
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.93 をお届けいたし

ます。今回は， 

(1)第 5回関東・甲信支部会支部大会開催報告 

(2)第 9回九州・沖縄支部会支部大会開催案内 

(3)第 5回中国・四国支部会支部大会開催案内 

(4)2017（平成 29）年度会費請求書の発送 

についてお知らせいたします。 

 

第 5 回関東・甲信支部会支部大会開催報告 

日本リメディアル教育学会（JADE）関東・甲信支部会（茨城，栃木，

群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨，長野）の第 5回大会（2016

年度）を，神田外語学院のご協力により，英語部会との共催で，下

記のとおり開催いたしました。70 名の方々にご参加いただきました。

1．主催：関東・甲信支部会 

共催：英語部会 

2．出展企業：(株)ラインズ，(株)桐原書店，国書刊行会  

3．日時：2017年 2月 11日(土)13時 00分～17時 00分 

4．会場：神田外語学院（3号館） 

〒101-8525 東京都千代田区内神田 2-13-13 

5．プログラム 

10時～12時 英語部会企画 

13時 00分 受付開始 

13時 30分～13時 40分 開会行事 

13時 50分～14時 35分 研究発表 前半 1 

14時 45分～15時 30分 研究発表 前半 2 

15時 40分～16時 50分 研究発表 後半 

17時 00分～18時 00分 名刺交換会 

6．研究発表（1件 20分，質疑応答含む） 

＜第一会場＞ 

座長：佐藤 尚子（千葉大学） 

13時 50分～14時 10分 学部 2 年次の国際金融の初歩で関数

電卓なしに実効為替レートを計算できる近似公式 

〇小川 健（専修大学） 

 

14 時 15 分～14 時 35 分  西武文理大学における語学センターの

取り組み 

〇マルケス ペドロ（西武文理大学） 

14 時 45 分～ 15 時 05 分  医学英語論文を用いた表現技術講義

の実践 

〇辻村（伊藤）貴子（東京女子医科大学） 

15時 10分～15時 30分  文章指導における読み時間の分析 

〇坂本 麻裕子（早稲田大学），増地 ひとみ 

座長：田島 ますみ（中央学院大学） 

15時 40分～16時 00分  大学新入生の日本語要約文の特徴 

〇岩本 遠億（神田外語大学大学院），山方 純子 

16時 05分～16時 25分  立場を問うタイプの論述文指導 

〇徳永 辰通（中部大学） 

16 時 30 分～16 時 50 分  運用につなげるための実践的な書き言

葉の練習 

〇山本 裕子（中部大学），本間 妙，中林 律子 

＜第二会場＞ 

座長：児玉 英明（京都三大学教養教育研究・推進機構） 

13時 50分～14時 10分  十文字学園女子大学におけるリメディア

ル教育 

〇髙橋 京子（十文字学園女子大学） 

14 時 15 分～14 時 35 分  基礎力測定に基づく学生の傾向と伸張

対策の方向 

〇中尾 桂子（大妻女子大学短期大学部） 

14時 45分～15時 05分  大規模クラスでのポスターセッションによ

る協同学習の実践 

〇熊澤 美裕紀（明治薬科大学） 

15時 10分～15時 30分  スチューデント・アシスタント（SA）を活用

した学習支援の試み 

〇大野 早苗（順天堂大学） 

研究発表 後半 3件 

座長：大野 早苗（順天堂大学） 

15時 40分～16時 00分  高大接続システム改革とリメディアル教

育の課題 

〇水町 龍一（湘南工科大学） 
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16時 05分～16時 25分  リメディアル教育の発信戦略 

〇児玉 英明（京都三大学教養教育研究・推進機構） 

16 時 30 分～16 時 50 分  関西支部大会のシンポジウムを振り返

る 

〇鷲北 貴史（高崎経済大学） 

＜第三会場＞ 

座長： 望月 好恵（国際武道大学） 

13 時 50 分～14 時 10 分  声楽のレッスンスタディ：認知プロセス

Applyを考える 

〇中西 千春（国立音楽大学），山本 真由美 

14時 15分～14時 35分  シャドーイングを取り入れた小学校英語

活動指導者の育成について 

〇松本 由美（玉川大学） 

14時 45分～15時 05分  リメディアル教育における TOEIC Bridge

の受験効果について 

〇平瀬 洋子（広島国際学院大学） 

15時 10分～15時 30分  楽しさの視点から見る授業の振り返りと

その量的研究への適用 

〇鈴木 政浩（西武文理大学） 

座長：鈴木 政浩（西武文理大学） 

15 時 40 分～16 時 00 分  英語初級リーディング教材の発問は思

考力を育てているか 

〇安藤 香織（芝浦工業大学），中西 千春 

16時 05分～16時 25分  英語授業学の視点から日本人大学生の

英語・英語学習に対する意識を分析する 

〇望月 好恵（国際武道大学），他 13名 

16時 30分～16時 50分  

大学生の英語ライティングを改善するための指導の試み 

〇恒安 眞佐（国際基督教大学） 

 

第 9 回九州・沖縄支部会支部大会開催案内 

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 9 回支部大会(2016

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：2017年 3月 4日 (土) 13時 30分～17時 00分 

