の方法と結果をできるだけ具体的に紹介させていただく。

④ 13：45〜14：10
猪井 新⼀(茨城大学)
Mahoney Sean(福島大学)

外国語指導協⼒員とのインタビューから見える小学校英語授業の実
情−HRTのT1化を目指して−

小学校の英語授業は、学級担任とALTとのティームティーチング（TT）による場合が多いが、さらに外国語指導協⼒員等が加わる場合もある。外国語指
導協⼒員とは、学級担任とALTのつなぎ役のような方で、その名称は様々である。本研究では、⽇本人の外国語指導協⼒員とのインタビューを通して、
小学校の英語授業の実情を報告し、学級担任のT1化に向けてどのような具体的方策が可能かについて、考えてみたい。小学校の英語授業は、依然として
学校によって相当なばらつきが存在している。学級担任がT1として授業を実施している学校もあるが、学級担任の英語がJapanese English として指摘さ
れることがある。そのような課題にどのように対処したらよいかについても、World Englishes等の観点から議論したい。

⑤ 14：15〜14：40
山口 高領(秀明大学)
酒井 志延(千葉商科大学)

小学校英語指導者に求められる資質・能⼒の特性をめぐって

初等と中等との教育内容は異なるので，求められる教師の資質・能⼒も当然異なるはずである。本発表では，中等英語教師のためのJ-POSTLの180自己
評価記述文をベースにした調査に基づき、小学校英語指導者に求められる資質・能⼒の特性を明らかにする。全5段階の調査・研究のうち，本年5月現在
4段階まで終了した。第1・2段階の聞き取り調査と検討会議において，約80％のJ-POSTL記述文が小学校教師にも適用可能であると判断され，さらに28
記述文が追加された。第3段階では，大学初等・中等教職課程英語教育担当者，第4段階では小学校現職教員を対象に，それぞれ全国調査を行った。目的
は，第1・2段階で選定した167記述文の能⼒マトリックス（履修生，初任，育成，中堅，熟達）を特定するためである。以上の調査結果の分析に基づ
き，「主体的・対話的で深い学び」の観点から，小学校英語指導者の特性を浮き彫りにする。

⑥ 14：45〜15：10
⻘山 拓実(信州大学)
菊原 健吾(信州大学大学院生)
大内 瑠寧(信州大学大学院生)

Willingness to Communicateとその関連要因の経時的変化ー中学3
年間の縦断データ分析からー

本発表は、⽇本人中学生英語学習者のWillingness to Communicate (WTC: Yashima, 2002)ならびにWTCモデルを構成する動機づけ、国際的志向性の中
学校3年間での変化を、縦断的データの分析結果を基に検討する。調査は信州大学において実施されている文部科学省委託事業「中学校・高等学校におけ
る英語教育の抜本的改善のための指導方法等に関する実証研究」の⼀環として行われた。研究対象者は平成28〜30年度にかけて行われた質問紙調査に参
加し、中1〜3まで毎年1回ずつの計3回、WTC、動機づけ、国際的志向性を中心として構成された質問紙調査に回答した⻑野県内の中学生である。調査に
より収集された中学校3年間分の縦断的データは量的に分析し、それぞれの要因の3年間を通した変化についての検討とともに、WTCモデルに基づいて要
因間の関連性を取り入れた多面的な検証を行った。

⑦ 15：15〜15：40

大谷 みどり(島根大学)猫田 英伸(島根大学)鎌田
真由美(島根大学教育学部附属義務教育学校)川谷
のり子(島根大学教育学部附属学校園・学習生活
支援研究センター)

中学校英語授業において困難やつまずきのある生徒への支援ーNew
Horizon Unit 6の単元における取り組みー

 次期学習指導要領において、よりコミュニカティブな英語教育が求められ学習語彙数も増えるが、既に英語の授業に困難を感じる生徒は少なくない。
つまずきの原因は様々であり、教師の丁寧な見取りと個に応じた支援が必要となる。本発表は昨年度、中学校英語科と特別支援、大学の教員が連携して
取り組んだ授業の実践報告である。英語の授業で気になる生徒を観察し、4技能における苦手さの分析も含みながら、3つの群（「注意のコントロール、
集中の持続が難しい」；「読み書きが苦手」；「自分にあった学習方略が身に付いていない」）に分け、それぞれの群の生徒に効果的な支援方法を考案
し実施した。支援方法として、単元設定と共に見通し・振り返り・ルーブリックの提示の工夫、視覚的教材の選び方と提示方法、学習方法の生徒による
選択、語順アプリの開発と実施等を行った。当⽇は授業のビデオを含めながら、支援の方法と生徒の反応・効果について報告する。

第13室（総合教育棟409）【教員養成・教師教育／学習者】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 藤崎 さなえ(東北大学大学院教育学研究科)
大学生のクリティカルリーディングを向上させる授業の開発・実践
及びその評価

大学生のクリティカルリーディングを向上させるため英字新聞を活用した授業開発と、その実践及びその評価について発表する。評価する方法は、2018
年4月と7月にアンケート調査を行い、調査群と対照群の結果を因子分析した。その結果調査群のクリティカルに読み込む意識と態度が向上した。

② 10：00〜10：25
林 アイビー主惠(北海学園大学（非常勤）)
中道 有美(北海道大学大学院工学研究院)

An Examination of Metacognitive Strategies Used in Speaking
Activities by EFL Learners of Different Language Proficiency

