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lj摘;大挙高等数奇研究第 7号

高等教育教授システム開発センタ-業績
(2000年 9月1日～2001年 8月31【≡])

藤 岡 完 治 (教授)

監著書などヨ

･藤岡完治｡安駿史子 ｡村島さい ĵ′一項 】津川順 ｣7-『学牡 とともに創 る臨床実習指導 ワークブック (第 2版)』医苧

書院､2001年 3月､全145貢

･藤岡完治 ｢第3章 学習方法 ｡形態と教育課程の編成｣柴旧義松編 『教育課程論』学文社､2001年3JL 80--90

百

臣学術論文など詔

｡藤岡完治 ｢FD組織化の視点 - 一教師教育のコース開発の知見か ら｣大学のカ リキュラム改革 と授業改善 『京都

大学高等教育研究』第6号､2000年10)上 23-31貢

･藤岡完治 ｢大学授業の参加観察｣『大学授業の参加観察プロジェク ト報告-･(日 一 大学授業の参加観察か らFD

へ -----』烹郁大学高等教育叢ま圭11､2001年3)上 ト24貢及び37-56貴

学発達科学部人間科学研究センタ-､2001年3月､89--114貢

｡藤岡完治 ｢『教育実践臨床研究』の誕珪｣『教 育 メデ ィア研究 情報教育実践ガイ ドV』藤沢市教育文化センタ-､

2001年3月､125-142貢

･藤岡完治 ｢附属学校と大学 とのパ- トナ-シップによる教育実習Ji円或10-12年度科学研究費補助金基盤研究(B)

(1)研究成果報告書 『第 2章 教員養成 ◎教員研修における大学 と教育現場 とのパ- トナーシップに関する実L=ilH;jiA

究』(研究代表 :洋本和子)､2001年3月､18-27頁

o藤岡完治 ｢大学の研究者と教育実践家の協働による 『教育実践臨床研究』の創造 ----地方教育センターの研究都

会の事例研究を通 して---｣＼l'J一成10-12年度科学研究費補 助金基盤研究旧)日)研究成果報告書 『終章 教員養成 B

教員研修における大学 と教育現場 とのパー トナーシップに関する実,言旧tjT栗L』(研究代表:洋本和f･)､2001年3)工

150-165貰

監その他の著作物讃

再射';lJ-j完治 書評 ｢学力向 Lをめざす教育｣(教育フォ-ラム27)『児童心理』Vol.53､No.18､金子-E蓬摘三･､2000

年10月､12-13頁

｡藤岡完治 ｢実践報告を受 けて 『教｢絹 糸の出 易か ら』｣『京都大学高等教育研究』第 6号､2000年10月､224-229頁

o藤岡完治 ｢教師に求め られ る生徒理解の具体策 一 中学校の移行期の課題---m-(i二)｣『週間教育資料』No.688､

iニ】本数育新聞社､2000年11月､32-34貢

･藤岡完治 ｢教師に求められる生徒理解の貝休策 - 中学校の移行期の課題- (千)｣『週間教育資料』No.689､

E招く教育折聞社､2000年11月､32-34頁

申藤岡完治 ｢学びと教えの王道を行 く｣『｢ひらかれた学校 ⑳大岡｣の新 しい教育課程』横浜市立大岡小学校､2001

年 2月､8-11頁

再齢司完治 ｢授業研究｣｢共感的理解｣｢モジュラー学習｣｢インプットアウ トプットモデル｣ 日本カ リキェラム学

会編集 『現代カリキュラム事典』 ぎょうせい､2001年2)A

旬藤岡完治 ｢カ リキュラム開発研究セ ンターに期待する｣『子午線』第 2号､神戸大学発達科学部附属 明石校閲 カ

リキェラム開発研究センター､2001年3)3､4頁

･藤岡完治 ｢『教えることの知恵』で現場 と研究者が交流 (酢混)J『週間教育質料』No.714､r招く教育新聞社､

2001年6月､6--7頁

･藤岡完治 ｢新 しい ｢知｣をとらえる教員研修｣『所報』No.67､広島苗教育セ ンタ…､2001年6月
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京都大学高等教育研究第7号

