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５
日本リメディアル教育学会，ニューズレターNo.105 をお届けいたし
ます。今回は，
(1) 定時総会開催案内
(2) 第 14 回全国大会開催案内
(3) 年会費納入のお願い

についてお知らせいたします。

学習言語・日本語・理数系・学習支援）によるワークショップ等の企
画の他、開催校による企画として、創価大学学内ツアー（ラーニン
グコモンズ・東京富士美術館見学を含む）も用意しています。
現在、大会サイトから参加申し込みを受付中です。多くの皆様の
参加を心よりお待ちしております。

１．基本情報
日程：2018 年（平成 30 年） 8 月 27 日(月)～29 日(水)

定時総会開催案内
2018（平成 30）年度日本リメディアル教育学会定時総会を下記
の日程にて開催いたします。

会場：創価大学 中央教育棟
〒192-8577 東京都八王子市丹木町 1-236
（https://www.soka.ac.jp/access/）
大会テーマ：激変する社会における大学の未来を考える。
後援：八王子市、八王子市教育委員会、大学コンソーシアム八王

日時：平成 30 年 8 月 28 日火曜日 10:30～11:00

子、八王子観光コンベンション協会

（第 14 回全国大会 2 日目）
場所：創価大学 中央教育棟 555 教室

２．プログラム
第 1 日目 8 月 27 日(月)

なお、総会で取り上げてほしい議題がございましたら出来るだけ

13:50

受付開始

事前に HP の問い合わせより事務局までご連絡ください。

14:50～15:45 口頭発表 A

（当日、その他の議題で提案することも可能です。）

15:45～16:05 専門部会総会（学校教育・英語）

第 14 回全国大会開催案内

16:05～17:35 専門部会企画（医療系・ICT 活用教育・学習言

下記の通り、第 14 回日本リメディアル教育学会全国大会・総会を
開催いたします。
今年度は、大会テーマを「激変する社会における大学の未来を考

語）
第 2 日目 8 月 28 日(火)
8:30

受付開始

9:00～10:25

口頭発表 B

える」としました。AI 時代の到来を念頭に、変化する社会状況の中

10:30～11:00 総会

で、どのような人材が求められるのか、入口から出口までの質保証

11:00～11:25 開会式（開催校挨拶、会長就任挨拶）

を踏まえつつ、今後の大学教育のあり方を考える大会とします。

11:30～12:45 ランチョンセミナー／昼休み

大会期間中には、会員による多数の研究発表の他、人工知能プ
ロジェクト「ロボットは東大に入れるか」のプロジェクトディレクターと

12:45～14:05 ポスター発表、デモセッション
14:15～15:45 基調講演（一般公開）

して知られる新井紀子氏（国立情報学研究所・教授）による基調講

講師：新井 紀子 氏

演、堀有喜衣氏（労働政策研究・研修機構・主任研究員）による特

タイトル「AI に置き換えられない人材を育成するためには」

別講演があります。また、6 つの専門部会（医療系・ICT 活用教育・

16:00～16:50 特別講演（一般公開）

４．参加費

講師：堀有喜衣氏

（１）大会参加費（情報交換会は含まない）
正会員・賛助会員・大学会員：事前 4,000 円 当日 5,000 円

タイトル「大学から職業への移行における課題」
17:20～ 情報交換会

非会員：事前・当日ともに 5,000 円
（２）情報交換会参加費

第 3 日目 8 月 29 日(水)
8:30

受付開始

9:00～10:25

口頭発表 C

正会員・賛助会員・大学会員・非会員：事前・当日ともに 5,000
円
※事前参加申し込みのお願い

10:45～12:15 部会企画（日本語・理数系・学習支援）

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

12:15～13:10 昼休み（55 分）

いたします。大会サイトより､事前参加申し込みシステムへログイン

12:45～13:10 HP 講習会（HP 講習会に出る人は昼休み 30

して、お申し込みください。

分）

早期に参加申込みをされると、割り引かれた大会参加費（￥5000

13:10～13:20 閉会式・表彰式（大会発表優秀賞）

→￥4000）による事前支払いが出来ます（会員に限ります）。

13:30～現地解散 開催校企画①（下記３．参照）

第 14 回大会サイト

14:00～17:00 開催校企画②（下記３．参照）

http://www.jade-web.org/conference/conference.html
事前参加申込みシステム
https://iap-jp.org/jade/conf/login.php

３．開催校企画について
8 月 29 日（水）に、下記の通り行います。
企画①：創価大学学内ツアー（ラーニングコモンズ・東京富士美
術館の見学等）
13:30～現地解散

５．宿泊について（大会実行委員会からのお願い）
八王子観光コンベンション協会からの補助を受けるため、参加者
の皆様におかれましては、八王子市内のホテルへの宿泊をご検討

※美術館見学は入場料が必要です。

ください。

当日、会場受付で参加申し込みを受け付けます。

宿泊情報：http://www.hkc.or.jp/tomaru/index.html
なお、大会実行委員会では､宿泊先の斡旋等は行いません。

企画②：教育実践交流会「新入生の文章表現・ライティング指導
の課題と工夫」
14:00～17:00 中央教育棟 2 階（SPACe 内ラーニングアリーナ）
※企画②は、初年次教育学会との共催です（参加費無料）
※以下 URL から事前申し込みをお願いします（80 名（先着
順））。
https://docs.google.com/forms/d/1DOdh0xLfTK6G84jsVGx

６．交通機関について
創価大学は、JR 八王子駅から北へ 4 ㎞、バスで約 20 分のところ
にあります。
八王子駅へは新宿から JR 中央線、あるいは京王線(私鉄)で約
40 分です。また東海道新幹線の新横浜駅から、JR 横浜線で約 45
分です。

vf8fjeEX3VyO-ekFgoHHOltU/viewform?edit_requested=tr
ue

（１）バスで来られる方
JR 八王子駅北口・京王八王子駅・拝島駅から西東京バスをご利
用ください（会場の中央教育棟に近いバス停は「創大門」もしくは
「栄光門」です）。

①創価大学正門東京富士美術館行き （「正門」にとまります）
②創価大学循環 （「正門」「創大門」「栄光門」にとまります）
③創価大学栄光門行き（直通）（「栄光門」にとまります）
④創価大学正門経由工学院大学行き（「正門」にとまります）

年会費の納入のお願い
今年度の年会費は、4 月 30 日が納入期限となっていました。

※「正門」から会場までは距離があります（坂道と階段あり）

まだ、年会費の支払いを済ませていない方は早急に納入をお願い

※八王子駅のバス停は、時間帯により異なりますので確認が

申し上げます。

必要です。
西東京バス：https://www.bus-navi.com/?_fsi=LAI36NLt

（２）車で来られる方
「一般来学者用駐車場」となる緑風駐車場、緑の丘駐車場をご
利用ください。
※駐車場から会場までは距離があります。

７．問い合わせ先
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（ _at_ をアットマークに書き換えてく
ださい）
なお、詳しいプログラム・会場への案内などは HP をご参照くださ
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
（また、事業年度の会費が納入されていることが必要です。）
(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】藤田 大雪

