日本児童英語教育学会（JASTEC）
第 38 回全国大会
拝啓 新緑の候、皆様にはますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
私ども日本児童英語教育学会では、来る 6 月 17 日（土）、18 日（日）の両日、大阪商業大学において、第
38 回全国大会を開催いたします。次期学習指導要領実施に向けた英語教育改革の動きが加速するなか、各地
でさまざまな素晴らしい取り組みがなされており、実践・研究成果も蓄積されています。そこで、今回の全国
大会はグローバル化、教科化も視野に入れ、小学校外国語活動の現状と課題・展望について考えるとともに、
児童のための望ましい英語教育を理論と実践の両面から考える機会にしたいと存じます。何かとご多用のこと
とは存じますが、皆様お誘い合わせのうえ、ふるってご参会くださいますようご案内申し上げます。
敬具
2017 年 5 月
日本児童英語教育学会（JASTEC）
会 長
小泉 仁
大会実行委員長
國方 太司
6 月 17 日（土）13:00－17:00（12:30 受付開始）
6 月 18 日（日）10:00－17:00（9:30 受付開始）
※事前の申し込みは必要ありません。会場に直接お越しください。

日

時

場

所 大阪商業大学（東大阪市御厨栄町 4−1−10）
近鉄奈良線の「河内小阪駅」より徒歩 5 分

参加費

1 日参加、2 日参加とも、一般 2,000 円、学生 1,500 円（いずれも資料集代を含む）
＊JASTEC 会員は無料。賛助会員、団体会員は所属の 3 名まで無料。

照会先

関西支部事務局（箱﨑 雄子）E-mail: hakozaki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
関西支部長（國方 太司）E-mail: kunikata@osaka-seikei.ac.jp

会場（4 号館 2 階）
第 1 会場
421 教室

第 2 会場
423 教室

第 3 会場
425 教室

第 4 会場
426 教室

TEL: 072-978-3526

ポスター発表
424 教室

プログラム

6 月 17 日（１日目）13:00－17:00
総合司会：高田 悦子（大阪商業大学・非）
１ 映像による研究授業と協議 (13:05－14:10)

第１会場

「小学校外国語科の授業づくり～夢の時間割をつくって紹介しよう～（5 年生）」
発表者：内田 綾（福岡県筑紫郡那珂川町立安徳南小学校）
コメンテーター：加賀田哲也（大阪教育大学）
司 会：三宅 美鈴（広島国際大学）

２ 課題別分科会（14:20－15:40）
第１会場「コミュニケーション能力の素地／基礎を育成する教材開発」
提案者： 泉 惠美子（京都教育大学）
酒井 英樹（信州大学）
司 会： 永倉 由里（常葉大学）
第２会場「コミュニケーション能力の基礎を固めるリテラシーの指導―音声指導から文字指導へ」
提案者： アレン玉井光江（青山学院大学）
畑江 美佳（鳴門教育大学）
司 会： 赤沢 真世（大阪成蹊大学）

３ 講演（15:55－16:55）第１会場

「グローバル時代おける小・中・高の英語教育の役割と小学校英語教育の
あり方、進め方」
講演者：佐藤 人海（文部科学省初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室 室長）
司 会：松原木乃実（聖マリア小学校）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
４ 懇親会（17:15－19:00）
大会終了後、交流の場として懇親会を開催いたします。当日受付にてお申し込みください。
どちらさまも気楽にご参加ください。
司 会：吹原 顕子（大阪商業大学）
場 所：大阪商業大学カフェテラス
会 費：3,000 円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

6 月 18 日（2 日目）10:00－17:00
総合司会：多田 玲子（大阪教育大学・非）
１

映像による研究授業と協議

(10:05－11:10)

第１会場

「思考力・判断力・表現力の育成をめざした小学校英語授業の展開―CLIL 型単元の実施は有効か―（5 年生）」
授業者：西原 美幸（広島大学附属小学校）
コメンテーター：大城 賢（琉球大学）
司会：佐藤 令子（国士舘大学・非）

２

研究・実践発表〔午前の部〕（11:20－12:25）

第１会場

司会：長沼 君主（東海大学）

①「小学校中学年に効果的な英語絵本選定基準の策定―ルーブリック評価法を用いて―」
発表者：松本 由美（玉川大学）
②「小学校・中学校における絵本の活用方法―「聞く活動」から「読む活動」への移行を目ざして」
発表者：日本児童英語教育学会・英語授業研究学会合同プロジェクトチーム第 3 グループ A 班
衣笠 知子（園田学園女子大学）、北村 友美子（京都ノートルダム女子大学他・非）

