
FLExICT Expo 2019 プログラム 
 
発表時間は以下の通りです。 
発表１  9:45〜10:05 発表２ 10:10〜10:30 発表３ 10:35〜10:55 
発表４ 11:05〜11:25 発表５ 11:30〜11:50 ランチョンセミナー 12:00〜12:50 
発表６ 13:00〜13:20 発表７ 13:25〜13:45 発表８ 13:50〜14:10 発表９ 14:15〜14:35 
基調講演 14:45〜15:45 ゲストスピーカー 15:50〜16:50 
L T１ 17:45〜17:55 L T２ 18:00〜18:10 L T３ 18:15〜18:25 
 

201 モーニング・セッション Part 1 

発表１ G Suite for Education を⽤いた英語教員⽀援 Web アプリ 3 種の開発と実践 
 ⽊村 修平（⽴命館⼤学）  

発表２ OneNote Class Notebook の可能性 
 ⿑藤 公輔（中京⼤学）  

発表３ 学校 ICT によるプロジェクションマッピングの可能性 
 住ノ江 修（⼀般社団法⼈センセイワーク）  

 

201 モーニング・セッション Part 2 

発表 4・5 多⾔語発⾳練習ソフト ST lab のワークショップ 
 ⼤前 智美（⼤阪⼤学）・渡邉 ゆきこ（沖縄⼤学）  
 

202 モーニング・セッション Part 1 

発表１ IBT 英語ライティングテストを公平・公正に実施するためのシステム環境の構築 
 森 真幸（京都⼯芸繊維⼤学）・神澤 克徳（京都⼯芸繊維⼤学）  
発表２ xR（VR（実質現実）・AR（拡張現実））を活⽤した語学教育教材の開発 
 ⼩渡 悟（沖縄国際⼤学） 
発表３ グループワーク⽀援ツールとしての Microsoft Excel 
 榎⽥ ⼀路（広島⼤学） 
 

202 モーニング・セッション Part 2 

発表４ インバウンド接客場⾯で AI 活⽤の可能性とコミュニケーション⽅略―中華圏観光客の場合― 
 楊 彩虹・杉江 聡⼦・清⽔ 賢⼀郎・⽥邉 鉄（北海道⼤学）  
発表５ 特別⽀援学校における ICT を使⽤した英語活動について 
 板垣 静⾹（関⻄学院⼤学）・縄⽥ 登紀⼦（⼤阪府⽴⻄浦⽀援学校）  



203 モーニング・セッション Part 1 

発表 1〜3 協賛企業・共催団体紹介（順不同） 
 株式会社アルク 

株式会社教育測定研究所 
ジョイズ株式会社 
iJapan株式会社 
株式会社内⽥洋⾏ 
⼤学英語教育学会関⻄⽀部教材開発研究会 
外国語教育メディア学会関⻄⽀部電⼦語学教材開発研究部会 
⼀般社団法⼈センセイワーク 
e-Learning教育学会 

 

203 モーニング・セッション Part 2 

発表４ 学⽣の puzzling から⽣まれる指導法―Motivation graphの活⽤ 
 村上 裕美（関⻄外国語⼤学短期⼤学部） 
発表５ 四択問題作成ツールを⽤いた Kahoot!対応データの出⼒ 
 中⻄ 淳（神⼾⼤学⼤学院）・⼭内 真理（千葉商科⼤学）・神⾕ 健⼀（⼤阪⼯業⼤学）  
 

202  

ランチョンセミナー 
中国語教員のための ICT 活⽤術⼊⾨ 

（1） iPhone・iPad の中国語⼊⼒を設定する 
（2） Android 9/10 の中国語⼊⼒を設定する 
（3） iOS13/iPad13 の合成⾳声読み上げ 
（4） iOS13/iPadOS13 の内蔵辞書 
（5） iPhone・iPad で使う中国語辞書アプリ 
（6） 機械翻訳サービス 

 清原 ⽂代（⼤阪府⽴⼤学）  
 

203  

ランチョンセミナー 
S T E M を意識した授業デザインを考える 
 反⽥ 任（同志社中学校）  
 



 

