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 ポ ス タ ー 発 表 ............................................................................................................................  179 
 2-25-1 数理工基礎教育の課外学習支援（学生の学習スキル調査と課外学習支援） 

  西 誠（金沢工業大学基礎教育部（数理工教育研究センター））   180 
 2-25-2 化学の理解度を向上させる自由セミナー（個人支援の効果） 

  高梨 香織（北海道薬科大学） 
川嶋 恵子（北海道薬科大学） 
高木 英利（北海道薬科大学）       182 

 2-25-3 神戸薬科大学における新入生の基礎能力アンケート結果からの考察 
  小山 淳子（神戸薬科大学薬学部），守安 正恭（神戸薬科大学薬学部） 

水野 成人（神戸薬科大学薬学部），児玉 典子（神戸薬科大学薬学部）  184 
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 2-25-4 学生の気づきを促す授業を参観して（経験の浅い教師の気づきと変容） 
  原田 麻美（日本工業大学学修支援センター） 

福地 俊夫（日本工業大学学修支援センター） 
河住 有希子（日本工業大学学修支援センター） 
たなか よしこ（日本工業大学学修支援センター） 
田中 隆治（日本工業大学学修支援センター）     186 

 2-25-5 文章を書くことが苦手な初年次学生に対する支援を考える 
   （一年生の意見文から見えてきたこと）／久川 伸子（東京経済大学）   188 

 2-25-6 ピア・ラーニングを取り入れた学習相談（学習への悩みとその協働的解決プロセス） 
  阿部 真（プール学院大学国際文化学部）     190 

 2-25-7 薬学入門科目「薬剤師になるために」におけるイメージマップの活用 
  曽根 知道（摂南大学薬学部），山本 祐実（摂南大学薬学部） 

西川 智絵（摂南大学薬学部），栗尾 和佐子（摂南大学薬学部） 
柳田 一夫（摂南大学薬学部），中村 三孝（摂南大学薬学部） 
藤森 廣幸（摂南大学薬学部），前田 定秋（摂南大学薬学部）   192 

 2-25-8 学力低下の真の原因とリメディアル教育の可能性（日本一の学習支援室を目指して） 
  鈴木 雅之（湘南工科大学学習支援センター），水町 龍一（湘南工科大学工学部） 194 
 

体験型シンポジウム        8 月 31日(火) 12:30～14:30／A103 

 補習を重視したリメディアル教育を含む初年次教育が学習への動機づけと 
自立学習支援に及ぼす効果と課題 .....................................................................................................  196 

 企画の趣旨／長尾 佳代子（大阪体育大学）      197 
 「学習への動機づけ」および「自立学習支援」に関する概念的検討 

谷川 裕稔（四国大学短期大学部）      198 
 大手前大学の初年次教育におけるリメディアル教育の実践／石毛 弓（大手前大学現代社会学部） 200 
 公文式教材を使用したリメディアル教育の効果 

江口 潜（新潟産業大学経済学部），片山 壮平（（株）公文教育研究会調査企画室） 202 
 
一般研究発表（口頭発表４）           8月31日(火) 12:30～14:30／A108 

 日 本 語 教 育 .................................................................................................................................  205 
 2-32-1 大講義に実習を導入した時の学生の取り組みとその効果（小河式「転写法」を利用して） 

   中園 篤典（広島修道大学人間環境学部）     206 
 2-32-2 初年次必修日本語科目における「マナー論文」の取り組み 

   田島 ますみ（中央学院大学法学部）      208 
 2-32-3 レポート作成のためのモデルレポート提示の有用性 

    （複数校での論証型・文献調査レポート作成クラスでの試み） 
   吉里 さち子（鹿児島大学戦略的大学連携本部） 
   要 弥由美（鹿児島大学戦略的大学連携本部）     210 

 2-32-4 文章能力向上に関する学習支援の取り組みについて 
   大浦 洋子（九州情報大学経営情報学部），大野 典昭（九州情報大学経営情報学部） 
   車 炳玘（九州情報大学経営情報学部），和田 悌（九州情報大学経営情報学部） 
   合田 和正（九州情報大学経営情報学部），野口 安忠（九州情報大学経営情報学部） 
   全 彰煥（九州情報大学経営情報学部），福永 純三（九州情報大学経営情報学部） 212 

 2-32-5 主体的な学びを支援する文章指導（学生自身による課題発見と改善） 
   河住 有希子（日本工業大学学修支援センター），たなか よしこ（日本工業大学工学部） 
   馬場 眞知子（東京農工大学国際センター）     214 

