2016年 秋季大会（ひめぎんホール）
形態
タイトル
パネルセッション

単語認知研究が日本語教育研究にどう活かされる
か

パネルセッション 新しい日本語会話テスト「JOPT」

発表者

掲載頁

費暁東(中国・北京外国語大学)，蔡鳳香(中
国・寧波大学外国語学院)，当銘盛之(広島大 17-28
学)，柳本大地(広島大学大学院生)
鎌田修(南山大学)，嶋田和子(アクラス日本語
教育研究所)，伊東祐郎(東京外国語大学)，李 29-40
在鎬(早稲田大学)

海外における日本語関連行事のこれからについて― 藤美帆(広島修道大学)，諏訪昭宏(韓国・釜山
パネルセッション 韓国における大学生ディベート大会の活動実践を例 外国語大学)，鈴木啓孝(韓国・東義大学校)， 41-51
岩崎浩与司(早稲田大学)
に―
パネルセッション

日本語教育の社会実装に向けた日本語教員の役割 宮島良子(名古屋大学)，衣川隆生(同)，金村
―多分野との連携事例から見えてくること―
久美(名古屋経済大学)，佐藤綾(福井大学)

52-63

口頭発表

外来語導入の視点からのやさしい日本語ニュースの
検討
近藤めぐみ(タイ・チュラーロンコーン大学)
―消えた語，現れた語，変わらない語―

67-72

口頭発表

日本語雑談会話における話題の関連性を示すメタ言
語的表現に関する一考察
田中奈緒美(島根大学)

73-78

口頭発表

中国語を母語とする上級日本語学習者の「名詞＋動
詞」コロケーションの使用―YNU書き言葉コーパスの 劉瑞利(お茶の水女子大学大学院生)
分析を通して―

79-84

口頭発表

中国人学習者の「けっこう」の誤解と誤用の要因に関
張琳(東洋大学大学院生)
する考察―日本と中国の教科書の比較を通して―

85-90

口頭発表

語りにおける話し始めと話し終わりの表現

91-96

口頭発表

ツモリが伝える対立 ―なぜ「行くつもり？」は「行って
近藤優美子(京都外国語大学)
はいけない」を伝えうるのか―

97-102

口頭発表

国語辞典における形容詞「ク形」の取り扱いをめぐっ
加藤佳寿美(岡山大学大学院生)
て

103-108

口頭発表

「し始めた」と「し始めたところだ」 ―その意味と使用
帖佐幸樹(広島大学大学院生)
場面の関わり―

109-114

口頭発表

ピア・レスポンスのよりよい教室環境デザインを目指
藤田百子(早稲田大学)，柴田幸子(大東文化
して―チームティーチングでピア・レスポンスを実践
大学)，伊藤奈津美(早稲田大学)
する教師のインタビューから―

115-120

口頭発表

学術的文章のピア・リーディングにおける読解課題
の設計に関する一考察

田中啓行(国立国語研究所)，霍沁宇(一橋大
学大学院生)，胡方方(同)，石黒圭(国立国語
研究所)

121-126

口頭発表

クリティカルペダゴジーの視点に立ったコースデザイ
新里瑠美子(米国・ジョージア工科大学)
ンとその実践報告

127-131

口頭発表

日本語教師間の教育実践の共有化に向けて―
ティーチング・ポートフォリオ作成におけるペア・メンタ 加藤由香里(名古屋外国語大学)
リングの効果―

132-137

口頭発表

タイで教師間協働を経験している熟練日本語教師の
協働観を構成する仕事観と指導観―経年調査によ 中山英治(大阪産業大学)
る構成概念の理論的飽和化―

138-143

口頭発表

中国人日本語専攻学習者における学習動機の変化 王俊(東北大学大学院生)

144-149

口頭発表

学部学生の日本語教員養成コースへの参加過程と
三枝優子(文教大学)
意識変容―多様な学びに注目して―

150-155

三枝令子(一橋大学)

口頭発表

小澤伊久美(国際基督教大学)，坪根由香里
中堅タイ人日本語教師Xのビリーフを探る―形成・変 (大阪観光大学)，八田直美(国際交流基金)，
容とその要因―
内田陽子(台湾・交流協会)

156-161

口頭発表

介護施設のアルバイト場面における作業内容とやり
とりの分析
大場美和子(昭和女子大学)
―中国人介護留学生を対象に―

162-167

口頭発表

わかりやすい介護用語を目指して

口頭発表

外国人介護人材の「コミュニケーション力」再考
―EPA候補者受入れ施設をフィールドとして―

遠藤織枝(にほんごの会企業組合)，三枝令子
168-173
(一橋大学)
小川美香(国際医療福祉大学)