Metacognitive strategy (MS) refers to the ability to manage and control one’s use of learning strategies, which is an important factor to self-regulated
learning (Oxford, 2011). Research suggested that learners with a higher level of language proficiency use more MS. However, the majority of MS-
related studies relied on questionnaires as their instrument for data collection, resulting in a lack of in-depth analysis for language learners’ actual
uses of MS (Raoofi, Chan, Mukundan & Rashid, 2014). Furthermore, despite the emphasis on the four skills for language learning, speaking
strategies have been neglected from most MS related studies. To gain further insights to English language learners uses of MS, specifically in
speaking, this study compares the differences in metacognitive strategy uses between learners with high-levels and low-levels of language
proficiency through self-reporting. Participants (N=120) with proficiency levels ranging from A1 to B2 of CEFR participated in classes focused on
English communication instructed by the presenters. Each week, the learners engaged in role-play tasks and were asked to write a reflection on the
speaking tasks at the end of the class period. The data were coded, quantified, and analyzed using the independent sample t-test. Significant
differences were found between the two groups of participants. The reflection from the learners with low-level proficiency demonstrated a high
frequency of meta-affective strategies but insufficient metacognitive strategies. The presenters will report the statistical results, discuss the
implications, and suggest pedagogical approaches to MS in language classrooms.

③ 10：30〜10：55 立田 夏子(弘前大学)
大学教養教育英語科目における「世界の多様な英語」への挑戦−自
己調整学習の観点から−

本研究では、TED Talksを教材とした英語科目の実践とその効果を自己調整学習の観点から検証した。この科目の達成目標は、「世界の多様な英語
（Englishes）に慣れ、地域社会から世界情勢まで幅広い話題について、議論したり発信できるようになる」である。授業では毎回1つのTED Talksの内
容やプレゼンテーション・スキルを議論し、それに対する自分の意見を述べる活動を行った。学期末のリフレクション活動を分析した結果、CEFR-Jにお
いてListeningとSpoken Interactionの自己評価が向上し、また、授業の予習・復習以外にReadingとSpoken Interactionに関して、自己調整学習の⼀つで
あるCyclical Phases Modelにおける自己内省段階から次の予見段階への循環が行われた可能性が示唆された。

④ 13：45〜14：10 増見 敦(神⼾大学附属中等教育学校)
高校生を対象にした「主体的に学習に取り組む態度」の観取の検討
―現象学的手法を手がかりにした探索的研究―

新学習指導要領では，「三つの柱」(「知識・技能」「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」「学びに向かう⼒・人間性等」)の育成が求められる。中でも「学び
に向かう⼒・人間性等」ではその評価観点として「主体的に学習に取り組む態度」として設定され，評価の在り方について現在議論が展開されている。
発表者は、「生きられた経験」(van Manen, 1997)に着目し，現象学を手掛かりに，その場に関与している指導者でさえはっきりと見取ることのできない
「学習者の学び」の理解の視点を浮かび上がらせる試みを行った。主な研究課題を「学習者を『見る』とはどういうことか?」「学習者を『見る』ために
必要なことは何か?」と設定し、ある⼀人の高校生を対象に研究を行った。⼀人の生徒の直接的な経験にこそ深い本質が隠されており，その理解のプロセ
スの中で，発表者の自己反省と，授業実践での新たな視点が導かれた。ここではその⼀端を報告したい。

⑤ 14：15〜14：40 酒井 優子(東海大学)
Learners’ use of first language in small group discussion in a
Japanese EFL class

The current communicative approaches to second language (L2) instruction encourage the use of small group work or pair work in the L2 classroom
as a means of providing learners with more opportunities to use the L2 (Storch & Aldosari, 2010). With the use of pair or small group work, learners
can practice speaking in communicative exchanges in the classroom. Further, such student-centered activities allow the use of conversational
English and hence create the conditions in which natural, informal English is likely to occur (Hird, 1996). The production of oral English is an essential
part of need to develop English communicative competence for Japanese learners, who rarely have a chance to put it to use outside the classroom.
Despite its expected effectiveness, one concern for implementing for small group work is that learners may use their first language (L1) instead of
their L2 in such activities. In such cases, the practice might bring counterproductive results if the student-student interaction would deprive learners
of a chance to use L2, only inducing more use of L1. The study intends to explore how group work operates and what learners actually do in groups
when left unsupervised by the teacher. The study specifically focuses on the learners’ use of L1 and attempts to investigate its effect on group
discussions.

⑥ 14：45〜15：10 千田 誠二(大妻女子大学)
英会話研修の質問紙調査を通してみえた学習者の目標設定までの過
程分析

本研究は、4⽇間英語で生活をする英会話研修に参加した大学生を対象に、自身の英語⼒への構えの変化から目標設定に至るまでの過程を分析したもので
ある。分析の対象は研修最終⽇に回収した自由記述式のコメントである。分析方法として、その中の特定のことばの頻出の度合いや、それが生起した前
後の似た文脈のクラスター化など、テキストマイニング（牛澤2018, 石田他(編) 2018）に基づいて量的傾向を測った。その傾向に基づいて分析枠を定
め、再度コメントデータにあたり質的な分析を行った。その結果、カテゴリーには個別的な人間関係の交流の始まり、英語学習への構えの変化、自身の
英語⼒の自覚・受け止め、そして次の段階への目標把握の面において多様な概念が出てきた。発表ではこれらの結果とともに、英語学習者が自覚に至っ
た個々の目標へのサポートへの示唆についても言及できればと考える。

第14室（総合教育棟410）【学習⽅略／学習者】



⑦ 15：15〜15：40 ⻘山 良輔(神奈川県立横浜国際高等学校)
High school students' use of L1 in English communicative
classrooms

