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日本実践英語音声学会（PEPSJ）第 3 回研究大会 

グローバル時代における英語音声教育 ～校種接続をみすえて～ 

日時：2019 年 10 月 26 日（土） 10 時 30 分～17 時 50 分 

会場：県立広島大学広島キャンパス 教育研究棟１ 1175・1179 講義室 
参加費：一般 2,000 円，会員・学生 無料  出展ブース：大阪教育図書（株）、（株）渓水社 

受付： 10 時 00 分～  1175 講義室前（正門正面の教育研究棟１，1 階） 

 

――⊰ プログラム ⊱―― 

10時 30分 開会の辞  1175 講義室     副会長・大会実行委員長 上斗 晶代（県立広島大学） 

※ 発表 20分，質疑応答 5分 （時間厳守） 

午前の部   第１会場  1175 講義室  座長 伊庭 緑（甲南大学） 

＜実践的活動報告＞ 

［発表 1］ 10時 45分～11時 10分 

大庭 義典（静岡県立遠江総合高校） 

「英語のリスニング速度と高校生の音読と理解力を検証（実践報告・その５）」 

［発表 2］ 11時 15分～11時 40分 

宮武 香織（酪農学園大学） 

    「発音指導の実践報告～ターゲット音素習得のためのタスク達成型自発話課題について～」 

［発表 3］ 11時 45分～12時 10分 

島 幸子（東亜大学） 

「英語音 /l/と/r/，日本人には無理？」 

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

午前の部   第２会場  1179 講義室  座長 西尾 由里（名城大学） 

＜研究報告＞ 

［発表 4］ 10時 45分～11時 10分 

大網 康平（専修大学大学院修士課程） 

「シカゴにおける北部都市母音推移の一貫性」 

［発表 5］ 11時 15分～11時 40分 

三浦 弘（専修大学） 

「イングランド北部英語における NEAR 母音と CURE 母音の音素変異」 

［発表 6］ 11時 45分～12時 10分 

本多 君枝（千葉大学研究生，元長崎南山小学校英語講師） 

「歌の授業による小学校低学年児童の無声破裂音の変化の分析」 

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

12時 10分～13時 20分  昼休み （学内食堂は営業していません。近隣レストランをご利用ください。）  

理事と評議員は役員会があります ＠2階 1273講義室 

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

午後の部   第１会場  1175 講義室  座長 箱﨑 雄子（大阪教育大学） 

＜実践的活動報告＞ 

［発表 7］ 13時 20分～13時 45分 

又野 陽子（山口市立鴻南中学校） 

「小学校及び中学校における英語音声教育～授業における指導技術に焦点をあてて～」 
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［発表 8］ 13時 50分～14時 15分 

西原 真弓（活水女子大学） 

    「英語科教員養成課程における「やり取り」の力を向上させる取り組み」 

＜研究報告＞ 

［発表 9］ 14時 20分～14時 45分 

西尾由里（名城大学），上斗晶代（県立広島大学），戸井一宏（前広島市立戸坂城山小学校） 

  「大学生の英語アルファベット発音と構音イメージの改善」 

 

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

午後の部   第２会場  1179 講義室 

座長 小田 節子（金城学院大学） 

＜研究報告＞ 

［発表１0］  13時 20分～13時 45分 

岡田 あずさ（広島修道大学） 

「英語の読み聞かせ音声に対する学習者の志向性の検討～母語話者と非母語話者の読み

手の比較～」 

［発表１1］  13時 50分～14時 15分 

宮内 信治（大分県立看護科学大学） 

 「自由間接話法での Yes/No疑問文における音調選択とその効果」 

［発表１2］ 14時 20分～14時 45分 

三熊 祥文（広島工業大学） 

「『祭り』の準備としての発音指導～チャンツの実践をもとに～」 

 

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

1175 講義室 

15時 00分～16時 10分   英語発音ワークショップ 

講師紹介・司会 南 比佐夫（帝塚山学院大学） 

 伊達 民和（PEPSJ 顧問，プール学院大学・名誉教授） 

「英語のイントネーションの理解に向けて」 

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

1175 講義室 

16時 25分～17時 35分   英語音声教育基礎講座シリーズ 第３弾（発音クリニック） 

講師紹介・司会 田邉 祐司（専修大学） 

 長瀬 慶來（大阪成蹊大学） 

「母音空間～日本語の母音から英語の母音へ～」 

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

17時 40分 閉会の辞              会長  三浦 弘（専修大学） 

17時 45分～17時 50分   会員総会 

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

19時～ 懇親会 於 ビストロ・デ・アヴェニュー （参加費： 5,400円，事前予約者のみ） 

広島市中区袋町 1-9 ゴールドタカタビル 1F TEL：082-541-1202 

  ※ 参加費は懇親会会場で集金します。お釣りが要らないようお願いいたします。  
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【大会会場・県立広島大学広島キャンパスへのアクセス】 

