大学英語教育学会（JACET）関西支部
2018 年度第 3 回支部講演会のお知らせ
The JACET Kansai Third Lecture Meeting of the 2018 Academic Year

第 3 回関西支部講演会は，下記の通り予定しています。皆さまのご参加をお待ちしてお
ります。
1.

日

時：2019 年 3 月 9 日（土）15:30～17:00

2.

会

場：関西学院大学

梅田キャンパス アプローズタワー14 階 1405 教室

https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/index.html

3.

タイトル：「PBL（問題解決型学習）を目指した英語教材開発」

4.

ゲスト・スピーカー：池田光穂 先生（大阪大学）

5.

司会・スピーカー：
●教材開発研究会 The Study Group for Materials Design and Development
赤尾美和 先生（近畿大学） Miwa AKAO (Kindai University)
西垣佐理 先生（近畿大学） Sari NISHIGAKI (Kindai University)
松田紀子 先生（藍野大学）

6.

Noriko MATSUDA (Aino University)

ゲスト・スピーカーのプロフィール：池田光穂（いけだみつほ）先生
大阪大学 CO デザインセンター（CSCD）社会イノベーション部門教授、同副センター長。
専門分野は、医療人類学、コミュニケーションデザイン。
主要著書・論文：
『実践の医療人類学－中央アメリカ・ヘルスケアシステムにおける医療の地
政学的展開』
（世界思想社、2013）
、
『看護人類学入門』
（文化書房博文社、2013）、
『認知症ケア
の創造―その人らしさの看護へ』
（雲母書房、2013、編著）、『コンフリクトと移民－新しい研
究の射程』
（大阪大学出版会、2013、編著）、問題にもとづく学習（Online-a、2016）
、
「学習者

から探求者 へ：オランダ・マーストリヒト大学における PBL 教育」（『大阪大学高等
教育研究』5:1-16, doi/10.18910/60488、2017、池田光穂・徐淑子）
7.

概

要：

JACET 教材開発研究会では、よりコミュニカティブで自律性のある学習者を育成すべく、様々
なターゲットスキルを養成する大学英語教材開発を、理論と実践の面から行ってきました。近
年、知識詰め込み式の教師主導型から、学生自らが考え他者と協力しながら学習する学生主導
型のアクティブラーニングへと授業形態の変遷も顕著であります。そこで、当研究会では、学
生の思考力と発信力を鍛えるべく PBL(Problem-Based Leaning)をテーマにした教材開発に取り
組むことになりました。現在、PBL サイクル（池田、2016）と呼ばれる学習プロセスに基づい
た PBL 教材を、鋭意作成中です。本講演会では、PBL を高度教養教育の観点から研究・実践さ
れている大阪大学の池田光穂先生に PBL の理念とその可能性についてご講演いただきます。
その後、当研究会が作成中の PBL 教材の枠組みとサンプルユニットを紹介します。学生を「学
習者」から「探求者」へと導く PBL は、教材開発において限りない可能性を秘めていると考え
ます。

8.

参加費：JACET 会員は無料，非会員は 500 円。事前申込不要

9.

使用言語：日本語。質疑応答では英語も可

10. 茶話会：講演会後に茶話会（ノンアルコール，1 時間程度）を予定
The JACET Kansai Third Lecture Meeting of this academic year will be held as follows:
1. Date: Saturday, March 9, 2019, 15:30–17:00
2. Venue: Kwansei Gakuin University, Umeda Campus
For details, please see:
https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/index.html

3. Title: Application of Problem-Based Learning to English Materials
4. Guest speaker: Mitsuho IKEDA (Osaka University)
5. Other speakers: The Study Group for Materials Design and Development
Miwa AKAO (Kindai University)
Sari NISHIGAKI (Kindai University)
Noriko MATSUDA (Aino University)

6. Guest speaker’s profile:
Mitsuho IKEDA is a professor of Cultural Anthropology in the Center for the Study of CO-Design
(CSCD) at Osaka University. He works as the Deputy of the CSCD and Head of the Department of Social
Innovation at the center. His special interests are in Medical Anthropology and Health Communication
Studies.

7. Abstract:
The Materials Design and Development SIG has developed many theoretical and practical English
textbooks for Japanese college and university students in order to foster learner autonomy and
communicative competence. Recently there has been a shift in teaching methodology from teachercentered, which is the cramming system of education, to student-centered such as Active Learning,
collaborating with others, and autonomous learning. To reflect these changes in pedagogy, our study group
started developing PBL-themed materials to improve learners’ critical thinking and communication skills.
Presently we are creating some sample units for a textbook based on the learning process called PBL cycle
(Ikeda, 2016). In this presentation, Professor Mitsuho IKEDA from Osaka University, who researches and
practices PBL in the context of liberal arts education in universities, will first talk about the PBL doctrine
and possible practical applications of PBL in EFL materials design. Then the Materials Design and
Development SIG will introduce the framework and a few sample units of the textbook we have been
working on. We believe that there are endless opportunities to use PBL, which transforms learners into
explorers, in materials design and the development of the Japanese EFL education.

8. Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500. No need to pre-register.
9. Main language: Japanese for presentation. English & Japanese in the Q&A session.
10. Party: Please join us for a one-hour gathering with soft drinks and light snacks after the lecture.
We look forward to meeting you all!

