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ふりがな	 	 	  
氏	 	 名	 ロング、ロバート ウィリアム 	  
生年月日 昭和 35年 03月 10日 
 

本	 籍  アメリカ 
現住所	 福岡県北九州市八幡東区帆柱５丁目６−１１	  
年	 	 月 学	 	 	 	 	 	 	 	 	 歴 

昭和 53年 6月 
昭和 53年 6月 
昭和 56年 12月 
昭和 57年 1月 
昭和 58年 8月 
昭和 63年 8 月 
平成 5年 12月 

チェンバレン高校卒業 
フロリダ大学入学 
同上卒業（英語教育学士） 

フロリダ州立大学大学院入学 
同上修了（英語教育修士）     

フロリダ州立大学博士課程進学 
フロリダ州立大学 スペシャリスト・ディグリー (ED.S) 「教育スペシャリスト」の取得 

年	 	 月 職	 	 	 	 	 	 	 	 	 歴 
昭和 57 年 6 月 
昭和 58 年 12 月 
昭和 59 年 6 月 
昭和 59 年 9 月 
昭和 60 年 5 月 
昭和 60 年 10 月  
昭和 60 年 3 月 
昭和 63 年 3 月  
昭和 63 年 3 月 
昭和 63 年 3 月 
平成  6 年 3 月 
  
平成  6 年 4 月 
平成  7 年 3 月  
平成  7 年 5 月 
平成  8 年 3 月 
平成  8 年 4 月 
平成 20 年 4 月 
平成 23 年 4 月 
平成 28 年 4 月 

 ゲインズヴィル・アカデミー英語講師（フロリダ州） [常勤] 
   同上退職 
 ギブツ・ギブラム学業・農業アシスタント（イスラエル） 
   同上退職 
 アワ・レイディー・オブ・グアダルペ・スクール英語・スペイン語講師（テキサス州）  [常勤] 
   同上退職 
インナー・ハーバー・ホスピタル心理カウンセラー（フロリダ州） 

同上退職 
フロリダ州立大学英語教育強化センター 英語講師（フロリダ州） [常勤] 
タラハシ・メモリアル・リジョナル・センター 心理カウンセラー（フロリダ州） [常勤] 

同上退職   (フロリダ州立大学英語教育強化センター 
タラハシ・メモリアル・リジョナル・センター) 

広島修道大学人文学部客員教授 
同上退職 

インターナショナル・ビジネス・スクール日米語学学院英語講師/コンサルタント（福井県） 
同上退職 

九州工業大学工学部人間科学講座外国人教師 
九州工業大学大学院工学研究院人間科学系外国人教師 

  九州工業大学大学院工学研究院人間科学系准教授 
九州工業大学教養教育院言語系准教授 

現在に至る 

 



別紙様式２	 

調	 	 	 	 査	 	 	 	 書 
 
氏	 名: ロング、ロバート ウィリアム 

１．教育研究業績 
       （ア）学術論文，著書，一般寄稿  
          別紙様式３のとおり 

（イ）特許発明 なし 
 

２．研究機関及び教育機関における活動 
(1) 昭和63年8月～平成6年3月 フロリダ州立大学英語教育強化センター英語講師 （担

当科目：初級～上級スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング、文法。その

他：カリキュラム開発委員会委員長、修士学生のための教育技能指導） 
(2) 平成6年4月～平成7年3月 広島修道大学人文学部客員教授 （担当科目：英米文化

英語コミュニケーション、１、２年生対象英語会話） 
(3) 平成7年5月～平成8年3月 インターナショナル・ビジネス・スクール日米語学学院英

語講師・コンサルタント （担当科目：（ビジネスマン、エンジニア、警察官対象の）ビジ

ネスクラスおよび一般クラス。その他：教育技能指導およびカリキュラムデザイン コン

サルティング） 
(4) 九州工業大学 外国人教師 （担当科目： 英語Ａ、C、D、技術英語、大学院英語、 
選択英語） 
 

３．現在の研究事項 
(1) 語用論：conflicts、complaints、shyness、sexual harassment 
(2) 談話分析： pausology、discourse markers, fluency, dysfluency, grammatical errors 
(3) インターナショナリゼイション: Intercultural knowledge and competency、exchange 

