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１．ご挨拶 

 

日本語教育関係者の皆様、 

 
 CASTEL/J（日本語教育支援システム研究会）は日本語教育を支援するシステムを開発、配布することを目的

として、1991年 4月に発足しました。以来、日本語教育に利用できる著作権フリーの辞書、画像、映像、日本

語テキスト、データを集め、CD、DVD の形で配布したり、オンラインで提供したりしてきました。また、「日本

語教育とコンピュータ」国際会議を開催し、日本語教育におけるコンピュータ、テクノロジーを利用した日本

語教育の実践発表の場を作ってきました。会員制の学会ではなく、テクノロジーを使用した日本語教育に興味

のある教師、研究者が国際会議の際に世界から集まる組織として存続しています。  この会が発足したのは、

日本語学習者数の増加に伴う、日本語教師の不足と日本語教育教材の不足に対し、コンピュータ、ディジタル

メディアの利用を考えたことに始まりますが、この当初の目的は達成したと見なし、現在はオンラインの辞書、

テキスト、データなどの収集、配布は中止し、国際会議の開催に専念し、研究発表、意見交換の場を提供して

います。これまでに 1995年イタリア・バドバ、1999年カナダ・トロント、2002年アメリカ・サンディエゴ、

2007年アメリカ・ホノルル、2012年日本・名古屋、2015年アメリカ・ホノルル、2017年日本・東京で 7回の

国際会議を開催して来ました。 最近のテクノロジーの急激な発展により、日本語教授活動におけるテクノロジ

ーの使用は盛んになってきただけでなく、その使用は多様になってきました。インターネット上の情報をリソ

ースとして使ったり、大量のディジタルデータを利用して教材を作成したり、オンラインでテストを実施した

りするのは言語教育へのテクノロジー利用のほんのわずかの例に過ぎません。現実生活のあらゆる面でテクノ

ロジー、インターネットが利用されるようになり、それを反映した教室活動もテクノロジー、インターネット

の利用が一般的となり、言語教育を通して、テクノロジー、情報、メディアのリテラシーを身に付けることが

教室活動の目標の一部となる時代となりました。このような急激な変化に応えるため、本研究会の国際会議も

頻繁に開催する必要が出てきました。2019年 8月に第 8回国際大会を韓国釜山の釜山外国語大学を会場に開催

致します。教育でのテクノロジーの使用が進んでいる韓国で大会を開けることをとても意義あることだと思い

ます。テクノロジーを使用して日本語教育の効果を上げている皆さんには是非発表していただきたいと思いま

す。発表のほかに、基調講演、ポスターセッションなど多彩の内容をもった国際大会を企画しております。多

くの方々に参加していただき、最先端のテクノロジーを利用した日本語教育の実践を知っていただき、自らの

実践に活かしていただければと思います。 

 
CASTEL/J 会長 當作靖彦 

 

 

 

 

 



２．全体スケジュール 

 

 

 

 

 



 

３．発表一覧（※発表内容は予稿集をご覧ください。） 

３.１ パネルセッション 

 

８月１０日（土）16：10～17：30 

パネルセッション１（教室：Ⅾ106） 

発表者（所属） タイトル 

和栗夏海 

（国際交流基金関西国際センター） 

カルメンシータ ケオラニ ビスカラ 

（国際交流基金マニラ日本文化センター） 

三浦多佳史 

（国際交流基金クアラルンプール日本文化センター） 

片桐準二 

（国際交流基金ジャカルタ日本文化センター） 

日本語オンラインコース運用の実際 

フィリピン、マレーシア、インドネシアの実践から見えて

きたこと 

パネルセッション２（教室：Ⅾ107） 

発表者（所属） タイトル 

熊野七絵 

（国際交流基金関西国際センター） 

伊藤秀明 

（筑波大学人文社会系） 

北村祐人 

（文化庁国語課） 

山田智久 

（北海道大学高等教育推進機構） 

公的機関（JF、大学、文化庁）の e ラーニング教材を 

日本語教育現場で活用するためには何が必要か 

パネルセッション３（教室：Ⅾ116） 

発表者（所属） タイトル 

河野俊之 

（横浜国立大学） 

西村裕代 

（イェール大学） 

小河原義朗 

（東北大学） 

韻律，特にアクセント教育での自己モニターの養成とその

方法 

 

 

 

 

 



