
開始 終了 部門 内容 発表者（所属等） 司会者（所属等）

8:30 9:15 ― 発表者準備（接続・映像・スライド・音声等の確認）※発表者・関係者のみ接続してください ――― ―――

9:15 9:30 ― 展示予定賛助会員準備（ＣＭ映像の試行など）※賛助会員のみ接続してください ――― ―――

9:30 ― 参加者接続開始 ――― ―――

9:35 9:40 ― 開会宣言 藤尾美佐（JACET関東支部長） ―――

10:50 11:00 展示 賛助ＬＴ（ライトニング・トーク）１ 株式会社　金星堂 ―――

11:00 11:30 実践報告
Google DriveをePortfolioとして活用した

ポイント制英語自主学習システムの実践

飯野厚

（法政大学）

山口高領

（秀明大学）

11:30 12:00 ― 支部総会 奥切恵（JACET関東支部事務局幹事） ―――

12:00 13:00 ― 昼食休憩 ――― ―――

13:00 13:30 研究発表
理系大学院生の英語科学技術論文における代名詞の使用

―国際ジャーナルとの比較から―

小屋多恵子

（法政大学）

荊紅涛

（関東学院大学）

13:30 13:40 展示 賛助ＬＴ２ アバックス株式会社 ―――

13:40 14:10 研究発表
コーパス言語学は司法英語教育とEMIにどう貢献できるのか

―類義語を例に取って―

鳥飼慎一郎

（立教大学・名誉教授）

河内山晶子

（明星大学）

14:10 14:20 ― 休憩 ――― ―――

14:20 14:35 SIG紹介：授業学研究会（関東）
馬場千秋（帝京科学大学）

林千代（国立音楽大学）
―――

14:35 14:50 SIG紹介：ESP Kanto Chapter

Shi, Jie (The University of Electro-Communications)

Hashimoto, Shin’ichi (Tokai University)

Nishikawa, Megumi (Tokai University)

―――

14:50 15:00 ― 休憩 ――― ―――

15:00 15:30 研究発表
From Information Service to Ad-hoc Instruction:

Multimodal L2 Talk-in-Interaction at a Railway Station

Brown, Ivan

(Joetsu University of Education)

小張敬之

（青山学院大学）

15:30 15:40 ― 休憩 ――― ―――

15:40 16:10 研究発表
Assessing English as a Lingua Franca in an Academic Context:

An ELF-aware Approach

Nakamura, Yuji

(Keio University; Professor Emeritus)