第２会場

司会：松宮奈賀子（広島大学）

①「中学への移行期における言語形式を意識した英語活動―附属小学校 6 年生の授業実践」
発表者：物井 尚子（千葉大学）
②「明示的指導と暗示的指導の違い―児童の気付きを考えた指導法の考察」
発表者：伊藤 摂子（東洋大学）
第３会場

司会：築道 和明（広島大学）

①「第二言語習得における音韻の習得 III―山梨市特区初等英語教育における母音習得の音響音声学的解析」
発表者：長瀬 慶來（山梨大学教職大学院）、長瀬 恵美（就実大学）
②「児童期の音と綴りの関係についての一考察」
発表者：狩野 晶子（上智大学短期大学部）
第４会場

司会：椎名紀久子（名古屋外国語大学）

① Use of TPR and picture book to teach young learners of English
発表者：中浜 優子（慶應義塾大学）
② Intentional Gestures for Young Learners
発表者：Andy Lankshear（神田外語大学）

３ ポスター発表および昼食休憩（12:25－13:30）ポスター発表会場
①「小学校英語教育におけるプロジェクト重視の英語学習の可能性―『読む・書く』学習を加えたプランの試
み―」
発表者：白土 厚子（津田塾大学）
② An ABC’s of Shimane Picture Book: Teaching English to Elementary School Children with Tourism
Information of Shimane
発表者：小玉 容子、Kriss Lange、Dustin Kidd（島根県立大学短期大学部）、片寄メーガン（元島根大
学教育学部附属小学校）
③「小学校高学年の英語教育における中学校デジタル教科書の活用について：移行期の英語教育を考える」
発表者：高橋美由紀（愛知教育大学）、柳 善和（名古屋学院大学）、山内

優佳（広島文化学園大学）

④「小学校英語教育に円滑につながる英語導入プログラムの開発」
発表者：東 仁美（聖学院大学）、狩野 晶子（上智大学短期大学部）、大友 美奈（東京都品川区英語
専科指導員）、仲沢

淳子（長野県茅野市日本人講師 ALT スーパーバイザー）、冨嶋

International School）
⑤「文部科学省委託による英語の伝達講習を受けた現職小学校教員の英語への意識」
発表者：高橋奈央子（千葉市立さつきが丘東小学校）
⑥「多読学習の長期継続に関する一考察：幼児・児童期に多読を導入した学習者の記録より」
発表者：川北 直子（宮崎県立看護大学）
⑦「CLIL で行う小学校低学年の授業実践」
発表者：中山 貴子（春日井市立押沢台小学校他・非）

裕子（Milie

４ 総 会（13:30－13:45） 司会：田邉 義隆（近畿大学）
・2016 年度事業および会計報告
・2017 年度事業計画
・会長あいさつ

５

研究・実践発表〔午後の部〕（13:50－14:55）

第１会場

司会：幡井 理恵（昭和女子大学附属昭和小学校）

①「日本の小学校における CLIL 志向での英語授業の効果について」
発表者：松延 亜紀（大阪市英語教育アドバイザー）
②「小学校での CLIL に基づく授業展開―その可能性と課題」
発表者：山野 有紀（宇都宮大学）
第２会場

司会：田辺 尚子（安田女子大学）

①「生きて働く力を身につける小学校英語のモジュールでの実践」
発表者：江尻 寛正（倉敷市立連島南小学校）
②「短時間学習の指導―メリットを活かし、デメリットを打ち消す実践」
発表者：日本児童英語教育学会・英語授業研究学会（関西支部）合同プロジェクトチーム第 3 グループ
中西 浩一（高槻市立北清水小学校）、今西 竜也（京都教育大学附属京都小中学校）
第３会場

司会：加藤 拓由（春日井市立鷹来小学校）

①「気付きを促す授業―意味のある input を通して」
発表者：石毛 隆史（東京学芸大学附属大泉小学校）
②「小学校中学年での英語活動における歌や音楽ゲームの役割」
発表者：鈴木 敦子（東北福祉大学）
第４会場

司会：杉浦 宏昌（至学館大学）

①「英語教科化に向けて小学校教員に必要な研修」
発表者：山見由紀子（名古屋外国語大学）
②「韓国の小学校英語教育が日本へ示唆すること―公立小学校中学年の授業分析を中心として」
発表者：二五 義博（海上保安大学校）

６ シンポジウム （15:05－16:45）第１会場

「小学校英語教育の課題と課題解決策を探る―教科・英語を成功に導くために」
提案者： 金森 強（文教大学）
菅 正隆（大阪樟蔭女子大学）
小泉 仁（東京家政大学）
コーディネーター：樋口 忠彦（JASTEC 特別顧問、元近畿大学）

７ 閉会の挨拶（16:45－16:50）

國方 太司（大阪成蹊大学）