174-179

本田明子(立命館アジア太平洋大学)，石村文
恵(同)，板井芳江(同)，板橋民子(同)，井上佳
子(同)，岩本穣志(同)，加藤みゆき(同)，小森
180-185
千佳江(同)，住田環(同)，戸坂弥寿美(同)，豊
田真規(同)，廣津公子(同)，山内美穂(同)，渡
辺若菜(同)

口頭発表

熊本地震の事例にみる日本語教育の課題

口頭発表

小学校配布プリントにおける暗黙的な「日本の学校
カルチャー」の分析―外国人保護者に対する日本語 李暁燕(九州大学)
支援の視点から―

186-191

口頭発表

60年代中国の大学日本語専攻精読教科書の教育思
宮琳(東亜大学大学院生)
想―北京大学編『日語』を中心に―

192-197

口頭発表

初級学習者を対象とした漢字プレースメントテストの
岩下智彦(早稲田大学)，萩原章子(国際基督
妥当性―問題形式・学習者の漢字力の差異に焦点
教大学)
を当てた検証―

198-203

口頭発表

日本語学校の生徒を対象とする漢文訓読の入門教
GRIB Dina (首都大学東京大学院生)
育の試み―動機付けにおける四字熟語の活用―

204-209

ポスター発表

JFL環境におけるドイツ人日本語学習者の「助詞」の 村田裕美子(ドイツ・ミュンヘン大学)，李在鎬
特徴
(早稲田大学)

213-214

ポスター発表

中国人日本語学習者の非対格動詞使用における受
内田さつき(コミュニカ学院)
身化要因の調査

215-216

ポスター発表

自然会話における中国人日本語学習者の「ダロウ」
徐文輝(金沢大学大学院生)
の使用状況―効果的な指導法検討のために―

217-218

ポスター発表

中国語を母語とする初級日本語学習者における日
本語漢字単語の聴き取りの特徴―中日2言語間の
形態・音韻類似性による影響―

ポスター発表

日本留学中の韓国人上級日本語学習者における日
本語漢字単語の視覚的認知―韓日2言語間の形態 柳本大地(広島大学大学院生)
異同性と音韻類似性を操作した実験的検討―

ポスター発表

映像素材の活用のための新たな分析枠組みの提示
臼井直也(東京外国語大学大学院生)，清水美
223-224
―アニメーション『陽なたのアオシグレ』の映像・音
帆(北京日本文化センター)
声・台詞分析―

ポスター発表

パラフレーズに関する指導書の開発の試み―複数
の言語技能の組み合わせに注目して―

ポスター発表

学術的文章の協働学習における教師のフィードバッ
クについての一考察―教師の談話データと学習者の 布施悠子(国立国語研究所)，石黒圭(同)
情意面での評価との連関から―

ポスター発表

古川智樹(関西大学)，手塚まゆ子(同)，末吉
文法教育における反転授業の効果検証―中級から
朋美(同)，武井真美(同)，藤田智彦(同)，増井 229-230
上級日本語学習者を中心に―
奈穂美(同)

ポスター発表

日本語教師養成体制のあり方の考察―言語教育能
寺井悠人(埼玉大学大学院生)
力検定制度の日英中3言語比較を踏まえて―

徐暢(広島大学大学院生)，費暁東(中国・北京
219-220
外国語大学)，松見法男(広島大学)

鎌田美千子(宇都宮大学)

221-222

225-226

227-228

231-232

李在鎬(早稲田大学)，平尾明美(札幌市立大
学)，久保圭(大阪大学)，平野通子(神戸市看
護大学)，春名寛香(同)

ポスター発表

看護学生の実習記録から抽出した専門語600

ポスター発表

中規模地方自治体の多文化共生施策，特に日本語
佐藤友則(信州大学)
教育プログラムへの提言

235-236

ポスター発表

多文化交流活動で必要となるコミュニケーション能力
小河原義朗(北海道大学)，鄭惠先(同)
育成のための日本語スタンダードの構築

237-238

ポスター発表

地域における日本語学習支援活動の充実―香川県 山下直子(香川大学)，畑ゆかり(穴吹ビジネス
239-240
での25年の変遷から―
カレッジ)

ポスター発表

接触場面における介護従事者間のコミュニケーショ
ン―「申し送りノート」に記載された事項の理解確認
のやりとりを例に―

ポスター発表

中国人上級日本語学習者における条件を表す中間
花井愛(首都大学東京大学院生)
言語の実態―機能アプローチから―

ポスター発表

半沢千絵美(横浜国立大学)，横山千聖(広島
日本語母語話者と学習者を対象としたアカデミック・
大学大学院生)，伊東克洋(南山大学)，畑佐由 245-246
スピーキングコーパスの構築
紀子(広島大学)

