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＜注意事項＞ 

1. 参加なさる際には、ご自身のマイクをオフにしてください。 

2. ご質問はチャット機能をご利用ください。発表中いつでも書き込むことができます。

できるだけ皆様のご質問にお答えいただけるような進行に努めますが、時間の制限に

よりできない場合もございますことをご了承ください。 

3. ヘッドセットまたはイヤホンをご利用いただくとより良い音でご参加いただけます。 

4. Web会議の URLは公開しないでください。 

5. 録画、録音等をしないでください。 

6. Zoomにて表示されるお名前は、本名でアルファベット表記にしてください。 

 

  



 

Call for Papers 

JACET-KANTO Journal Vol. 8（JACET 関東支部紀要 第 8 号） 

■原稿締切日：2020 年 8 月 31 日（月）23:59 JST   

■原稿分量：A4 判横書き、英文 abstract、keywords、図、文献などを含めて 

計 20 枚以内（日・英とも） 

■応募手順： 

１．支部ホームページ上の「JACET-KANTO Journal Vol. 8 Call for papers」（5 月更新予定）

をご確認ください（Refer to: http://www.jacet-kanto.org/）。 

２．「申し込みフォームへ」をクリックし、応募手続きを始めてください。 

３．“JACET-KANTO Journal Online Submission Form” の必要事項を入力してください。 

４．Form 上の “Attachment” にて、所定テンプレートによる応募原稿（データファイル）

を「オンライン提出」してください。 

５． Form 上の “Submit” をクリックし、応募手続きを完了してください。 

■紀要発行日：2021 年 3 月 31 日（水）（予定） 

2020 年度より締切日が 8 月 31 日に変更になりました。関東支部大会での発表に基づいた

原稿も大歓迎です。皆様からのご投稿をお待ちしております！ 
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大学英語教育学会（JACET）関東支部長 

藤尾 美佐（東洋大学） 

御挨拶 

第 13 回（2020 年度）JACET 関東支部大会開催に寄せて 

 7 月に入り、先生方にもますますご多忙のことと存じます。 

 想えば今年度は、年度の始めより、新型コロナ感染の急激な拡大、それに伴う学事暦や

授業形態の変更など、激動の半期間だったと言っても過言ではありません。 

 

 そうした中、この第 13 回関東支部大会の実施に関しても、延期や中止を模索する意見も

ありましたが、運営委員の中からも積極的なご支持をいただき、今回オンラインでの開催

に至ったことを、心より嬉しく存じます。 

 

 すでにメールやホームページにてもお知らせしておりますが、今回の大会は、個人発表

を中心に、8 月 29（土）・30 日（日）に WEB 会議システム（ZOOM）にて、実施いたし

ます。（当初、7 月 5 日（日）に帝京科学大学にて開催を予定しておりました、「英語教

育と地域連携：地域から発信するグローバル・メッセージ」に関する基調講演、シンポジ

ウム、会場校企画などは、来年度第 14 回 JACET 関東支部大会にて実施する予定です。） 

 

 これに伴い、本年度の第 13 回大会は「危機の時代と変わりゆく英語教育」を大会テーマ

として、個人発表に加え、関東支部特別企画（「オンライン授業の課題と可能性」をテー

マにしたパネル・ディスカッション）を行います。この「オンライン授業の課題と可能性」

というテーマについては、5 月 23 日（土）にも関東支部で座談会を開催しましたところ、

約 70 名の方にご参加いただき、活発な意見交換がなされました。今回はその座談会をさら

に発展させたものとします。パネリストは座談会の際にも活発なご意見をいただきました、

古田直肇先生（東洋大学）、トム・ガリー先生（東京大学）、下山幸成先生（東洋学園大

学）をお招きし、教員としての課題や試み、大学としての取り組み、そして ICT の今後と

いう視点から情報共有いただく予定です。その際、何よりもフロアとの積極的な意見交換

をできる場にして参りたいと考えております。 

 また、本大会では、SIG の発表も実現できましたことを、新たな一歩として、心より嬉

しく思っております。 
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 改めまして、本支部大会は、初のオンライン大会でもありますので、万が一に備え、以

下の対策を講じております。 

 

１） 混乱がないよう、1 室のみの運営とし、その代わり 2 日に渡って開催する。（これ

により、発表時間のぶつかりがなくなり、すべての発表にご参加いただけます。１

日のみの参加も可能です。） 

２） すべての発表において、司会者（Host）に加えて、Co-host をさらに２名設け、司

会者の回線に万が一の問題が起きた時にも対応できるようにする。 

３） 万が一のために予備の発表スレッド（日曜日の朝とランチタイム）を設ける。 

４） 発表者（希望者）には事前にテスト日程を設ける。（別途連絡いたします。） 

 

 このように、現時点で可能な限り万全の準備をしているとは言え、万が一にも予期せぬ

トラブルが起きました場合には、どうかご理解いただければと存じます。また、今後の大

会に向けて前向きに検討させていただきます。 

 

 末筆となりましたが、今回のこの大会運営に当たりまして、オンラインでの大会を支持

してくださった運営委員の皆様、会員の皆様、発表者の皆様に、衷心より御礼申し上げま

す。また、大会運営委員長であり支部幹事でもある新井巧磨先生（早稲田大学）、副支部

長の山口高領先生（秀明大学）、事務局幹事であり、Google Form その他の運営に携わっ

てくださった奥切恵先生（聖心女子大学）、支部幹事の山本成代先生（創価女子短期大学）、

鈴木彩子先生（玉川大学）、展示をご担当の武藤克彦先生（東洋英和女学院大学）、また

お忙しい中、Host や Co-host の役割も積極的に引き受けていただきました運営委員の先生

方、今回の新たな試みにもご理解とご協力をいただきました賛助会員の皆様にも、改めま

してお礼申し上げます。 

 

どうぞ今後とも、JACET および関東支部の益々の発展に向けてご尽力いただけますよう、

宜しくお願い申し上げます。 
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大学英語教育学会（JACET）関東支部会員各位 

 

大学英語教育学会（JACET）会長  

寺内 一（高千穂大学学長） 

 

御挨拶 

 

 日頃の学会活動にご参加いただきましてありがとうございます。 

この度は第 13 回（2020 年度）JACET 関東支部大会が 2020 年 8 月 29 日（土）・30 日（日）

に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。ご存知のように、この 2020 年度の春学

期は新型コロナウイルス感染症の影響で、ほとんどの大学で遠隔授業を余儀なくされまし

た。学会活動も同様で、9 月に同志社大学で実施予定であった JACET 第 59 回国際大会（京

都、2020）も中止せざるを得なくなりました。この感染症に対して、日本だけでなく、全

世界で、われわれがどのように生きていくのか大きく問われる日々が続いておりますが、

それだからこそ、前を向いて歩んでいくべきであることは改めて言うこともありません。 

JACET はその『定款』の第３条（目的）で、「この法人は大学をはじめとする高等教育機

関における英語教育及び言語教育関連の、研究・実践結果の発表の場の提供、大学教員の

表彰、教育現場の調査研究を通じて、日本の大学英語教育の改善及び英語教育に係る研究

の発展に寄与することを目的とする」としています。まさに、未曾有の時代であるからこ

そ、専門家集団である JACET が日本だけでなく世界に向けて知見を出す時であるとも言え

るのではないでしょうか。 

その使命を果たすべく、関東支部は、大会テーマ「危機の時代と変わりゆく英語教育」

のもと、オンライン形式で実施することになりました。藤尾美佐関東支部長のご挨拶にも

ございますが、すべてが初めての体験でもあり、その準備には大変な時間を要したことが

容易に推察されます。支部長の強いリーダーシップのもと、すべての支部研究企画委員の

一致団結なくしては、この支部大会の実施は不可能だったでしょう。そのご尽力に改めて

御礼申し上げます。会員の皆様の研究発表をはじめとした充実したプログラムが準備され

ており、私はもちろん、皆様も期待していらっしゃると思います。 

さて、私の会長としてのご挨拶もこれで６回目となり、３期目の２年目、すなわち、こ

れが最後のご挨拶となります。毎回、申し上げて参りましたが、この関東支部は JACET の

支部としては一番遅い 7 番目の支部として、2006 年 4 月に発足いたしました。それも会員

数が全会員の約 4 割を占める 1000 人を超える JACET 最大規模の支部が誕生したのです。
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関東支部そのものの歴史は浅いように見られますが、そうではなく、支部となるまでは、

関東支部は本部そのものでありました。つまり、1962 年の JACET 創立時から関東支部は

存在していたとも言え、JACET 発足時からの活動を先導していただいた諸先輩が積み重ね

てこられた学会活動が、今の関東支部の活動に受けつがれているとも言えます。そして、

本部の活動もまた、関東支部の皆様のご参加とご協力があってはじめて成立するものです。

関東支部の皆様方が、支部活動はもちろん、本部の活動にも今後も積極的にご参加いただ

けますことをお願い申し上げます。 

結びに代えまして、本支部大会のご盛会を願うとともに、関東支部の会員の皆様の益々

のご健勝とご発展を心より祈念しております。   
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DAY 1 
---2020/08/29 (Sat.)--- 

