
第 6 回（2002 年度）全国研究大会のご案内 

 

 

大会テーマ： Language Testing and Second Language Acquisition Research 

(言語テストと第二言語習得研究) 

日  時： 2002 年 10 月 20 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 

参 加 費： 会員 1,000 円、一般 3,000 円 (事前申し込み不要) 

プログラム： 

10 月 19 日（土） 

16:00 ～ 17:30 理事会・委員会 （6 号館７階小会議室） 

10 月 20 日（日）  

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 藤田 智子(東海大学) 

・ 発表 I 「複数の語彙レベルによるリーダビリティの測定の試み」 

       長沼 君主（東京外国語大学大学院） 

・ 発表 II Peer-, self-, and teacher-assessment in group presentation: A pilot study 

       神前 陽子（武庫川女子大学） 

第２室 （７階中会議室 2）          司会 Laura MacGregor (学習院大学) 

・ 発表 I Validating Scores in University-wide Group Oral Tests 

       Alistair Van Moere (Kanda University of International Studies) 

・ 発表 II Development of multiple-choice grammaticality judgement test types 

       AMMA Kazuo (Tamagawa University) 

第３室 （７階中会議室３）          司会 Jeff Hubbell (法政大学) 

・ 発表 I Entrance Examination Archaeology: The Case of Kyoto University 

       Robert J. Fouser (Kyoto University) 

・ 発表 II A Case Study on the Influence of Environment and Motivation on Second 

      Language Learning in Taiwan  Chih-hui Chang (Da-yeh University, 

TAIWAN) 

第４室 （７階中会議室４）            司会 大坪 一夫 (麗澤大学) 

・ 発表 I 「語彙習得の測定におけるテスト」 

       山崎 朝子 (武蔵工業大学) 

・ 発表 II 「TOEFL Summary Reports (1993-2001)から見えるもの」 



       池田 央 (教育測定研究所) 

10:20～10:40 休 憩 

10:40～12:30 基調講演 （７階大会議室）    司会 木下 正義 (福岡国際大学)  

                         紹介 会長 大友 賢二 (常磐大学） 

「『実践的コミュニケーション能力』の達成度設定と評価のために」 

        講師  青木 昭六 （愛知学院大学） 

12:30～13:30 昼  食〈役員会：6 号館７階小会議室〉 

13:30～14:50 研究発表 （発表 30 分，質疑 10 分） I 13:30～14:10、II 14:10～14:50 

第１室 （７階中会議室 1）          司会 櫻井 敏子 (神戸松蔭女子学院大

学) 

・ 発表 I Reliability/Validity of "Invisible-Blank Filling" Items 

       Shizuka Tetsuhito (Kansai University) 

・ 発表 II Validating Speaking Test for Japanese Junior High School Students 

       Rie Koizumi (Doctoral Course, University of Tsukuba)  

第２室 （７階中会議室 2）          司会 塩川 晴彦 (北海学園大学) 

・ 発表 I Inferring Japanese Learners' English Ability by way of Measuring Their 

Vocabulary  

      Size I  KATAGIRI Kazuhiko (Reitaku University)  

・ 発表 II Rater Training Effects on On-line Peer Assessment of EFL Individual 

      Presentations Hidetoshi Saito (Hokusei Gakuen University) 

第３室 （７階中会議室３）          司会 清川 英男 (和洋女子大学) 

・ 発表 I 「日本語と英語のライテｲﾝグ能力の実証的、統計的、比較研究」 

       中村 優治（東京経済大学）・飛渡 洋（都立農業高等学校） 

・ 発表 II 「高校生のための英語学力テスト分析―学校英語テストの改善に向けて」 

       斉田 智里（茨城県立並木高等学校） 

14：50～15：10 休 憩 

15：10～16：40  パネルデｲスカッション （７階大会議室） 

 「言語テスト研究 (LT) と第２言語習得研究 (SLA) の相互作用」 

       司会・発表：伊藤 彰浩 (愛知学院大学) 

       発 表 者： 白畑 知彦 （静岡大学）、斎藤 英敏（北星学園大学） 

16：40～17：10 総 会 （７階大会議室）  司会 中村 優治 (東京経済大学)  

                        報告 中村 洋一 （常磐大学） 

17：10～17：20 閉会の挨拶（７階大会議室） 副会長 Randolph Thrasher (国際基督教

大学)  

17：20～18：50 懇 親 会 （７階ラウンジ） 司 会 中村 優治 （東京経済大学） 


