
外国語教育メディア学会（LET）関西支部 

学会賞受賞記念講演会のお知らせ 
 
LET関西支部では、本年度 2名の支部会員が LET学会賞（新人奨励賞・学術賞）
を受賞したことを記念し、以下の要領で受賞記念講演会を開催します。講演者

との情報交換会も予定しておりますので、関西支部会員以外の方もお誘い合わ

せのうえ、ふるってご参加ください。 
 
日時：2018年 3月 10日（土）12:30（受付開始）〜16:00 
 

場所：関西学院大学 大阪梅田キャンパス（K.G.ハブスクエア大阪）1004教室 
	 	 	 〒530-0013 大阪市北区茶屋町 19−19アプローズタワー10階 
	 	 	 会場アクセス	 https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/index.html 
 
プログラム： 
12:30〜	 開場・受付開始 
 
13:00〜13:10	 支部長挨拶 
 
13:10〜14:10	 新人奨励賞 受賞記念講演 
 
講演者：金澤 佑 先生 
講演タイトル：Micro-Level Emotion in Foreign Language Vocabulary Processing and 
Learning: Interdisciplinary Perspectives and the Making of a New LX Emotional 
Valence Wordlist 
 
14:20〜15:20	 学術賞 受賞記念講演 
 
講演者：水本 篤 先生 
講演タイトル：データ駆動型学習（DDL）の外国語教育への適用と課題 
 
15:30〜16:00	 情報交換会 
 

参加費： 
会員・非会員とも無料 
 
※講演者プロフィール・講演概要は裏面をご確認ください。 
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新人奨励賞：金澤 佑（Yu Kanazawa）先生 
講演者プロフィール 
Yu Kanazawa (Kwansei Gakuin University) is a Ph.D. candidate (degree expected in March 
2018) in Language Education. He holds Advanced and First-Class Teacher's Licenses (English) 
for junior and senior high schools along with First-Class Teacher’s License (Civics) and has 
extensive experience of teaching EFL for both remedial and proficient students at secondary and 
tertiary education. Besides his scholarly study, he is eager in ICT application in education to 
foster students' engagement and has developed a method named 'Three-E-Imaginizer' 
(https://www.youtube.com/watch?v=o7Wts-v_fIk). He is also a project member of LET Kansai 
Theoretical Study SIG. He derives educational and academic inspiration from the perusal of 
interdisciplinary works including philosophical literature, especially of the early pragmatists 
(Charles Sanders Peirce, William James, & John Dewey), Henri Bergson, and Alfred North 
Whitehead. He received the prestigious LET New Researcher Award in 2017. 
講演概要 
The 21st century has seen a rising appreciation of emotion/affect as one of the key concepts in 
second/foreign language (L2/LX) learning with an accumulating number of its academic 
investigation. The present talk is a part of an original attempt to investigate the role of emotion 
in LX learning through a microscopic view of emotion and its influence on learning, namely LX 
vocabulary processing and memory. Commencing with the philosophical definitions of emotion, 
its effect on various cognitive processes (cognition in general, memory, LX learning, lexical 
memory, & processing) are reviewed through multidisciplinary evidences. Amid the review is 
the fractal multileveledness of emotion discussed so as to clarify the theoretical perspective. 
Following the review, the empirical studies are explained, the proto-ANEW-JLE wordlist (the 
prototypical Affective Norms of English Words for Japanese LX Users of English) is introduced, 
and the future prospects are explicated. 
 
学術賞：水本 篤（Atsushi Mizumoto）先生 
講演者プロフィール 
関西大学 外国語学部・外国語教育学研究科教授。専門はコーパスの教育利用，語彙学
習方略，言語テスティング。近年はコーパスを利用した学習と指導に関する研究を主に

進めている。著作に，『外国語教育研究ハンドブック』（2012年, 松柏社, 共編著），『ICT
を活用した英語アカデミック･ライティング指導―支援ツールの開発と実践―』（2017
年, 金星堂，編著）などがあり，論文は，Applied Linguistics, Language Testing, Language 
Learning, Systemなどの国際ジャーナルに掲載されている。2014年全国英語教育学会
（JASELE）学術奨励賞受賞。2016年英語コーパス学会（JAECS）奨励賞受賞。2017年
外国語教育メディア学会（LET）学術賞受賞。 
講演概要 
講演者は，量的アプローチと，それを基盤にした実証研究に依拠するデータ駆動型学習

（data-driven learning: DDL）の研究をこれまでに行ってきた。本講演では，まず DDL
の定義を確認し，DDLを外国語教育に適用した際にどれぐらいの効果が得られるのか
という点について先行研究の外観を行う。次に，講演者が開発した英語学術論文執筆支

援ツール AWSuM（Academic Word Suggestion Machine）の学術的背景と，効果的な利用
方法を説明し，DDLを用いたライティングや語彙・文法指導の実践・研究におけるこ
れからの課題について考察する。 


