
8月17日（土） ポスター発表（総合教育2階English Lounge）
コアタイム 発表内容分野 発表者 発表タイトル 発表要旨

【スピーキング】 横内 裕一郎(弘前大学)
複雑さ・正確さ・流暢さ指標を用いたスピーキン
グ指導におけるフィードバックの波及効果検証

本研究では複雑さ・正確さ・流暢さ (CAF) の指標をスピーキング活動のフィードバックとして提示することで，学習者がフィードバックをどのように捉えていたかを
調査した。複数のタスクを用いて指導・評価する場合，複数の評価基準を作成しなければならないため，評価者への負担が大きくなる。CAFによって示される発話の
傾向を学習者が正しく解釈できるようであれば，評価尺度作成の負担を軽減できる。本研究では学習者自身が書き起こしたスクリプトを用いてCAFの指標 (発話語
数，WPM，1 AS-unitあたりのエラー数，1 AS-unitあたりの，ギロ指数)を算出し，学習者に提示した。それに対し，多くの学習者は発話語数と流暢さの指標は解釈
がしやすく，その後の発話でも意識付けが出来たと報告した。一方，全ての学習者が複雑さと正確さの指標は解釈がしづらく，実際のパフォーマンスでも差が生じな
かった。

【早期英語教育】
齋藤 嘉則(香川大学)
橋本 美穂(香川大学教職大学院)

小学校外国語（英語）科「書くこと」につながる
インプットの工夫

学習指導要領の改訂で、小学校の外国語活動が中学年に早期化され、高学年で外国語科が教科化された。外国語科においては外国語活動の「聞くこと」と「話すこと
［やり取り］［発表］」に、「読むこと」と「書くこと」が加わる。中学年で外国語（英語）に慣れ親しんできた活動が高学年で教科学習になる。特に、「書くこ
と」や「読むこと」については児童にとっては「聞くこと」や「話すこと」よりハードルが高いと思われる。そのハードルを少しでも下げるためにはどの様なイン
プットの仕方が児童にとって外国語学習を進める方途となりうるか、その手立てを工夫しながら実践を通して明らかにしたい。

【テスティング・評価】 大木 七帆(北海道科学大学)
Developing elicited imitation tests of L2
pragmatic routines for assessing and teaching
pragmatic competence in EFL contexts.

The researcher developed elicited imitation tests to assess and foster Japanese EFL learners' production of pragmatic routines. In this poster presentation, the
procedure for developing the test is given by: (1) constructing an oral discourse completion task scenario, (2) piloting on native speakers of English, (3) selecting
with experts 16 pragmatic routines from the native speakers' data, (4) comparing the frequency of the 16 pragmatic routines to speech act corpora and textbooks
(6) making head acts of four different speech acts including suggestions, refusal, requests, and disagreement using the 16 pragmatic routines, (7) revising and
recording the head acts with experts. Pragmatic routines are multi-word strings conventionally used to convey specific meanings and functions in a speech
community (e.g., Bardovi-Harlig, 2008, 2012). The advantage of acquiring pragmatic routines is claimed as “they provide low-level learners with a quick repertoire
of target language resources, allowing them to outperform their competence” (Roever, Wang, & Brophy, 2014, p. 382). Although its importance for L2 learners is
acknowledged, it is also said that L2 learners have difficulty developing pragmatic competence in a foreign language learning context (Cohen, 2012). Therefore,
this test will be used both for assessing and teaching pragmatic routines in EFL contexts. The study will be of interest to EFL instructors and researchers who are
interested in teaching of L2 pragmatics.

