
第 21 回映像メディア英語教育学会九州支部研究大会 

The 21st ATEM Conference of Kyushu Chapter 

 

大会テーマ 映像メディアが生み出す多様な学び 

Theme         Diversity of Learning through Multimedia 

[会場 Place]  ：福岡大学 A 棟７階  (Fukuoka University, A-Building 7F) 

[日程 Date] ：2019 年 9 月 7 日（土） (September 7, 2019) 

[参加費 Fee] ：無料 (Free)  ※非会員の方歓迎、参加費無料・予約不要です。 

 

12:30－    受付開始 Registration     （701 教室 Room 701） 

13:00－13:15 開会式・支部総会 Opening Ceremony （701 教室 Room 701） 

13:20－17:05 研究発表 Sessions     （701・702 教室 Room 701 & 702） 

701 教室（Room701） 

 

13:20-14:20 シンポジウム（Symposium） 

映像メディアを用いた英語文学の多様な学び 

吉村 圭  （鹿児島女子短期大学） 

松尾 祐美子（宮崎公立大学） 

秋好 礼子 （福岡大学） 

 

14:20-14:30 休憩（Break） 

 

14:30-14:55 発表１（Session1） 

小学校外国語早期化に対応した授業デザイン

とメディア教材の利用：ESP とリメディアルを

融合した授業作り 

生田 和也 （鹿児島女子短期大学） 

 

15:00-15:25 発表２（Session2） 

Navigating Digital Information: developing 21st 

century skills to better evaluate online 

information 

Michael Okamoto (Shimane University) 

 

15:30-15:55 発表３（Session3） 

洋画の台詞と意味研究―「中心的概念」と多義

分析― 

松中 完二 （久留米工業大学） 

 

702 教室（Room702） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-14:55 発表１（Session1） 

海外医療ドラマから多角的に学ぶ -専門内容か

らプロフェッショナリズムまで- 

南部 みゆき （宮崎大学） 

 

 

15:00-15:25 発表２（Session2） 

日本の医療ドラマから学ぶ医療用語 

石田 もとな （鹿児島女子短期大学） 

 

 

 

15:30-15:55 発表３（Session3） 

『ロビン・フッド』 (1991)の英語教材化－階

級・人種・宗教を巡るメディア批評トレーニ

ング－ 

小泉 勇人 （東京工業大学） 



15:55-16:10 休憩（Break） 

 

16:10-16:35 発表４（Session4） 

映画を使用した多様な学びの可能性―『映画

学』の講義を例として― 

寶壺 貴之 （岐阜聖徳学園大学） 

 

16:40-17:05 発表５（Session5） 

自律的持続的ニュース英語ディクテーション 

小林 敏彦 （小樽商科大学大学院） 

 

17:10～ 閉会式 Closing Ceremony 

18:00～ 懇親会 Party 

 

会場へのアクセス（Access） 

会 場：福岡大学 A 棟 7 階 

住 所：福岡市城南区七隈 8 丁目 19-1 

8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 

会場校への交通アクセスは福岡大学のホームペー

ジをご覧ください。 

福岡大学ホームページ： 

https://www.fukuoka-u.ac.jp/ 

キャンパス内での A 棟への行き方は別添 

「福岡大学キャンパス案内―A 棟への行き方―」

をご覧ください。 

 

Place : Fukuoka University, A-Building 

Address : 8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 

Please refer to the website of Fukuoka University 

for more information of traffic access and campus 

map. 

Fukuoka University (English): 

https://www.fukuoka-u.ac.jp/english/ 

 

懇親会のお知らせ（Party） 

大会終了後には下記の通り懇親会を予定していま

す。非会員の方も大歓迎です。 

懇親会への参加をご希望の方は事前申し込みが必

要です。８月 30 日（金）までに下記申し込みアド

レス（秋好礼子先生）まで、ご氏名・ご所属・ご連

絡先・アレルギー等をお知らせください。 

 

□会 場 Place ：博多魚がし 海の路 天神店 

              Hakata Uogashi Uminomichi, Tenjin 

福岡市中央区天神１丁目－12－3 天神木村家ビル B1 階 

B1, 1-12-3, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 

□時 間 Time ：18:00～ 

□参加費 Fee ：\4,000 

□申込先 Registration ：reikoa@fukuoka-u.ac.jp 

          担当：秋好（Reiko Akiyoshi） 

□申込締切 Due Date ：8/30（Fri） 

 

If you join the party after the conference, please 

email us to the registration address above.  

 

 

 

映像メディア英語教育学会九州支部事務局 

Website: http://atem.org/kyushu/  

E-mail:  k_office@atem.org 



福岡大学キャンパス案内 -A 棟への行き方- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 進行方向右手に白い建物が見える。 

③ ②の建物の中に入る。頭上に屋根がある

所が通り抜け可能（夏季節電のため、自動ド

アが開かない所もあるのでご注意）。 

① 大学正門を通って直進すると、正面に屋内

プールが見える。向かって左に曲がる 

交通アクセス（福岡空港・博多駅から）： 

福岡空港・博多駅から地下鉄で「天神」駅へ。いったん改札を出て、地下街を歩き、地下街の端にあ

る「天神南」駅へ移動。地下鉄七隈線に乗り、「福大前」駅下車。改札を出て左へ進み、地上へ出

て左が福岡大学。 



 

 

 

 

 

 

 

 

④ ②の建物に入った状態。矢印の方向へ。 

⑤建物を通り抜けると、目の前にこのような 

風景が見える。写真右の建物が会場となって

いる A棟。 

会場 


