
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

2007年度京都大学生涯教育学講座
彙報

2007年度京都大学生涯教育学講座彙報. 京都大学生涯教育学・図書館
情報学研究 2008, 7: 229-232

2008-03

http://hdl.handle.net/2433/66085



2007年度 京都大学 生涯教育学講座 嚢報

1.授 業

《大学院≫

教 授 前平 泰志

教 授 川崎 良孝

准教授 波速 洋子

准教授 佐藤 卓己

講 師 末本 誠

講 師 山口源治郎

研究代表 児玉 撃奈

《学 部》

教 授 前平 泰志

教 授 川崎 良孝

准教授 渡逮 洋子

准教授 佐藤 卓己

講 師 生田 周二

講 師 出棺 泰裕

生涯教育学研究 Ⅰ ･Ⅱ

生涯教育学演習 Ⅰ･Ⅲ

比較社会教育論

図書館情報学演習 Ⅰ･Ⅱ

生涯教育学研究 Ⅰ ･Ⅲ

生涯教育学演習 Ⅰ ･Ⅱ

生涯教育学講読演習 Ⅰ

図書館情報学演習 Ⅰ･Ⅱ

生涯教育学時論Ⅱ

生涯教育学講読演習Ⅱ

生涯教育学特論 Ⅰ

図書館情報学特論 Ⅰ

研究開発コロキアム

野殿童仙房地域における協働的な ｢学びの空間｣

をめぐるフィール ドワーク

偏見 ｡差別 ｡人権 (リレー講義)

同和 ｡人権教育論

生涯学習概論Ⅱ

相関教育システム論基礎演習ⅡA

前/後期

節/後期

後期

前/後期

節/後期

前/後期

後期

節/後期

前期

後期

後期

前期

後期

前/後期

前期

後期

前期

生涯教育 ◎図書館情報学専門ゼミナール 王｡Ⅱ 前/後期

図書館資料論 前期

相関教育システム論ⅡB 後期

生涯教育 ･図書館情報学専門ゼ ミナールⅠ ･Ⅱ 前/後期

生涯学習概論 Ⅰ 前期

相関教育システム論基礎演習iIA 前期

生涯教育 ｡図書館情報学専門ゼミナールⅠ｡Ⅱ 前/後期

メディア文化論 前期

相関教育 システム論韮B 後期

生涯教育 ◎図書館情報学専門ゼミナールい Ⅱ 前/後期

社会教育計画論 Ⅰ｡Ⅱ 前/後期

相関教育 システム論購読演習Ⅱ 後期
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講 師 塩見 昇 図書館経営論

講 師 高鍬 裕樹 図書館サービス論

情報メディアの活用

講 師 志保田 務 資料組織論

資料組織論演習 Ⅰ･Ⅱ

講 師 川崎佳代子 読書と豊かな人間性

前期

後期

前期

前期

節/後期

前期

2.研究活動

≪講座共通≫

｡教育実践コラボレーション｡センター アクションプログラム

教育空間創造ユニット｢野殿 ◎童仙房での生涯学習の取り組み｣

(野殿童仙房生涯学習推進委員会のホームページ<http://souraku.net/manabi/>)

｡参加/交流

教育実践コラボレーション｡センター 公開シンポジウム

『子どもの生命性と有能性を育てる教育への提言』

京都大学大学院教育学研究科 ◎北京師範大学教育学院

日中教育学系合同シンポジウム2007『現代日中における教育課題と教育学研究』

-ll.5-7 (京都大学)

≪生涯教育学研究室≫

･劉撃珍先生 集中講義

｢国際教育研究フロンティア｣ -9.20◎21｡25｡26(小集団420室)

･末本誠先生 集中講義

｢生涯教育学特論 Ⅰ｣ -12.5-28(野殿童独房小学校跡地ほか)

･参加/交流

京都大学シニアキャンパス2007

『交響する身体-ひと◎もの ◎自然が奏でる第 3楽章』

-9.18-21(百周年時計台記念館ほか)

日本看護教育学会学術集会

シンポジウムⅡ｢生涯学習をどう支援するか｣ -8.ll(福岡国際会議場)

･研究会

｢医療と教育を考える勉強会｣

｢ローカルな知｣研究会

｢伝統文化 ｡習い事｣研究会

≪メディア学研究室≫

･津金滞聴贋先生 (桃山大学社会学部社会学科)講演
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テーマ :大阪における社会教育活動とその資料 -12.3(小集団420室)17:00-19:00

3.院生研究業練

【博士後期課程】

猿山 隆子 (生涯教育学D3)

｡研究報告書 :｢京都市の生涯学習施設における教育 ◎学習活動の実態一生涯学習総合センター､

学校､旧都市中央図書館を中心に｣平成18年度 ｢魅力ある大学院教育｣イニシア

ティブ 京都大学大学院教育学研究科 ｢理論 ｡実践融合型による教育学の研究者

養成｣研究開発コロキアム研究成果報告書

小林 伸行 (生涯教育学D3)

｡論 文 :｢哲学的ゾンビ同士に､社会は存在するか?:N.ルーマンの社会システム論に

於ける哲学的諸命題に関する一考察｣『京都大学大学院教育学研究科紀要』53号

405-413頁

｡口頭発表 :｢<名声>メディアと 『有名/無名』コードー- ルーマン社会システム論の或る

カイゼンの試み｣-- ll.18(日本社会学会一般研究報告/関東学院大学)

児玉 撃奈 (生涯教育学Dl)

･口頭発表 :『コモンスペース』の空間と身体-『ひがしまち街角広場』の実践から-｣2007.9.

9(日本社会教育学会/東京農工大学)

･口頭発表 :｢『コモンスペース』をめぐる学びの一考察-『ひがしまち街角広場』の実践から-｣

2007.ll.7(日中教育学系合同シンポジウム/京都大学)

【修士課程】

二見 隆亮 (生産教育学講座M2)

･研究報告書 :｢京都市の生涯学習施設における教育 ｡学習活動の実態一生涯学習総合センター､

学校､旧都市中央図書館を中心に｣平成18年度 ｢魅力ある大学院教育｣イニシア

ティブ 京都大学大学院教育学研究科 ｢理論 ｡実践融合型による教育学の研究者

養成｣研究開発コロキアム研究成果報告書

｡口頭発表 :｢盲人マラソンの現代社会における意義｣-12.1(大阪YMCA創立125周年記念研

究フォーラム/大阪YMCA会館)研究フォーラム賞受賞

【専修コース】

土出郁子 (専修課程M2)

｡口頭発表 :｢｢闘病記｣資料群の性格と愛媛大学における事例｣-10.7 (大学図書館問題研

究会 京都支部連続セミナー ｢知の変容と大学図書館｣第4回 ライブラリアン｡

セッション/キャンパスプラザ京都 第 2会議室)
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｡報 告 :｢｢教養｣が ｢モチ｣ではない時代にこそ - ｢知の変容と大学図書館｣:第 1回

｢大学の変貌｣参加報告-｣『大学の図書館』26(7)2007年 114-115貢
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