【発音】 設楽 優子(十文字学園女子大学)
国際語としての英語の音韻学習ー英米系両方の話
者と会話するための優先順位ー

米国なり英国なりの標準的英語のみを規範に学習していればよかった時代は過ぎても、英語教科書付属音声は米音に規範を求める学習者に応えているし、発表者も米
音をモデルにして教えている。⽇本の英語教育で、⺟語変種ではない⼈工的な1規範は存在していないし、そのようなものを策定しようとすることは得策と考えられ
ない。英語が得意な学習者は自ら発音を改善できる場合が多いが、英語教師として、個別の学生の発音指導でもクラス全体の指導でも見通しを持って教えられるよ
う、よくある発音上の間違いの類型を把握し、複数の改善すべき点に対処する際に念頭に置くべき優先順位を考え、一方的な指導を脱却していきたい。そのような研
鑽は、作文指導にも活かせるものと考える。このようなことから、発表者の英語音声学の授業で、発音上どのような区別を優先的に教えるべきかをJenkins (2000)と
Lindsey (2019)から考えた。

【学習者】
水野 康一(香川大学)
福本 香緒里(香川大学教職大学
院)

中学校外国語（英語）科「話すこと［やり取
り］」の指導の在り方

学習指導要領の改訂にともない、改訂前の「話すこと」が「話すこと［やり取り］」と「話すこと［発表］」となった。現在までも中学校においては教室内での様々
な言語活動が工夫され実践されている。その中でも［やり取り］は、文字通り生徒と教師、生徒と生徒の双方向での英語でのやり取りが求められる。教材や指導法等
の工夫はもちろん、学習者の言語材料の習得と活用の実態、学習者自身の情意的要因などを視野に入れながらコミュニケーション能力を育て育むための具体の指導の
在り方を明らかにしたい。

【ICT・CALL】

石塚 博規(北海道教育大学旭川
校)
小野 祥康(北海道教育大学附属旭
川中学校)

学習指導案自動作成プログラムの開発

本研究は，児童・生徒の実態に合わせた英語の学習指導を可能にするために，小中学校で英語指導に携わる教員がこれまで蓄積された指導方法や指導内容（言語活
動・練習・タスクなど）を共有しながら短時間で学習指導案を作成し，授業準備を効率的に行うための「英語学習指導案自動作成プログラム」を開発することを目的
に行われた。現在，小学校5，6年生の補助教材であるWe Can!１及び２に沿った活動案と学習指導案をアップロードしており，小学校での英語授業の実践に役立てら
れる状態である。今後さまざまなユーザが自ら実践した成功例を多くアップロード共有するよう働きかけることで本システムの有効性を検証したい。

【ICT・CALL】 大澤 真也(広島修道大学) オンライン英語学習における学習者要因の影響

発表者の勤務校では2017年4月よりを英語英文学科1年生の必修科目としてオンライン英語学習を行う科目を配置している。この科目はReallyenglish社が販売するオン
ライン英語学習プログラムPractical Englishを利用した授業で、診断テスト、中間テスト、ミニテスト、学期末テストを除いて出席の義務がない。またオンライン学
習のほか、New General Service Listを利用した単語テストを実施している。本授業の目的は対面学習のみでは難しい集中的な英語学習を自律的に行わせることであ
る。本報告では2018年度および2019年度前期の授業実践の概要を紹介するとともに、学習者の入学時の英語力およびコンピュータを利用した学習に対する態度など
の学習者要因 が、オンライン学習課題の達成度および英語力の伸びにどのような影響を与えているかを検証する。

14:40〜15:40
(13:10 掲示開始)
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【SLA・言語習得】
阪上 辰也(広島大学)
高橋 有加(広島大学)

英作文時における英語関係節の産出傾向 ―⽇本
⼈英語学習者と他言語を⺟語とする英語学習者の
比較から―

本研究の目的は，⽇本語を⺟語とする英語学習者が，あるテーマに沿って英文を書いた際，どれほどの頻度で英語関係節を産出するのかを調査し，その傾向を明らか
にすることである。⽇本⼈英語学習に特有の傾向があるかどうかを調査するため，The International Corpus Network of Asian Learners of English（ICNALE）という
学習者コーパスを用いて，⽇本語とは別の言語を⺟語とする他の英語学習者との比較を通じ，産出された関係節の特性を調査した。その結果，⽇本⼈英語学習者は，
他の言語を⺟語とする学習者と比べてwhoを多用する傾向が見られた。教育的示唆のひとつとして，whoの多用を避け，主語となる無生名詞を先行詞とした関係節の
用例を多く提示することが挙げられる。本発表では，詳細な分析結果を交え，英語関係節や構文の指導の在り方についても論じる。