３.２　口頭発表

８月１０日（土） A（教室：Ｄ106） B（教室：Ｄ107） C（教室：Ｄ116） D（教室：Ｄ119）
司会者：吉岡亮衛（国立教育政策研究所） 司会者：高橋和樹（ＴＩＳインターナショナルスクール ） 司会者：品川覚（ハワイ大学） 司会者：松崎遼子（東国大学）

09:35-10:05 1
漢字指導に反転モデルを取り入れる意

義と成果
森美子（ジョージタウン大学）

ビデオ通話による日越遠隔日本語学習支援
の実践的研究

竹上健（高崎商科大学）
林康仁（Phuong Dong 大学）

竹上瑞穂（宇都宮大学大学院生）

「AIチュータ」の開発に向け：人工知能
（AI）の日本語教育への導入とその可能

性
相川孝子

（マサチューセッツ工科大学）

Webブラウザを介した学習者の語彙情報の
獲得と語彙力測定の試み

豊田哲也
（青山学院大学）

10:10-10:40 2
テクノロジーの再考—反転授業から学ぶ

山本かすみ（ウィリアムズ大学）
平井美香（ウィリアムズ大学）

日本語教育プログラムにおけるGoogle
Classroomの活用実践の分析

村田晶子（法政大学）
長谷川由香（法政大学）
竹山直子（法政大学）

ディープラーニングを用いたMnemonic法での
漢字学習支援システムに関する研究
吉原和明（広島大学大学院生）

CHADIJAH ISFARIANI IQBAL（広島
大学大学院生）

渡辺健次（広島大学 大学院）

共同構築型リソースバンク（NCRB）を用い
たコミュニケーション教材の作成法と利用法

宇佐美まゆみ（国立国語研究所）

10:45-11:15 3

日本語教育専門家の育成のためのICT
を使った主体的・対話的で深い学びの実

践
保坂敏子（日本大学大学院）
島田めぐみ（日本大学大学院）

カカオトークを活用した日韓交流学習
－語用論的観点からの教育実践－

伊藤江美（済州大学）
谷誠司（常葉大学）

メールとWebアプリケーションを活用した音声
教育実践の学び

大戸雄太郎（ボルドーモンテーニュ大学・早
稲田大学大学院生）

言語使用に関するリフレクション促進を目的と
した

対話型入力ツールの設計と実装
甲斐晶子（熊本大学）
松葉龍一（熊本大学）
合田美子（熊本大学）

和田卓人（タワーズクエスト株式会社）
鈴木克明（熊本大学）

８月１１日（日）
司会者：河野奈津子（慶星大学） 司会者：鄭希英（新羅大学） 司会者：青木浩之 （東明大学） 司会者：當作靖彦（カリフォルニア大学）

09:00-09:30 4
日本語教員養成講座ライブ授業（遠
隔同時双方向性授業）の実践報告

加藤恵梨（大手前大学）

日本語初級クラスの五十音表記のアクティブ
ラーニングの試み ―言語景観とSNSを利用し

て―
鄭智惠（台湾・大同大学）

テクノロジー使用による各コミュニケーションモ
ードの学習活動の効果的な結合－日本語
能力と２１世紀型スキルの育成のために―

藤岡典子（シンシナティ大学）

-----------

09:35-10:05 5

Eタンデム学習における日本語学習者の
意識変容の共通点と差異－TEA（複
線径路等至性アプローチ）による分析

－
小西達也（名古屋大学

日本法教育研究センター(ベトナム))

