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研究室葉報

女2002年度生涯教育・図書館情報学

O大学院科目

開講・担当学科一覧

・生涯教育学研究 I

.生涯教育学研究E

・図書館情報学特論 I

.図書館情報学特論E

.図書館情報学演習 I

.図書館情報学演習E

.生涯教育学特論E

・生涯教育学演習 I

.生涯教育学演習E

・継続教育論

・生涯教育学講読演習 I

.生涯教育学講読演習E

0専門科目(学部)

前平泰志教授・渡遠洋子助教授

前平泰志教授・渡遠洋子助教授

根本彰講師

川崎良孝教授

川崎良孝教授

川崎良孝教授

森山泊ー講師

前平泰志教授・渡遠洋子助教授

前平泰志教授・渡遠洋子助教授

渡遠洋子助教授

前平泰志教授

渡遠洋子助教授

・生涯学習概論 I 前平泰志教授

・生涯学習概論E 渡遠洋子助教授

・社会教育計画論 I 岩槻知也講師

・社会教育計画論E 岩槻知也講師

・図書館情報学概論 I 川崎良孝教授

・図書館情報学概論E 川崎良孝教授

・図書館経営論 塩見昇講師

・図書館サービス論 山本昭和講師

・資料組織論 志保田務講師

・図書館資料各論 志保田務講師

・学習指導と学校図書館 堀川照代講師

・学校経営と学校図書館 塩見昇講師

・相関教育システム論基礎演習llA 前平泰志教授

・相関教育システム論基礎演習llB 川崎良孝教授

・情報サービス論 志保田務講師

・情報サービス論演習 志保田務講師

・情報検索演習 柴田正美講師

.生涯教育学・図書館情報学専門ゼミナール I

(前期)

(後期)

(前期・集中)(学部共用)

(前期)(学部共用)

(前期)(学部共用)

(後期)(学部共用)

(後期・集中)(学部共用)

(前期)(学部共用)

(後期)(学部共用)

(前期)(学部共用)

(前期)(学部共用)

(後期)(学部共用)

(前期)

(後期)

(前期)

(後期)

(前期)

(後期)

(前期)(院共用)

(前期)

(前期)

(後期)

(後期・集中)

(後期)

(前期)

(後期)

(前期)

(後期)

(前期・集中)

川崎教授・前平教授・渡違助教授(前期)(院共用)
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-生涯教育学・図書館情報学専門ゼミナールE

-生涯教育学・図書館情報学講読演習 I

.生涯教育学・図書館情報学講読演習E

.教育学研究入門E

0教養科目(全学共通科目)

.同和・人権教育論

・フィールド教育学入門

.偏見・差別・人権B

育研究室活動

・生涯教育学ゼミ

川崎教授・前平教授・渡遺助教授(後期) (院共用)

山田礼子講師 (前期) (院共用)

ブレア・ケルセン講師 (後期) (院共用)

渡遠洋子助教授他 (後期)

前平泰志教授

前平泰志教授

渡遠洋子助教授他

(後期) (教職・学部共用)

(前期・集中)

(後期)

一一生涯教育学ゼミ合宿 8月26""""28日 於:京都府立ゼミナールハウス(京北町)

本年度も毎年恒例の夏合宿が開催され、前平教授をふくめゼミ参加者を中心に約20人が参加

し、三日間にわたり十数本の発表と討議・交流が行なわれた。

一一シュリーバ一氏講演会 6月4日 火曜 4・5限ゼミにて 職業教育と国家の関係につ

いての社会一政治学的分析を、ヨーロッパの歴史的経験を踏まえながら比較教育学的立場か

ら展開された。その前後にはゼミ生との交流も行なわれた。

-図書館情報学ゼミ

一一講演:ウェイン・ウィーガンド(ウィスコンシン大学図書館情報学大学院教授)1利用

者の生活の中での図書館」

講演:川崎良孝「大学図書館の変容・利用者・利用教育J(京都大学附属図書館、近畿

地区国公立大学図書館協議会、日本図書館研究会、京都大学大学院教育学研究科生涯教育学

講座共催)第 2回講演会:2002年10月5日(京大会館)

一一講演:金英貴「韓国における大学図書館のアウトソーシングJ(大学図書館問題研究会

京都支部、京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座共催) ※金英貴氏は「招へい外国

人学者」として滞在され、講演、院生ゼミへの参加、日本での大規模なアンケート調査をさ

れるとともに、本講座の機関紙LifelongEducationand Librariesに論文を寄稿された。

大学生業績 (2002年度分)

【博士後期課程】

薬師院はるみ(図書館情報学)論文:“過去を未来へ一一ニコルソン・ベイカーの願い一一"

crカレント・アウェアネスJ272号 2002年 6月20日)

高鍬 裕樹(図書館情報学)論文:“レビュー:ネットワーク情報資源"c図書館界編集委員

会編『図書館・図書館学の発展一一21世紀を拓く」日本図書館研究会 2002年 5月)
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吉田 正純(生涯教育学)発表:“批判的多文化主義の成人教育研究における理論的射程

一一〈マイノリティの表象〉とくアイデンティティの政治〉の間で一一" (社会教育学会発

表、 2002年10月)、発表“「教育内容・自主活動」一一教室を越えたく民族〉との接触のな

かで" (2002年教育社会学会共同発表・ 11970年代以降の在日韓国・朝鮮人教育の検討一一

実践記録のテキスト分析から 」、 2002年 9月)

【博士前期課程】

鄭 務禎(図書館情報学)修士論文:“多文化サービスへの公共図書館の接近一一在日韓

国・朝鮮人へのサービスを中心に一一"

金 智鉱(図書館情報学)論文:“視覚障害者のための情報サービスに関する研究 韓

国の点字図書館を中心に一一" (r韓国ビブリア学会誌Jvol. 13 no. 1、2002年 6月)、発表

“点字図書館サービスの動向とその意味 韓国の状況把握を中心に" (日本図書館研究

会第201回研究例会、 2002年12月 9日)

生津知子(生涯教育学)修士論文:“イギリス U3A(the University of the Third Age) 

の理念と実態、に関する研究" (2003年 1月)

島田 敦(専修コース)修士論文:“多文化社会の中の図書館一一日系ブラジル人への図

書館サービスを中心に一一"

【学部学生】

小林伸行卒業論文:“生涯学習の不変的諸特性が費す連携性に関する一考察"

本田 雅人卒業論文:“日本における生涯学習とその未来像"

前岡 俊哉卒業論文:“人権教育の課題と可能性"

大執筆者一覧

前平泰志 Maehira， Yasushi 京都大学大学院教育学研究科教授

川崎良孝 Kawasaki， Yoshitaka 京都大学大学院教育学研究科教授

吉田正純 Y oshida， Masazumi 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程

ノE戸~、 志民 Zu Zhi Min 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程

倉知典弘 Kurachi， Norihiro 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程

野村知二 Nomura， Tomoji 京都市教育委員会

小111 刀主与可 Ogawa， Takashi 立命館大学非常勤講師

前田 稔 Maeda， Minoru 筑波大学大学院博士課程

生津知子 Namadu， Tomoko 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程

猿山隆子 Saruyama， Takako 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程

W.A.ウィーガンド Wayne A. Wiegand ウィスコンシン大学図書館情報学大学院教授
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P.ウォドセク Peter V odosek 

金 英貴 Kim Young-Kui 

シュトゥットガルド専門大学・メディア大学

情報コミュニケーション学科教授

新羅大学文献情報学科准教授・

京都大学大学院教育学研究科招へい外国人学者
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