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第40回　徳島研究大会 
全国英語教育学会  

　下記の要領により、徳島研究大会を開催いたしますので、ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

なお、大会案内、大会プログラム（７月上旬発表予定）、その他大会関連事項は、全国英語教育学会徳島研究大会

のウェブサイト上で随時発表いたします。（徳島研究大会ウェブサイト　http://jasele40.shikokueigo.org）

平成２６年４月１日　

全国英語教育学会会長　　卯城　祐司（筑　波　大　学）

　　　　  大 会 実 行 委 員 長　　伊東　治己（鳴 門 教 育 大 学）

    大 会 実 行 副 委 員 長　　古田　八恵（四　国　大　学）

　　　　研 究 大 会 事 務 局 長　　山森　直人（鳴 門 教 育 大 学）

■期　　　　日　　平成２６年（２０１４年） ８月９日（土）・１０日（日）

■会　　　　場　　徳島大学　常三島キャンパス（総合科学部）(http://www.tokushima-u.ac.jp/access/)

　　　　　　　　　〒７７０−８５０２　徳島市南常三島町１丁目１番地

■主　　　　催　　全国英語教育学会

　　　　　　　　　（地区学会：北海道英語教育学会・東北英語教育学会・関東甲信越英語教育学会・

　　　　　　　　　中部地区英語教育学会・関西英語教育学会・中国地区英語教育学会・

　　　　　　　　　四国英語教育学会・九州英語教育学会）

■後　　　　援　　徳島県教育委員会・徳島市教育委員会・鳴門市教育委員会・

　　　　　　　　　徳島県高等学校教育研究会・徳島県中学校教育研究会英語部会・

　　　　　　　　　徳島県小学校教育研究会外国語活動部会

■担当地区学会　　四国英語教育学会

内案ご
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１．参　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。

　

２．参　加　申　込　：　参加を希望されている方はできるだけ事前に申込みをお願い致します。申込みの際

は、同封の「大会参加・お弁当・懇親会・宿泊・託児コーナーのご案内」をご参照の

うえ、徳島研究大会ウェブサイトを通してお申込み下さい。自由研究・事例発表・ポ

スター発表を申込まれた方、および、各種フォーラム・ワークショップ・シンポジウ

ムの提案者も大会参加の手続きが必要となります。

　

３．参加申込締切日　：　 参加申込期日は平成２６年７月４日（金）です。

　

４．参　　加　　費　：　・事前申込みの場合：大会予稿集も含めて、会員３,５００円、非会員４,５００円、学生

２,０００円

　　　　　　　　　　　　・当日受付の場合：大会予稿集も含めて、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、事前申込みの場合は学生証

のコピーを Fax［ ０８８−６２２−６３１３・日本旅行徳島支店西村宛］で送ること。当

日受付の場合には、受付で学生証を提示すること。）

　

５．参加キャンセル　：　徳島研究大会ウェブサイトを通して手続きをお願い致します。参加キャンセルの場

合、納入済み参加者につきましては以下のように取り扱いますので、あらかじめご了

承ください。

　　　　　　　　　　　　　日本旅行徳島支店へ７月２５日（金）までにインターネット上でキャンセルの手続き

がなされた場合のみ大会参加費の半額をご返金いたします。それ以降の参加キャン

セルの場合大会参加費を返却できません。但し、いずれの場合も大会予稿集を郵送

いたします。

　

６．派 遣 申 請 書　：　 大会出席の派遣申請書が必要な方は、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。

領要加参

領要表発

１．発 表 者 の 資 格　：　 個人会員の発表資格

　１）平成２６年２月末までに、全国英語教育学会に会員登録し、平成２５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、発表申込み期限期日までに、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込み締切期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、発表申込み終了時点で、研究発表・事例報告の発表申込み者全員につ

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、「共同研究自体の発表はできません」ので、ご留意

ください。
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２． 自由研究発表者・事例報告の申込

　１）発表申込みは全国英語教育学会徳島研究大会ウェブサイト http://jasele40.shikokueigo.org の「発表申

込」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１６日（金）

までに申込んでください。要旨は大会プログラム作成のために用いられ、徳島研究大会ウェブサイトで公

開されます。なお、発表申込後は発表題目等を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、発表代表者には一回しかなれません。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　申込時に指定のフォームに書き込んでください。

　　②　日本語（４００字以内、タイトルや所属を含まない）、英文 (２５０ words 程度 )

　　③　写真や図は避けてください。

　　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。

３．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）予稿集原稿提出締切日：　 ６月１３日（金）

　３）原稿の送付：徳島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、徳島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徳島研究大会ウェブページに掲載しますのでご覧ください。

