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２００４．９．２ 教授 小山田耕二「委託研究費による第２６回電気電子学会 医学・生物学社会の工
学技術年次国際会議における研究発表及び情報収集」のためアメリカ合衆国へ海外
出張（２００４．９．６帰国）

９．４ 助手 酒井 晃二「委託研究費による第４回科学技術開発国際協会 可視化、イメー
ジングとイメージプロセッシング国際会議における研究発表及び情報収集」のため
スペインへ海外出張（２００４．９．１０帰国）

９．３０ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１６年度第３回）

１０．１ 助教授 大山 泰宏「京都大学教育研究振興財団海外派遣事業による『グローバル
化社会における心性の変容と教育課題に関する研究』」のためフランス・パリ第８
大学へ留学（２００５．９．３０帰国）

１０．２０ 第６６回公開研究会
報告者：寺岡 英男 福井大学教育地域学部教授
テーマ：福井大学教育地域学部における特色GPの取り組み

１０．２８ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１６年度第４回）

１１．４ 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成１６年度第２回）

１２．３ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１６年度第５回）

１２．１１ 第６７回公開研究会
報告者：林 哲介 京都大学高等教育研究開発推進センター教授・

高等教育研究開発推進機構副機構長
吉田 純 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
溝上 慎一 京都大学高等教育研究開発推進センター助教授
日置 尋久 京都大学高等教育研究開発推進センター助教授
交流委員学生

テーマ：学生・教員教育交流会プロジェクトの中間成果報告
─学生とともに歩む京都大学の大学教育改革─

京都大学高等教育研究第１１号（２００５）

─１４７─

高等教育研究開発推進センター日誌

（２００４年９月１日～２００５年８月３１日）

記 事年 月 日



１２．１５ 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成１６年度第３回）

２００５．１．２５ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１７年度第６回）

２．１７ 学生教員教育交流会プロジェクト・WG４企画
第１回 京都大学の教育を語る─先輩からのメッセージ─

趣旨説明
学生教員交流会のプロジェクトについて
林 哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター教授・副センター長）

話題提供「京大らしい教育のあり方」
地域連携の観点 佐藤 進 松本大学教授
産学連携の観点 井上 一郎 京都産業大学教授
初年次からの研究室配属 曽我 正和 岩手県立大学教授
パネル討論
京大らしい教育のあり方
総括 丸山 正樹 京都大学高等教育研究開発推進センター長

２．２３ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１７年度第７回）

３．２２～２３ 第１１回大学教育研究フォーラム
（特色GP［相互研修型FDの組織化による教育改善］の一環）
大会企画フォーラム
『大学教育評価─評価する側の論理─』
司 会 大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）

林 哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授／副セン
ター長）

開会の辞
挨 拶 尾池 和夫 京都大学総長
主旨説明 大塚 雄作 京都大学高等研究開発推進センター教授
基調講演 木村 孟 大学評価・学位授与機構・機構長
話題提供１ 奈良 哲 文部科学省高等教育局大学評価室長
話題提供２ 前田 早苗 大学基準協会大学評価・研究部部長心得
話題提供３ 吉田 文 メディア教育開発センター教授
話題提供４ 松下 佳代 京都大学高等研究開発推進センター教授
全体討論
総 括 林 哲介 京都大学高等教育研究開発推進センター教授／副セン

ター長
閉会の辞

総括講演１
（１）「e-Learningをどうするか」

美濃 導彦 京都大学学術情報メディアセンター教授
【司会】小山田耕二 京都大学高等教育研究開発推進センター教授

京都大学高等教育研究第１１号（２００５）

─１４８─
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（２）「講義をやめよう」
宇佐見 寛 千葉大学名誉教授

【司会】田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
（３）「FDの現状─日本とアメリカ─」

田口 真奈 メディア教育開発センター助教授
【司会】吉田 純 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
（４）「大学授業の改善とアカウンタビリティ─授業評価の新たな課題─」

