
【ご案内】
　下記の要領により、弘前研究大会を開催いたしますので、ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
なお、大会案内、大会プログラム、その他大会関連事項は、全国英語教育学会弘前研究大会のウェブサイト上で随時発表いたします

（弘前研究大会ウェブサイト http://jaselehirosaki.sakura.ne.jp/JASELEHirosaki2019/index.html）。

【重要な日程】
発表応募締切日／5月17日（金）　予稿集原稿提出締切日／6月14日（金）

参加申込締切日／7月5日（金）
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参加要領

参 加 資 格	 全国英語教育学会の会員、または、会員以外で英語教育に従事している方、および、英語教育に関心を持って
いる方なら、どなたでもご参加いただけます。

参 加 申 し 込 み	 参加を希望されている方は、できるだけ事前に申し込みをお願いいたします。申し込みの際は、同封の「大会
参加・弁当・懇親会・宿泊・託児コーナーのご案内」をご参照の上、弘前研究大会ウェブサイトを通してお申し
込みください。種別を問わず発表を申し込まれた方、および、各種フォーラム・ワークショップ・シンポジウム
の提案者（学会が依頼する提案者を除く）も大会参加の手続きが必要となります。

参加申し込み締切日	 参加申し込み締切日は、2019（令和元）年7月5日（金）23:59です。

参 加 費	 〇事前申し込みの場合／プログラム集・予稿集へのアクセス権を含めて、会員3,500円、非会員4,500円、学生2,000円
	 〇当日受付の場合／プログラム集・予稿集へのアクセス権を含めて、会員も非会員も5,000円、学生は3,000円
	 ※学生（学部学生、専任職を有しない大学院生）の場合、弘前研究大会ウェブサイトで事前申し込みの際に、学

生の欄にチェックを入れ、学生証のコピーをアップロードしてください。
	 ※本学会は、小学校英語教育学会と提携しております。小学校英語教育学会会員の方は、全国英語教育学会会

員でなくても、会員と同額（事前申し込み：3,500円	当日受付：5,000円）になります。

申 し 込 み の
変更や取り消し

	 参加申し込み締切後のご変更やお取り消しに関しましては、申し込みの際にウェブサイトの「キャンセルに
ついて」をご参照いただき、【参加登録】【弁当】【懇親会】【宿泊】【託児コーナー】の各キャンセルポリシーにつ
いて必ずご確認の上、ウェブサイト上のフォームから変更をお願いいたします。ご不明な点等ございました
ら、旅行会社（JTB青森支店）へお電話（017-722-4434）またはFAX（017-715-0965）にてご連絡ください。

派 遣 申 請 書	 大会出席の派遣申請が必要な方は、依頼先・住所・氏名を明記の上、所属長名を付記して、返信用封筒に宛先を
記入し、切手を貼付けの上、大会事務局までお申し込みください。

学生会員の大会
参 加 助 成 制 度

	 本大会には、学生会員の大会参加助成制度があります。詳しくは、全国英語教育学会の制度概要・応募要領を
ご確認ください（http://bit.ly/gakuseijosei）。

青森県観光連盟大規
模MICE（学術会議等
のコンベンション）
開催費助成金申請へ
のご協力のお願い

	 本研究大会は、青森県並びに弘前市に開催費助成金の交付を申請する予定となっておりますが、その際、宿泊
者リスト（宿泊者氏名、所属先、宿泊場所）の提出が義務付けられております。これは、個人情報に該当するも
のとなりますが、提出先である弘前観光コンベンション協会からは、助成金交付申請の審査以外の目的には
使用しない旨、確約を得ています。参加者の皆様におかれましては、本研究大会の円滑な運営のため、宿泊者
情報のご提供に何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

発表要領

発 表 者 の 資 格	 個人会員の発表資格
	 （1）	2019（平成31）年2月末までに、全国英語教育学会に会員登録し、2018（平成30）年度分会費を納入してい

ることが必要です。
	 （2）	共同研究では、代表者が上記の条件を満たし、かつ、他の発表者全員が、発表申し込み締切日までに、全国

英語教育学会に会員登録し、会費を納入していることが必要です。共同研究代表者は、共同研究者の会員
登録と会費納入が発表申し込み締切日までに完了されていることを、責任を持ってご確認ください。