In the EFL contexts where the students’ chances to use English are limited to the classroom, minimizing their use of L1 in order to develop fluency in
English is often encouraged in instruction. Expressing the need for increasing English use in the classroom, the new Course of Study of upper
secondary English education in Japan places a greater focus on impromptu spoken interaction in English, and the emphasis of fluency over accuracy
through communicative activities is observed. However, although dependence of L1 during such fluency-based activities is not advisable to achieve
the English communication skills described in the Course of Study, recent studies have reported that the students’ partial use of L1 via code-
switching or translanguaging offers various pedagogical advantages in EFL classrooms. These include, but are not limited to, serving as
communication strategies, scaffolding classroom activities, promoting deeper learning, and developing meta-linguistic awareness. This presentation,
based on the findings of a case study of Japanese high school students, will report on their partial Japanese use and its functions during meaning-
focused English discussions. In the study, the triangulated data collected through classroom observation, questionnaires, and follow-up interviews
revealed four major findings: 1) students’ acknowledgment of the positive roles L1 plays noted in the literature, 2) contextual factors inducing L1 use
(task designs, peers’ influences, and affective factors), 3) students’ use of L1 as a metalanguage, and 4) varying students’ attitudes towards the
partial use of L1 in class. Based on these findings, specific classroom implications for EFL upper secondary education under the new Course of Study
will be discussed.



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 松本 佳穂子(東海大学) ヨーロッパの省察的ツール(AIE)を使用した異文化理解教育の試み

欧州評議会言語政策部が開発し、欧州で広く使われている省察型ツール（Autobiography of Intercultural Encounters=AIE）は、学習者が自らの異文化体
験を振り返りながら様々な問いに答えていく自律的な自省プロセスを通じて、異文化への気づきを深化させ、異文化間能⼒を高めるために利用されてい
る。本研究では、小・中学校では子供版を、高校・大学では大人版を異文化理解教育や英語の授業に組み込んで、異文化間能⼒を向上させる試みを小学
校から大学までの異なる教育段階において行った。生徒や学生の反応をテキスト分析することにより、小学校時代から成熟度に合わせた異文化理解教育
を行っていく必要性が確認された。高校・大学での実験においては、英語版を使用した場合と⽇本語訳を使用した場合の効果も比較し、今後このツール
を英語教育の中で有効に使って行けるような授業モデルを構築した。

② 10：00〜10：25
高木 亜希子(⻘山学院大学)木村 松雄(⻘山学院大
学)合田 紀子(⻘山学院初等部)小田 文信(⻘山学
院中等部)三ツ木京子(⻘山学院高等部)

⻘山学院4-4-4⼀貫制英語教育における異文化間能⼒指標作成の試
み

近年、英語教育において、異文化間能⼒（intercultural competence: IC）の育成への関心が高まっている。⻘山学院初等部、中等部、高等部では、12年
間の⼀貫したカリキュラムにおいて、異文化理解やICの育成を重視しており、英語、韓国語、フランス語などの複数の外国語による授業内外の活動に加
え、多様な国内交流事業、海外交流事業を行ってきた。これらを踏まえ、各部の代表教員により、『言語と文化の複元的アプローチ参照枠（A
Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures：FREPA）』から能⼒記述文を絞り込むことで、育成すべきIC（知識、
態度、技能）をある程度特定し、12年間で育てたい能⼒を可視化することとした。本発表では、指標の⼀覧を提示するとともに作成過程について報告す
る。

③ 10：30〜10：55
木村 松雄(⻘山学院大学)髙木 亜希子(⻘山学院大
学)合田 紀子(⻘山学院初等部)小田文信(⻘山学院
中等部)三ツ木京子(蒼山学院高等部)

国際版（CFER対応）444⼀貫制英語教育シラバス（Can-doリス
ト）

⻘山学院英語教育研究センターは、本学院ならびに国内外の英語教育の充実と発展に貢献することを目的として、1998年に開設以来「⻘山学院4-4-4⼀
貫制英語教育構想」に着手し、⽇本で初めて小学校から高等学校まで⼀貫した12年間のカリキュラムの実施及び英語教材の作成をしてきた。2014年度に
は、⻘山学院独自の英語教科書である『SEED BOOKS』全12巻が完成した。2016年度からは、次期学習指導要領の動向を見据えながら、本学院の英語
教育の取り組みを国際的な指標に位置づけるため、各部の代表教員による小委員会において、4-4-4⼀貫制シラバスをCEFRに対応させたCan-doリストの
作成に取り組み、2年かけて開発した。本発表では、⻘山学院における初等部から高等部まで⼀貫した英語教育としての「⻘山学院4-4-4⼀貫制英語教育
構想」の考え方と2017年度に完成したCan-doリストについて報告する。

④ 13：45〜14：10
バーマン シャーリー(弘前大学)
多田 恵実(弘前大学)

