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支部長あいさつ

12 月 12 日（土）に福山大学（広島県福山市）にて、第 18回 JCA 中国四国支部大会を開

催いたしました。今大会はリメディアル教育をメインテーマとして外国語教育の各段階で

の取り組みやアプローチを紹介して頂き論議しました。大学入学以前の教育については、

島根大学の大谷みどり先生をお招きし、「小中高校生に見られる英語学習における困り感」

と題して、文部科学省の最近の取り組みとそれについての研究を紹介して頂きました。学

術発表では、愛媛大学の中山先生に“Remedial Education for English Teaching: A Case

Study at Ehime University”で愛媛大学における英語のサポートが必要と思われる学生の

ためのいくつかの取り組みを紹介して頂きました。大学一年生の共通教育レベルについて

はライネルトが”2FL Learning as Remedial Education”でドイツ語による第二外国語学

習を国際化の再教育として紹介しました。また、高学年時での専門科目以外の外国語学習

としてライネルトは「共通教育連続第二外国語(ドイツ語)教育（S1,S2,S3)における

remedial education」の試みを発表しました。発表後のシンポシウムではリメディアル教

育以外にも中国四国地区における学校及び大学における最近の教育動向とそれに関するコ

ミュニケーション問題について触れました。

今回は初めての福山での開催となりましたが、少人数ながら JCA 中国四国支部以外の参

加者もあり、これまでの支部大会とは少し違ったフレッシュな内容となりました。当日行

なわれた講演と発表の内容は、ここで提供します。

2015年度中国四国支部長 Rudolf Reinelt

選挙結果報告

JCA 中国四国支部は現支部長ライネルトの任期満了のため、支部長選挙行いました。

返信のあったメンバーのうち、全員が「脇忠幸」先生を信任いたしました。

2016年度（2016年 6月１日）から新しい支部長は「脇忠幸」先生となります。

中国四国支部大会の発表集

発表集などの新しい HP：は http://web.iec.ehime-u.ac.jp/reinelt/katudouhoukoku.htmlです。

日本コミュニケーション学会 Japan Communication Association
(http://www.caj1971.com/) の第 46 回年次大会は 2016 年 6 月 11 日（土）・ 12
日（日）に西南学院大学（福岡市早良区西新）で開催する予定です。今年は

International Communication Association (ICA) の初の日本開催も福岡で行われま
す。ただし、当日は中国の祭日や野球の試合などもあり、現時点でもホテルは

非常に取りにくくなっております。参加を予定されている会員の皆様はなるべ

く早く宿をとることをおすすめします。また、見つかりにくい場合は、その近

隣の都市（久留米、北九州）なども視野に入れてご検討ください。
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第 18 回 JCA 中国四国支部大会プログラム

第 18回 日本         学会 JCA 
中国四国支部大会

     

会期  平成 27年 12月 12日 土 

会場  福山大学

宮地茂記念館

主催 日本         学会 JCA 
12：00 準備

13：00 開 会 挨 拶 支部長挨拶など

13：10 学術発表 

Rudolf Reinelt, 2FL Learning as Remedial Education
13：50 学術発表 

Akira Nakayama, “Remedial Education for English Teaching:
A Case Study at Ehime University”
14：30 まとめとディスカッション

高等（大学）教育における remedial education
(Chair: Rudolf Reinelt)

15：10 休憩

15：30 シンポジウム

研究発表（講演）

大谷みどり

「小中高校生にみられる英語学習における困り感」

16: 00 ライネルト ルドルフ

「共通教育連続第二外国語(ドイツ語)教育（S1,S2,S3)にお
ける remedial education」

16：30 質疑応答 支部大会発表者パネルおよび参加者パネル

17：30 閉会挨拶

18：00 懇親会
終了

Abstract
＜シンポジウム＞

「小中高校生に見られる英語学習における困り感」

島根大学 大谷みどり

大学でリメディアル教育が重視されてきているが、大学入学前の段階、小中高

等学校の英語の時間に、児童・生徒はどのような困り感を持っているのだろう

か。小中高教員へのアンケート調査と授業観察をもとに、英語を学ぶ上での子

ども達のつまずき・困り感について、話題を提供する。

共通教育連続第二外国語(ドイツ語)教育（S1,S2,S3)における remedial education」
愛媛大学 ルドルフ ライネルト

For the first time in Japan, students can continue their 2FL learning (German) all four
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year they spend at university. The presenters courses also cater to returnees. While
students acquire ever more knowledge and abilities in the four years of their majoring,
parts in which a remedial education becomes necessary increase similarly.
In order to prove this increasing need, this presentation will briefly introduce the
presenters’ new courses and demonstrate how the remedial parts increase with the
increase in 2FL learning and abilities. A series of recent hit songs from Germany
(G-pop), which deal with contents related to the learners’ everyday life, will let the
audience join in the students’ experience.

＜学術発表＞

“Remedial Education for English Teaching: A Case Study at Ehime University”
愛媛大学 中山晃

In my talk, first I shortly introduce the English Language Program at Ehime University,
and then describe what our students need to ‘prepare’ to join the courses of the program.
The last of my presentation focuses on the contents and activities done in some special
classes (non-credit courses) designated to those who lack the foundation skills which
should be acquired in their high schools days. In addition, I will mention the limitations
of adopting the build-up approach in higher education and propose “the parachute-down
approach”, which might give the students more freedom for studying the target
language.

Rudolf Reinelt, 2FL Learning as Remedial Education
Remedial Education としての第二外国語教育
愛媛大学 ルドルフ ライネルト

Students who take a second FL earn a rare chance to see beyond their own country and
English as it is presented at school. This presentation mentions four examples. All of
these are from within the personal realm as (especially 2F) language teaching should
concern the students experiences.
This presentation briefly (1) introduces the presenters’ first year German courses, then
(2) mentions examples from the letter-pronunciation match (2.1), family concepts and
human rights (2.2), expectations towards their peers in Germany (2.3) and Christmas
(2.4). An overview of how 2FL learning can serve as remedial education (5) concludes
this presentation.

まとめとディスカッション

高等（大学）教育における remedial education
Chair: Rudolf Reinelt
With the results from the preceding two presentations, we will consider the uniqueness
of remedial education on the university level in Japan.

Venue information:
福山大学 社会連携研究推進センター（宮地茂記念館）

https://www.google.co.jp/maps/place/



5

第 18 回 JCA 中国四国支部大会での Remedial Education に関する大会発表

学術発表 Rudolf Reinelt, 2FL Learning as Remedial Education
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学術発表 Akira Nakayama, “Remedial Education for English Teaching: A Case
Study at Ehime University”
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シンポジウム

①研究発表（講演）大谷みどり「小中高校生にみられる英語学習における困り感」

現在校正中
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②Rudolf Reinelt「共通教育連続第二外国語(ドイツ語)教育（S1,S2,S3)における
remedial education」
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―――――――――――――――

Study scenes 支部大会写真

次回報告

次回の第 19 回中国四国支部大会は例年通り 12月頃に予定しておりますが、会場は未定で

す。


