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博士課程後期 修了
教育上の能力に関する事項

事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. すべて英語による実践型のビジネス・プレゼンテ
ーション教育

2011年4月～2015年3月

（関西大学・同志社大学・滋賀県立大学のビジネス英語
関連講座）
全講義をすべて英語で進行する実践型のスピーチ、プレ
ゼンテーション（ビジネスコミュニケーション）講義を
実施した。基本的なビジネスコミュニケーション論の講
義と、プレゼンテーションの実践演習のバランスに留意
し、学生の英語学習ニーズに対する意識強化を目指した
。

2. 英語スピーチ活動における教育貢献（課外教育）

2005年4月～ 現在

英語スピーチコンテストの運営委員や招聘審査委員とし
て継続的に活動するほか、出場学生に対する課外指導や
、指導教員向け・実務家のセミナー活動を積極的に続け
ている。自身の研究成果を反映したスピーチ教育を通じ
て、指導学生が学外大会等で受賞をするなど、教育と研
究が一体となり、学外に誇る成果を残している。

3. マルチメディアと「インターカード」の活用

1998年4月～ 現在

全授業において、テキストと連携するマルチメディア教
材を自主制作している。どの科目においても、プレゼン
テーションやシャドゥイングなど、実際に英語を声に出
す機会を多く設けるよう工夫するほか、ペアワークやグ
ループワークを基本とした授業運営で、基礎的な英語運
用力を伸ばす試みを実践している。また、独自の「イン
ターカード」(メッセージ交換型のネームプレート)を活
用し、学生相互と教員がともに励まし合う環境を整えて
いる。

1998年4月～ 現在

各種の印刷教材やデジタル教材を自主制作するとともに
、オンラインビデオ教材の制作協力を通じて、学生の学
習意欲の向上を目指してきた。

1998年4月～ 現在

理容美容業界の実務経験（サロンオーナー・ヘアスタイ
リスト）を持ち、1998年に施行された理容師美容師養成
施設における２年制教育の導入から13年間、美容英語教
育に携わってきた。その後も、美容英語教育分野におけ
るESP研究および教材開発を継続し、2016年4月には、日
本理容美容教育センター発行の外国語教材を単著で執筆
。また、同教育センターの外国語インストラクターとし
て、日本における美容英語教育／ESP研究の主導的役割を
担っている。

1. 「より良い授業となるよう工夫と実践に取り組ん
だ教員」 表彰

2016年8月

「日々の教育活動の中で、より良い授業方法の工夫と実
践につながる取り組みを行っている教員」に対する学長
表彰

2. G7 ジュニアサミットin三重2016 日本代表参加者
英語指導

2016年1月～2016年4月

2016年5月のG7(主要国首脳会議)関連行事として開催され
た「ジュニアサミットin三重」の日本代表参加者に対す
る英語スピーチ・ディスカッションの指導を担当した。
この指導については、新聞・テレビ等でも何度か報道さ
れた。

2 作成した教科書、教材
1. メディアミックスによる教育教材の制作

3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 理容美容業界向けESP教育の実践

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

1 資格、免許
1. TOEIC S&W(スピーキング＆ライティング) 一般公
開試験 400点（両部門満点）

2007年3月

2. 実用英語技能検定(STEP) １級

2004年7月

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 一般社団法人日本毛髪科学協会 毛髪診断士

2003年8月～2015年1月

2. 管理理容師資格 取得

2001年11月

1

概要

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
3. 理容師免許 取得

1998年2月

4 その他
1. 80周年記念シンボルマーク公募 最優秀賞

2017年10月

武庫川学院創立80周年記念「シンボルマーク・キャッチ
コピーのアイデア公募」シンボルマーク部門 最優秀賞（
公式採用）

2. 「より良い授業となるよう工夫と実践に取り組ん
だ教員」 表彰

2016年8月

武庫川女子大学 学長表彰

3. 感謝状表彰

2009年6月

学校法人長谷川学園 学園長表彰

4. 青春俳句大賞 英語俳句部門 最優秀賞

2004年3月

龍谷大学主催、文部科学省後援

5. コミュニティFM 生放送レギュラーDJ

1998年10月～1998年12月

地方FM局の開局とともに、ワンマンスタイルのバイリン
ガルDJとして、毎週90分の生放送番組の企画・制作・出
演を担当した。120分間の生放送特別番組も担当。

6. ネーミング、ラジオCMコピー賞等の受賞

1992年2月～2004年3月

コピーライターとしての実務経験があり、官公庁、大手
企業、放送局主催のネーミングコンペやラジオCMコピー
コンテストにおける受賞（公式採用）実績を持つ。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 『外国語』 (英語)

単

2016年4月

公益社団法人日本理容
美容教育センター 刊

我が国唯一の教育センター指定外国語教材。(総ペー
ジ数)120ページ。
日本全国の美容学校学生を対象とした、国際実務英
語の理論および実践を学ぶ国内唯一の統一教材を単
独で執筆。単なるダイアログによる会話例の提示だ
けではなく、ESPの基本理論に基づいた「動機づけ」
の視点や、発展学習への道筋を示すことに重点をお
いて執筆・編集した。

2. 『外国語』 (英語) 第2版(改訂増 単
補版)

2016年11月

公益社団法人日本理容
美容教育センター 刊

2016年4月・日本理容美容教育センター発行の『外国
語』(英語)を一部改訂するとともに、解答例と解説
を補った増補版。(総ページ数)128ページ。
特に本増補版では、理容美容業界における実務英語
の自学者を主な読者層に想定し、実践的な視点に基
づく丁寧な解説を加え、国際派のヘアスタイリスト
として自立できる語学力の養成に主眼を置いた。

3. 『すぐに役立つ ビジネス英語ス 共
ピーチ100 上達の秘訣30＋モデル
文100』

2014年3月

株式会社研究社 刊

亀田尚己氏(同志社大学教授 ※執筆当時)との共著。
(総ページ数) 256ページ。
英語ビジネススピーチに関連する研究成果を、実践
的な観点から整理した書籍。概念メタファ理論にお
ける「概念」の考え方を、実学レベルで採用すると
いう新たな試みを提案している。複雑な理論を分か
りやすく解説することを目指して、実際のビジネス
をモデルにした100種類のスピーチと、それらと連携
する30講の理論解説を編集。基礎から応用までの理
論と、発展的な実践までを取り上げて、幅広いビジ
ネススピーチを考察している。

