
第 9 回 全 国 研 究 大 会（2005 年度）プ ロ グ ラ ム 

 

The Ninth Annual Conference of The JLTA 

 

大会テーマ：「入学試験における言語テストのあり方」 

Language Tests for School Admissions 

 

日時： 2005 年 9 月 3 日（土）8:40 ～ 17:45 

 

会場： 静岡産業大学情報学部（藤枝キャンパス） 

        (〒426-8668 静岡県藤枝市駿河台 4-1-1)  

TEL: 054-645-0191（代） FAX: 054-645-0195 

 

The 9th JLTA Annual Conference 

 

Place Faculty of Information Studies,  

Shizuoka Sangyo University (Fujieda Campus) 

Date September 3 (Saturday), 2005 

 

Reception (8:40- ) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

Opening Ceremony (9:10-9:25) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

Presentation I & II  

- Presentation I (9:30-10:10) 

- Presentation II (10:15-10:55) 

Room 2102 (A) Papers 1 & 2 

Room 2202 (B) Papers 3 & 4 

Room 2101 (C) Papers 5 & 6 

Room 2205 (D) Papers 7 

 

Presentation III (11:05-11:45) 

Room 2102 (A) Paper 9 

Room 2202 (B) Paper 10 

Room 2205 (D) Paper 11 

 

Special Report: JLTA, KELTA, and ILTA (11:55-12:20)  



[Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

Lunch Break (12:20-13:40) 

 

Symposium (13:40-15:30) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

Lecture (15:40-17:00) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

General Assembly (17:10-17:35) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

Closing Ceremony (17:35-17:45) [Wisteria Hall, Information Center Tower] 

 

Party (18:00-19:40) [Fujieda Eminence Hotel] 

 

******************************************************************** 

9 月２日（金） 

 

17:00 ～ 18:30 理事会 （藤枝エミナース 桂の間） 

 

9 月３日（土） 

 

8:40 ～    受 付（情報センター棟４階 ウィステリアホール前） 

   (PC 利用発表者：発表教室で機器接続確認) 

 

9:10 ～9:25 開会行事（情報センター棟 4 階 ウィステリアホール） 

 

      総合司会 法月 健（大会運営委員長・静岡産業大学） 

 

挨拶 Randy Thrasher（JLTA 会長・沖縄キリスト教学院大学・ 

 国際基督教大学名誉教授） 

         山田 登（静岡産業大学情報学部学部長） 

 

9:30～10:55 研究発表 （発表 30 分, 質疑 10 分） 発表 I 9:30 ～10:10  

発表 II 10:15～10:55 

 

Ａ室（2102 教室）  司会 浪田 克之介 （北海道情報大学） 



 

[1] 発表 I  Increasing the Relevance of the TOEIC Scores to the School Curriculum 

     Soo im Lee   (Ryukoku University) 

     Kiyomi Yoshizawa (Kansai University) 

 

[2] 発表 II  Clothes Make the Man (A Viewpoint of a Lifelong English Learner) 

         Michihiro Hirai (Kanagawa University) 

 

Ｂ室（2202 教室）   司会 島谷 浩 （熊本大学） 

 

[3] 発表 I  リスニング評価手段としてのディクテーション多段階評価手法の検討 

        金森 理   （⑭ベネッセコーポレーション） 

        長沼 君主  （清泉女子大学） 

 

[4] 発表 II  Development of a Pronunciation Ability/Difficulty Scale Using the Song of 

Do-Re-Mi 

        Tetsuhito Shizuka  (Kansai University) 

 

Ｃ室（2101 教室）   司会 中村 優治 （慶応大学） 

 

[5] 発表 I  The Dimensionality of the Internal Structure of a Japanese University 

      English Language Placement Test 

        Tomoko Fujita （Tokai University) 

 

[6] 発表 II  リスニングテスト形式および項目タイプが項目特性に及ぼす影響 

        平井 明代  （筑波大学） 

 

Ｄ室（2205 教室）   司会 片桐 一彦 （専修大学） 

 

[7] 発表 I 語彙テストから日本語学習者の語彙知識の特徴を探る～広さテストと深さテ

ストの結果から～ 

        鈴木 秀明  （神田外語大学） 

        堀場 裕紀江 （神田外語大学） 

        松本 順子  （神田外語大学） 

       小林 ひとみ （ヒューマンアカデミー） 

 



