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……… 127
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初年次教育における高校調査書情報活用の可能性

……… 141
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……… 143
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湯浅 図单雄（湘单工科大学学習支援センター）
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体得する初年次教育～高校生から大学生へ学びの質を変える～
たなか よしこ（日本工業大学）
田中 隆治（日本工業大学）
小野澤 佳恵（国際交流基金）
佐藤 弘枝（群馬県立女子大学大学院院生）

……… 145
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～学生が学習活動をしやすい教材とは何かを考える～

……… 147

大谷 弘枝（日本工業大学学修支援センター）
馬場 眞知子（東京農工大学国際センター）
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オンデマンド講義における文章指導～学習支援フィードバックの方法と課題～ …… 149
河住 有希子（早稲田大学日本語教育研究センター
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自己発信を実現するためのファシリテーションを活用した日本語表現教育

……… 151

毛利 美穗（大手前大学総合文化学部）

一般セッション６（Ｂ203 教室）
（15：15～16：45）
司会：米満 潔（佐賀大学）
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e ラーニングによる入学前学習とその支援

……… 153

村田 信一（東海大学教育支援センター）
若林 敏雄（東海大学情報通信学部）
佐藤 実（東海大学理学部）
緒方 道郎（東海大学教育支援センター）
入学前学習統括室員
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e-Learning のコース機能を活用した入学前教育

……… 155

川西 雪也（千歳科学技術大学）
小松川 浩（千歳科学技術大学）
16：15～

入学前 e-learning における修了テスト実施率 100％への取組み
小野田 正之助（近畿大学生物理工学部）

……… 157

9 月 2 日（水）
ICT 活用ワークショップ（Ｇ201 教室）
（15：15～16：45）
……… 159

千歳科学技術大学関連事例紹介
司会：佐藤 実（東海大学）
授業支援型コンテンツ開発の基礎作りについて
鳥本 恭稔（北海道札幌稲雲高等学校）
授業支援型コンテンツの開発・数学授業実践について
河村 真一郎（北海道札幌拓北高等学校）
監修作業のビデオ紹介
今井 順一（千歳科学技術大学）

産学セッション２（Ｇ202 教室）
（15：15～16：45）
司会：野村 和代（帝塚山大学）
15：15～

サービスラーニングにおける学習意欲の形成
～「社会調査」教育の事例に即して～

……… 161

野呂 一仁（立正大学人文科学研究所）
田隝 和久（立正大学文学部社会学科）
15：45～

サービスラーニングによる学習意欲の形成 ～福祉ものづくりの事例に即して～ …… 163
水谷 光（湘单工科大学工学部電気電子工学科）

16：15～

生徒に考える小論文とマニュアル小論文を課した場合の差異について
～入学前学習プログラムの指定課題図書を例に～
中園 篤典（広島修道大学人間環境学部）

……… 165
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自律研究・英語部会シンポジウム２（Ｂ102 教室）
（15：15～16：45）
司会：村上 裕美（関西外国語大学短期大学部）
学生の学習意欲と学習効果を高める授業とは
～授業観察シートと授業改善の手引書活用の可能性～

……… 167
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笹井 悦子（桃山学院大学非常勤講師）
東郷 多津（京都ノートルダム女子大学）

一般セッション７（Ｂ201 教室）（17：00～18：30）
司会：小野田 正之助（近畿大学）
17：00～

……… 169

ポータルとクリッカーを活用したグループワークによる学生の学習動機付け
青野 透（金沢大学大学教育開発・支援センター）

17：30～

リメディアルとしての社会人基礎力
～ポートフォリオ基盤型学習スタイルの導入～

……… 171

石毛 弓（大手前大学現代社会学部）
奥田 雅信（大手前大学総合文化学部）
本田 直也（大手前大学現代社会学部）
18：00～

理工系大学における学習スキルを扱う初年次教育とその効果
黒沢 学（東京電機大学未来科学部）

……… 173
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一般セッション８（Ｂ201 教室）
（17：00～18：30）
司会：田中 忠芳（松本歯科大学）
17：00～

動画を活用したオンライン学習用理系リメディアル教材の開発

……… 175

米満 潔（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
原口 聡史（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
久家 淳子（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
永渓 晃二（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
古賀 崇朗（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
本田 一郎（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
時井 由花（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
河道 威（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
梅崎 卓哉（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
藤井 俊子（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
山口 知広（
（株）デジタルメディアグロース）
杉山 秀則（放送大学）
平野 秋一郎（放送大学）
小野 博（放送大学）
穗屋下 茂（佐賀大学 高等教育開発センター）
17：30～

数学リメディアル教育における e－ラーニング教材の開発

……… 177

水町 龍一（湘单工科大学工学部）
18：00～

ゲーム感覚を取り入れたリメディアル教材の開発
原口 聡史（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
梅崎 卓哉（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
小野 博（放送大学）
穗屋下 茂（佐賀大学高等教育開発センター）

……… 179

9 月 2 日（水）
一般セッション９（Ｂ201 教室）（17：00～18：30）
司会：村田 信一（東海大学）
17：00～

入学前教育における Web 上のフォロー

……… 181

郡司 貴之（湘单工科大学工学部）
水町 龍一（湘单工科大学工学部）
17：30～

消極的理由による退学を予防するための入学前教育

……… 183

谷口 多恵子（羽衣国際大学教学センター）
18：00～

携帯電話対応型 LMS 利用による学習モチベーション持続を目指した入学前教育 …… 185
中島 彰子（大手前大学）
近藤 伸彦（大手前大学）
毛利 美穗（大手前大学）

ICT 活用セッション４（Ｇ201 教室）
（17：00～18：30）
司会：中嶋 輝明（北星学園大学）
17：00～

ブレンド型 e-Learning 講義におけるデータ解析および
ドロップアウト早期発見チェックシートの提案

……… 187

大澤 佑至（千歳科学技術大学大学院光科学研究科）
高岡 詠子（上智大学理工学部情報工学科）
吉田 淳一（千歳科学技術大学総合光科学部）
深町 賢一（千歳科学技術大学総合光科学部）
小田 久哉（千歳科学技術大学総合光科学部）
17：30～

ｅラーニングを用いた英語教育での音声提出課題とフィードバック

……… 189

藤井 俊子（佐賀大学 e ラーニングスタジオ）
早瀬 博範（佐賀大学文化教育学部）
草場 千穗子（広島大学文学研究科）
齋藤 夕希子（佐賀大学教育学研究科）
穗屋下 茂（佐賀大学高等教育開発センター）
18：00～

大阪体育大学における英語 e ラーニング導入経過報告
～英語 e ラーニングと従来型授業の比較～
工藤 俊郎（大阪体育大学教養教育センター）

……… 191

9 月 2 日（水）
産学セッション３（Ｇ202 教室）
（17：00～18：30）
司会：長沼 君主（東京外国語大学）
17：00～

大学授業研究の方法論と初年次教育への適用

……… 193

赤堀 侃司（白鴎大学教育学部／教育テスト研究センター）
17：30～

リメディアル教育における公文式学習の活用実践報告

……… 195

江口 潜（新潟産業大学経済学部）
内山 岳志（公文教育研究会社長室調査企画チーム）
18：00～

TIES を利用した入学前教育実践報告

……… 197

野村 和代（帝塚山大学人文学部）
奥村 玲香（帝塚山大学心理福祉学部）

学会紹介「日本リメディアル教育学会」
小野 博（日本リメディアル教育学会会長）

企業広告
株式会社アートスタッフ
チエル株式会社
ピアソン・ロングマン
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