4. 『高等教育における英語授業の研 共
究』

2007年1月

大学英語教育学会(JACE pp.168-169(分担執筆)。
T) 授業学研究委員会
特徴のある英語教育の実践事例として、「理容師美
編、松柏社 刊
容師専門学校における実践型ＥＳＰ教育」 を執筆。
サロン業務資格者によるESP教育の実践事例を解説し
、即戦力の育成が求められる実務英語教育現場では
、英語教育者と実務者とが協同的に行なうCollabora
tive Teachingが重要視されるべきであると論じた。

1. Re-defining the Dominance of C 単
onceptual Metaphors in Busines
s Speeches from a Chronologica
l Perspective: A Methodologic
al Approach Employing the Ment
al Distance Concept

2012年3月

関西外国語大学大学院 (総ページ数)260ページ。
外国語学研究科 博士学 概念メタファ理論に基づき、ビジネススピーチにお
位論文
ける話者の概念構造の特徴を、新たな「時系列的な
視点」で分析した。必要な解析プログラムを独自に
開発し、質的・量的の両面から、ビジネスコミュニ
ケーションにおけるメタファ構造を、「メタファグ
ラム」を用いて視覚的に実証した。CEOスピーチと米
国大統領のスピーチをコーパス化したうえで比較検
証することで、ビジネススピーチにおける「時系列
的な概念表出の重要性」を統計的に立証し、その分
析結果を実際の英語教育に応用するための指針をま
とめた。

2. 「受動的学習環境におけるモティ 単
ベーション本位の実務英語教育と
実践」

2006年1月

日本大学大学院 総合社 (総ページ数)87ページ。
会情報研究科 修士学位 「情意フィルター」の役割と「道具的動機づけ」を
論文
中心的な議題とし、受動的な態度で実務英語学習に
臨む学習者に対するESP教育を考察した。本稿では、
学習者の「道具的ニーズ」の強化を図りつつ、教室
に実務現場を忠実に再現することが学習者のモティ
ベーションを高めることを論証した。

2016年12月

日本国際情報学会(JSGS ビジネススピーチ50本と、アメリカ大統領の政治ス

2 学位論文

3 学術論文
1. "A Comparative Analysis of Con 単

2
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3 学術論文
ceptual Metaphors in Business
and Political Speeches: A Chro
nological Approach" 【査読付】

CS) 編『国際情報研究 ピーチ20本の比較分析により、ビジネススピーチに
』, 第13号, pp. 3-14. おける概念メタファの「支配性」を再考した。その
結果、(1)量的支配性、(2)分布的支配性に加えて、(
3)時系列的支配性が、政治スピーチにおいても存在
することが確認された。また、メタファの量的変化
が、政治スピーチでは「均等な分散」と関連する一
方、ビジネススピーチでは「(3)時系列的支配性」と
高い相関を示す違いも明らかになった。

2. “An Extensive Study on Charac 単
teristics of Business Speeches
: A Corpus Approach to Busine
ss Metaphors” 【査読付】

2015年12月

日本国際情報学会(JSGS
CS) 編『国際情報研究
』, 第12号, pp. 104-1
15.

3. “The Practical Use of Metaph 単
ors in Business Communication:
A Chronological View”

2014年3月

同志社大学商学会 編『 ビジネスメッセージとメタファの関わりを概観した
同志社商学』, 第65巻 うえで、株式会社楽天のCEOメッセージにおける概念
第5号, pp. 77-94.
メタファの時系列的推移をメタファグラムで分析し
た。その結果、時間軸上に記録された概念構造には
特徴的な転換現象が見られ、それが論旨の明快さを
支えていた。メタファを指導する際には、こうした
「視覚的な例示」を伴う教育が、「実社会での言葉
選び」に対する学生の意識を高めることを提起した
。

4. “Examining the Dominance of C 単
onceptual Metaphors in Busines
s Speeches: The Third Factor”
【査読付】

2014年12月

日本国際情報学会(JSGS
CS) 編『国際情報研究
』, 第11号, pp. 56-67
.

ビジネス英語スピーチにおける「主要な概念メタフ
ァ」を定義するための新たな指標として、「時系列
的支配性」を提起し、その意義を検証した論文。ビ
ジネススピーチ10本の詳細なデータの再考と検証の
結果、「時系列的」という第３の支配性は、従来か
ら実績のある量的支配性と一定の関連性を維持しつ
つも、分布的支配性からは独立した指標として機能
することが明らかとなり、時系列的支配性の重要性
が示された。

5. “Designing business speeches
with CEO’s metaphorgrams”
【査読付】

2013年9月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
編『研究年報』, 第72
号, pp. 39-50.

ウェブサイトの「企業理念」の主要コンセプトが、
どのように「CEOメッセージ」に反映されているのか
を、メタファグラム分析によって検証した。さらに
、その検証過程で得られたメタファグラムを用いて
、実際にCEOメッセージの改訂を試みた。その改訂に
より、「企業理念」の２つの主要概念が、「CEOメッ
セージ」の時間軸上で連携するような作用を示す結
果をもたらした。

6. “Chronological Perspectives i 単
n Metaphor Research and Applic
ations to Business Speech Educ
ation” 【査読付】

2013年12月

関西外国語大学
国際文化研究所(IRI)
編 New Horizons in En
glish Language Teachi
ng: Language, Literat
ure and Education, pp
. 235-258.

英語スピーチやプレゼンテーション教育における、
概念メタファの知見を援用した「ことば」の選択と
時系列的配置の技法について論じた。身近なビジネ
スコミュニケーションの事例紹介にとどまらず、最
新の企業PR戦略における時系列的なメタファ設計の
重要性を考察し、教育への応用展開のステップを具
体的に示した。後半では、実際の教育モデルを描き
ながら、「メタファグラム」の教育活用の方法を論
じた。

7. “Dots or Flows? - A Field of
Metaphors in Business” 【査
読付】

2012年9月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
編『研究年報』, 第71
号, pp. 41-50.