 

広島キャンパス（本部） 

  

〒734-8558 

広島県広島市南区宇品東一丁目1番71

号 

Tel:(082)251-5178(代)  

人間文化学部，経営情報学部， 

大学院 総合学術研究科（人間文化学

専攻，情報マネジメント専攻）， 

地域連携センター（広島），宮島学セン

ター，総合教育センター，学術情報セ

ンター，国際交流センター 

 

 

 

 

 

JR広島駅から 

バス：「JR 広島駅（南口）」→JR 広島駅７番乗り場から広島バス「31 号(翠町)線に乗車（約 20

分）→「県立広島大学前(広島キャンパス)」下車→徒歩３分  

   広島駅発車時刻：8：05，8：35，9：05，9：35，10：04，10：35 

市内電車：「JR 広島駅（南口）」→「５号線（広島港(宇品)行き）」に乗車（約 20 分）→「県病院

前」下車→徒歩 7 分（県立広島病院の方へ道なりに進んでください。）  

広島駅前から約 10分間隔で運行。 

バスセンター(紙屋町)から 

市内電車：「紙屋町西または紙屋町東」→「１号線（広島港(宇品)行き）」または「３号線（広島

港(宇品)行きまたは宇品二丁目行き）」に乗車（約 20 分）→「県病院前」下車→徒歩 7 分 

（県立広島病院の方へ道なりに進んでください。）  

八丁堀から 

バス：「八丁堀」→広電バス「12 号線(仁保沖町)」に乗車（約 20 分）→「県立広島大学前(広島

キャンパス)」下車→徒歩 1 分 

広島港(宇品)から 

市内電車：「広島港」→「１号線または５号線（広島駅行き）」または「３号線（広電西広島(己

斐)行き）」に乗車（約 10 分）→「県病院前」下車→徒歩 7 分（県立広島病院の方へ道な

りに進んでください。）  

車でお越しの方 （学内駐車場が限られているため，公共交通機関をご利用ください） 

「広島東Ｉ．Ｃ」→（広島高速経由）→「宇品Ｉ．Ｃ」で下車→国道約３分  
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【会場施設案内】 

 

  発表会場：１階 １１７５，１１７９ 

  役員会会場：２階 １２７３ 

  自動販売機・飲食（持ち込み）：２階 学生サロン（１２６９） 

 

 

 

  

1179 1175 

1273 
1269 

学生サロン 

 

 

黄色セル：発表会場  

オレンジセル：役員会会場 

緑色セル：学生サロン 

赤色矢印：女子トイレ  青色矢印：男子トイレ 
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【会場周辺案内】 

 

大学正門前の道路を渡った角に「セブンイレブン」があります。 

 

 

【広島駅までの交通案内】 

●３１号線バス（広島駅行）バス停「県立広島大学前」：赤矢印のあたり。時刻表以下参照。 

●市内電車（広島駅には５番が最速）電停「県病院前」：青矢印（約１０分間隔で運行） 

●タクシー：土曜日（特に夕方）はキャッチしにくい。午前中の予約をお薦めします。 

エンゼルキャブ：082-281-7100 ドリーム交通：082-251-4911 ニシキタクシー：082-234-0001 

広島駅（南口）まで約 1,200円，広島駅（北口・新幹線口）まで約 1,500円。 
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【懇親会会場「ビストロ デ アヴェニュー」 場所案内】 

 

 

                                  バス停「新天地」 

  

大学正門前のバス停から，１２番「八丁堀・東浄小学校行き」に乗車。「新天地」で下車（約 25 分）。

「ドンキホーテ」の角を左に曲がり，直進（約 5分）。右手にある店です（青矢印）。 

  

 １２番バス 大学正門前出発時刻： 

１７：５３   

１８：０５  １７  ２９  ４１  ５３ 

 

 懇親会：１９：００～  

「ビストロ デ アヴェニュー」（広島市中区袋町１－９） 

 Tel. 082-541-1202  
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入会申込方法，学会誌投稿などの情報については学会ホームページをご参照ください。 

 

「日本実践英語音声学会」（Practical English Phonetic Society of Japan: PEPSJ）の 

ホームページ URL: http://pepsj.org/index.html 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 


