
早稲田大学英文学会・英語英文学会 2018 年度合同大会御案内 

 日時：2018 年 12 月 1 日（土）13 時 00 分より 会場：早稲田大学早稲田キャンパス 14 号館・16 号館 

Ⅰ 受付開始 12:30～ （16 号館 605 教室）  ※発表者の方は、発表教室に向かう前に受付をお済ませください。 

Ⅱ 研究発表 13:00～15:15  ※発表教室ごとに開始時間が異なります。

第一発表室  英語教育 (1)（16号館702教室） 

（発表 ①13:00～ ②13：35～ ③14:10～ ④14:45～） 

1. Is creativeness overshadowed by the presence of language 
errors?: Analysis of creative writings and their readers in the 
context of English as a Lingua Franca (ELF) 

    教育学研究科  修士1年 田中 藍渚 

2. The effect of using CAN-DO lists on EFL learners’ proficiency 
and motivation: A follow-up after the 2017 study 

教育学研究科  研究生 小林 潤子 

3. Exploring variables influencing Japanese university students’ 
language attitudes and their awareness of World Englishes and 
English as a Lingua Franca: A case study 

教育学研究科  修士2年  齋藤 浩一 

4. The joys of learning a foreign language in the third age 
   文学研究科  博士2年 Dorota Matsumoto 

第二発表室   英語教育 (2)（16号館705教室） 

（発表 ①13:00～ ②13：35～） 

1. Effects of Mandarin tones on the production of English boundary 
tones in yes-no questions 

教育学研究科   修士1年  曽 敏 

2. An analysis of the effects of rater training on novice raters’ 
attitudes toward rating speech samples 

教育学研究科   修士2年  鄧 燕平 

第三発表室   英語教育 (3)  (16号館 706教室） 

（発表 ①13:00～ ②13:35～ ③14:10～ ④14:45～） 

1. An exploratory study: Study abroad sojourners’ willingness to 
communicate 

教育学研究科 修士2年  鈴木 茉里 

2. How anxiety affects proficient non-native speakers of English 

文学研究科   修士2年   入野 志保 

3. Japanese high school students’ willingness to communicate in the 
L2 classroom from an ecological perspective 

教育学研究科 修士1年 村田 華奈子 

4. Japanese university students’ motivation and engagement for 
English learning through English-medium instruction 

教育学研究科 修士1年 木村 太一 

第四発表室  英文学 (1)  (16号館606教室） 

（発表 ①13:00～ ②13:35～ ③14:10～ ④14:45～） 

1. “My own, not mine only”:「グラスミアの我が家」における 「暮
らし」の空間 

教育学部英語英文学科 非常勤講師 大石 瑶子 

 

2. Oscar Wildeのperception 
文学研究科 修士2年  石川 亮太 

3. 『説得』におけるユーモア 
文学研究科  修士1年  笠原 涼太 

4. ギャスケルが描く「堕ちた」女性像 
 教育学研究科 修士2年 星 志乃 

第五発表室  英文学 (2)  (16号館607教室） 

（発表 ①13:00～ ②13:35～ ③14:10～ ④14:45～） 

1. ロレンスとトルストイ 
文学研究科  修士1年  大江 公樹 

2. 『ナルニア年代記』のプロットタイプ 
文学研究科  修士3年 加藤 佐和子 

3. The Lord of the RingsとThe Silmarillionに見られる絶対的な力
の干渉の変化 

文学研究科  修士2年   鎌倉 夏美 

4. 「レイミア」—キーツの医学的視点— 
教育学研究科 科目等履修生 鳥居 創 

第六発表室  米文学（16号館 608教室） 

（発表 ①13:00～ ②13:35～ ③14:10～） 

1. 『スローターハウス5』におけるトラウマと回復 
文学研究科  修士1年  井上 菜々子 

2. Were They Really in Love?: De-romanticizing The Hunger 
Games Trilogy 

教育学研究科  修士1年   吉村 優希 

3. ...Eye to I to Eye... 
          教育学研究科  修士1年  大西 慧 

第七発表室  学部生の部 （16号館703教室） 

（発表①13:00～ ②13:25～ ③13:50～ ④14:15～ ⑤14:40～） 

1. Usage-based linguistics as a theoretical background of CBIs: Its 

potential to change language acquisition perspectives in Japan 
教育学部 英語英文学科   4年  瀧澤 嵩太朗（原田ゼミ） 

2. シャドーイングの活用によるスピーキング力の向上とその考

察 

教育学部 英語英文学科   4年  磯野 洋平（折井ゼミ） 

3. Current status of the education for returnees and the problems to 

be considered 
  教育学部 英語英文学科  4年 日高 千明  4年 （原田ゼミ） 

4. 多読の理論と実際：教職課程履修学生の多読に関する意識調査 
教育学部 英語英文学科    4年  新井 雄也（澤木ゼミ） 

5. Teaching pronunciation and authorized textbooks 
教育学部 英語英文学科   4年  丹伊田 雪乃（松坂ゼミ） 
 

Ⅲ 総会  15:40～15:55 

英文学会（文学学術院）  総会会場：14号館101教室 挨拶：英文学会会長    梅宮 創造 氏  
   司会：英文学会幹事      岡田 俊之輔 氏 

英語英文学会（教育・総合科学学術院） 総会会場：14号館102教室 挨拶：英語英文学会会長  折井 麻美子 氏   
   司会：英語英文学会幹事  クィント＝オオガ・ボールドウィン氏 
Ⅳ 講演  16:00～17:30 会場：14号館101教室  
 講師： 酒井 弘 氏 (早稲田大学理工学術院英語教育センター 教授） 

 演目：「話者の視線が明らかにする文産出のタイムコース」 

 司会： 久野 正和 氏（早稲田大学教育学部 教授） 

Ⅴ 閉会の辞 17:30  英語英文学会会長 折井 麻美子 氏  

Ⅵ 懇親会 18:10～20:10 会場：森の風 (早稲田大学 早稲田キャンパス26号館 15F) 

 会費：専任教員 6000円，一般 3000円，院生 2000円，学部生 1000円, 発表者 無料 