これまでに蓄積された「時系列ペースの概念レトリ
ック分析」について、基本に立ち返って「点」と「
線」の分析技法の、それぞれの優位性を検討する。
点的分析は、それぞれのレトリックに対する連携が
批判しやすいのに対し、線的分析では、特定のスピ
ーチにおける個人の概念推移を統計的に示せること
を論じた。

8. “Metaphorgram: As a Componen 単
t of Metaphorprint - Disclosin
g the Chronological Features o
f Conceptual Metaphors” 【査
読付】

2011年11月

日本国際情報学会(JSGS これまでの「時系列的メタファ分析」の知見を集約
CS) 編『国際情報研究 し、メンタルディスタンス分析によって生成される
』, 第8号, pp. 14-25. メタファグラムが、人物を特定しうる性質を持つか
を各種の統計分析によって考察した。その結果、人
物特定に至るまでの性質はないものの、表面的には
観察できない「隠れた周期性」の存在が明らかとな
った。これにより、メンタルディスタンス分析の「
教育面への応用」の可能性が、改めて支持されるこ
ととなった。

9. 「ビジネス英語教育における動機 単
付けと英語スピーチ課題の相関性
」 【査読付】

2010年9月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
編『研究年報』, 第69
号, pp. 49-61.

10. “Born to Be a Weapon: A Cri 単
tical Analysis of Metaphorical

2010年9月

大阪経大学会 編『大阪 最新通信機器を取り巻くビジネス環境において、App
経大論集』, 第61巻 第 le, Softbank Mobile, NTT Docomo各社の広報アプロ

単

単

3

ビジネススピーチにおける「時系列的支配性」の意
義に着目した先行研究の有効性を再検証を試みた論
文。2005～2009年に発表されたビジネススピーチ50
本によるコーパスを構築し、メタファグラム分析に
よって、その特徴を数値化した。その結果、先行研
究で提起された「時系列的支配性」の存在、および
他の支配性との関連性について、同様に支持する結
果が得られた。本研究により、今後のビジネススピ
ーチに対する継続的研究の意義が確認できた。

ヘアビジネス業界向けＥＳＰ教育を主題とし、まず
は同業界で働く人の基礎的な学習者特性について再
検討した上で、「道具的ニーズ」を強化する取り組
みについて論じた。美容業界向けＥＳＰにおけるパ
ブリックスピーキングの役割を考えたとき、学習者
側の「特定の文法知識の程度」を理解することが、
スピーチ課題を検討する上での重要となる点を論証
した。
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3 学術論文
Business Communication”

3号, pp. 165-177.

ーチにみる概念メタファの役割を分析した。概念メ
タファによって、商品広報に付加価値が与えられる
点について具体例を挙げて論じ、ブッシュ元大統領
の演説レトリックとの共通点を指摘。概念メタファ
による「聴衆操作」の実情を明らかにした。

11. “Developing the T-Scope (vers 共
ion 2.0) Program for a Statist
ical Approach to Business Meta
phor Analysis”

2010年7月

大阪経大学会 編『大阪 下倉雅行氏との共同研究。(清水が全ページの執筆を
経大論集』, 第61巻 第 担当)
2号, pp. 329-343.
メンタルディスタンス分析の数値演算を処理する自
主開発のコンピュータプログラム(T-Scope / Visual
Basic for Applications)のバージョン2.0について
、その開発意図や動作アルゴリズムを論じた。手作
業領域の自動化が、量的分析にもたらす省力性能は
大きく、汎用性ファイルによる書き出し機能と合わ
せて、今後の発展的展望を述べた。

12. “A Metaphor Identification Pr 単
ocedure for Corpus-Based ‘Men
tal Distance' Analysis”

2010年5月

大阪経大学会 編『大阪 メタファ研究において、今もなお議論が残る「メタ
経大論集』, 第61巻 第 ファ定義」に関して、特に「メンタルディスタンス
1号, pp. 203-215.
分析」のためのメタファ定義を考察した。実際のビ
ジネススピーチを題材とし、46点のメタファ表現に
ついて、具体的な根拠とメタファ効果について個別
に論じた。

13. “‘Mental Distance' Concept f 単
or Chronological Metaphor Anal
ysis of Business Executive Spe
eches”

2010年3月

大阪経大学会 編『大阪 ビジネススピーチにおいて、メタファの技巧的活用
経大論集』, 第60巻 第 による聴衆との「心的距離」の操作を「メンタルデ
6号, pp. 245-268.
ィスタンス仮説」として提起した。同時に、その推
移を視覚的にグラフ化する手法を提示することで、
従来は視覚化できなかった「概念メタファの時系列
的表出傾向」を、具体的な実験データをもって論証
することに成功した。

14. “Dominant Metaphor Factors in 単
Business Speech Communication
: A Chronological View”

2010年11月

大阪経大学会 編『大阪 独自に開発した、実験的なレトリック分析技法であ
経大論集』, 第61巻 第 る「メンタルディスタンス仮説」をさらに検証した
4号, pp. 105-122.
。新たに４本のビジネススピーチを分析し、従来の
２つの支配性構造（絶対数と分布率）以外に、「時
系列的支配性」が存在することを統計的・視覚的に
立証することに成功した。この成果を応用し、概念
的なレトリックアプローチを計画的に推進できる可
能性が示唆された。

15. “Perspectives of Metaphors in 単
Business Speeches”

2009年5月

大阪経大学会 編『大阪 英語スピーチにおける比喩表現が、話者が主題を捉
経大論集』, 第60巻 第 える際の心理的距離に与える影響について考察した
1号, pp. 141-150.
論文。比喩に関する先行研究を整理したうえで、ビ
ジネスにおける比喩表現の重要性を論じ、比喩表現
と話者の視点の距離を示す“Mental Distance”と、
点的分析ではなく、線的な比喩分析を目指す“Spira
l Metaphor”というふたつの仮説を示した。

