
１．原稿の査読者一覧

第11巻第2号を発刊するにあたり，2015年9月1日～ 2016年8月31日の1年間に受け付けた原稿の査読を

依頼した方々を，表1の通りご報告するとともに，これらの方々に感謝の意を表したいと思います。

どの査読者が，どの原稿を担当されたかは，もちろん明かすことができません。しかし，投稿されてきた原

稿数も多くなり，原稿と査読者の対応を予想することも困難であると判断し，査読者には無断で掲載すること

にしております。査読者には，従来から査読料はお支払いしておりませんので，この掲載をもって，謝意に代

えさせていただきます。なお，所属大学については，査読依頼時点での所属先を示しています。また，不注

意により掲載に漏れがあるかもしれません。その場合は，どうかご容赦ください。

（文責：編集委員長・長尾　佳代子）

表1　原稿査読者一覧（2015年9月1日～ 2016年8月31日依頼）（※アイウエオ順）

ご氏名(敬称略） 所属大学 ご氏名(敬称略） 所属大学

石毛 弓 大手前大学 田島 ますみ 中央学院大学

井上 聡 環太平洋大学 たなか よしこ 日本工業大学

岩崎 光伸 近畿大学 谷川 裕稔 四国大学短期大学部

臼倉　美里 昭和女子大学 津田 ひろみ 明治大学（非会員）

江原 智子 環太平洋大学 中園 篤典 広島修道大学

大崎 さつき 創価大学 中西 大輔 広島修道大学

大澤 真也 広島修道大学 中村 健 大阪体育大学

大島 弥生 東京海洋大学 中山 誠一 実践女子大学

小野 博 福岡大学 中山 夏恵 文教大学

小野田正之助 近畿大学 野崎 浩成 愛知教育大学

壁谷 一広 函館大学 馬場 眞知子 東京農工大学

川井 一枝 いわき明星大学 牧野 眞貴 近畿大学

川添 充 大阪府立大学 御園 真史 島根大学

工藤 俊郎 大阪体育大学 光永 悠彦 島根大学

小松川 浩 千歳科学技術大学 山本 裕子 中部大学

篠崎 祐介 立正大学 湯川 治敏 愛知大学

下坂 剛 四国大学

２．会費納入について

会則第8条に規定されていますが，本会の1年間の会費は次の表2に示すとおりでありますので，お間違い

のないようお願いします。会費請求書に示された期日までに，収めいただきたくお願いいたします。会費滞納は，

本会の運営に支障を来すことになります。また，会員としての特典を受ける際に制約を受けることにもなりま

すので，ご理解とご協力をお願いします。さらに，全国大会や支部大会での年会費お支払いは，受け付けて

おりません。

なお，大会などにおける企業等の展示では，学会が特に定めた場合を除き，原則として，賛助会員に限ら

せていただいております。

会告
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表2　1年間あたりの会員種別ごとの会費

正 会 員 4,000 円

大学会員 10,000 円

賛助会員 30,000 円

３．会員情報の異動報告依頼

会員情報の異動などがありましたら，異動事項（氏名や名称・会員種別・勤務先情報・メールアドレス・参

加部会・自宅情報・会誌送付先など）を事務局にメールでお知らせください。

事務局の連絡先は，次の通りです。

日本リメディアル教育学会　事務局

〒162-0801　 東京都新宿区山吹町358-5 
アカデミーセンター

メールアドレス：jade-post@bunken.co.jp

４．投稿原稿募集

次号会誌掲載に向け，ニューズレターでもお知らせしている通り，様々な種別の原稿を毎日受け付けていま

す。奮ってご投稿をお願いします。

(1)投稿原稿および依頼原稿のいずれについても，投稿・査読システム(https://mc.manuscriptcentral.com/
jjade) にアクセスして，必要事項を入力して下さい。投稿原稿の提出締切日は，特に設定しておりません(い
つでも投稿が可能です）。