再森岡完治 ｢大学の授業､同僚が参観｣F]本経済新聞､2001年 7月

監学会報告など3

･藤岡完治 ｢大学 と附属学校のパ- トナーシップによる養成教育 ｡現職教育の研究｣教育工学関連学協会連合第 6

回全国大会､鳴門教育大学､2000年10月

教育二U字関連学協会連合第6回全国大会､ 鳴門教育大学､2000年10月

8藤岡完治｡石村雅雄｢授業の参加観察を取 り入れたFDの組織化｣教育工学関連学協会連合第 6回全国 大 会 ､ 鳴

門教育大学､2000年10月

F5本高等教育学会第 射Êu7]大会､北海道大学､2001年5月

監FD講演会など3

･神戸大学j二学部FD研究会 2000年10月2口

･北海道教育大学函館校FD研究会 2000年11月6日

｡看護大学､短大教員FD懇談会 2000年12月27Fj

弓 ヒ海道教育大学旭川校FD研究会 2001年 1月31u

弓 摘ま大学高等教育教授 システム開発セ ンター､問題提起 (第7回大学教育改革フォ-ラム ｢大学数員の教育能力

をどう開発するか｣ 2001年 3月24H

･兵庫リ翫'/二看護大学FTj研究会 ｢学集による授業評価｣ 2001年 3月27El

｡京都大学高等教育教授 システム開発セ ンター/ メディア教育開発センタ-共催 判 読13年度SCS利用研修講座

｢授業改善のための学びあい---公開実験授業を適 して｣ 2001年∠‖三日5日

･藤r耶 封台｡石村雅雄 ｢大学授業の参加観察プロジェク ト (その 1)｣京都大学高等教育教授 システム開発センタ-

第45回公開研究会 2001年6月2日

監その他の講演ヨ

･関 西 教 習セ ミナー (日本教育新聞社 ､ 人間教育研究会)講演 ｢授業 リフレクションの理論 と方法｣2001年8月11

主

監非常勤講師なとヨ

B東京 女f一医科大学 ｢教育原論｣ 2001年4月～2002年3月

oSCS｢教育 】二学特別講義J 2001年4月27El

･新潟大学免許法認定公開講座講師 2001年4月28日～29日

監社会における活動など讃

･厚生省 ｢介護福祉士試験検討会｣委員

｡メディア教育開発セ ンタ-研究開発協力委員

日 中奈川県 ｢神奈川県 別室療福祉大学 (仮称)｣設立準備委員会委員

･‖購-1市総合教育センター専門委員

｡藤沢市教育文化セ ンタ-専門委員

中日本数rj腔i1-I:学会副会長

令新潟大学附属折潟中学校研究発表会講師 2000年1川 2l_i

用 i槙原市立相武台中学校研究発表会講師 2000年11)-]16日

･横浜市;I.大岡小学校研究発表会講師 2001年2月9[ヨ

監学内委員なとヨ

･i調 付く学全学 シンポジウム ｢京都大学における教育評価 (授業評価¢成績評価等)の在 り方｣パネルディスカッ

ション提案者 200]年 8月31n～9)jllj
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三六郡大学高̂S散布研究第 7弓

田 中 毎 芙 (教授)

監著書などヨ

相 川 二!毎実 ｢序章/大学授業のフィール ドワ-ク｣および ｢第 5章/大学授業の実践的研究｣京都大学高等教育教

授 システム開発セ ンタ-編 『大学授業のフィール ドワーク-m-京都大学公開実験授業 ---』2001年 3FL 玉川大

臣学術論文なと3

用 伸 毎実 ｢学級のr==糾勺生成 と歴史的生成/ シンポジウム 『学級の思想』｣『近代教育 フォーラム』第 9号､教育

思想史学会､2000年9月､9T-106貢

B田中毎実曲赤土紺鋸=(い 今井重孝◎藤岡完治 ｢大学カ リキュラム改革 と授業改善｣『京都大学高等教育研究』第6

号､2000年9月､1-34貢 (分担ト8貢､3234頁)