10:55～11:05 休 憩 

 

11:05～11:45 研究発表 （発表 30 分, 質疑 10 分） 発表 III  

 

Ａ室（2102 教室）   司会 織田 敦  (静岡県立掛川西高校) 

 

[9] 発表 III 入試改革（スピーキングテストを高校入試に導入する場合）と利害関 係者

の価値観：妥当性理論への示唆 

        秋山 朝康 （文教大学） 

 

Ｂ室（2202 教室） 司会 藤田 智子 （東海大学） 

   

[10] 発表 III  高校教員作成「英語学力テスト」の IRT 分析：異なる IRT モデルを用いた

場合の項目特性値及び能力特性値の年度間比較 

        斉田 智里 （茨城大学） 

 

Ｄ室（2205 教室）   司会 Soo im Lee （龍谷大学） 

 

[11] 発表 III  テストデータ分析プログラムＴＤＡＰとオープンソースの 

      ｅラーニングソフトウェア moodle で実現したアダプティブテストシステム 

        秋山 實 （合資会社ｅラーニングサービス） 

        今井 新悟 （山口大学） 

 

11:45～11:55 休 憩 

 

11:55～12:20  特別報告：テスト学会の動向 JLTA, KELTA, and ILTA （情報センター

棟 4 階 ウィステリアホール） 

  Randy Thrasher（JLTA 会長・沖縄キリスト教学院大学・国際基督教大学名誉教授) 

 

12:20～13:40 昼 食 （役員会： 第一会議室、休憩室：学生食堂） 

 

13:40～15:30 シンポジウム（情報センター棟 4 階 ウィステリアホール） 

        入学試験における言語テストのあり方 

        コーディネーター 兼 パネリスト:   清水 裕子 (立命館大学） 

                  パネリスト:  荘島 宏二郎（大学入試センター） 

                        杉本 博昭 （伊東市立対島中学校） 



                        織田 敦 （静岡県立掛川西高等学校）  

 

15:30～15:40 休 憩 

 

15:40～17:00 講 演（情報センター棟 4 階 ウィステリアホール） 

 

司会 島谷 浩（熊本大学） 

 

紹介 Randy Thrasher（JLTA 会長） 

 

演題： 英語学習者はテストをどう見ているか  ― データを見ながら考察する 

   Introduction to the Teaching of Test Literacy 

       講師： 渡部 良典 （秋田大学）  

 

17:10～17:35 総 会（1503 室） 

 

議長選出 

 

報告 中村 洋一（JLTA 事務局長・常磐大学） 

 

17:35～17:45 閉会行事（1503 室）  

 

18:00～19:40 懇 親 会（藤枝エミナース 富士の間） 

 

司会 Soo im Lee （龍谷大学） 

                  藤田 智子  (東海大学) 

 

展示協賛企業 

  合資会社 e ラーニングサービス 

  英語運用能力評価協会 

  株式会社 トムソンコーポレーション 

  株式会社 教育測定研究所 

 

[アクセス] 

 

●学会会場(静岡産業大学藤枝キャンパス)近郊交通アクセス 



 ○JR 東海道本線「藤枝駅」より静岡鉄道バス（1 番乗り場、片道 200 円、所要時間約 10

分） 

  ・「藤枝エミナース」行き乗車、「藤枝市立総合病院」下車徒歩 2 分、または「静岡産

業大学」下車徒歩 1 分  

  ・「藤枝市立総合病院」行き乗車、終点「藤枝市立総合病院」下車徒歩 2 分 

  ・藤枝吉永線（追分<おいわけ>経由）の「藤枝市立総合病院」行き乗車、「静岡産業大

学」下車徒歩 1 分 

 ○国道 1 号線藤枝バイパス谷稲葉<やいなば>I.C.より車で 5 分、東名高速道路焼津 I.C.