Peeking Behind the Curtain, An Intimate Look at the Hirosaki
English Lounge

Founded in 2012, the Hirosaki English Lounge (EL) is a multifaceted, comprehensive English center promoting increased global awareness. Weekly,
the EL boasts 20 faculty-facilitated seminars and special activities/events. Concurrently, “conversation circles” are led by native/nonnative English-
speaking international student “Supporters.” Undeniably, cross-cultural exchange opportunities attract students. The scope of the EL continues to
expand. Faculty increasingly assign learners tasks in the EL. Students departing on academic exchanges and short study abroad programs turn to the
EL for predeparture training/presentation assistance.Since 2017, the authors have conducted spring Japanese cuisine projects whereby two Liberal
Arts English classes present/demonstrate Japanese cooking. Groups collaborate in and outside of regular classes, and present in the EL during the
assigned lunchtime slot. Students introduce the Japanese dish through a slideshow, prepare it, and make short personal speeches on connections to
the food. Audience members sample the dish and ask questions. Annually, 400+ students, faculty and staff attend the sessions.The lunchtime
projects are a strong example of the EL as a hub connecting Japanese and international students. Students, some beginners making PowerPoint
presentations for the first time, are stakeholders in the process. Answering questions from an international audience in real time gives them a chance
at authentic interaction that builds their English confidence well beyond other experiences. The EL is step one in changing the mindset of those who
believe their inability to speak English is a chronic condition.Today, you will take an EL tour and enjoy a multimedia account of the authors’ pet
project!

⑤ 14：15〜14：40 小野 真嗣(室蘭工業大学) 短期の語学文化留学プログラムを通じた学習者の意識変容

筆者の勤務する室蘭工業大学（以下、本学）では、派遣・受入の両方にかかる短期の語学文化留学プログラムを実施している。派遣は⻑期休業中に行う
英語を中心とした外国語・外国文化に触れる海外渡航の留学プログラムであり、受入は学期間中に海外から学術交流協定校の学生が⽇本語・⽇本文化を
学ぶために来⽇する留学プログラムである。この留学制度の中の⼀つに、双方向交流の活動が含まれており、それは本学学生が渡航した先で就学中に交
流を深めた学生らが、数か月後には室蘭へ来学し再び対面的な深い交流を実践できる点を特徴とするプログラムである。この受入の際には、渡航経験学
生を中心に受入留学生を支援するチューター制度を敷いているが、大変労⼒を伴う支援であるにもかかわらず献身的・協⼒的であり、非常に充実度・満
足度が高い調査結果が得られている。本発表では事例報告として本プログラムの学修活動についてアンケート分析結果から述べる。

⑥ 14：45〜15：10
相川 真佐夫(京都外国語短期大学)
石川 有香(名古屋工業大学)
原 隆幸(鹿児島大学)

 東アジアの英語教科書に見る女性表象・男性表象―男女共同参画社
会の推進を目指して―

外国語教育の目的のひとつが異文化理解，すなわち「異なる立場の人々への理解を深めること」であるならば，学習者にとって身近な「他者」である異
性への理解も外国語教育を通して養いたいものである。すなわち，男女共同参画社会への貢献もこれからの英語教育に強く求められるものと期待する。
本発表の目的は，⽇本、中国、台湾など，東アジアの国や地域の中学校英語教育を取り巻く状況を男女共同参画社会推進の観点から捉えなおし、異文化
理解教育の観点から英語教科書のあるべき姿を考察することにある。そのため，それぞれの地域において公表されている１）社会，学校，教員，生徒の
構成データを再分析し，２）使用されている英語教科書を，題材，テキスト，写真・挿絵の使用状況から調査する。調査結果を踏まえ，３）今後，我が
国では，教室内で，男女の表象をどのように扱うべきか，また，英語教科書編纂の際にはどのような基準を設るべきか，提案を行う。

第15室（総合教育棟413）【異文化理解・国際理解／社会言語学】



⑦ 15：15〜15：40 田嶋 美砂子(茨城大学)
自己成⻑のための英語との「関わり」―「言語学習」観を問い直す
―

本発表では、従来の「言語学習」観を問い直し、「関わり」という概念を新しく提唱することの必要性を論じる。本発表の主なデータは、英語を社内公
用語として採択した⽇本企業に勤務する従業員への聴き取り調査結果である。かれらの語りを分析したところ、英語学習が英語⼒の伸⻑を目指すものと
いうよりも、社会人としての自己成⻑を促し、自身の忍耐⼒を示す手段となり得ることが明らかとなった。その端的な例がTOEICのスコアであり、企業
においてこの試験は、従業員の英語学習を管理する監視装置の役割をしばしば果たすことも判明した。このような研究結果は、「言語学習＝対象言語で
の運用能⼒の向上」という捉え方だけでは説明し得ない、人々と英語との結びつきを示唆している。本発表では、「学習」の代わりに「関わり」という
用語を援用することにより、伝統的な「言語学習」観では把握しきれない、英語にまつわる現代的な現象について考察する。



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 奥脇 奈津美(津田塾大学)
アカデミックライティングにおける定型言語の使用とその特定方法
について

定型言語（FL: formulaic language）は，メンタルレキシコンに貯蔵された、繰り返し同じ並びで現れる複数の語のかたまりのことである。⺟語では広く
使用されるが、L2では運用が少なく上級レベル学習者でも習得が難しいとされる。また、何をもってFLとみなすのか研究ごとに定義が必要であり、特定
方法も確立されていない。本研究では、⽇本人英語学習者がアカデミックライティングでどの程度FLを使用できるのかを考察し、熟達度の向上によって
その運用が上がるのかをみる。Okuwaki (2015)では、収集したエッセイデータで使用されたFLの特定を英語⺟語話者の判断に委ねたが、本研究では、
The Phrase List（Martinez & Schmitt, 2012）を使用してそのデータを再分析し、特定方法の違いが分析結果にどのような違いをもたらすのか、方法の
妥当性についても考察する。