珍El吊‡毎実 ｢京都大学｣､平成10年度～平成 12年 度 文部省科学研究費補助金 (基盤研究(B)(1))研究代表者有本章/

研究成果報告箸 『大学設置基準の大綱化 に 伴 う学 信 粧 i-i.カ リキェラムの変容と効果に関する総合的研究』2001年

3月､135-139頁

由日刊†毎実 ｢公開実験授業プロジェク ト第 tHZJj第 2年度について｣京都大学高等教育教授 システム開発セ ンタ-

『平成12年度公開実験授業の記録』京都大学高等教育叢を10､2001年3月､1-12真

o田｢摘ま実 ｢おわりに｣『大学授業の参加観察プロジェク ト報皆目) - 大学授業の参加観察か らFD--』京都

大学高等教育叢書11､2001年 3月､33-35頁

監その他の著作物ヨ

･田中毎実 ｢問題提起｣『京都大学高等教育研究』第6号､2000年10月､190-194貰

･田ヰ碩真実 ｢遠隔講義におけるオンラインとオフラインの協働について｣『ニュースレター/高等教 育改 革とマル

チメディア』 メディア教育開発セ ンター研究開発郡､2001年1月､42貢
相川-】毎実 ｢書評/安岡高志 ほか 『授業を変えれば大学 は変わる』｣『大学論集/第31集』広島大学菌等教育研究開

発セ ンター､2001年 3月､247-249頁

･田中毎実 r大学における授業改革を考える｣『創造 と実践/No.1』大阪大学全学共通教育機構 ◎教育方法研究委

員会､200川:･3n､36-37頁

｡ml7J毎実 ｢学生の授業参加を促すJ『ファカルティ ¢デベロップメント (FD)研修会裾黒‡-/学ぶ日本をどう

回復するか -----授業矧 相とカ リキュラム編成 ｣-▲の 仁夫』島根大学全学教育委員会､2001年3jj､5--34真

申田中毎実 ｢FDの現在｣『経済学 B経営学 ファカルティ｡テヴェロップメント (FD)研究報言塁 -,I-』京都大学大

学院経済学研究科 ¢経済学部 FD研究会､2001年3月､loll-105貢

した子どもの人間形成に関する総合的研究』則団法人伊藤忠記念財団､2001年3)工 326-336貢

監学会報告など男

色日刊1毎実 ｢大学の授業改善 と情報技術 鞍.新J特別講演 H ,拘或12年度情報処理研究集会､京都大学､2000年12月

8‡ニⅠ

弓I伸 毎実 ｢大学教育の教授法 ｡カ リキェラム開発 (課題研究 D 大学におけるFDカリキュラムの実践 と課題)｣

日本カ リキュラム学会第12回大会､東北大学､2001年6月30日

監FD講演会など3

日陣了女 子大学 ｢大学の授業改善とFD｣2000年9月3011

8神戸女学院大学教員研修会 2000年10月12日

･山形大学 公開授業検討会及びシンポジウム 2000年11月29-30日

リ く阪大学 パネルディスか ノション ｢大学における授業改革を考える｣2000年12月Hj

･奈良女子大学 FD講演会 2000年12月14r_〕

･看護研修研究センタ- ｢高等教育における授業研究｣2001年1月19E!

