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Zoom 会場情報 Zoom Meeting Room information 

Rm. A = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. B = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. C = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. D = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. E = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. F = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. G = Announced by email from ATEM Office. 

Rm. H = Announced by email from ATEM Office. 

※ When you access the above, please show your full name and face on the PC display for security reasons. 

 

■大会プログラム■ 

 

9:45-9:55 

(Rm. A) 

開会式 Opening Ceremony Moderator: IMURA Makoto 

(Vice President of ATEM)  

 Greetings 

YOKOYAMA Hitoshi (President of ATEM) 

JUNG Han-Ki (President of STEM) 

SONEDA Kenzo (A Founder, 1st Vice President of ATEM) 

LEE Jawon (A Founder, Honorary President of STEM ) 

 

10:00-10:40 

(Rm. A) 

特別共同発表 

Special Joint Presentation by ATEM & STEM 

Moderator: IMURA Makoto 

(Osaka Institute of Technology) 

  

Presenters 

BERGLUND Jeff (Special Advisor of ATEM) 

LEE Jawon (Honorary President of STEM) 

The Power of Nonverbal “Chunks” in Language Teaching 

 

10:45-12:10 

(Rm. A, B, C) 

研究発表 Concurrent Sessions 1-3 

 

12:15-12:35 

(Rm. A) 

ATEM 総会 General Meeting                司会：巳波義典（京都外国語大学） 

会長方針演説、会計報告、理事会報告、表彰式 

 

12:35-13:10 

(Rm. A) 

出版社による教材の案内 Publishers’ Presentations 

                                           補助員：井𡈽康仁（藤田医科大学） 

[12:35-12:50] 朝日出版社 Asahi Press 

[12:50-13:05] 成美堂 Seibido Publishing 

 

 

13:10-14:35 

(Rm. A, B, C) 

研究発表 Concurrent Sessions 4-6 

 

14:50-16:15 

(Rm. D, E, F, G, H) 

支部企画（SIG特集）シンポジウム Concurrent Symposiums 

 



 2 

16:25-17:40 

(Rm. A) 

特別共同シンポジウム Special Joint Symposium 

 

Presenters 

LEE Yun Joon Jason (Daegu National University of Education) 

SPRING Ryan (Tohoku University) 

ROH Yoona (Kookmin University) 

KANEDA Naoko (Kyoto Women’s University) 

Making English the Lingua Franca in EFL through Multimedia: Then and Now 

 

17:40-17:45 

(Rm. A) 

閉会式 Closing Ceremony 

 

 Greeting 

FUJIE Yoshiyuki (Chair of ATEM National Convention Committee) 

 

 

研究発表 Concurrent Sessions 1-3 

Rm. A Rm. B Rm. C 

補助員：足利 俊彦 

（北海道医療大学） 

補助員：近藤 暁子 

（兵庫教育大学） 

Room Assistant: SAITO Takuya 

(Hokkaido University), 

KANEDA Naoko 

(Kyoto Women’s University) 

10:45-11:10 Session 1 

『海の上のピアニスト』

(Legend of 1900, 1998) ― “A 

Good Story”と超越的体験として

の映画  ― 

 

日影 尚之 

（麗澤大学） 

Report of “Learning English with 

Group LINE” 

 

 

 

NISHI Yoshikazu  

(freelance) 

Examining on the Pandemic 

Pedagogy English Teachers of 

Korea Have Implemented 

 

 

HAN Yurim  

(Sinam Middle School) 

JO Jihyung 

(Yongmoon Middle School) 

11:15-11:40 Session 2 

ディズニー素材を用いた英語教

育の一考察 

 

 

仲川 浩世 

（大阪女学院短期大学） 

安田 優 

（関西外国語大学） 

Watching Video Clips Is Not Just 

for Receptive Skills 

 

 

IWASAKI Hirosada 

(Tsukuba University) 

Students’ Participation in 

Synchronous and Asynchronous 

Video-based Group Activities 

 

IM Hee Joo 

(Dankook University) 

11:45-12:10 Session 3 

『クレイジー・リッチ』

（2018）に描かれる「アジア」  

 

 

 

 

 

 

吉牟田 聡美 

（活水女子大学） 

A Further Look at Font Selection 

and Its Effect on L1 Japanese 

EFL Learners Reading Speed 

and Accuracy 

 

 

 

 

SHEWACK Eric 

(Tokyo Keizai University) 

A Study of Research Trends in 

Artificial Intelligence-assisted 

Language Learning in Second 

Language Acquisition Using Text 

Mining: Focusing on 

English/Korean as a second 

language acquisition 

 

KWON Eun-Young 

(Korea Military Academy) 
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研究発表 Concurrent Sessions 4-6 

Rm. A Rm. B Rm. C 

補助員：日影 尚之 

（麗澤大学） 

補助員：巳波 義典 

（京都外国語大学） 

Room Assistant: SUNAGAWA Noriko 

(Kyushu Lutheran College), 

NAKAMURA Sachiko 

(Tohoku University) 

13:10-13:35 Session 4 

映画『レイニーデイ・イン・ニ

ューヨーク』（2019）に観る若

者文化の様相 

 

塚田 三千代 

（映画アナリスト、翻訳家） 

自律的学習型授業外課題 Video 

Reportの実践 ―学習と実用との

関連性と真正性を求めて― 

 

ラムスデン 多夏子 

（京都外国語大学） 

松井 夏津紀 

（京都外国語大学） 

 

Genre-based Online 

Collaborative Writing 

 

 

LEE In-hye 

(Daegu National University 

Attached Elementary School) 

13:40-14:05 Session 5 

黒人女性の映画でたどる Black 

Lives Matter にいたるまで 

 

 

藤倉 なおこ 

（京都外国語大学）  

コロナ禍における映像メディア

を活用した医療英語教育  

 

 

北間 砂織 

（北海道医療大学、通訳）  

Professors’ and Students’ 

Perceptions toward Online 

Classes Caused by COVID-19 

 

PARK Seong Man 

(Dankook University) 

  

14:10-14:35 Session 6 

How the Global Response to the 

Manga and Animation Series 

‘Demon Slayer’ Can Provide Us 

with an Insight into Differing 

Cultural Perspectives 

 

KAVANAGH Barry 

(Tohoku University) 

オンラインクラスにおけるリー

ダーの役割 

 

 

 

 

関口 美緒 

（メリーランド大学 グローバル

キャンパス） 

A Study of Polytechnic College 

ELLs’ Recognitions on Practical 

English Class with AR-embedded 

Contents 

 

 

YOON Tecnam 

(Chuncheon National University of 

Education) 

KIM Byungsun 

(Catholic Kwandong University) 
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シンポジウム Symposiums 

Rm. D Rm. E Rm. F Rm. G Rm. H 

司会：吉村 圭 

（九州女子大学） 

司会：倉田 誠 

（京都外国語大学） 

司会：井𡈽 康仁 

（藤田医科大学） 

Moderator: 

OTSUKI Atsuko  

(Senshu University) 

司会：松田 愛子 

（北海道大学、翻

訳者） 

14:50-16:15 Symposium A, B, C, D and E 

シンポジウム A 

（九州支部 文化・文

学／映画分析研究

会） 

 

 

 

映画音楽に見る社会

問題：差別・貧困・

ジェンダー 

 

 

 

 

 

 

 

秋好 礼子 

（福岡大学） 

砂川 典子 

（九州ルーテル学院

大学） 

吉村 圭 

（九州女子大学） 

シンポジウム B 

（西日本支部 言語

研究 SIG） 

 

 

 

 

映画と試験で紐解

く英語の世界 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉田 誠 

（京都外国語大学） 

石原 健志 

（大阪星光学院） 

飯田 泰弘 

（岐阜大学） 

福嶋 剛司 

（北洋大学） 

 

シンポジウム C 

（中部支部） 

 

 

 

 

 

メディアを使ったオ

ンラインでの英語教

育 

 

 

 

 

 

 

 

岩本 昌明 

（富山県立富山北

部高等学校） 

堀内 ちとせ 

（藤田医科大学） 

井圡 康仁 

（藤田医科大学） 

シンポジウム D 

（Higashinihon 

Chapter SIG on the 

English of Movies, 

TV Dramas, and 

YouTubes） 

 

How the English of 

Movies, TV Dramas, 

and YouTubes Can 

Contribute to the 

Development of 

Practical English 

Education: Present 

perfect 

 

 

OTSUKI Atsuko 

(Senshu University) 

SPRING Ryan 

(Tohoku University) 

HAMAGAMI Keina 

(Dokkyo University) 

NAKAMURA 

Sachiko 

(Tohoku University) 

シンポジウム E 

（北海道支部） 

 

 

 

 

 

日本語も英語も楽

しくなる通訳翻訳

ワークショップ

『プラダを着た悪

魔』特別編  ―SIG

立ち上げをめざし

て― 

 

 

 

松田 愛子 

（北海道大学、翻

訳者） 

北間 砂織 

（北海道大学、通

訳者） 

遠藤 みお 

（藤女子高校） 

斉藤 巧弥 

（北海道大学） 
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 10:00-10:40 (Room A) 

特別共同発表  Special Joint Presentation by ATEM & STEM 

The Power of Nonverbal “Chunks” in Language Teaching 

 

BERGLUND Jeff (Special Advisor of ATEM) 

LEE Jawon (Honorary President of STEM) 

 

 

 

Communication is not simply the exchange of verbal expressions between or among people. In other words, it 

is not only a language activity. Communication always takes place in a context that includes physical, social, 

temporal, and other nonverbal elements. Movies give context to language teaching and to language acquisition. 

