
JLTA 第 4 回全国研究大会プログラム 

 

* 全国研究大会への事前申し込みは不要です。当日、会場にて受付をいたします。 

 

* 会場近辺の地図は [東京経済大学のページ] から「国分寺キャンパス」の情報をご覧下さ

い。 

 

8:30～     受 付 （６号館１階）  

 

8:50～9:00 開会の挨拶 （７階大会議室） 総合司会 中村 優治 (東京経済大学) 

 会長   大友 賢二 （常磐大学） 

 

9:00～10:20  研究発表 （発表３0 分，質疑 10 分）I 9:00～9:40   

          II 9:40～10:20 

 第１室 （７階中会議室１） 司会 Steven Ross (関西学院大学) 

  発表 I Adapting the Levels Test into a Japanese Translation Format 

      Yoshimitsu Kudo （Rikkyo University） 

  発表 II What a Computerized Reading Test Can, but a Pencil-and-Paper 

 

      Reading Test Cannot, Do    

 

      Shizuka Tetsuhito (Institute of Foreign Language  

                  and Education Research, Kansai University) 

 

 第２室 （７階中会議室２）           司会 望月 昭彦 （筑波大学） 

  発表 I Modifying an Existing Test to Allow it to be Delivered by Computer 

      Randolph Thrasher （国際基督教大学） 

  発表 II Peer Ratings in EFL Writing Course: User Acceptance and Characteristics 

      Hidetoshi Saito (Hokusei Gakuen University) 

 

      Tomoko Fujita (Rikkyo University) 

 

 第３室 （７階中会議室３）  司会 山崎 朝子 (武蔵工業大学) 

  発表 I 「英語能力簡易測定のための語彙テスト― 開発されたテストの妥当性・信頼性

の検証」 

      片桐 一彦 （東京学芸大学 博士課程） 



  発表 II 「パブリックスピーキングテストの分析：ラッシュモデルが教えてくれるもの」 

      中村 優治 （東京経済大学） 

 

10:20～10:30 休 憩 

 

10:30～12:30 基調講演 （７階大会議室）     司会 浪田克之介 (北海道大学)  

        紹介 会長 大友 賢二 （常磐大学） 

       「コンピュータテストの理論的背景について」 

      講師  前川 眞一  （大学入試センター） 

 

12:30～13:30 昼  食〈役員会〉  

 

13:30～14:10 研究発表 （発表 30 分，質疑 10 分） 

 第１室 （７階中会議室１） 司会 法月 健 (静岡産業大学) 

    「Ａパラメーターから見た言語テストの弁別力」 

       湯浅 克己（ＩＬＣ ＢＥＴＡテストセンター） 

  

 第２室 （７階中会議室２）  司会 飛渡 洋 (国士舘大学非常勤) 

    「Test Data Analysis Program: TDAP Ver. 1.0E について」  

       中村 洋一 (常磐大学) 

 

 第３室 （７階中会議室３）  司会 渡部 良典 (国際基督教大学) 

     Classical and IRT Approaches to System Feedback on Language Testing for 

University Entrance              Steven Ross (関西学院大学) 

 

14：10～14：20 休 憩 

 

14：20～16：00  パネルデｲスカッション （７階大会議室）  

     司会 木下 正義 (福岡国際大学) 

      「コンピュータ使用による言語テスト（CAT/CBT）が外国語教育に与えるもの」  

     発表者： 峯石 緑（広島国際大学） 

          伊藤 彰浩（愛知学院大学） 

          智原 哲郎 (大阪女学院短期大学) 

          根岸 雅史（東京外国語大学） 

 

16：00～16：30 総 会 （７階大会議室） 司会 中村 優治 (東京経済大学)  



     議長選出 

     報告 中村 洋一 （常磐大学） 

 

16：30～16：40 閉会の挨拶（７階大会議室）  副会長 Randolph Thrasher (国際基督

教大学)  

   

16：40～18：00 懇 親 会 （７階ホール）   司会 谷 憲治 （早稲田大学非常勤） 

Information about hotel and lunch, for the JLTA annual conference: 

 

The JLTA Annual Conference 2000 is coming near. The following is the 

information about hotels near the venue. If you need a room, it should be 

booked by yourself. 

 

As for lunch on the day, some o-bento will be sold at the venue. 

 

We are looking forward to seeing you at the conference. 

