
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.81 をお届けいたし

ます。今回は， 

(1)第 4回関東・甲信支部会支部大会案内第 2版 

(2)第１回オーラル・パフォーマンス英語教育研究会案内 

(3)第 8回九州・沖縄支部会支部大会案内 

についてお知らせいたします。 

 

第 4 回関東・甲信支部会支部大会案内第 2 版 

関東甲信支部の第 4 回大会（2015 年度）を下記のとおり開催い

たします。一支部の大会ではございますが，学会員であればどなた

でも参加･発表できます。全国大会で言い足りなかったこと・インス

ピレーションを得たこと，次の全国大会へとつながること等をふるっ

てご発表ください。 

なお，一般参加費の徴収はございません。会員･非会員の別なく

ご参加いただけます。是非とも情報交換会までのご出席を心よりお

待ちしております。  

1．日時 

2015年 11月 28日(土)  13時 00分～17時 00分（情報交換会

17:00～18:30）  

2．会場 

江戸川大学 

千葉県流山市駒木 474  

(http://www.edogawa-u.ac.jp/koutuu/) 

3．アクセス 

流山おおたかの森駅(東武アーバンパークラインまたはつくばエ

クスプレス)よりスクールバス約 6分 

豊四季駅(東武アーバンパークライン)より徒歩約 12分 

梅林停留所(東武バス)より徒歩約 5分 

4．内容 

①個人研究発表 20分（発表 15分＋質疑応答 5分）  

②総会 他 

5．個人研究発表の募集  

申し込み締切り：10月 23日(金)  

採択結果の通知： 10月 30日(金)  

予稿集原稿提出締切り：11月 6日(金)  

研究発表を希望される方は，①所属，②職名または職域等，

③氏名(フリガナ)，④発表論題，⑤発表概要(200 字程度)を明記

のうえ，下記メールにてお申し込みください。 

なお，発表される場合でも，参加申し込みフォームからの申し

込みも合わせてお願いいたします。 

6．一般参加者の受付 

参加申し込み締切り：11月 16日（月） 

参加を希望される方は，参加申し込みフォームよりお申し込

みください(発注の都合上，情報交換会への出欠の有無をあら

かじめ知る必要がございます)。 

なお，事前の参加申し込みは必須ではございませんが，お申

し込みいただければ受付がスムーズにすみます。また，あらかじ

め名札もご用意させていただきます。  

7．プログラム（予定）  

12：30 ～ 13：00 受付 

13：00 ～ 13：25 開会行事・総会・展示企業紹介 

13：30 ～ 14：30 研究発表 または 開催校企画 

14：30 ～ 14：40 休憩・企業展示 

14：40 ～ 15：40 研究発表 

15：40 ～ 15：50 休憩・企業展示 

15：50 ～ 16：50 研究発表  

17：00 ～ 18：30 情報交換会 

（参加費 4,000円予定，参加人数等により変動） 

8．研究発表申し込み先メールアドレス 

   jadekankou4taikai@gmail.com 

第 4 回 関東甲信支部大会実行委員長 城一 道子（江戸川大学）  

関東甲信支部長 高松 正毅（高崎経済大学） 

 

第１回オーラル・パフォーマンス英語教育研究会案内  

以下の要領で，日本リメディアル教育学会（JADE）英語部会（共

催，大学英語教育学会オーラル・コミュニケーション研究会）「第１ 
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回オーラル・パフォーマンス英語教育研究会」を開催いたします。 