ゆ島根大学 FD研修会 2001年1月31日
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｡大学セ ミナーハウス 第27回大学教員研修プログラム ｢大学の教育力｣2001年1月121十14日

｡山形大学 公開授業及び検討会､FDシンポジウム 2001'11:･1月28-30日

｡お茶の水女子大学 FDに関する講演会 2001年 3月13日

･メディア教育開発センター ｢授業研究 :自分の授業を振 り返る｣ 2001/lF3月23日

巧 く郁大 学 高等教育教授システム開発センター｢大学における授業研究の＼フ二場から｣提案 (第7いき】大学教育改築 フ ォ ー

ラム ｢大 学教員の教育能力をどう開発するか｣)2001年3)]24日

ol訓 ､!大学 ｢教′卜封旧11こよる授業評価の意味｣2001年:-3月27日

｡京郁入学高等教育教授 システム開発センタ-/メディア教育開発センタ-共催 平成13年度 SCS利用研修講座

日蝕 _1大学 中国矧 即也区私＼'(.大学教職課程連絡協議会春j抑Ijr-Jjt協議会講演 ｢FD事業の現況｣ 200]年 4月21日

高 欄ミ大学全学シンポジウム ｢京都大学における教育評価 (授業評価､成績評価等)の在り方｣コ-ディネ-夕-

およびグループディスカッション司会など､8月31口～9月 1日

監非常勤講師などヨ

リく阪入学大学院人間科学研究科非常勤講師 ｢ 教 育 人間学｣(2000年4月～2001年3月)

･鳴門教育大学大学院学二校教育研究科非常勤 講 師 ｢人 闘 音ラ成 基 礎 論 ｣(2000年 4)]～2001年3月)

･神戸大学国際文化学部特別講師圧l己と他 者 ｣ (20 01年 1A )

･奈良女プリく学大学院文学研究科非常勤講師 ｢/生 涯 教 育 学 特 殊 研究｣(2001年4月～2002年 3月)

監社会における活動など3g

･教育思想史学会理事

･メティア教育開発センタ- 研修事業委員 会 委 員

リく学セ ミナ--ウス 大学教員研修プログ ラ ム 委 員

･島根大学法文学部外部評価委員

監学内委員なとヨ

弓 用S大学調整評価小委員会委員

弓 用L大学にl己点検 や評価実行委員会委員､編集作業部会委員 (～2001圧3Jn
弓 測り(学人間｡環境学研究科及び総合入問学部の紺繊改編に関する潮1EJ委員会委員
弓雄三大学大学院_L二学研究科IJ】己点検o評価委員

石 村 雅 雄 (助教授)

監著書など35

や石.村相即 ｢第2章∴第6節 ベ トナム｣､村旧翼大編著 『東南アジア諸国の国民統合と教育』発信堂､2001年2月､

117-130貢

｡石村粗描 ｢12壁第 2節 教育課程の経営､同 壁第3節 /日射旨導と学校教育上 !1本教育経営学会編 『-諸外国の

教育改隼と教育経 営 』 に 川大学出版部､2001年2月､196-202貢

･石村紺維 ｢第1用;第 2 章 旧帝国大学系大学 における 『教育学,!!睨lの成立｣､TEES研究会編 『｢【大学における教

員養成｣の歴史的研 究 :A '､i'二文車上 2001年3)j､199-218頁

監学術論文など頂

･石村邪妊 ｢高等学校 と大学の接続に関する研究 (その3)-m-『′､デJ;jJ』問題を手がかりとした中間総括 --｣『京

都大学高等教育研究』第 6号､2000年10月､53-64頁

･石村雅雄 rrl本での法人化をめぐる議論の進行状況と課題｣及び ｢(汀論とまとめ):大学が法人によって運営

されることの意味｣『教育制度′､銅-)i-'jt』第 7号､2000年11月､107-112貞

O京都大学高等教育教授システム開発センター 『平成12年度公開実験授業の記録』京郁大学高等教育叢.賢10､2001
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方用5人′､Jt･IIL,-描 教育研究第7弓