               Programs 
(4)英語教育法 

 
４．現在の職務内容 
    	 (1) 英語IIC-1, 2, 3, 4, 6C, 7C, IX, X 

    (2) 教養教育院GL専門部会委員 
 

５．学会及び社会における活動 
    	 (1) 全国英語教育学会(JASELE)、九州英語教育学会 (KASELE) 会員 
    	 (2)  Japan Association of Language Teachers (JALT) 会員 
    	 (3)  The JALT Proceedings 編集査読委員(平成19年、平成20年、平成22年) 
    	 (4)  KASELE Journal 編集査読委員 (平成16年～現在) 
    	 (5)  Co-Editor for the Language Teacher  (平成13年～平成14年) 
    	 (6)  Co-Program Chair for the “International JALT平成12年 Conference (2000)” 
 
６．身体の状況	 良好 
 
７．外部資金，競争的資金獲得等 
       日本学術振興会科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2件 



       共 Robert Long & Masatoshi Tabuki 
Focusing on Fluency: Correlating Fluency and Syntactical Complexity Rates with 
TOEIC Scores	 	 	 	  
期間: 平成24年～平成26年  
Grant number: 24520626 
¥3,770,000 
 

           単 Robert Long 
Investigating Fluency and Dysfluency in Gendered Discourse 
期間: 平成27年～平成29年  
Grant number: 15K02788 
¥3,510,000



別紙様式３ 
平成 30年 05月 30日 

教 育 研 究 業 績 書 
氏	 名	 ロング、ロバート ウィリアム 	  

教育に関する業績説明及び抱負 
A technical English course for KIT was created. I taught it for more than 10 years and wrote two technical 
English books for the program. I also assisted Dr. Cho with his Space University. I have helped various deans, 
professors and students with editing and proofing their engineering papers and presentations. I have also 
written many papers on exchange programs. I have written various EFL textbooks for first and second-year 
English courses. In addition to teaching and coordinating English classes, my aspirations focus on 
contributing to Global Learning division, such as making programs for the Language Lounge, and editing 
Master and Ph.D. dissertations.  
本学の技術英語コースにおいて、私は10年以上それを教え、プログラムのために技術英語の本を2冊執筆しまし
た。 私はまた、宇宙工学国際コースで趙教授をサポートしました。 私は、学長、教員をはじめ、様々な学生のエ
ンジニアリング・ペーパーやプレゼンテーションの編集と英文校正を行ってきました。 私は交換プログラムにつ
いても多くの論文を執筆しました。私は1年次と2年次の英語コースのために様々なEFL（外国語としての英語）の
教科書を執筆しました。私の抱負は、英語の授業を教え、コーディネートし、グローバル教育部門に貢献すること
です。特に、ランゲッジラウンジのプログラムを作成し、学生の修士論文や博士論文を英文校正することに重点を
置きます。(翻訳：渡邉浩明) 
教育上の能力に関する事項 年	 月 概	 	 	 要 
1. 教育方法の実践例 	 平成 12年～ 

平成 30年 
I have created the educational technique of second-
person “gambits,” which are realistic role-plays. 
Students “simulate” a real conversation, taking notes of 
what their partner says. This allows me a written record 
of what all students have said. The second technique is 
peer-assessment in which students are trained to be 
critical of their partner’s oral presentations. Third, I 
have used “flipped classes” in which students prepare 
for their lectures beforehand, watching various videos 
and preparing for a seminar.  
① ペアワーク・グループワークの一助となる「ガンビッ

ト」という英会話のヒントを作成した。これにより、
学生達は実生活に適した英会話ができ、話し相手の話
す内容も記録することができる。従って、学生達の会
話内容をすべて記録保持できる。 