16. “A Comparative Study of Metap 単
hors in Business Speeches”
【査読付】

2009年12月

日本国際情報学会(JSGS カルロス・ゴーン（日産自動車）と、リー・アイア
CS) 編『国際情報研究 コッカ（クライスラー）が発表した、工場閉鎖のス
』, 第6号, pp. 20-28. ピーチを題材とし、概念メタファの質的比較考察を
行なった。その結果、イントロ部がスピーチ全体の
メタファのイメージを決定づける可能性が示唆され
、メタファの時系列的分析への期待が深まった。

17. 「英語スピーチ講座におけるラジ 単
オCMコピーの活用と教育実践」

2008年3月

鈴鹿国際大学 編 CAMPA ラジオCMのコピーライティング技術と英語スピーチ
NA, 第14号, pp. 87-10 の構築技術の共通点を比較考察し、教育法として提
2.
言した論考。筆者がこれまでに受賞した実際のラジ
オCMコピーを比較考察の素材とし、英語スピーチと
の特徴的な共通点が「論点の視覚化作用」にあると
述べた上で、その教育法にも言及した。

18. 「美容技術者のための実践型実務 単
英語講座： 国際接客演習の理念
と実際」 【査読付】

2008年12月

社団法人日本毛髪科学
協会 編『皮膚と美容』
, 第40巻 第4号, pp. 2
-8.

19. 「実務英語教育における英語ス
ピーチ訓練導入への実践方略」

2006年3月

鈴鹿国際大学 編 CAMPA 学生が自らの「道具的ニーズ」に対する意識を高め
NA, 第12号, pp. 199-2 ることで彼らの学習動機を強化しようとする実証研
12.
究。英語スピーチをESP教育環境に導入する際、学生
に対する「課題の説明方法」と、その結果もたらさ
れる「道具的ニーズの表出傾向」に一定の相関関係
があることを実証し、教育現場へ戦略的な実践法を
論じた。

単

美容業界におけるESP教育および国際接客教育がどれ
ほど「サロン本位」であるべきかを、実践事例を基
に述べた論考。現在の日本の美容学校における「外
国語教育」の諸問題点を指摘するとともに、それら
を具体的解決するための「技術教育的発想」に基づ
く実務英語教育のモデルを論じた。

その他
１．学会ゲストスピーカー
1. 「国際理解のための講演会」「教 単
員向け英語スピーチ指導セミナー
」講師

2107年7月22 富山県立南高等学校 国 「英語スピーチ特別講座」(生徒対象)、「英語スピ
日
際コース
ーチ特別講座 Backstage」(指導者・教員対象)を担
当

2. 「みえ未来人育成塾」 講師

2017年6月17 三重県教育委員会（三
日～18日
重県総合文化センター
）

単

3. 「英語スピーチ伝達力養成講座」 単

2016年8月

三重県立津西高校 国際

4

高校生を対象とした、ディスカッションおよびプレ
ゼンテーション(英語・日本語)に関する講演とワー
クショップを担当
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１．学会ゲストスピーカー
講師

科学科

4. 「三重の高校生サミット」 講師

単

2016年6月5
日

伊勢志摩サミット三重
県民会議／三重県教育
委員会（百五銀行丸の
内本部棟）

高校生を対象とした、ディスカッション技術(英語・
日本語)に関する講演とワークショップ

5. 「英語スピーチ指導セミナー」
講師

単

2016年10月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

6. 「ジュニアサミット in 三重」
日本代表参加者 研修会 講師

単

2016年1月～ 伊勢志摩サミット三重
4月
県民会議／三重県教育
委員会（三重県庁）

7. 「サロン英語教育の新展開：
導入・実践・改善のポイント」
（招待講演）

単

2015年8月

東海地区理容美容学校 理容師美容師養成施設の教員向け講演会
協議会「夏季研修会」(
鳥羽シーサイドホテル)

8. 「英語でシンプルに伝えるプレゼ 単
ン術」 （招待講演）

2015年2月

武田薬品工業株式会社 座長兼コメンテーター／特別講演
主催「第3回 S-PCフォ
ーラム（カンファレン
ス）」(高松国際ホテル
)

9. 「すぐ美味しい！ サンドイッチ
式プレゼン教室： “シンプルさ
”に続く英語発表のヒント」 （
招待講演）

単

2015年2月

武田薬品工業株式会社 座長兼コメンテーター／特別講演
主催「第4回 S-PCフォ
ーラム（カンファレン
ス）」(JRホテルクレメ
ント高松)

10. 英語スピーチ指導セミナー 講師

単

2015年11月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

11. 英語スピーチ指導セミナー 講師

単

2014年10月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

12. 「焦げる！英語スピーチの教え方 単
」 ～ 実践型スピーチ教育を見直
す３つの課題 ～ （招待講演）

2014年1月

三重県高等学校英語教 高等学校英語教員対象 講演会
育研究会 冬季研究会・
三重県教育委員会研修
センター 共催（三重県
立 津高等学校）

13. 三重セルハイ・英語スピーチ指導 単
セミナー 講師

2012年11月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

14. 三重セルハイ・英語スピーチ指導 単
セミナー 講師

2011年11月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

15. セルハイ・英語スピーチ指導セミ 単
ナー 講師

2009年9月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

16. セルハイ・英語学習セミナー（英 単
語スピーチ） 講師

2008年10月

三重県立飯野高等学校
英語コミュニケーショ
ン科

17. コミュニケーション講座 ゲスト
スピーカー

単

2007年7月

国士舘大学 理工学部
留学生講座

18. コミュニケーション講座 ゲスト
スピーカー

単

2006年12月

国士舘大学 理工学部
留学生講座

19. 特別英語クラス ゲストスピーカ
ー

単

2004年5月

龍谷大学 国際文化学部
Professional English
Class

20. 国際接客実務講座 講師

単

2004年11月

新理容研究会(AIMS)

21. 「英語学習とESS活動」 講師

単

2003年7月

鈴鹿国際大学 英語研究
会(ESS)

