
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会ニューズレターNo.61 をお届けい

たします。今回は、第 9 回全国大会および総会の開催などに関

するお知らせです。 

 

第 9 回全国⼤会についてのお知らせ 

8 月 29 日から 30 日の日程で、広島修道大学において第 9 回

全国大会および総会を開催いたします。詳細につきましては、

大会ホームページをご覧ください。 

日本リメディアル教育学会第 9 回全国大会 

会期と会場：2013 年 8 月 29 日（木）～ 30 日（金） 

広島修道大学 5 号館 

〒731-3195 広島県広島市安佐南区大塚東 1-1-1 

http://www.shudo-u.ac.jp/access.html 

http://www.shudo-u.ac.jp/campus_map.html 

大会ホームページ： 

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

重要な期日： 

8 月 9 日(金)：全国大会・プレイベント参加申し込み期限、 

参加費事前振込期限 

8 月 28 日(水)：プレイベント 

8 月 29 日(木)～30 日(金)：全国大会、総会、特別講演、 

招待講演、シンポジウム、課題セッション、一般研究発表他 

8 月 29 日（木）：情報交換会 

プログラム概要： 

8 月 29 日（木）： （9：30 受付開始） 

10：00～11：30 課題セッション・一般発表 

(1) ICT を活用した入学段階の学力確保に向けて： 

到達度・プレイスメントテスト(ICT 活用教育部会) 

(2) リメディアルからグローバル人財育成へ(英語部会) 

(3) 一般発表：5 会場 15 件 

 

 

12：00～13：00 総会 

13：00～13：20 開会式 

13：20～14：20 特別講演 

「学校教育全体における大学教育の位置づけ」 

秋山 卓也（文部科学省） 

14：20～15：00 企業セッション 

15：20～17：20 シンポジウム 1 

「学力と学ぶ力のトータルプロデュース」 

15：20～16：50 課題セッション・一般研究発表 

(1) ICT を活用した入学段階の学力確保に向けて： 

ポートフォリオ活用(ICT 活用教育部会) 

(2) 一般発表：5 会場 16 件（1 会場のみ 17:20 終了） 

17：20～ 情報交換会会場へ移動（バス） 

19：00～ 情報交換会（グランドプリンスホテル広島） 

8 月 30 日（金） 

10：00～12：00 シンポジウム 2 

「言語教育のトータルプロデュース」 

10：00～11：30 課題セッション・一般研究発表 

(1) 専門科目を学ぶための言語力育成（学習を育てる言語力） 

(日本語部会) 

(2) 一般発表：5 会場 15 件 

13：00～14：30 特別講演 

「義務教育と高校・大学教育との連携」 

小河 勝（大阪府教育委員会） 

14：50～16：20 課題セッション・一般研究発表 

(1) さまざまな学習支援(学習支援部会) 

(2) 理科・数学の新指導要領と大学教育(理数系部会) 

(3) 学びを紡ぐ教職協働とは(教職協働部会) 

(4) ICT を活用した入学段階の学力確保に向けて： 

入学前後のリメディアル教育(ICT 活用教育部会) 

(5) 一般発表：3 会場 9 件 
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参加申込： 

以下の大会ホームページ申込フォームをご利用ください。 

正会員および一般 

http://www.jade-web.org/members/modules/ccenter/?form=18 

大学会員および賛助会員 

http://www.jade-web.org/members/modules/ccenter/?form=19 

実行委員会： 

学会会長：穗屋下 茂 

学会ファウンダー：小野 博 

大会実行委員長：中園 篤典 

中国・四国支部会長：谷川 裕稔 

実行委員：秋山 英治、大澤 真也、加渡 いづみ、亀崎 澄夫、 

下坂 剛、中西 大輔、中村 朋子、濱谷 義弘、松下 尚史、 

御園 真史、矢田部 順二、江原 由裕、古賀 崇朗、 

小薗 和剛、藤井 俊子、角 和博、高崎 光浩、中村 隆敏、 

米満 潔 

協力者：児玉 英明、酒井 志延、宮崎 孝治 

問い合わせ先：日本リメディアル教育学会事務局  米満 潔 

e-mail：jadeconf2013@gmail.com 

定時総会開催についてのお知らせ 

日本リメデイアル教育学会総会(平成 24 事業年度に関する

定時総会)を以下の日程で開催いたします。会員の皆様はご出

席ください。 

日時：2013 年 8 月 29 日(木) 12:00～13:00 

場所：広島修道大学 5 号館 5102 教室 

議題：平成 24 事業年度の決算書類の承認、役員選挙の結果、 

その他 

(会長  穗屋下 茂) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 回全国⼤会プレイベントについての 

お知らせ 
第 9 回全国大会に先立ち、プレイベントを下記の通り実施

いたします。 

日本リメディアル教育学会第 9 回全国大会プレイベント 

会期と会場：2013 年 8 月 28 日（水） 14：00～17：00 

広島 YMCA 国際文化センター 404 会議室 

〒730-8523 広島市中区八丁堀 7-11 

http://hymca.jp/hall/access/ 

プレイベントホームページ： 

http://www.jade-web.org/jade/conference/pre_event.html 

プログラム概要： 

「大学教職員の教育企画力養成講座 

 －愛媛大学 SPOD の紹介を中心に－」 

講師：秦 敬治（愛媛大学教育企画室副室長・愛媛大学 

リーダーズスクール責任教員） 

14：00～15：20  愛媛大学の取組の紹介 

15：20～15：40  休憩 

15：40～17：00  教職員のスキルアップのためのワーク 

ショップ （4 人 1 グループのグループワーク） 

18：00～20：00  プレイベント情報交換会 

広島 YMCA 国際文化センター コンベンションホール  

定員：60 名 

参加申込： 

以下のプレイベントの申込フォームをご利用ください。 

http://www.jade-web.org/members/modules/ccenter/?form=20 

会誌への論⽂等の投稿について 

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。 



 

 

 

 

 

原稿執筆要項などの改変 

原稿表紙、割付見本（執筆要項）などの投稿に必要なファイ

ルが、2011 年 9 月 13 日から変更されております。さらに、掲

載に至らせる原稿内容を作成するための一助として、原稿執筆

ガイドラインを用意いたしましたので、ご一読いただければ幸

いです。 

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 

 


