
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.84をお届けいたし

ます。今回は， 

(1)九州・沖縄支部会第 8回支部大会開催報告 

(2)関西支部会第 8回支部大会ご案内 

についてお知らせいたします。 

九州・沖縄支部会第 8 回支部大会開催報告 

九州・沖縄支部会第 8 回支部大会開催報告を下記のとおり開催

いたしました。 

1．日時：2015年 12月 19日（土）13時 30分～17時 10分 

2．会場：福岡大学 18号館(理学部) 

3．プログラム 

13：00 - 13：30 受付 

13：30 - 13：40 開会行事 

13：50 - 15：00 研究発表① 

15：10 - 16：45 研究発表② 

16：50 - 17：00 出展企業によるデモ 

17：00 - 17：10 九州・沖縄支部会総会 

4．研究発表（1件 20分，質疑応答含む） 

研究発表① 

1）「音声処理重視の英文法指導：心理的欲求との関係」井上聡

（環太平洋大学） 

2）「自主的英語学習支援を目指して」金沢真弓（吉備国際大

学） 

3）「「話す」ことと「聞く」ことに焦点を当てたコミュニケーション能

力の育成 ―協働学習のクラスにおける対話力向上を目指し

た足場設定の働きかけ― 」日野純子（帝京大学） 

研究発表② 

1）「国際的汎用性のある数物系科学教育コンテンツ の創出」

田中忠芳（金沢工業大学）・渡會兼也（金沢大学附属高校）・

発田孝夫（学術図書出版社）・荒木敦子（絵本作家・コトヴィ

ア）・鍵山茂徳（鹿児島大学）・並木雅俊（高千穂大学）・佐藤

恵一（金沢工業大学） 

2）「数理基礎科目の反転授業における学生の学習活動の分

析」西誠（金沢工業大学） 

3）「アメリカにおけるコミュニケーション教育の一考察 〜初等中

等教育を中心として〜 」青柳達也（福岡大学大学院人文学

部博士課程後期） 

4）「グローバル人材の育成とリメディアル教育」小野博（福岡大

学・昭和大学） 

（九州・沖縄支部会 支部長 鞍掛哲治） 

 

関西支部会第 8 回支部大会開催ご案内 

関西支部会では，東海・北陸支部会，英語部会，学習言語部会と

の共催で第 8回関西支部大会を 2016年 3月 22日(火)に京都三大

学教養教育研究・推進機構「教養教育共同化施設（稲盛記念会

館）」で開催します。「教養教育共同化施設（稲盛記念会館）」は，北

山駅徒歩 5 分の京都府立大学のキャンパス内にあります。卒業や

新学期の準備等でお忙しい時期と重なりますが，多くの方にご参加

いただき，充実した一日となります事を願っております。なお、支部

大会への参加申し込みは不要です。 

Ⅰ 大会日程及び会場 

（1）日時 

2016年 3月 22日（火） 

9:45         受付  

10:30 - 11:00  開会行事，展示企業会員紹介 

11:00 - 12:00  研究発表Ⅰ 

13:00 - 14:00  研究発表Ⅱ 

14:15 - 16:15  基調講演 

16:15 - 17:00  関西支部総会 

17:30 - 20:00  情報交換会 

（2）会場 

京都三大学教養教育研究・推進機構「教養教育共同化施設

（稲盛記念会館）」  http://kyoto3univ.jp/ 

＜アクセス＞ 

[JR京都駅，阪急烏丸駅から] 地下鉄烏丸線「北山」下車 1番

出口から南へ徒歩 7分 

[京阪出町柳駅から] 市バス 1 「府立大学前」下車 徒歩 5分 

[JR二条駅から] 市バス 206「府立大学前」下車 徒歩 5分  
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Ⅱ 研究発表募集要項  