② 英語プレゼンテーションを評価するルーブリックを作
成し、学生が互いのプレゼンテーションを評価するこ
とを実現している。 

③ 反転学習の実践。事前にビデオなどを視聴させ講義前
の事前学習をさせている。（翻訳：渡邉浩明） 

2. 作成した教科書、教材 平成 10年 3月 
平成 14年 8月 
平成 17年 3月 

 
平成 18年 3月 

 
平成 21年 2月 
平成 21年 3月 
平成 21年 3月 

 
平成 21年 3月 
平成 22年 3月 
平成 26年 3月 

 
平成 27年 3月 

 
平成 27年 3月 

 

The Science Navigator, [Asahi Publishers] 
Critical Insight on Contemporary Issues. [Seibido Publishers] 
Crossing Over: Exploring Japanese Culture and Life Through 
English. [Lulu Press] 
Reflections on Social and Environmental Issues. [Seibido 
Publishers]  
The Culture Compass, 2nd Edition [Perceptia Press] 
Explaining It: Discussing Japanese Culture in English. [同上] 
Connections: Understanding Social and Cultural Issues 1st / 2nd 
Editions [同上] 
Stepping Out into Cross Cultural Interactions, Second Edition. [同上] 
Technical Matrix II「工業技術の基盤 II」[同上] 
Above the Glass Ceiling: Contemporary Women Leaders, Lulu 
Press 
Reaching Out: A Textbook for Developing English Conversation 
Skills.  [Perceptia Press] 
Connections: Understanding Social and Cultural Issues, 3rd 
Edition  [同上] 



3. 当該教員の教育上の能力
に関する大学の評価 

平成 28～29
年 

工学部授業評価アンケート 
2017 英語 IVC-I/ 2016 英語 A（3クラス） 

#1  progress of class（授業の進度）   
#4  satisfied with contents（内容の満
足度）        
#5  can achieve these goals（目標達成
度） 

4.10  
4.03 
  
3.87 

4.03 
3.93 
 
3.86 

2017 英語 DII/ 2016 英語 CII 
#1  progress of class （授業の進度） 
#4  satisfied with contents（内容の満
足度） 
#5  can achieve these goals（目標達成
度） 

3.93 
3.85  
  
3.75                                              	 	 	  

4.03 
3.93 
 
3.86 

 

4. その他 平成 20～30
年 

フィクション 
Different short fables have been used in reading tests. Inductive thinking 
is tested in regard to the morals (point) of the story. Sometimes, students 
have to practice writing by "finishing" the ending of the fable。 
執筆・出版した寓話を英語読解テストに用いている。ストーリー

が言わんとしている教訓を考えさせることによって、学生の帰納

的思考を涵養している。また、ストーリーを完成させるライティ

ング課題も課すこともある。 
New Aesop Fables for Children Volumes 1-10 	 [Lulu Press] 
The Arcadian Dragon: An Aesopian Novel. (2017). [同上] 
New Aesop Fables for Children Volumes I and II (2008) [同上] 
Inside the Chrysanthemum: New Japanese Fables (2006) [同上] 
Giga: New Aesopian Fables. (2006) [同上] 
New Aesop Fables (2005) [同上]  
The Buddha’s Journey Home: New Buddhist Fables (2006) [同上] 

研究に関する業績説明及び抱負 
My research has covered several areas: attitudinal and values, pragmatics, student exchanges, listening 
comprehension, authentic language, fluency/dysfluency, gendered interactions. I have, through my research 
aims, sought to have answers to practical problems concerning spontaneous speech, fluency, and grammatical 
accuracy in presentations and in compositions. In many cases, the results have helped shape better KIT 
orientations, class lectures, and have been the basis of EFL books. My job aspirations are geared to assisting 
students with their job interviewing skills, managing the first-year student program, proofing Master theses 
and Ph.D. dissertations, helping to start a KIT entrepreneurial club [like Kyushu University’s], and teaching 
one or two more classes. 
私の研究分野は次のとおりです。言語運用における態度と価値（感）、語用論、学生の（英語での）会話、聴解
力、話者独自の言葉、流暢さと非流暢さ、ジェンダー間の会話です。これまで、英語プレゼンテーションや英作文
における自発的な発話、流暢さ、文法の正確さに関する実際的な問題への答えを研究してきました。研究成果は、
海外派遣事前学習、講義に役立てただけでなく、外国語としての英語の著書の礎となっています。今後の抱負は、
学生の就職活動の英語面接を助けたり、初年次英語クラスを管理運営、学生の修士・博士論文の英文校正、九工大
での「企業クラブ」（九州大と同様なもの）の立ち上げ、そして規定以上のクラスを担当したりすることです。（翻
訳：渡邉浩明） 
 