201 アフタヌーン・セッション Part 1 

発表６ 英語学習⽀援のための Mahara プラグイン開発 
 阪上 ⾠也（広島⼤学）  
発表７ 『⽂変形提⽰ツール』を活⽤したイタリア語の授業の実践 
 堂浦 律⼦（京都外国語⼤学）・井上 昭彦（京都外国語⼤学）・神⾕ 健⼀（⼤阪⼯業⼤学）  
発表８ 『動詞変化形提⽰ツール』と『単語例⽂学習アプリ』の応⽤実践例 
 川⼝ 陽⼦（神⼾⼤学）・⿊⽥ 恵梨⼦（京都外国語⼤学）・ 
 有⽥ 豊（⽴命館⼤学）・神⾕ 健⼀（⼤阪⼯業⼤学）  
発表９ 『格変化学習アプリ』の開発と実践および『形容詞変化提⽰アプリ』の開発 
 ⼭本 有希(富⼭⾼等専⾨学校)・三浦 由⾹利(神⼾市外国語⼤学)・神⾕ 健⼀(⼤阪⼯業⼤学)  
 

202 アフタヌーン・セッション Part 1 

発表６ ログインなしでファイルを提出―簡易 LMS の提案 
 氷野 善寛（⽬⽩⼤学）  
発表７ ZOOM + Loilonote School + 留学⽣ 〜遠隔だからできる⼩学校複⾔語学習の試み〜 
 岩居 弘樹（⼤阪⼤学）  
発表８ Google Sites を⽤いた授業運営と学⽣ eポートフォリオ作成の取り組み 
 ⽥中 洋也（北海学園⼤学）  
発表９ アクセシビリティ機能は外国語学習にも役⽴つ̶̶Office365 の OneNote の合成⾳声による読み上げ 
 清原 ⽂代（⼤阪府⽴⼤学）  
 

203 アフタヌーン・セッション Part 1 

発表６ iOS Apps and Strategies for Language Learning from Elementary through HS 
 David Wingler（⼤阪薫英⼥学院中学校・⾼等学校）  
発表７ Quizlet Live で単語テストを盛り上げる 
 ⽥原 憲和（⽴命館⼤学）  
発表８ 公⽴⾼校における授業の「＋α教材」としての ICT使⽤例 
 真島 由朱（⼤阪府⽴箕⾯⾼等学校） 
発表９ ⼀⻫授業における VR（仮想現実）の活⽤：課題と展望 
 ⽮野 浩⼆朗（⼤阪⼯業⼤学） 
 

201 アフタヌーン・セッション Part 2 発表なし 

202 アフタヌーン・セッション Part 2 発表なし 



 

203 アフタヌーン・セッション Part 2  

基調講演 EdTech時代の学び⽅〜知識から体験へ〜 
 正頭 英和（⽴命館⼩学校）  
 

201+202 アフタヌーン・セッション Part 3 

ゲストスピーカー ⾃⼰実現を促進するツールとしての外国語と ICT 
 江藤由布（⼀般社団法⼈オーガニックラーニング代表）  
 

203 アフタヌーン・セッション Part 3 

ゲストスピーカー 多読学習の可能性と MReader を使った効果的な学習プログラムについて 
 加野 まきみ（京都産業⼤学）  
 

リストランテ翔 21 イブニング・セッション（有料：2000 円、事前受付） 

L T１ 若⼿教育者ならではの強み〜学習管理アプリ Studyplus を⽤いた先⽣と⽣徒の共⾛〜 
 ⼩埜 功貴（東京⼯業⼤学⼤学院, 2020年度⼊学予定） 
L T２ TOEIC リスニングクラスにおける「授業の複線化」の試みと科⽬内ラーニング・ポートフォリオ 
 神⾕ 健⼀（⼤阪⼯業⼤学） 
L T３ 第⼆外国語としての中国語教育における「⾃⼰表現プロジェクト」 
 ⽩ 煜（関⻄外国語⼤学・甲南⼥⼦⼤学、⾮常勤講師）  
業者プレゼン 
 株式会社アルク 
 iJapan株式会社 

イブニング・セッションでは招待講演者への相談コーナーを設けます。奮ってご参加ください。 

 

 

予稿集アーカイブ収録のみ（発表なし） 

• アクセシビリティ機能は外国語学習にも役⽴つ̶̶Office365 の Word の合成⾳声による読み上げ 
清原 ⽂代（⼤阪府⽴⼤学） 

• アクセシビリティ機能は外国語学習にも役⽴つ̶̶Office365 の PowerPoint の⾃動字幕 
清原 ⽂代（⼤阪府⽴⼤学） 

• リードするのは学⽣、デザインするのは教員 ―ミーティングスタイル・クラスルームにおける LMS
としての Slack 活⽤術― 
近藤 雪絵（⽴命館⼤学） 


