
 

日本リメディアル教育学会、ニューズレターNo.25 をお

届けいたします。今回は、 

(1)第 3 回理事会報告 

(2)関西支部大会開催案内 

(3)九州・沖縄支部大会および総会開催報告 

についてお知らせいたします。 
 

 

日本リメディアル教育学会の理事会を、以下の要領

で開催いたしました。 

日時：11 月 7 日、12 時～15 時 15 分 

場所：福岡大学 18 号館 1827 教室 

出席者：穂屋下会長、小野理事、高橋理事、水町理

事、中園理事、小薗理事、村上理事、谷川監

事、竹内理事、米満事務局長補佐、寺田 

議題などについては以下の通りです。 
 

4 名の理事の追加について、説明を再度行い、また前

にいただいていたご意見も紹介して、慎重に審議した結

果、理事会として認める議決を行いました。4名は、以下

の方々です。 

議題（1）理事の追加について 

井東廉介先生（石川県立大学）：「東海・北陸支部会」の

支部長 

佐藤尚子先生（千葉大学）：日本語部会 

小林由子先生（北海道大学）：日本語部会 

田中佳子先生（日本工業大学）：日本語部会 

また、支部会にしても、日本語部会にしても、すぐにで

も、活動を開始していただきたいということで、平成 21

年 11 月 7 日付でお願いするように決議しました。 

本来、理事・監事は厳正な選挙を行う必要があります

が、今回に限り、〔役員選任に関する細則 第 14 条〕『信

任投票の結果，あるいは辞退，退任等によりできた理

事および監事の欠員の補充は，会長が指名し，理事会

の承認を得るものとする。』の、『等』を『その他の理由』

と拡大解釈することにより、会長指名により理事会に諮

って決めました。また、出席された監事も、細則第 14 条

の『等』を適用に対し、今回のケースは「やむ得ない」と

の判断をいただきました。 

今後は、今回のケースを前事例としないことを申し合

わせました。 

現在、学会も大きくなり、一部会則が現状に合わない

ところがあります。このことから、会則の改正を計画し、

改正案の一部が紹介されました。 

議題（2）会則改正について 

会則改正を行うために、平成 22 年 3 月 19 日に、関西

支部大会に合わせて、第 4 回理事会と臨時総会を開催

することとしました。 

議題（3）臨時総会について 

・第 6 回全国大会の準備状況について 

議題（4）その他 

大会実行委員長の水町先生から、準備状況の説明

がありました。近日中に、ニューズレターとホームペー

ジでアナウンスいたします。 

・役員等の委嘱状について 

会長から、理事、委員長、副委員長等に関して、各人

宛の委嘱状を作成し、郵送することとしました。各委

員長の要請があれば、各委員会等の委員にも委嘱状

を発行することとしました。 

・ホームページについて 

現在、HP のリニューアルを行っているが、これまでの

ものも今年度いっぱい、並走するので、新たにドメイン

を購入し、新ドメイン名を jade-web.org とする予定で

す。 

・NADE との連絡 

国際交流推進委員会を中心に推進します。 

NADE の編集員会への参加も要請されているので、

この件については国際交流推進委員会と編集委員会

が合同で対応することしました。 

・「FOUNDER」ファウンダーの称号について 

平成 21 年度付で小野先生に贈ることにした。学会活

動のため、すぐに使っていただくことにしました。なお、

授与式は 3 月の臨時総会で行う予定です。 

 
日本リメディアル教育学会(JADE) 

http://www.remedial.jp/ 発行人 穂屋下 茂 
2009(平成 21)年 11 月 12 日発行 



 

平成 21 年 3 月 19 日(金）に摂南大学（大会運営委員

長 植松茂男）で開催される第 2 回関西支部大会のご

案内をさせていただきます。学年末のお忙しい時期と重

なりますが、全国大会に向けて、また各自のご研究のご

発表の場として、ご参加いただけますようお待ち申し上

げます。また今大会では、日本リメディアル教育学会臨

時総会も開催されますので、多数ご参加いただけます

よう重ねてお願い申しあげます。 

第 2 回大会も、前回を上回る多くの皆様にご参加頂き、

実り多い一日となりますよう願っております。以下の案

内を参考にしていただき、ご応募ください。今大会では、

懇親会(17:00-18:30) を開催いたします。人数を確定す

る必要があるため、懇親会出席を希望される方は事前

申し込み（会費は当日払い 4000 円）をお願いします。3

月 10 日（水）までに大会運営委員長 植松 

uematsu@ilc.setsunan.ac.jp まで「JADE 懇親会」とタイト

ルの上お申し込みください。 

大会および発表に関するご質問は、村上

hiromim@kansaigaidai.ac.jpまでお問い合わせください。 
 

・日時：2010 年 3 月 19 日 (金）13:00 開会  

大会日程及び会場 

*理事の方は 10:00に 10 号館 6 階 1065 教室に集合。 

・会場：摂南大学 寝屋川キャンパス 10 号館（正門から

一番奥の建物） 

・アクセス：ＪＲ京都駅、新大阪駅、伊丹空港より約 1 時

間半。 

京阪本線「寝屋川市駅」より西口を出る。京阪バスで

約 10 分「摂南大学」下車。 

・大学アクセスマップ： 
http://www.setsunan.ac.jp/j/annai/access.html 

・京阪バス時刻表（寝屋川市駅から摂南大学） 
http://www.keihanbus.jp/local/timetable.php?stop_cd=

7100&no=1 

・近隣の宿泊施設：「ホテルニューコマンダー」（寝屋川

駅より徒歩約 10 分） 
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8304/8304.html 