大塚 雄作 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
【司会】三尾 忠男 早稲田大学教育学部助教授

総括講演２
（５）「これからの教養教育─教養主義の没落のあとに─」

竹内 洋 京都大学大学院教育学研究科教授
【司会】田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
（６）「ケースメソッド授業の効果と限界─社会人大学院での活用に向けて─」

髙木 晴夫 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
【司会】松下 佳代 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
（７）「授業公開と検討会によるFD」

縄田 裕幸 島根大学教育学部助教授
【司会】溝上 慎一 京都大学高等教育研究開発推進センター助教授
（８）「高大接続の文脈─学力問題のゆくえ─」

荒井 克弘 東北大学大学院教育学研究科教授
【司会】井下 理 慶應義塾大学総合政策学部教授

ラウンドテーブル
（１）「相互型研修FDの組織化による教育改善（中間成果報告）」

（特色GPプログラム一環）
企 画 田中 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター）
司 会 井下 理（慶應義塾大学総合政策学部）
話題提供 大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター）

松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター）
酒井 博之（京都大学高等教育研究開発推進センター）

指定討論 圓月 勝博（同志社大学文学部／教育開発センター）
（２）「心理学者、導入教育への挑戦─動機づけ、学習過程、自己形成の観点か

ら─」
企 画 安永 悟（久留米大学文学部／教育・学習支援センター）

西垣 順子（信州大学高等教育システムセンター）
司 会 西垣 順子（信州大学高等教育システムセンター）
話題提供 安永 悟（久留米大学文学部／教育・学習支援センター）
指定討論 村山 航（東京大学大学院教育学研究科）

北神 慎司（島根大学法文学部）
水間 玲子（奈良女子大学文学部）

（３）「大学心理学の構築─青年心理学と大学教育学の架橋─」



企 画 山田 剛史（神戸大学大学院総合人間科学研究科）
奥田雄一郎（中央大学大学院文学研究科）

司 会 白井 利明（大阪教育大学教育学部）
話題提供 山田 剛史（神戸大学大学院総合人間科学研究科）

奥田雄一郎（中央大学大学院文学研究科）
尾崎 仁美（京都ノートルダム女子大学人間文学部）

指定討論 都筑 学（中央大学文学部）
溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター）

個人研究発表
（１）FD・授業公開研究部会 （２）e-Learning・遠隔教育研究部会
（３）大学生・大学生活研究部会 （４）ビデオ持参による授業実践報告
（５）教育評価・カリキュラム研究部会（６）授業研究部会

参加人数 約４８０名

３．３０ 高等教育研究開発推進センター外部評価懇談会
挨拶およびセンターの全体組織についての説明
林 哲介 高等教育研究開発推進センター・副センター長

センターの組織についての意見交換
センターの業務についての説明（GPおよび交流会プロジェクト）

１．田中 毎実 高等教育研究開発推進センター教授
２．大塚 雄作 高等教育研究開発推進センター教授
３．松下 佳代 高等教育研究開発推進センター教授
４．溝上 慎一 高等教育研究開発推進センター助教授

外部評価委員・評価説明
１．小笠原正明 北海道大学教授／高等教育機能開発総合センター・高等教

育開発部門長
２．近田 政博 名古屋大学助教授・高等教育研究センター
３．山本 眞一 筑波大学教授／大学研究センター・センター長

質疑討論

４．１ 高等教育研究開発推進センター協議員：
丸山 正樹 センター長
林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授
田地野 彰 センター教授 小山田耕二 センター教授
冨田 博之 大学院人間・環境学研究科教授・同研究科長
北村 雅夫 大学院理学研究科教授・同研究科長
西村 雅樹 大学院文学研究科教授
川崎 良孝 大学院教育学研究科教授・同研究科長
伊藤 之雄 大学院法学研究科教授