４．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）ポスター発表（１日目）は、あらかじめ指定された時間帯（前半あるいは後半）で６０分間ポスター前に

て発表・質疑応答をお願いします。

５．その他

　　　大会プログラムは７月上旬に徳島研究大会ウェブサイトにて公開する予定です。本案内の日程や課題研究

フォーラム、授業研究フォーラム等のタイトル、提案者は４月時点のものです。最終内容は、大会プログラ

ムでご確認ください。
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　１３：００〜１４：１５　　　紀要編集委員会（徳島大学）

　１４：３０〜１７：３０　　　理事会（徳島大学）

     

　８：３０〜　　　　　　受　付

　９：００〜９：２０　　　開会行事（大ホール）

　９：２０〜９：３０　　　発表者・タイムキーパー係集合（各発表会場）

　９：３０〜１１：５５　　　自由研究発表・事例報告

　　　　　　　　　　　　①９：３０〜９：５５　②１０：００〜１０：２５　③１０：３０〜１０：５５　

　　　　　　　　　　　　④１１：００〜１１：２５　⑤１１：３０〜１１：５５

　１１：００〜１４：００　　　ポスター発表［コアタイム：前半１１：００〜１２：００、後半１３：００〜１４：００］

　１２：００〜１３：００　　　昼食

　１２：１０〜１２：５０　　　大学生・大学院生フォーラム

　１２：５０〜１３：００　　　発表者・タイムキーパー係集合（各発表会場）

　１３：００〜１４：２５　　　自由研究発表・事例報告

　　　　　　　　　　　　⑥１３：００〜１３：２５　⑦１３：３０〜１３：５５　⑧１４：００〜１４：２５

　１４：４０〜１６：２０　　　課題研究フォーラム・授業研究フォーラム（１００分）

　　　　　　　　　　　　①課題研究フォーラム２年目（九州、東北）

　　　　　　　　　　　　②課題研究フォーラム１年目（中部、関東甲信越）

　　　　　　　　　　　　③授業研究フォーラム（中国、関西）

　１６：３０〜１７：１０　　　総会（４０分）

　１８：３０〜２０：３０　　　懇親会（会場：ザ・ グランドパレス徳島　３Ｆ）

　９：００〜　　　　　　受付

　９：２０〜９：３０　　　発表者・タイムキーパー係集合（各発表会場）

　９：３０〜１１：５５　　　自由研究発表・事例報告

　　　　　　　　　　　　⑨９：３０〜９：５５　⑩１０：００〜１０：２５　⑪１０：３０〜１０：５５　

　　　　　　　　　　　　⑫１１：００〜１１：２５　⑬１１：３０〜１１：５５

　１０：３０〜１２：００　　　ワークショップ（９０分）

　１１：００〜１４：００　　　ポスター発表［午前中に掲示のみ］

　１２：００〜１３：００　　　昼食 

　１２：１０〜１２：５０　　　大学生・大学院生フォーラム

　１２：５０〜１３：００　　　発表者・タイムキーパー係集合（各発表会場）

　１３：００〜１３：５５　　　自由研究発表・事例報告

　　　　　　　　　　　　⑭１３：００〜１３：２５　⑮１３：３０〜１３：５５　

　１４：１０〜１６：１０　　　シンポジウム（１２０分）

　１６：１０〜１６：３０　　　閉会行事（大ホール）

８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日））））））））））））））８月１０日（日）

　※発表件数など諸々の事情により、時間帯に多少の変動が発生する場合がございます。詳細は徳島研究大会ウェブサイ

トをご参照いただき、後日掲載する大会プログラムにてご確認ください。

８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（金金金金金金金金金金金金金金））））））））））））））８月８日（金）

要概程日会大

８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月９９９９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土））））））））））））））８月９日（土）
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　１．佐賀の英語教育―小中高の接続を考える―（九州英語教育学会）

　　　　・コーディネーター　　田中　彰一（佐賀大学文化教育学部）

　　　　・提　案　者　　　　　眞崎　　新（佐賀大学文化教育学部附属小学校） 

　　　　　　　　　　　　　　　永田　康子（佐賀大学文化教育学部附属中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　横山　千晴（佐賀大学文化教育学部附属中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　日吉　敬子（鳥栖市立鳥栖中学校） 

　　　　　　　　　　　　　　　早瀬　博範（佐賀大学文化教育学部）

　２．初層教員の現場に対応したＣＬＴ実践に向けての課題と提案 

　　　Enabling beginning teachers to conduct contextually appropriate communicative language teaching　(A 

