
 

  

 

 

 

 

日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.98 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 

(3) 大会発表優秀賞の創設 

(4) プレカンファレンス開催案内 

(5) 会誌『リメディアル教育研究』バックナンバーの J-Stage公開 

についてお知らせいたします。 

 

第 1３回全国大会開催案内 

日本リメディアル教育学会第 13回全国大会・定時総会を以下の

要領で開催いたします。現在参加申し込みを受け付けております

ので，皆様のご参加をお待ちしております。 

１．日程 2017(平成 29)年 8月 21日(月)～23日(水) 

２．会場 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 

３．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？ 

４．後援（申請中を含む） 

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．プログラム 

第 1日  8月 21日（月） 

12:30      受付開始 

13:30-14:55 口頭発表 A 

15:05-17:00 口頭発表 B 

第 2日  8月 22日（火） 

9:00     受付開始 

9:30-10:55 口頭発表 C 

11:00-11:30 総会（会員のみ） 

11:30-11:50 開会式 

11:55-13:15 ランチョンセミナー 

13:30-14:50 ポスター発表・デモセッション 

14:55-16:15 基調講演 

「協同教育の視座からのリメディアル教育への願い」 

講師：関田 一彦 氏 

（創価大学 教育学部 教授，日本協同教育学会理事 

（前会長），初年次教育学会理事） 

16:20-18:20 大会実行委員会による企画 

「高大接続システム改革への現場の取り組みからリメディア

ル教育を考える」 

コーディネーター：吉村 充功（日本文理大学） 

取組報告：大分県内高校教員 3名 

18:30-20:00 情報交換会 

第 3日  8月 23日（水） 

9:00     受付開始 

9:30-10:25 口頭発表 D 

10:30-12:00 部会企画 A 

（英語部会①，日本語部会，理数系部会） 

12:05-12:25 部会総会（部会企画を実施しない部会） 

12:55-14:25 部会企画 B 

（英語部会②，学習支援部会，理事会企画） 

14:25-14:45 閉会式 

※企業展示は大会期間中を通じて実施します。 

６．参加費等 

（１）大会参加費 

正会員・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  

（２）情報交換会参加費 

正会員・大学会員・賛助会員・非会員：事前・当日とも 5,000 円 

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（at）bunken.co.jp 

（送信の際に (at) を @ にお書換えください） 
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（３）重要な期日 

6月 26日（月）17：00予稿集原稿の提出締め切り 

7月 28日（金）17：00事前参加申込み（郵便振替）の締切 

7月31日（月）17：00事前参加申込み（クレジット支払い）の締切 

８．事前参加申込みについて 

申込先：全国大会ホームページ  

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

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。パスワードを忘れた方は，マイページの「パスワードを忘れた

方はこちら」からお手続きください。ご不明の場合は，事務局

jade-post(at)bunken.co.jp（送信の際に (at) を @ に書き換えてく

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(at)bunken.co.jp（送信の際に (at) を

@ に書き換えてください）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。 

９．大会実行委員会からのお願いとお知らせ 

（１）宿泊について 

本大会では，大分市MICE開催補助金の交付を申請していま

す。延べ宿泊者数に応じた補助額となりますので，宿泊される場

合はできるだけ「大分市内」の宿泊施設のご利用をお願いします。

ホテルは大分駅周辺に多数あります。また，大学最寄りの大在駅

前にもビジネスホテル 1軒あり。なお，大会実行委員会では，宿

泊先の斡旋等は行いません。 

 

 

 

 

 

 

（２）交通手段等について 

○公共交通機関をご利用の場合，最寄り駅はＪＲ日豊本線「大

在」（おおざい）駅です。 

○大会期間中は大会プログラムにあわせて大在駅前よりスクー

ルバス（無料）を運行します（所要約 5分）。 

○車利用の場合，東九州自動車道「大分宮河内ＩＣ」より約 10 分。

正門前駐車場に駐車可能です。 

【参考】 

・大分空港より大分駅前まで，空港連絡バスエアライナー（ノン

ストップ）で約 60分。 

・ＪＲ大分駅より大在駅まで普通電車で所要約 15分（4駅）。1時

間 2～3本運行。 

・大分空港からレンタカー等を使用した場合，大分空港道路・高

速道路経由で大学まで約 70分。 

(日本リメディアル教育学会第 13回全国大会実行委員会) 