読み物と絵で学ぶデジタル副教材:日本語で
読書

阪本久美子（メンロー・スクール ）
本郷依子（ニュー・オポチュニティーズ・ オルガ

ニゼーション）

外国にルーツを持つ幼児の保護者とのデジタ
ル機器を用いたコミュニケーション

松山寛（足利短期大学）
谷口征子（小田原短期大学）

MOOCs日本語初級オンライン講座「Steps
in Japanese for Beginners」の開発

木下直子（早稲田大学）
毛利貴美（岡山大学）

佐野香織（早稲田大学）
大熊伊宗（早稲田大学）

司会者：重信三和子（釜山大学） 司会者：東出朋（釜慶大学） 司会者：李在鎬（早稲田大学 ） 司会者：藤田智彦（国際交流基金ソウル文化センター）

10:10-10:40 6

遠隔による日本語教育実習―日本とブ
ルネイ・ダルサラーム国間の実践から

瀬尾匡輝（茨城大学）
本間咲耶 （ISI外語カレッジ）

コミュニケーションアプリを用いた言語交流学習
の実践－韓国の日本語学習者と日本の韓

国語学習者を対象に－
李惠正（帝京大学）

伊藤江美（済州大学）
原智弘（帝京大学）

北京縦断コーパス(B-JAS)の特徴と活用の
可能性

野山広（国立国語研究所）

韓国人日本語学習者のためのCEFR読解
指標に基づく例文自動分類

－Pre-A1を含めた7段階のCEFRレベルを
対象に

宮崎佳典（静岡大学）
谷誠司（常葉大学）
安志英（群山大学）

元裕璟（三育保険大学）

10:45-11:15 7
Skypeを用いた教育実践における海外

の日本語教育専門家の内省
毛利貴美（岡山大学）

教室外でのベトナム人日本語学習者と日本
人大学生との交流

～異文化交流プログラムにおける「LINE」の
利用状況より～

鈴木伸（タンロン大学）
森末浩之（タンロン大学）

マルチメディア型データベースから知り得たこと
から話し言葉研究のアプローチについて

柳澤好昭（長沼スクール）
西川寛之（明海大学）

母語話者が有するアクセント感覚の統計的
モデリングとそれを用いた 学習者のアクセント
感覚の定着を調査する分析ツールの開発
李 俏（大連理工大学学部生・東京大学

学部生）
峯松信明（東京大学）

李墨彤（大阪大学大学院生）

司会者：松原嘉子（東国大学） 司会者：李明姫（新羅大学） 司会者：坂谷内勝（国立教育政策研究所） 司会者：カオ・レ・ユン・チー（ホーチミン市師範大学）

14:00-14:30 8 デジタル時代の手書きの教授法
品川覚 (ハワイ大学)

デジタルコンテンツを利用した介護の専門日本
語教育の試み

野村愛（首都大学東京）
奥村匡子（首都大学東京）

高野駿（首都大学東京 大学院生）
西郡仁朗（首都大学東京）

石井清志（国際医療福祉大学）

ITからICTへ ナレッジビルドからコミュニケーシ
ョンへ変わる日本語教育

石島照代（東京大学大学院教育学研究
科附属学校教育高度化・効果検証センタ

ー）
吉岡亮衛（国立教育政策研究所）

学習言語と媒介言語対訳の句構造を表示
した表現使用例の比較対照により課題解決

支援を行う日本語学習支援システム
中村宏（東京通信大学）

掛川淳一（兵庫教育大学）
伊藤紘二（東京理科大学）

14:35-15:05 9

日本語学習活動としてのデジタル・ストー
リーテリング

大野恵理（三重大学）
須曽野仁志（三重大学）

多言語対応版算数・数学動画コンテンツ学
習による日本語指導の有効性
黒田恭史（京都教育大学）
岡本尚子（立命館大学）

自律学習・授業・テクノロジーの融合：発音
の自己モニター力育成に焦点を当てて

柴田智子（プリンストン大学）

内容重視教育と学際教育と異国間教育に
基づいた教材開発とアニメから見た日本 人

の恋愛観
田島寛（ブラウン大学）

宮崎敬子（早稲田大学）

15:10-15:40 10
対話活動による日本語学習者の自己
表現の実態：リーダビリティの観点から

チャン・ジンハ（ウィリアムズ大学）

参加型日本語多読オンラインサイト「読み物
いっぱい」の構築と運営

田畑サンドーム光恵（マッセイ大学）
松下達彦（東京大学）

バーチャルワールド言語学習論総説：日本
語教育現場における応用実践と課題につい

て
山崎華純（トリド大学）

-----------

口頭発表 タイムテーブル詳細



  

 ３.３ ポスター発表 

 

 ８月１０日（土）14：00～16：00 

 

発表者（所属） タイトル 

ポスター

番号 教室：Ｄ102 

1 
長谷川由美（近畿大学） 
宮本淳子（常葉大学短期大学部） 

地域情報教材としてのコミュニティ FM ラジオの活用 

～「いつも」から「もしも」に繋がる学びの提案～ 

2 

大庭理恵子（熊本県立大学大学院生） 
馬場良二（熊本県立大学） 
飯村 伊智郎（熊本県立大学） 
島本智美（熊本県立大学） 
和田礼子（鹿児島大学） 
田川恭識（清泉女子大学） 
吉里さち子（熊本大学） 
嵐洋子（杏林大学） 
國澤 里美（群馬県立女子大学） 
石山友之（国際交流基金日本語国際センター） 
村島未弥（熊本 YMCA学院） 