 

Hotel Mets Kokubunji JR Chuo Line Kokubunji Station, South exit (042-328-6111) 

Single ¥9,000 (Tax and breakfast included) 

Single occupation of double room ¥11,000 (Tax and breakfast included) 

*You can get 10% discount by telling them that you will participate in 

the JLTA annual conference held at Tokyo Keizai Daigaku. (Don't forget to 

tell them that the conference is held at Tokyo Keizai Daigaku.) 

 

Business Hotel Daiwa JR Chuo Line Kokubunji Station, South exit (042-324-5221) 

Single ¥7,875 (Tax included, no breakfast) 

Semi- double ¥8,425 (Tax included, no breakfast) 

Single occupation of double room ¥8,925 (Tax included, no breakfast) 

 

全国研究大会 ホテル・昼食のご案内 

 

 いよいよ全国研究大会が近づいてきました。宿泊が必要な場合、以下のホテルを 

紹介いたします。ご予約につきましては、個々でお申し込み下さい。 

 

 また、研究大会当日の昼食につきましては、限られた数ではありますが、お弁当 

の販売を予定しております。 



 

 是非、ご都合をつけて参加いただきますよう、ご案内申し上げます。 

 

ホテル・メッツ国分寺 JR 中央線 国分寺駅南口 (042-328-6111) 

 シングル 一泊 ¥9,000 (税込み・朝食つき) 

 ダブルの一人利用 一泊 ¥11,000 (税込み・朝食つき) 

  ＊「東京経済大学での JLTA 全国研究大会参加」とお伝えいただければ 

10% の割引があるとのことです。(「東京経済大学で行う」ということを 

お忘れなくお伝え下さい。) 

 

ビジネスホテル・ダイワ JR 中央線 国分寺駅南口 (042-324-5221) 

 シングル 一泊 ¥7,875 (税込み・朝食なし) 

 セミダブル 一泊 ¥8,425 (税込み・朝食なし) 

 ダブルの一人利用 一泊 ¥8,925 (税込み・朝食なし) 

 

◇ 第 4 回（2000 年度）全国研究大会のご案内と発表者募集 ◇ 

 

大会テーマ： Computerized Language Testing: Theory and Practice 

       (コンピュータ使用による言語テストの理論と実践） 

 

日   時： 2000 年 10 月 8 日（日）8:30 ～ 18:00 

 

会   場： 東京経済大学 6 号館、〒185-8502 東京都国分寺市南町 1-7-34 

 

日 程 案： 8:30 ～     受 付 (6 号館 1 階) 

       8:50 ～ 9:00 開会行事 (7 階大会議室) 

        9:00 ～ 10:20 研究発表 (発表 30 分，質疑 10 分) 

      10:20 ～ 10:30 休 憩 

      10:30 ～ 12:30 基調講演 (7 階大会議室) 

         「コンピュータテストの理論的背景について」 

          講師 前川 眞一 (大学入試センター) 

      12:30 ～ 13:30 昼 食 [役員会] 

      13:30 ～ 14:10 研究発表 (発表 30 分，質疑 10 分) 

      14:10 ～ 14:20 休 憩 

      14:20 ～ 16:00 パネルディスカッション (7 階大会議室) 

         「コンピュータ使用による言語テスト（CAT/CBT） 



          が外国語教育に与えるもの」 

      16:00 ～ 16:30 総 会 (7 階大会議室) 

      16:30 ～ 16:40 閉会の挨拶 (7 階大会議室)  

      16:40 ～ 18:00 懇親会 (7 階ホール) 

 

参 加 費： 会員 1,000 円、一般 3,000 円 

 

懇親会会費： 3,000 円 

 

研究発表申し込み：(発表者は JLTA の会員であること。) 

研究発表希望者は、発表概要を e-mail により、nkyj@tku.ac.jp (全国研究大会担当：中村優

治) 宛送付してください。なお、必要な場合には原稿及びフロッピーを提出していただきま

す。  

発表概要は英語の場合（250 語）、日本語の場合（500 字）でお願いいたします。 

 

発表概要の申し込み期限： 2000 年 9 月 1 日 

 

展示について 

申し込み期限： 2000 年 9 月 30 日 

費用：テーブル一脚につき、賛助会員は 20,000 円、一般は 40,000 円。 

 

公告について 

版下送付期限： 2000 年 9 月 1 日 (事務局必着) 

費用：A4 サイズ 1 ページが、賛助会員は 10,000 円、一般は 20,000 円。半ページが賛助会

員は 5,000 円、一般は 10,000 円。 

 

＊ 展示・公告の詳細については、事務局にお問い合わせ下さい。 