時刻 部門 内容および発表者（所属等） 要旨 

08:30 

-09:15 

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 

09:15 

 -09:30 

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 

09:30- 参 加 者 接 続 開 始 

09:35 

 -09:40 
挨拶 

開会宣言 

藤尾美佐（JACET 関東支部長）     

09:40 

 -10:50 

ワーク 

ショップ 

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） 

12 

 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） 

14 

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） 

16 

 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） 

18 

 ― 休憩  
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DAY 1 
---2020/08/29 (Sat.)--- 

時刻 部門 内容および発表者（所属等） 要旨 

14:20 

 -14:35 
SIG発表Ａ 

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） 

20 

14:35 

 -14:50 
SIG発表Ａ 

SIG 紹介：ESP Kanto Chapter 

Shi, Jie (The University of Electro-Communications) 

Hashimoto, Shin’ichi (Tokai University) 

Nishikawa, Megumi (Tokai University) 

 ― 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) 

21 

 ― 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) 

22 

 ― 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） 

24 

 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） 

25 

 初日閉会挨拶 

18:00 

 -19:00 
意見交換会 
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DAY 2 
---2020/08/30 (Sun.)--- 

時刻 部門 内容および発表者（所属等） 要旨 

08:30 

-09:15 

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 

09:15 

 -09:30 

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 

09:30- 参 加 者 接 続 開 始 

09:40 

 -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） 

27 

 ― 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） 
29 

 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） 

31 

11:30 

 -13:00 
昼食休憩 

13:00 

 -14:10 

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） 

33 

 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） 

35 

 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） 

36 

 展示 賛助ＬＴ７ 株式会社 三修社 
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DAY 2 
---2020/08/30 (Sun.)--- 

時刻 部門 内容および発表者（所属等） 要旨 

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） 

38 

 ― 休憩 

16:20 

 -17:30 

JACET 

関東支部 

特別企画 

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） 

 

10 

 ― 閉会挨拶 

18:00 

 -19:00 
― 意見交換会 
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#17. JACET 関東支部特別企画 

DAY 2. 16:20～17:30 

司会：藤尾美佐（JACET 関東支部長・東洋大学） 

 

  オンライン授業の課題と可能性 

―今後の英語教育に向けて― 

 

 The Challenges and Opportunities of On-Line English Teaching: 

Toward Future Education 

 

本大会プログラムの最後に当たる関東支部特別企画では、今年度大きな話題となった、

オンライン授業についてのパネル・ディスカッションを行う。 

関東支部では、これに先駆け、5 月 23 日（土）に同テーマにて座談会を行った。約 70

名の方にご出席いただき、冒頭で今年度の授業実施形態について質問したところ、（ZOOM

などによる）オンラインでのリアルタイムでの実施が 43%, 課題配信のオンデマンドが 13%, 

両者の混合型が 29%となり、オンライン授業（遠隔授業）の実施は 85%（リアルタイムも

72%）に登っていた。このうち、今年度初めてオンラインによる遠隔授業を開始したという

回答が 84%に登り、今年度の授業運営に、オンライン授業がいかに重要な役割を果たした

かがわかる。 

この座談会では、対面授業と比較してのオンライン授業の難しさやそれを克服する試み、

大学としての取り組み、テクニカルなアドバイス、変わりゆく教科書の役割や、Blended 

Learning を始めとする、今後の英語教育の在り方（など）様々な討論がなされた。 

今回の特別企画では、こうした話題をさらに掘り下げて議論すべく、座談会でも積極的

な意見をいただいた、以下の３名をパネリストとしてお招きする。 

まず、古田直肇先生（東洋大学）から、オンライン授業の難しさや課題を中心に、トム・

ガリー先生（東京大学）からは大学としての取り組みを中心に、最後に下山幸成先生（東

洋学園大学）から、ICT の今後という視点から情報共有をいただき、その後フロアとの積

極的な意見交換に移りたい。５月の座談会の時と比べて、春学期を終えた現在、評価の難

しさなど、また新たな課題に直面されている会員も多いと思う。今回のこの企画では、フ

ロアから活発な意見をいただき、今後の現実的かつ理想的な英語教育に向けて、夏の暑さ

を凌ぐ、熱い討論を行いたい。 
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以下、各パネリストの発表内容をまとめている。全体の進行は、日本語を中心に、随時

英語も盛り込み進めていく予定。 

 

１） 古田直肇先生（東洋大学） 

オンライン授業の最大の問題点は、持続可能性であろう。春学期同様のことを今後

も実施していけば、学生も教員も共倒れになる可能性が高い。教員は、真面目に職

務に取り組む傾向があるが、オンライン授業については思い切って「手抜き」した

方が教員・学生双方に有益なのではないだろうか。その「手抜き」の方法について

私案を提示して意見を求めたい。 

２） トム・ガリー先生（東京大学） 

対面授業に劣るといえども、ビデオ会議で行うインタラクティブな遠隔授業にはそ

れなりの教育効果が期待でき、コストや利便性では有利な面もある。教師と学生が

同じ時間に同じ場所にいる必要がなくなると、大学英語教育がどのように変わるか

について、カリキュラム、教員採用、大学運営などを中心に考えたい。 

３） 下山幸成先生（東洋学園大学） 

Society 5.0時代が突如、教育現場にやってきた。ICTは嫌いだ、苦手だと言って逃げ

ることはできなかった。そして、多くの教員は多岐に渡る情報交換・共有をしなが

ら、未経験の遠隔授業を実現してきた。ICTの今後がどうあろうとも、この成功体

験は大きい。教員同士、学習者同士、教員と学習者の「引き出し学び合える力」と

いう観点でICTの今後に言及する。 

 

こうしたパネリストの発表・提案を受け、フロアとの積極的な意見交換、とりわけ、今

後の英語教育の可能性について、積極的な意見交換を行いたい。 
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#01. ワークショップ 

DAY 1. 09:40～10:50 

 

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― 

Tips for Teaching Basic and Applied Skills in EAP Programs 

  

安西弥生（青山学院大学・非常勤講師） 

河野円（明治大学） 

 

大学における English for Academic Purposes では高校までの英語学習から一歩踏み出し、

英語を使って学問探求を行うことが求められる。一般的に EAP とは、英語で行われる大学

の授業についていくための学術英語を学習するプログラムであるが、日本の大学教育では、

特に１、２年次の必修授業で急にそこまでには至らず、まずは基礎的な、学問のための英

語学習を行うことになる。JACET バイリンガリズム研究会の調査では、高校では訳読や文

法演習が主に行われていた（鈴木・平井他, 2018, 河野・鈴木 2018）。しかし大学において

ICT を活用すると、伝統的な教室での教授方法が広がり、グローバルな学習コミュニティ

で学習活動を行うことができる(Anzai, Abas & Kasuga, 2019 ; Anzai & Akahori, 2016)。このワ

ークショップでは、EAP の４技能別に、初歩から ICT を活用した応用までの EAP プログラ

ム活動を紹介する。 

Reading in EAP 

 EAP では Skimming, Scanning, Critical Reading などの活動が必須である。発問を通して足

場掛けを行い、Quality Questions, あるいは Essential Questions を通して読んで考える活動例

を紹介する。加えて高校までであまり馴染みがないが重要な視点が、文体（レトリック）

を意識して読む態度の育成である。ジャンルへの意識付けにもつながる活動として、クイ

ズ形式の演習例を紹介する。 

Writing in EAP 

  EAP ライティングの基礎の基礎は初歩的なワードの使い方やエクセル、パワポ等へのフ

ァイル変換の方法に加えて翻訳機能や英文読み上げ機能などを教える。 

 英文ライティングは教師にとっても指導や添削、あるいはフィードバックに時間がかかる。

そこで考えられるのが、文法の誤りを指摘してくれるソフトの導入、ピアレビューでの

Google doc の利用を紹介する。 
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Listening in EAP 

 EAP リスニングでは、ICT を活用し、content-based な教材にアクセスし、リスニング学

習を行う。このことにより、教科書による内容の縛りをなくし、学生はアカデミックな活

動の幅を広げられる。またモバイル・ラーニングで、フレクシブルな学習が可能となる。

実践例として AI のテーマについて５分程度の TED Talks を数本使った授業を紹介する。ま

た大規模公開オンライン講座(MOOCs)も活用できる。 

Speaking and presentation skills in EAP 

 EAP スピーキングとプレゼンテーションでは、ICT を活用することで、教室の制約を越

え、遠隔教育のオンライン協働型学習を行うことができる。ZOOM 等の無料のアプリケー

ションを利用すると、学生の個人情報を考慮し、国内・国際交流を行い、スピーキングや

プレゼンテーションができる。 

Research skills in EAP 

EAP リサーチスキルの育成では、ICT を活用したアクティブ・ラーニング型の問題解決

学習ができる。学生はグループで問題を設定し、Google Forms を使いアンケートを作成、

実施、結果を得ることで、「背景、方法、結果、考察、結論」からなる論文の基礎のレポー

ト作成や結果を共有するプレゼンテーションができる。 

 これらは発表者らが使用している簡単なアプローチであるが、フロアからの提案や実践例

もウエルカムで、秋学期から使えるヒントの情報交換を行う場としたい。 
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Anzai, Y., Abas, Z. W, & Kasuga, M. (2019). Instructional Design for Collaborative Online 