	 （3）	研究大会の実行委員会においても、発表申し込み終了時点で、研究発表・事例報告の発表申し込み者全員につ
いて、全国学会事務局の会員名簿によって、資格審査を行います。その結果、共同研究の場合も、共同研究発表
者としての資格を有していないと判明した場合、共同研究それ自体の発表ができませんので、ご留意ください。

自 由 研 究 発 表・
事例報告の申し込み

	（1）	発表申し込みは「全国英語教育学会第 45 回弘前研究大会」ウェブサイト http://jaselehirosaki.sakura.
ne.jp/JASELEHirosaki2019/index.html の「発表申し込み」のページから行ってください。書式に従って、



発表題目、その他必要事項を記入し、5 月 17 日（金）23 時 59 分までに申し込んでください。内容を審査の
上、発表申し込みが採択された場合には要旨をウェブサイトで公開いたします。なお、発表申し込み後は
発表題目等を一切変更できませんのでご留意ください。

	 （2）	発表は、種別を問わず 2 件まで可能ですが、発表代表者には 1 回しかなれません。但し、フォーラム、シン
ポジウムなどは含みません。

	 （3）発表要旨の作成に当たって
	 	 ①ウェブサイト上の発表申し込みフォームに書き込んでください。
	 	 ②日本語は400字以内、英文は250words程度（ともにタイトルや所属は含まない）でお願いいたします。
	 	 ③写真や図は入れられません。
	 	 ④発表タイトルおよび要旨は、発表言語に合わせてください。
	 	 ⑤要旨はウェブ上で公開されます。
	 （4）発表カテゴリーは下記のようになっております。
	 	 　　A.	種類　自由研究発表　事例報告
	 	 　　B.	形態　口頭発表　　　ポスター発表　　　いずれでもよい
	 （5）発表の日時の指定は受け付けませんのでご了承ください。

大会予稿集原稿
作 成 要 領

	 （1）	当日配布するハンドアウトの代わりとして大会予稿集（ウェブ版）を作成します。発表内容を執筆要領に
従って、A4用紙2枚（厳守）で作成してください。

	 （2）	発表内容を作成する際には、自身の研究内容と他の研究者の研究内容とが明確に区別されるように記載
してください。特に、自身の研究が他の研究者の研究と密接な関係にある場合（例えば、共同研究で行った
内容を改めて個人で発表する場合）、その旨を原稿の中（本文及び引用文献）で明確に記載したり、必要で
あれば事前に発表内容に関して当該研究者の了解を得たりして、他の研究者の知的財産権を侵害しない
ように配慮してください。

	 （3）	原稿は弘前研究大会ウェブサイトのフォームを使用してご送付ください。
	 （4）	予稿集原稿作成に関するお問い合わせは、弘前研究大会ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」をご利

用ください。
	 （5）	予稿集の執筆要領は、弘前研究大会ウェブサイトに掲載しますのでご覧ください。執筆要領に従っていな

い原稿は、編集委員会で修正、あるいは執筆者に差し戻されることがあります。
	 （6）	弘前研究大会では発表予稿集をpdfファイルとして大会ウェブサイトに掲載いたします。
	 （7）	予稿集のウェブ上での公開に伴い、図表（特に写真）の掲載について、著作権等の取り扱いには十分ご注意

ください。また写真に写り込んだ生徒や学生・教員などの顔、書籍の書影やアプリの写真などについて、執
筆者の責任で許諾を取る、写真等の加工をしておく等、必要な手続きをとってください。

	 （8）ウェブ上に公開される予稿原稿はカラー表示されます。
	 	 予稿集原稿提出締切日：2019（令和元）年6月14日（金）

発 表 要 領	（1）	自由研究発表・事例報告は、発表・報告時間 20 分、質疑応答 5 分、計 25 分です。司会者はつきません。進行
の補助をするタイムキーパーがつきます。

	 （2）	自身が関わっている著書や教材等の宣伝チラシや、自身が関わっている研究会等の案内チラシなどの配
布や、スクリーンでの紹介・案内行為については、原則、認められていません（賛助会員による発表は除
く）。ただし、発表内容に関連して自身が関わっている著書・教材・研究会等に補足的に触れることは、営利
目的でない限り、認められます。