年3月､全312頁

｡石村雅雄 ｢授業参加組察をFDにどう繋げるか - 授 業か ら立 ち 1二がる狛 或的なFDを構想する--｣ 京都大学

高等教育教授 システム開発セ ンター 『大学授業の参加観察 プロジェク ト報告(1)- 大学授業の参加軌案か らFI)

へ - 』京都大学高等教育叢書11､2001年 3月､25-31頁

臣その他の著作物ヨ

｡石村雅雄 ｢ 相 互 研 修 の;/.場から｣『京都大学高等教育研究』第6号､2000年10)巨 216-223頁

修会沌誓書､2000年10月､2-9頁

8回 教 育 改 靖 シンポジウムの記録 (大阪市立大学)､2001年 3)上 4--16頁及び55-66貢

｡石村雅雄 ｢授業机察 プロジェク トによるFl)の自己組織化----亮澗三大学高等教育教授 システム開発セ ンタ-の現

段階 -m-｣現団法人大学 コンソ-シアム京都 『2000j円空 第6回FDフォ-ラム報哲集 - 学隼の学習意欲向上

のために--』財r洲去人大学 コンソ-シアム京都､2001年3月､34--52頁

8石村雅雄 ｢『授業参加観察 に関する座談会』記録｣京都大学高等教育教授 システム開発セ ンタ- 『大学授業の参

加観察 プロジェク ト報 告日ト-)ぐ芋授業の参加観察か らFDへ----』京都大学高等教育叢讃11､2001年三3月､57

-84貢

｡石村珊灘 ｡官本浩司他 ｢2002年度か らの折学習指導要蝕に対応 した家庭での教育のあり方｣『ぜ とらん』増 伸13-､

増進会出版社､2001年7月15日

｡国立学校獅務センター 『欧米-1工要田の大学 ファンデ ィング ◎システム』2001年8月 (フランスの箇所を分担)0

【学会報告など】

｡松坂浩史 ｡石村雅雄 ｢特徴ある公施設法人 としてのフランスの大学 における契約事業の展開｣ フランス教育学会

第18回大会､清泉女 子大学､2000年9):324日

や藤岡完治◎石村難雄 ｢授業の参加観察を蝦 り入れたFDの組織化｣教育二卜学関連学協会連合第 6回全国大会､鳴

門教育大学､2000年101]7日

｡石村雅雄 ｢考射 し大学生の知｢榊犬況 --教師教育 との関わ りか ら｣ (課題研究)､Ei本数柚教育学会第10回大会､愛

知県立大学､2000年10月と‖_i

･藤岡完治 弓 1-村珊灘 r大学授業の参加観察 プロジェク ト報喜 (その 1)- 大学授業の参加観察か らFDへ--J

l二1本高等教育学会第 引ロ】大会､桜美林大学､2001年5月25日

中石村雅雄 ｢閏公立大学 における教養教育の評価｣ (研究交流部会指定報告者)大学数哲学会第23回大会､桃山学

監FD講演会などヨ

･石村雅雄 ｢京都大学 における教育改革の 一場面 - 高等教育教授 システム開発セ ンタ-の役割を中心に-m-｣ 大

阪市立大学第 8回教育改革 シンポジウム ｢大学教育改革の現扶｣､大阪市立大学､2000年11月29Ll

8石村雅雄 ｢大学での学生の学びについて --m-大学生の学力低~円周題を手がか りに して - ｣､ 大谷大学FD 研 究

会､2000年12月 1【二i

･石村雅雄 ｢授業観察 プロジェク トによるFDの自己組織化 一 京都大学高等教育教授 システム開発セ ンターの現

段階 ---1 則団法人大学 コンソ-シアム京郁 2000年度 第 6回FDフォーラム､京都産業大学､2000年12月16

日

･石村雅雄 ｢高等学校 との接続研究の課題｣､関矧≡Ti目標入学高′;(37教育研究所研究員集会､神戸勤労福祉会館､2000

年12月28日

｡京都大学高等教育教授 システム開発セ ンタ-/ メデ ィア教育開発センタ-共催 平成13年度SCS利用研修講座

｢授業改善のための学 びあい- 公開実験授業を通 して｣2001年4月6[]

b石村雅雄 ｢授業参加観察をFDにどう繋げるか ?授業か ら立 ち上がる!l:戒 的なFDを構想する工 大谷大学 fTD

研究会､2001年5月11日
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｡石村雅雄 ｢授業検討会をいかに進めるか ----社会学科導入教育を素材 として - ｣､大谷大学 FD研究会､2001