International Learning using ZOOM and Smart-phones, International Conference for 
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#02. 実践報告 

DAY 1. 11:00～11:30 

司会: 山口高領（秀明大学） 

 

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 

 Implementing Point System English Self-access Study (POSSES) 

with Google Drive as ePortfolio 

 

飯野厚（法政大学） 

 

要旨 

本報告では、Google Drive に個別学生のフォルダを作り、教師と学習者で共有し、自主

的なポイント制英語学習の成果をアップロードし、通年にわたり自主的に整理する実践を

紹介する。学習者は年間 200 ポイントを獲得目標として、多様な学習メニューの中から自

ら選択した活動を実行し、学習記録を毎月提出しスコアを Spreadsheet に記録する、という

過程を実行した。その結果、より多くの学習者が、学習活動に主体的に取り組み、ポイン

トという可視化された成果によって、学びを継続する姿勢が観察された。また、年度末の

個別インタビューからも、取り組みの意味を理解し実行していること、学習量の割に負担

感が少ないなどの発言が得られた。 

実践の背景 

大学英語教育において、必修や選択の授業のみで英語力をトータルに伸張させることは

容易ではない。英語学習への動機が強い学習者を指導する場合でも、２つの問題が存在す

る。１つは、行動に移すまでの動機づけが弱い場合である。例えば、英語の運用能力を向

上させることを目標とする演習（ゼミ）を選択して履修する大学生でも、定常的に英語学

習に取り組む行動が見られない場合が少なくない。そのような学習者は 2 年間の履修を経

ても初期の目標である、英語運用能力の向上が実現できないままとなる。2 つ目の壁は、学

習経験と学習方略の貧弱さである。英語力向上のために主体的に行動しているとする学習

者でも、とかく単語の暗記、文法演習などの受験勉強の再現であったり、特定の検定試験

対策に終始することが少なくない。 
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本実践の目標 

(1) 英語の学習活動を多種多様に示すことで、学び方の知見を広げる（実行の動機づけ

（Dornyei & Otto, 1998）、「第 2 言語学習経験」(Dornyei, 2009)の拡充） 

(2) 多様な学習活動の中から主体的に選択することにより、継続的な学び行動を実現する

（選択の動機づけ）。 

(3) ePortfolio を活用することで、成果物とポイント管理を自主的に行いながらも、教師か

らフィードバックを与える（振り返りと外的評価）。 

学習者 

日本人大学生 22 名（大学 3 年生 10 名、2 年生 12 名）で、英語運用能力向上と異文化間

コミュニケーションの実践的研究をテーマとする演習（ゼミ）履修者。英語学習に対する

目的意識は比較的高い学習者であった。 

実践の方法（POSSES） 

授業時間外に、月間 20 ポイント以上を獲得するために、学習者が自ら選んだ学習活動（内

容と量によるポイント設定あり）を自由に行い、学ぶ内容を強制されずに英語に定常的に

触れることを促した。自主的な学習活動のリストは「こつこつ系」と「行動系」に分類し

た。毎年学生の実行可能性を協議し、ポイントの不均衡の是正なども行っている。具体的

な学習活動の選択肢は以下の通り。 

こつこつ系：オンライン対話、発音トレーニング English Accent Coach、Shadowing、英語

で映画、ラジオドラマ、テレビドラマ、多読、新聞記事、日記、「英語論文の書き方」演習

問題、検定受験（TOEIC、英検、TOEFL、IELTS）、自由（応相談） 

行動系：海外語学留学、海外ボランティア、海外インターンシップ、国内英語ボランテ

ィア 5 日以上、英語を使うアルバイト、八王子 Toast Master's Club 参加、相模原国際交流ラ

ウンジ、ハンズオン東京、Tokyo Free Walking Tour、東京都外国人おもてなし、英語観光バ

スツアー、大学提供英語強化プログラム、留学生会行事 

結果 

 学習者 24 名の年間平均ポイントは 248.7 pt（SD=86.7, 中央値 232, 最大値 605、最小値

168）であった。最小値の１名以外は全員 200pt を達成した。学習者に年間を通じての活動

の振り返りを個別面接で行ったところ多くの肯定的発言があった。 

結果の詳細、ポイントの詳細、課題の考察、Google の活用方法、引用文献詳細は、報告

にて詳述する。 

  



 

- 16 - 

#03. 研究発表 

DAY 1. 13:00～13:30 

司会: 荊紅涛（関東学院大学） 

 

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― 

 An Analysis of English Pronouns 

in Japanese Science and Engineering Graduates’ Papers 
 

小屋多恵子（法政大学） 

 

1. 背景と目的 

 大学における英語教育は、どのような分野であれ学術研究に資する英語の取得が重要な

目的であることは言を俟たないが、特に理工系学部においてはそれが重要な鍵となる。大

学院にすすむと、研究結果を英語で論文にまとめ発表することが推奨されることもあり、

学部の早い時期から科学技術論文を英語で読み進めることや、主張したいことを簡潔に英

語で表現できるようにすることが求められる。しかしながら、高校までの英語教育では、

英語で書かれた文章を読む活動に比べ、英語で書く活動が少ないため、大学以降、まとま

った文章を論理的に英語で書き、科学技術論文を効果的に英語で書くことはかなりの難題

である。どのような論文執筆指導をすれば効果的なのであろうか。 

 本研究は、効果的な論文執筆指導のために、大学院生の書く科学技術論文の実態を、国

際的なジャーナルと比較することによって明らかにすることを目的とする。今回は、日本

人に難しい英語の用法の中から、代名詞に着目する。学生の代名詞の使用と国際的なジャ

ーナルにおける代名詞の使用を比較することによって、その特徴を明らかにし、より自然

で効果的な代名詞の使用に結び付けたいと考える。学生の論文コーパスと 3 大科学誌であ

る Nature, Science, Cell の各コーパスから代名詞を抽出し、統計処理による客観的・科学的

処理と、質的な分析をもとに考察を行う。 

 

２．方法 

分析対象とする代名詞は、I, my, me, you, your, he, his, him, she, her, it, its, we, our, us, you, 

your, they, their, them である。理系大学院生執筆の論文は、紀要、修士論文、博士論文にお

ける単著に限定した。国際科学技術論文は、世界で特に権威のある 3 大科学総合誌の Nature、
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Studentコーパス Natureコーパス Scienceコーパス Cellコーパス

Studentコーパス 1.000 0.868** 0.885** 0.860**

Natureコーパス 0.868** 1.000 0.995** 0.996**

Scienceコーパス 0.885** 0.995** 1.000 0.996**

Cellコーパス 0.860** 0.996** 0.996** 1.000

**p <.01

Science, Cell を対象とした。コーパスの総語数は、学生の論文コーパス（以下、Student コー

パス）208,655、Nature コーパス 222,073、Science コーパス 139,576、Cell コーパス 226,718

である。 

使用したソフトウェアは、Laurence Anthony 氏が開発・発表しているフリーのコンコーダ

ンサーAntConc3.5.8.0 と早狩進氏が開発・発表している統計ソフトウェア Seagull-Stat であ

る。Student コーパスにおける代名詞の使用傾向を調べるために、相関分析、χ 二乗検定、

コレスポンデンス分析を実施した。 

 

３．結果 

まず、Student コーパスにおける代名詞の出現件数と Nature, Science, Cell における代名詞

の出現件数との相関を調べたところ、表１を得た。全体的に高い相関が確認され、４つの

コーパス間における代名詞の使用頻度の出方は類似していると言える。3 つの国際ジャーナ

ル同士の相関係数が 0.995, 0.996 であるのに対し、Student コーパスとの相関係数は 0.860, 

0.868, 0.885 であり、若干低めであることを示している。 

 

表１ 相関行列表 

 

 

 

 

 

 

 

χ 二乗検定の結果、Student コーパスが他 3 コーパスに対して有意差があった代名詞は it, us, 

my であり、Nature, Science, Cell の３コーパスが Student コーパスに対して有意差があった代

名詞はweであった。コレスポンデンス分析の結果は、Natureコーパス, Scienceコーパス, Cell

コーパスにおける代名詞使用の傾向が類似しているのに比べ、Student コーパスは若干使用

が異なることを示しており、相関分析と χ二乗検定の結果を支持していることがわかった。

このように、大学院生が書く論文における代名詞は、国際科学技術論文における代名詞と

類似した使用傾向があるが、we を積極的に使用する国際ジャーナルに対し、受動態や it 

is…to のように主要語が後置される文の使用、Let us assume that のような仮定を表す表現、

my study, my results のような主格を使用した表現が Student コーパスに見られる特徴である

ことが判明した。さらに具体的な特徴は発表時に例示していく。 
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#04. 研究発表 

DAY 1. 13:40～14:10 

司会: 河内山晶子（明星大学） 

 

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― 

How Can Corpus Linguistics Contribute to Legal English Education and EMI: 

An Example Case of Legal Synonyms? 

