
『視聴覚教育研究 11』（平成 9 年 3 月 21 日発行） 

Claude Levi Alvares 
Internet dans l'enseignement du francais - compte-

rendu d'une premiere tentative - 

Catherine Diot-Vansintejan Le spot publicitaire dans la classe de langue   

Janet M.D.Higgins Visualising Speaking   

村上 久恵 「学習支援ツールとしての World-Wide Web」 

吉田 光演  「インターネットを利用したドイツ語教育の試み」 

澤田 肇 「CALL 用フランス語語彙学習ソフトの評価報告」 

小川 泰生 「中国語聴取法教材資料集・」 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コース 

第 7 回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 10』（平成 8 年 3 月 10 日発行） 

澤田 肇  
「コンピュータとフランス語教育(2) -インタラクティブな

テキスト購読-」 

Peter A Goldsbury  
The Perils of Pedagogy：Some Cautionary Notes on 

Language Learning and Language Skills 

村上 久恵 「広島大学 CALL 教育リポート」 

座談会 「マルチメディア時代の外国語教育」 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コース 

第 6 回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 9』（平成 7 年 2 月 6 日発行） 

吉田 光演 
「コンピュータとドイツ語教育 -マルチメディア型外国

語 CAI 教育の現在-」 

Peter A Goldsbury 
Video in the UniversityClassroom:   Three Ways of 

Naming the Rose in Saijo 

Tao Ran College English Education in China 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コース 

第 5 回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 7・8』（平成 6 年 3 月 1 日発行） 

澤田 肇 
「コンピュータとフランス語教育(1) -外国語教育支援マ

ルチパーパスタイプ LL教室について-」    

三木 直大 「台湾の言語環境と外国語教育 -詩人・林亨泰の場合」 

西田 正 「新入生の英文法の学力調査(6)」 

土井 悠子 「西条キャンパス LL教室」 

LL準備室報告  

総合科学部外国語コー

ス 第 4回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 6』（平成 4 年 3 月 28 日発行） 

Shoko Ito The Gulf War in Current English Class 

Peter A Goldsbury 
Demythologising English Education: Some 

Comments and Suggestions 

佐藤 正樹 シリーズ「私の授業」(3) 「私の視聴覚授業」 

山田 純・小林 ひろえ  「新入生の英文法の学力調査(5)」 

土井 悠子 「視聴覚教室に関する教官アンケートの結果」 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コース 第

3 回卒業生  
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 5』（平成 3 年 3 月 28 日発行） 

Michael Lazarin 
Evaluating Listening Comprehension Competece and 

Performance 

Peter A Goldsbury 
Video in the University Classroom: The Problem of Large 

Classes 

小川 泰生 「中国語の音調指導について」 

小野 光代 シリーズ「私の授業」(2)「ドイツ語聴取法 I を担当して」 

小林 ひろ江 
シリーズ「私の授業」(2)「購読授業における"Cooperative 

Learning"の試み - 一斉授業からの脱却をめざして -」 

山田 純 「新入生の英文法の学力調査(4)」 

土井 悠子 「現有 LL 教室に関する教官アンケートのまとめ」 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コー

ス 第 2 回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき  
 



『視聴覚教育研究 4』（平成 2 年 2 月 28 日発行） 

Michael Lazarin・Carol Rinnert Productive Listening 

Hiroe Kobayashi 
Listenig Strategies of the Good Language Lerner in 

Oral Communication 

Peter A Goldsbury 
Teaching English in Japan: Problems and 

Possibilities 

稲田 勝彦 
シリーズ「私の授業」(1)「わがクラスルームテクニッ

ク」 

藤本 黎時 
シリーズ「私の授業」(1)「英語の「ＬＬ」と購読-ささや

かな工夫」 

北里 和則 「ワープロによる外国語学習」 

西田 正 「新入生の英文法の学力調査(3)」 

土井 悠子 「現有 LL 教室に関する学生へのアンケート」 

LL 準備室報告  

総合科学部外国語コース 第

1 回卒業生 
卒業論文概要 

あとがき   
 



『視聴覚教育研究 3』（平成元年 2 月 28 日発行） 

はしがき  

Peter A Goldsbury・Michael 

Lazarin・Carol Rinnert 
Outsiders on the Inside 

Peter A Goldsbury Video in the University Classroom 

Christel Kojima-Ruh Bemerkungen zum Deutschunterricht in Japan 

Michael Lazarin 
Using Authentic Language Video Shorts with Upper 

Basic and Lower Intermediate Students of English 

Carrol Rinnert Improving Oral English Skills 

藤本 黎時・三浦 省五 「新入生の英文法の学力調査(2)」 

小林 ひろえ 
「フィリピン人の英語習得に関する現地実態調査につ

いて」 

土井 悠子 「広島大学総合科学部視聴覚教室の現状」 

LL 準備室報告  
 



『視聴覚教育研究 2』（昭和 63 年 3 月 1 日発行） 

はしがき  

蘇 徳昌 「中国人の目から見た中国語教育」 

三浦 省五・佐々木 

紘 
「選択肢テスト処理プログラムを利用して」 

小野 光代 「20 年前の学会プログラムから」 

武田 智孝 
「「四単位必修制」の初修外国語における視聴覚教育の歪

み」 

福居 和彦 「「ドイツ語総合クラス」(Ringkurs Deutsch)について」 

藤本 黎時・三浦 省

五 
「新入生の英文法の学力調査」 

稲田 勝彦 
「大学英語教育の変化と学生の反応 ー広島大学の場合

ー」 

西田 正 「VIDEO 教材と大学生の英語学力」 

土井 悠子 「大学英語教科書の変遷 ー広島大学の場合ー」 

テープ一覧  

LL 準備室報告  
 



『視聴覚教育研究 1』（昭和 62 年 2 月 28 日発行） 

はしがき  

稲田 勝彦 
ビデオ教材利用による英語ヒアリング能力養成の授

業 

三浦 省五 ＬＬに対する学生の意見 

嶋屋 節子 ドイツ語講座からのレポート 

小島 基 第二外国語と視聴覚教育 

村瀬 延哉 フランス語視聴覚教育の反省 

小谷 一郎 中国語教育の現状と問題点 

淵上 克司 一年間のＬＬの授業を振り返って 

三浦 省五 ＬＬの将来展望 

土井 悠子 ＬＬ自由演習報告 

土井 悠子 ＬＬ教室の利用状況 

菅  京子 ＬＬ機器の保守について 

広島大学総合科学部ＬＬ概

要 
 

 

 




