東北英語教育学会 第 37 回秋田研究大会
プログラム
主

催：東北英語教育学会（http://sites.google.com/site/tohokueigo/）

共

催：秋田英語英文学会（本大会は秋田英語英文学会平成 30 年度大会を兼ねています）

後

援：秋田県教育委員会，秋田市教育委員会

期

日：研究大会 2018 年 6 月 24 日（日）
理事会

会

2018 年 6 月 23 日（土）

場：研究大会 秋田大学教育文化学部 3 号棟（手形キャンパス）
秋田市手形学園町 1 番 1 号
理事会

秋田拠点センターアルヴェ（4F 洋室 B）
秋田市東通仲町 4 番 1 号

懇親会

TEL：018-889-2509
TEL：018-887-5310）

ホテルメトロポリタン秋田（3F クオーレ）
秋田市中通 7 丁目 2 番 1 号

TEL：018-874-8333

参 加 費：500 円（会員，非会員問わず。学生・大学院生は無料）
大会受付：6 月 24 日（日）9:00 ～ 秋田大学教育文化学部 3 号棟 1F ピロティ

日

程

6 月 23 日（土）
14:00～17:00

理事会

18:00～20:00

懇親会

6 月 24 日（日）
9:00～

受付

9:30～9:45

開会式

9:50～11:30

研究発表

12:30～12:50

総会

13:00～14:30

シンポジウム

14:40～16:00

特別講演

16:00～16:10

閉会式
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＊＊＊

開会式 9:30～9:45（会場：教育文化 3 号棟 145 室）

＊＊＊

司会

秋田支部

武藤 雅子 （秋田県立角館高等学校）

開会の辞

秋田支部長・大会実行委員長

若有 保彦 （秋田大学）

挨拶

東北英語教育学会会長

野呂 徳治 （弘前大学）

＊＊＊
第一会場
司会

研究発表 9:50～11:30（発表 20 分，質疑応答 10 分） ＊＊＊

教育文化 3 号棟 145 室
畠山 喜彦 （宮城大学）［宮城］
髙木 修一 （福島大学）［福島］

1.

9:50～10:20

楽しく生き生きとコミュニケーションを図る児童をめざして
―インタラクションのある活動とフィードバックの工夫を通して―
奥平 穣士 （蔵王町立永野小学校）［宮城］

2. 10:25～10:55

小学校外国語活動・外国語がめざすもの
森谷 洋子（村山市立西郷小学校）
［山形］

3. 11:00～11:30

An Approach to Utilize an English Paper for High School Students
芝田 直久（福島大学）
［福島］

第二会場
司会

教育文化 3 号棟 150 室
小川 春美 （岩手大学）
［岩手］
アンソニー・ラウシュ（弘前大学）
［青森］

1.

9:50～10:20

地方私立大学における英語教育の指導体制の充実・改善に向けての試案
岩見 一郎（八戸工業大学）［青森］

2. 10:25～10:55

授業でしか出来ない(インフォメーションギャップとインタラクション)活動
を通した相互理解
畠山 豪（岩手県立盛岡第二高等学校）
［岩手］

3. 11:00～11:30

生徒に英語学習への自信を持たせるための取組
佐藤 絵理香（鹿角市立花輪第二中学校）
［秋田］

＊＊＊ 昼食・休憩 11:30～12:30（教育文化 3 号棟 145・150 室）

＊＊＊

大会当日の昼食は，持参されるか，あるいは事前にご注文をお願い申し上げます。ご注文手続き等
は 4 ページの説明を参照願います。
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＊＊＊ 総 会 12:30～12:50（教育文化 3 号棟 145 室）
司会
議題

＊＊＊

丹藤 永也（青森公立大学）
（１）全国英語教育学会理事会報告
（２）2017 年度事業報告及び決算報告
（３）2017 年度監査報告
（４）紀要編集委員会報告
（５）2018 年度事業計画及び予算案
（６）2019 年度研究大会について
（７）その他

＊＊＊ シンポジウム 13:00～14:30（教育文化 3 号棟 145 室）

＊＊＊

テーマ 次期学習指導要領を意識した授業と評価
司会

提案者

木幡 隆宏

（秋田大学）
［秋田］

石﨑 貴士

（山形大学）
［山形］

丹野 紋子

（由利本荘市立由利小学校 / 教育専門監）
［秋田］

水野 知也

（福島県教育センター）
［福島］

石山 優

（山形県立新庄南高等学校）［山形］

＊＊＊

特別講演 14:40～16:00（教育文化 3 号棟 145 室）

＊＊＊

司会

佐々木 雅子 （秋田大学）

演題

学びを育む英語学習評価

講師

渡部 良典

略歴

英国ランカスター大学博士課程修了。言語学博士。日本言語テスト学会会長。聖霊女子短

（上智大学言語科学研究科教授）

期大学、国際基督教大学、秋田大学を経て現職。専門は外国語学習評価、授業研究。

Washback in Language Testing 他言語テストに関する著訳書論文多数。近著に『CLIL
内容言語統合型学習第 1 巻、第 2 巻、第 3 巻』（上智大学出版、共著）がある。

＊＊＊ 閉会式 16:00～16:10（教育文化 3 号棟 145 室）

＊＊＊

司会

秋田支部事務局

伊藤 久 （八郎潟町立八郎潟中学校）

次年度大会について

東北英語教育学会会長

野呂 徳治（弘前大学）

閉会の辞

秋田支部長・大会実行委員長

若有 保彦（秋田大学）
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昼食のご案内：注文・問い合わせは大会事務局にお願いいたします。
お弁当の注文：大会当日は大学の食堂が休業します。会場周辺に日曜日に営業している飲食店が南
門周辺にありますが，数が限られております。昼食を持参されるか，お弁当（お茶付き，1,000 円）
の注文をお薦めします。注文は 6 月 8 日（金）までに電子メールで大会事務局へお願いいたします。
お弁当の受取：11:20～12:20 まで，大会受付にて代金と引き替えにお渡しいたします。できるだけ
釣り銭のないようにご協力願います。なお大会当日のお弁当の注文はできません。

秋田大学手形キャンパスへのアクセス
徒歩：JR 秋田駅東口から徒歩約 15 分
バス：JR 秋田駅前バスのりば（西口 12 番）から手形山大学病院線で秋田大学前下車（約 10 分）
*日曜は秋田駅発 8:25, 8:55, 9:25… 秋田大学前発（秋田駅（西口）行）16:29, 16:56…
自家用車：秋田大学手形キャンパスの正門から入って左折先にある駐車場が無料で利用できます。

懇親会のご案内
皆様のご参加を歓迎いたします。参加希望の連絡は 6 月 8 日（金）までに電子メールで大会事務局
へお願いいたします。会費は懇親会当日に会場でお支払いください。
・日時 6 月 23 日（土）18:00～20:00
・会場 ホテルメトロポリタン秋田 3 階 クオーレ（JR 秋田駅西口より徒歩 2 分）
・会費 5,000 円
理事会・懇親会・研究大会会場

秋田大学手形キャンパス

大会事務局

東北英語教育学会事務局

〒018-1606 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字 〒030-0196 青森市大字合子沢字山崎 153-4
大嶋田 107 八郎潟町立八郎潟中学校 伊藤 久

青森公立大学経営経済学部 丹藤 永也 研究室

E-mail：hisashii@coast.ocn.ne.jp

E-mail：hitando@b.nebuta.ac.jp

TEL：018-875-2053 FAX：018-875-5733

TEL/FAX：017-764-1676
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