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京郁人羊̀高等教仲 井究第 5号

高等教育教授システム開発センター日誌

(1998年 9月1日～1999年 8月31日)

年 月 日

1998.9.3

9.18

9.30

10.1

10.16

ll.18

第14回協議員会

記 事

第24回公開研究会

報告者 :石村雅雄 センター 助教授

テーマ :学生の ｢学び｣の実態 - 京都大学アンケー ト調査から-

センター長 ･センター教授 梶田叡- センター長辞職 (ノー トルダム女子大学学

長就任)

大学院工学研究科教授 荻野文丸 センター長に併任 (平成12年 9月30日まで)

協議員の交代 :旧センター長 梶田叡-から新センター長 荻野文丸に

運営委員の交代 :旧センター長 梶田叡-から新センター長 荻野文丸に

協議員の交代 :

大学院文学研究科教授 藤田正勝か ら 同研究科教授 南川高志に

大学院教育学研究科教授 上杉孝賓か ら 同研究科教授 江原武一に

大学院法学研究科教授 杉原高嶺から 同研究科教授 木村雅昭に

大学院経済学研究科教授 渡遥尚か ら 同研究科教授 中野一新に

大学院薬学研究科教授 川蓄敏柘か ら 同研究科教授 藤井信孝に

大学院工学研究科教授 荻野文丸から 同研究科教授 松波弘之に

化学研究所教授 宮本武明から 同研究所教授 新庄輝也に

木質科学研究所教授 島田幹夫から 同研究所教授 今村祐嗣に

アジア ･アフリカ地域研究研究科教授 古川久雄か ら 同研究科教授 小山直樹に

運営委員の交代 :

大学院医学研究科助教授 八木孝司か ら 同研究科教授 金子武嗣に

大学院工学研究科教授 大西有三か ら 同研究科教授 田中一義に

第25回公開研究会

報告者 :柴田俊忍 大学院工学研究科 教授

テーマ :工学部の授業--面白い授業で良いのか

第15回協議員会
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ll.20

12.15

12.16

12.18

1999.1.1

1.22

3.2- 3

3.6

3.19

3.27

第26回公開研究会

報告者 :溝上慎一 センター 助手

杉浦 健 近畿大学教職教育部 講師

テーマ :高等教育と青年心理学

～学生の視点に立った高等教育研究へのアプローチ

SCSを利用 した大学教育に関する研究会

(北大､東北大､神大､九大及び本学が参加)

報告者 :田中毎実 センター教授

石村雅雄 センター助教授

テーマ :｢新入生向け少人数セミナー (ポケットゼ ミ)｣の成果と課題

文部省科学研究費補助金による萌芽的研究 新規

｢高等教育の一機能としての学生サービスに関する研究

- わが国での実現-向けて- ｣

研究代表者 :大山泰宏

第27回公開研究会

報告者 :福井次矢 大学院医学研究科 教授

テーマ :最近の医学教育の動向

大山泰宏 助教授に昇任

神藤貴昭 助手に採用

協議員委嘱 :助教授 大山泰宏

運営委員委嘱 :助手 神藤貴昭

第28回公開研究会

報告者 :藤原勝紀 大学院教育学研究科 教授

潰野清志 九州大学健康科学センター 助教授

大山泰宏 センター 助教授

テーマ :SPSと教養教育

E.マクギネス 米国 GovernanceAssociationforHigherEducation所長 訪問

助教授 石村雅雄 ｢第三者評価機関に関する調査研究｣のため､フランス-外国出

張 (99.3.19帰国)

第16回協議員会 (持ち廻 り)

第 5回大学教育改革フォーラム開催

｢大学授業をどう変えるか- 研究から実践へ｣

- FacultyDevelopmentを超えて -
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4.1

挨 拶 長尾 貞 総長

基調講演 ｢大学授業をどう変えるか- 研究から実践-｣

稲垣 忠彦 帝京大学文学部教授

問題提起 ｢行動分析の観点か ら｣

米谷 淳 神戸大学大学教育研究センター助教授

｢コミュニケーション分析の観点か ら｣

山地 弘起 メディア教育開発センター助教授

｢教授学の観点から｣

田中 耕治 大学院教育学研究科助教授

｢相互行為分析の観点から｣

大山 泰宏 センター助教授

司 会 荻野 文丸 センター長

田中 毎実 センター教授

平成11年度学外研究協力者 :

阿曽沼明裕 筑波大学大学教育研究センター 助手

池田 輝政 名古屋大学高等教育研究センター 教授

伊藤 秀子 メディア教育開発センター 教授

井下 理 慶鷹義塾大学総合政策学部 教授

大塚 雄作

川嶋大津夫

演野 清志

米谷 淳

三尾 忠男

宮谷 敦美

八尾坂 修

山地 弘起

津田 芳郎

メディア教育開発センター 教授

神戸大学大学教育研究センター 助教授

九州大学健康科学センター 助教授

神戸大学大学教育研究センター 助教授

メディア教育開発センター 助教授

岐阜大学留学生センター 助手

奈良教育大学教育学部 教授

メディア教育開発センター 助教授

愛知教育大学教育学部 助教授

平成11年度学内研究担当教官 :

子安 増生 大学院教育学研究科 教授

岩井 八郎 大学院教育学研究科 助教授

杉本 均 大学院教育学研究科 助教授

田中 耕治 大学院教育学研究科 助教授

佐藤 進 大学院経済学研究科 講師

渡部 好彦 大学院薬学研究科 助教授

上林 弥彦 大学院情報学研究科 教授

住友 則彦 防災研究所 教授

斎藤 恭司 数理解析研究所 教授

小嶋 祥三 霊長類研究所 教授

西村 重夫 東南アジア研究センター 助教授

井街 悠 体育指導センター 助教授
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清水 章 遺伝子実験施設 教授

美濃 導彦 総合情報メディアセンター 教授

4.2

4.24

5.22

6.18

6.21

6.27

7.1

7.12

8.3

8.24

特別講演会

講演者 :アンドレ･スタロポリ フランス全国大学評価委員会前事務総長

テーマ :ヨーロッパにおける大学評価の潮流

第29回公開研究会

報告者 :田中省作 鳥取大学工学部電気電子工学科 教授

テーマ :公開講義- わかりやすい講義をめざして

(鳥取大学工学部電気電子工学科での取り組み)

第30回公開研究会

報告者 :吉田郷弘 大学院工学研究科 教授

テーマ :工学教育プログラム検討委員会の審議について

文部省科学研究費補助金による萌芽的研究 継続

｢高等教育の一機能としての学生サービスに関する研究

- わが国での実現-向けて- ｣

研究代表者 :大山泰宏

第 1回自己点検 ･自己評価委員会

自己評価委員会委員長にセンター長の荻野文丸を選出

P.G.アル トバック ボストンカレッジ国際高等教育センター長 訪問

外部評価委員委嘱

天野郁夫 国立学校財務センター 教授

有本 章 広島大学大学教育研究センター 教授

井下 理 慶鷹義塾大学総合政策学部 教授

大塚雄作 メディア教育開発センター 教授

松浦良充 明治学院大学文学部 教授

矢野裕俊 大阪市立大学文学部 助教授

第 2回自己点検 ･自己評価委員会

第 3回自己点検 ･自己評価委員会

助手 溝上慎一 ｢2000年第 1回ConferenceDialogicalSelfの打ち合わせ､ 自己

心理学の最近の動向について意見交換及び情報収集｣のため､オランダへ海外研修

(99.9.1帰国)
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