年 6月27H

｡石村雅雄 ｢E1本の大学｣長洲寸魔 人大学 コンソーシアム京都 ｡提供講義 ｢Eヨ｡中 ㊤韓の大学教育｣(環日本海フォ-

ラム後援)､キャンパスプラザ京都､2001年8月 4【]

監その他の講演還

｡石村雅雄｡官本 浩 甜出｢2002年度か らの折学習指導要用に対応 した家庭での教育のあり方｣朝 t‥1家庭教育 シンポ

ジウム (主催 朝日学 _/生新聞社)､大阪森 ノ宮 ピロティ-ホール､2001年 2月24Ej

監社会における活 動 など 3

令El本教 育 制 度 学 会 理 事

｡日仏教育 学 会 紀 要 編 集 委 員 会委員

･国立学校財務センタ ー ｢大 学の設置形態 と財務に関する比較研究｣客員研究員

｡関西国際大学高等教育研究所客員研究員

リく谷大学 FD研究会客員研究員

【学内委員など】

弓 諸 は大 学 自己評価や評価実行委員会委員 (～2001年3月)

大 山 泰 宏 (助教授)

監著書など3

0大ELl泰宏 ｢因果性の虚構 とこころの現実｣河合隼雄編 『講座心理療法 (第7巻)心理療法 と因果的思考』岩波書

店､2001年2月､123-165貢

･大山泰宏 ｢こころの現実性｣｢ユングVSフロイ ト｣｢コラ-ジュ｣山中康裕編 『ユ ング』講談社､2001年3月､

68-71､86--93､164-165貰

リ く E L l泰宏 ｢相互行為 としての授業 - 公開実験授業における相亙行為の構造---｣京都大学高等教育教授 システ

ム 開発センタ一編 『大学授業のフィーール ドワーク- 京鋸大学公開実験授業---』玉川大学出版部､2001年 3月､

38-59真

弓＼山泰宏 ｢京大の教官の研究内室 (大山泰宏分)｣京都入学心肝学教官連絡会編 『21世紀の心理学に向か って --

監学術論文など3i

･京都大学毒等教育教授 システム開発セ ンタ-編 『平成12年度公開 実験授業の記録』 京都大学高等教育叢書10､

2001年 3月､172-177頁

監その他の著作物ヨ

｡大山泰宏 『大学教育の長期的指標に関する研究 --新制大学の歴史的検討を手がかりとして--』京都大学教育

研究振興財団 平成12年度第 1rr=i事業助成成果報誓書､2001年1月､全30貢

｡ (パネルデ ィスカッション記録)『全学 シンポジウム 京都大学における教育評価報告書』､2001年 3月､25-30

貢O

監学会報告など還

りく山泰宏 ｢大学における教授法研究 用言j発の実践｣教育工学関連学協会連合第6回全国大会､鳴門教育大学､

2000年10月7口

EFD講演会なとヨ

〇人直奏宏 ｢競争的環境の中で学才巨ナ-ビスを考える｣東海高等教育研究所職員部会 ｢フォーラム スタッフ ◎オ

ピニオン｣､2000年12月16Ej

リ L州芸術工科大学 ｢Flつ研究会 ◎SCS開局記念講演｣､2000年11n22日

リ く山泰宏 ｢キャンパスにおけるメンタルヘルス ⑳システムづ くりJ 三 重大学 ｢学生支援に関連した第 1回メンタ

ルヘルス集中セ ミナ-｣､2001年3月1鋸‡

二OT
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申京都大学高等教育教授 システム開発センター/メディア教育開発センタ-共催 平成13年度SCS利用研修講座

