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日本リメディアル教育学会、ニューズレターNo.28をお

届けいたします。 

(1) 小野先生にファウンダー授与 

(2) 関西支部大会報告 

(3) 第 4 回理事会報告 

(4) 臨時総会報告 

(5) 会誌への論文投稿のお願い 

なお、今回の記事の詳細については学会誌の会告に

掲載されますので、ご覧ください。 
 

 

日本リメディアル教育学会関西支部大会において、

小野前会長にファウンダーの称号が授与されました。 

小野先生は 2005 年に日本リメディアル教育学会を設

立し、会長として 4 年半にわたり学会の発展のために尽

力され、現在も理事・将来構想検討委員会委員長として

活動しておられます。この功績に感謝の意を表し、臨時

総会終了後、穗屋下会長から表彰状と記念品目録が贈

呈されました。 
 

 

日本リメディアル教育学会第 2 回関西支部大会が、

2010 年 3 月 19 日(金）に摂南大学で開催されました。 

大会では、村上関西支部会支部長の開会のあいさつ

に始まり、日本リメディアル教育学会臨時総会に続き、

小野前会長にファウンダーの称号が授与されました。植

松実行委員長による、開会の辞の後、穗屋下会長が現

在の学会の状況及び活動について講演されました。研

究発表では、60 人を超える参加者が 3 つの会場に分か

れ、12 件の発表に対して、熱のこもった議論を行いまし

た。素晴らしい眺望の会場で行われた懇親会では、気

楽な雰囲気の中で、懇談・情報交換が行われました。 

大会運営委員会 

大会運営委員長：植松茂男 （摂南大学） 

大会運営委員：東郷多津（京都ノートルダム女子大

学）、笹井悦子（桃山学院大学他）、村上 裕美

（関西外大短期大学部：関西支部会支部長） 

大会日程及び会場 

・日程：2010 年 3 月 19 日 (金）  

・会場：摂南大学 寝屋川キャンパス 10 号館 6 階 

1061 教室、1062 教室、1063 教室 
 

 

日本リメディアル教育学会の理事会を、以下の要領

で開催しました。 

日時：2010 年 3 月 19 日、10 時～12 時 

場所：摂南大学 10 号館 6 階 1065 教室 

出席者：井東、岩崎、植松、小野、金田、小林、小松

川、酒井、高橋、竹内、寺田、馬場、穗屋下、水町、

椋本、村上、清田、谷川、米満(事務局) 

【審議・協議事項】 
(1) 会則改正について 

会則の一部改正について、別紙 1 に示す通り提案

され承認されました。 

(2) 学会誌「リメディアル教育研究」の「国立情報学研究

所電子図書館事業」への参加について 

「国立情報学研究所電子図書館事業」への参加

（CiNiiでの公開）について審議した結果、学会誌につ

いては、発行から 2 年経過したものについては無償

公開、2 年未満のものについては有償公開することと

しました。全国大会予稿集についても、来年度以降、

CiNii での無償公開を検討することになりました。 

(3) バックナンバーの保管について 

学会発行物の保管期間を、学会誌は 2 年間、全国

大会予稿集は年度内とすることとしました。 

(4) 日本リメディアル教育学会のチラシについて  

学会を紹介したチラシが作成されました。 

(5) 平成 22 年度の事業計画と予算申請について  

事業計画書および予算申請書の様式について紹

介されました。 

(6) その他 



・全国大会の手順のマニュアル化について 

・初年次教育部会の提案 

・日本語部会からの提案 

【報告事項】 

(1) 平成 21 年度の理事会メンバー 

事務局・委員会等の担当者（別紙 2）および役員

（別紙 3）について報告されました。 

(2) 第 6 回全国大会の準備状況について 

水町実行委員長よりシンポジウムや一般公演など

のプログラム案、小野理事より前夜祭の準備状況に

ついて報告されました。 

(3) ホームページのドメインの変更について 

学会のホームページの新しい URL が報告されまし

た。 http://www.jade-web.org/  

(4) Web 会議の利用方法について 

学会のホームページについて、ユーザーID とパス

ワードを使ってログインするフォーラムの準備状況や

これを一般会員に対する会員サービスに展開される

予定であることが報告されました。 

(5) その他 

・会費納入状況について 
 

 

日本リメディアル教育学会の臨時総会を、以下の要

領で開催しました。 

日時：2010 年 3 月 19 日、13 時 10 分～13 時 45 分 

場所：摂南大学 10 号館 6 階 1062 教室 

出席者数：43 名 

【審議事項】 
(1) 会則改正について 

会則の一部改正について、別紙 1 に示す通り提案

され承認されました。 

(2) 理事の追加について 

理事会に、以下の方々を理事として追加すること

が提案され承認されました。 

井東廉介(石川県立大学)、佐藤尚子(千葉大学) 

小林由子(北海道大学)、田中佳子(日本工業大学) 

