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高等教育教授か謁テム開発健 汐 夕 - 日 誌

(2000年 9月1日～2001年 8月31日)
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田口真奈 センター研修員

村 上正行 大学院情報学研究科博士課程

テーマ :京都大学 や慶歴義塾大学合同ゼ ミ (KKJ)の実践

協議員の委嘱 :

生命科学研究科教授 竹安邦夫

人文科学研究所教授 冨谷 至

総合情報メディアセンタ-教授 美濃導彦

協議員の交代 :

文学研究科教授 南川高志か ら 同研究科教授 石川義孝に

法学研究科教授 木村雅昭か ら 同研究科教授 樫田豪華に

理学研究科教授 丸山正樹か ら 同研究科教授 梶本興亜に

工学研究科教授 松波弘之か ら 同研究科教授 田中一義に

運営委員の交代 :

総合人間学部助教授 北山 忍か ら 同学部教授 松島 征に

教育学研究科教授 皇 紀夫､同研究科教授 白石 裕から

同研究科教授 徳岡秀雄､同研究科助教授 高見 茂に

工学研究科教授 田中一義から 同研究科教授 北村隆行に

クロー ド◎テロー フランス会計検査院 ◎参事官房主席参事官 訪問

第39回公開研究会

報告者 :永野和男 聖心女子大学文学部教授

テーマ :情報化に対応 した教育～情報教育の内容 と方法～

10･20 !伊弘周 ソウル大学校師範大学教育研究所教授

ll.10 第40回公開研究会

報誓書 :荒木光彦 センター長､大学院工学研究科教授

テーマ :工学教育を取 り巻 く状況

- JABEE､学習指導要領､企業の変容など--
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レ◎タク血カン ハノイ国家大学教授 (前 国立高等 ◎職業教育研究所長)訪問

第41回公開研究会

報告者 :楠見 孝 京都大学大学院教育学研究科助教授

テーマ :受験勉強が学習技能､知識､性格形成に及ぼす効果

---大学受験入学者と推薦入学者の比較

第42回公開研究会

報告者 :長野 剛 九州大学大学教育研究センタ-助教授

テーマ :授業における電子ネットワーク活用の試み

--初年次学生の参加の実態 ---

助教授 石村雅雄 ｢大学教授法の改革に関する研究開発動向の調査｣のためフラン

スへ海外出張 (2001.2.26帰国)

第43回公開研究会

報告者 :三宅なはみ 中京大学情報科学部教授

テーマ :学生自身による知識構成を求めて----教室内のIT革命--m--

松下視聴覚教育助成第 8回研究開発助成 ｢メーリング ◎リストによる共同授業構築

と教員の日常的相互研修 - インターネットを用いた遠隔大学間合同ゼ ミの実践を

適 して- ｣(代表 田中毎実)

教授 藤岡完治 ｢基盤研究旧)日)｢教員養成 ◎教員研修における大学と教育現場との

パー トナ-シップに関する実証研究｣(研究代表者 日本女子大学 滞本和子)に

よる海外研究及び海外視察｣のためアメリカへ海夕柑-!.脂 (2001.3.17帰国)

べリンダゆ- リス ノッティンガム大学教育学研究科講師 訪問

第 7回大学数再改革フォーラム

｢大学教員の教育能力をどう開発するか｣

開会の辞 荒木光彦 センター長

挨拶 長尾 真 総長

パネルディスカッション

｢大学教員の教育能力をどう開発するか｣

司会 荒木光彦 センター良

藤岡完治 センター教授

問題提起 藤岡完治 センター教授

提 案 ｢カリキュラム研究の立場から｣

安彦忠彦 名古屋大学大学院教育発達科学研究科長

｢学生による授業評価研究の立場から｣

井下 理 慶腔義塾大学総合政策学部教授
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｢大学における教育開発研究の立場から｣

阿部和厚 北海道大学高等教育機能開発総合センタ-教授

｢大学における授業研究の立場か ら｣

田中毎実 センター教授

開会の辞 荒木光彦 センター長

平成13年度学外研究協力者 :