｢授業改 善のための学びあい--一一公開実験授業を通 して｣2001年4月6El

Eその他の講演3

高 欄 三第二赤十字病院 ｢牛後研修i]｣研修講師､2000年10月31E】

リ く阪市環境保 健 局 ｢看護 職 員 研 修｣研修講師､2001年1月30日

･児童養護施設 でt.正 学園 ｢処遇検討会｣講師､2001年 6月26r7

リく阪府看護協会 ｢大阪府看護管理者研修｣研修講師､r交渉力 - アサ-ティヴコミュニケーション｣､2001年7

月2711

臣非常勤講師など3

｡京都第二赤十字看護専門学校非常勤講 師 ｢心理学｣(2000年10月～2001年3月)

･京郡第二赤十字看護専門学校非常勤講師 ｢教育 キ ャ ンプ｣(2001年3)i)

監社会における活動など35

ゆ卜招く心理臨床学会 ｢カ リキュラム委員会｣委 員

｡京紬狩警察本郎 ｢新政策形成研究会 『犯罪被害 者 支援』｣研究晋
o医療法人竹村診療所心理 カウンセラ-

臣学内委員などヨ

巧 く都 大 学 自己点検 相川 i実行委員会委員､編集作業部会委員 (～2001年3月)

巧 摘;大学全学 シンポジウム ｢京都大学 における教育評価 (授 業評価､成績評価等)の在 り方｣ イブニング ｡ディ

スカッション第2班 ｢学/-1=による教育評価｣副班長､2001年8月30-31rl

｡京都 大 学調整評価小委員会委員

｡京 都 大 学大学院教育学研究科附属臨床教育実践センター心理教育相談室カウンセラ-

｡京都大学大学院二i二学研究科 E/:1己点検 相 川 i委員

黄 土 慎 - (講師)

臣著書など讃

｡溝 i二慎 一｢自我と自己｣久世敏雄 ◎斎藤釧 1監修 『青年-心 理 学 事 典 』 福 村 出 版､ 2000年 11)j､148貞

･溝 巨慎 一◎水間玲子 ｢7受業過程の評価指標 とLての学生の 『吸 口 プ』 行 動 ｣ 京郁 入学 高 等 教育教授システム聞発

119真

弓臥仁慎--｢自己の発達 - 自己の形成過 程と自己理解 による自己成長 ------｣米谷淳中米揮好史編著 『行 動 科 学 へ

の招待 - 現代心理学 の アプ ロ-チ ----』福村手川坂､ 2001年4月､106-117貫

---京都大学の現状 と未来』ナカニシャ出版､2001年8月､154-157貢

監学会報告などヨ

会第23回大会､桃山学院大学､2001年6月9日

やMizokami,S."Howcanweapproachthesocialordevelopmentalcontextsandtheirinfluencesuponmean-

ingconstructionforadoiescentstudents?:Fromtheperspectiveofpositiontheorv."ⅩthEuropeanConfer-

enceonDevelopmentalPsychology.Sweden:UppsalaUniversity.2001年8月2∠圧!

監非常勤講師など讃

｡大手前大学社会文化学部非常勤講師 ｢心理 学研究法｣(2001年4)A-)
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神 藤 貴 昭 (助手)

