
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.97 をお届けいたし

ます。今回は， 

(1) 第 13回全国大会開催案内 

(2) 2017(平成 29)年度定時総会開催案内 

についてお知らせいたします。 

 

第 13 回全国大会開催案内 

今大会では，高大接続システム改革における「学力の 3要素」の

定着を意識し，教科学習におけるアクティブラーニングの導入など

により高校教育の現場がどのように変化していくのか，それを受け

入れる大学のリメディアル教育や初年次教育はどのように対応して

いく必要があるのか，先進的な高校現場の取組や高大連携の取組

に着目します。ユニバーサル時代にふさわしい高大接続を実現す

るための高大教職員の連携の可能性を追求します。 

【重要】全国大会 優秀賞について 

 大会発表の質向上を目指し，今大会から優秀賞を新設いたしま

す。予稿集原稿および当日の発表（ポスター発表を含む）を総合的

に審査し，分野ごとに表彰いたします。すべての発表者が対象とな

ります。 

１．日程・会場 

2017(平成 29)年 8月 20日 15時～21時 

プレカンファレンス 

場所：日本文理大学湯布院研修所 

   （大分県由布市湯布院町川上 3366-4） 

http://nbu.co.jp/yufuin/ 

2017(平成 29)年 8月 21日～23日 

場所：日本文理大学 

（〒870-0397 大分県大分市一木 1727） 

http://www.nbu.ac.jp/access/index.php 

２．第１３回全国大会テーマ 

高大接続システム改革はリメディアル教育を変えるか？ 

３．発表の形式 

（１）口頭発表 

 １件 30分間（発表 20分＋質疑 5分＋入れ替え 5分） 

（２）ポスター・デモ発表 

（３）展示企業向けデモ発表 

 ※ランチョンセミナーの開催：お昼休みに企業主催によるセミナー

（参加者は昼食無料）を企画します。詳しくは，後日賛助会員あ

てにお知らせをいたします。  

４．共催・後援 

主催：日本リメディアル教育学会 

後援（予定）：日本文理大学，大分県教育委員会，大分高等教育協

議会，大分合同新聞社 

５．参加費等 

（１）プレカンファレンス参加費 

参加宿泊費：12,000 円（1泊 2食。懇親会費・入湯税込） 

支払いは当日になります。 

なお，食事や宿泊の有無などの個別の調整は後日行います。 

（２）大会参加費 

正会員（個人）・賛助会員・大学会員：事前 4,000円 当日 5,000 円 

非会員：事前・当日とも 5,000 円  

（３）情報交換会参加費 

正会員・大学会員・協賛会員・非会員：事前・当日とも 5,000 円 

（４）企業展示・広告費 

協賛会員 

展示            30,000円 

ランチョンセミナー 30,000円 

(展示を行う場合には 20,000円) 

講演論文集への広告 10,000 円  

Ａ４サイズ（白黒，縦置き，片面）１ページの広告料金です。 

６．参加申し込み 

（１）プレカンファレンス 

申込みシステム（https://iap-jp.org/jade/conf/login.php）から予約

してください。 

（２）一般発表・事前参加申込み 

申込みシステム（https://iap-jp.org/jade/conf/login.php）からお申し

込みください。 

※当日の混雑緩和のため，事前の参加申し込みにご協力をお願い

いたします。 
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７．案内・問合せ・スケジュール等 

（１）大会 HP 

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

（２）問合せ先 

 日本リメディアル教育学会大会ヘルプデスク 

jade-desk(a)bunken.co.jp（(a) を @ に書き換えてください ) 

（３）重要な期日 

4月 17日(月)各種申込みの開始 

一般研究発表申込み（口頭発表，ポスター発表） 

事前参加申込み（全国大会，情報交換会） 

企業展示，ポスター・デモセッションの申込み 

5月 15日（月）一般研究発表(口頭発表，ポスター発表)の申込み締切 

6月 1日（木）一般研究発表の採否の通知（予定） 

6月 5日（月）企業展示，ポスター・デモセッションの申込み締切 

6月 26日(月)予稿集原稿の提出締切 

7月 28日(金)事前参加申込み（郵便振替の方）の締切 

7月 31日(月)事前参加申込み（クレジット支払いの方）の締切 

８．一般発表の申込みについて 

申込先：全国大会ホームページ  

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

一般発表申込みの開始：4月 17日（月） 

一般発表申込みの締切：5月 15日（月）17:00 

※一般発表の申込みをするためには，事前参加申込みをする必要

があります。 

（１）事前参加の申込みについて 

〇システムへのログイン 

会員がログインするためには，会員 ID とパスワードが必要です。

ご不明の場合は，事務局 jade-post(a)bunken.co.jp（(a)を＠に変え

てください）にお問い合わせください。 

非会員，会員申請中の方には，受付 ID が発行されます。 

〇申込者情報の入力 

氏名・所属・連絡先等を入力してください。 

〇大会・情報交換会の参加費の支払い 

郵便振替とクレジットカード決済が選べます。 

クレジットカード決済を希望する方は，お手元にカードをご用意く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