② 10：00〜10：25 ⻑谷川 佑介(上越教育大学)
語彙学習用の例文中の語が引き起こすプライミング効果ー異なる文
脈を用いた再検証ー

本研究は、Hasegawa（2017）が報告した文脈プライミング現象に関してさらなる探索的検証を行ったものである。本研究における文脈プライミング現
象とは、英語学習者が意図的語彙学習を行った後でその学習対象の語（ターゲット語）に対する語彙性判断課題に取り組むとき、先行刺激として「語彙
学習中に読んだ例文中に偶然含まれていた他の語」（プライム語）を提示することで語彙性判断課題への反応が早くなる現象を指す。以前の研究では学
習者にとってなじみのない低頻度語をターゲット語とし、10語程度の非常に短い文を例文として使用していたが、本研究では実際の学習状況に近づける
ために全ての実験材料を差し替え、用例として読ませる文脈の量を増やして同様の実験を行った。本稿の執筆時点ではデータ分析の途中段階であるが、
発表当⽇は本研究から得られる教育的示唆についても検討する。

③ 10：30〜10：55 金山 幸平(Hokkaido University of Education) Is Expanding Spacing More Effective than Equal Spacing?

It is widely known that spaced learning enhances long-term retention of learned items better than massed practice. Based on this finding, recent
studies have examined which types of spaced learning, expanding or equal spacing are more effective, and found no significant difference between
the two types of spaced learning. However, these studies asked participants to remember a relatively small number of target words. Therefore, both
expanding and equal spacing groups in previous studies were able to master almost all the words during the learning sessions, and such a ceiling
effect led to no significant difference. By increasing the number of target words to be learned, this study became original among the studies of
spaced learning. Second-grade Japanese high school students learned 40 English and Japanese word pairs under either an expanding (Days 1, 3, 10,
and 22) or equal spacing schedule (Days 1, 8, 15, and 22). Post-tests conducted on Day 29 and Day 57 revealed that the expanding group had a
higher score than the equal spacing group. This indicates that an expanding spacing schedule is more effective than an equal spacing schedule when
the number of words to be learned is large.

④ 13：45〜14：10
森田 光宏(広島大学外国語教育研究センター)
⻤田 崇作(広島大学外国語教育研究センター)
阪上 辰也(広島大学外国語教育研究センター)

Word Matrixを用いた英語派生接辞指導の実践と効果検証

派生接辞に関する知識は，語彙の増強に大きな役割を果たすとともに，読解能⼒や発話能⼒などにも寄与している。英語を第⼀言語とする話者を対象と
した派生接辞指導の効果検証が進んでいるが，⽇本人英語学習者への効果はこれまで十分に検討されていない。本研究は，Word Matrixを用いた英語派
生接辞指導を⽇本人英語学習者に行い，その効果を検証するものである。実験群にはWord Matrixを用いたペア活動やグループ活動を行い，統制群には
明示的な派生接辞指導を行わなかった。英語の派生接辞に関する知識を指導前と指導後で測定したところ，英語派生接辞の意味に関する知識は，統制群
に比べて実験群がより伸⻑する結果となった。しかしながら，英語派生接辞の形式や品詞に関する知識においては，両群に差は見られなかった。本発表
では，この結果を踏まえて，Word Matrixを用いた英語派生接辞指導の可能性について議論する。

⑤ 14：15〜14：40 笠原 究(北海道教育大学)
When to conduct a vocabulary quiz: Before the review or after the
review?

This study is a replication of Kanayama and Kasahara (2018), which examined when to give learners a vocabulary quiz. The question was whether the
quiz should be conducted before the vocabulary review or after the review. The results showed that conducting the quiz before the review brought a
superior effect on long-term retention of the meanings of the target words than conducting the quiz after the review. However, there were some
limitations in Kanayama and Kasahara (2018). There was no pre-test to investigate the participants’ prior knowledge on the target words. Their two
posttests were conducted in a relatively short span: one hour and a week after the review session. The present study confirmed that no participants
had any knowledge on target words, and conducted posttests in a longer span. In the initial study session, all participants (n = 66) were shown and
asked to remember 20 English and Japanese word pairs. A week later, Group A took the first meaning-recall test (Initial Test) before the restudy
session, whereas Group B took the restudy session before the Initial Test. Both groups took Posttest 1 one week after the restudy session, and
Posttest 2 one month after Posttest 1. The results followed Kanayama and Kasahara (2018). Though Group B outperformed Group A in Initial Test,
Group A showed significantly better results in Posttests 1 and 2 than Group A. This study indicated a possibility that poor performance in a test can
help learners work harder in the following restudy session.

⑥ 14：45〜15：10

折田 充(熊本大学)村⾥ 泰昭(熊本大学)小林 景(慶
応義塾大学)神本 忠光(熊本学園大学)相澤 ⼀美
(東京電機大学)LAVIN Richard(熊本県立大学)吉
井 誠(熊本県立大学)

心内辞書内の単語の結びつき方ー英単語学習プログラムへの取り組
み前、直後、１年半後ー

本研究は、⽇本人英語学習者の心内辞書 (ML) の再構築・変容を促進する目的に開発したオンライン自学英単語学習プログラムでの学習前、学習直後、
そして1年半後の被験者のML内の単語間の「結びつき」の様相を明らかにすることを目指す。被験者（英語非専攻の大学生30名）は2016年に12週間にわ
たり同プログラムに取り組んだ。事前及び事後テストとして実施した単語仕分け課題結果の解析から、学習プログラムの効果が確認された。1年半後の遅
延事後テスト（4名）のデータ解析から、1年半後の単語間の結びつきは、事前に近い状態に戻ることが確認されたが、変容の様相は個人差が大きかっ
た。また、語彙サイズが大きい被験者は、小さい被験者よりも事後での結びつき数が多く増加し、⼀方語彙サイズの小さい被験者は、遅延での結びつき
数が語彙サイズの大きい被験者より少なくなる、あるいはゼロになる傾向が明らかとなった。