Movies are not only a great source of natural expressions in a certain language; they are also great sources of 

nonverbal, contextual information. Lee and Berglund believe that movies are filled with “chunks” of language and 

“chunks” of nonverbal strategies, and are therefore a highly effective tool in helping L2 learners become more 

successful at both sending and receiving both verbal and nonverbal messages. Kang (2000) even proposed that the 

acquisition of nonverbal communication skills should be part of the EFL curriculum. 

At the 2014 STEM conference, Lee pointed out the difficulty of trying to speak, especially a second language, 

if you had to separately retrieve every word in your brain every time you spoke. He gives the example of a customer 

saying, “I’d like to order one large combination pizza,” and goes on to say that “you don’t have to analyze the 

expression into component parts” (p. 8). Lee proposes what he calls the “Movie Method,” in which there is “a belief 

in the centrality of the lexicon to language structure, second language learning, and language use, and in particular 

to multiword lexical units or ‘chunks’ that are learned and used as single items” (Richards & Rogers, 2001, p. 132 

cited in Lee, 2014, p. 7). Berglund (2015) believes that nonverbal communication messages can also be seen as 

“chunks,” a belief founded in part on Andersen’s 19 principles of the differences between verbal and nonverbal 

communication, especially Principle 13 which states: 

Nonverbal messages are processed as a gestalt; verbal messages are processed discretely. Gestalt processing means that we make 

sense of an independent whole rather than the isolated parts. This is the way nonverbal communication is encoded and decoded, as a 

whole. It is likely that multichannel gestalt impressions are the basis of human intuition. Conversely, single-channeled, discrete verbal 

messages are the basis of logic. (Andersen, 2008, p. 24) 

Let’s take a look at Dr. Lee’s pizza example to see how verbal and nonverbal elements might interact. We 

understand, as Dr. Lee pointed out, many things from the language “chunk”: “I (who?) want to order (for here or to 

go?) one (how many?) large (what size?) combination (what kind?) pizza.” There are probably nonverbal “chunks” 

that also help the pizza parlor employee understand the situation. For example, if the customer is still holding his 

car keys in his hand, the employee may infer that the customer will be returning to his car right away, and ask, “Is 

that to go?” knowing that the response will probably be, “Yes.” Since the car keys also may imply that the customer 

is in a hurry, the employee may add, “I’m afraid that’ll be about twenty minutes. Is that okay?” The customer can 

see from the movements of the pizza parlor employees and the number of patrons in the restaurant that they are 

quite busy. His response may then be: “Sure. I’ll just sit over there and wait. Is that okay?” If this were a scene from 

a movie, all of these elements of nonverbal “chunks” would be clear to the viewer, or language learner. 

Lee and Berglund will talk about their experience of using movies in teaching both English and intercultural 

communication. Scenes from the Swedish movie “Kitchen Stories” will be shown to illustrate some nonverbal 

communication “chunks.” 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 1 10:45-11:10 (Room A) 

『海の上のピアニスト』（Legend of 1900, 1998） 

― “A Good Story”と超越的体験としての映画  ― 

 

日影 尚之（麗澤大学） 

 

 
 

映画冒頭、Maxは“You’re never really done for as long as you got a good story and someone to tell it to.”と言

うが、今の彼は一文無しでも、この「物語」だけは手放さない、真剣に聞いてくれる人がいれば語りた

いのだ。彼がトランペットとのお別れに吹いたメロディー、それと瓜二つのピアノ演奏が録音された原

盤を手がかりに、古楽器商に対するMaxの語り、天才ピアニスト 1900の「伝説」が幕を開ける。『タイ

タニック』（Titanic, 1997）とは構成も似ている。 

Roger Ebert（1999）も言う通り、ヴァージニア号の広大だが閉じた空間、海の上の神秘的世界には、

物語の素地がある。公式の記録（歴史）からは隠れるようにして捨て子が育てられ、一度姿を消した後、

ピアノの名手として再登場するミステリアスで超越的な人物像もそうである。因みに、Maxが語り終わ

ったあと、「すばらしい物語」のお礼として古楽器商はMaxにトランペットを返すが、Max の後ろ姿に

続いて、楽器を手にした別の男性が古楽器商を訪れる。次なる物語が待っている。  

William Hope（2006）が言う通り、自由の女神を最初に見つけた男とその直後の船客の反応が象徴す

るのは、この映画の登場人物が何か驚異的なもの、壮大なもの、超人的な行為に魅了されて「その場に

立ち尽くし」たり（“rooted to the spot”）、「鼓動が速くなっ」たり（“[one’s] heart racing”）すること、そし

て音楽家の物語よろしく、そのような「盛り上がる」場面周辺では、物語内の音楽（登場人物の演奏）

または/および物語外の音楽がオーバーラップすることが多いということだ。映画内だけでなく映画外、

つまりこの映画を見る者も、フィクションだとわかっていても、登場人物同様に魅了され、現実を一瞬

忘れるような超越的体験をする。「物語」としての映画の力に対する監督の理想を反映しているという

Hopeの示唆には説得力がある。 

冷静に見れば、ヴァージニア号の胎内から離れられないナルシスティックな天才ピアニスト、ピアノ

の鍵盤を通じてのみ世界と関わり自分を表現する（M. V. Constantini & P. Golinelli 2007）、最後には船と

共に散る、という現実離れした男の物語を、Max は「男のロマン」的に語る。『タイタニック』（1997）

のように、劇的なロマンスを通じて「女性解放」を実践する人物やその成長物語はないが、新世界に再

起を賭ける移民、ピアノ決闘、ストーカー行為と追跡劇、淡い恋などの各エピソードが、時にユーモア

を交え、美しい音楽とオーバーラップしながら最期に向かって、心情豊かに語られる。 

本発表では、「物語」としての映画の力、超越的体験などについて具体的場面に即して論じたい。尚、

この映画のインターナショナル版とオリジナル版には本質的違いはないものと考え、基本的にはインタ

ーナショナル版について論じる。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 1 10:45-11:10 (Room B) 

Report of “Learning English with Group LINE” 

 

NISHI Yoshikazu (freelance) 

 

 

 

The purpose of this study is to show a new way to develop our listening ability to comprehend BBC news. I will 

show you this new study style in detail. I would like to introduce an example on how to develop listening ability by 

using the latest media, LINE, from the standpoint of a learner. 

Talking about dictation, BBC news comes through our LINE group from Professor Kobayashi. It is the latest 

BBC news. Then, we dictate a part of them in our notebook. It is difficult as I cannot understand everything the first 

time. So, I will listen to it about 10 times. For example, the news might be: “And the Czech Republic calls for 

Poland to be fined 6 million dollars a day for ignoring an order to stop extracting coal from a mine on the border.” 

Then, I will add a comment about the BBC news. An example of my comment follows: “Comment: Maybe there 

are rules about this in international law. But it is not so simple. We have many difficult problems around us.” Also, 

we practice an article task. I do a test of the articles (a, an, the, x). There is another piece of news such as below. 

“#183 Article Task: (A / An / The / x) total of (a / an / the / x) 1,600 companies in Japan have gone (a / an / the / x) 

bankrupt since (a / an / the / x) February of (a/ an / the / x) last year due to (a / an / the / x) corona-virus pandemic.” 

The following is an example of my answer sheet: “#183 Article Task: (A) total of (x) 1,600 companies in Japan 

have gone (the→x) bankrupt since (x) February of (x) last year due to (the) corona-virus pandemic.” After that, I 

correct it in red. Then, I take a picture of the two answers and comment, followed by posting it on the group LINE 

within the deadline. This is the usual routine. 