ポスター発表

JSLの子どもと特別支援学級に在籍する日本語モノ 池田香菜子(お茶の水女子大学大学院生)，西
リンガルの子どもの語彙力の比較―和語動詞産出 川朋美(お茶の水女子大学)，青木由香(富山 247-248
県西部教育事務所)
テストの結果から―

ポスター発表

中級学習者の談話展開における意外性を表す「が」
の使用―多言語母語の日本語学習者横断コーパス 小口悠紀子(首都大学東京)
(I-JAS)の分析を通して―

249-250

ポスター発表

一般母語話者による日本語学習者の発音評価―一 高橋恵利子(目白大学)，畑佐由紀子(広島大
対比較法を用いて―
学)，張麗(広島大学大学院生)

251-252

ポスター発表

ロシア人日本語学習者の発話文に対する日本人教
渡辺裕美(筑波大学大学院生)
師とロシア人教師の評価

253-254

ポスター発表

伊集院郁子(東京外国語大学)，小森和子(明
意見文の評価を左右する要因は何か―KH Coderを
治大学)，李在鎬(早稲田大学)，野口裕之(名
用いた評価コメントの分析を通して―
古屋大学)，奥切恵(聖心女子大学)

255-256

ポスター発表

音声を利用した漢字語彙力テストの開発―上級日本 加納千恵子(筑波大学)，魏娜(筑波大学大学
語学習者のための漢字力診断テスト―
院生)

257-258

ポスター発表

音声インプットの構音速度と学習効果―定式表現と
文法表現の聴解テスト正答率および正規文・非正規 渡邊知釈(群馬大学)
文の反応時間―

259-260

ポスター発表

「専門職性」と「職人性」に着目した教師指導力の評
足立祐子(新潟大学)，松岡洋子(岩手大学)
価に関する考察

261-262

ポスター発表

日本語学校における研究計画書の指導に関する考
察―博士課程日本人学生のライフストーリーを通し 岩瀬ありさ(大原学園)
て―

263-264

ポスター発表

日本語教師の悩みとその変容―他機関に所属する
古川由美子(アークアカデミー)
教師同士の対話の効果―

265-266

ポスター発表

中国の大学生学習者と社会人学習者の初級段階に
おける日本語学習動機づけの比較―L2MSSに基づ 王軼群(東亜大学大学院生)
いた計量テキスト分析結果の考察―

267-268

ポスター発表

協働の理念に基づく「学習者が運営する対話活動」
の授業が起こす学びとは

石橋容子(愛媛大学)

269-270

デモンストレー
ション発表

教材『生活カタカナ』の作成

野村登美子(同志社大学)

273-274

嶋ちはる(国際教養大学)

233-234

241-242

243-244

デモンストレー
ション発表

樋口万喜子(神奈川大学)，池田恵子(幸区多
地域日本語教育におけるデジタル・ストーリーテリン
文化共生推進事業実行委員会)， 富谷玲子
グの可能性
(神奈川大学)

275-276

デモンストレー
ション発表

日本語学習プラットフォーム「JFにほんごeラーニング
みなと」―学びが選べる，人とつながる日本語オンラ 和栗夏海(国際交流基金)，熊野七絵(同)
インコース―

277-278

デモンストレー
ション発表

日本語学習者を対象とした文語文e-learning教材の 佐藤勢紀子(東北大学)，虫明美喜(東北福祉
開発
大学)

279-280

デモンストレー
ション発表

手書き認識機能を用いたスマートフォンの自律型漢
三輪譲二(岩手大学)
字字形学習支援ツール

281-282

デモンストレー
ション発表

今村泰也(国立国語研究所)，高原真理(岡山
基本動詞（多義動詞）の理解に役立つ視聴覚コンテ
大学)，中溝朋子(山口大学)，プラシャント・パ 283-284
ンツ―ショートアニメを中心に―
ルデシ(国立国語研究所)

デモンストレー
ション発表

山本裕子(中部大学)，小森早江子(同)，本間
日本語教師のためのコーパスシステムCo-Chuの使
妙(同)，ラニガン・マシュー(中部大学大学院修 285-286
い方
了生)

デモンストレー
ション発表

文法項目の難易度・用例文などを示す「機能語用例 堀恵子(東洋大学)，李在鎬(早稲田大学)，江
文データベース『はごろも』」公開
田すみれ(日本女子大学)

287-288