1. A New Direction of Beauty Engl 単
ish Education in Japan 【国際
学会】

2017年2月

Spokane Regional ESL 1998年の理容師法・美容師法の改正に伴って導入さ
Conference (Washingto れたわが国の美容英語教育の歩みを振り返りつつ、
n, USA)
その学習者特性に基づく教材開発に関する研究成果
を紹介した。発表者の単著による日本唯一の認定教
材『外国語』を例に、NVQやCEFR(ヨーロッパ言語共
通参照枠)を活用しながら、学習者中心の教育展開の
あり方を議論した。

2. 「ビジネススピーチと政治スピー 単
チにおける概念構造の特性と時系
列的相関」

2016年12月

日本国際情報学会(JSGS 2005年から2015年までに発表されたビジネススピー
CS) 全国大会（東京） チ110本が示す概念構造の推移と、アメリカ大統領の
支持率の時系列的相関について考察した。特に、ド
ナルド・トランプ氏が次期大統領に当選した社会背
景に焦点を当て、2012年のバラク・オバマ大統領の
第２期選挙以降、ビジネスリーダーが「ビジネスの
指向性」を高め続けてきた傾向との関連性を議論し

日本代表参加者に英語スピーチ・ディスカッション
を指導。

２．学会発表
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２．学会発表
た。
3. "Redefining Chronological Meta 単
phorical Characteristics in Bu
siness Speeches"

2016年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
第76回 全国大会（京都
）

4. 「国際共通言語としての美容英語 単
(BELF) 教育」

2015年10月

ビューティビジネス学 我が国の美容師・理容師養成施設におけるビジネス
会(JABB）全国大会（東 英語教育の実践およびその研究を省察し、美容英語
京）
教育における学習者特性について改めて考察した。
そのうえで、20年目の節目に向かう日本の美容英語
教育について、今後の「教育実践の指針」と「新た
な教育教材(テキスト)」の両側面から、発表者の提
言を整理した。

5. 「ビジネススピーチにおけるメタ 単
ファグラム分析と予測モデル」

2014年12月

日本国際情報学会(JSGS メタファグラムを用いた時系列的メタファ分析によ
CS) 全国大会（東京） り、2005年～2013年のビジネススピーチの傾向をマ
クロ的に分析。３つの支配性に基づく「５つの典型
例」を抽出し、それらの推移傾向を時系列分析モデ
ルで考察した。その結果、ビジネススピーチの特定
の「型」に、一定の波形があることが判明した。こ
こから、大統領の支持率を予測する仮説を提示する
。

6. “Chronological Trends in Busi 単
ness Speeches: Perspectives f
rom Metaphorgrams”

2014年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
第74回 全国大会（神戸
）

自身が開発した時系列分析指標である「メタファグ
ラム」の有効性について、マクロ的な視点から考察
した。2006年～2013年のビジネス英語スピーチを独
自にコーパス化し、それらの年度別傾向を、アメリ
カ大統領の政治スピーチの傾向と比較分析をして検
討した。

7. “Analytical Procedure of Meta 単
phorgram: A Practical Demonstr
ation” 【国際学会】

2013年3月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 12th International
Asia-Pacific Confere
nce (Kyoto, Japan)

ビジネスコミュニケーションにおける概念メタファ
の時系列構造を明らかにする「メタファグラム」に
ついて、その分析プロセスを公開・実演し、有効性
について議論した。楽天グループ代表の三木谷氏の
メッセージをサンプルに用いて、彼の基幹概念が時
間軸上で推移する様子を視覚的に論じた。

8. “Designing Business Speeches
with CEO's Metaphorgrams”

単

2012年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
第72回 全国大会（福岡
）

独自の分析プログラム(T-Scope)を用いて描写したMe
taphorgramによって、ビジネススピーチと政治スピ
ーチの違いを視覚的に指摘。そのうえで、ビジネス
スピーチ「らしさ」を模倣することから始めるビジ
ネス英語教育について論じる。実際のCEOのビジネス
スピーチを題材として、重要な論点の配置を時系列
的に「見せる」授業の可能性について議論した。

9. “What Makes Speeches Become B 単
usiness Speeches? : A Perspec
tive from Metaphorgrams” 【
国際学会】

2012年10月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 77th International
Convention (Hawaii,
USA)

従来の「スピーチ研究」の枠組みでは明らかにでき
なかった「ビジネススピーチ」の定義について、メ
タファグラム(metaphorgram)から得られるデータを
基に論じる。大統領演説と、CEOのスピーチの比較分
析から、ビジネススピーチの特徴を「論点集中型の
レトリック」である点を論証した。

10. “Exploring the Dominance of 単
Conceptual Metaphors: A Chrono
logical Approach”

2011年7月

日本国際情報学会(JSGS メタファの時系列的分析について、一連の取り組み
CS) 大阪地方研究発表 を整理し、その中から、「指紋」「声紋」「筆跡」
会（大阪）
に続く分析手法としての「比喩紋」の可能性に言及
。実際のスピーチ事例を引用し、今後の検証可能性
について論じた。

11. “Chronological Metaphor Analy 単
sis and Its Application to Lan
guage Teaching”

2011年12月

関西外国語大学 国際文 時系列的メタファ分析によって生成される「メタフ
化研究所 主催「英語教 ァグラム」を活用し、視覚的な英語プレゼンテーシ
育」フォーラム
ョン教育の可能性について論じた。単なるコンテン
ツやデリバリー指導にとどまらず、概念メタファ理
論を積極的に教育に活かすための「量的」・「時間
的」な概念メタファ表現の配置に関する教育法の具
体例を議論した。

12. “Dots or Flows? - A Field of
Metaphors in Business”

単

2011年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
第71回 全国大会（東京
）

これまでに蓄積された「時系列ペースの概念レトリ
ック分析」について、基本に立ち返って「点」と「
線」の分析技法の、それぞれの優位性を検討する。
点的分析は、それぞれのレトリックに対する連携が
批判しやすいのに対し、線的分析は特定にスピーチ
における個人の概念推移が統計的に示させることを
論じた。

13. “‘Mental Distance' Hypothesi 単
s and Metaphors in Business: A
cademic and Practical Signific
ance” 【国際学会】

2011年10月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 76th International
Convention (Montreal
, Canada)