(2)Wordによる原稿は，原則として，http://www.jade-web.org/の「学会誌」メニューから，ダウンロードした

テンプレートに文字・図・グラフ等を上書きして作成して下さい。このテンプレートでは，基本的に，和文

フォントは明朝，半角の英数字・記号など欧文フォントはCenturyになっています。上と左右のマージン

は20mm，下のマージンは25mmです。このテンプレートの印刷結果は，実際に刊行される紙面に近いも

のとなります。

※査読後，掲載可の判定が出た原稿については，業者がレイアウト原稿を作成し，著者校正の機会を設けます。

したがって，入稿した原稿がそのまま版下になるわけではありません。しかしながら，テンプレートを使っ

て作成した提出原稿は印刷原稿に見た目が近いため，査読者にとって読みやすいものとなります。編集者・

査読者は提出原稿によって作業を行います。負担軽減のため，できるだけ読みやすい原稿を作成するよう

にご協力下さい。

(3)原稿の種別ごとの刷り上がりページ数については，「投稿規程」を参照して下さい。ただし，和文原稿の場合，

刷り上がりページでは，この原稿テンプレートの1ページ目に和文タイトル，和文筆者名，キーワードが追

加されます。要旨が必要な種別では，要旨も加わります。さらに，1ページ目の左段の最下行には著者の所

属機関名が追加されます。また，最終ページには英文タイトル，英文筆者名，英文要旨（必要な場合），英

文キーワード，受付日と受理日が追加されます。これらの追加分を考慮して，刷り上がりページ数が制限を

超えないように原稿を作成して下さい。

(4)要旨は，投稿原稿のうち，「論文」，「実践研究論文」，「研究ノート」，「実践報告」，「資料」，「教材解説」で投稿

時に入力が必須です。また，記事種別により，日本語記事であっても英文での要旨が必須のものと，任意

でつけられるものがあります。掲載決定した記事は，J-STAGEに搭載される予定ですが，J-STAGEは海

外の論文検索システムとリンクしており，英文要旨があると海外から検索されやすくなります。記事種別ご
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との要旨の必要の有無について，詳しくは，「原稿を執筆される会員への情報」をご覧ください．なお，キー

ワードは，すべての種別の原稿に3個以上5個以下設定する必要があります。

(5)原稿中に貼り付けた図・表等については，オリジナルのデータファイルを，投稿・査読システムの該当画

面でアップロードして下さい。業者がレイアウト原稿を作成する際に使用します。

(6)原稿中の図・表等をカラーで作成した場合でも，原則的に，仕上がりはモノクロ印刷となります。特別な

理由があって筆者がカラーでの印刷を希望する場合には，実費を徴収いたします。その場合は，投稿・査

読システムの該当画面でその旨を入力して下さい。

(7)すべての原稿は英文の題目などを記載していますので，それにあわせて図表を英語で記述してもかまいま

せん。ただし，同一の和文原稿中では，図表の記述はすべて日本語あるいは英語のどちらかに統一して下

さい。英文原稿の場合は，図表もすべて英語になります。

(8)本誌ではダブルブラインドの査読を採用しています。新規提出時や著者照会による修正原稿提出時には，

著者が特定される箇所を伏せ字にするなどして，著者が推測されにくいように配慮して下さい。

(9)この「入稿手順と留意事項」は，和文原稿を想定したものですが，英文原稿を提出される場合にも参考に

して下さい。英文記事や要旨は，事前にネイティブチェックを行ってから投稿してください。なお，本学

会の英語ネイティブ編集委員はAPA方式で書かれた原稿を推奨しています。書誌情報の書き方などにつ

いて迷う場合はAPAのマニュアルに従って下さい。

(10)その他，ご不明の点は下記へお問い合わせ下さい。

　　JADE編集委員会： pub@jade-web.org

５．学会の行事の報告

(1) 第12回全国大会開催報告

第12回全国大会は，2016年8月23日～ 25日の会期で大阪国際大学において開催されました。この場を

借りて，素晴らしいキャンパスを会場としてご提供くださった大阪国際大学様に深く御礼申し上げます。

大会テーマを「教科の世界から学問の世界へ導く高大接続」とし，大会2日目に，独立行政法人 大学入試

センター 試験・研究統括官 大塚雄作先生による基調講演「高大接続と入試改革について」，大阪府立西成

高等学校の稲葉勇介先生，大阪府立茨木高等学校の入交享子先生，大阪国際大学の栃澤健史先生にご登

壇いただいた現地企画「高大接続に関わる教育現場での実践」，コーディネーターとして島根大学の御園真

史先生，パネリストとして学校法人追手門学院の椋本洋先生と高崎経済大学の高松正毅先生にお迎えした

パネルディスカッション「教科の世界から学問の世界へ導く高大接続について考える」を実施しました。

また，専門部会による企画として，理数系部会，日本語部会，英語部会2件および学習言語部会の合計5
件のラウンドテーブルやワークショップが行われました。さらに，編集委員会＆大会プログラム委員会のコ