Proposal Based on Practice)（東北英語教育学会）

　　　　・コーディネーター兼提案者　　James M. Hall （岩手大学）

　　　　・提　案　者　　　　　　　　　山崎　友子（岩手大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芳門　淳一（岩手大学教育学部附属中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規採用の中学校教員（確認中）

　

　１．協同学習に基づく英語授業の可能性と課題―中学，高校及び大学における実践から―

（中部地区英語教育学会）　　　　

　　　　・コーディネーター兼提案者　　大場　浩正（上越教育大学）

　　　　・提　案　者　　　　　　　　　船津　真理（和歌山県紀の川市立貴志川中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松井　市子（新潟県立松代高等学校）

　２．中学英語の定着―卒業までに主語把握はどのくらい出来ているか―（関東甲信越英語教育学会）　　　

　　　　・コーディネーター兼提案者　　金谷　　憲（元東京学芸大学）

　　　　・提　案　者　　　　　　　　　羽山　　恵（獨協大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　美音（所沢市立美原中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告　かおり（十文字中学・高等学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贄田　　悠（坂戸市立城山中学校）

　１．「思考力・判断力・表現力」を伸ばす英語授業の展開（中国地区英語教育学会）

　　　　・コーディネーター　　松浦　伸和（広島大学）

　　　　・提　案　者　　　　　川�　　悟（呉市立天応中学校）

　　　　　　　　　　　　　　　河北　健一（香川県立観音寺中央高校）

　　　　　　　　　　　　　　　端崎　圭一（金沢大学附属中学校）

介紹ムラグロプ

●●●●●●●●●●●●●●課課課課課課課課課課課課課課題題題題題題題題題題題題題題研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究フフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーララララララララララララララムムムムムムムムムムムムムム２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年間間間間間間間間間間間間間間継継継継継継継継継継継継継継続続続続続続続続続続続続続続研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究のののののののののののののの２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年目目目目目目目目目目目目目目●課題研究フォーラム２年間継続研究の２年目

●●●●●●●●●●●●●●課課課課課課課課課課課課課課題題題題題題題題題題題題題題研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究フフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーララララララララララララララムムムムムムムムムムムムムム２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年間間間間間間間間間間間間間間継継継継継継継継継継継継継継続続続続続続続続続続続続続続研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究のののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年年年年年目目目目目目目目目目目目目目●課題研究フォーラム２年間継続研究の１年目

●●●●●●●●●●●●●●授授授授授授授授授授授授授授業業業業業業業業業業業業業業研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究フフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーララララララララララララララムムムムムムムムムムムムムム●授業研究フォーラム
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　２．小学校英語教育における発音とプロソディの指導法（関西英語教育学会）

　　　　・コーディネーター　　今井　裕之（関西大学）

　　　　・指定討論者　　　　　里井　久輝（龍谷大学）

　　　　・提　案　者　　　　　真崎　克彦（兵庫教育大学附属小学校）

　　　　　　　　　　　　　　　山本　玲子（大阪国際大学）

（１日目）　みんなの研究生活　―大学生・大学院生の素朴な疑問―

　　　　・司会　名畑目真吾（筑波大学大学院生），長谷川佑介（筑波大学大学院生）

（２日目）　英語教育の先輩から学ぶランチョントーク

　　　　・司会　清水　　遥（聖徳大学），村尾　玲美（名古屋大学）

　　　　・講師　堀田　　誠（山梨大学教育人間科学部附属小学校）

　１．まとまりのあるライティングの評価法

　　　　・講師　山岡　大基（広島大学附属中・高等学校）
　

　２．スピーキングの指導と評価の充実

　　　　・講師　奥住　　桂（埼玉県宮代町立前原中学校）

　テーマ：「日本の英語教育の将来―大学入試を考える―」

　司会兼シンポジスト　松沢　伸二（新潟大学）

　シンポジスト　　　　磯田　貴道（立命館大学）

　　　　　　　　　　　村岡　直美（徳島県立脇町高等学校）

　　　　　　　　　　　田村　　弘（土佐女子中・高等学校）

シ ン ポ ジ ウ ム の 背 景 と 趣 旨
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　これまで日本の大学入試について多くの議論がなされてきましたが、最近の政府関係機関による提案は抜

本的な改革を迫るものです。

　教育再生実行会議が平成２５年１０月に公表した「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在

り方について（第四次提言）」は、大学入試問題での TOEFL 等の外部語学検定試験の活用を提案しました。

これを受けた「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」（文部科学省、平成２５年１２月）は、「大学