生田 孝至 新潟大学教育人間科学部教授

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-教授

井下 理 慶鷹義塾大学総合政策学部教授

大塚 雄作 大学評価 や学位授与機構教授

小林 亮 京都光華女子大学人間関係学部助教授

田口 真奈 メディア教育開発センタ-助手

磯野 清志 九州大学ア ドミッションセンター助教授

波多野和彦 メディア教育開発センター助教授

米谷 淳 神戸大学大学教育研究センタ-助教授

三 尾 忠男 早稲田大学教育学部助教授

三 宅なはみ 中京大学情報科学郡教授

矢野 裕俊 大阪市立大学文学部教授

山地 弘起 メディア教育開発センタ-助教授

LLI内 乾史 神戸大学大学教育研究センター助教授

吉田 文 メディア教育開発センタ-助教授

吉.lti 雅章 和歌山大学経済学部助教授

平成13年度学内研究担当教官 :

河野 敏雄 総合人間学郡教授

小田 仲午 総合人間学部助教授

子安 増生 大学院教育学研究科教授

梅見 孝 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

杉本 均 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

野間 昭典 大学院医学研究科教授

渡部 好彦 大学院薬学研究科助教授

建山 和由 大学院工学研究科助教授

中健 吾樹 大学院工学研究科教授

大谷 隆一 大学院工学研究科教授

仙崎 昌博 大学院工学研究科教授

坂口 守彦 大学院農学研究科教授

井上 観世 大学院農学研究科教授

田川 正朋 大学院農学研究科助教授
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岩瀬 正則 大学院エネルギー科学研究科教授

石原 慶一 大学院エネルギー科学研究科助教授

河本 晴雄 大学院エネルギー科学研究科助教授

上林 弼彦 大学院情報学研究科教授

賛 馨 防災研究所教授

冨谷 至 人文科学研究所教授

平井 啓久 霊長類研究所助教授

清水 章 遺伝子実験施設教授

森 真理子 留学生センター助教授

美濃 導彦 総合情報メディアセンタ-教授

4.3 ;協議員会 (持ち廻 り)

4.6

5.19

5.31

6.2

文部科学省メディア教育開発センタ-との共催によるSCS利用研修 ｢授業改善の

ための学びあい～公開実験授業を通 して～｣

第44回公開研究会

報誓者 :子安増生 大学院教育学研究科教授

林 創 日本学術振興会特別研究員 や大学院教育学研究科博士課程

テ-マ :教育学部学生の情報 リテラシー教育の最適化に関する研究

講師 溝上慎一 ｢社会のグロ-パル化にともなう文化的[鋸直観の変容と自己形成に

おける在夕欄干I-'Jt｣のためオランダ-外国出張 帰国

第45回公開研究会

報告者 :藤岡完治 センター教授

石村雅雄 センタ-助教授

テーマ :大学授業の参加観察プロジェクト報告 (その 1)

--m-大学授業の参加観察からFDへ-

6･22 E文部科学省科学研究費補助金による基盤研究(B)(2新 規

を ｢喜蓋喜蓋妻子孟二1{ 孟芸イ警 冨至芸這けに関する総合的研究｣

【 子安 増生 大学院教育学研究科教授

ほ 董 …薫 纂
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7.7

8.7

吉田 文 メディア教育開発センタ-助教授

神藤 責昭 センター助手

井下 理 慶歴義塾大学総合政策学部教授

田部井 潤 浜松大学国際経済学部助教授

柴原 宜葦 日本橋学館大学人文経営学部助教授

藤岡 完治 センター教授

石村 雅雄 センタ-助教授

田中 耕治 大学院教育学研究科助教授

田口 真奈 メディア教育開発センタ-助手

溝上 慎一 センター講師

三尾 忠男 早稲田大学教育学部助教授

中村 素典 総合情報 メディアセンタ-助教授

波多野和彦 メディア教育開発セ ンター助教授

海外共同研究者 :

ジェームズ ｡ウィルキンソン

ハーバー ド大学デレック 旬ボク ｢教授 ◎学習｣センター所長

ホセ ◎アレ- ンドロ 旬ラミレス プェブラ ◎アメ リカ大学教育学部教授

ケニス 也ケンブナ- オレゴン大学教育学部助教授

第46回公開研究会

報告者 :小田隆治 山形大学教育学部助教授

元木幸一 山形大学人文学部教授

テーマ :走 りなが ら考えた--山形大学教養教育のFD活動の 1年間---

協議員会 (持ち廻 り)

8.22 ;講師 藩士慎---r基盤研究旧)(2日~バーチャルユニバ-シティ構築の基礎づけに関す

る総合的研究｣(研究代表者 田 中毎実)による海外研究及び海外視察｣ のためス

ウェ-デンへ海外出張 (2001.8.28帰国)
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