「地域社会に順応するためのマルチメディア方言教

材の開発ー外国人に寄り添う方言学習支援モデルの

構築を目指してー」 

3 

山本裕子（愛知淑徳大学） 
川村よし子（東京国際大学） 
ラニガン・マシュー（LendingHome） 
小森早江子（中部大学） 
本間妙（中部大学） 

誤用や話し言葉に対応可能なコーパス分析システム

におけるタグ検索機能 

4 
魏娜（国際交流基金関西国際センター） 
安達祥子（国際交流基金関西国際センター） 
笠井陽介（国際交流基金関西国際センター） 

主体的・継続的に学ぶための漢字オンラインコース

の開発―制作上の工夫について 

5 
東健太郎（国際交流基金関西国際センター） 
北口信幸（国際交流基金関西国際センター） 
和栗夏海（国際交流基金関西国際センター） 

インタラクティブな学びと体験を重視した伝統文化

入門コースの開発 

6 
関山聡之 

（国際交流基金バンコク日本文化センター） 
ルキッラック・トリッティマー 

（国際交流基金バンコク日本文化センター） 

PPT によるオンライン自習コース制作の工夫 －Ｊ

Ｆみなと「マンガ orange 舞台探訪 A1-A2（にほんご

いってみよう）自習コース」の制作から－ 

7 
李在鎬（早稲田大学） 
長谷部陽一郎（同志社大学） 

データ可視化ツールを利用した作文支援システム

「jWriter」 

8 鮮于媚（埼玉大学） 
ネット型発音練習プログラムを用いた自律学習の実

践ーPraat,OJAD,つたえるはつおんの使用を事例にー 

9 
中野てい子（尚美学園大学） 
原田照子（EF International Language Center） 

三上京子(国際交流基金) 
山形美保子(朝日カルチャーセンター) 

多読を始める学習者のための語彙レベル判定テス

ト：試行版の構築 



10 
阪上彩子（関西学院大学） 
田原憲和（立命館大学） 
村上陽子（関西学院大学） 

ハイブリッドワークショップや研究会運営の試み 

ポスター

番号 教室：Ｄ103 

11 

島田めぐみ（日本大学） 
保坂敏子（日本大学） 
犬伏翔（雲南大学） 
大出恭史（日本大学大学院修了生） 
本廣田鶴子（大阪大学研究生） 
ワトソン有（日本大学大学院修了生） 

日本語学習のためのモジュール型デジタル教材プラ

ットフォーム 

12 
鹿浦佳子（関西外国語大学） 
宮内俊慈（関西外国語大学） 

ブラックボードを使用したプレースメントテストの

開発と運用 

13 
植田志穂 

（国際交流基金バンコク日本文化センター） 
パリダー チラウッティナン 

（国際交流基金バンコク日本文化センター） 

タイ中等教育向け教科書『あきこと友だち』に準拠

した漢字学習用動画教材の制作 

14 
岡本拓 

（国際交流基金ジャカルタ日本文化センター） 

e ラーニングによるインドネシア人日本語教師向け作

文授業の実践 －教師自身の協働と自律学習の体験

を目的として－ 

15 杉本有規（横浜国立大学大学院生） 技能実習生に対する LMSの開発 

16 
新谷知佳 

（国際交流基金マニラ日本文化センター） 
村上奈未（国際交流基金マニラ日本文化センター） 
森田衛（国際交流基金マニラ日本文化センター） 

フィリピンの中等日本語教師へのオンラインによる

日本語学習支援 

17 
中川千恵子（國學院大學） 
孫政政（國學院大學） 
松尾仁美（國學院大學） 

Web教材を効果的に使うための「足場かけ」の提案 

18 
山下 順子（広島大学大学院生） 
土井 みつる（東京工業大学大学院生） 

ベトナム人日本語学習者のモバイル支援語学学習

（MALL）態度と日本語学習アプリに求める条件 

19 
大熊伊宗（早稲田大学） 
木下 直子（早稲田大学） 
佐野 香織（早稲田大学） 
毛利 貴美（岡山大学） 

edX の「言語学習コース」における動画コンテンツの

役割 

20 
佐野 香織（早稲田大学） 
木下 直子（早稲田大学） 
毛利 貴美（岡山大学） 
大熊伊宗（早稲田大学） 

MOOCs における日本語初級オンライン講座で学習者は

日本語をどのように学ぶのか －継続性の観点から 

21 
豊田典子 

（法政大学、S&N Information Limited） 
ボーカロイド曲を利用した日本語教育のメリット・

デメリット 

22 
内藤 美悠紀 

（シンガポール国立大学、南洋理工大学） 

日本語教育における ICT 利用に対する教師と学習者

の意識 
 シンガポールのポリテクニックの場合 

23 黒田史彦（首都大学東京） 初級日本語学習のための m-learning アプリの開発 



24 石崎俊子（名古屋大学） THE BIG TREE 〜日本語でビジネス・トーク〜 Part I 
発表辞退 

25 
松浦恵子（釜山外国語大学） 
諏訪昭宏（釜山外国語大学） 
小林安那（マラヤ大学） 

日本語Ａ１，Ａ２レベルの韓国人学習者を対象とし

た日本語学習アプリ「にほん GO」の開発と使用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．会場マップ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５． 大会諸案内 