職務上の実績に関する特

記事項 年	 月 概	 	 	 要 

技術英語コース 
 
スペース大学の選択と訓練 
 
大学院カリキュラムリビジョン 
 
初年度の英語コーディネーター 

平成 12～平成 25年
3月 

平成 19～平成 22年
5月 

平成 28～平成 29年
11月 

平成 26年～現在 

For more than 10 years I taught technical English and wrote two 
textbooks for this course. 
Evaluated and interviewed Dr. Cho’s candidates for Space 
University. 
I helped revise the graduate curriculum for courses IXA, IXB, IXD 
XA, XB, XD. 
I have coordinated the first-year course. 
 



著書，学術論文等の 
名 称 

単著 
共著 
の別 

発行又は 
発表の

年 月 日 

発行所，発表雑誌

等又は発表学会等

の名称 
概	 	 	 	 	 	 要 

（学 術 論 文） 

単 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30年 7月 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Language 
Teaching, Vol.11,No. 
6, pp. 125-141. 

 
 
 
 
 
 

The problem of shyness and hesitation is 
sociolinguistic problematic for Japanese L1 and 
L2 speakers. This is accelerating the 
demographic crisis in Japan. The paper focuses 
on variables on fluency, syntactic and lexical 
complexity. The research question focuses on 
"In gendered discourse, which sex is the most 
fluent and which sex has the most dysfluency?” 
恥ずかしがり屋で話すことを躊躇する問題

は、日本語の L1（第一言語）と L2（第二
言語）の話者にとって社会言語学上の問題

である。 これは、男女間の意思疎通を阻害
し、日本の人口統計的危機を加速させてい

る。本論では、流暢さ、構文、語彙の複雑

さに関する変数に焦点を当てている。この

研究は、「男女間の会話ではどちらが最も

流暢なのか、また、どちらが最も非流暢な

のか」という問いに焦点を当てている。 

1.  Investigating Syntactical and 
Lexical Complexity in Gendered 
and Same-sex Interactions 
男女間および同性間の会話にお

ける構文と語彙の複雑さの調査 

2. Delving into Dysfluency. 
非流暢さの研究 

 
単 

 
平成 29年 5 
月／6月 

 
The Language Teacher, 
Vol. 41,No.3, pp.17-23. 

In this paper, the aim was to find out the six 
most prominent forms of dysfluency for 
Japanese EFL speakers. Data was collected 
from the Japanese college students' corpus 
(JUSC) which has 61 transcripts and 51,061 
words. The most problematic dysfluency was 
short mean length runs (between pausing), the 
limited number of words, the high ratio of 
silence, the number of pauses, repetition, and 
the amount of meaningless syllables.  
この論文では、日本の EFL（外国語として
の英語）話者のための 6つの最も顕著なタ
イプの非流暢さを見つけることを目的とし

た。 データは 61の発話記録と 51,061語を
有する日本の大学生コーパス（JUSC）から
収集された。 最も問題となる非流暢さは、
平均して短い平均長さの発話、限られた単

語数、高い沈黙率、休止回数、繰り返し、

無意味な音節の量であった。 
3. A Review of ETS’s Criterion 
Online Writing Program for Student 
Compositions 
学生の英作文のための ETS オン
ラインライティングプログラム

についての展望 

 
単 

 
平成 25年 6月 

 
The Language Teacher, 
Vol.37, No.3, pp.13- 

20. 