第16室（50周年記念会館1階第1会議室）【語彙】



⑦ 15：15〜15：40
村岡 実(群馬県立女子大学)
大澤 玲美(群馬県立女子大学)
神谷 信廣(群馬県立女子大学)

⻑期間・短期間における拡張分散学習と均等分散学習間での効率的
な語彙獲得の方法についての研究

語彙習得は第二言語でのコミュニケーションに必要不可欠な条件である。この研究では、第二言語学習における語彙習得の効果的な復習方法について調
べるために分散学習を用いて調査を行った。参加者は大学生46名で、復習間隔を1⽇、5⽇、9⽇と徐々に拡げていく拡張分散学習グループと、1⽇、6
⽇、6⽇と同じ間隔に分けた均等分散学習グループに分け、どちらのグループがより単語を効果的に学習できるのかを比較した。その結果、両グループ間
で、短期記憶では顕著な違いは現れなかったが、記憶保持の持続を見るために41⽇後に行った英語訳の事後テストにおいては、拡張分散学習グループに
優位性が見られた。この結果、⻑期間においては拡張分散学習の方が均等分散学習よりも語彙習得の効果が高いことが分かった。語彙習得において期間
が⻑くまたタスク困難度が高い場合、学習者は拡張分散学習の方が 語彙を効率的に学習できるということが示された。



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55 林 澤奇(上越教育大学大学院生) 多義語の学習方略と学習者の習熟度との関係

英単語の多義性は学習困難要因の⼀つである（Nation, 2001）。例えば、リーディング中に学習者は多義的な単語の意味の中から文章との整合性を取ら
なければならない。このことから、学習者は多義語の意味を１つでも多く知っている状態が好ましく、単語の多義性に目を向けた語彙学習が必要である
と言える。そこで、本研究では①学習者の習熟度による多義語の学習方略に差異はあるのか、②単語の意味関連性の差異が意図的な多義語の学習に影響
を与えるのか、の２点を明らかにするために調査を行った。⽇本の大学生およびに大学院生を対象とし、実験参加者を習熟度別に分けた。参加者は多義
語とその意味が並んでいるリストを用いた意図的語彙学習を行なった。その後、事後テストと多義語の学習方略についてのアンケートを受けてもらい、
その結果を分析した。

② 10：00〜10：25 小室 ⻯也(筑波大学) 注釈の種類が英文読解を通した語彙の習得率に与える影響

読解中に注釈が付与されていると、その単語に注意を向けるため、注釈を語彙学習の促進に活用する様々な方法が考えられている。注釈の形式には意味
が1つだけ提示される単⼀式注釈、文脈に最も合う意味を選ぶ多肢選択式注釈などがある。本研究では4種類（提示位置：テキスト中・外／提示形式：単
⼀式・多肢選択式）の注釈を⺟語で提示し、注釈が付与された目標語の保持率と学習者の語彙サイズとの関係を検証した。実験では、大学生21名が4種
類の注釈が付与されたテキストを読解し、文脈を提示する語彙テストと提示しないものの2種類に読解直後と遅延で取り組んだ。分析の結果、語彙サイズ
の大きい学習者の語彙学習には、多肢選択式注釈が効果的であることがわかった。また文脈提示ありの語彙テストでは、注釈の種類によって語彙の定着
度に差が見られた。本発表では、上記の結果から得られた語彙指導への教育的示唆についても議論する。

③ 10：30〜10：55 Voslar Matej(筑波大学大学院) 新出語彙の接触頻度と保持率の関係性ーpop up辞書を用いてー

英語教育におけるインターネットなどの情報技術の役割はこれからも大きくなることが予想できる。語彙学習の⼀つのツールとして、任意の単語をク
リックするとその意味を表示してくれるpop up辞書の普及も期待される。この従来の辞書より単語を調べるのが手軽なため、未知語の読み飛ばしが少な
く、より効率な付随的語彙学習が行われると言われている。目標単語のみの意味を提示した注釈との使い分けによって、得られるメリットが異なるとい
うことが指摘されてきたが、その相違の理由はまだ明らかにされていない。⼀つの仮説として、pop up辞書によって、新出語彙との接触頻度が増加する
ということが挙げられてきた。本研究において、pop up辞書を用いた場合のある単語との接触頻度がその単語の保持率にどのような影響を与えるかとい
うことについて考察を行う。本研究が内容理解と語彙学習を促進する読解問題の設計に示唆を与える。

④ 13：45〜14：10

猫田 英伸(島根大学)大谷 みどり(島根大学)鎌田
真由美(島根大学教育学部附属義務教育学校後期
課程)川谷 のり子(島根大学教育学部附属学校学
習生活支援研究センター)

英語初学者の読み書きの困難さの原因を探る簡易アセスメントの開
発

本研究では、英語初学者が「英語で読み書きを行う際に感じる困難さ」の原因を探るための簡易アセスメントを開発した。⽇本語では問題がない学習者
であっても、英語においてのみ読み書き障害の様相を呈することがあるため（名島, 2013: 55）、「⽇本人英語初学者」に特化したアセスメントの開発を
試みた。認知神経心理学におけるトライアングル・モデルを理論的基盤としながら、読み書き障害の原因となりうる6つの下位言語処理能⼒を想定し（音
韻表象および文字表象の形成と保持・産出、⽇本語と英語の書字）、それらを測定する調査問題を3問ずつ作成した（計18問）。このアセスメントを中
学校1、2年生272名に実施したところ、「気になる生徒」をうまく特定することができた。また、全回答データをSEMによって分析したところ、英語初
学者が抱える英語の読み書きの困難さには4つの下位能⼒の未発達が関係している可能性が明らかになった。