In conclusion, I discovered that this new style is a wonderful way to learn English. We have 30 learners in this 

group LINE. There are undergraduates, graduates, businessmen and older people like me. This is a good lesson for 

everyone. Finally, I want to add this word: “Practice makes perfect.” 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 1 10:45-11:10 (Room C) 

Examining on the Pandemic Pedagogy English Teachers of Korea Have Implemented  

 

HAN Yurim (Sinam Middle School) 

JO Jihyung (Yongmoon Middle School) 

 

 

 

COVID-19 pandemic has led all the teaching professionals around the world to get used to pandemic pedagogy. 

Those approaches teachers around the world employ in the online learning environments to teach and foster learning 

in the context of a pandemic have varied, and the gap among them has increased, which will bring about more 

disparities in education. For instance, some teachers are excellent at running Google Classroom with their students, 

which enables both the teachers and students to use a variety of online tools such as GeoGebra, Pear Deck, Flipgrid, 

Slido, Quizlet, Edpuzzle, GoGuardian, Nearpod, Padlet, StoryJumper, Writable, and so on. However, other teachers 

still have difficulties introducing Google Classroom to their students owing to the lack of information, which is 

expected to bring problems to not only the teachers but also their students in that the students may lose the 

opportunities of enhancing their learning with the help of such online learning tools. 

One of the effective ways to bridge the gap between the users and non-users of online learning tools is to boost 

the interaction between them, which means that sharing teachers’ experiences in using different learning tools and 

pandemic pedagogy will help narrow the gap among teachers. Moreover, as more and more companies around the 

world develop new online learning tools, teachers have a wider range of choices, which also increases the necessity 

of exchanging ideas about effective online learning tools with one another. In short, sharing the pandemic pedagogy 

can trigger synergy with which teachers will not only help one another but also develop better pedagogical 

approaches, facilitating their students’ learning. 

This study aims at investigating the popular online learning tools and pedagogy. English teachers of Korea have 

implemented since Covid 19 broke out. For this investigation, around fifty Korean English teachers will be joining 

both quantitative and qualitative surveys. The quantitative survey will be composed of ten multiple-choice questions, 

and for the qualitative survey, they will be interviewed on their favorite online learning tools and pedagogy. This 

research is hoped to provide a starting point for building up a network of English teachers of Korea and Japan. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 2 11:15-11:40 (Room A) 

ディズニー素材を用いた英語教育の一考察  

 

仲川 浩世（大阪女学院短期大学） 

安田 優（関西外国語大学） 

 

 

 

本発表の目的は、英語教育におけるディズニー関連素材の可能性を、実践面と学術面から検討するこ

とである。 

2021 年度春学期に私立女子短期大学の英語専攻学科授業内にて予備的実践研究を実施した。調査協力

者は 1 年生 17 名で、彼らの入学時の平均 TOEIC スコアは 300 点前後である。そのため対象授業では、

効果的な英語力向上のため、指導法に工夫をしながら四技能を総合的に強化することが求められた。学

力的にはリメディアル・レベルであるが、彼らは学習意欲が高く、自学自習アプリケーション（語彙・

読解中心）にも自発的に取り組み、課題提出も怠ることはなかった。この点で「英語嫌い」のリメディ

アル・レベル学生とは大きく異なる。当該授業を履修する学生は、各々iPadを用いてデジタル教材に取

り組むことが求められた。「自己同一性」「多様性」「差別」などを教材テーマとした内容統合型授業をベ

ースに、協同学習やアクティブ・ラーニング（プレゼンテーション）を導入し、コミュニケーション能

力の向上を図った。加えて、視覚素材の有効性を踏まえ、ディズニー作品に基づく絵本を用いて、音読、

語彙と構文習得に焦点を合わせた帯活動を取り入れた。授業外では、学習者が英語特有の発音と文字へ

の認識を深めることを目的とするディズニー・ソングのディクテーションを課し、Google Classroom へ

の提出を義務づけた。 

また、ディズニー作品を題材とする既刊大学英語教材を取り上げ、ディズニー作品のさらなる有効性

についても検討する。当該教材は発表者の監修によるもので、ディズニー映画を社会学的に読み解いた

批評をベースに、学習者が英語でコンテンツを理解する機会を提供するものである。「自己同一性」「多

様性」「差別」という概念を、身近な映画素材を契機に学生に熟考させることで、批判的な思考を確立さ

せ、問題意識を伴う考えの発信へと導く教材である。 

本発表は、授業実践と既刊教材の検討という二部構成である。両者とも現代社会を生きる上で学生に

欠かせない概念を取り扱っている点で共通しており、ディズニー素材を用いた授業と教材の今後の方向

性を模索する手掛かりともなるだろう。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 2 11:15-11:40 (Room B) 

Watching Video Clips Is Not Just for Receptive Skills 

 

IWASAKI Hirosada (University of Tsukuba) 

 

 

 

The purpose of the presentation is to show that watching videos is not just for receptive skills among Japanese, 

but for boosting their productive skills, considering their globally lower levels of productive competence. This 

presentation shows (a) the necessity of improving Japanese learners’ productive skills, (b) many previous studies 

focused on receptive skills, rather than productive skills, in using video materials, for example, in terms of 

vocabulary recognition, (c) how productive skills can be boosted through watching videos, and (d) how assessing 

can be carried out, not just for presenters but also measuring the audience’ understanding. 

There are various studies presenting data and results of using video in EFL classes, and positive impacts have 

been reported on language learning and on efficacy of language teaching (e.g. Birulés-Muntané & Soto-Faraco, 

2016; Fujita, 2019). However, many studies focused on improving learners’ receptive skills such as remembering 

more words or understanding more of particular topics. In contrast, the present research shows the necessity of using 

videos for productive skills especially among Japanese learners who have very limited practical experiences of using 

English in authentic situations. It also shows on-going research for promoting CLIL-based teaching of university’s 

academic subjects with videos, focusing not only on academic contents but also reproducing or summarizing them 

in English. In so doing, this research shows learners’ initial failure to accurately observe essential collocations of 

key terms and to rephrase or paraphrase low-frequency words or idiomatic expressions for the audience when they 

summarize academic materials. Therefore, the present research claims enhancing understanding of collocations and 

more use of input enhancement focusing on both lexical and grammatical collocations. 

Moreover, it is shown that for better understanding of contents among the audience, asking them questions and 

having their understanding put into words in English are vital, which can be then utilized for assessing students’ 

presentations as well. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 2 11:15-11:40 (Room C) 

Students’ Participation in Synchronous and Asynchronous Video-based Group Activities 

 

IM HeeJoo (Dankook University) 

 

 

 

This study is to examine college students’ participation during synchronous group activity (taking place in real-

time) and asynchronous group activity (taking place at the learner’s own pace) in online classes. Using learning 

technology in online classes provides opportunities and challenges for new education. Online video-mediated 

communication offers the platform to communicate with the combination of video, voice, and text (Manstead, Lea, 

& Goh, 2011). As an online learning tool, Flipgrid, which is an asynchronous discussion board, was used for group 

activities. Flipgrid makes students produce asynchronous answers while reducing the pressure of having to speak 

quick responses in synchronous classes (Innes, 2020). 

In this study, synchronous and asynchronous group activities were conducted by college students who 

participated in College English 1 classes. For the data collection, the researcher surveyed 116 students who are in 

the 1st year of college and collected their final tests, an oral presentation. The findings are as follows. Firstly, 

between the two groups, the synchronous group showed higher mean scores for online group participation. Secondly, 

the synchronous group also indicated higher mean scores for English learning, speaking confidence, and interest in 

learning English. Lastly, as advantages of group work, both groups mentioned communication with team members, 

improvement of English speaking and pronunciation, increased self-confidence, and other elements. Whereas 

disadvantages included: technology problems, decreased self-confidence, inconveniences when meeting with team 

members online, and so on. Several implications to the field of online language learners and education are discussed. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 3 11:45-12:10 (Room A) 

『クレイジー・リッチ』（2018）に描かれる「アジア」 

 

吉牟田 聡美（活水女子大学） 

 

 

 