	 （3）	ポスター発表は、あらかじめ指定された時間帯（コアタイム）に 60 分間ポスター前にて発表・質疑応答を
お願いします。

	 （4）	予稿集のための原稿を作成する場合と同様、自身の研究内容と他の研究者の研究内容とが明確に区別さ
れるように発表してください。特に、自身の研究が他の研究者の研究と密接な関係にある場合（例えば、共
同研究で行った内容を改めて個人で発表する場合）、その旨を発表の中で明確に説明したり、必要であれ
ば事前に発表内容に関して当該研究者の了解を得たりして、他の研究者の知的財産権を侵害しないよう
に配慮してください。



大会日程概要 ※

8月16日（金） 開催場所

13:00～ 14:15 紀要編集委員会 創立50周年記念会館

14:30～ 17:30 理事会 創立50周年記念会館

8月17日（土）
8:00～ 受付 創立50周年記念会館エントランス

9:00～ 9:20 開会行事 創立50周年記念会館みちのくホール

9:20～ 9:30 発表者・タイムキーパー係集合 総合教育棟各発表会場

9:30～ 10:55 自由研究発表・事例報告 総合教育棟

①9:30-9:55　②10:00-10:25　③10:30-10:55

11:10～ 12:30 特別講演 創立50周年記念会館みちのくホール

12:30～ 13:45 昼食

12:40～ 13:40 大学生・大学院生フォーラム 総合教育棟

13:35～ 13:45 発表者・タイムキーパー係集合 総合教育棟各発表会場

13:45～ 15:40 自由研究発表・事例報告・企業プレゼンテーション 総合教育棟

④13:45-14:10　⑤14:15-14:40　⑥14:45-15:10　⑦15:15-15:40

14:40～ 15:40 ポスター発表コアタイム（13:10掲示開始） 総合教育棟

15:45～ 17:25 課題研究フォーラム・授業研究フォーラム 総合教育棟

　　（1）課題研究フォーラム1年目（北海道、四国）

　　（2）課題研究フォーラム2年目（九州、関東）

　　（3）授業研究フォーラム（中部、中国）

17:35～ 18:15 総会 創立50周年記念会館みちのくホール

19:00～ 21:00 懇親会（先着250名） アートホテル弘前シティ
（弘前市大字大町1-1-2、弘前駅から徒歩1分）

8月18日（日）
9:00～ 受付 創立50周年記念会館エントランス

9:20～ 9:30 発表者・タイムキーパー係集合 総合教育棟各発表会場

9:30～ 11:55 自由研究発表・事例報告 総合教育棟

⑧9:30-9:55　⑨10:00-10:25　⑩10:30-10:55　⑪11:00-11:25　
⑫11:30-11:55

10:25～ 11:55 ワークショップ①～③ 総合教育棟

10:55～ 11:55 ポスター発表コアタイム（9:25掲示開始） 総合教育棟

11:55～ 13:10 昼食

12:10～ 13:10 大学生・大学院生フォーラム 総合教育棟

13:20～ 15:00 シンポジウム 創立50周年記念会館みちのくホール

15:05～ 15:25 閉会行事 創立50周年記念会館みちのくホール

※発表件数など、諸々の事情により、時間帯に多少の変動が生じる場合がございます。詳細は、弘前研究大会ウェブサイトをご参照ください。
　また、必ず後日掲載する大会プログラムにてご確認ください。



プログラム紹介

シンポジウム

日本の英語教育の将来：	
英語教育における「主体的、対話的で深い学び」とは何か？
コーディネーター／長﨑	政浩（高知工科大学）
パネリスト／和泉	伸一（上智大学）・太田	洋（東京家政大学）・峯島	道夫（新潟県立大学）

【シンポジウム概要】社会の変化が人間の予測を超える進展をする中、我が国の学校教育は「主体的、対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）
をキーとなるコンセプトにすえて、未来に備えようとしている。中央教育審議会答申（2016）には「子供たちは、主体的に、対話的に、深く学んでい
くことによって、学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解したり、未来を切り拓くために必要な資質・能力を身に付けたり、生涯に
わたって能動的に学び続けたりすることができる。こうした学びの質に着目して、授業改善の取組を活性化しようというのが、今回の改訂が目指
すところである。」とある。近年の英語の授業では、児童生徒の主体的な活動や実際のコミュニケーション場面を想定した活動が展開されるなど、
他の講義型授業が多い教科に比べるとアクティブであるという側面はあった。一方で、英語教育における「主体的、対話的で深い学び」とは何かと
問われると、まだ十分に共有されたものがあるとは言えないのではないか。英語教育における「主体的、対話的で深い学び」とは何か、そして、その
ためにどのような授業改善が求められるのだろうか。指導内容の見直しに留まらず、学び方や学ぶことの本質、生きていく上で求められる見方や
考え方までを見据えた今回の改訂の方向性について、パネリストのそれぞれの立場からの提案を柱として、参加者からの発言も取り上げながら、
議論をしていきたい。

