
LET中部支部 2011年度事業報告
（2011年4月～2012年3月）

1. 支部総会
 開催日：2011年5月21日（土）
 会場：中部大学

2. 支部役員会（運営委員・評議員合同会議）
 開催日：2011年5月21日（土）
 会場：中部大学

3. 支部運営委員会
 第１回 2011年4月10日（日） ネット会議
 第２回 2011年9月9日（金） 名古屋大学

4. 第51回全国研究大会
 開催日：2011年8月6日（土）～8日（月）
 会場：名古屋学院大学

5. 支部研究大会

第77回支部研究大会
日時：2011年5月21日（土） 10:00-16:50
会場：中部大学

講演

英語の強弱アクセントの知覚：その語彙力と聴解能力への影響
 玉岡 賀津雄 名古屋大学

ワークショップ

1. Rによる言語データの分析入門
 阪上 辰也 広島大学

2. 英語で授業を始めるために
 岩城 奈巳 名古屋大学

第78回支部研究大会
日時：2011年11月26日（土） 10:00-17:30
会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス

講演

テストデータを分析する：古典的テスト理論・項目反応理論・潜在ランク理論による学力評価」
 荘島 宏二郎 大学入試センター

研究発表
第1室 
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司会： 草薙 邦広 名古屋大学大学院生
 城野 博志 三重県立四日市南高等学校

1. テキストにおける共起傾向の偏りが学習者のコロケーションの処理に影響するか—コーパスの統計的
指標とフレーズ認知課題を用いて—

 草薙 邦広 名古屋大学大学院生

2. 日本語母語英語学習者は動詞下位範疇化情報の処理が自動化されているか—視線計測装置を用いた
実験の報告—

 坂東 貴夫 名古屋大学大学院生
 梁 志鋭 名古屋大学大学院生
 草薙 邦広 名古屋大学大学院生
 福田 純也 名古屋大学大学院生
 杉浦 正利 名古屋大学

3. 初級英語学習者における文法形態素の処理方法と負荷の関係
 城野 博志 三重県立四日市南高等学校

第2室
司会： 石川有香  名古屋工業大学
 小栗 成子 中部大学

1. 工学系ESP教育に向けた準専門語彙の辞書開発
 石川 有香 名古屋工業大学

2. Using a Database of Easy-to-read Stories
 Douglas Jarrell 名古屋女子大学

3. クラウドサービスの特性を活かした英語学習プロセスの共有と協調的学習の促進
 小栗 成子 中部大学

シンポジウム
メディアを活用した英語プロソディ習得の研究―現状と今後の展開
 コーディネータ・パネリスト：
  鈴木 薫 名古屋学芸大学短期大学部
 パネリスト：
  伊庭 緑 甲南大学
  村尾 玲美 名古屋大学

6. 支部紀要
 第22号：2011年7月発送
 第23号：2012年3月発行

7. 研究部会
7.1 小学校英語教育部会
小学校英語教育研究部会第59回例会
（小学校英語教育学会（JES）愛知支部第18回研究会と合同） 

日時： 2011年9月11日（日）10:00-12:30
会場： 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

LET中部支部 2011年度事業報告 (2012.5.26)

2/6



研究発表：外国語活動についての文献を読もう！

1.「Bringing Language to life with Technology」(1)  Curtain, H. & Dahlberg, C. A. 2010　 『Language and 
Children 4th ed.』 Boston: Pearson Education.

  柳 善和 名古屋学院大学

2.「小学校英語教育における教授法」 高橋美由紀・柳善和（編著）2011 『新しい小学校英語科教育
法』東京：協同出版

  高橋 美由紀 愛知教育大学

小学校英語教育研究部会第60回例会
（小学校英語教育学会（JES）愛知支部第19回研究会・平成23年度日本教育大学協会研究助成「大学院レベルにおける
英語内容学と英語教育学の協同による英語科の教員養成・教師養成の研究会」と合同）
日時： 2011年10月2日（日） 10:00-17:00
会場： 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

報告発表と交流

小学校外国語活動－授業と評価
  長谷川 和代（NPO 小学校英語活動支援団体 GATE・兵庫教育大学大学院）
   尾崎 友美（岐阜大学教育学部附属小学校教諭）
 コメンテーター・司会：高橋美由紀（愛知教育大学）

ランチョンセミナー

新しい中学校英語科の教科書の分析－外国語活動を活かした導入と高等学校への円滑な接続に向けて
  柳 善和 名古屋学院大学

基調講演

ワードペアによる後期中英語散文作品の分析：現代英語との関わり
  講師：谷 明信 兵庫教育大学

シンポジウム

中学校英語へ繋げるために小学校外国語活動で行うこと
 司会：柳 善和 名古屋学院大学

 小学校外国語活動で語彙をどう扱うか？
  北條 礼子 上越教育大学

 小学校外国語活動で英文法をどう扱うか？
  有働 眞理子 兵庫教育大学

 小学校外国語活動で文字をどう扱うか？
  高橋 美由紀 愛知教育大学

小学校英語教育部会第61回例会
日時：2011年12月8日（日）10:00-12:30
会場：名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎
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研究発表： 外国語活動についての文献を読もう！

1.「Bringing Language to life with Technology」(2)  Curtain, H. & Dahlberg, C. A. 2010　 『Language and 
Children 4th ed.』 Boston: Pearson Education.