発表応募要綱

1．応募期間 

（発表時間20分、質疑応答10分の予定） 

平成20年 2月 1日（月） ～ 平成 21年 3月 1日（月） 

査読結果を 3 月 5 日（金）にお伝えします。応募者が

多数の場合は、プログラム枠が一杯になり次第、締め

切らせていただきますのでご容赦ください。また、プロ

グラムの都合により、発表時間が短縮になる可能性

があります。 

2．申込み書式 

以下の順に記載した WORD ファイルを、申込み先に

ご提出ください。 

①発表者（代表者）氏名および所属 

②発表分野 

③発表形態 

④発表タイトル（和文と英文） 

⑤共同発表者氏名および所属 

⑥発表時の使用機器 

⑦共同発表者の氏名と所属を記入。 

⑧発表要旨は A4 版に 800 字以内で記述（タイトル、

発表者（代表）名を記載する）。 

3．申込み先 

村上裕美まで （関西外国語大学短期大学部）e-mail

にて WORD ファイル添付で送信してください。

hiromim@kansaigaidai.ac.jp  メール送信時に「JADE

発表申し込み」とご記入ください。 

1．日本リメディアル教育学会会員で、申込み時点で会

費納入が終わっていること。 

発表応募規定 

2．共同発表者が非会員の場合、代表発表者が日本リ

メディアル教育学会会員であれば発表は可能。当学

会発行の学会誌に投稿する場合、筆頭者が会員であ

ること。 

3．他学会ならびに研究誌などですでに発表した内容は

応募できない。 

1．展示の申込み・お問い合わせは大会運営委員長 植

松茂男（uematsu@ilc.setsunan.ac.jp）までご連絡くださ

い。 

企業展示受付 

2．会員登録いただいている企業会員様は、1.5 万円で

展示いただけます。 



3．会員登録をされていない企業様は、1 社 2 万円で展

示いただけます。 
 

 

11月 7日、福岡大学において日本リメディアル教育学

会九州・沖縄支部大会を開催しました。フィンランドの

ITC 教育に関する学会である ITK が日本で開催する

ITK-FUKUOKA2009 との合同講演会としました。 

フィンランドから 4 人の講演者を迎え、パネルディスカッ

ション 1 件、展示企業の 5 分間プレゼンテーション(3 社)、

ポスターセッション(9 件)、特別講演 3 件が行われまし

た。 

 

写真 1：基調討論の模様 
 

 
写真 2：日本語ワークショップの模様 

 

フィンランドの教育事情および教育への ITCの利用に

関する情報が提供されたとともに、日本リメディアル教

育学会の特徴ある日本語教育ワークショップも行われ、

フィンランド関係者からも関心を持っていただきました。 

プログラムは以下の通りです。 

10:30-10:50 開会セッション “LAYERS”, Heikki 

Maenpaa(ハルユラプロダクション) 

10:50-11:00 開会挨拶 寺田 貢(福岡大学) 

11:00-11:45 基調討論 “メディア利用教育~現状と将

来”, Jarmo Viteli(タンペレ大学), 宮本康彦(福岡大

学), ファシリテータ：Mäenpää (ハルユラプロダクショ

ン) 

11:45-12:00 展示企業の紹介 

12:00-13:30 昼食 

13:30-15:20 ポスターセッション 
15:30-16:00 特別講演 1:"フィンランドと OECD の PISA

テスト", Heikki Mäkipää (フィンランドセンター) 

16:00-16:30 特別講演 2(ワークショップ):"日本語力を測

る・育てる(測りやすい力と育てる力)",たなかよしこ(日

本工業大学), 野崎浩成(愛知教育大学), 瀬村江里

子(松本歯科大学), 馬場眞知子(東京農工大学) 

16:30-17:00 特別講演 3:"グローバル連携によるオンラ

イン辞書の作成～EMITEL", Hannu Eskola(タンペレ

工科大学)  

17:00-17:30 全体総括, Jarmo Viteli(タンペレ大学) 

17:30-17:50 日本リメディアル教育学会九州・沖縄支部

総会 

18:00-20:00 情報交流会 
 

支部の総会では、2009 年度の事業報告、2010 年度

の事業計画などについて報告および議論されました。 
 

【文責】寺田 貢 