「比喩紋」を実際のビジネスプレゼンテーションに
援用する意義と可能性、その実証性についての議論
を展開。メンタルディスタンス仮説との整合性や、
その応用についても検証する。学術的研究と、実践
的な応用を結びつけるモデルケースを提示した。

14. 「ビジネスコミュニケーションに 共
おける比喩分析補助ツールの開発
」

2010年8月

教育システム情報学会( 下倉雅行氏との共同発表。開発意義と分析技術に関
JSiSE) 全国大会（札幌 する前半約2/3の発表を担当。
）
ビジネスメタファの数量化演算に必要なVBAプログラ
ム“T-Scope”の独自開発について述べた。分析に必
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独自に構築した「110本のビジネススピーチコーパス
」と「20本の米国大統領スピーチコーパス」から、
ビジネススピーチの特徴と、政治スピーチとの関連
を分析した。ビジネススピーチの比喩構造の特性が
「山場の構築」にあることを改めて立証したほか、
政治スピーチとビジネススピーチに時系列的相関が
あることを示した。
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単著・
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２．学会発表
要な専用アプリケーションの開発および改善の技術
的背景を、具体的に論じた。
15. 「メンタルディスタンス仮説と 単
スピーチレトリック分析の展望：
概念メタファの時系列的考察か
ら」

2010年6月

日本コミュニケーショ
ン学会(CAJ) 第40回記
念 全国年次大会（東京
）

16. “Ａ Chronological Perspective 単
of Rhetorical Metaphor Analys
is in Speech Communication”

2010年5月

関西外国語大学大学院 メタファの時系列的推移を分析するための統計的手
第63回 研究発表会（大 法について、実験的分析結果をもとに提示した。概
阪）
念メタファの数値化がもたらす論証上のメリットを
中心に、本研究の優位性を論じた。

17. “Reconsidering the Metaphor I 単
dentification Procedure for ‘
Mental Distance' Hypothesis in
Business Speeches” 【国際学
会】

2010年4月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 9th International
Asia-Pacific Conferen
ce (Tokyo, Japan)

18. “Chronological Dominance of C 単
onceptual Metaphors in Busines
s Communication: The third Fac
tor”

2010年11月

関西外国語大学大学院 時系列の概念に基づくスピーチレトリックの分析法(
第64回 研究発表会（大 Mental Distance分析)により、話者の「概念メタフ
阪）
ァ構造」の変移特性を定義づけることが可能である
ことを示唆。本発表では、特にその「支配性」につ
いて言及し、その応用展開について議論した。

19. “Become Visual and Statistic 単
al in Business Metaphor Analys
is”

2010年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
第70回記念 全国大会（
兵庫）

類似カテゴリの商品の魅力を、異なるCEOが述べた場
合、そのスピーチを背後で支配する概念メタファの
構造はどうなるのか。また概念メタファを時系列的
に観測した場合、どのような発見が予期されるのか
について論じる。

20. “Visualizing the Rhetoric of 単
Metaphor with ‘Mental Distanc
e' Analysis” 【国際学会】

2010年10月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 75th International
Convention (Chicago,
USA)

「メンタルディスタンス仮説」について、「ミクロ
」「マクロ」の視点から比喩表現の批判考察をする
手法を整理して提示する。メタファの単純数値化の
試みに、質的側面を加味するための量的考察の分析
法について議論する。

21. 「ビジネスコミュニケーションの 単
実践力を養う“KICS”プログラム
」 【特別企画採択】

2009年9月

大学英語教育学会(JACE 経営学部におけるビジネス英語教育の構築モデルと
T) 全国大会（札幌）
して、自身が勤務校で実現した「ＫＩＣＳモデル」
を提案。個別のタスクベースと、学習者の目的ベー
スの融合的な教育プログラムの具体例を論じた。

22. 「英語学習意欲と職業意識を結 単
ぶESP教育： パブリックスピーキ
ングの応用と検証」

2009年9月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
関西支部 研究発表会（
大阪）

23. 「英語スピーチによる国際化教
育の可能性」

2009年7月

日本国際情報学会(JSGS ビジネスで使うための英語を学ぶ学生の学習意欲を
CS) 大阪地方研究発表 、英語スピーチ活動の実践という視点で考察した発
会（大阪）
表。スピーチ活動におけるテーマの「自由度」の設
定に関して、いくつかの問題点を指摘した。

24. “Metaphor and Mental Distanc 単
e Analysis in Business Executi
ve Speeches”

2009年11月

日本コミュニケーショ
ン学会(CAJ) 関西支部
大会（京都）

ビジネスコミュニケーションにおいて、メタファが
果たす役割を考察した。その上で、複数のメタファ
表現が複雑に絡み合う談話が、どのようなコミュニ
ケーション効果を生み出すかを検討した。

25. “A Direction for Metaphor Ana 単
lysis in Business Speeches”
【国際学会】

2009年11月

Association for Busin
ess Communication (AB
C) 74th International
Convention (Virginia
, USA)

ビジネススピーチコミュニケーションにおけるメタ
ファ分析について、時系列的な分析手法の原形概念
を初めて国際的に公表した。従来の量的分析・質的
分析とは異なる研究結果をもたらす可能性について
議論した。

26. 「ビジネス英語教育における動機 単
付けと英語スピーチ課題の相関性
」

2009年10月

国際ビジネスコミュニ
ケーション学会(JBCA)
全国大会（東京）

理容美容業界向けESP教育を主題とし、「道具的ニー
ズ」を強化する取り組みについて論じた。パブリッ
クスピーキングの導入を考えたとき、学習者側の「
特定の文法知識の程度」を理解することが、スピー
チ課題を検討する上での重要となる点を指摘した。

27. 「理容師美容師養成施設におけ
る実務英語教育の10年」

単

2008年6月

大学英語教育学会（JAC 日本における理美容師養成施設での英語教育につい
ET）中部支部大会（愛 て、その導入背景と10年間のあゆみを概観した。そ
知）
の上で、学生の美容技術に対する関心の高さを、英
語学習の意欲に結びつける教育実践が更に重視され
るべきである点について、事例を示しながら述べた
。

28. “English Speech Practice for
ESP Education”