【教員養成・教師教育】
山本 真理(賢明女子学院中学高等
学校)

中学生のリフレクションから学ぶこと

３０年間高校で授業を行ってきた発表者が昨年、中高一貫の女子校で中学１年生を教えることとなった。１学期は生徒にリフレクションを課さなかったが、２学期か
ら毎回の授業の終わりに授業を振り返ってもらうことを始めた。中学２年生になった現在も継続し、生徒たちは授業で「わかったこと、考えたこと」を書いている。
授業で教えられたこと以外にも、グループワークを通して協働性を考えたり、自分自身の学びへの責任を感じたりしているようである。具体的には、授業での発見や
ペアワークでのパートナーへの感謝を記したり、わかったことを書くことでその裏にあるできなかったことと向き合い、復習すべきことを確認したりしている。生徒
のリフレクションと教師のティーチングジャーナルの記述を示し、リフレクティブ・プラクティスが、生徒と教師の成⻑にどのような役割を果たしているか、話し合
いたい。

【教員養成・教師教育】 喜多 容子(鳴門教育大学)
初等中等教科教育実践・英語科教育論における授
業力向上と授業省察過程の在り方についての一取
り組み

  本事例では，アクティブラーニングの視点を踏まえた学生の授業力向上と授業省察過程の在り方について， マイクロティーティング及び「英語情報AR」アプリやマ
イクロソフトForms 等のICTを取り入れた「初等中等教科教育実践」及び「英語科教育論」での授業実践を報告する。事例では，まず，模擬授業に向けて，基礎的な
スキルを学ぶとともにARを活用した授業観察で先進的な実践事例に触れさせることにより，授業力向上を目指した。次に, 授業省察過程においては，協働学習による
相互評価を行い，改善点等について肯定的な意見を述べ合った。最後に，本時の振り返り時には， 各学生がスマートフォンからFormsにアクセスし，内省を指導教員
に送付した。また，学生の模擬授業の様子をタブレットで記録し，授業者にAirDrop（スマートフォンの画像・映像送信機能）で即時に送付することにより，内省と
授業力向上に役立てた。

【教材・カリキュラム】 原 めぐみ(追手門学院大学)
大学1年次短期全員留学の成果−2年間の実施を
終えて

発表者が所属している国際教養学科では、2017年度から1年次全員留学プログラムを開始した。プログラム開始2年目の2018年は、130名の学生が1年生の2月から3月
にセブでの2週間・4週間の語学研修、あるいはオーストラリアでの5週間の語学研修に参加した。本プログラムに参加することを目的に入学する学生も多く、学科の
核となるプログラムである。本研究の目的は、この全員留学プログラム実施2年目の成果を検証し、次年度によりよいプログラムを学生に提供することである。その
ために、留学後に質問紙調査を実施し、留学前後にはTOEICテストを受験させた。その結果、本プログラムの満足度と留学後に受験したTOEICスコアの平均は昨年度
より有意に高くなっていることがわかった。しかし、質問紙調査や学生が留学中に毎⽇記入した留学ジャーナルから、このプログラムで培った経験や能力を進展させ
るための課題も明らかになった。