京都大学高等教育研究第１１号（２００５）

─１５０─
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森棟 公夫 大学院経済学研究科教授
武田 俊一 大学院医学研究科教授
富岡 清 大学院薬学研究科教授
荒木 光彦 大学院工学研究科教授・同研究科長
伏木 亨 大学院農学研究科教授
船越 満明 大学院情報学研究科教授・同研究科長
松山 隆司 大学院情報学研究科教授・学術情報メディアセンター長

高等教育研究開発推進センター運営委員：
丸山 正樹 センター長
林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授
田地野 彰 センター教授 小山田耕二 センター教授
大山 泰宏 センター助教授 溝上 慎一 センター助教授
田中 真介 センター助教授 日置 尋久 センター助教授
酒井 博之 センター助手 酒井 晃二 センター助手

平成１７年度学外研究協力者：
石村 雅雄 鳴門教育大学学校教育学部助教授
井下 理 慶應義塾大学総合政策学部教授
尾崎 仁美 京都ノートルダム女子大学人間文化学部講師
三宮真智子 鳴門教育大学学校教育実践センター教授
神藤 貴昭 徳島大学大学開放実践センター助教授
曽根 直人 鳴門教育大学情報処理センター助教授
清水 豊子 千葉大学教育学部教授
田口 真奈 メディア教育開発センター助教授
竹熊 耕一 京都学園大学経済学部教授
中原 淳 東京大学大学総合教育研究センター講師
藤田 哲也 法政大学文学部助教授
米谷 淳 神戸大学大学教育研究センター教授
村上 正行 京都外国語大学マルチメディア教育研究センター講師
矢野 裕俊 大阪市立大学大学教育研究センター教授
山内 乾史 神戸大学大学教育研究センター助教授
山田 礼子 同志社大学文学部教授
山﨑 洋子 鳴門教育大学学校教育学部教授
吉田 文 メディア教育開発センター教授
吉田 雅章 和歌山大学経済学部助教授

平成１７年度学内研究担当教員：
子安 増生 大学院教育学研究科教授
田中 耕治 大学院教育学研究科教授



高見 茂 大学院教育学研究科教授
杉本 均 大学院教育学研究科教授
楠見 孝 大学院教育学研究科助教授
土井 真一 大学院法学研究科教授
八木紀一郎 大学院経済学研究科教授
野間 昭典 大学院医学研究科教授
富岡 清 大学院薬学研究科教授
荒木 光彦 大学院工学研究科教授・同研究科長
大嶌幸一郎 大学院工学研究科教授
湯淺 太一 大学院工学研究科教授
冨谷 至 人文科学研究所教授
美濃 導彦 学術情報メディアセンター教授
喜多 一 学術情報メディアセンター教授
角所 考 学術情報メディアセンター助教授
江原 康生 学術情報メディアセンター助手

平成１７年度企画協力教員：
大木 充 大学院人間・環境学研究科教授
丸橋 良雄 大学院人間・環境学研究科教授
酒井 敏 大学院人間・環境学研究科助教授
江崎 靖 大学院人間・環境学研究科助教授
ロバート・ファウザー 大学院人間・環境学研究科助教授
壇辻 正剛 学術情報メディアセンター教授

文部科学省大学改革推進等補助金（大学改推進経費）による「平成１７年度 特色あ
る大学支援プログラム（平成１６年度選定分）」継続「相互研修型FDの組織化による
教育改善」
担当者：田中 毎実

４．９ 第６８回公開研究会
報告者：喜多 一（京都大学学術情報メディアセンター教授）
テーマ：京都大学・UCLAを結んだ遠隔講義による創造性教育

─平成１６年度の実践から

４．２２ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１７年度第１回）

４．２３ 第１回 京都大学・大阪大学合同イベント
大学が変わる みんなで変える

第１部「研究のおもしろさとは？」（京大・阪大の人気講義）
運動科学 小田 伸午（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
物理学 藤田 佳孝（大阪大学大学院理学研究科・助教授）