 

鳥飼慎一郎（立教大学・名誉教授） 

はじめに 

 司法英語は一般英語に比べて専門的な類義語が数多く使用され、そのことが英米法を学

ぼうとしている日本人学習者を混乱させ、英米法の学習を困難なものとしている一因にな

っている。一例をあげれば、「訴訟」という基本的な用語にも、action、suit、lawsuit、litigation

など複数の語が対応している。「（裁判官が）判断する」を意味する英語の動詞は、decide、

hold、judge、rule、adjudicate、find、determine などがあり、「責任・義務」も liability、responsibility、

obligation、duty など複数の専門用語が用いられ、法律上の違いを表現しているのである。 

本発表の目的 

 本発表では、司法英語で基本的な用語に分類される「訴訟」を意味する suit と litigation

の違いと、「（裁判官が）判断する」を表す decide と judge の違いを、コーパス言語学の視点

から分析し、これらの語のコロケーションとその頻度、各語の本質的な意味や機能、その

典型的な使用形態などを具体的に数字をもって示し、学習者が司法英語を正確に運用でき

るようになることを目的とする。（本研究発表は、科研費（課題番号：16H03458）の研究成

果公表の一環として行うものである） 

データと方法論 

イギリスの最高裁判例、アメリカの判例、イギリスの大学のロージャーナル、アメリカ

の大学のロージャーナルからそれぞれ 600 万語ずつ抽出して司法英語コーパスを編集し、

それを Sketch Engine を使って分析した。 

分析結果 

紙面の制約上、アメリカ判例において lawsuit と litigation を目的語にとる動詞と主語にと

る動詞の比較のみを以下に示す。 

verbs with "lawsuit/litigation"         verbs with "lawsuit/litigation"   
as object                as subject 

settle  8 0  follow  3 0 
file  114 3  seek  3 3 
bring  36 4  arise  5 6 
underlie  16 5  be  63 76 
commence 11 6  involve  6 11 
initiate  8 5  begin  0 8 
pursue  0 8  concern  0 12 
end  0 5  vindicate  0 3 
subsidize  0 3  ensue  0 4 
stay  0 7  pend  0 9 
avoid  0 21   
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議論と結論と展望 

以下が、『英米法辞典』（1991）に記載されている lawsuit と litigation の訳と説明である。 

lawsuit：訴訟□日常語であり、コモン・ロー、エクイティなどの訴訟をすべて含む。 

  litigation：訴訟□すべての手続き過程を含む言葉としても用いられる。 

他の専門用語辞典も定義や語義の説明はあっても、これらの用語の使い方の解説はなく、

学習者はこれらの用語をどのように使用してよいのかわからない。しかし、コーパス言語

学の手法を用いれば、これらの用語の動詞とのコロケーションは一目瞭然となり、どの動

詞が排他的にあるいは interchangeable に使用できるのかも理解できる。    

lawsuit は訴訟の「手続きの形式」や「手続き上の書式」に焦点を当てた用語であり、以

下の動詞と共に使用される。 

・訴訟を決着させる（settle）、 

the parties settled the lawsuit through the mediation process 

・訴状を提出する（file）、 

The Union filed a lawsuit in the United States District Court 

・裁判所に持ち込む（bring）、 

Chu brought a lawsuit against Navarra and La Tuilerie in France 

・訴訟が進行する（follow）、 

their lawsuit followed the filing of Schive’s MCAD complaint 

一方、litigation は動詞 litigate の名詞形であり、訴訟の「行為」に焦点を当てた用語である。

以下の動詞との親和性が高いことがわかる。 

・訴訟を避ける（avoid） 

they avoid costly tort litigation 

・訴訟を引き延ばす、猶予する（stay） 

the District Court should have stayed litigation in this case 

・終了させる（end） 

That interpretation, they say, would end the litigation 

・追い求める、継続する（pursue） 

the lien purchaser may pursue additional litigation 

・未決定である、係争中である（pend） 

while litigation is pending before the Court 

・続いて起こる（ensue）（=follow） 

Litigation then ensued in the trial court 

・～に関する、関係する（concern） 

the litigation concerns only the amount of the damages 

・始まる（begin） 

This protracted litigation began in March 2005 

英語の教員は、一般的に、英語教授法、英語の授業の組み立て方や学習者の英語のレベ

ルに合わせた英語による授業、あるいはインターアクティブな授業の仕方などに長けてい

る。加えて、本発表のようにコーパス言語学の観点から、専門分野で使用頻度の高い語あ

るいは典型的な専門用語の使用形態などをその使用頻度や使用領域の情報をもって示すこ

とができれば、他の専門領域の EMI の授業において、学生や教員に対して、英語の教員だ

からこそできる専門性の高い貢献が可能となる。EMI 成功のカギが、透明性の高い授業運

営、学生とのインターアクティブな授業、専門性の高い言語能力にあるのであれば、英語

教員の果たす役割は大きいのである。 
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#05. SIG 発表 A 

DAY 1. 14:20～14:50 

 

SIG活動内容の紹介 

Introduction of JACET SIGs 

 

 

 

１．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） 

 

 

２．ESP Kanto Chapter 

Shi, Jie (The University of Electro-Communications) 

Hashimoto, Shin’ichi (Tokai University) 

Nishikawa, Megumi (Tokai University) 
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#06. Research Paper 

DAY 1. 15:00～15:30 

Chair: Obari, Hiroyuki (Aoyama Gakuin University) 

 

From Information Service to Ad-hoc Instruction: 

Multimodal L2 Talk-in-Interaction at a Railway Station 

 

Ivan B. Brown (Joetsu University of Education) 

 

This presentation reports on a qualitative observational case study of verbal and nonverbal 

aspects of non-rehearsed authentic talk-in-interaction in a service encounter at an information desk 

at a major railway station in the U.K., employing ethnomethodological conversation analysis (CA). 

The enquiring traveler in the interaction, on his first trip outside of Japan, had just arrived in London 

for an independent two-day stay as part of his UK trip. The other main participant was the clerk at 

the information desk. The traveler’s companion (also the researcher), holding the video camera, also 

contributed occasional utterances. While no categorical identities are overtly formulated during the 

interaction, observable shifts in participation stance seem to suggest orientations to a range of 

emergent discursive identities which is not limited to ‘questioner’, ‘answerer’, ‘enquiring traveler’ 

or ‘clerk as information provider’. In order to examine how this may be so, I employ CA focusing 

on the participants’ use of and orientations to multimodal resources (linguistic, paralinguistic and 

body-environmental), especially verbal responses such as ‘I see’ and ‘okay’, the use of the counter 

and desk as platforms for hand movements, and the indexing of relevant places around the station. 

With this focus, detailed descriptions of selected extracts elucidate: (1) how a straightforward 

exchange of information, as might be expected, becomes simultaneously an episode of instruction in 

relevant terms, places, systems, procedures and attention; (2) the dual-purpose nature of 

interactional objects and practices in terms of implementing actions; (3) the emergence through 

interaction of epistemic stance and status; and (4) how the participants negotiate somewhat 

contested interactional projects as an inextricable part of their maintenance of intersubjectivity. The 

presentation will conclude with a brief discussion of comparisons with other service encounters and 

implications for data collection, aspects of L2 interactional competence, and the teaching and 

learning of a second language in the wild. 
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#07. Research Paper 

DAY 1. 15:40～16:10 

Chair: Ito, Yasuko (Kanda University of International Studies) 

 

Assessing English as a Lingua Franca in an Academic Context: 

An ELF-aware Approach 

 

Nakamura, Yuji (Keio University; Professor Emeritus) 

 

Introduction 

English is a global language and at the same time is embedded in a great variety of social 

contexts as well as classroom contexts. We have noticed the phenomenal rise of English as a lingua 

franca (ELF) and as a medium of instruction (Newbold, 2017). We also have seen significant 

changes in the users and uses of English as a lingua franca. The changes of English language 

learners and users have posed many challenges to the assessment of English proficiency. English 

language assessment in academic contexts has changed with the growth in English medium 

instruction, and the need to communicate in English lingua franca. 

Testing and assessment are a necessary part of the teaching and learning process, because 

they give information about the process (Newbold, 2019). Assessment must be closely aligned with 

what is being taught (Newbold, 2019; Kouvdou & Tsagari, 2019).  

Jenkin (2009) says that English is used as a lingua franca, the common language of choice, 

among speakers who come from different linguacultural backgrounds. She claims “ELF is thus a 

question, not of orientation to the norms of a particular group of English speakers, but of mutual 

negotiation involving efforts and adjustments from all parties” (pp. 200-201). 