⑤ 14：15〜14：40 小泉 有紀子(山形大学)
英語初中級学習者の文処理における韻律・文脈情報の利用可能性ー
自己ペース読み実験とトレーニングの効果の検討ー

英語初中級学習者は２つの統語構造が可能な文の解釈をどのような情報に基づいて決めるのであろうか。否定の作用域に関する多義構造（例：Jane
didn’t purchase the white blouse because it was silk）を対象とした自己ペース読み実験を行った。先行研究（⺟語話者・中上級学習者）の文の語句の
難易度を初中級者向けに調整し、96セットのセッションを2つに分けたほか、曖昧構造、否定、韻律などに意識を向けるためのトレーニングも導入し
た。しかしながら、⺟語話者や上級学習者で見られたような、当該構文をIf節内に埋め込むことで韻律・文脈情報を補い２解釈間の不均衡を中和すると
いう効果はみられなかった(ps>.05)。本発表ではこの結果とトレーニング内容を再考察することで、韻律や文脈情報に関する意識を学習者が高めるため
に効果的な指導法を探求する手がかりとしたい。

⑥ 14：45〜15：10 土方 裕子(筑波大学)
⽇本人大学生の英文読解における照応理解プロセスー動詞特性と態
による影響ー

Roy apologized to Anthony because he … の文で，動詞 apologize の後の he は NP1 である Roy を指すことが多い。⼀方で Susan praised Diane
because she … では，動詞 praise に続く she はNP2 の Diane を指す傾向が強い。動詞の潜在的因果性はL1の照応理解では重要なテーマとされてきた
が，L2ではあまり研究されていない。そこで本研究では，NP1バイアスの動詞を (a) 感情や心理状態を表す動詞 (e.g., surprise) と (b) 行為動詞 (e.g.,
confess) に分け，各動詞を能動態と受動態で使用したマテリアルセットを作成し，読解時間測定を行った。本発表では，動詞の種類と態によって⽇本人
英語学習者の照応理解過程が受ける影響を考察し，教育的示唆を議論する。

⑦ 15：15〜15：40 森下 美和(神⼾学院大学)
情報交換タスクにおける統語的プライミングの傾向ー授業内予備調
査をもとに―

発表者はこれまで、主にインタラクションにおける統語的プライミング（直前に処理した文と同じ統語構造パターンを用いる傾向）の観点から、wh疑問
文を使用した⼀連の実証的研究を進めてきたが（森下、2018；森下・河村・原田、2017ほか）、発表者または英語⺟語話者と学生間におけるインタ
ビュー形式の対話では、学生のwh疑問文の産出数は非常に限られており、統語的プライミングの傾向もほとんど見られなかった。本調査では、
McDonough (2011) を参考に、学生同⼠が授業内でお互いのパッセージについて、フルセンテンスまたは単語のみを含む質問リストをもとに、交互に質
問し合うペア活動を行った。wh疑問文の語順（助動詞の位置）に焦点を当ててデータを分析したところ、全体としては比較的正しく産出できていたが、
主語疑問詞疑問文については、⼀般動詞の前にisやdo/doesを挿入する傾向が顕著に見られた。

第17室（50周年記念会館2階第2会議室）【語彙／特別⽀援／⼼理言語学】



8月17日（土）
時間帯 発表者 発表タイトル 発表要旨

① 9：30〜9：55
土屋 佳雅⾥(早稲田大学（非常勤）)
酒井 志延(千葉商科大学)

小学校外国語教育における外部人材（地域人材）の問題

土屋は2003年から，小学校外国語教育において外部人材(地域人材)として働く中，外部人材が抱える様々な問題に直面し，他の外部人材から情報も得て
きた。現在，⽇本の小学校外国語教育は外部人材に依存している。しかし，外部人材の調査は少なく，特に，地域人材についての調査はほぼないと言っ
ていい。本研究では，全国8地域（北海道，岩手，東京，埼玉，愛知，大阪，広島，沖縄）から，外部人材として活躍する10名を選び，半構造的インタ
ビューを実施した。観点は，土屋が自分自身で感じたことや他の外部人材から得た問題を基にした4点である。地域人材としての，（1）小学校での指導
（時期，内容など），（2）貢献やエピソード，（3）不満や悩み，（4）今後の展望。結果，実際の授業作りを担うなど貢献度が高いのにもかかわら
ず，報酬，立場や権利，現場での扱われ方など，待遇が適当でないことが問題であり，改善の余地があるとみられた。

② 10：00〜10：25 白土 厚子(東洋大学)
1年間のWe Can!を使った移行期5年生への実践ープロジェクト重視
の英語学習ー

本発表は、We Can!1を使った5年生への2018年度1年間を通したプロジェクト重視の英語学習の実践報告である。本5年生は、それまでアルファベット文
字に特化した活動経験がなく、しかも実際は未習だが移行期のため既習となっている多くの語彙や表現を児童の学習意欲に配慮しつついかに学習するか
が課題であった。そこで、We Can!1のUnitを組み合わせることで 学期毎にプロジェクトのゴールを設定し、児童が楽しみながら必然性を感じて意欲的
に取り組めるよう指導方法を工夫すると同時に、毎回の授業で十分慣れ親しんだプロジェクトのトピック関連語句を読み書きの対象とした。本発表で
は、2018年度1年間の実践の成果と課題について考察する。