第２部「大学を１００倍活用する方法」（学生によるパネル討論）

京都大学高等教育研究第１１号（２００５）
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６．１８ 日本学術振興会科学研究費補助金による基盤研究（B）継続
「大学授業実践の質的研究にもとづく電子メディア化とFDネットワークの構築」

研究代表者：田中 毎実 センター教授
研究分担者：
大塚 雄作 センター教授
松下 佳代 センター教授
大山 泰宏 センター助教授
溝上 慎一 センター助教授
酒井 博之 センター助手
山内 祐平 東京大学大学院情報学環助教授
吉田 文 独立行政法人メディア教育開発センター研究開発部教授
渡部 信一 東北大学大学院教育情報学研究部教授
藤田 哲也 法政大学文学部助教授
荒木 光彦 大学院工学研究科教授
小山田耕二 センター教授
美濃 導彦 学術情報メディアセンター教授
喜多 一 学術情報メディアセンター教授
田中 耕治 大学院教育学研究科教授
高見 茂 大学院教育学研究科教授
石村 雅雄 鳴門教育大学学校教育学部助教授
神藤 貴昭 徳島大学大学開放実践センター助教授
村上 正行 京都外国語大学マルチメディア教育研究センター講師
田口 真奈 独立行政法人メディア教育開発センター研究開発部助教授

６．１１～１２ 大学教育学会第２７回大会
主 催：大学教育学会
共 催：京都大学高等教育研究開発推進センター

記念講演「大学教育学会の２７年」
講 師：寺﨑 昌男（立教学院）
司 会：鈴木 晶子（京都大学・大会実行委員）

シンポジウムⅠ「大学教育学会の未来へ」
パネリスト：井手 弘人（長崎大学）

：藤田 哲也（法政大学）
：岡部 美香（京都教育大学）

指定質問 ：絹川 正吉（大学教育学会前会長）
佐藤東洋士（大学教育学会会長）

司 会 ：佐々木一也（立教大学・大会企画委員）
松下 佳代（京都大学・大会実行委員）

シンポジウムⅡ「大学教育改革と大学教育学会」
パネリスト：関根 秀和（大阪女学院短期大学学長）



野々村 昇（活水学院委員長・活水女子大学学長）
坪井 和男（中部大学）

指定質問 ：濱名 篤（関西国際大学・大会企画委員）
本間 政雄（京都大学）

司 会 ：村島 義彦（立命館大学・大会企画委員）
田中 毎実（京都大学・大会企画委員長）

ラウンドテーブル
（１）「初年次教育・導入教育の方法」
企 画：濱名 篤（関西国際大学）

川島太津夫（神戸大学）
山田 礼子（同志社大学）

報 告：智原 哲郎（大阪女学院大学）
西村 秀雄（金沢工業大学）
岩井 洋（関西国際大学）

（２）「大学における『日本語表現』講座の意義と可能性」
企 画 ：成田 秀夫（河合文化教育研究所）

中村 博幸（京都文教大学）
報 告 ：平野 弘（京都府立網野高等学校）

手嶋 英貴（京都精華大学）
大島 弥生（東京海洋大学）

指定討論：椋本 洋（立命館大学）

（３）「アカデミック・スキルズ教育とその将来─学びの意味を考える教育に向
けて─」

企 画：筒井 洋一（京都精華大学）
報 告：三宅 和子（東洋大学）

向後 千春（早稲田大学）
中村 恵子（再就職支援講師）
筒井 洋一（京都精華大学）

（４）「GPA制度の導入と運用、有効活用をめぐって」
企 画：半田 智久（静岡大学）
報 告：安藤 厚（北海道大学）

高村 麻実（桜美林大学）
遠山 紘司（神奈川工科大学）
中村 三春（山形大学）
半田 智久（静岡大学）
山本 浩（上智大学）
渡辺 正人（聖学院大学）
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（５）「次世代大学改革の可能性」
企 画：田中 義郎（桜美林大学）