入試においても４技能を測定可能な英検、TOEFL 等の資格・検定試験等の活用の普及・拡大」と示していま

す。続く平成２６年２月２６日に開催された「英語教育の在り方に関する有識者会議」の初会合では、委員の

一人が、「今後の国際的な経済状況を考えると、英文読解が中心の大学入試を改め、TOEFL に一本化すべき

だ」という旨の発言をしています。

　大学入試問題は入学者を適切に選抜するものであると同時に、高校と大学のそれぞれの学びを充実させる

ものであるべきです。本シンポジウムではそのような大学入試問題はいかにあるべきか、国立大学・私立大

学・公立高校・私立高校の教員４名のシンポジストが、各自の視点から提案し、会場を交えた議論を展開し

たいと考えています。

　大学入試で評価する学力を、いわゆる「実用的な英語力」ではなく、「学術的読み書き能力」（academic 

literacies）と捉えた場合、それは英語一言語のものか、英日二言語のものか。それはこれまでのように、読

む力、書く力中心でよいか、それともグローバル化に対応して聞く力・話す力を含むべきか。評価対象の英

語力をどのように測るべきか。直接測定か間接測定か。本シンポジウムでは、国立大と私立大の個別学力試

験問題等を検討して、これらの課題について理解を深めたいと思います。
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−７−

　会場内に託児コーナーを設置します。詳細は徳島研究大会ウェブサイトにてご案内いたします。

内案ごのーナーコ児託

先絡連

　１．発表申込先

　　　　徳島研究大会ウェブサイト「発表申込」のページからお申込みください。

　２．大会参加・お弁当・懇親会・宿泊・託児コーナー申込先

　　　　徳島研究大会ウェブサイトよりお申込みください。

　３．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、徳島研究

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、徳島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にお願いいたします。
　

　　　大会問い合わせ先：大会事務局

　　　　〒７７２−８５０２　鳴門市鳴門町高島字中島７４８

　　　　　　　　　　　鳴門教育大学　英語教育研究室内

　　　　　　　　　　　山森　直人

　　　　　　　　　　　E-mail: toiawase@shikokueigo.org

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

　１．懇親会

　　　　ザ・グランドパレス徳島にて会費７,０００円で懇親会を開催いたします。徳島の美味しい料理、阿波踊り

の実演等をお楽しみいただけます。事前の申込のみ先着２５０名で締切らせていただきます。

　２．宿　泊

　　　　大会事務局による取扱いはございません。日本旅行徳島支店よりホテル斡旋を行っておりますのでご相

談ください。

　３．弁　当

　　　　１日目及び２日目の弁当（お茶つき）１,０００円の事前申込を受付します。１日目と２日目の弁当内容は

変わります。周辺には食事を取れる場所が少ないため、事前のお申込をお勧めします。

み込申の当弁・泊宿・会親懇
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　４．会場へのアクセス

　　　�羽田からは JAL と ANA で、

　　　　福岡からは JAL で徳島阿波おどり空港へ

　　　�徳島阿波おどり空港より徳島駅行きバス

　　　�名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島

　　　　からは徳島行き高速バスが便利

　　　�徳島駅より市内バス、タクシー、徒歩で

鳴門教育大学
附属小学校

徳島県立城東高等学校

徳島阿波おどり
空港

航空機利用の
場合

約1時間10分 バス約30分

約1時間30分

東京

福岡

徳島阿波おどり
空港

ＪＲ徳島駅常三島キャンパスへ
は途中の「徳島大学
前」で下車できます。

明石海峡大橋・淡路島経由　約１時間50分〜２時間50分

約８時間40分（浜町町経由）

高松・松山・高知
約２時間〜３時間

京都・神戸・大阪
関西空港方面

ＪＲ徳島駅

地下鉄
電車

約1時間
フェリー
約2時間

徳島市バス
約20分

ＪＲ大阪駅 和歌山港難波 徳島港 ＪＲ徳島駅

約1時間
瀬戸大橋経由

ＪＲ岡山駅 ＪＲ高松駅
約1時間10分

高徳線

ＪＲ徳島駅

鉄道利用の
場合

フェリーボートの
場合

バス利用の
場合

東京

　５．会場までの略図

　　　徳島大学ホームページ

　　　http://www.tokushima-u.ac.jp/

　　　access/shinkura_josanjima/ を

　　　ご覧ください。

　６．会場の駐車場

　　　　徳島大学には当日駐車スペース

がありません。鳴門教育大学附属

小学校、城東高校の臨時駐車場が

ご利用いただけますが、なるべく

公共交通機関や近隣の有料駐車場

をご利用ください。


