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日本リメディアル教育学会、ニューズレターNo.39 をお届

けいたします。今回は、 

1．日本学術会議協力学術研究団体の指定 

2．関西支部会支部大会プログラム 

ついてお知らせいたします。 

 

 

かねてより申請手続きを行っていましたが、日本学術会

議協力学術研究団体に指定されたことについて、平成 23

年 2 月 24 日付の通知状が届きました。これで、本学会も晴

れて、日本学術会議協力学術研究団体となりました。 

今後、国立情報研究所電子図書館(Nii-ELS)の利用申請

手続きに移行します。 

 

 

 

日本リメデイアル教育学会第 3 回 関西支部会支部大会

プログラムは以下の通りです。皆様のご参加をお待ちして

おります。大会に関するご質問、情報交換会ご参加の申し

込みは、村上hiromim@kansaigaidai.ac.jpまでメールにてお

問い合わせください。 

 

日程：平成 23 年 3 月 23 日(水)  

場所：関西外国語大学 中宮キャンパス 1 号館 1 階 

大学アクセスマップ： 

http://www.kansaigaidai.ac.jp/contents/other/access.html 

 

11：00-12：00  理事会  

（1 号館 1 階 1112 教室控室 1111 教室） 

12：30 受付開始  (1 号館 エントランスホール) 

    企業展示開始（1 号館 エントランスホール） 

12：30-12：55  受付  （日本語部会集会 1111 教室） 

13：00-13：25 開会式 （1110 教室） 

（総合司会：中川徹夫 神戸女学院大学） 

開催校挨拶  関西外国語大学理事長 谷本榮子 

支部長挨拶  関西外国語大学短期大学部 村上裕美    

展示企業紹介     

13：25-14：55 研究部会による活動報告 

（司会：牧野眞貴 近畿大学） 

   ICT 部会：小松川浩 千歳科学技術大学 

e ラーニングに関するリメディアル学会の取組（全国

大会に向けて） 

   日本語部会：小野  博  JADE 将来構想検討委員会 

穗屋下 茂  JADE 会長 

馬場眞知子  JADE 日本語部会 

小松川 浩  JADE ICT 教育部会 

JADE 日本語教材の制作について 

   英語部会：酒井 志延 千葉商科大学 

    活動報告 

   理数部会：水町龍一  湘南工科大学  

数学コンピテンシーテストについて 

           椋本 洋  立命館大学  

      文系数学を考える（全国大会のテーマ設定について）  

14：55-15：10  休憩 

     （エントランスホール企業展示場にて茶菓の提供） 

15：10-16：10  研究発表 

Room1   (1112 教室)  

第 1 発表 塚越久美子 （北海道工業大学） 

専門教育と連携した文章表現指導の実践～建築学科

「論作文技法Ⅱ」での試み～ 

第 2 発表 秋山英治 （愛媛大学附属高等学校） 

高大連携による日本語教育の試み（愛媛大学附属高等

学校における実践を通して） 

Room2  （1107 教室） 

第 1 発表  西 誠  (金沢工業大学) 

金沢工業大学の初年次教育における試み－1 年次生の

意識調査－ 

第 2 発表  中川徹夫  (神戸女学院大学) 

初年次科目「化学概論」における事前・事後試験の導入 

第 3 発表  小薗 和剛  (熊本県立大学)  森本 裕香（熊



本県立大学）田上 菜摘（熊本県立大学）河村 洋子（熊 

本大学）前田ひとみ（熊本大学）吉田 佳代（熊本大学） 

大学初年次教育における習支援システムの開発 ～初

年次教育におけるテーラリング手法導入のため基礎調

査～ 

Room3  (1106 教室) 

第1 発表  藤井 俊子 （佐賀大学 高等教育開発センター）  

ミッチェル・ゾーニア・ルアン （佐賀大学 文化教育学部）

古賀 崇朗 （佐賀大学 ｅラーニングスタジオ） 早瀬 博

範 （佐賀大学） 穗屋下 茂（佐賀大学 高等教育開発セ

ンター） 

英語力向上のためにｅラーニング教材作成を活用した授

業の実践報告 

第 2 発表  山岡 華菜子  (大阪大学/院) 

