2013 年 9 月 19 日

2013 年度 大学英語教育学会（JACET）関西支部
第 2 回講演会開催のお知らせ
Second Chapter Lecture of the 2013 Academic Year
一般社団法人大学英語教育学会 関西支部
支部長 野口ジュディー
会員の皆様には益々ご健勝のことと拝察いたします。
さて、今年度の第 2 回講演会を下記の要領で開催したく存じます。奮ってご参加いただきますよう
ご案内いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
記
日程／Date:

2013 年 10 月 5 日（土曜日） October 5, 2013

場所／Venue:

龍谷大学大阪キャンパス
http://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_osaka.html
ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー14 階



JR 大阪駅 桜橋出口から徒歩 4 分



大阪市営地下鉄 四つ橋線 西梅田駅 3 番出口すぐ 地下通路で直結

Ryukoku Daigaku, Osaka Campus (14 floor, Hilton Plaza West Office Tower)


4-minute walk from JR Osaka Sakurabashi Gate



Directly connected to Subway Nishiumeda Exit No.3

次第／Program: 15:30～17:00 支部講演会／Chapter Lecture Meeting
（受付は 15:15～ Registration: 15:15-）

支部講演会の概要

Abstract of Chapter Lecture Meeting
演題／Title：
「大規模アンケート調査の作成と実施―JACET-IIBC 共同研究のプロセス」
Preparing a questionnaire for a large-scale survey: The process of JACET-IIBC joint research
講師／Speaker：JACET–IIBC 共同研究プロジェクト・EBP 調査研究特別委員会
内藤 永 （委員長・ESP 北海道・北海学園大学）
藤田 玲子（委員・ESP 関東・東海大学）

荒木 瑞夫（委員・ESP 九州沖縄・宮崎県立看護大学）
照井 雅子（委員・ESP 関西・近畿大学）
：JACET-EBP Survey and Research Committee
Prof. Hisashi Naito, ESP Hokkaido, Hokkai Gakuen University, Committee chair
Prof. Reiko Fujita, ESP Kanto, Tokai University
Prof. Tamao Araki, ESP Kyushu-Okinawa, Miyazaki Prefectural Nursing University
Prof. Masako Terui, ESP Kansai, Kinki University
概要：学習者のニーズを知るために、また授業評価のために、アンケートを頻繁に用いる。しかし、大
学の枠組みを超えた社会調査となると、アンケート票の作成は設計上の工夫や回答者に対する配慮が必
要となる。JACET の特別委員会である、EBP（English for Business Purposes）調査研究特別委員会では、
一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会との共同研究で「企業が求めるビジネスミーティン
グ英語力」をテーマに大規模アンケート調査を実施した。アンケート票の完成には９カ月を要したが、
その議論の過程を共有することが本講演の目的となる。ここでは、調査目的の明確化、母集団の決定、
選択項目の設け方、集計を想定したアンケート設計、予備調査の重要性、倫理的配慮、インターネット
アンケート調査の特性などについて、実例を用いながら、アンケート票作成上の留意点を指摘していく。
大学の教育内容と社会のニーズとの間にギャップが大きいと指摘される中、ニーズ把握には重要なツー
ルである「アンケート」の作成方法について参加者の皆様と理解を深める機会としたい。
Abstract：For large-scale social research, the questionnaire must be designed to cover its participants’ prospective
responses. In order to identify the needs specifically facing Japanese business persons at meetings carried out in
English, the JACET-EBP Survey and Research Committee conducted joint research with the IIBC (Institute for
International Business Communication) for two years under the title of “English language skills for business
meetings to satisfy companies’ needs.” Designing the questionnaire itself took nine months. At this lecture meeting,
members of the research group will share their experiences with the audience to consider how to design a good
questionnaire when conducting a large-scale survey.

司会／Moderator：小山敏子（大阪大谷大学）／Prof. Toshiko Koyama（Osaka Otani University）
参加費／Fee：JACET 会員は無料、非会員は 500 円 JACET members, free; nonmembers, ¥500.
使用言語／Main language for presentations：日本語 Japanese.
申込：事前申込は不要です。直接会場にお越しください。No need to pre-register.
◆JACET–IIBC 共同研究プロジェクト・EBP 調査研究について◆
JACET–IIBC 共同研究プロジェクトとは、TOEIC® を運営する国際ビジネスコミュニケーション協
会（以下 IIBC）と JACET- ESP 研究会との共同研究で、一般社団法人大学英語教育学会 平成 25(2013)

年度事業計画の 5 号事業：大学英語教育及び言語教育関連の理論及びその実践方法に関する調査･研究
の) 全国レベルの調査研究のひとつ。企業国際部門責任者が社員に期待する英語コミュニケーション
能力(EBP = English for Business Purposes)に関する調査を EBP 特別委員会が担当して、平成 24 (2012)
年度から 23(2013)年度に行っている産学連携プロジェクトである。
JACET–IIBC Joint Research: JACET-EBP Survey and Research Committee
This is business-academia collaborative project of the IIBC (Institute for International Business Communication),
which administers the TOEIC® test, and members of JACET ESP SIGs from various chapters. This joint
research is one of the nationwide research projects conducted by JACET for the academic years 2012 to 2013.