In any ELF context, it is important that multilingual users of ELF be mutually intelligible 

when communicating with other multilingual ELF users (Newbold, 2019).  

If there is an ELF-aware approach to language teaching, there should be an ELF-aware 

approach to language assessment. Otherwise, the underlying philosophy of an ELF class which is 

awareness of the extraordinarily diverse contexts in which ELF is currently used worldwide and to 

develop multilinguals would collapse. The students are being assessed against native speaker (NS) 

norms and cultures, and the whole process from teaching to assessment is meaningless (Kirkpatrick, 

2019). 

However, what kind of tests should be used to assess ELF competences which include 

‘traditional’ skills such as reading comprehension and the pragmatic competences needed for oral 

interaction between non-native speakers (NNS)?  

Most classroom tests are rigorously native-speaker norm based; typically, they require 

test-takers to choose between ‘correct’ and ‘incorrect’ forms, encouraging, or reinforcing, a behavior 



 

- 23 - 

which has only limited use in real ELF interaction.  

 

Purpose of the paper 

The purpose of this paper is an attempt to answer the question: “In an academic ELF 

context, what ELF-element should be taken into account for assessing academic ELF?” The paper 

discusses ELF- related issues by referring to mainly three aspects (errors, texts, and grids) (Newbold, 

2019). A case study of an ELF class will also be presented. 

 

Conclusion 

 Some suggestions can be drawn as follows: 

In the ELF classroom context, more focus should be placed on awareness assessment, as 

well as linguistic and strategic competence, since assessment has a washback effect on the 

objectives of many language classes.   

We need to rethink English language assessment to reflect the needs and profiles of users 

of English as a lingua franca, in which the dynamics of interaction are rather different from that of 

communication with native speakers. 

The priority for teachers, and students, should be to become ELF-aware, rather than to 

teach or learn ELF (Newbold, 2017).  

The new approach to ELF assessment is not a test of ELF, but it is certainly an ELF-aware 

test in its attention to local needs (cf. Newbold, 2017).  

Since the receptive skills are one thing, and the productive skills are quite another,  if 

intelligibility, rather than nearness to a native speaker model, is to become the yardstick by which 

success is measured, then new modes of measurement will be required to assess speaking, and 

possibly writing.  

The most fundamental principle underlying an ELF-approach to language teaching is its 

sensitivity to context. In an ELF context of assessment, teachers would like ELF-aware assessment 

to be open, inclusive and flexible (Kirkpatrick, 2019). 
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#08. 賛助会員発表 

DAY 1. 16:20～16:50 

 

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 

A Web Application for Immediate Feedback 

on Presentation Activity with Rubric 

 

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） 

 

 

学習成果の可視化を目的に、言語活動における到達目標の設定やその到達目標に伴うル

ーブリックの作成・評価が盛んに行われている。このようなルーブリック評価を授業内に

実施することを支援するルーブリック評価ツールを紹介する。 

ルーブリック評価ツールでは、教員が作成、登録したルーブリックを用い、学生が授業

時にスマートフォンを用いて自己評価したり、相互評価してコメントを入力したりできる。

さらに、入力された自己・相互評価やコメントを、スマートフォンや PC の画面で直ちに確

認したり、後から見返したりできる。 

学生の自己・相互評価や教員による評価を可視化することにより、学習成果であるプレ

ゼンテーションを高い達成度に到達させることを支援する。 

ルーブリック評価ツールは、京都外国語大学 石川保茂教授、株式会社内田洋行、およ

び株式会社インフィニテックによる共同研究・開発したアクティブ・ラーニング向けコミ

ュニケーションシステム「MALO」をベースに開発した。 
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#09. 研究発表 

DAY 1. 17:00～17:30 

司会: 清田洋一（明星大学） 

 

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― 

Teaching Vocabulary and Using Dictionaries in Elementary-school EFL Classrooms: 

Implications from National Survey Results Among In-service Teachers 

 

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） 

 

1．研究の背景 

2020 年度から小学校においては新学習指導要領が全面実施される。改訂指導要領（小学

校外国語活動・外国語科：文科省、2017）では、外国語教育の文脈において、従来高学年

で行われていた外国語活動の早期化や中高にて行われていた外国語科の高学年での新設な

ど、改革が進んでおり、これらの変化に対応できる小学校英語指導者の育成は喫緊の課題

である。JACET 教育問題研究会は、2018 年に全国の小学校現職英語指導者対象に、小学校

の外国語教育において求められる資質・能力の必要度について質問紙調査を実施した。調

査には、『J-POSTL エレメンタリー草案（JACET 教育問題研究会、2017）』に収録されてい

る能力記述文の内、74 記述文が用いられた。調査の結果、床効果を示した項目はなかった。

つまり、項目の必要性が否定された項目はなかったと解釈できる。一方、他の記述文と比

較して比較的必要度が低いと判断された記述文は、語彙と辞書指導に関するものから見出

された（語彙に関わる「使用頻度の高い単語・低い単語、あるいは、受容語彙や発信語彙

のいずれであるかを意識した指導ができる。」と、辞書指導にかかわる「児童に適切な辞書

を提示し、具体的にそれらを引用して説明を行え、また、それらを児童が使えるように指

導できる。」及び「児童の役に立つ辞書や参考資料を推薦できる」）。 

特に、語彙にかかわる記述文は、回答者の属性（具体的には、中高での教育経験の有無）

が必要性の判断に影響を及ぼした可能性がある。中高の免許を有し、指導経験のある指導

者群の方が、小学校免許のみを有する群に加え有意に高く評価した 11 記述文の内、語彙に

かかわるものは、上述の記述文と「児童が慣れ親しんだ語彙や語順を活用して、自分のこ
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とや自分の身の回りのことについてメモや手紙などでやり取りを行う活動を支援できる。」

を含め 7 記述文であった。中山・山口・久村（2020）は、「中等教育での教育経験での語彙

指導がこのような意識の差を生んだと推定できる」と説明する。実際、小学校外国語科の

文脈に沿った語彙指導の在り方については、教科化に伴い新たに導入された内容であり、

多くの小学校英語指導者がその具体的なイメージを持ちにくかった可能性は否めない。そ

こで、本発表では、比較的必要性が低いと判断された上述の 3 つの記述文に加え、中等教

育での経験の有無に応じて必要性の判断に差があった 2 つの記述文に注目し、小学校外国

語科における語彙と辞書の指導の在り方について考察し、何らかの示唆を提供することを

目的とする。 

2．使用される語彙の特徴と指導を通じた児童への支援 

 小学校の教職履修生対象に、移行期用の教材にある語彙リストを用いて知識を確認する

アンケートを行った。結果、児童にとって「身近な人や身の回りのもの（学習指導要領解

説）」を表す語彙であっても、教職履修生にとっては未知なものが存在することが明らかに

なった。例えば、大学生にとっては「身近」でなかったもの（使用域の問題：例、tag、 shorts）

や、音声化されないと、わかりづらいと判断されたもの（受容語彙・発信語彙の問題：例、

parfait、 calligraphy）があった。つまり、小学校においてはその文脈に沿った語彙指導が必

要になること、特に教職履修生には、そこを補うような指導が求められることが示唆され

る。加えて、発表では、これらの語彙を用いて「やりとりを行う活動」を計画する際、そ

の指導を通じ児童へどのような支援が可能であるか実践例を基に検討する。 

3．辞書指導の利点と課題 

教科書にある語彙を使用した指導に加え、子供の多様な経験や感性を活かした「単なる

反復練習のようなやり取りでな（学習指導要領解説：小学校外国語活動）」い活動の実践に

おいては、辞書の活用が有効と考え、第 5 学年『We can! 1』「Unit 6 I want to go to Italy.」で

の、お勧めの国を紹介する活動において計画、実践した。活動内容は、単元目標「行きた

い国や地域について理由も含めて伝え合う（思考力、判断力、表現力等）」に沿うもので、

紹介したい国・観光名所・名物料理・お土産等を整理し、発表するものであった。発表内

容は、個々の児童によって異なり、『We can! 1』にある語彙リストでは不足するため、児童

は、オンライン辞書を用い、原稿を作成した。辞書を活用することにより、児童は、自分

が表現したい内容を表す英語語彙を知ることが可能になった。反面、適切な入力の方法が

わからず困ったり、選択した英語語彙が文脈に即したものか判断に迷ったりする様子がう

かがえた。発表では、机間巡視による支援から見えてきた辞書指導の課題について議論す

る。 
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#10. 実践報告 

DAY 2. 09:40～10:10 

司会: 鈴木彩子（玉川大学） 

 

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― 

 Using the CLIL Approach in Upper Secondary Schools: 

A Collaboration Between English and Information Technology Classes 
 

細喜朗（早稲田大学本庄高等学院） 

 