より車で約 20 分 

 

Access to the Fujieda Campus of Shizuoka Sangyo University 

(within and around Fujieda) 

*Fujieda Railway Station  Shizuoka Tetsudo Bus (Departing from Bus Stop No. 1; 

single fare: 200 yen; duration: about 10 minutes) 

There are three types of buses available: 

1) bound for Fujieda Eminence, off at Fujieda Municipal Hospital, two minutes walk to 

the campus 

2) bound for Fujieda Municipal Hospital, off at the final stop, two minutes walk to the 

campus  

3) bound for Fujieda Municipal Hospital via Oiwake (Fujieda-Yoshinaga Line) 

*Fujieda Railway Station  taxi (6-7 minutes, about 1,100 yen) 

*Route No.1 Fujieda Bypass, exit at Yainaba I.C., five minutes drive to the campus. 

*Tomei Express Highway, exit at Yaizu I.C., twenty minutes drive to the campus. 

 

●藤枝エミナース(懇親会場／役員宿泊ホテル) 

 〒426-0078  静岡県藤枝市南駿河台 6-1-1 (キャンパスまで徒歩約 10 分) 

 シングル 6,814 円（国民年金被保険者は 5,775 円）  

 TEL (054)645-1717  FAX (054)645-1779 

 http://www.f-eminence.com/index.html 

 

[お知らせ] 

 

１． 受付は、情報棟 4 階ウィステリアホール前で行います。 

２． 大会参加費は、会員、学生が 1000 円、非会員が 3000 円です。 

３． 昼食は、大学近辺で食事ができる場所が少ないため、お弁当を販売いたします。お弁

当を希望される方は、事前に法月 (norizuki@ssu.ac.jp)までご連絡いただく（件名：「JLTA



昼食」でお願いいたします）か、当日、受付の際にお申し込みください。なお、当日の注

文には数に限りがあるため、あらかじめご了承下さい。外食を希望される方は、懇親会会

場の藤枝エミナースホテルのレストラン（大学から徒歩 10 分）をお勧めいたします。 

４． 懇親会費は 4000 円です。会費は、学会当日、受付でお支払いください。 

５． 宿泊の斡旋はいたしませんので、各自でご手配ください。下記に静岡産業大学情報学

部藤枝キャンパス近郊のホテルを紹介いたしますので、参考になさってください。 

 

Notice: 

1. Reception: at Wisteria Hall, 4th floor, Information Center Tower (Jouhou-tou)  

2. Conference fees: 1000 yen for members and students  

3000 yen for conference members 

3. Box lunches will be sold at the reception for non-committee members. Please send 

your order in 

advance by e-mail to norizuki@ssu.ac.jp. The subject of the message should be ﾔ JLTA 

lunch ﾕ. You  

can order your lunches at the reception, but please note that the number is limited. 

Alternatively, you  

can eat out at the Fujieda Eminence Hotel restaurant, ten minutes ﾕ walk from the 

campus. 

4. Conference Party fee: 4000 yen  

5. The following is a list of some budget hotels in and around Fujieda, where the 

conference venue is  

located. The ones in Yaizu are resort hotels, with a superb view of Mount Fuji and 

Suruga Bay on a  

sunny day. 

 

藤枝エミナース [上記アクセス] 参照 

 

藤枝サザンホテル http://www.33hotel.jp/ 

(ＪＲ藤枝駅南口より徒歩 3 分、シングル 6,300 円（税込み）より) 

〒426-0061 藤枝市田沼 1-24-3 

Tel 054-636-3300 Fax 054-636-3575 

 

藤枝パークインホテル http://www.f-parkin.com 

（ＪＲ藤枝駅北口より徒歩 3 分、サービスシングル 5,900 円、シングル 6,700 円（税込み）

より） 



〒426-0034 藤枝市駅前 2-12-16 

Tel 054-643-4311 Fax 054-643-4908 

 

この他に JR 静岡駅近辺では、ホテルアーバントホテル（静岡駅北口徒歩 5 分、シングル

6000 円(税込み)より）<http://www.inn.abant.co.jp/> , ホテルエックシズオカ（静岡駅北口

徒歩 5 分、シングル 6000 円(税込み)6,000 円より）（Tel: 054-251-1741）などがあります。 

 

近隣のリゾート風ホテルとしては、富士山と駿河湾が一望できる、焼津市（藤枝市の隣、

ＪＲ焼津駅は静岡駅から 12 分、藤枝駅から 6 分、焼津駅からシャトルバスで約 10 分）の

ホテルアンビア松風閣<http://www.sanri.co.jp/shofukaku/> と焼津グランドホテル   

<http://www.sn-hotels.com/ygh/> などがあります。 

 


