
全国研究大会 1997年～1999年 

 

1999年７月 28日 (水) 12:30 ～ 16:30 つくば国際会議場  

第３回全国研究大会  

 

総 会：新役員提案、1998年度活動・会計報告、1999年度予算・活動計画提案 

 

Plenary Speech 1: "What We Need for Research on Language Testing in Japan: A 

Psychometrician's view" 

池田 央 (立教大学名誉教授) 

 

Invited Paper: "Coaching and Consequential Validity of TOEFL vs. Task Based 

Assesment" 

Hossein Farhady (Iran University of Science and Technology) 

 

Plenary Speech 2: "Language Assessment in the Future" 

Nancy Cole (President, Educational Testing Service) 

 

 

７月 28日(水) ～ 31日 (土) つくば国際会議場 

Language Testing Research Colloquium '99 

The theme: The Social Responsibility of Language Testing in the 21st Century. 

 

 

 

  



1998年７月 26日 (日) 8:30 ～ 18:00 東京経済大学６号館 

第２回全国研究大会 

大会テーマ 「外国語教育における言語テストの役割と責任」 

 

研 究 発 表 （発表３0分，質疑 10分） 

第１室司会 木村 松雄 （青山学院大学） 

「英語の歌を取り入れた授業」飛渡 洋（国士館大学） 

「JTE と ALT の効果的な学習ストラテジーに関する考え方と評価」笹島 茂（埼玉医科大

学） 

 

第２室 司会 Jeff K. Hubbell（法政大学） 

"The Acquisition of an Academic Vocabulary Within a Course of Study" Peter Hare（東

洋大学） 

"Organizing Student-led Seminars" Errol MacDonald（東京工芸大学） 

 

基 調 講 演 司会 中村 優治（東京経済大学） 

紹介 Randolph Thrasher （国際基督教大学） 

"THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ASSESSMENT IN FOREIGN 

LANGUAGE EDUCATION" 

講師 James D. Brown（University of Hawaii, Manoa） 

 

研 究 発 表 （発表３0分，質疑 10分） 

第１室 司会 木下 正義（福岡国際大学） 

「静岡産業大学経営学部におけるクラス編成試験の評価」 法月 健（静岡産業大学） 

 

第２室 司会 智原 哲郎（大阪女学院短期大学） 

「Ｌ１・Ｌ２リーディングにおけるパラグラフ意識の測定と分析」 卯城 祐司（筑波大学） 

 

第３室 司会 清水 裕子（立命館大学） 

「リスニングテスト・アイテムバンクの実現可能性について ・」中村 洋一（長野県篠ノ

井高等学校） 

 

基 調 講 演 司会 中村 優治（東京経済大学） 

紹介 大友 賢二（常磐大学） 

「外国語教育における言語テストの役割と責任」 

講師 羽鳥 博愛（文京女子短期大学副学長） 



総会 司会 中村 優治（東京経済大学） 

 

報告 中村 洋一（長野県篠ノ井高等学校） 

 

懇 親 会 司会 小山 由紀江（長岡技術科学大学） 

 

  



1997年 11月 8日 (土) ９:00 ～ 19:00 東京経済大学６号館 

第１回全国研究大会 大会テーマ 「言語教育と測定・評価」 

PCワークショップ 

「インターネットによる文献検索と資料収集法」上村隆一 (福岡工業大学) 

「テストデータの分析法」大友賢二 (常磐大学)、中村洋一 (長野県篠ノ井高等学校) 

 

基調講演 

「英語教育と評価 ― 外国語能力に迫る ―」 

岡 秀夫 (東京大学) 

 

研究発表 

第１室 司会 清川英男 (和洋女子大学) 

「内容重視のテスト形式」 杉野俊子 (防衛大学校) 

 

「ALT の Authentic English 使用に関するアンケート調査」 中村洋一 (長野県篠ノ井高

等学校) 

 

"Comparison of Attractiveness in Multi-choice and Dichotomous Judgement Item" 

安間一雄 (玉川大学) 

 

第２室 司会 清水裕子 (近畿大学) 

 

「英語聴解力テストにおける項目分析」 土平泰子 (信州豊南女子短期大学) 

「オーラル・コミュニケーション能力を重視したリスニングテスト：問題作成条件がテス

ト成績に及ぼす影響」 

木下正義 (福岡女子短期大学)・石井和仁(福岡大学) 

大津敦史 (福岡大学)・川尻徳 (宮竹中学校) 

島谷浩 (九州共立大学)・高梨芳郎 (福岡教育大学) 

Laskowski, Terry (熊本大学) 

 

"Does Prepping for a Standardized Test Help?" 

Robb, Thomas (京都産業大学)・Ercabbrack, Jay (京都産業大学) 

Ross, Steven (関西学院大学) 

 

基調講演 

「テストとコンピュータ ― テスト方法の技術革新 ―」 



池田 央 (立教大学) 

 

懇談会 

 