特別講演

The	Task-based	Lesson
講師／Dr.	Rod	Ellis	（Curtin	University;	Perth,	Australia）

【講演概要】The	talk	begins	by	defining	what	a	 ‘task’	 is	and	distinguishing	a	 task	 from	an	exercise.	 It	 then	provides	a	 rationale	 for	 task-
based	language	teaching	by	explaining	the	importance	of	incidental	and	implicit	language	learning.	The	main	part	of	the	talk	describes	how	
teachers	can	build	a	lesson	around	a	task.	Starting	with	an	example	of	a	lesson	plan	for	a	task-based	lesson,	various	options	for	the	three	
phases	of	a	lesson — the	pre-task	phase,	the	main-task	phase	and	the	post-task	phase — are	described	and	illustrated.	A	task-based	lesson	
provides	opportunities	for	students	to	function	as	learners	in	the	pre-task	and	post-task	phases	and	communicators	in	the	main-task	phase.

Dr.	Rod	Ellis
Rod	Ellis	 is	currently	a	Research	Professor	 in	the	School	of	Education,	Curtin	University	 in	Perth,	Australia.	
He	is	also	a	professor	at	Anaheim	University,	a	visiting	professor	at	Shanghai	International	Studies	University	
as	part	of	China’s	Chang	Jiang	Scholars	Program,	and	an	Emeritus	Professor	of	the	University	of	Auckland.	
He	 is	a	 fellow	of	 the	Royal	Society	of	New	Zealand.	His	published	work	 includes	articles	and	books	on	
second	 language	acquisition,	 language	teaching	and	teacher	education.	His	 latest	books	are	Reflections on 
Task-based Language Teaching	（Multilingual	Matters,	UK）	and	 Introducing Task-based Language Teaching	

（TEFLIN,	Indonesia）.	He	has	held	university	positions	in	six	different	countries	and	has	conducted	numerous	
consultancies	and	seminars	throughout	the	world.

ワークショップ

（1）英語授業におけるICTの活用	 講師／吉田	晴世（大阪教育大学）	
（2）スピーキングの評価と指導	 講師／高田	智子（明海大学）
（3）実践論文の書き方	 講師／今井	理恵（新潟医療福祉大学）



大学生・大学院生フォーラム

【1日目】大学生・大学院生のための交流の場	 司会：森	好紳（白鴎大学）
【2日目】大学生・大学院生のための文献調査支援セミナー	 講師：細田	雅也（東京都市大学）

フォーラム

（1）課題研究フォーラム1年目：北海道、四国
〈北海道〉タイトル：中学校におけるコミュニケーションタスクの実践－教科書に対応した活動の開発と授業展開－
　コーディネーター：山下	純一（函館工業高等専門学校）
　提案者：志村	昭暢（北海道教育大学）・臼田	悦之（函館工業高等専門学校）・小野	祥康（北海道教育大学附属旭川中学校）

〈四国〉タイトル：特別支援教育的視点を取り入れた英語授業
　コーディネーター：多良	静也（高知大学）
　提案者：	鈴木	恵太（岩手大学）・柴田	あすか（高知市立城北中学校）・上岡	清乃（北里大学）・	

堂元	文（高知県立高知西高等学校）
（2）課題研究フォーラム2年目：九州、関東

〈九州〉タイトル：アクティブラーニングを考える－「対話的な学び」を活性化する教育実践－
　コーディネーター：柳井	智彦（大分大学）
　提案者：甲斐	しのぶ（大分市立坂ノ市中学校）・石橋	俊（佐賀県立小城高等学校）・土屋	麻衣子（福岡工業大学）

〈関東〉タイトル：	日本人高校生の名詞句把握能力はどのように伸びていくのか第2弾	－名詞句把握テストとライティングテ
ストから見えてくること－

　コーディネーター兼提案者：伊藤	泰子（神田外語大学）
　提案者：	鈴木	祐一（神奈川大学）・臼倉	美里（東京学芸大学）	

矢部	隆宜（目白研心中学校・高等学校）・冨水	美佳（東洋大学京北中学高等学校）	
加藤	嘉津枝（日本大学）・砂田	緑（日本大学）・青田	庄真（筑波大学）

（3）授業研究フォーラム：中部、中国
〈中部〉タイトル：英語教育における研究授業後の検討会のあり方について
　コーディネーター：田中	武夫（山梨大学）
　提案者：	藤田	卓郎（福井工業高等専門学校）・髙木	亜希子（青山学院大学）・滝沢	雄一（金沢大学）・永倉	由里（常葉大学）・	