(1)  背景 

新学習指導要領において、教科等の目標や内容を見渡し、特に学習の基盤となる資質・

能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求

められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充実する必要がある（文部

科学省,2015）。教科等横断的な指導の在り方の一つとして、ヨーロッパで見られるような

CLIL（Content and Language Integrated Learning、内容言語統合型学習）を取り入れることも

有効である (文部科学省,2014)。そこで、本研究では、教科横断的な授業を行うことで、学

習の基盤の資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）の向上を目指

すため、英語科と情報科の CLIL 型授業を設計し、計 15 時間実施した。 

(2) 目的 

高等学校における英語科と情報科の CLIL 型授業を実施することにより、英語科の学習効

果は「言語能力、問題発見・解決能力」の向上、そして情報科の効果は「情報活用能力」

の向上につながると考えられる。本研究の目的は、その仮説を検証することである。 

(3)  手続き 

■期間：2019 年 6 月から 9 月までの約 4 ヶ月間(計 15 時間) 

対象：私大付属高校のコミュニケーション英語Ⅱ(CEⅡ)と情報の科学(情報)を受講する 2 年

生 84 名 

■手順 

(1)【CE II】ユニバーサルデザインについての英文を読む（2 時間） 

(2)【CE II】ユニバーサル・デザイン（以下、UD）の概念や社会福祉について学ぶ（2時間） 

(3)【CE II】対象者たちの通う学校が位置する街を「誰もが動きやすい街」にするため、
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対象者が UD の概念を踏まえて問題点と改善策を考える。その後、グループプレゼ

ンテーションの準備（5 時間） 

(4)【情報】CE II の授業で学んだ UD の概念を踏まえて、プレゼンテーション方法等など

を学ぶ（2 時間） 

(5)【CE II】プレゼンテーション発表（3 時間） 

(6)【CE II】振り返り活動（1 時間） 

(4) 結果 

本研究では英語科と情報科の教科横断型授業が対象者にどのような影響があるかに焦点

を絞った。プレゼンテーション発表後に自由記述アンケート（n=42）を行った。その結果、

約 83%の対象者が英語科の学習効果（言語能力、あるいは問題発見・解決能力）に関して、

肯定的な回答をしていた。そして、約 70%弱の対象者が情報科の学習効果（情報活用能力）

に関して、肯定的な回答をしていた。 

(5)  考察及び今後の課題 

自由記述アンケート結果から、本研究の目的である英語科と情報科の CLIL 型授業実施が

学習者の基盤の資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）の向上に

つながる可能性があると示唆された。 

今後の展望として、複数科目で学んだことを記録し、自分の気づきなどが記述できる生

徒用の教科横断型ポートフォリオなどを開発していく。 
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#11. 実践報告 

DAY 2. 10:20～10:50 

司会: 佐竹由帆（駿河台大学） 

 

2 step翻訳 

Two-step Translation 
 

木村美由紀（東京慈恵会医科大学・非常勤講師） 

 

【イントロダクション】2019 年度、筆者の英語の 2 クラスでは、日本語から英語への翻訳

を一つの activity として導入した。その主な理由は以下の通りである。①模範解答があるよ

うな writing activity を取り入れたかった事。②4 月の入学時に学生に「英文をどのように普

段から構築するか？」と質問したところ、ほとんどの学生は「日本語を頭の中で考え（イ

メージし）、それを英語の文に直す作業をしている」(木村, 2019)という事実が明確になった

為である。しかし、筆者の授業は英語のみで実施されていた為、翻訳という日本語の介入

には懸念も抱いた。それでも、学生の「日本語から英語へ移行するという発想を活かす学

習方法」として今回「2 step 翻訳（後述）」を実行した。ところで英作文と翻訳では明らか

な違いがある。英作文では英単語や文法、ストーリーを学生自身が comfortable と感じるこ

とができる程度の言語の使用が可能であるが、翻訳では、新しい語彙や、知っていても使

ったことのない文法(passive)等を使わずにはいられない状況も出てくる、更に、原文の意味

を維持する構成能力が必要となってくる。故に、翻訳は英作文より、難しさが増す作業で

あり、それらは学生にとって新たな挑戦になると確信した。今回のリサーチクエスション

はこの２つである。Q1.翻訳 activity は英語教育の一環として役に立つものなのか？Q2. ２

step 翻訳の導入後、どのような利点を学生が感じ取るのか？とした。   

【方法】調査は 2019 年度の前期、後期の授業内 28 回で、都内の D 大学生の一年が参与者

であった。サンプル数は 38 名で、英語のレベルは upper intermediate であった。翻訳は授業

内の 15 分程度で、その手順としては、①日本語の原文がスクリーンに提示がされ（約 200

語程度のビジネス関連のスピーチ）、②学生はそれらを英語に直した。③その後、スクリー

ンに模範（または possible）解答が映し出されるので、自己の英文と模範文を写メしてもら

った。これは、学生が家で自己の翻訳文を比較・検討してもらう為である。④最後に学生

が書いた原稿を講師が回収し、データ化した。更に、最後の 28 回目の授業ではアンケート

調査を行い以下の３つの質問に答えてもらった。問１．translation は役に立ったか？ 問 2．

入学時の 4 月と比較して translation はより早く、正確に書けるようになったか？問 3．



 

- 30 - 

Translation の利点があれば述べる。の 3 問である。問１と２は二項検定にかけ、問３は質的

な分類・narrative 分析を行った。 

 ここで、2 step translation を説明したいと思う。翻訳を始めた 10 回は学生の好きなように

させており、2 step 翻訳には触れなかった。故に、学生に許されていたのは、単語やフレ

ーズを調べることのみであった。何回か翻訳を続ける間に、学生達が質問に来た。彼らの

訴えは「単語や構成を変えただけでは微妙に模範解答と隔たりができる」という質問が主

だった。筆者は学生自らが「翻訳は直訳のみ」では成り立たない事実を aware してもらい

たかったため、初期段階では 2 step は封印した。しかし、彼らの awareness が高まった為、

2 step 翻訳を説明した。例えば、原文（1
st
 step）が以下のような場合「結婚は、考え方の似

た２つの魂が一生を共にする誓いをたてる素晴らしいものです…宜しくお願いします。」

second step では原文を掘り下げて行く、又は原文を以下のように書き直す。「結婚は素晴

らしい(「もの」とは何なのかを考える)、その時、２つの似た魂が約束する（何を？）、一

生を共に過ごすことを（どのような場面で？）、つまり、人生という場面で…(他者に依存

しない欧米の慣習から「宜しくお願いします」は英語には無いので、よって、それを抜き

取るか、または違う考え方で翻訳をする)。= Marriage is a wonderful occasion when two 

like-minded soul make a commitment to be together for life. 2 step では a) どの日本語の文章が 2 

step 翻訳が必要なのかを見極める必要がある。b)隠れていたり、文字通りの意味以外に加え

るべき言語を把握し、補充する。つまり、原文を直に移行するのではなく、原文を英語的

に日本語に変化させる。c)敬語、謙譲語を無くしたものの伝え方を考えて翻訳する。d)文化

的に異なる考え方を理解し、言い方を変えるか、英語として必要なければ削除する。2 step

と名付けた理由は、原文の後に更に、原文を再構成させるという step を設けることで、よ

り良い英文が作成できることを望んだからである。 

【結果】問 1.2 共に.001 で有意差がでた。Z=-5.35, p<.001、Z=-.406, p<.001 で問３は、以下

のような回答が得られた「語彙や表現力が増した」、「忘れていた単語や文法を使えた」、

「日本語と英語の違いが分かり、直訳の弱点を知れた」、「新たな技術を身につけられた」、

「日常的な口頭での言い方が覚えられた」、「後半は辞書無しで文章が書けるようになっ

た」、「社会人らしい英語が学べた」。 

【考察】英語のみの授業内で、日本語を使うというのは、時代の流れと合っているのか。

実際、「2 step 翻訳」のような形であれば、間接的に英作文の上達にも繋がる傾向にあり、

writing の activity として communicative であると言える。 

【文献】木村.(2019). Instantaneous コミュニケーション:Autonomous LINE Study の実施と学

習者の動機. JACET 学習要因研究会研究集録,2, 25-35. 
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#12. 実践報告 

DAY 2. 11:00～11:30 

司会: 小屋多恵子（法政大学） 

 

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― 

 How to Enhance Coherence in Paragraph: 

Developing Variety of Vocabulary Course Through SDGs Tasks 

 

中谷安男（法政大学） 

 