【語彙】 古樋 直己(大阪工業大学)
毎回の授業で語彙テストを実施した場合の語彙力
の変化

語彙力は英語運用能力の基礎で、英語学習で重視すべき主要な項目の一つに違いない。本発表は、語彙テストを半期の授業期間中に毎回課すことで、語彙力がどの程
度向上するかを調査した事例報告である。語彙テストの結果を成績に反映させることで語彙学習の動機づけを試み、語彙力向上を目指した。対象は理系学部の2、3回
生で、Vocabulary Levels Test (Nation, 2001)の2000語、3000語の各レベルの点数を初回の授業と，最終回で比較する。参考までに対象学生のTOEIC平均点は310点程
度である。語彙テストは主にTOEIC対策用の語彙集から出題した。14回のうち4回は授業の主テキストであるTOEIC対策用テキストも出題範囲としている。語彙集の
学習にはダウンロードした音声、掲載されている文、句も活用するように指導した。学習が進行中のため，結果は発表当⽇に明らかにする。

【語彙】 田中 洋也(北海学園大学)
ウェブとモバイルを連携した自律的語彙学習支援
フレームワークの構築

英語学習者の自律的語彙学習を支援するために，電子ポートフォリオを中心として異なるシステムでの学習履歴を統合するフレームワークを構築した。電子ポート
フォリオLexinoteは，授業者が提示する課題学習および学習者が行う自律学習により，学習者が産出した語，意図的に学習した語を蓄積する。Lexinoteは，PCで用い
るような比較的広い作業スペースを必要とすること，さらに学習者によってPCアクセス環境が異なることから教師が提示する課題語についてリハーサルを行うことが
できるモバイルアプリLexinote WRを開発した。これら２つに加えて，実用英語技能検定の出題頻度に基づいてコンピュータ適応型の知識診断を行い，学習者による
継続的な自律学習を可能にするモバイルアプリDoraCATを開発した。本発表では，３つのシステムを統合した自律的語彙学習支援フレームワークの概要を紹介し，そ
の可能性を検討する。

【語彙】 坂場 寛子(東北大学)
連語表現はどのように構成されるか ー英語教育
への応用に向けてー

本研究の目的は、⽇本⼈英語学習者に対して、「連語表現」を効果的に指導するための基盤として、基本動詞takeを含む表現に着目し、連語表現を司る原理を探求す
ることである。言語資料には、12冊の高等学校英語教科書から構築した教科書コーパスを用いる。動詞takeを含む連語表現には、take a look at, take care of, take
pictures, take offなどがあり、takeと共起する語の品詞（名詞or副詞、不定冠詞or無冠詞or複数名詞、前置詞）や、イディオム性の強さが多様である。しかし、take
を含む連語表現を、(1)意味の中核となる共起語の品詞と、(2)take+共起語の意味、の2軸を基準に分類すると、その連語表現の構成原理をイメージ化することができ
る。ここから、連語表現の構成原理は、句動詞、語彙的コロケーション、文法的コロケーションであると推定できる。

【指導法】 佐藤 剛(弘前大学)
大学教養教育におけるプレゼンテーションの指導
実践―聞き手の理解を得るためのストラテジー指
導から―

プレゼンテーションの指導における課題の一つとして，発表者が一生懸命に話しているにもかかわらず，聞き手のほとんどが，それを聞いていなかったり，聞き流し
ていることが挙げられる。その原因として，話し手が聞き手に配慮せず，一方的に英語を話してしまうことが考えられる。そこで，大学教養教育英語のSpeakingクラ
スにおいて，聞き手の理解を得るための繰り返し，言い換え，聞き手の理解のモニター，⽇本語の使用，ジェスチャー，フィラーの６種類のストラテジー指導し，そ
の効果を，ストラテジーの使用頻度と聞き手の理解度の推移から検討した。結果として，ストラテジーの種類によって使用頻度やその推移には差があること，学生に
とっては，英語の運用能力に関わらず使用できる「ジェスチャー」が使いやすいストラテジーであること，聞き手の理解モニターの使用頻度も回数を重ねるごとに増
加傾向になることが指摘された。

10:55〜11:55
(9:25 掲示開始)