【報告事項】 

(1) 平成 21 年度の理事会メンバー  

事務局・委員会等の担当者（別紙 2）および役員

（別紙 3）について報告されました。 

(2) 理事会開催について 

今年度の理事会の開催状況について、以下のよう

に報告されました。 

・第 1 回（千歳科学技術大学）2009 年 9 月 1 日 

・第 2 回（メール会議）2009 年 10 月 1 日～14 日 

・第 3 回（福岡大学）2009 年 11 月 7 日 

・第 4 回（摂南大学）2010 年 3 月 19 日 

(3) 会則全改正案の提示（中間報告） 

会則について、全面的な見直しを実施することが

報告されました。 

(4) 第 6 回全国大会の準備状況について 

水町実行委員長よりシンポジウムや一般公演など

のプログラム案が、小野理事により前夜祭の準備状

況について報告されました。 

(5) ファウンダーの称号について 

学会を設立し、会長として学会の発展に寄与した

小野理事に対して、ファウンダーの称号を授与するこ

とについて、総会終了後の表彰式で報告されました。 

(6) ホームページのドメインの変更について 

学会のホームページの新しい URL が報告されまし

た。 http://www.jade-web.org/ 

(7) その他 

・副会長の追加 

石田雅近理事を副会長とすることが報告されまし

た。 

・会費納入状況について 

個人会員・大学会員・企業会員の各会費について、

3 月 15 日現在の納入状況が報告されました。 
 

 
会誌『リメディアル教育研究』では、リメディアル教育

に関する研究、教材や教授法の開発と評価、実践の報

告などについての原稿を募集します。  

詳しくはホームページ

http://www.jade-web.org/jade/journal/journal.html 

をご覧ください。 

【文責】寺田 貢 



（別紙１） 

日本リメディアル教育学会会則の一部改正（案） 
 
新旧対照表 

改正案 現行 

第５条 本会に正会員または賛助会員とし

て入会しようとする者は、入会の申込を

し、会長の承認を得なければならない。 

第５条 本会に正会員または賛助会員とし

て入会しようとする者は、入会の申込を

し、理事会の承認を得なければならない。 

第 11 条 本会に次の役員をおく。 
（1）理事 若干名、うち１名を会長とし、

１名以上３名以内を副会長とする。 
（2）監事 ２名 

第 11 条 本会に次の役員をおく。 
（1）理事 若干名、うち１名を会長とし、

１名を副会長とする。 
（2）監事 ２名 

第１８条 会長は理事会の審議に基づき、必

要に応じて委員会、専門部会及び支部会を

設置することができる。 

第１８条 会長は理事会の審議に基づき、必

要に応じて委員会を設置し、会務を委嘱す

ることができる。 

第１９条の２ 本会の事業計画及び予算に

ついては、事業年度ごとに、会長が事業計

画書及び収支予算書を作成し、理事会の承

認を受けなければならない。これを変更す

る場合も、同様とする。 
２ 会長は、前項の規定により予算が成立す

る日までは、前事業年度の予算に準じた収

入及び支出をすることができる。この場合

の収入及び支出は、新たに成立した予算の

収入及び支出とみなす。 
３ 第１項の承認を受けた書類については、

その内容を総会に報告するものとする。 

   （新設） 

 
施行日 

平成２２年３月１９日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙 2） 
 

事務局・委員会・専門部会・支部会 担当者名簿 

 

事務局・委員会 専門部会 支部会 

会長 穗屋下 茂 英語部会長 酒井 志延 北海道支部会

支部長 小松川 浩 

副会長 石田 雅近 日本語部会長 馬場 眞知子 東北支部会支

部長 壁谷 一広 

副会長 寺田 貢 理数系部会長 椋本 洋 関東・甲信支

部会支部長 佐藤 実 

事務局長 寺田 貢 学習支援部会長 小川 洋 東海・北陸支

部会支部長 井東 廉介 

事務局長補佐 米満 潔 ICT 活用教育部

会長 小松川 浩 関西支部会支

部長 村上 裕美 

編集委員会委

員長 金田 徹   中国・四国支

部会支部長 谷川 裕稔 

国際交流推進

委員会委員長 酒井 志延   九州・沖縄支

部会支部長 寺田 貢 

将来構想検討

委員会委員長 小野 博     

第６回全国大

会実行委員会

委員長 
水町 龍一     

(2010 年 3 月 19 日現在) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙 3） 

日本リメディアル教育学会 2009年度・2010年度役員名簿（役職別あいうえお順） 

 

No. 役職 氏名 所属先 

1 理事 石田 雅近 清泉女子大学 

2 理事 井東 廉介 石川県立大学 

3 理事 岩崎 光伸 近畿大学 

4 理事 植松 茂男 摂南大学 

5 理事 小川  洋 聖学院大学 

6 理事 小野  博 放送大学 
7 理事 小畑 力人 和歌山大学 

8 理事 金田  徹 関東学院大学 

9 理事 壁谷 一広 桜の聖母短期大学 

10 理事 川瀬 義清 西南学院大学 

11 理事 小薗 和剛 熊本県立大学 

12 理事 小林 由子 北海道大学 

13 理事 小松川 浩 千歳科学技術大学 

14 理事 酒井 志延 千葉商科大学 
15 理事 佐藤 尚子 千葉大学 

16 理事 佐藤  実 東海大学 

17 理事 髙橋 正克 長崎大学 

18 理事 竹内 芳衛 上武大学 

19 理事 田中 佳子 日本工業大学 

20 理事 寺田  貢 福岡大学 

21 理事 中園 篤典 広島修道大学 

22 理事 馬場眞知子 東京農工大学 

23 理事 久村  研 田園調布学園大学 

24 理事 穗屋下 茂 佐賀大学 

25 理事 水町 龍一 湘南工科大学 

26 理事 椋本  洋 立命館大学 

27 理事 村上 裕美 関西外国語大学短期大学部 

28 監事 清田 洋一 明星大学 

29 監事 谷川 裕稔 四国大学短期大学部 

 
 

 