This research report reports on the findings of 
first-year students using an on-line writing 
program. The questions focus on does EST’s 
computerized feedback reduce error rates and 
improve writing, and over the course of a year, 
have students made significant progress. Results 
were mixed, but error rates did decline in some 
areas regarding mechanics and grammar.  
ETSの Criterion Online Writing Programを使
用した大学 1 年生の研究レポート。この研
究は、二つの研究課題に焦点を当ててい

る。 
(1) ETS のコンピュータ化されたフィード

バックが、学生の間違いを減らし、英

作文を改善せせるか。 
(2) 学生は一年をかけて英作文を執筆して

何かしらの進歩があるのか。 
その結果、英作文が改善されたとは明確に

は言えないものの、文法に関する分野では

間違いが確かに減少した。 



4. A Longitudinal Study of Novice-
level Changes in Fluency and 
Accuracy in Student Monologues 
一定期間の調査：学生の英語ス

ピーチにおける、初心者レベル

での流暢さと正確さの変化 

 

単 

 

平成 24年 6月 

 

English Language 

Teaching, Vol.5, No.10, 

pp.129-137. 

This research was conducted for a year to see if 
students could make improvements in both 
fluency and accuracy. As a result, significant 
progress was made with respect to average 
length and speech rate, but grammatical 
improvement was not seen for the two groups. 
この研究は、学生が流暢さと正確さの両方

を改善できるかどうかを確認するため、1
年間実施した。 その結果、スピーチの平均
的な長さと、発話速度に関しては著しい進

歩がみられたが、文法的な改善は課題をこ

なしたグループとそうでないグループも共

に見られなかった。 
5. Evaluating Writing Skills and 
Teacher Feedback Using an Online 
Writing Program 
オンラインプログラムを使用し

たライティングスキルと教師の

フィードバックに関する評価 

 
共 

 
平成 24年 3月 

 
2012 KASELE Bulletin, 
Vol.40, pp.69-76. 

 

This was another research report on the first- 
year students of the university using ETS 
'Criterion Online Writing Program. This paper 
focused on 1,275 papers which written during 
the academic term of the university. This study 
focuses on student mistakes and faculty 
feedback. As a result, computer feedback 
returned more responses about mistakes on 
form and sentence length, where as teachers 
tended to focus on mistakes about meaning. 
ETSの Criterion Online Writing Programを使
用した大学 1 年生の研究報告。本稿では、
大学の学期中に学生が書いた英作文 1,275
件を対象とし、学生の間違いと教員のフィ

ードバックに焦点を当てている。その結

果、コンピュータのフィードバックは、形

式や文の長さに関する間違いについてより

多くの反応を返し、教員は意味に関する間

違いに注目することが分かった。 
「論文全体の構成」、「データ集積と分

析」、「論文の書き下し」を担当 
 (Robert Long, Masatoshi Tabuki) 

6. Japanese Students’ Reflections 
and Advice based on their Study 
Abroad Program 
語学研修プログラムに基づく日

本人学生の振り返りとアドバイ

ス 
    

 
共 

 
平成 18年 3 月 

 
KASELE Bulletin, Vol.34, 

pp.71-80. 

This long-term research is based on reflection 
and advice of KIT students on language training 
gathered over several years. After students came 
back, students reflected on which advice was 
the most important.  
この長期的な研究は、九工大学生が数年間

にわたって集めた語学研修についての振り

返りとアドバイスに基づいている。学生が

帰国した後、どのアドバイスが最も重要か

を学生が振り返っている。 
「論文全体の構成」、「データ集積と分

析」、「論文の書き下し」を担当 
 (Robert Long, Masatoshi Tabuki)	    

7. The Perlocutionary Effects of 
Complaints in Conflict Talk 
対立的会話における発話媒体の

効果 
 

 
共 

 
平成 17年 3月 

 

KASELE Bulletin, Vol.33, 

pp.75-84. 
 