BLM 運動が盛り上がりを見せている昨今、ハリウッドのホワイトウォッシュされたといわれている

映画業界に新風を吹き込んだ作品がある。『クレイジー・リッチ』（2018）のキャスト・スタッフの大多

数がアジア系アメリカ人であるのは注目に値するであろう。 

ニューヨークで仕事も恋愛もうまくいっている、中国系女性 Rachel Chu がさらにシンデレラ・ストー

リーも結実させるラブコメ物語と表層では読むことができる作品である。その背景には、Rachel が出会

う新興の華僑一族の女性達と、ジェンダー・階級・世代・文化の壁を乗り越えて相互理解をはかるプロ

セスが描かれている。 

20 代で NY コロンビア大の経済学教授となった Rachel は、発音もライフスタイルも恋愛などの文化

的アイデンティティは「アメリカ人」である。そのため、恋人 Nick Yang の格式高い中国系シンガポー

リアンの大富豪一家に『嫁』として認められるには数々の困難があった。Nickの母親 Elenore Yang との

確執にくわえて、親せきや取り巻き女性たちとの軋轢は Nick の家庭環境を知らなかった Rachel にとっ

て立ち込める暗雲であった。 

Nick の親戚や取り巻きの女性達、Elenore の取り巻きの女性達の関係性も資産や階級によりアイデン

ティティが決定づけられている。Yang 家は、シンガポールの大財閥の中でもトップとみられ、Yang 家

を訪れる聖書研究会の女性達は序列が明確である。また、結婚式前のバチェラー・パーティに参加した

女性達も Nick に近い順に序列があると思われ、Rachel に近づきひどい嫌がらせをするのは彼と近いと

みられる幼馴染のアマンダである。本発表では、まず Rachelの文化的衝突に焦点をあて、現代の東西の

文化的アイデンティティについて述べる。 

次に、本作品は Rachel がアメリカ人の文化アイデンティティを保持したまま恋人とシンガポールを訪

問し、彼の中国系一家にて見聞き経験したことが主軸となっている。つまり、視聴者はアメリカ人のも

のの見方で中国系（シンガポールの）一家の文化をのぞき見する感覚を味わう。そこには日本とも共通

する東アジア独自の文化的行動が描かれている。例えば「遠慮」や「感謝」に関する行動様式であるが、

意識的に熟視しないと見落としてしまう程度の些細なモチーフである。こうした感情表現は、アジアで

は相手との関係性によって表現方法が決まる。その点から、現代のハリウッド映画に描かれる『アジア』

文化の例として異文化理解教育に活用する方法を探りたいと思う。 

 



 13 

研究発表 Concurrent Sessions 

Session 3 11:45-12:10 (Room B) 

A Further Look at Font Selection and its Effect on L1 Japanese EFL Learners 

Reading Speed and Accuracy 

 

SHEWACK Eric (Tokyo Keizai University) 

 

 

 

Shewack (2020) suggests that font choice has an effect on the reading speed and accuracy of L1 Japanese EFL 

students. He reported a discernable difference in the reading speed of students when reading fonts from one of each 

of the major font families, Serif and Sans Serif. The study also found considerable differences in reading accuracy 

in both printed and digital media between the two fonts. 

More specifically, it found students’ reading speed increased with serif fonts on digital media and slightly 

increased with sans serif fonts on printed media. 

The results of this study went against traditionally held notions of font readability among typologists that sans 

serif fonts are better suited for use on digital media and that serif fonts are preferable for printed media due to their 

design and intended reading purposes (Harris & Ambrose, 2011). This was contradictory at least in terms of L1 

Japanese EFL learners. Furthermore, the scope of a study concerning fonts and readability and accuracy itself is 

open-ended in nature and a change in one of many potential variables such as native language and orthography of 

participants, differing typefaces within the same font family, font size and spacing, media content, participants’ 

background knowledge of content, etc. can produce a very different set of results which may not necessarily be 

reflective of the font itself. 

Therefore, I conducted a follow-up study to Shewack (2020) to further explore the effect of font selection and 

its effect on L1 Japanese EFL learners. This study induces an observable reading speed difference through different 

printed media reading passages, which addresses a concern expressed by students in Shewack (2020) that one 

passage was more difficult than the other. Moreover, the study further weighs the influence of font selection by 

testing found differences on new participants, as well as alternating the fonts used in Shewack (2020) to observe 

any effects. The current findings show a significant increase in reading speed (p<.01) when serif font is used on 

printed media, but that the results for digital reading are opposite those of Shewack (2020). Regarding accuracy, 

consistent with the original study, reading accuracy remained higher with serif font on printed media versus sans 

serif but while the previous study demonstrated a sizeable difference in higher reading accuracy on digital media 

when employing sans serif fonts, the current study shows a negligible difference on digital media with only slightly 

higher accuracy with serif fonts. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 3 11:45-12:10 (Room C) 

A Study of Research Trends in Artificial Intelligence-assisted Language Learning  

in Second Language Acquisition Using Text Mining:  

Focusing on English/Korean as a second language acquisition  

 

KWON Eun-Young (Korea Military Academy) 

 

 

 

COVID-19 has abruptly changed our ways of life. The educational environment has the same position. Many 

schools closed, and distance learning became necessary, making the digital-based non-contact education a new 

method of instruction to enable a way for existing education to ensure. Whether ready or not, we must face the new 

challenge in education thrown into this “literate, communicative, and technology-based world” (Tafazoli and 

Gómez-Parra, 2017, p. 370). Under these circumstances, combining both Artificial Intelligence (AI) and language 

instruction seems vital for educators to meet the students’ needs and provide them with high-quality online education. 

The present paper intended to examine the research trends in AI-assisted language learning in second language 

acquisition (SLA) using text mining. For this purpose, data were first collected from domestic theses and academic 

journals on English/Korean education as SLA, published between 2001 and 2021 and available on Research 

Information Sharing Service (RISS). A total of 83,507 papers were involved in the present study (i.e., 51,540 papers 

on English education and 31,967 papers on Korean education). The papers on English/Korean education were then 

divided in accordance with the four search words (i.e., smart learning, machine learning, deep learning, and robots) 

and types of publication (i.e., domestic theses and academic journals) in order to see the distribution of the preferred 

topic for each type of publication. Then keywords from the titles of the studies were extracted and analyzed via text 

mining. The study revealed that (1) AI-assisted language learning had not been studied much in association with 

English/Korean education (i.e., 178 out of 51,540 studies on English education and 35 out of 31,967 studies on 

Korean education); (2) a majority of the studies on AI-assisted learning have dealt with ‘robots,’ followed by ‘deep 

learning,’ ‘machine learning,’ and ‘smart learning’; (3) ‘smart learning’ and ‘robots’ were studied relatively much 

more than ‘machine learning’ and ‘deep learning’ in the papers on AI-assisted language education; (4) studies on 

robot-based English education were conducted most during 2001-2010; (5) studies on smart learning-based English 

education had published more than the studies on robot-based English education since 2011; (6) ‘elementary,’ 

‘middle,’ ‘children,’ ‘vocabulary,’ ‘speaking,’ ‘writing,’ ‘smartphones,’ and ‘applications’ were the top keywords in 

the papers on AI-assisted English education; and (7) ‘children,’ ‘Chinese’, multicultural,’ ‘ vocabulary,’ ‘speaking,’ 

‘application’ were the top keywords in the papers on AI-assisted Korean education. Finally, the present study offered 

future directions derived from the results of the study. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 4 13:10-13:35 (Room A) 

映画『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』（2019）に観る若者文化の様相 

 

塚田 三千代（映画アナリスト、翻訳家） 

 

 

 

マンハッタンの若者の今を考察する。映画はウディ・アレン（Woody Allen）が脚本と監督を担当して

2019 年に製作した A Rainy Day in New York である。題名は‘ニューヨークのある雨の日’を追想あるいは

暗喩しているのだろう。映画はナラティヴで始まり終わる。 

大学の新聞部で知り合ったギャツビ（Gatsby Welles）とアシュレ（Ashleigh Enright）。アシュレが大物

の映画監督ポラードを取材するためにマンハッタンに行くことになる。ニューヨーク生まれのギャツビ

は街のあちこちを案内する企画を提案し、週末を二人で一緒に過ごす。アリゾナ出身で映画マニアのア

シュレは、映画監督との取材に夢中で、始めから二人の会話は歯車がかみ合わない。ニューヨークに着

くと雨が降り出す。 

街の通りをギャツビが一人で歩いていると、高校時代の一番会いたくない男に出会い、彼から同窓生

たちの進路先をいろいろと知らされる。次に高校同窓生のジョシュに会う。彼は NY大学に在籍し講座

の課題の映画制作を路上で撮影中である。ギャツビはエキストラで 1 カットに出演することになる。相

手役はギャツビの元ガールフレンドの生意気な妹チャンで、彼女はファッション工科大学生だが友情出

演している。撮影シーンはキスシーンである。「口を閉じたままキス？」、とチャンに言われて雨の窓越

しに何度も撮り直しされる。一方、アシュレの取材は、彼女の愛らしい笑顔と若さに惹かれたインタビ

ューの受け手が逆に質問し始める。アシュレは偶然に著名な俳優に出会い胸ときめかしながら、マスコ

ミのカメラマンに紛れ込んで俳優を追いかけてインタビューをするのだが、やはりインタビューをする

側とされる側が逆転する有様である。 

文学サロンで「失われた時を求めて」「変身」を取り上げる母、笑い声が気に入らないために挙式間際

で結婚をためらう兄、ユダヤ教の儀式、ポーカーで必要な資金を稼ぐ弟に店の予約をする兄…等々、ギ

ャツビと母や兄との関係やギャツビ自身の悩みと考えが明らかになってくる。そして映画は、“For a 

kisser, there’s a maximum of 8?” “It’s fall. By spring I’ll have you up to 10.” のセリフで終わる。登場人物のセ