郵便振替を希望の方には申込完了後，振込先などの情報がメー

ルで送信されます。郵便振替の用紙は送付されません。各自で振

込の手続きをお願いします。 

＊大会・情報交換会の参加費の返金について 

6 月 30 日（金）までに参加のキャンセルを申し出られた方に

は，手数料を除いた，大会および情報交換会の参加費を返金し

ます。大会事務局 jade-desk(a)bunken.co.jp（(a)を@に変えてくだ

さい）にお申し出ください。 

なお，7 月 1 日（土）以降のキャンセルには応じられません。 

（２）一般発表の申込みについて 

登壇者として一般発表の申込みができるのは 1 人 1 件です。

部会企画での発表等，登壇者ではない共同発表の参加は妨げま

せん。 

発表の採否については 6 月 1 日（木）にご連絡します。採択さ

れなかった場合も必ず連絡します。連絡がない場合は大会事務局 

jade-desk(a)bunken.co.jp（(a)を@に変えてください）にお問い合わせ

ください。 

◆一般発表に申し込めるのは次の条件を満たしている方です。 

1. 正会員で，かつ，一般発表の申込み締切時点で 2017 年度

学会費を完納していること。 

2. 登壇者であること。 

3. 共同発表の場合，予稿の筆頭者であること。 

システムにログイン後，次の順で登録してください。 

〇発表内容の登録 

発表形式（口頭か，ポスターか，どちらでもよいか），発表分野

（英語，日本語，理数系，学習支援，ICT 活用教育，コミュニケーシ

ョン能力育成，教職協働，学校教育，特別学修支援，学習言語，そ

の他），発表題目（100 字以内。副題を含む），要旨（和文 600 字，

英文 300 語以内）を入力してください。 

〇発表者の所属情報の登録 

発表者の所属（大学名，会社名，研究所名など）を登録してくださ

い。共同発表の場合は，全員の所属を登録してください。共同発表

の場合，筆頭者以外は，非会員でも可能です。 

所属先は複数登録できません。複数登録された方は，2 番目以

降の所属先を削除します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

〇発表者の情報の登録 

発表者の氏名を登録し，登録した所属先から所属を選んでくださ

い。 

※注意 

1. 発表の題，内容に特定の企業名，製品名などが含まれるも

のを受け付けますが，特定の企業や製品の宣伝にならない

ようにご注意ください。 

2. 共同発表の際，登壇できるのは筆頭者のみです。複数での

登壇はご遠慮ください。例年，お願いをしているにも関わらず

複数で登壇される発表が見られます。円滑な進行のために，

ご協力お願い申し上げます。 

※予稿原稿は，発表が採択された場合，6 月 26 日（月）17 時ま

でに申込みシステムに投稿してください。申込み時に登録された

発表者，発表題目等は変更できませんので，予稿原稿作成の際

にはご注意ください。また，所属先を複数書かれた場合には 2 

番目以降の所属先を編集の際に削除します。 

９．委員名簿 

日本リメディアル教育学会 第 13回全国大会実行委員会委員名簿 

実行委員会委員一覧（順不同）  

実行委員長：吉村充功（日本文理大学） 

実行委員：鈴木照夫（日本文理大学），坂井美穂（日本文理

大学），日本文理大学人間力育成センター教職員お

よび教務担当職員等 

大会企画委員会一覧（順不同） 

会長：寺田 貢（福岡大学） 

大会企画委員長：小松川浩（千歳科学技術大学） 

大会企画副委員長：中園篤典（広島修道大学） 

プログラム委員長：佐藤尚子（千葉大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会実行委員長：吉村充功（日本文理大学） 

幹事 専門部会企画担当：御園真史（島根大学） 

幹事 賛助会員担当：小野田正之助（近畿大学） 

アドバイザー：矢島 彰（東大阪大学） 

専門部会担当：森川 修（鳥取大学） 

プログラム担当：鈴木政浩（西武文理大学），田島ますみ（中

央学院大学），國弘保明（川崎医療福祉大

学） 

 

2017(平成 29)年度定時総会開催案内 

日本リメディアル教育学会会則第13条から第16条までに定める

総会を以下の日程で開催いたします。会員の皆さんはご出席くださ

い。 

日時：2017年 8月 22日（火）  11時 00分～11時 30分 

議題：2016(平成 28)年度の決算書類の承認，その他 

会長 寺田 貢 

 

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 

  

 


