
9:00-9:55

10:00-10:55

11:00-11:40

11:45-12:45

12:45-13:15

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

医療系(1) ICT活用教育(1) 学習支援(1)＋英語(1)

清水忠（兵庫医療大学） 米満潔（佐賀大学） 三好徹明（関西国際大学）

13:15-13:40
A11：薬学部における科目分野横断
型教育の試みとその評価　青江麻
衣（大阪大谷大学）

A21：プログラミング科目の再履修
者指導に関する一手法　館宜伸
（金沢工業大学）

A31：自己PR文のプランニング段階
に着目した文章産出支援　山田貴
子（安田女子大学）

13:45-14:10

A12：有機化合物分野未学習・学習
不足の薬学部入学生に対するリメ
ディアル教育　和田重雄（日本薬
科大学）

A22：不完全なBYOD時代のソフト
ウェア活用教育　小川健（専修大
学）

A32：リメディアル教育における英
語プレゼンテーション授業の試み
中西千春（国立音楽大学）

14:10-14:20

医療系(2) ICT活用教育(2) 学習支援(2)

和田重雄 （日本薬科大学） 加藤竜哉 （桜の聖母短期大学） 長尾佳代子（大阪体育大学）

14:20-14:45
B11：歯学部入学初年次教育を効果
的にするための事前学習　出野由
紀子（神奈川歯科大学）

B21：地域課題をテーマとした遠隔
授業によるディベート学習の実践
報告　巽靖昭（久留米工業大学）

B31：スポーツ推薦入学生の学習を
振り返る力について　牧野眞貴
（近畿大学）

14:50-15:15

B12：チーム基盤型学習とStudent
Assistant制度を活用した化学系薬
学準備教育　木藤聡一（北陸大
学）

B22：オンライン授業下での「授
業」「教室」という場に対するイ
メージと「学習」「継続」の動機
中尾桂子（大妻女子大学）

B32：高専生の英語学習と日本語の
基礎的読解力の関係　関根健雄
（小山工業高等専門学校）

15:20-15:45
B13：医療系大学初年次生のPCスキ
ルの現状　佐藤佐和子（目白大
学）

B23：レポート内の話し言葉に着目
したオンラインによる協調学習授
業モデルの実践　山下由美子（帝
京大学）

B33：日本人の大学生が英語学習意
欲を取り戻すために必要なこと
平松理沙（創価大学）

15:45-15:55

15:55-16:25

16:25-16:30

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

16:30-16:40 北海道支部総会 東北支部総会 関東・甲信支部総会 関西支部総会

16:45-16:55 東海・北陸支部総会 中国・四国支部総会 九州・沖縄支部総会

17:00-17:10 部会１①医療系部会総会 部会１②ICT活用教育部会総会 部会１③学習支援部会総会 部会１④学習言語部会総会

17:10-17:15

17:15-18:45 部会１①医療系部会 部会１②ICT活用教育部会 部会１③学習支援部会 部会１④学習言語部会

日本リメディアル教育学会第16回全国大会　プログラム（愛媛大学）

支部・専門部会促進委員会

理事会

休憩（30分）

8月18日(水)(第1日目)

編集委員会

国際交流委員会

口頭発表A

会場

セッション

座長

会場

13:15-14:10

休憩（10分）

休憩（10分）

【総会・表彰式】

支部・部会総会
16:30-17:10

14:20-15:45

セッション

座長

口頭発表B

休憩（5分）

部会企画

休憩（5分）



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

日本語(1) 英語(2) 理数系(1)