佐々木一也（立教大学）
報 告：佐々木一也（立教大学）

山内 正平（千葉大学）
丹羽 泉（東京外国語大学）
井下 理（慶應義塾大学）

（６）「理工系専門基礎教育の現状と課題」
企 画：吉永契一郎（東京農工大学）

秀島 武敏（千葉大学）
松岡 正邦（東京農工大学）

報 告：松岡 正邦（東京農工大学）

（７）「一般教育の歴史的総括を試みる」
企画・報告：志津木 敬（FDアドバイザー）

林 俊夫（香川大学）
上垣 豊（龍谷大学）
山村 嘉巳（関西大学）

（８）「入学前教育の実際とその効果」
企 画：小林 勝法（文教大学）
報 告：奥野 雅和（京都文教高等学校）

納屋 健（駿台教育研究所）

（９）「教養教育の設計と評価」
企画・報告：坂井 昭宏（北海道大学）

後藤 邦夫（学術研究ネット）
舘 昭（桜美林大学）
瀧川 哲夫（北海道大学）
杉谷祐美子（青山学院大学）

指定討論 ：安岡 高志（東海大学）
青野 透（金沢大学）

（１０）「学生が参画した形でのＦＤを考え・実践する」
企 画 ：石村 雅雄（鳴門教育大学）

橋本 勝（岡山大学）
報 告 ：石村 雅雄（鳴門教育大学）

橋本 勝（岡山大学）
倉賀野志郎（北海道教育大学）
井上 敏憲（愛媛大学）
吉田 雅章（和歌山大学）

指定討論：林 哲介（京都大学）



（１１）「アメリカの大学のTA制度と実践の比較研究」
企 画：吉良 直（淑徳大学）
報 告：北野 秋男（日本大学）

吉良 直（淑徳大学）
和賀 崇（短期大学基準協会）

自由研究発表
（１）授業評価・成績評価 （２）遠隔教育・e-learning
（３）大学カリキュラムと社会 （４）学習の主体化
（５）学生の多様性と支援 （６）初年次教育

６．２２ 助教授 田中 真介 「幼児教育に関する国際比較調査及び研究会への参加」のた
めチェコ、英国へ海外出張（２００５．７．９帰国）

７．１３ 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成１７年度第２回）

７．２３ 第６９回公開研究会
報告者：田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター教授

大塚 雄作 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
松下 佳代 京都大学高等教育研究開発推進センター教授
酒井 博之 京都大学高等教育研究開発推進センター助手
山田 剛史 京都大学高等教育研究開発推進センター教務補佐員

テーマ：特色ＧＰ「相互研修型FDの組織化による教育改善」活動報告
（第２回）

８．４ 大学院生のための教育実践講座─大学でどう教えるか─
（特色GP［相互研修型FDの組織化による教育改善］の一環）

開会式
挨 拶 京都大学総長 尾池 和夫
趣旨とプログラムの説明

高等教育研究開発推進センター教授 大塚 雄作
移 動
セッション１
グループ討論１：（自己紹介）「大学の授業について」

セッション２
ミニ講義１：「大学の授業１」
高等教育研究開発推進センター教授 松下 佳代

セッション３
ランチと自由討論

セッション４
グループ討論２：「大学の授業で教師に求められるもの」

セッション５
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ボディー・ワーク：「他者とのつながり・自分とのつながり」
京都文教大学教授 濱野 清志

移 動
セッション６
ミニ講義２：「大学の授業２」

高等教育研究開発推進センター助教授 溝上 慎一
セッション７

全体討論：「大学で教えるために」
セッション８
ミニ講義３：「大学で教えるために」

高等教育研究開発推進センター教授 田中 毎実
閉会式
挨 拶・修了証授与

閉会式終了後 パーティー

８．２１ 助教授 溝上 慎一「平成１７年度特色GP（相互研修型FDの組織化による教育改
善）による学会（EuropeanConferenceonDevelopmentPsycology）参加及び資料収
集」のためスペインへ海外出張（２００５．８．２９帰国）