 2-32-6 「大学での学び」と「専門科目の学び」（2年生の学びの実際から） 
   瀬村 江里子（松本歯科大学歯学部）      216 
 
一般研究発表（口頭発表４）           8月31日(火) 12:30～14:30／A206 

 理 数 系 教 育 ２ ............................................................................................................................  219 
 2-34-1 文系学生のためのリメディアル化学教育の実践（化学式，物質量（モル），化学反応式を中心に） 

   中川 徹夫（神戸女学院大学人間科学部）     220 
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 2-34-2 湘南工科大学における入学前教育でのWebへの取り組み 
   郡司 貴之（湘南工科大学工学部），水町 龍一（湘南工科大学工学部）  222 

 2-34-3 基礎数学でのデジタルペン活用による学習支援 
   今井 順一（千歳科学技術大学総合光科学部）， 
   石田 雪也（千歳科学技術大学総合光科学部）     224 

 2-34-4 大学数学を理解・習得させるための学生とチューターの交歓 
   熊谷 直之（神奈川工科大学基礎教育支援センター） 
   大嶋 啓子（神奈川工科大学基礎教育支援センター） 
   田辺 充（神奈川工科大学基礎教育支援センター） 
   福島 忠久（神奈川工科大学基礎教育支援センター） 
   山瀬 晟（神奈川工科大学基礎教育支援センター）    226 

 2-34-5 自ら学ぼうとする姿勢を育てる数学教育／井上 秀一（湘南工科大学）   228 
 2-34-6 大学初年次物理系教育のための講義・実験モジュールの構築と e-Learning コンテンツの開発 II 

   田中 忠芳（松本歯科大学歯学部），鍵山 茂徳（鹿児島大学学術情報基盤センター） 
   江尻 有郷（元琉球大学教育学部），並木 雅俊（高千穂大学人間科学部） 
   大島 和成（松本歯科大学歯学部），増田 裕次（松本歯科大学総合歯科医学研究所） 230 
 
ラウンドテーブル             8月31日(火) 14:40～16:40／A206 

 理数系分野におけるプレースメントテストの検討 ...........................................................................  232 
 企画の趣旨／椋本 洋（立命館大学），御園 真史（東京大学）     233 
 理数系におけるプレースメントテストの作成について／椋本 洋（立命館大学教育開発推進機構） 234 
 学生の指導と授業に活きる理数系のプレースメントテストの作成を目指して 

   御園 真史（東京大学大学院情報学環）      236 
 
一般研究発表（口頭発表５）           8月31日(火) 14:40～16:40／A108 

 英 語 教 育 ３ .................................................................................................................................  239 
 2-42-1 ビジネス英語を目標としない社会人の英語学習（学校英語リメディアル教育への示唆） 

  清田 洋一（明星大学教育学部）      240 
 2-42-2 高大連携と初年度教育に貢献しうる英語教育（英語朗読劇-Readers Theatre-の実践と応用） 

  浅野 享三（南山短期大学）       242 
 2-42-3 英語基礎力向上のための取り組み 

伊藤 礼子（日本橋学館大学リベラルアーツ学部）     244 
 2-42-4 授業内多読は英語習熟度の低い学習者の英語の「学び」を促す scaffolding となるか 

  城一 道子（江戸川大学メディアコミュニケーション学部）    246 
 2-42-5 グループ学習を導入したリーディング授業における内容理解向上の取り組み 

  壁谷 一広（桜の聖母短期大学英語学科）     248 
 
一般研究発表（口頭発表５）           8月31日(火) 14:40～16:40／A109 

 学 習 支 援 .......................................................................................................................................  251 
 2-43-1 愛媛大学における学習支援室の取り組み／山内 一祥（愛媛大学教育・学生支援機構） 252 
 2-43-2 「学習支援室」の認知度・利用率・満足度向上を目指した試みと今後の課題 

  奥村 玲香（帝塚山大学全学共通教育センター） 
野村 和代（帝塚山大学人文学部）      254 

 2-43-3 設置初年度における学修支援センターの運営状況 （四国大学における取り組み） 
下坂 剛（四国大学生活科学部，学修支援センター） 
谷川 裕稔（四国大学短期大学部，学修支援センター）    256 

 2-43-4 学習支援の概念枠組みに関する一考察（２） 
（日本リメディアル教育学会のアイデンティティを意識して） 

  谷川 裕稔（四国大学短期大学部）      258 
 2-43-5 ユニバーサル型大学の基礎学力支援の可能性 

（学生とのインタラクションから基礎学力支援のあり方を考察する） 
  鷲北 貴史（LEC東京リーガルマインド大学総合キャリア学部，基礎学力支援センター） 260 

 2-43-6 学生個々のニーズに対応させた学習支援／北川 和麿（湘南工科大学学習支援センター） 262 

9