（発表時間 30分・質疑応答 30分の予定） 

（1）応募期間 

2016年 1月 11日（月）～ 2016年 2月 11日（木） 

発表の採否を 2月 15日（月）までにお伝えします。 

発表会場には，パソコン接続ケーブルとスクリーンを備えて

います。パソコンは各自でご用意ください。インターネットは利用

できません。 

発表時間は，現時点では 1 件につき 60 分（報告 30 分・質疑

30 分）ですが，参加者が多い場合は時間短縮の可能性がある

ことをあらかじめご了承ください。 

（2）発表申込書式 

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，所属およびメールアドレス 

②発表分野 英語・日本語・理数系・学習支援・ICT 活用・コミュ

ニケーション能力育成・その他 

③発表タイトル 

④共同発表者氏名および所属 

⑤発表時の使用機器 （パソコンは各自でご用意ください） 

⑥発表要旨 400字以内で記載 

発表採択者には 2016年 3月 14日（月）までに A4 2枚の予

稿集原稿をご提出いただきます。フォーマットは発表者に送信

します。原稿提出が遅れた場合は発表要旨のみを掲載します。 

（3）申込み先 

児玉英明まで e-mail にて上記の WORD ファイルを添付して

送信してください。 

hideakikodama@kpu.ac.jp 

メールタイトルは「JADE発表申し込み」としてください。応募フ

ァイル名には「JADE2015kansai」の後に名字を入れてください。 

 例： JADE2014kansai.Murakami 

（4）発表応募規定 

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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

③他学会ですでに発表した内容は応募できません。 

 

Ⅲ 企業展示募集要項 

（1）募集期間 

2016年 1月 11日（月）～2016年 3月 14日（月） 

（2）出展料 

①会員としてご登録いただいている企業様は，1.5 万円で展示

していただけます。 

②会員登録をされていない企業様は，1 社 2 万円で展示してい

ただけます。 

＊展示料領収書を作成いたしますので，領収書あて名書き

をご指示ください。 

③1名様については情報交換会の会費を無料とします。 

（3）問い合わせ先 

展示のお申込み，展示環境や設備，荷物搬入等に関するお

問い合わせは児玉 hideakikodama@kpu.ac.jp までお願いしま

す。お問い合わせください。 

 

Ⅳ 情報交換会 

（1）会場 

情報交換会(17:30-20:00)を東華彩館洛北店にて開催いたし

ます。 

〒606-0835 京都府京都市左京区下鴨神殿町 16−8 

（2）参加申込 

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～5000 円程度）が必要です。2 月 15 日（月）から 3 月 14 日

（月）までに「JADE 情報交換会申込」とタイトルに記入のうえ，

児玉までお申し込みください。 

hideakikodama@kpu.ac.jp 

 

Ⅴ その他 

 第 8 回関西支部大会に際して，各専門部会・支部会等の打ち合

わせなどをご計画の方は，当日，教室をお使いいただけます。ご希

望の方は事前に児玉 hideakikodama@kpu.ac.jpにお問い合わせ下

さい。 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅵ 問い合わせ先 

児玉英明 

〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1番地 5  

教養教育共同化施設「稲盛記念会館」内  

京都三大学教養教育研究・推進機構  

教育 IRセンター（京都府立大学教養教育センター） 

TEL 075-703-4925 075-703-4927 

FAX 075-703-4979 

hideakikodama@kpu.ac.jp 

（関西支部会 支部長 児玉英明） 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

リメディアル教育研究10巻2号の刊行について 

大変遅くなりましたが、学会誌 10 巻 2 号がまもなく刊行されま

す。 

 近日中に皆様のお手元に届く予定です。 

 

リメディアル教育研究11巻1号の原稿募集について 

学会誌 11巻 1号について、投稿原稿をご準備の方は、早めにご

投稿いただければ幸いです。 

皆様のご高論をお待ちしております。 

投稿の方法について、詳しくは学会ホームページをご参照くださ

い。 

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

 （編集委員会） 

 

 

【文責】寺 田  貢 

【編集】大野 早苗 