リフ（lines）はやや短めだがジョークが多く、立て続けにしゃべり、プロットの展開も早い。アメリカ

映画を回顧するセリフも頻出する。 

この映画作品には「自然・環境と人間関係」「人間の心情の変容」「異文化意識」「コミュニケーション

回路」が表象されていることが明確である。更なる詳細を「映画と文化データベース」（Movie and Culture 

Database）のデータに所収してある。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 4 13:10-13:35 (Room B) 

自律的学習型授業外課題 Video Report の実践 

―学習と実用との関連性と真正性を求めて― 

 

ラムスデン 多夏子（京都外国語大学） 

松井 夏津紀（京都外国語大学） 

 

 

 

外国語学習において学習者が目標言語をインプットする際、「関連性」と「真正性」を実感することが

有効である（廣森, 2017）という考えより、本発表の実践の前身として、学習者自身が自らの関心に合わ

せてインターネットから英語音声動画を選んで学習する授業外課題「Video Report」を導入した（ラムス

デン, 2020）。本発表では、これをデータベース作成型に発展させ、2 つの異なる授業科目で取り組んだ

実践 2例を報告する。 

1 例目は、TOEIC対策授業向けに開発した Video Report My TOEIC Vocabulary List（VR_MTVL）につ

いて報告する。これは、(1) 学習者の英語音声動画コンテンツの利用頻度を高め、(2) TOEIC出現語彙と

実生活で使用され得る英語の関連性を確認し、(3) 学習者自身が真正性を感じることができる語彙力を

強化し、(4) 学習者に無理のない半自律的学習を定着させることを目標とした授業外課題である。英語

音声動画の視聴経験が乏しい学生が一定数存在する点を考慮し、VR_MTVLでは学習者に動画コンテン

ツに関する資料を配布し、視聴動画に対する若干の指標を示した。本発表では、VR_MTVLの有効性と

ともに、視聴動画に関するガイダンスの有用性について考察する。 

2 例目は、外国語強化科目としての日英翻訳クラスの授業外課題 Video Report: My Translation Database 

（VR_MTD）で、学習者が選んだ動画の日本語字幕と英語音声の対応ペアを記録し表現集を作成させた。

以前の取り組みでは、学習者は個々のエクセルファイルを使用していたが、利便性の低さを感じられた

ことからオンラインスプレッドシートに切り替え、さらに共有機能を使ってクラス全員が一つのファイ

ル上で作業できるようにした。実践後の調査結果から、関連性や真正性のある内容を学ぶことの意義に

加え、協働学習を通じた学び合いや達成感などが動機づけにつながることが示唆された。本発表では、

ICTツールを活用した学習の一方法として、この VR_MTDの実践例を紹介する。 

最後に、上記 2 例の Video Report の実践例における共通に観察された効果を検証し、今後の Video 

Report 課題についての改善点を検討する。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 4 13:10-13:35 (Room C) 

Genre-based Online Collaborative Writing 

 

LEE In-hye (Daegu National University Attached Elementary School)  

 

 

 

During the Pandemic of COVID-19, many Korean elementary schools closed down and went fully online. 

However, during the year of 2021 slowly elementary schools opened up for education. The educational quality had 

impact on students who were not introduced to face to face education and needed a different approach for English 

education. One of the biggest changes in elementary English education was that students were getting used to online 

learning and struggled to transition into in-class face to face learning. 

Elementary English classes focus heavily on pronunciation and conversations. The 2015 Korean revised 

curriculum policy states that the elementary English education purpose relies on conversations and pronunciations. 

This structure has caused elementary school teachers to focus on conversational tasks rather than other skilled area 

of English. In addition, writing was overlooked compared to the other English skills and students struggled with 

writing as they moved on to middle school. In order to keep both writing and in-class transition smooth, the presenter 

proposed online collaborative writing class. Online collaborative writing is suitable for both online and blended 

classrooms and it is constructed to overcome the spatial restrictions of the traditional classrooms. In this presentation, 

the presenter will propose how genre-based online collaborative writing has helped the students to improve their 

writing skills and confidence, with introducing multiple online collaborative tools which provides an opportunity to 

enhance the students’ systematic approach to writing. 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 5 13:40-14:05 (Room A) 

黒人女性の映画でたどる Black Lives Matter にいたるまで 

 

藤倉 なおこ（京都外国語大学） 

 

 

 

警察の暴力によって犠牲になった人たちの名前を書いたマスクをつけて試合に出場したテニス選手

の大阪なおみを始め、著名な人たちが Black Lives Matter（BLM）の運動に関わったことで日本の若い人

たちも BLM の運動について知るようになった。しかし一方で奴隷制度、南北戦争、公民権運動など、

現代のアメリカ文化に大きな影響を与えている歴史的な出来事を知らない学生は多い。今回、BLMにい

たるまでのアメリカ社会と文化を学生に伝えるために映画『ハリエット』（Harriet, 2019）と『ドリーム』

（Hidden Figures, 2017）を選んだ。 

『ハリエット』は、実在した活動家ハリエット・タブマンを描いている。奴隷であった彼女は、南部

メリーランド州から奴隷制度がない北部ペンシルベニア州まで逃れ、その後「地下鉄道」（Underground 

Railroad）という奴隷を逃す組織で唯一の女性「車掌」として家族を始め多くの奴隷を北部へと導いた人

物である。『ドリーム』は 1958 年から 1963 年にかけて NASA が実施したアメリカ合衆国初の有人宇宙

飛行、マーキュリー計画に携わった黒人の女性数学者たちを描いている。 

これら映画は歴史的に極めて大きな役割を果たしたにもかかわらず、取り上げられることがなかった

「黒人女性」を映画で取り上げたという共通点がある。ハリエットはすでに 1994 年に映画化の計画が

あったが、実現したのは 25 年後の 2019年である。1997年当時、ヒーローのような活躍を見せるハリエ

ットを白人女優のジュリア・ロバーツが演じてはどうかという提案さえあり、「黒人女性」の存在が消さ

れてしまうところであった。『ドリーム』の女性数学者たちも、黒人女性マーゴット・リー・シャッタリ

ーが本にするまで表舞台に出ることはなかった。命までも軽んじ続けられているマイノリティの黒人、

その中のさらにマイノリティであり長きにわたって存在を無視されてきた黒人女性を描いた映画を使

って、学生に文化を伝えることについて考えたい。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 5 13:40-14:05 (Room B) 

コロナ禍における映像メディアを活用した医療英語教育  

 

北間 砂織（北海道医療大学、通訳） 

 

 

 

2020 年度から 2021 年度にかけて、大学での授業は新型コロナウルス感染症（COVID-19）の影響を受

け、地域によっては遠隔講義が中心となっているところも少なくない。医療英語の SIGのメンバーとし

て発表者は医療英語教育における映像メディアの活用を研究しており、今回はコロナ禍によりどのよう

な影響を受けたのかを報告する。 

まず、事前準備があまりできないまま遠隔講義が始まったことによる問題点や工夫した点、遠隔だか

らこそ可能になった点などについて報告する。次に、新型感染症という大きな問題を医療英語教育の中

でどのように扱ったのかを報告し、最後に今後の展望について考える。 

遠隔講義の開始に伴い、ZoomやWebEx、Microsoft TeamsなどのWeb 会議システムを使いながら、LMS

（学習管理システム：Learning Management System）を使って教材の配信や提出、出席管理を行うが、当

初は学生のインターネット環境が十分に整わない中での映像メディアの扱い方に苦慮した。Zoom 上で

映像を流すのは最小限にして、学生が個別に映像メディアにアクセスできる方法を探った。2021 年度は

前年度よりは学生の環境が向上はしているものの、対面講義のようにその場でインターネットや DVD

などで映像を流しても画質が落ちてしまうため、LMS などで動画を別途共有するための素材作りが必

要である。 

COVID-19 についての知見が不十分だった 2020 年度春から、その時点での最新の情報に触れることは

何よりも医療系の学生のモチベーションにつながるので、積極的に素材に取り入れた。多くの国がロッ

クダウン状態にあったため、新しい情報は Zoom によるインタビューが多く、音質も画質も Zoom での

講義で扱うには悪いという問題点もあった。講義内で行うリスニング教材にはできるだけ音質のいいも

のを選び、音質が劣るものは各自でアクセスして自宅での課題として取り組むように振り分けをした。

また、信頼できない医療情報も多く出回っていたので、個人の見解などは扱わず、CDC や Mayo Clinic

など信頼できる公的機関の情報を扱うように特に注意を払った。 

ファイル共有システムを活用して学生に動画を配信して予習を促すなど、LMSを活用して双方向の講

義を行えるのはコロナ禍以前にはなかったことである。今後 COVID-19が収束しても、LMSは何らかの

形で残ることが想定されるので、映像メディアの活用の可能性が広がっているとも言える。発表の際は、

参加者からもどのようにコロナ禍を乗り切る講義を行ってきたのか、経験を聞かせていただきたい。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 5 13:40-14:05 (Room C) 