単

2008年11月

全国語学教育学会(JALT 英語スピーチを用いて学生の「道具的動機づけ」を
) 全国大会（東京）
高める実証研究の成果を発表した。筆者のこれまで
の研究に新たな実証研究結果を加えた結果、ショー
トスピーチを用いて学生の「道具的動機づけ」の強
化を狙う場合は、細かな技術解説を付帯させない方
が効果的であるという可能性を述べた。

2007年9月

大学英語教育学会（JAC A4～B4サイズの厚紙で製作するネームカードを活用
ET）全国大会（広島） し、学生相互に「褒めあう」活動が、英語学習のモ
ティベーションにどのような効果をもたらすかを実
証的に研究した。結果として、指導者＋学生ではな
く、学生＋学生の対話が、受講者の学習意欲を高め

単

29. 「“インターカード”による学生 単
相互の対話と授業改善：褒めあう
言葉の傾向分析から」
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レトリック分析の枠組みにおいて、メタファ考察の
位置づけを概観し、時系列的比喩分析の手法を質的
・量的な分析手法と比較した。スピーカーが維持す
ると仮定する「メンタルディスタンス」の定義につ
いても検討を加えた。

文化志向性の強い比喩表現と概念メタファの関わり
を前提認識に据えたうえで、ビジネススピーチにお
ける比喩表現の時系列的推移の分析手法を論じた。
とりわけ、量的側面と質的側面の結びつきをいかに
統計処理すべきかを示した。

美容業界におけるビジネス英語教育の概要に触れ、
これまでのESP教育の位置づけについて再考した。加
えて、ESP教育において、学習者特性を反映したパブ
リックスピーキング訓練のあり方について議論した
。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

２．学会発表
る点を発表した。
30. 「PowerPointの視覚効果を活用し 単
た英語授業の実践」

2007年9月

私立大学情報教育協会( 一般的な「スクリーン」に依存しないPowerPointの
JUCE) 大学教育・情報 活用事例とその効果について発表した。主要な論点
戦略大会（東京）
は、(1)講堂の壁に大きく投影した画像で英語授業の
雰囲気づくりを試みる事例、(2)ホワイトボードに映
写したスライドと、実際のペンによる加筆部分が連
携する事例、の2点。

31. 「ラジオショッピングの広告コピ 単
ーを応用した英語スピーチ教育と
実践」

2007年6月

大学英語教育学会（JAC 長編ラジオＣＭコピーの分野で見られるレトリック
ET）中部支部大会（石 技法を分析し、英語スピーチとの共通点を考察した
川）
。聴衆の「気付き」から「行動」までのプロセスに
、それぞれ共通するMetaphorやIllustration技法が
援用されている点を指摘した。

32. 「英語スピーチ教育における視
覚化レトリックの指導」

単

2007年11月

日本大学大学院 総合社 英語スピーチ教育における、レトリック技法の教授
会情報研究科 オープン 法を概観し、「見えないものを見えるように表現す
大学院（大阪）
る技術」の指導方法について考察した。表現する内
容を「身近な経験に置き換えて英文に表現する」技
術の指導法を再検討した。

33. “English Courses; for hairst 単
ylists, by hairstylists”

2007年11月

全国語学教育学会(JALT ESP教育においては、「語学を教育する人間」と「現
) 全国大会（東京）
場を知る人間」の双方が、それぞれの知識の欠如を
率直に補い合う取り組みが重要である点を発表した
。「現場の人間が英語教育を担当する」ということ
も視野に入れ、新たな教育実践を検討する必要があ
ると指摘した。

1. 「英語プレゼンテーション(Publi 単
c Speaking)のヒント」

2012年4月

立命館大学 産業社会学
部 編『外国語学習ハン
ドブック』, 2012年度
版, pp. 32-35.

2. 「基本技術の訓練と論点の視覚
化」

単

2011年3月

鈴鹿国際大学 編 Engli 英語プレゼンテーションにおける、「声」と「内容
sh Speech Contest, 第 」の重要性について、「視覚化」という観点から論
13号, pp. 22-26.
じた。揺らぎのない論点を訴求するうえで、核とな
るアイデアを目に見える形で述べることが、スピー
チの全体的な視覚化を実現することを述べた。

3. 「「伝わる」スピーチを構成する 単
キーワード」

2010年3月

鈴鹿国際大学 編 Engli スピーチの作成過程における、話題の「発展」と「
sh Speech Contest, 第 収斂」のステップに注目し、スピーチの推敲過程に
12号, pp. 30-35.
おける原稿の単純化（キーワード化）について述べ
た。限られた時間内に情報を整理することの重要性
を論じた。

4. 「「私」と「私達」の視点－ス
ピーチからの再考」

単

2009年5月

明治図書出版 編『学校 スピーチにおける言葉の選択が、聴衆との距離感の
マネジメント』, 第48 演出に与える影響を考察した。「私」と「私達」と
巻 第6号, pp. 10-11. いう言葉に焦点を当て、言葉のすり替えによってper
suasive speechの論点を婉曲する事象について述べ
た。また、この視点をスピーチ教育に援用する具体
例を提示することで、「言葉の選択指導」という教
育上の課題を提起した。

5. 「英語スピーチにおける“一貫
性”を考える」

単

2009年3月

鈴鹿国際大学 編 Engli 英語スピーチの主題設定から原稿作成開始の過程に
sh Speech Contest, 第 おいて、トピックの一貫性を維持するための論旨の
11号, pp. 19-23.
展開法を論じた。冒頭と総括の一貫性を保つ技術を
身近な題材で例示し、あわせて、論旨を正当化する
ための支持素材の援用法に関する要点を整理した。

6. 「「何を言うか」からの英語ス
ピーチ教育」

単

2009年12月

大学英語教育学会(JACE
T) 中部支部 編 JACETChubu
Newsletter, 第23号, p
p. 5-6.