リメディアル教育における学生のやる気を引き出す英作文 

第 3 発表  村上裕美  (関西外国語大学短期大学部) 

教師の授業力を高めるプロジェクト開発のための考察 

16：10-17：10  研究発表 

Room１ (1112 教室) 

第 1 発表  米満 潔  (佐賀大学 e ラーニングスタジオ) 

池上康之（佐賀大学 海洋エネルギー研究センター）藤

井俊子（佐賀大学 高等教育開発センター）穗屋下 茂

（佐賀大学 高等教育開発センター） 

初年次教育の時間外学習における e ラーニングリメディ

アル教材の発展的活用 

第 2 発表  合田 美子  (熊本大学 大学教育機能開発総

合研究センター) 

Cross-Breeding Diversity 支援システムの設計: 他者と自

分のスキーマを掛け合わせた協調学習支援 

第 3 発表  長尾佳代子(大阪体育大学 教養教育センター)  

2010 年マスコミ報道における「リメディアル教育」のとら

え方の一例―リメディアル教育を行うことは「なげかわし

い」ことなのか― 

Room2 （1107 教室） 

第 1 発表  牧野眞貴  (近畿大学) 

英語リスニングにおける洋楽聞き取りの効果―リメディ

アル教育対象クラスの取り組み― 

第 2 発表  蔵田 實  (プール学院大学) 

大学生による中学生への学習支援の在り方―英語学習

における中大連携プロジェクト― 

第3発表  東郷多津  (京都ノートルダム女子大学)  田中

美和子（京都ノートルダム女子大学） 

学習者が英語ライティング能力を協調自律的に高めるた

めの教材開発に関する研究 

Room3  (1106 教室) 

第 1 発表  古川 晃子  (広島国際大学) 

広島国際大学リメディアル学習支援室における事例研究

―学生支援におけるリメディアルの役割― 

第2発表  石毛 弓  (大手前大学)  合田美子 熊本大学 

（大学教育機能開発総合研究センター） 

電気・電子メディアが子どもへの教育におよぼす影響に

ついて――メタ分析の立場から 

第 3 発表 鞍掛 哲治（鹿児島工業高等専門学校） 

高専編入生を対象とした試験的入学前教育 

17：10-17：40  関西支部総会 （1110 教室） 

 （司会：中川徹夫 神戸女学院大学） 

    閉会の辞   JADE 会長 穂屋下 茂 

17：45  情報交換会参加者は、学内噴水前ロータリー集合 

17：45-18：00  情報交換会会場へ移動（車） 

18：00-20：00   情報交換会  （司会：植松茂男） 

  参加費：5,000 円 

  橘花屋（枚方市駅前）枚方市岡東町 8-6 

現代枚方駅前ビル２Ｆ  072-804-0087   

 

関西支部長： 村上 裕美 （関西外国語大学短期大学部） 

大会運営委員： 中川徹夫（神戸女学院大学） 

牧野眞貴（近畿大学） 

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） 

 

展示企業（五十音順） 

株式会社ＮＨＫエデュケーショナル 

株式会社ジーテルプジャパン（G-TELP 日本事務局） 

（株）ジャパン・プランニング  

ベネッセグループ 株式会社進研アド 

株式会社ライブロード 



 

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。 投稿は本会の会員が筆頭者

であるものに限ります(編集委員会が特に認めた場合は、

非会員からの論文等を掲載することもあります)。 掲載の

採否は、査読審査を経たのち、編集委員会において決定し

ます。原稿料の支払い、掲載料の徴収はいたしません。詳

しくは http://www.jade-web.org/jade/journal/journal.html をご

覧ください。 

 

【文責】寺田 貢 

 

 

 