Professors’ and Students’ Perceptions toward Online Classes Caused by COVID-19 

 

PARK Seong Man (Dankook University) 

 

 

 

For several decades, a great deal of time and energy has been spent analyzing and discussing the critical issues 

of online learning by several scholars in various fields including the field of Education. However, since 2020, the 

online learning and teaching became a must instead of an option due to the significant impact of COVID-19 which 

changed views toward the online learning and traditional learning and teaching methods throughout academic 

institutions in the world. This change makes a large number of schools and universities choose to begin running 

online classes as an inevitable alternative to traditional off-line classes. Along with this sudden change in education, 

this field of study has experienced an explosion of interest from scholars across the world due to the outbreak of the 

COVID19-pandemic. The sudden wide-spread of the Coronavirus resulted in institutions choosing unfamiliar online 

learning settings instead of traditional familiar in class surroundings. This change made both professors and students 

develop their own perspectives and opinions toward on-line learning and teaching. Thus, the aim of this presentation 

is to provide both educators and students perspectives toward on-line education within the Korean college setting 

specifically in the context of General English Education by combining two empirical studies which were conducted 

with professors (Im & Park, 2021) and students (Irvin & Park, 2021) respectively. First, this presentation will cover 

the following two questions from the perspectives from the college professors who have been in charge of General 

English Education: 1) How will the pandemic affect professors and their teaching; and 2) How to overcome 

challenges of online classes due to COVID-19 (Im & Park, 2021). Second, to seek students’ perspectives, the 

following questions will be investigated: 1) What perspectives, experiences, and suggestions Korean college 

students have related to the technology interactions they encountered through online learning; and 2) What 

perspectives, experiences, and suggestions Korean college students have related to their learning during online 

classes (Irvin & Park, 2021). For this presentation, specific examples and comments related to what professors and 

students experienced, and their suggestions for online classes will be discussed. Through this process, specific and 

practical suggestions to professors, students, and administrators who are in charge of the operation and development 

of the on-line education system will be discusses and provided in detail.  
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研究発表Concurrent Sessions 

Session 6 14:10-14:35 (Room A) 

How the Global Response to the Manga and Animation Series ‘Demon Slayer’ 

Can Provide Us with an Insight into Differing Cultural Perspectives 

 

KAVANAGH Barry (Tohoku University) 

 

 

 

As a teaching tool within the EFL classroom, exposing students to various forms of media can be utilized to 

teach culture and media literacy and allows students to understand differing perspectives and opinions according to 

the culture or country the media is derived from. We can also use it as a fundamental tool in establishing intercultural 

communicative competence (ICC) which can refer to the ability to understand your own culture in relation to others. 

Japanese manga and anime can be used in the teaching and learning of Japanese culture because of its ability to 

portray various aspects of life in Japan, from historical and cultural references to social practices. This can then be 

further contrasted with a western view and these differences can lead to a sense of ‘interculturality’ by providing a 

variety of viewpoints on particular intercultural and social issues. 

This paper discusses a university CLIL course on media literacy that included the study of the manga and anime 

series ‘Demon Slayer.’ Classes examined how the global response Demon Slayer has received can give us an insight 

into differing cultural, social, and political perspectives. 

The manga Demon slayer was first released in 2016 and has since been made into an animated series and the 

2020 release of the film ‘Mugen Train’ broke Japan’s all-time box office record and has been both a critical and 

commercial success worldwide. 

Classwork within this course examined the reasons ‘Demon Slayer’ has been a national and international success 

through film reviews, internet articles and YouTube ‘reaction’ videos. The Social and political issues examined 

included the controversies the animation and manga received upon its reception in South Korea and China and how 

the film was rated as R-18 in America and PG-12 in Japan because of differing attitudes to anime and the cultural 

understanding of chambara (sword-fighting). In addition, the anime and manga was broken down inro various 

components such as the folkloric origins of demons or ‘oni’ in Japan compared to western depictions. 

Through student reports, presentations, and feedback, this paper will show how students learned to critically 

evaluate and understand differing cultural perspectives in relation to the response Demon Slayer has received on a 

global scale. This was achieved in a series of scaffolded classes that gave students the vocabulary, structure and 

grammar needed in order to participate in discussion, debate, and presentation. 

 



研究発表 Concurrent Sessions 

Session 6 14:10-14:35 (Room B) 

オンラインクラスにおけるリーダーの役割 

 

関口 美緒（メリーランド大学 グローバルキャンパス） 

 

 

 

コロナ禍においてオンラインでの授業を行っている大学が多い。その中で、問題となるのが、クラス

ルームとしてのコミュニケーションである。講師会議などで、クラスがまとまらない、一部の学生の自

己承認欲求によって、授業がはかどらないなど、講師の悩みも多い。 

オンライン授業という個人個人が遠隔で授業を受け、授業運営が困難な中、「クラスリーダー」となる

学生の存在が、クラス全体の雰囲気作りを助ける一つの手段になっているのではないかと思われる。「ク

ラスリーダー」は、講師が意図的に仕組んだものではなく、クラスメイトつまり受講している学生の中

からボランティア的に出現してくる存在である。本発表者の場合も、2021 年秋学期から 2021 年春学期

にかけて講義をした 2 校 3 クラスにおいて、クラス運営をしていくうちに、「クラスリーダー」が自然

に認識されるようになった。 

しかし、講師もただ手をこまねいてみていたわけではない。講師は、通常の講義を通して、学生に課

題を出し、その中で、お互いに助け合う作業を科したり、「Kahoot, it!」などのクイズゲームサイトで遊

びながら点数を競わせたりして、コミュニケーションを高めていくきっかけを与えたことも影響したの

だと思われる。 

本発表では、メリーランド大学の日本語の 2 クラスを例にあげる。一つは 2020 年秋学期、オンライ

ン・ライブストリーミングでの対面授業の様子を報告する。もう一つは、2021年春学期、ハイブリッド

プログラムでのオンライン授業の様子を報告する。2 つのタイプの異なるオンライン授業での「クラス

リーダー」が行ったアプローチとそのプロセス、またクラスメイトの受け入れ、そしてその結果につい

て詳細を紹介する。 
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研究発表 Concurrent Sessions 

Session 6 14:10-14:35 (Room C) 

A Study of Polytechnic College ELLs’ Recognitions on Practical English Class 

with AR-embedded Contents 

 

YOON Tecnam (Chuncheon National University of Education) 

KIM Byungsun (Catholic Kwandong University) 

 

 

 

The purpose of this study was to conduct an AR content-based English class for English learners at Korean 

Polytechnic University and to explore the understanding of AR contents, affective factors, and class satisfaction. 

Research participants are English learners in Korean Polytechnics. It is highly intentional to select students from 

Polytechnic University as the subjects of the study. First, there is little research related to English education related 

to the subjects. This is far from the needs of companies that want talented people with English communication skills. 

Second, AR content-based English classes are suitable for application as they can provide students with a sense of 

on-site English communication to be used in the field. Lastly, it will be able to contribute to the expansion of the 

external nature of AR content-based English education because it is experimented with subjects that were not in 

existing research. The results of the derived research could be used as a basic task to activate AR content application 

in university-level English classes. In addition, practical suggestions will be made to English educators at elementary, 

middle, high and general universities as well as function-oriented universities. 

 

Specific research questions designed to achieve the purpose of the study are as follows. 