田中啓行（中央学院大学） 藤牧新（東海大学） 小川健（専修大学）

9:25-9:50
C11：テキスト読解の視点の意識化
を促す授業の試み　佐藤壮広（C2C
山梨学院大学）

C21：英語リメディアル学生の授業
外学習に関する考察　佐藤眞理子
（和光大学）

C31：デジタル化時代に再考する小
川正孝・櫻井房記による明治期の
科学教育の実態　興治文子（東京
理科大学）

9:55-10:20
C12：社会接続型ライティング教育
に向けて　近藤裕子（山梨学院大
学）

C22：語彙知識の定着と拡張のため
のデジタル教材の試作　内田富男
（明星大学）

C32：小川正孝講義の物理学筆記で
読み解く明治期科学教育の実相と
史的教訓　小林昭三（新潟大学）

10:25-10:50

C13：文章語のリスニング練習は文
章理解と漢語聞き取りの技能を改
善できるか？　吉田友昭（藤田医
科大学）

C23：外国語活動模擬授業における
教職志望学生の意識　川井一枝
（宮城大学）

C33：小川正孝による明治期の科学
教育の一事例　久松洋二（愛媛県
総合科学博物館）

10:50-11:00

11:00-11:20

11:20-11:30

11:30-13:00

13:00-13:30

13:30-15:10

15:10-15:30

15:30-17:00

17:00-17:20

17:20-19:20

口頭発表C

休憩（10分）

休憩（20分）

9:25-10:50

編集委員会

座長

セッション

会場

【現地企画】高大接続教育に関するフォーラム（愛媛大学・愛媛大学附属高校の取組～早期の”動機付け”から”深い学び”へ～）

休憩（20分）

【基調講演】鈴木克明氏「Student Successのための学習支援のありかた～次世代大学を創るための21の提言～ 」

8月19日(木)(第2日目）

昼休み（30分）

学習支援センター交流会

【開会式】

休憩（10分）



9:00-10:00

10:00-10:20

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

英語部会総会

10:30-10:40

英語(3) 学習支援(3)＋理数系(2)

南部匡彦（国際短期大学） 岡田弥生（川崎医科大学）

10:40-11:05

D11：コロナ禍の遠隔授業における
一考察--検定英語対策クラスにお
けるオンライン/オンデマンド授業
の均衡とそのあり方--　藤牧新
（東海大学）

D21：化学の授業におけるセミ反転
授業と学び合いによる単元理解と
読解力の向上について　森下佳代
子（小山工業高等専門学校）

11:10-11:35
D12：オンライン英語多読学習の継
続要因　金井典子（仙台青葉学院
短期大学）

D22：非対面型による学修支援体制
と学生へのアンケート調査に関す
る報告　石毛弓（大手前大学）

11:40-12:05
D13：スピーキングの流暢さを伸ば
すための定型表現指導の提案につ
いて　三好徹明（関西国際大学）

D23：学習支援の向上に求められる
学習支援センターの質保証を考え
る　壁谷一広（大阪体育大学）

12:05-12:30

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

英語(4) 学校教育(1)＋学習支援(4) 理数系(3)

牧野眞貴（近畿大学） 塩島翔（日本体育大学） 寺田貢（福岡大学）

12:30-12:55
E11：芸術作品プレゼンテーション
のための必要語彙に関する考察
橘野実子（東京工芸大学）

E21：「わかる」力を鍛える　坂東
実子（敬愛大学）

E31：STEM教育科目における授業改
善とその効果　田中忠芳（金沢工
業大学）

13:00-13:25

E12：Brain-friendly study
skills course offers bottom up
improvements for teachers and
students　増田由佳（東京薬科大
学）

E22：学生ポートフォリオの入力時
期が提出率に及ぼす影響に関する
探索的研究　渡部昌平（秋田県立
大学）

E32：入門的なデータサイエンス教
育における発見学習的な方略の提
案　深谷慎介（明海大学）

13:30-13:55

E33：中等教育と高等教育における
理工系分野に関する「倫理」教育
の調査結果報告　奥田宏志（芝浦
工業大学）

13:55-14:10

14:10-14:20 部会総会 14:10-14:20 部会２①日本語部会総会 部会２②学校教育部会総会 部会２③理数系部会総会

14:20-14:25

14:25-15:55 部会企画 14:25-15:55 部会２①日本語部会 部会２②学校教育部会 部会２③理数系部会

15:55-16:05

16:05-16:20 【閉会式】

座長

口頭発表D

休憩（10分）

口頭発表E

理事会　

休憩（15分）

会場

昼休み（25分）

会場

部会総会

8月20日(金)(第3日目)

12:30-13:55

休憩（5分）

10:40-12:05

10:20-10:30

休憩（20分）

休憩（10分）

セッション

セッション

座長