・大会会場について 

   →大会会場となっていますＤ棟（トリニティホール）１階は、8/10（土）は釜山外国語大学のオープンキャン 

パスが開かれています。そのためこの日は高校生や保護者の方がＤ棟にいますので予めご了承ください。 

 

・名札について 

   →大会参加中は常時名札のご着用をお願いします。また、大会終了後は名札の返却をお願いいたします。 

（名札は受付またはお近くのスタッフにお渡しください。） 

 

・ランチについて 

   →大会参加費にランチが含まれています。ランチの会場は学生寮１階の学生食堂です。前のページの地図をご

覧ください。なお、大会参加者だとわかるようにランチ会場ではかならず名札の着用をお願いいたします。 

 

・懇親会について 

   →８月１０日（土）の午後６時から行われる懇親会は発表が行われるＤ棟（トリニティホール）とは別の建物

  で行われます。前ページの地図をご覧ください。 

    なお、懇親会会場へのご案内は８月１０日（土）のパネルセッション終了後の各教室でも再度ご案内します。 

    懇親会参加は有料となっているため、懇親会参加者の名札にはシールが貼られています。このシールは懇親

会が終わるまではがさないようお願いいたします。 

 

・休憩室について 

   →休憩室はＤ棟１階のＤ１０４となっています。ここは休憩室兼大会スタッフの待機室となっておりますので、

予めご了承ください。 

 

・Wifiのパスワードについて 

  →大会期間中に使用可能なWifiがあります。ＩＤ及びパスワードは以下の通りです。 

  ID: bufs001 

PW: 1234 

 

 

 



・予稿集のダウンロードについて 

→予稿集は大会ホームページからダウンロードができます。早期・後期登録をした方には事前にパスワードを

メールにて配布しております。当日参加者は名札をご覧ください。 

 

 

・最近ニュースなどで見られる日韓関係について 

   →最近、メディアなどで日韓関係に関するニュースがよく見られますが大会は予定通り開催いたします。以下

   のサイトも参考になさってください。 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html （日本 外務省海外安全ホームページ） 

 

https://www.bspolice.go.kr/view.do?no=72  

（釜山地方警察庁 直近のデモの情報 韓国語のみ） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
https://www.bspolice.go.kr/view.do?no=72




〒 112-0011　東京都文京区千石 2-1-2 大和ビル 2F
TEL 03-5319-4916　FAX 03-5319-4917　
http://www.hituzi.co.jp/

ICT×日本語教育
情報通信技術を利用した日本語教育の
理論と実践

當作靖彦監修　李在鎬編　
定価 3,000 円＋税

ICTを利用した日本語教育の研究と実践の事
例を紹介。研究編、実践編、ツール・コンテ
ンツ編の 3つの柱で構成。研究編ではウェブ
ツールを利用した日本語教育の全体図を示す
論考を収録。実践編では反転授業や仮想現実
を取り入れた授業実践を紹介。ツール・コンテンツ編では ICTを利用
した日本語テスト、学習支援アプリ、eラーニングの開発プロセスを紹
介。理論と実践の両面から情報通信技術を利用した新しい日本語教育
を提案する。

ひとりでも学べる日本語の発音
OJADで調べて Praat で確かめよう

木下直子・中川千恵子著　定価 1,600 円＋税

日本語初級後半以降の学習者向けの、発音の自律学習教材。持続可能
な発音学習のための様々な方法を紹介。喜怒哀楽などの感情の表現法
も盛り込み、楽しみながら学習ができる。

ELAN入門　言語学・行動学からメディア研究まで
細馬宏通・菊地浩平編　定価 2,400 円＋税

映像や音声に注釈をつけ自在に分析する事ができるフリーのソフト
ウェア ELAN。いまや様々な分野で使われている ELANの最初の一歩
から応用までを丁寧に解説した入門書。

CASTEL/J 2019

@Busan University of Foreign Studies

CASTEL/J 2019

@Busan University of Foreign Studies
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