酒井	英樹（信州大学）・清水	公男（文京学院大学）・吉田	悠一（松阪市立久保中学校）・	
山岸	律子（白山市立美川中学校）・宮崎	直哉（掛川市桜ヶ丘中学校）・河合	創（福井市立大東中学校）

〈中国〉タイトル：「深い学び」を実現する英語授業
　コーディネーター：樫葉	みつ子（広島大学）
　提案者：西原	美幸（広島大学附属小学校）・若本	綾子（竹原市立吉名学園）・着藤	文恵（吉野川市立鴨島東中学校）



弁当・懇親会・宿泊・託児コーナーの申し込み

申し込み方法の詳細は、同封の「大会参加・弁当・懇親会・宿泊・託児コーナーのご案内」をご覧ください。

■ 懇親会
アートホテル弘前シティ（〒 036-8004	弘前市大字大町 1-1-2、弘前駅から徒歩 1 分）にて、会費 7,000 円（学生 4,000 円）で懇親
会を開催いたします。規定の人数に達し次第締め切らせていただきます。当日受付（若干名）も行う予定ですが、人数に限りがあり
ますので、事前申込をお勧めいたします。

■ 弁当
1 日目および 2 日目の弁当（お茶付き）1,000 円の事前申し込みを受け付けます。1 日目と 2 日目の弁当の内容は変わります。当日
は弘前大学の学食及びコンビニも営業しておりますが、会場周辺には食事を取れる場所が少ないため、事前の申し込みをお勧め
します。

■ 宿泊
JTB青森支店にてホテル斡旋を行っておりますので、ウェブサイトの「宿泊申し込みフォーム」よりお申し込みください。

■ 託児コーナー
弘前大学大学会館内に託児コーナーを設置いたします。詳細は弘前研究大会ウェブサイトにてご案内いたします。ご利用をご希
望の方は、ウェブサイトのフォームから必ず事前申し込みを行ってください。事前申し込みのないお子様のお預かりはできませ
んので、7月5日（金）23:59までに必ず「託児所利用申し込みフォーム」よりお申し込みください。

連絡先

■ 発表申し込み先
弘前研究大会ウェブサイト「発表申し込み」のページからお申し込みください。

■ 大会参加・弁当・懇親会・宿泊・託児コーナー申し込み先
弘前研究大会ウェブサイトの当該申し込みページよりお申し込みください。

■ 大会予稿集原稿送付・問い合わせ先
・	予稿集原稿は、研究発表のお申し込み後に事務局よりお送りする電子メールをご確認いただき、弘前研究大会ウェブサイト専用

フォームにてご送付ください。
・	予稿集原稿についてのお問い合わせは、弘前研究大会ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、下記のメー

ルアドレス宛てにお願いいたします。

■ 大会問い合わせ先：大会事務局
〒030-0196	青森市合子沢山崎153-4

青森公立大学　経営経済学部　丹藤	永也

e-mail:	jaselehirosaki2019@gmail.com



会場アクセス

■ JR弘前駅までの主なアクセス

【飛行機】

青森空港まで

○	羽田空港からJALで約80分。

○	新千歳空港からJALで約45分、ANAで約55分。

○	伊丹空港からJALで約90分、ANAで約105分。

○	名古屋小牧空港からはFDAで約80分。

青森空港からJR弘前駅まで弘前行空港連絡バス乗車で約60分。

【新幹線】

新青森駅まで

○	東京駅から東北新幹線で約3時間10分。

新青森駅からJR弘前駅まで奥羽本線上り（弘前・東能代方面）で約45分。

■ JR弘前駅から弘前大学までのアクセス

【バス】

JR弘前駅前（中央口）【3番のりば】または弘前バスターミナル

「小栗山・狼森線」、「自衛隊（富田大通り経由）」、「学園町線」のいずれかに乗車

「弘前大学前」で下車

【タクシー】JR弘前駅前から約5分

【徒歩】約20分