ラボ企画として，「記事投稿・査読システムの稼働について＆予稿の書き方」も行われました。全国大会の

大きな柱である一般発表には，多くの会員から応募をいただき，審査の結果，47件の口頭発表と11件のポ

スター発表がありました。ポスター発表には現地企画の高大接続に関するものが6件も加えられました。

大会当日は，事前に参加を申し込んだ115名に加え，当日参加された方が99名おられ，賛助会員48名で，

合計262名の参加者を迎え，各会場で熱心な討論が交わされました。

大会２日目終了後には，学内のレストランで情報交換会があり，リメディアル教育に関心を持つ109名が

会場に集いました。大会に出席した会員に加え，展示企業からも大勢ご参加いただき，相互の懇親を深め

る機会となりました。

(2) 2016（平成28）年度第1回理事会開催報告

8月23日に2016（平成28）年度第1回理事会が，大阪国際大学1号館4階1-411室で開催されました。
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理事会では，学会の運営状況に関する事項について審議・報告が行われました。議事の概要を以下に示

します。

【審議事項】

1．会長・業務執行理事の業務報告

会長，編集委員長，全国大会企画委員長から前回の理事会以降の業務について報告がありました。

2．2015年度事業報告（案），2016年度事業計画（案） 
会長から，事業報告と事業計画について報告され，審議の結果，別紙のように一部修正を行うことで

承認されました。

3．研究活性化支援制度について 
会長から，会員による新規研究テーマの立ち上げや専門部会・支部会の研究会の開催のために活用す

る支援制度が提案されましたが，審議の結果，継続審議とされました。

4．2015年度決算（案），2016年度予算（案） 
会長から，決算と予算について報告され，審議の結果，別紙のように一部修正を行うことで承認され

ました。

5．全国大会企画委員会

小松川全国大会企画委員長から，委員会の活動について説明され，来年度の全国大会の会場校が，日

本文理大学（大分県）に決まったことが報告されました。さらに，第13回全国大会実行委員長を吉村

理事に依頼することとなりました。日程は，2017年8月23日から25日と決まりました。

6．会誌編集委員会

長尾編集委員長から，会誌の発行と委員会の活動について説明されました。Web上の投稿システム

を9月1日から稼働させること，電子ジャーナルのプラットフォームであるJ-STAGEについて，運用

開始の予定について紹介がありました。

7．2016（平成28）年度定期総会次第（案） 
会長から定期総会の次第が提案され，審議の結果，一部改訂し，8月24日の総会での次第とすること

としました。

8．役員候補者選出選挙の予定 
会長から来年度実施する役員候補者選出選挙の予定と概要が説明されました。

9．研究活性化支援制度および表彰制度について

会長から両制度について，今後の対応について紹介がありました。

10．会則の細則（案） 
会長からホームページに掲載されている細則について，一部修正を要する箇所があることとその修正

案が紹介されました。審議の結果，一部の項目について修正したものを，学会ホームページに公開す

ることとしました。

11．その他

会長から，吉岡理事より所属変更により理事を辞退することの申し出あったことが紹介されました。

審議の結果，辞退を承認し，総会での審議事項とすることとなりました。学会ホームページにCMS
を導入することについて，見積書を確認し，今後検討することとなりました。将来構想担当の小松川

副会長より，来年度の改選に備えて，次期以降の学会のあり方や体制について今後検討していくこと

が提案され，承認されました。

【報告事項】

1．第8回関西支部大会開催報告

児玉関西支部会支部長から，3月に開催された支部大会について報告されました。
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2．支部大会開催予定

加藤東北支部会支部長および児玉関西支部会支部長から，支部大会を開催する予定であることが報

告されました。

3．会員動静

会長から，7月31日現在の会員数として，正会員648人，大学会員30校，賛助会員37社であること

が報告されました。また，8月8日現在の会費未納者の一覧（非公開資料）について紹介され，会費未

納の総額が1,438,000円に及ぶことが報告されました。

(3)総会開催報告

総会は，8月24日に開催され，以下の点について，それぞれ報告または審議が行われました。

【報告事項】

1．2015（平成27）年度事業報告

資料に従い，2015年度の事業について報告されました。

【審議事項】

1．2015（平成27）年度決算

資料に従い，2015年度の決算について説明され，総会出席者により承認されました。

2．2016（平成28）年度事業計画・収支予算

資料に従い，2016年度の事業計画と予算について説明され，総会出席者により承認されました。

3．会誌「リメディアル教育研究」の電子ジャーナル化と冊子の年間1回発行への移行

学会誌の発行について，J-STAGEをプラットフォームとした電子ジャーナル化による速報性の改善，

電子版の論文を掲載する冊子体の年1回発行に移行することについて説明され，総会出席者により承

認されました。

4．理事の解任

吉岡理事からの理事の辞退の申し出を受け，任期途中ではあるが，退任いただくことについて説明され，

総会出席者により承認されました。

以上
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