Abstract 

 本発表は、英語ライティング授業において、いかに問題解決能力を育成するかという課

題への一考察である。国連提唱の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）

の中から学習者に身近な話題のタスクを構築した。課題解決のパラグラフを改善するため

に一貫性のある英文作成の練習に取り組んだ。特に、文法的結束および語彙的結束を学ぶ

ことで、TOEFL や IELTS 等英語資格試験のライティング評価基準項目の一つである語彙の

多様性に対処が示唆された。 

１．背景 

英米の大学における教育目標の中心は、新たな学術的な価値を創造して社会的な貢献を

行うことである。自らがリーダーシップをとり、社会にある様々な問題を積極的に改善す

ることが求められる。この取り組みとして多読に伴うクリティカルシンキングを行い、社

会問題を深く認識し、あらたな課題を発見することが求められる(Elkington, 1994)。さらに、

問題の解決方法を見つけ、独自の答えを導き出す能力を養成していく。この中で、自分の

考えを客観的に伝え相手を説得する訓練としてアカデミック・ライティングのスキルを活

用する。多くの科目が評価としてエッセイの提出を求める。つまり最終的にはライティン

グ活動を通して、将来のリーダーとして、問題解決のための訓練を行う。このため、英米

の大学入学の資格を問う IELTSやTOEFLのライティング問題でも問題解決能力を問われる。

一方、日本の大学生は書籍や新聞を読む機会も減り、世界的な課題や社会的問題の把握は

十分といえない。ライティングを指導する方も、どのような課題から選択し授業タスクと

して活用すればよいのか問題があった。だが 2015 年に、国際連合において、国際社会の持

続的な発展のための SGDs の 17 のグローバル目標と 169 の達成基準が設定された（Sachs. 

and Ki-moon, (2015)。この概念はとても分かりやすく整理されており、日本のライティング
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授業においても SDGs に沿ったタスクの構築と、それに基づく英語による問題解決スキル

の育成に活用できる。 

２．実践報告内容 

 SDGs の 9 番目の目標 Industrial, Innovation and Infrastructure に焦点を当ててタスクを構築

した。学生に親しみのある、Mobile Broadband and Network に焦点を当て、携帯電話及び SNS

の利点と問題点を英文で議論できることを目標とした。経済学部所属の大学 2 年生のアカ

デミック・ライティングのクラス 25 名 に実施した。以下が具体的指導の手順である。 

１．パラグラフにおける以下のような文法的結束の学習 

  ・定冠詞、指示代名詞、人称代名詞、比較語 

２．モデルパラグラフ１による携帯電の利点に関する英文情報インプット 

  ・携帯電話問題の認識改善、文法的結束の使用法確認、演習問題に取り組む 

３．利点を記述するパラグラフのテンプレートに沿って短いパラグラフを書く。Self⁻editing

の指示に沿って書き直す 

４．語彙的結束の学習 

５．モデルパラグラフ２による携帯電話の問題点に関する英文情報インプット 

  ・携帯電話の課題の認識改善、語彙的結束の使用法確認、演習問題に取り組む 

６．問題点を記述するパラグラフのテンプレートに沿って短いパラグラフを書く。

Self-editing の指示に沿って書き直す 

７．利点と問題点を記述するテンプレートを活用し、3 と６の活動を統合し、長いパラグラ

フを書く 

８．ペア・レヴューを行いパラグラフの結束が構築できているか確認。フィードバックに

基づき Self-editing を行い再度書き直す 

９．指導者が CEFR に準拠した評価基準に基づき評価し結果を学習者に伝達 

３．考察 

 スキャッフ・ホールディングで段階的にタスクに取り組み、課題の利点と問題点を記述

するエッセイの執筆が可能になる。同時にパラグラフの結束に関する活用方への認識と演

習を通して一貫性の改善がみられる。自己確認、ペアワーク、適切な評価基準に基づく活

動を通して英文の正確性や語彙の多様性に改善がみられる。 

参考文献 

Elkington, J. (1994) Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for 

Sustainable Development. California Management Review, 36, 90-100. 

Sachs J.D. and Ki-moon, B (2015) The Age of Sustainable Development. Columbia University Press. 
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#13. 賛助会員発表 

DAY 2. 13:00～14:10 

 

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― 

Reflection for Teaching TOEIC
®
 L&R TEST: Using Reflective Practice 

 

関戸冬彦（白鷗大学） 

 

はじめに 

 本発表では主に TOEIC
®
 L&R TEST（以後 TOEIC

®）クラスをご担当の先生方を対象に、

あるいは TOEIC
®など英語テスト対策クラスをご担当の先生方も含めて、授業における先生

方の気づき、学びとは何なのか、また授業内で学習者たちにどういうことが起きていたの

か、などを客観的に（メタ認知的に）振り返るというリフレクティブ・プラクティス的な

実践をすることで、新たな学びにつなげようと試みるものである。ゆえにこの発表の目的

は、参加してくださるフロアのみなさまご自身が、あるいはみなさま同士が、授業などに

関して内省をし、それを共有する時間とするところにある。つまり、本発表におけるコン

テンツは私から一方的に提示するものではなく、みなさまご自身から発生するものである。 

よって発表者である関戸は極力ファシリテーターとなって時間管理と振り返りのナビゲ

ートを行う進行役として振る舞い、ご参加くださるみなさま方が発表（発言）者となる。

以下、このアブストラクトでは当日着目したい内容、振り返りポイント、を事前に簡潔に

いくつか記しておく。なお、本発表におけるリフレクティブ・プラクティスとは玉井、渡

辺、浅岡（2019）に倣い、「実践者が自身と自身の実践経験を、リフレクションを通して内

省し、自身の実践についての理解を深めることでより豊かな実践者へと成長していくため

の実践研究法」を意味している。 

 

１ TOEIC
®自体について―TOEIC

®に詳しくなった？ 

 TOEIC
®科目を担当することは、一義的には TOEIC

®とはどういうテストであるかというこ

とを伝えるということにあると言えるだろう。リーディング、リスニング、それぞれのパー

トの特徴、もちろん個別の問題への対処方法、解答など教員側から学習者に伝えるポイント

はいくつもあると思うが、それらをどこでどのように教員は学習したのだろうか。そして、
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それらを伝えることで教員自身が理解を深めた点もあったりはしなかっただろうか。 

 

２ 授業内活動について―TOEIC
®クラスの活動で気がついたことは？ 

 TOEIC
®科目を担当するということは、おそらくほとんどの確率で授業内に問題を解いて

もらうという機会があることだろう。無論、事前に「解く」は予習でしてきてもらって授

業は「解説」という形式もあるが、一度も一問もその場で解かない、ということも逆に想

定しにくい。よって、問題を解くこと対して学習者はどのように変化していったのだろう

か。また、「解く」以外の活動を取り入れている場合、それらの活動がどう TOEIC
®の問題

と向き合う際に効果を発揮したのだろうか。 

 

３ カリキュラムについて―TOEIC
®対策を戦略的に出来るようになった？ 

 TOEIC
®科目のシラバスを書く際には学期を通して俯瞰的にカリキュラム設計をするこ

とになる。それは総合的に「対策」として功を奏しただろうか。 

 

まとめとお願いなど 

 本発表は、上記のようにTOEIC
®にまつわるいくつかの論題について参加者同士が振り返

るというリフレクティブ・プラクティス的な実践であり、さらに解決、改善したい点があ

ればそれに対して建設的に議論する場となる予定である。よって、「はじめに」で述べた

ように参加してくださるみなさまこそがその中心となるので、是非とも積極的に参加して

くださることを期待する。とはいえ、いろんなバックグラウンドをお持ちの方がいらっし

ゃるので、もしかしたら時に議論が熱くなることもあるかもしれない。たとえそうなった

としても、相手の話を否定することなくお互いの意見をよく聞いて（傾聴して）くださる

ことだけはお守りいただければと思う（クラスルールならぬワークショップルールとして）。

その結果、各々が何か新たな視点、視座を持って帰りの途についてくださればこの発表は

成功したと言えるだろう。なお、本発表はアルク社の賛助を受けた発表である。よって当

日、関戸が話すTOEIC
®に関する（一部、いや大部分、の）知識はアルク社関連の書籍やセ

ミナーから得たものであり、それらについて言及する場面があることを前もってお断りし

ておくのと同時に、賛助に対しての御礼をここに記す。 

 

参考文献 

玉井健、渡辺敦子、浅岡千利世．“リフレクティブ・プラクティス入門”．初版、ひつじ書

房、2019年. 
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#14. SIG 発表 B 

DAY 2. 14:20～14:50 

授業学研究会（関西） 

 

授業改善評価フォーマットの考察 

 A Study on Evaluation Format for Class Improvement 

 

村上裕美（関西外国語大学短期大学部） 

 

英語教育研究において、実践が主流となる授業改善も主要な研究領域として広がりを見

せている。その一方で、授業改善の成果や学習者の成長、学習動機への働きかけなどの数

値化や評価法は未だ確立していない。たとえば、学習者の成長を計測する試験は、授業前

と授業後の得点を比較することで、授業者の授業改善の成果によるものといえるのだろう

か。授業改善への取り組みや考察を可視化できる評価基準の確立は授業学研究において重

要な役割を持つ。授業学関西研究会で取り組んでいる授業学研究の意義として授業改善の

成果を計測する評価基準フォーマットを考察する。 
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#15. 実践報告 

DAY 2. 15:00～15:30 

司会: 長田恵理（國學院大學） 

 

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― 

Oral Presentation Activities for Repeating Students: 

Ways of Scaffolding 

 

峰松和子（跡見学園女子大学） 

 