This study concerned the ‘mediation effect’ of 
complaints in political debate. Data is based on 
100 scripts from CNN's “TV Show Crossfire.” 
Analysis of the data is based on how Boxer 
(1993, 1996) identifies responses to indirect 
complaints. As a result, it became clear that 
there is a clear pattern about how complaints 
function in discourse. 
政治討論における苦情の調停効果を分析す

る論文。  データは CNN の TV “Show 
Crossfire”の 100 のスクリプトに基づいてい
る。このデータの分析は、Boxer（1993、
1996）が間接的な苦情に対する反応をどの
ように特定しているかに基づいている。 そ
の結果、どのように苦情が談話において機

能するかについて明確なパターンがあるこ

とが明らかになった。 
「論文全体の構成」、「データ集積と分

析」、「論文の書き下し」を担当 
 (Robert Long, Masatoshi Tabuki)	    



（ 特 別 講 演 等 ） 
１．Meiji Gakuen Lecture  
明治学園での講演 
 
 
 
 

 
 
単 
 
	  

 
  平成 29年 1月 

 
Meiji Gakuen School, 

Tobata Ward,  
Sensui-cho 

 
“Developing Your Intrapersonal and 

Interpersonal Intelligence: Emphasizing Your 
Empathy” 

「個人内と個人間の知性を養う―共感を強

調して」 
この講義では、共感の重要な要素と、自分

自身でより良いものを開発する方法につい

て説明した。いくつかの動機づけの映画に

ついて話し合いも持った。 

その他 
１．Classroom Placement, 
Teachers’ Instructing Behavior, and 
Student Morale. 
クラス分け、教員の指示的行

為、学生の士気に関する考察 
 
 
 
 

 
 
共 

 
平成 18年 3月 

 
Kyushu Institute of 

Technology Research 

Bulletin, Vol. 56, pp.35-47. 

This research focused on the morale of college 
students in Japan, especially the problem of 
instructive behavior (leadership) of teachers and 
the level of student's class (based on language 
ability and university placement test). PM 
theory (1985) is used as the basis of research 
investigation. This data is used to measure the 
performance and motivating behavior of 
teachers. 
日本の大学生の士気、特に教員の指示的行

為 (リーダーシップ) と学生のクラスのレベ
ル (言語能力と大学のプレイスメントテス
トに基づく)の問題に照準を絞った研究。三
角氏の PM 理論 (1985) が研究調査の基礎と
して使われている。このデータは、教師の

行動や学生の動機づけを測定するために活

用されている。 
「論文全体の構成」、「データ集積と分

析」、「論文の書き下し」、「統計分析を除く

すべて」を担当 
(Robert Long, Hiroshi Inoue) 

２. Misunderstandings in Discourse 
between a Native speaker and 
Nonnative speakers. 
ネイティブスピーカーと非ネイ

ティブスピーカー間の談話にお

ける誤解 

 
 
単 

 

平成 11年 11月 

 
Kyushu Institute of 

Technology Research 

Manual, 47, 41-52. 

 
Papers examining the role of negotiations in 
discourse between Japanese students and native 
English teachers. The first objective was to 
identify factors that caused misunderstandings. 
The second objective was to examine how 
participants were preventing misunderstandings. 
As a result, it was found that many of the 
problems caused by one element are speech / 
cultural, whereas problems in content are often 
related to obscure expressions. 
日本の学生とネイティヴ英語教員間の談話

における交渉の役割を検証した論文。第一

の目的は、誤解を生じさせる要因を特定す

ることであった。第二の目的は、参加者が

どのように誤解を予防しているかを考察す

ることであった。その結果、一つの要素に

よって引き起こされる問題の多くが音声

的・文化的なものであるのに対し、内容面

での問題はしばしば分かりにくい表現に関

係していることが分かった。 

計 9編    

 

上記記載の分を含め 
学術論文	  	 	 	 48編（査読付論文	 36編，国際会議	 12編） 
学位論文	  	 	 	 0編 
著書	 	 	  	 	 	 19冊（教科書 12冊） 
特別講演等 	 	 	 5回 
その他              	  査読なし論文	 10篇・査読付き論文準備中	 1篇 

 