監著 書 など3

日 廟湊貴昭 b尾i】断二美 ｢大学授業における教授者と学W/トの柏 注作用 -脚 数授者の ｢ノリ｣ に注 目して -一一｣ 京都大

学高等教育教授システム開発セ ンタ一編 『大学授業のブイ-ル ドワーク -m-京都大学公開実験授業 --』玉川大

学出版部､2001年5月､]20-135貢

･神藤貴昭 ｢青年期の心理 と性格｣米谷淳 ゆ米 韓 好 史 (編 ) 『 行 動 科学への招待 - 現代心理 学の アプ ローチ』 福

村出版､2001年4)上 22-34頁

日朝漆貴昭 ｢京大の教官の研究内容 (神藤貴昭分)｣京都大学心理学教官連絡会 (編)『21世紀の心理学に向か って

:京都大学の現快 と未来』 ナカニシャ出版､2001年8月､158-161貢

臣学術論文など3

8神)翫 封Tlい 伊藤崇連 r高等学校 と大学の接続に関する研究 (その 2)-…大学の学業文化への参入 と学習方略 の

変容 - ｣『京都大学高等教育研究』第 6号､2000年8月､35-52頁

･神藤貴昭 ｡旧】憶 奈 ｢授業枠のゆ らぎ- 大学 における学生主導型授業構築の可能性 - ｣『教習方法学研究』

第26巻､2001年 3)]､119-127頁

や木村朋子･㊤ド坂剛 ｡西田裕紀 子◎轡藤誠 一｡伊藤崇連 や神藤貴昭 ◎柳原利佳f-｡久木山健--･｡山｢唱 澄 ◎原田実 昏

榎本 ｢春 ｡坂本由佳 や前川雅子 ｡藤井智 子 ｢考射 し詩少年の ｢キ レる｣ ということに関する心理学的研究(2)- ゲ-

ムセ ンタ-およびコンビニエ ンスス トアの利用扶況 とキ レ行動の関連 一 ｣『神戸大学発達科学 郡研究集録』 第

8巻第 2号､2001年3)1､35-40頁

巧摘ミ大学高等教育教授 システムF3椙己セ ンター W,JJ或12年度公開実験授業の記録』京都大学高等教育叢書10､2001

年 3月､全312真

｡神藤貴昭 ◎旧し憤 奈 ｡杜上目う.｢KKJ(Kyoto-Ke】oJointSeminar)実践について - 京都大学か ら見た平成1

1年度の実践を中心に-m-｣『'研究裾!,～-』第24r,;-(波多野 和彦 (編)/伊藤秀子 (研究代表者)｢オンライ ン ¢コー

スにおける授業の評価◎改lll封こ関する実践的研究｣)､文部科学省 メデ ィア教育開発セ ンタ-､2001年 3月､33-3

9真

監学会報告など3

中神藤貴昭 ｡尾崎イ美 ｢大学授業における授業者のストレス過程(1ト - ス トレッサ-､対処行動の/分類 とス トレス

｡尾崎仁美 ｡神藤貴昭 ｢大学授業における授業者のストレス過程(2ト ---ス トレス対処か らみた授業者の成長 - ｣

日本教育心理学会第42回大会､東京大学､2000年9)】161_】

血神藤貴Eff日 田｢緩壬奈 再寸土lH=i-｢KKJ実践 における授業設計 と教員の役割｣教育_L学関連学 協会連合第 6回全
国大会､鳴門教育大学､2000年10月7日

合第 6回全国大会､rl.即rヨ教育大学､2000年10)A7H

15回大会､鳴 門 教 育 大 学､2001年3月27日

監FD講演会なと3

8京都大学綜 当教育 教授 システムEi膨己セ ンター/ メデ ィア教育開発セ ンター共催 判或13年度SCS利用研修講座

｢授業改 善のための学びあい-m-公開実験授業を通 して｣2001年4月(‖〟二ヨ

監非常勤講師など3

由神戸大学矧 祭文化学部特別講師 ｢自己と他者｣(2001年1月)

･大手前大学人文科学部非常勤講師 ｢心理学研究法｣(2001年 4月～)

監社会における活動など3

8文邦科学 省 メデ ィア教育開発セ ンター共同研究員 (共同研究分野名 :オンライン｡コ-スにおける授業の評価 q

改 勘 こ関す る実践的研究)(2000年4月～2001年3月)
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