 

1. What is the perception of polytechnic students about AR content-based English classes? 

 

2. Does AR content-based English class affect the definitive aspects of new polytechnic college students? 

 

3. What is the effect of AR content-based English classes on the satisfaction of new polytechnic college students? 

 

The experiment was conducted for 10 weeks out of 15-week classes in the first semester of 2020 by combining 

activities using AR contents (apps and videos) according to the purpose of the practical English subject. Initially, 

the experiment was planned to be a semester (15 weeks), but it was reduced to 10 weeks due to the conversion of 

non-face-to-face classes due to the spread of coronavirus-19. Prior to the experiment, pre-inspection was conducted 

on the recognition of AR content, definitive characteristics, and learning satisfaction, and the same was distributed 

as a post-survey after the end of the experiment. In order to achieve the research goals, pre- and post-questionnaires 

were conducted to 43 participants majoring in Power Plant Engineering and Industrial diving. And the collected 

data were analyzed using Jamovi, a statistical program. The results are as follows. First, AR content-based practical 

English learning had a positive effect on participants’ perceptions. Second, many factors in participants’ affective 

fields have changed through the use of AR contents. Third, English learning based on AR content had a positive 

impact on its satisfaction over time. These results suggests that English teaching and learning based on augmented 

reality should be activated in workforce based educational university. 
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 14:50-16:15 (Room D) 

Symposium A（九州支部 文化・文学／映画分析研究会） 

映画音楽に見る社会問題：差別・貧困・ジェンダー 

 

秋好 礼子（福岡大学） 

砂川 典子（九州ルーテル学院大学） 

吉村 圭（九州女子大学） 

 

 
 

本シンポジウムは、九州支部の SIG「文化・文学／映画分析研究会」の研究成果の一端を報告するも

のである。映画と音楽（ミュージカル映画・映画の挿入歌）の持つ特性に着目し、そこに映し出される

社会的問題を明らかにすることで、映像メディアを用いた英語圏文化・文学教育の発展に寄与すること

を目指す。 

まず秋好は、ミュージカル Hairspray（2002 年初上演、原作は 1988 年公開の同名映画）と同名映画

（2007）を取り上げ、マイノリティグループの中の多様性について考察する。本作品は、1962 年の

Baltimore を舞台とし、肌の色や体型など、見た目による差別を扱っている。この中でアフリカ系アメリ

カ人の Seaweed が歌う、“Run and Tell That”を学生に読ませると、「差別反対を歌っている」「平等な社会

を求めている」といった紋切型の感想が少なくないが、差別される側を安易に一様にとらえてしまって

いる感がある。本発表では、同じマイノリティグループの中でも個人や世代によって考え方が違うこと

が台詞や歌で示唆されていることに注目すると共に、関連する映画や歌を援用して、多様な見方を学生

に促す方法を考えたい。 

砂川は、同様にミュージカル映画を題材に、貧困に関する発表を行う。英米文化研究の観点から、ヴ

ィクトリア朝を代表する小説家 Charles Dickens の Oliver Twist（1837-39）のミュージカル映画版 Oliver!

（1968）における「労働者としての子ども」の問題を扱う。英国は産業革命や経済発展を経て国家とし

ての繁栄を謳歌する一方で、労働者階級や下層階級の問題は深刻さを増していたが、この下層階級の貧

困やその生活の悲惨さを克明に描いているのがこの作品である。そして、原作でも、映画版でも、最も

印象的であり、現代との差を感じさせるものが、19世紀における「子ども」の存在である。本発表では、

オリバーやその仲間たちの歌とセリフに着目し、19 世紀イギリスにおける「子ども」をめぐる問題を、

救貧法との問題と合わせて考察したい。 

吉村は、砂川と同様に英文学を原作としたアダプテーションを題材とする。特にジェンダーの観点か

ら、イギリスの小説家 A. A. Milne の Winnie-the-Pooh 及びディズニーによる一連の映像化作品について

考察する。Milne による原作は女性が欠如した作品といわれており、唯一の女性キャラクターである

Kanga は家父長制的価値観のもといわゆる「家庭の天使」として描かれている。その Kanga 像は、ディ

ズニーによるアダプテーション作品に踏襲されており、2000年代に作られた作品でさえ、この唯一の女

性を「家庭の天使」的母親としてのみ描いている。本発表では、原作から現代にいたるまで Kangaが暗

に抱えていたジェンダーに関する問題を、短い言葉に凝縮し、顕著に映し出すメディアとして挿入歌を

捉え、その価値について考察を行う。 
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 14:50-16:15 (Room E) 

Symposium B（西日本支部 言語研究 SIG） 

映画と試験で紐解く英語の世界 

 

倉田 誠（京都外国語大学） 

石原 健志（大阪星光学院） 

飯田 泰弘（岐阜大学） 

福嶋 剛司（北洋大学） 

 

 

 

本シンポジウムは ATEM の言語研究 SIG の有志一同で上梓に向けて取り組んでいる『映画で紐解く

英語の世界』（仮称）（くろしお出版）の項目一端の紹介である。今回は下記の 3 名の発表で「談話文法

～統語論・意味論」の中高大の英語の授業では軽視されていると思われる言語現象を「映画と大学入試

問題と TOEIC」で斬ることを目的とする。 

倉田は「話題転換の談話辞 speaking of X：初級者には難しい実践表現」をテーマに発表する。多くの

学習英和辞典には、“speaking of X”という談話辞は「Xのことだが、Xといえば」という意味が載ってい

るだけである。使い方の記述や例文はなく、その結果、学習者はなかなか使いこなせない。“speaking of 

X”という談話辞は、先行発話の情報の一部を借用して、新たなトピックに展開させる時に使う「話題の

転換の標識」である。この句を使いこなすためにはかなり意識を高めなければならないが、この点を映

画データベースで細見し、映画の実例や他の実例で検証する。 

福嶋は「though/ as 移動を捉えるために」をテーマに発表する。though/ as移動は学校英文法書などで

「強調・倒置・挿入」や「譲歩を示す接続詞」といった章でその語順の変化のみ扱われることが多い。

ただし、この移動は統語のみに関わる操作ではなく前置する語句の情報が先行文脈に存在することが引

き金となって起こる談話現象でもある。本発表では、though/ as 移動が起きている際の性質を理解し習得

を促進するために文法的・談話的な要素が必要であることを大学入試問題・映画・ドラマなどにおける

実例をもとに検証する。 

石原・飯田は「場所句倒置構文の理解に必要な要素：学校英文法への導入を目指して」をテーマに発

表する。学校英文法では場所句倒置構文はその語順の変化にしか注目しない。そのため、学習者が場所

句倒置構文の持つ文法的・意味的特性を習得するのは難しい。本発表では、場所句倒置構文の習得には、

少なくともその情報構造、主語の果たす役割、後続の談話という 3つの要素が必要だとして、大学入試

問題、TOEIC、映画における場所句倒置構文の実例を検証する。そして、特に学校英文法ではほとんど

触れられることのない場所句倒置構文の主語の特性に関して、言語学で培われた知見が場所句倒置構文

の習得に効果を発揮する可能性を提示したい。 
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 14:50-16:15 (Room F) 

Symposium C（中部支部） 

メディアを使ったオンラインでの英語教育 

 

岩本 昌明（富山県立富山北部校高等学校） 

堀内 ちとせ（藤田医科大学） 

井𡈽 康仁（藤田医科大学） 

 

 

 

新型コロナウィルスの感染拡大により、教育の現場は授業法に大きな変更を迫られることになった。

具体的には、オンラインを活用した授業の導入である。オンラインでの授業は前例のないものであるた

め、未だ確かな方法が確立されているわけではない。そこで本発表では、高等学校および大学での、メ

ディアを使ったオンライン・オフラインの授業の実践報告と提言を行う。 

まず岩本が、高等学校での The World’s Poorest President, José Mujica, the president of Uruguay に関する

授業実践の一端を報告する。 

授業の中で、google classroom活用して YouTube で「ホセ・ムヒカ 世界一貧しい大統領 国連演説」の

視聴（https://www.youtube.com/watch?v=m_v7zxdmpbw）と映画『ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領