 

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 

場所：日本文理大学 18C51教室 

議題：2016(平成 28)年度の決算書類の承認，役員候補者選

出選挙結果の承認，その他 

会長 寺田 貢 

 

大会発表優秀賞の創設 

本学会では，全国大会での発表および会誌への投稿の活性化

を目的として，大会優秀賞を創設し，その選定規定を以下のとおり

定めたことをお知らせいたします。 

日本リメディアル教育学会 大会優秀賞 選定規定 

                          平成 29年 6月 20日 

日本リメディアル教育学会の全国大会では，大会発表優秀賞を

設ける。この賞は，大会予稿及び発表を踏まえて，優秀な内容（口

頭発表及びポスター発表）に対して授与されるものである。なお，

大会発表優秀賞の受賞者には，学会誌への推薦論文として投稿 

 



 

 

 

 

 

 

を勧める。本学会は，様々な部会が存在することから，大会発表

時の領域毎に選定できるように配慮する。 

１）10件に 1件の割合で，優秀賞を選定する。端数として，10±3

件に１件の範囲内で許容する。優秀賞は，発表者（筆頭著者）と

する。 

２）大会発表時の領域毎の選定が可能となるように，1)を満たすグ

ループ化を図る。条件を満たさない分類は，他の分領域と合わ

せ，条件を満たすか，または近い条件になるように調整する。 

３）審査に際しては，優秀賞選定委員会を設置する。優秀賞選定

委員会（委員長 1名及び幹事数名（各部会担当を想定））は，大

会企画委員会の下で構成する。 

４）委員長及び幹事は，大会企画委員会のプログラム委員会と連

携して，発表内容の分野との整合性を考慮して一次審査委員

及び座長（二次審査委員候補）を選定する。 

５）一次審査委員は，担当の予稿の事前審査を行う。審査は，１）

新規性 ２）有用性 ３）信頼性 ４）了解性（記述の分かりやす

さ）を以て審査する。 

６）一次審査のうち，上位１／３以上を当日審査（座長による審査）

の対象とする。 

７）一次審査対象者が発表を行う座長は，発表に関する審査（二

次審査）を行う。発表に関する審査も，１）新規性 ２）有用性 

３）信頼性 ４）了解性（発表の分かりやすさ）の観点で審査する。

なお，ポスター発表についても二次審査委員を設定する。 

８）大会最終日に，予稿及び発表審査の合計に基づき，最終審査

を合議で行い，受賞者の選定を行う。 

９）受賞者については，大会日の閉会式で発表する。 

１０）大会発表優秀賞対象者が希望する場合，推薦論文を期日ま

でに提出できる。推薦論文は，編集委員会の領域毎の論文担

当の下，領域を加味した査読者を選定し，各部会の採録の観点

を考慮して論文作成のアドバイジングを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレカンファレンス開催案内 

全国大会のプレカンファレンスとして，学会の将来について語る

会を実施します（研修会と懇親会を予定）。 

日程：2017(平成 29)年 8月 20日（日）15時～21時（予定） 

会場・宿舎：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） 

      （研修所 URL- http://nbu.co.jp/yufuin/） 

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。 

参加をご希望の方は，申込みシステム 

 https://iap-jp.org/jade/conf/login.php  

からご予約ください。 

 

会誌『リメディアル教育研究』バックナンバー

の J-Stage 公開 

学会誌『リメディアル教育研究』第 1巻から第 10巻第 1号につい

て，CiNiiからの移行作業が完了し， J-Stage の以下 URL で公

開されましたことをお知らせいたします。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jade/-char/ja/ 

これにより，全バックナンバーの J-Stage上での公開が完了しま

した。 

 

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 

 

 