③ 10：30〜10：55
佐藤 裕子(船橋市教育委員会)
染谷 藤重(上越教育大学)

小学校英語におけるデジタル教材を活用した授業実践

 本研究の目的は，『We Can ! ２』におけるデジタル教材を使用した児童の情意面での変化を通して，デジタル教材の効果的な活用と指導法を提案する
ことにある。活用に当たっては，１）音声の慣れ親しみ２）キーワードの確認３）児童の実態に合った内容４）ALTの活用５）デジタル時間限定の５点
を基本とした。参加者は６年児童１５５名で，“My Summer Vacation”に絞り実践した。データは，質問紙調査用紙で行い，分析は記述統計量とテキス
ト・マイニングで処理した。その結果，多くの児童が電子教材を使った英語の授業に好感を持ち，電子教材の音声と視覚的な写真や文字が，現在と過去
の表現の違いに気づかせる有効な働きをしていることも分かった。効果的な指導法により，児童が電子教材での歌や発音の楽しさをより実感しているこ
とも分かった。課題として，授業の目標達成に向け担任のデジタル教材活用への支援が必要である。

④ 13：45〜14：10
中村 香恵子(北海道科学大学)
志村 昭暢(北海道教育大学)

教育環境の違いによる小学校教師の英語教育に対する意識の特徴

北海道はその広域性から距離的に孤立している僻地校や小規模校が多いという環境にあり、そうした環境が教師や学習者に何らかの影響を与えているこ
とが推察される。特に、学習者の情意面を重視している小学校英語教育においては、そうした教師の特徴が教育の成果にも何らかの影響を与える可能性
がある。本研究では、北海道内の地方部にある小学校の教師に対して英語教育や英語学習に対する意識とともに指導実践や教師自身の専門性を高めるた
めの学びを調べる問紙調査を行い97のデータを得た。それらを全国から得た267データと比較分析した結果、教師のもつ学習者としてのビリーフや教師
自身の英語学習動機に特徴の違いが見られた。また、学校規模の違いにより教師の効⼒感や外発的動機づけに違いが見られた。それらの結果を学校内外
における諸条件の特徴との関連において考察する。

⑤ 14：15〜14：40
滝沢 雄⼀(金沢大学)
乗富 智子(金沢大学附属小学校)

内容の再構築と適切な言語材料の活用を目指す指導ー児童の気付き
を促すモデルのあり方ー

 本発表は小学校６年生を対象としたWe Can!2 Unit2 Welcome to Japan.とUnit 7 My Best Memoryの授業実践の報告である。発表者は、これまでコ
ミュニケーションの内容を重視し、子どもが目的意識・相手意識をもち、必要感をもって相手とやりとりできるよう授業を行ってきた。その結果、子ど
もが伝えたい内容を深く考えてコミュニケーションを行う姿が見られた⼀方で、伝えるための英語表現が十分に活用できず、子どものニーズに合わせて
表現を指導する難しさが課題として残った。 ２つの実践を通して、子どもが伝えたい内容を再構築していくための手だてや、適切な表現に気付かせる
ためのモデルのあり方について検討した。コミュニケーションの内容を重視しつつ、子どもが必要とする表現をどのように指導するのか、伝えたい内容
と伝えるための表現の両立を目指した授業の実践について報告する。

⑥ 14：45〜15：10 ⻑谷 尚弥(関⻄学院大学) アメリカバイリンガル教育から考える⽇本の小学校英語教育

Hase, Martinez-Roldan, and Chang (2018)は、アメリカにおけるバイリンガル教育を参考に、⽇本の英語教育における言語や言語教育の持つ社会政治的
な意味合い、多言語多文化主義、さらに言語教育における文化の重要性について言及している。また、特に以上の点が、クリティカルな視点をまだ十分
に持ち得ていない小学生に対する英語教育において重要であると指摘している。また、木村（2016）は、英語に対して過度に依存してしまうことの危険
性を指摘し、さらに久保田(2018)は、批判的応用言語学の観点から、小学校も含めた⽇本における英語教育を再考することの必要性を主張している。以
上の点を踏まえ、本発表では小学校英語教育の教材であるWe Can 1, 2 を（少しだけ）クリティカルに検証し、小学校英語教育も含めた⽇本における今
後の英語教育のあるべき教材について考えてみたい。

⑦ 15：15〜15：40 田中 佑美(滋賀大学) 英語学習における内発的動機づけと異文化経験

本研究は、動機づけに影響を与える保護者からの異文化・英語教育を明らかにする。具体的には、小学生の英語学習に対する内発的動機づけを予測する
保護者からの文化・言語教育は、海外経験がある児童と、海外経験がない児童とでどのように異なるかを検討する。2018年7月に公立小学校3校において
5年生を対象とした調査を実施し、海外旅行経験あり158名、海外旅行経験なし106名に分類した。動機づけの測定にはTanaka and Kutsuki (2018)の尺度
を使用した。また、児童に対して保護者から受けている教育について尋ねた（文化教育、読み聞かせ、英語教育）。保護者からの教育3項目を独立変数、
内発的動機づけを従属変数として回帰分析を行った結果、海外経験がある群は、文化教育が内発的動機づけを予測し、海外経験がない群は、英語教育が
内発的動機づけを予測していた。

第18室（50周年記念会館2階岩⽊ホール）【早期英語教育】