伊藤泰子

（神田外語大学）

16:10 16:20 ― 休憩 ――― ―――

16:20 16:50
賛助会員

発表

英語プレゼンテーションに使える！

即時フィードバックを実現するルーブリック評価ツールのご紹介

藤原茂雄（株式会社 内田洋行）

須藤綾子（株式会社 内田洋行）

西山康一（株式会社 インフィニテック）

―――

16:50 17:00 展示 賛助ＬＴ３ 公益財団法人　日本英語検定協会 ―――

17:00 17:30 研究発表
小学校外国語科における語彙・辞書指導に関する一考察

―小学校現職教員対象の全国調査結果が示唆すること―

中山夏恵（文教大学）

土屋佳雅里（早稲田大学・非常勤講師）

山口高領（秀明大学）

清田洋一

（明星大学）

17:30 17:40 ― 初日閉会挨拶 山口高領（秀明大学） ―――

18:00 19:00 ― 意見交換会

第13回（2020年度）JACET関東支部大会

―――

DAY 1

---2020/08/29 (Sat.)---

SIG発表Ａ

EAPプログラム実践ヒント集

―基礎からICTを利用した応用スキルまで―

安西弥生（青山学院大学・非常勤講師）

河野円（明治大学）
9:40 10:50

ワーク

ショップ

危機の時代と変わりゆく英語教育

Changing English Education in Times of Crisis



開始 終了 部門 内容 発表者（所属等） 司会者（所属等）

8:30 9:15 ― 発表者準備（接続・映像・スライド・音声等の確認）※発表者・関係者のみ接続してください ――― ―――

9:15 9:30 ― 展示予定賛助会員準備（ＣＭ映像の試行など）※賛助会員のみ接続してください ――― ―――

9:30 ― 参加者接続開始 ――― ―――

9:40 10:10 実践報告
新学習指導要領に基づくCLIL授業の実践

―英語科と情報科のコラボ授業―

細喜朗

（早稲田大学本庄高等学院）

鈴木彩子

（玉川大学）

10:10 10:20 ― 休憩 ――― ―――

10:20 10:50 実践報告 2 step翻訳
木村美由紀

（東京慈恵会医科大学・非常勤講師）

佐竹由帆

（駿河台大学）

10:50 11:00 展示 賛助ＬＴ４ 株式会社　アルク ―――

11:00 11:30 実践報告
英文パラグラフにおける一貫性構築の指導

―持続可能な開発目標(SDGｓ)タスクによる語彙の多様性構築―

中谷安男

（法政大学）

小屋多恵子

（法政大学）

11:30 13:00 ― 昼食休憩 ――― ―――

14:10 14:20 展示 賛助ＬＴ５ 株式会社　朝日出版社 ―――

14:20 14:50 SIG発表Ｂ
授業学研究会（関西）

授業改善評価フォーマットの考察

村上裕美

（関西外国語大学短期大学部）
―――

14:50 15:00 展示 賛助ＬＴ６ 株式会社　内田洋行 ―――

15:00 15:30 実践報告
再履修クラスにおけるオーラルプレゼンテーション活動

―発表にむけた足場づくり―

峰松和子

（跡見学園女子大学）

長田恵理

（國學院大學）

15:30 15:40 展示 賛助ＬＴ７ 株式会社　三修社 ―――

15:40 16:10 研究発表
高大連携・産学連携によるICTを用いた

高校生英語やりとりスピーキング教育の縦断的研究

望月圭子（東京外国語大学）

張正（リンガハウス教育研究所）

星澤美衣（株式会社 産経ヒューマンラーニング）

チホネンコ・マキシム（東京外国語大学・大学院生）

奥切恵

（聖心女子大学）

17:30 17:40 ― 閉会挨拶 藤尾美佐（東洋大学） ―――

18:00 19:00 ― 意見交換会

大会委員長：　　  

―――

第13回（2020年度）JACET関東支部大会

賛助会員

発表

TOEIC®L&Rテストを教えることの振り返り

―リフレクティブ・プラクティスを用いて―

関戸冬彦

（白鵬大学）
13:00 14:10

Changing English Education in Times of Crisis

危機の時代と変わりゆく英語教育

審査委員会：

大会運営委員会: 新井 巧磨（委員長・早稲田大学）、伊藤 泰子（神田外語大学）、遠藤 雪枝（静岡英和学院大学）、大矢 政徳（目白大学）、大和田 和治（立命館大学）、奥切 恵（聖心女子大学）、

小張 敬之（青山学院大学）、清田 洋一（明星大学）、荊 紅涛（関東学院大学）、河内山 晶子（明星大学）、小屋 多恵子（法政大学）、斎藤 早苗（東海大学）、佐竹 由帆（駿河台大

学）、佐野 富士子（常葉大学）、下山 幸成（東洋学園大学）、鈴木 彩子（玉川大学）、鈴木 健太郎（北海道教育大学）、関戸 冬彦（白鷗大学）、田口 悦男(大東文化大学)、辻 るり

こ（神田外語大学）、藤尾 美佐（東洋大学）、Brian Wistner（法政大学）、武藤 克彦（東洋英和女学院大学）、山口 高領（秀明大学）、山本 成代（創価女子短期大学）、渡辺 彰子

（立命館大学）

伊藤 泰子（神田外語大学）、遠藤 雪枝（静岡英和学院大学）、大矢 政徳（目白大学）、菊池 尚代（青山学院大学）、清田 洋一（明星大学）、荊 紅涛（関東学院大学）、河内山 晶子

（明星大学）、斎藤 早苗（東海大学）、佐竹 由帆（駿河台大学）、佐藤 健（東京農工大学）、佐野 富士子（常葉大学）、下山 幸成（東洋学園大学）、鈴木 彩子（玉川大学）、鈴木

健太郎（北海道教育大学）、田口 悦男（大東文化大学）、藤尾 美佐（東洋大学）、Brian Wistner（法政大学）、米山 明日香（青山学院大学）

DAY 2

---2020/08/30 (Sun.)---

藤尾 美佐（東洋大学）

新井 巧磨（早稲田大学）

第13回（2020年度）JACET関東支部大会組織

JACET関東支部特別企画

『オンライン授業の課題と可能性』

古田直肇（東洋大学）

トム・ガリー（東京大学）

下山幸成（東洋学園大学）

大会運営委員長：  

藤尾美佐

（東洋大学）
特別企画16:20 17:30