【日時】 

2015年 12月 12日（土） 

午前の部 09:20- 12:15（08:50開場） 

午後の部 13:00-17:00（入退場自由） 

【場所】 

南山大学名古屋キャンパス R棟，および１階フラッテンホール 

アクセス： http://www.nanzan-u.ac.jp/Information/access.html 

【内容】 

1. 午前の部は，オーラル・コミュニケーションやパフォーマンスを含

む英語教育に関する研究発表・実践報告・情報交換です。今回

は「オーラル・コミュニケーション」や「パフォーマンス」を定義しま

せん。スピーチ，音読，会話，発音，リスニング，コミュニケーショ

ン，ドラマ，プレゼンテーション，その他，発表者がこのカテゴリー

に入るとご判断下さい。各発表は質疑を含め 40 分で，実演，映

像・画像などの紹介を推奨します。発表希望者数により，発表時

間帯，スケジュールに変更の可能性があります。 

2. 午後の部は，JACET-OC研究会「第 20回オーラル・コミュニケー

ション・フェスティバル」の自由見学です。このフェスティバルは，

学生によるさまざまなジャンルのオーラル・コミュニケーション発

表です。今回は，神戸市外大，青山学院大，同志社女子大，富

士常葉大，南山大学短期大学部，東京工芸大，文教大，名古屋

外大が参加予定です。 

【その他】 

1.  参加費，無料。  

2.  いずれの学会所属に関わらず，自由に発表・見学が可能。学

生の参加も可能。 

3． 発表者には発表時刻などの詳細をお知らせします。今回，審

査・予稿提出はありません。 

【お問合せ・お願い】 

南山大学短期大学部英語科 浅野享三   

kzasano@nanzan-u.ac.jp 

・返答に時間を要する場合がありますので予めご容赦ください。 

・事前準備・当日の準備などボランティアをお願いできる方はお知ら

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

【発表申し込み方法】 

午前の部の発表をご希望の方は，11 月 13 日（金）23 時 59 分ま

でに，メールにて下記の事項をもれなく送信してお申込みください。

先着 24本まで。以下はサンプルです。 

発表者名（日・ローマ字）浅野享三 Asano Keizo 

所属  南山大学短期大学部 

所属学会  JADE, JACET 

発表タイトル（発表言語で） 

新時代にふさわしい外国語教育の可能性：音読劇の応用 

内容（50字程度） 

中央審の一体的改革案にマッチするこれからの外国語教育

を念頭に，音読劇の実践を学生の実演（予定）を交えて発表し

たい。 

希望する聴衆またはキーワード  

深い読解，音読，表現力，プレセンテーション，協同学習指導

に関心がある方 

連絡先  kzasano(at)nanzan-u.ac.jp 

 

第 8 回九州・沖縄支部会支部大会案内 

日本リメディアル教育学会(JADE)九州・沖縄支部会（福岡，佐賀，

長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄）の第 8 回大会(2015 年度)

を下記のように開催します。 

JADEの九州・沖縄支部会の大会ですが，JADEの会員はどなた

でも参加できます。また，学会員でない方も参加可能です。なお，

参加費の徴収はありません。 

日時：2015年 12月 19日 (土) 13時 30分～17時 00分 

（大会後，情報交換会あり） 

会場：福岡大学 18号館（理学部） 1826・1827教室 

 〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目 19-1 

TEL：092-871-6631(代) 

  キャンパスマップ 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.pdf?2015052  

の 35番の建物 

アクセス：地下鉄七隈線 福大前駅下車 

  

 



 

 

 

 

 

 

※その他の交通手段を含む詳細は，福岡大学ホームページの

「交通アクセス」のページを参照 

  （ http://www.fukuoka-u.ac.jp/help/map/ ） 

内容：個人研究発表（1件 20分[発表 15分＋質疑 5分]） 

   九州・沖縄支部総会 

   情報交換会 

〇プログラム[研究発表の件数等により変更の可能性有り(件数に

より，教室数・ポスター発表に変更等）] 

13：00～13：30 受 付 

13：30～13：40 開会行事           1827教室 

13：50～15：10 研究発表①        1826教室 

15：10～15：30 休 憩 

15：30～16：30 研究発表②        1826教室 

16：40～16：50 出展企業によるデモ 1827教室 

16：50～17：00 九州・沖縄支部総会 1827教室 

17：30～19：30 情報交換会 

                      スカイラウンジ（文系センター16階） 

〇研究発表の募集 

・発表資格：JADE の会員のみ (発表件数によっては，ポスター発

表に変更をお願いする場合有り） 

・申込み締切：  11月 10日（火） 

・採択結果通知： 11月 17日（火） 

・予稿集原稿締切：12月 9日（火） 

・申し込み方法：本支部会ホームページの参加申込みフォームより 

 

 

 

 

 

 

 

・原稿フォーマット：採択結果の通知時に添付(全国大会に準ずる） 

 

〇参加者受付 

・受付け締切：12月 15日（火）＊当日参加も可 

・受付け方法：支部会の参加申込みフォームからの申込み 

・情報交換会：当日，参加費 3,000 円(学生 2,000 円)を受付での

支払い 

・宿泊先：学会では斡旋はしておりませんので，各自予約 

〇問い合わせ先 

第 8 回九州・沖縄支部会支部大会実行委員長（九州・沖縄支部長） 

  鞍掛哲治（鹿児島工業高等専門学校） 

tel: 0995-42-9058（研究室） 

e-mail: kurakake@kagoshima-ct.ac.jp 

 

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。 

【文責】 寺田 貢   

【編集】 大野 早苗 
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