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午前 (Morning) 

一般研究発表 (General oral sessions) 
 

 

 

午後 (Afternoon) 

ワークショップ (Workshop) 
「コミュニケーション能力を育てる日本語教育」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：上智大学言語学会・上智大学国際言語情報研究所 
Organized by Sophia University Linguistic Society (SLS) & Sophia Linguistic Institute for International 

Communication (SOLIFIC) 
 



プログラム Program       一般研究発表 (General oral sessions) 
 

L-911 会議室 (Room: L-911)                 L-921 会議室 (Room: L-921) 

 

 

                            10:30-11:00 

           “The Development of Local Norm Awareness in Out-of-class Peer Interaction  

during Study Abroad: The Case of a Japanese High School Student” 

                          Mayumi Kawashima（上智大学大学院生） 

                               Facilitator： 栗山 梓（上智大学大学院生） 

 

                           11:05-11:35 

                           “Developing and Promoting Language Assessment Literacy” 

                           Makiko Habu（上智大学大学院生） 

                           Facilitator： 小出 和代（上智大学大学院生） 
 

11:45-12:15                        11:45-12:15  

“Negative Polarity Items in Japanese”           【招待発表】    “Lexical items uptaken by EFL learners (B1-level) through CLIL 

 Ako Imaoka（東京農業大学 非常勤講師）             classroom interaction in Japan”            【招待発表】 

 Facilitator： 董 一菁（上智大学大学院生）           Satomi Fujii（上智大学 国際言語情報研究所 準所員） 

                             Facilitator： 鈴木 紅緒（上智大学大学院生） 

 

12:20-12:50                               12:20-12:50 

 「日本人スペイン語学習者とイントネーションについて」【招待発表】     “Phonemic restoration as a key to unveil the mechanisms of human speech  

  高澤 美由紀 （亜細亜大学法学部 准教授）            perception”                      【招待発表】 

   司会： 彭 永哲（上智大学大学院生）             Mako Ishida（NTT コミュニケーション科学基礎研究所、日本学術振興会） 

                               Facilitator： 松井 さなえ（上智大学大学院生） 

 

 

L-911 会議室 (Room: L-911)  13:00-13:15 総会 (General assembly) 



ワークショップ Workshop 

 

「コミュニケーション能力を育てる日本語教育」 
 

中央図書館 9 階 L-921 会議室 (Room: L-921) 

 

13:30 ～ 17:10 

 

   挨拶・講師紹介 

     折原 有実（上智大学大学院生） 

 

 

1. 総論 ―「日常会話」のためのコミュニケーション能力育成の重要性― 

     清水 崇文 (上智大学 教授) 

 

 

2. 日常会話の分析にもとづいたコミュニケーション教育への提言 ―あいづちの分析をふまえて

― 

     永田 良太 (広島大学 教授)  

 

 

3. 初級レベルのコミュニケーション教育 ―コミュニケーションを重視すると初級の教育はどう

変わるか？― 

     堤 良一 (岡山大学 准教授) 

 

 

4. 中上級レベルのコミュニケーション教育 ―雑談の指導― 

     西郷 英樹 (関西外国語大学 准教授) 

 

 

5. 全体討論（17:10 終了予定） 

 

 
 

 

 

17:40-19:45 懇親会 Welcome reception 

 

   2 号館 5 階 教職員食堂 (Faculty/Staff Dining Room on the 5
th
 floor of Building No.2) 

 

   *懇親会費は無料です。(No extra payment needed for the welcome reception) 

 

 

＊受付は会場（L-921 室）入口で 10:00-16:30 に行います。 

(The reception will be open 10:00-16:30 at the entrance of L-921) 

 

＊会場へは、中央図書館の入り口から左側のエレベーターをお使いになって下さい。 

(The left-hand elevator at the entrance of the library takes you to the venue.) 

 

＊当日会員としての参加も出来ます（会費 1000 円，懇親会参加費込み）。 
 (Non-members are welcome with a payment of 1000 yen admission fee, including the welcome reception.) 

 

 



 

 

 

 

事務局より 

 

① 2018 年度より当日会費が 1,000 円となりました。 

② 当学会は 4 月 1 日を年度始めとして会費を納入していただいております。毎年ご納入くださるようお願

い申し上げます。会費を滞納されますと，会報が送付されませんのでご注意ください。 

口座番号 郵便振替口座 (00110-5-144566) 

③ 大学院を修了されますと，学生会員から普通会員に変更され，会費が年 5,000 円になります。修了され

たら必ず上智大学言語学会事務局に申し出てください。修了後も学生会員の会費をご納入いただいた場

合，後日追徴させていただくことになります。 

④ 住所，所属，電話番号等に変更がある場合は，遅滞なく上智大学言語学会事務局に届け出てください。

また E-mail アドレスをお持ちの方はお知らせください。 

 

連絡先： 〒102-8554 

千代田区紀尾井町 7-1 上智大学国際言語情報研究所内 

上智大学言語学会事務局 

電話/Fax: 03-3238-3493  E メール: suls1985@gmail.com 

ウェブサイト: http://sophials.sakura.ne.jp/ 

 