１．はじめに 

本実践報告は、再履修クラスにおけるオーラルプレゼンテーション（以下 OP）活動を通

して、どのようにして自分の考えや体験を発表できるようになったのか、その段階的な足

場づくりの在り方を示すものである。この実践を支える学習理論としては、学習者の最隣

接発達領域(the zone of proximal development)、相互交流(social interaction)を意識した社会文

化理論(sociocultural theory)、および学習とは個人の「実践共同体」への参加であるという社

会文化的アプローチである。従来のカリキュラムデザインに特徴的な「習得」メタファー

で捉えるのではなく、「参加」メタファーの枠組みで学習を捉えるという立場である。これ

は選定された知識、能力を学習者が身に付けたかどうかに着目する従来の立場から、学習

を「参加の過程」とみる新しい立場である。対象クラスは、大学１、２年生合同の再履修

クラスである。OP 活動を行う意味は以下の通りである。挫折感を持った学生に、英語を学

んで楽しいという気持ちを持たせる。すなわち「自分自身の体験に基づいて、生身の人間

が気持ちを込めて語り合うことの楽しさ」を味わう。それにより、英語が単なる単位を取

るための言語ではなく、自分を語り、他者を知るための「ことば」本来の意味を持ってい

るということを体感させたい。 

２．足場づくりの手順 

授業初回時のアンケートでは、全員が「英語でプレゼンテーションをすると聞いて不安に

なった」と回答。３０回の授業のうち５回オーラルプレゼンテーションを行った。主なトピ

ックは “My treasure” “My memorial picture” “The person I respect”などである。足場づくりの手

順を示す。①教師によるmodeling：教師自らの体験を語り、学生にメッセージを伝える姿を

見せる。②ブレーンストーミング：心の内にある様々な感情、思い、記憶を呼び起こす。ト

ピックに関して連想される全てのことばを書く。③同じ概念を表す言葉のカテゴリー化：机

間巡視をして、「このキーワードに共通している抽象的な語は何だと思う？」など学生の思い
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や考えを引き出すような質問をなげかける。④原稿づくり：自分の伝えたい「主題」は何か

を表現させる。トピック“My treasure”の場合、出てきた言葉の羅列を、概念化し、その紙を

見ながら、主題は何かを一文で言えるようにする。例「そろばんは自分の人生を方向づける

ような重要のものであった」それはなぜか？３つの理由を、先ほどのブレーンストーミング

のカテゴリー化した語から考える（Reasoning）。次に、キーワードを英語で表現する。topic 

sentence を書かせる。その例を書かせる。⑤教師によるチェック、アドバイス：自分で辞書

を調べたり考えさせる。⑥visual aids づくり：A4 白紙５枚ほど使用。センテンスではなくキ

ーワード、及び手書きのイラストも OK。なるべく原稿を見ないように指導。⑦ペアによる

練習：お互いの発表を聞いて、アドバイスをし合う。聞く人の立場に立ち、分かりやすい発

表とは何かを他者のプレゼンから学ぶ。⑧教師による一対一のプレゼン指導：発音、イント

ネーション、強調すべき語や語りかけるような話し方の指導。 

３．発表及びリスニング・コメントシートの活用：Peer evaluation 

他者の発表のメッセージが伝わったか５段階評価。キーワードとコメントを書く。他者

の発表のプラス点とさらに努力すべき点を書く。それによりメタ認知力を鍛える。発表後、

読み上げて、学生にフィードバックする。肯定的評価はさらにやる気を起こさせ、また改

善点に関しては次回に活かせる。他者が自分のプレゼンをどう受け止めたのか、共感や励

ましにより、他者に認められたという気持ちを抱く。英語で自分の体験や気持ちを表現す

ることへのモチベーションが高まる。お互いが刺激し合い、次回はより良いプレゼンテー

ションをしたいという気持ちが高まる。 

４．まとめ 

再履修学生にとって皆の前に出て、英語でプレゼンテーションをすることは一見、難し

そうなゴールに見える。しかし学習者一人ひとりの最隣接発達領域を意識した適切な段階

を踏んだ足場づくりがあれば、これは実現可能なゴールとなりうる。重要なことは、どの

段階でどのような足場づくりを行い、どう学習者自らに考えさせていくかである。またお

互いどう刺激し合っていくか。授業後のアンケートでは、「英語でプレゼンテーションは楽

しかった」「授業内で適切な援助やアドバイスがあれば、今後、英語でプレゼンテーション

をもっとよくできると思う」と回答。何よりも、英語に対するモチベーションが上がった。

「英語の４技能をもっと伸ばしたい」と全員が答えた。また、内容に対する呼応が大きか

った。「みんな成長している。（英語力、人前で話す力）」「皆の人生観が分かる内容でした」

「それぞれ違う人生で面白い、考え方が変わってくる。毎回楽しみ」。思いや感じたことを

言葉にして、それをクラスで共有する。教室に響き合う声が実現した。再履修クラスでは、

「英語を学ぶことは、苦痛ではなくて、楽しいことだ！」ということを体感することが大

切だ。今後の長い人生の英語学習のモチベーションにつながるといえる。 
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#16. 研究発表 

DAY 2. 15:40～16:10 

司会: 奥切恵（聖心女子大学） 

 

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 

Longitudinal Research on Interactive English Speaking Education 

Through ICT: Collaborations Among High School, University and Industry 
 

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） 

 

 本発表の目的は、第一に、高大連携・産学連携による、20 ヵ月にわたる高校生モニター

50 名への ICT を用いた交流型英語スピーキング教育（オンライン英会話）を通して、どの

ような縦断的な成長がみられるかを考察することにある。第二に、20 ヵ月毎月１回オンラ

イン英会話を継続したモニター高校生が、上記のスピーキング教育を受講していない同級

生群と比較して、英語やりとりスピーキング能力がどのように異なるかを分析し、オンラ

イン英会話教育の有効性を検証する。 

 

１．教育研究プロジェクト概要 

 本発表の基盤となる教育研究プロジェクトの目的は、第一に、高校生の英語「やりとり」

スピーキング能力の 20 ヵ月にわたる縦断的研究と、第二に、ICT をもちいた高大連携・産

学連携による交流型英語スピーキング教育の開発と効果検証にある。 

本プロジェクトは、2018 年 11 月より、科研費の援助を得て、東京外国語大学を研究拠点

に、長野県立上田高等学校及び徳島県立城東高等学校１年生（2018 年 11 月当時）から 50

名のモニター生徒を募集し、高校教員、オンライン英会話を研究目的に無償提供する産経

ヒューマンラーニング、ICT 英語教育開発のリンガハウス教育研究所との連携で、高校生

による英語「やりとり」スピーキング学習者コーパス（映像・音声・文字化されたデータ）

の構築と、縦断的学習者コーパス研究を目的に開始された。 
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高校生モニターは、東京外国語大学研究チーム（学部生・大学院生・欧米からの留学生

を含む）が独自に作成した英語教材、「地元の魅力を発信する」「世界から日本へ来た留学

生との交流」「世界の医療と日本の医療制度比較」等の教材を予習し、自分の考えを英語で

300words 程度で作文し、その作文に基づき、産経ヒューマンラーニングが提供するオンラ

イン英会話において、フィリピン人講師と 25 分間の英会話レッスンを高校の PC で、高校

教員の管理下のもとで受講する。東京外国語大学では、全てのレッスンを録画して、「やり

とり英語映像学習者コーパス」として構築し、リンガハウス教育研究所と協働で、文字化・

縦断的研究を行っている。 

 

２．研究報告概要 

 本発表では、2018 年 11 月から 2020 年 3 月までの 17 カ月間の ICT を用いた英語やりとり

スピーキング学習者コーパスについて、以下の三点を発表する。 

 

(1) 50 名のモニター生徒からのフィードバック・自己評価の縦断的変化を考察する。 

(2) 50 名のモニター生徒のうち、4 名の生徒を選び、第 1 回目と第 17 回目のやり 

とりスピーキングコーパスを、「産出語彙の多様性」・「文法項目」（テンス・アスペクトの

習得、複文の使用）という視点から比較し、その成長を考察する。 

(3)対照群として 2020 年 1 月より募集した、「初めてオンライン英会話を経験する同級生モ

ニター20 名」による 2020 年 1 月、2 月、3 月のオンライン英会話の産出が、50 名のオンラ

イン英会話 17 回受講グループと、「産出語彙の多様性」・「文法項目」の産出において、ど

のように異なるかを分析し、遠隔地の高校におけるオンライン英会話レッスンの有効性を

検証する。 
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第 13 回（2020 年度）JACET 関東支部大会組織 

 

大会委員長：    藤尾 美佐（東洋大学） 

大会運営委員長：  新井 巧磨（早稲田大学） 

審査委員会：    伊藤 泰子（神田外語大学）、遠藤 雪枝（昭和大学）、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（創価大学）、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） 

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） 
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出展参加賛助会員一覧（会員名簿順） 
 

アバックス有限会社 

株式会社 アルク 

株式会社 朝日出版社 

株式会社 金星堂 

公益財団法人 日本英語検定協会 

株式会社 三修社 

株式会社 内田洋行 

 