7. 「心を伝えるContent & Delivery 単
の基礎」

2008年3月

鈴鹿国際大学 編 Engli contentとdeliveryの両側面から、英語スピーチを発
sh Speech Contest, 第 表者自身によって推敲するための方法論を述べた。i
10号, pp. 40-43.
nformativeとpersuasiveのスピーチ構造の違いを解
説するとともに、「例示」の重要性に触れ、説得力
を伴うスピーチの基礎的要件について整理した。

8. 「基本に忠実な“力強いスピーチ 単
”のために」

2007年3月

鈴鹿国際大学 編 Engli 英語スピーチの初学者に対する意見の論述法を基礎
sh Speech Contest, 第 的に論じた。「どう言うか」よりもむしろ「何を言
9号, pp. 32-34.
うか」に主眼を置く重要性を述べたうえで、トピッ
クの選択や、主張の論証法についての考察をまとめ
た。

1. 第32回 武庫川学院 英語オラトリ
カルコンテスト

2016年11月

武庫川女子大学 主催

審査委員長

2. 第47回 学長杯争奪 英語弁論大会
（全国大会）

2016年10月

龍谷大学 ESS主催

審査委員長

3. 第47回 学長杯争奪 英語弁論大会
（学内大会）

2016年10月

龍谷大学 ESS主催

審査委員長

３．総説
英語でプレゼンテーションやスピーチをする上での
重要な点を、学習者の目線で記した論考。「シンプ
ル」「論理的」「対話的」の３つのキーワードを軸
にして、分かりやすい言葉で論説をした。パブリッ
クであってもパーソナルなコミュニケーションを実
現するためのヒントを論じた。

大学における英語スピーチ科目が、「英語でどう言
うか」よりも、本質的に「何を言うか」の指導が必
要である点を指摘した。社会との接点を意識させる
ためのスピーチ教育の実現に向け、実際の講座事例
とともに教育法を提起した。

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
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研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
4. 第66回 高崎市長杯 英語弁論大会

2016年10月

高崎経済大学 ESS主催

審査委員

5. 第65回 高崎市長杯 英語弁論大会

2015年10月

高崎経済大学 ESS主催

審査委員

6. 第8回 全国高等学校スピーチコン
テスト 東海ブロック大会

2014年11月

全国英語教育研究団体
連合会・東海北陸地区
英語教育協議会 共催

審査委員

7. 第45回 学長杯争奪 英語弁論大会

2014年10月

龍谷大学 ESS主催

審査委員長

8. 第48回 天野杯 全日本大学生英語
弁論大会

2013年10月

獨協大学 ESS主催

審査委員

9. 第36回 福澤杯争奪 全日本学生英
語弁論大会

2012年10月

慶應義塾大学 ESS主催

審査委員

10. 第44回 谷本学長杯争奪 英語弁論
大会

2011年9月

関西外国語大学 ESS主
催

審査委員

11. 第4回 黒正杯 英語スピーチコン
テスト

2010年11月

大阪経済大学 主催

審査委員長

12. 第13回 三重県高校生英語スピー
チコンテスト

2010年10月

鈴鹿国際大学 主催, 三 審査委員長
重県教育委員会 後援

13. 第1回 三大学親善 英語スピーチ
コンテスト

2009年8月

大阪経済大学・東京経 審査委員（初回開催実現）
済大学・松山大学 共催

14. 第3回 黒正杯 英語スピーチコン
テスト

2009年11月

大阪経済大学 主催

15. 第12回 三重県高校生英語スピー
チコンテスト

2009年10月

鈴鹿国際大学 主催, 三 審査委員長
重県教育委員会 後援

16. 第2回 黒正杯 英語スピーチコン
テスト

2008年11月

大阪経済大学 主催

17. 第11回 三重県高校生英語スピー
チコンテスト

2008年10月

鈴鹿国際大学 主催, 三 審査委員長
重県教育委員会 後援

18. 第1回 黒正杯 英語スピーチコン
テスト

2007年10月

大阪経済大学 主催

19. 第10回 三重県高校生英語スピー
チコンテスト

2007年10月

鈴鹿国際大学 主催, 三 審査委員長
重県教育委員会 後援

20. 第9回 三重県高校生英語スピーチ
コンテスト

2006年10月

鈴鹿国際大学 主催, 三 審査委員長
重県教育委員会 後援

21. 第1回 学長杯 英語スピーチコン
テスト

2005年10月

鈴鹿国際大学 主催

2010年4月

大阪経済大学 2010年度 これまでのメタファ分析研究に時系列的概念を取り
特別研究費（23万円） 入れた「メンタル・ディスタンス仮説」を立証する
ための研究。主としてSPSSを用いた統計分析処理に
必要な研究予算として申請し、採択された。

審査委員長

審査委員長

審査委員長（初回開催実現）

審査委員（初回開催実現）

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況
1. 「ビジネススピーチコミュニケー 単
ションにおける「メンタル・ディ
スタンス仮説」の分析法に関する
実証研究」

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2016年1月～2016年4月

G7 ジュニアサミットin三重2016 日本代表参加者 英語指導講師 委嘱

2. 2014年12月～ 現在

ビューティビジネス学会 (JABB)

3. 2014年12月～2015年12月

日本国際情報学会 (GSCS)

4. 2014年11月

大津市教育委員会 「ICTを活用した外国語教育ティーチングメソッド研究開発業務」 プロポーザル審
査委員会 外部委員

5. 2013年5月～ 現在

国際ビジネスコミュニケーション学会 (JBCA)

6. 2012年5月～2013年3月

Association for Business Communication (ABC, 米国), Asia-pacific Conference 2013 Committee,
Publicity Manager

7. 2011年1月～2014年2月

国際ビジネスコミュニケーション学会 (JBCA)

8. 2010年4月～ 現在

日本国際情報学会 (GSCS)

理事

9. 2009年7月～ 現在

日本国際情報学会 (GSCS)

会員

会員

2015年度全国大会（大阪） 実行委員長

広報委員

開催支部長補佐

10. 2009年1月～ 現在

Association for Business Communication (ABC, 米国)

11. 2009年1月～ 現在

日本コミュニケーション学会 (CAJ)

12. 2009年1月～ 現在

国際ビジネスコミュニケーション学会 (JBCA)

13. 2005年9月～ 現在

大学英語教育学会 (JACET)

14. 2005年9月～ 現在

全国語学教育学会 (JALT)

会員
会員
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会員
会員

会員