から日本人へ』等でムヒカに関する動画や映像を夏季休業課題とした。教科書の英文テキストで学習し

たことと実際の演説との違いを味わうとともに環境問題に Mujica 氏が提起し現在の SDGs に通じてい

ることを確認させた。生徒の意見感想等を紹介しながら英語学習でのリモートによる学習形態について

考察を加えたい。 

次に堀内が、英語で発話できるようになることを考え、「映像」を使うことの有効性を考察する。実際

に英語圏に行くのは難しくても、ドラマの中の登場人物が話す英語をお手本に学習することができるた

め、「映像」を教材とするのは有効である。数年前から「海外ドラマ総合教材『モダン・ファミリー』（松

柏社）」を用いて授業を行っている。 

‘Modern Family’は 2009 年に始まったアメリカのドラマである。今となっては少し古くなって来てし

まっているが、アメリカのホーム・ドラマを用いて学習することにより、学生たちは、アメリカの日常

的な生活等も垣間見ることができる。 

本発表ではその教科書を用いて行っている授業での取り組み、また、当教科書では取り扱われていな

いエピソードについても紹介する。 

最後に井𡈽が、2021 年度に行った授業の実践報告を行う。21年度、愛知県では前期の途中に緊急事態

宣言が発令された。それに伴い、オフライン（対面）でスタートした授業が、オンラインに切り替わり、

そして再びオフラインに戻るという授業を行うことを余儀なくされた。しかしながら、そういった状況

下でこそ生まれる学習効果であったり、学生の反応があったりした。 

そこで、オンライン・オフラインのみ、あるいは両者併用の授業といった、多様なスタイルでのメデ

ィアを使った授業の報告と、その成果を本発表では取り上げることにする。 
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 14:50-16:15 (Room G) 

Symposium D 

（Higashinihon Chapter SIG on the English of Movies, TV Dramas, and YouTubes） 

How the English of Movies, TV Dramas, and YouTubes Can Contribute to the Development 

of Practical English Education: Present perfect 

 

OTSUKI Atsuko (Senshu University) 

SPRING Ryan (Tohoku University) 

HAMAGAMI Keina (Dokkyo University) 

NAKAMURA Sachiko (Tohoku University) 

 

 
 

The target of our SIG (Special Interest Group on How the English of Movies, TV Dramas, and YouTubes Can 

Contribute to the Development of Practical English Education) study is to promote practical English education for 

Japanese English learners. We set this as the target because we consider Japanese English Education to require more 

focus on practical methods and approaches in order to contribute to globalization. In this presentation, we suggest 

a reconsideration of the order of grammar items and units for EFL (English as a foreign language) that uses more 

appropriate vocabulary and example sentences in textbooks or classroom activities. Taking data from movies, TV 

dramas, YouTube, and the movies/TV section of the Corpus of Contemporary American English (COCA), we are 

able to point out gaps between existing vocabulary and example sentences and practical English. These findings 

lead us to suggest alternative approaches to existing ones. 

In this presentation, we discuss the “Present Perfect” as the first challenge of our SIG Study. Firstly, showing 

data extracted from several movies, TV drama, YouTube videos, and corpora, Atsuko Otsuki shows the gaps 

between existing approach and the practical approach for learning English. Secondly, citing tense, aspect and mood, 

Ryan Spring discusses the difference between the simple past and a special meaning sense for the perfective tense 

previously undiscussed. Thirdly, Sachiko Nakamura suggests the possibility that the adverbs which co-occur with 

“Present Perfect” play a critical role in conveying the sense of perfection and therefore teaching “Past Tense + 

adverb”, instead of just “Present Perfect”, may be key in teaching English more practically. Lastly, Keina Hamagami 

uses corpus data of the “which ~” structure to suggest more appropriate vocabulary and related example sentences 

for the perfective tense, which should increase the practicality of such lessons. 
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 14:50-16:15 (Room H) 

Symposium E（北海道支部） 

日本語も英語も楽しくなる通訳翻訳ワークショップ『プラダを着た悪魔』特別編 

― SIG 立ち上げをめざして ― 

  

松田 愛子（北海道大学、翻訳者） 

北間 砂織（北海道大学、通訳者） 

遠藤 みお（藤女子高校） 

斉藤 巧弥（北海道大学） 

 

 

 

ことばの橋渡し役である通訳者や翻訳者の視点を取り入れ、学習者のモチベーションを高めながら、

言語への柔軟な関わりを促し、異文化理解を深める授業のヒントを紹介した第 9回北海道支部大会ワー

クショップ。ここで４人の発表者が持ち寄った同一作品の活用報告を通じ、SIG としての可能性と展望

を探る。 

１）イントロダクション：制限の中で伝える工夫とは 

本発表では、コンテンツを他国の言語から利用地域の言語に置き換え、ローカライズ（地域化）する

ための道のりを考えます。特に制限の多い映像翻訳では、適切な訳語を導き出すまでにどうやって調べ

ものをし、作品への理解を深めているのか。字幕、吹き替え翻訳作業の裏側をのぞき、セリフの背景を

知り、意味を分解して組み立て直し、訳語と対訳と原語（元のセリフ）の比較を行ってみましょう。 

２）通訳訓練における映像メディアの活用 

本発表では、通訳について考察します。英語を聞いて話せることと、英語で通訳ができることは違い

ます。英語を上手に話せるからと通訳を頼まれて、意外に難しかったという経験のある方もいることで

しょう。日本語と英語の通訳においては、言われたことを文字通りに英訳・和訳するのではなく、伝え

たいメッセージをまず通訳者が理解して、聞き手がそれを確実に理解できるように伝えることが必要で

す。『プラダ』を例に、直訳ではない伝え方を一緒に考えてみましょう。 

３）日本語字幕翻訳と日本語字幕英訳をやってみよう！ 

本発表では、映画を用いて授業を展開した時、高校生に最も人気が高かった二つのタスクを再現しま

す。一つ目は、字幕翻訳を作る際のルールを意識しながら、英語のセリフを日本語字幕にしてみる試み。

もう一つは、日本語字幕と日本語音声をヒントに、もとの英語を考えて英作文をしてみる試みです。タ

スクの難易度は高く、英語力が整わないと難しい作業でしたが、難易度とは裏腹に満足度が高い結果に

なったこの試み。さあ、皆さんも一緒に、英文解釈を意識しながら翻訳をしてみましょう。 

４）ジェンダーの視点から考える『プラダを着た悪魔』の翻訳 

タイトルや主題歌、主人公とその周囲の人物との人間関係など、『プラダ』には現代的なジェンダーの

関係性が表れているポイントがいくつかあります。ですがそれは、翻訳というフィルターを通ることで

少し違った表れ方をします。本発表はそれらのポイントを読み解き、それが日本語翻訳でいかに表象さ

れているのかを考察することを目的としています。 
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 16:25-17:40 (Room A) 

Special Joint Symposium 

Making English the Lingua Franca in EFL through Multimedia: 

Then and now 

 

LEE Yun Joon Jason (Daegu National University of Education) 

SPRING Ryan (Tohoku University) 

ROH Yoona (Kookmin University) 

KANEDA Naoko (Kyoto Women’s University) 

 

 

 

STEM and ATEM celebrate their 20th year anniversary! Four panelists will represent each organization and 

share the history of each organization about English teaching. First of all, Naoko from ATEM will discuss how 

ATEM has contributed to Japan’s English education, while Yoonah discusses STEM’s contribution toward Korea’s 

English education. Each panelist will share key moments and milestones for both organizations. Ryan and Jason 

will continue on the in-depth presentation about Japan-Korea joint project utilizing digital media to learn language. 

Each panelist will discuss how the digital transformation will contribute and change the shape of the friendship 

between ATEM and STEM. The project contains Japanese and Korean students participating in a media response 

project study. Each week, students post a given subject by the instructors and respond to others’ posts. The main 

point of this study is to understand how students can collaborate during the Covid-19 pandemic era. The sudden 

lockdown in many countries had narrowed the window to learn language in a traditional sense. However, with the 

emergence of emergency learning, many new online platforms have emerged to ease out the issue in learning (Misirli 

& Ergulec, 2021). Everyday life of the students had dramatically changed, not only in learning but also in socializing. 

Digital socializing has become an important factor due to the lock down, and self-regulation became a serious matter 

in learning too. Students had to self-motivate, regulate and keep their own routine in learning without guidance of 

schools and administrators. Students struggled to sustain their academic status while teachers also needed to adapt 

to the new way of teaching. Communication, interaction, grading became a different factor for everyone during the 

pandemic era. However, many digital media took advantage of the dark times, such as zoom, google classroom, 

seesaw etc. The next step for educators and students were to immerse into this new digital media education. This 

cross-nationality project study aimed to reflect on how students perceived the learning experience through online 

platforms and observed the students English process through emails, responses and reaction videos. Both panelists 

will share interviews, response videos, email conversations to see how online digital media have impact on both 

Japan and Korea’s English education. 
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＜賛助会員＞（50 音順） 

 

⚫ 朝日出版社 

⚫ 英宝社 

⚫ 桐原書店 

⚫ 金星堂 

⚫ 国際トラベル京都 

⚫ 国際ビジネスコミュニケーション協会 

⚫ コスモピア 

⚫ 松柏社 

⚫ 成美堂 

⚫ センゲージラーニング 

⚫ モデル・ランゲージ・スタジオ 

 