（大会後，情報交換会あり） 

会場：久留米工業大学 向野キャンパス 100号館 

（テクノみらい館）4F or 5F and 2F 

〒830-0052 福岡県久留米市上津町 2228-66 

キャンパスマップ : 

 http://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/campus_mukaino.html 

アクセス：JR 久留米駅・西鉄天神大牟田線久留米駅よりバスに

て 20～30分工業大学前下車 

※その他の交通手段を含む詳細は，久留米工業大学ホームペ

ージ「交通案内」 : 

   http://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/campus_kotsu.html 参照 

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 

プログラム 

13：00～13：30  受  付   

13：30～13：40  開会行事   講義室 1 

13：50～15：00  研究発表① 講義室 2 and/or 3 

15：00～15：10  休  憩   

15：10～16：45  研究発表② 講義室 2 and/or 3 

16：50～17：00  出展企業によるデモ 講義室 1 

17：00～17：10  九州・沖縄支部総会 講義室 1 

17：30～19：30  情報交換会 2F ラーニングコモンズ 

参加者受付 

受付け締切：2月 28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 

問い合わせ先:JADE九州・沖縄支部会支部長 

鞍掛哲治（鹿児島工業高等専門学校） 

e-mail: kurakake_at_kagoshima-ct.ac.jp 

（ _at_は@に直して送信してください ） 

 



 

 

 

 

 

第 5 回中国・四国支部会支部大会開催案内 

中国・四国支部会（鳥取，島根，岡山，広島，山口，徳島，香川，

愛媛，高知）の第５回支部大会（2016 年度）を下記のように開催し

ます。 

中国・四国支部会員の大会ですが，学会の会員はどなたでも参

加できます。また，会員でない方も発表・参加ができます。なお，参

加費の徴収はありません。 

1. 日時：2017年 3月 25日(土)12時 00分～17時 00分 

（大会後，情報交換会あり） 

2. 会場：四国大学交流プラザ（２階会議室） 

      〒770-0831 徳島市寺島本町西 2丁目 35-8 

      http://www.shikoku-u.ac.jp/institution/attached-plaza/ 

3. JR徳島駅 から徒歩 3分（会場 URL参照） 

4. 内容： 

(1) ラウンドテーブル：『リメディアル教育』の概念再考② 

(2) 個人研究発表（1件 20分[発表 15分＋質疑 5分]） 

(3) 中国・四国支部総会 

(4) 情報交換会 

※個人研究発表が多い場合は，RT は中止いたします(個人

研究発表(1)とします。それにともない，個人研究発表(1)は(2)

に，(2)は(3)となります)。 

※RTの参加は自由です。 

5. プログラム（予定） 

四国大学交流プラザ２F会議室 

11:30～12:00    受付  

12:00～12:10    開会行事 

12:10～13:20    ラウンドテーブル： 

『リメディアル教育』の概念再考② 

報告者：谷川裕稔（四国大学短期大学部） 

司会：長尾佳代子（大阪体育大学） 

13:20～13:30    休憩 

13:30～14:50    研究発表１ 

14:50～15:00    休憩 

15:00～16:20    研究発表２ 

16:30～16:45    中国・四国支部総会 

 

 

 

 

 

 

16:45～16:50    閉会行事 

17:30～19:30    情報交換会 HIDEKURA2015にて 

https://tokushima-hidekura2015.owst.jp/ 

（3月 18日までに，お申込ください） 

6. 個人研究発表の募集 

(1)申込み締切り：3月 1日（水） 

(2)採択結果の通知：3月 3日（金） 

(3)予稿原稿 締切り：3月 20日（月） 

研究発表を希望される方は，発表申込み用紙(WORD)をダ

ウンロードして、e-mailに添付して送信してください。 

※メールタイトルは「JADE発表申し込み」としてください。 

送付先：tanigawa-h_at_shikoku-u.ac.jp 

（_at_は@に直して送信してください。） 

原稿フォーマット（全国大会に準じる）は，採択結果の通知

時に添付して送付します。 

7. 一般参加者の参加受付け 

(1)申込み締切：3月 20日(月) 

(2)申込み方法：参加申込み用紙(WORD)をダウンロードして、

e-mailに添付して送信してください。 

※メールタイトルは「JADE参加申し込み」としてください。 

送付先：tanigawa-h_at_shikoku-u.ac.jp 

（_at_は@に直して送信してください。） 

(3)情報交換会：当日，参加費（4,000円）を受付でお支払いくだ

さい。 

8．宿泊 

3月 26日（日）に「とくしまマラソン」が実施されるため，25日に

徳島市内のホテルを予約することが困難な状況になっていま

す。 

実行委員会で，現在ホテルの空き状況を確認しているところ

です。25日に宿泊ご希望の方は，実行委員長の谷川にメールに

てお知らせください（ご期待に添えない場合もあります。その際

はご容赦ください）。 

第５回中国・四国支部大会実行委員長  

谷川裕稔（四国大学短期大学部） 

問い合わせ tanigawa-h_at_shikoku-u.ac.jp   

（_at_は@に直して送信してください。） 

 



 

 

 

 

 

2017（平成 29）年度会費請求書の発送 

会員の皆様に 2017（平成 29）年度会費請求書を発送いたしまし

た。納入期限の 4 月末日までに納入してくださいますようお願いい

たします。 

正会員の皆様で，会費未納の状態が 2 年間以上継続すると，会

則第 11 条の(4)に基づき，負債を負った退会の扱いとさせていただ

いています。未納分を納入していただければ，負債は解消され，復

会することもできます。  

会費納入などについてご不明な点は，学会ホームページの［問

合せ]からお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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，査読審査を経て，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 