  柳 善和 名古屋学院大学

2.「小学校と中学校の連携の進め方」高橋美由紀・柳善和（編著）2011『新しい小学校英語科教育法』 
東京： 協同出版

 高橋 美由紀 愛知教育大学

研究発表： 韓国の事例研究

1. 中学校英語教育に繋げるための小学校英語教育
  高橋 美由紀 愛知教育大学
  柳 善和 名古屋学院大学）

小学校英語教育部会第62回例会
（小学校英語教育学会（JES）愛知支部第21回研究会・平成23年度日本教育大学協会研究助成「大学院レベルにおける
英語内容学と英語教育学の協同による英語科の教員養成・教師養成の研究会」と合同）
日時：2012年1月21日（土）10:00 - 17:00
会場：名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

報告発表と交流

小学校外国語活動と中学校英語教育を円滑に繋ぐための指導－実践報告
  林 佳織 三重県津市立新町小学校
  樋田 禎美 一宮市立萩原中学校
 コメンテーター・司会：高橋 美由紀 愛知教育大学

講演
小中連携の英語教育に、英文法をどう指導するか？
 有働 眞理子 兵庫教育大学

シンポジウム
新しい教材をどう使用するか？－新英語ノートHi, friends! と来年度の中学校教科書－英語教育と言語学
の立場から

 デジタル教科書の効果とその指導
 柳 善和 名古屋学院大学

 絵本や物語の効果的な指導法―マザーグースの言語文化的背景と指導法
 谷 明信 兵庫教育大学教授

 教材・教科書の指導法を実証的研究に活かすために 
 北條 礼子 上越教育大学教授

 小中連携を円滑にするための指導法
 高橋 美由紀 愛知教育大学
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小学校英語教育部会第63回例会
（小学校英語教育学会（JES）愛知支部第22回研究会）
日時：2012年2月19日（日）10:00-17:00
会場：名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

研究発表

1. 日本と韓国の小学校英語教育教材について：テキスト・電子黒板等
  Kim Hyoung Jun  韓国大邱市Cheongrim小学校教諭
  加藤 拓由 愛知県春日井市立神屋小学校教諭

＜明日からの授業に役立つ実践指導とその理論＞

2. ティーム・ティーチングの進め方
  巽 徹 岐阜大学

3.文字指導及びコミュニケーション活動：新しい英語ノート『Hi, freiends』について
  高橋 美由紀 愛知教育大学

＜明日からの授業に役立つ実践指導とその理論＞

4. 評価とマルチメディア教材（電子黒板等）
  柳 善和 名古屋学院大学

パネルディスカッション

日本と韓国の小学校英語教育－到達度テストと関心意欲の調査結果からみえてきたもの
 司会：犬塚 章夫 愛知県刈谷市立小垣江小学校教頭

 韓国の小学校英語教育（テグ市Cheongrim小学校の事例より）
  Kim Hyoung Jun 韓国大邱市Cheongrim小学校教諭

 日本の小学校英語教育（岡崎市の事例より）
  白井 直美 岡崎市立本宿小学校校長

小学校英語教育部会第64回例会
日時：平成24年3月24日（土）10:00~12:30
会場：名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎
主催：小学校英語教育学会（JES）愛知支部・LET中部支部小学校英語教育研究部会

新教材『Hi, Friends！』を活用した具体的な指導法について

1. コミュニケーションの素地を育てるために効果的なアクティビティ
　　高橋美由紀（愛知教育大学）

2. 小中連携の英語教育に効果的な文字指導のあり方
　　高橋美由紀（愛知教育大学）

3. デジタル教材を活用した指導
　　柳善和（名古屋学院大学）

4. 現場の先生方との交流会
　　小学校・中学校の教師
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7.2 中学高校英語教育研究部会
中学高校英語教育研究部会第7回例会
日時：2011年5月14日（土）14:00-17:00
会場：大同大学大同高等学校

講演
Google英文ライティング—ウェブを「辞書」や「ネイティブ・チェッカー」として使う—
 遠田 和子 翻訳家・サン・フレアアカデミー講師

中学高校英語教育研究部会第8回例会
（愛知県私学協会第1回研究会と共催）
日時：2011年11月25日（金） 16:00-18:00
会場：愛知工業大学名電高等学校

講演
明日の英語教育
 大西 泰斗 東洋学園大学教授

LET中部支部 2011年度事業報告 (2012.5.26)

6/6


