日本高等教育学会 第３回大会

大会プログラム

2000 年 5 月 20 日（土）～ 21 日（日）

桜美林大学

日本高等教育学会 第３回大会
2000 年 5 月 20 日～21 日

桜美林大学

大会日程
5 月 20 日（土）
9:15～ 受

5 月 21 日（日）

付

9:30～ 受 付

10:00～12:00 自由研究１
・高等教育財政１
・教育課程とその改善１
・大学評価
・高等学校と大学１

10:00～12:00 自由研究３
・高等教育政策
・教育課程とその改善２
・学習／意識・意欲２
・自己評価と改革

13:00～15:00 自由研究２
・高等教育財政２
・授業研究
・大学院
・学習／意識・意欲１
・高等学校と大学２

13:00～13:30

総 会

13:40～16:10

公開シンポジウム

大学改革とリーダーシップ

5 月 19 日（金）
15:00～17:00 編集委員会
17:00～19:00 理事会
於：国立学校財務センター
東京連絡所 426 会議室
（東京都千代田区一橋 2-1-2
学術総合センター４階）
03-4212-6000（センター代表）
03-4212-6133（会議室直通）

15:10～17:40 課題研究１・２
１．日本型プロフェッショナル・
スクールは可能か
２．大学の設置形態：
国立大学の法人化をめぐって
18:00～20:00

懇親会
（学内食堂にて）

〒194-0294 東京都町田市常盤町 3758 桜美林大学 大学教育研究所内
日本高等教育学会 第３回大会準備委員会
TEL: 042-797-2661 (内線 3508) *内線番号が変更になりました。
FAX: 042-797-8633
E-mail: herd@obirin.ac.jp
http://www.obirin.ac.jp/unv/research/unvins/
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大会参加のご案内
参加費： 大会参加費 （事前）3,500 円
懇親会費

（事前）4,500 円

（当日）4,000 円
（当日）5,000 円

＊同封の「払込取扱表」にて、5 月 12 日（金）までに郵便局で払
い込み頂く場合には、事前料金とさせていただきます。
それ以降は、当日会場受付にてお支払い下さい。
「払込取扱表」を紛失された場合は、郵便局に備え付けのものにて、
以下の要領で払い込み下さい。
口座番号：

００２２０－４－３９５５７

加入者名：

日本高等教育学会第３回大会準備委員会

通信欄：

(1) 大会参加費と懇親会費の内訳、(2) お名前とフリガナ、
(3) ご所属、以上を明記して下さい。

＊大会会場および同封の「払込取扱表」（大会の郵便口座）では、学
会年会費の受付は出来ませんのでご了承下さい。
＊公開シンポジウムにつきましては、無料にて一般に公開して開催
いたします。関係の方々にご周知頂けると幸いです。

食事： 大会両日とも、昼食時に学内の食堂が営業いたします。
宿泊： 宿泊先の手配は各自でお願いいたします。
次ページに、近隣の主要なホテルの一覧を記しておきました。

控室： 会場には、会員控室をご用意いたしますが、荷物のお預かりはいた
しませんので、各自の責任でお持ち下さい。

紀要： 今年度より、学会紀要『高等教育研究』の最新号は、学会事務局よ
り各会員宛に直接送付する事になりました。大会会場では配布いた
しませんので、ご了承下さい。
なお、追加購入分やバックナンバーにつきましては、会場内の書
籍販売コーナーにて、お求めいただける予定です。
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近隣主要ホテル一覧；
＊料金は、シングルルームの室料です。

2000 年 3 月現在

相模原第一ホテル
JR 淵野辺駅１分

神奈川県相模原市渕野辺４丁目１５－１１

042-751-6166

¥6510（税込）

S78 室、T2 室

サンホテル
JR 町田駅３分

東京都町田市原町田４丁目１１－１５

042-724-0708

¥6000（税込）

S24 室

ホテル新宿屋
JR 町田駅５分

東京都町田市原町田６丁目１３－２２

042-722-3112

¥5900（税別）

S32 室、T7 室

ホテルスカイプラザ
JR 町田駅４分

東京都町田市原町田４丁目４－７

042-726-0031

¥6117（税込）

S60 室

セントラルホテル町田
JR 町田駅４分

東京都町田市森野１丁目１２－１５

042-720-3011

¥6500（税込）

S200 室、T10 室

ホテル町田ヴィラ
JR 町田駅６分

東京都町田市森野１丁目２０－１０

042-724-0840

¥7140（税込）

S156 室、T8 室

ホテル・ザ・エルシィ町田
JR 町田駅３分

東京都町田市原町田３丁目２－９

042-724-3111

¥10000（税別）

S54 室、D23 室、T13 室
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桜美林大学への交通案内
最寄駅： JR 横浜線 淵野辺駅 （無料スクールバス乗車約５分）

● 東京の都心部からは、
(1) 小田急線ルート（新宿駅～町田駅：急行約 35 分）の他、
(2) 営団地下鉄半蔵門線・東急新玉川線・東急田園都市線直通ルート
（大手町駅～長津田駅：急行約 46 分、渋谷駅～長津田駅：急行約 28
分）も便利です。
● 東海道新幹線をご利用の場合は、新横浜駅で乗り換えて下さい。
● 羽田空港からは、
(1) バス（約 40 分）で新横浜駅へ出るルート、又は
(2) 京浜急行線（約 30 分）で横浜駅へ出るルートが便利です。
JR 横浜線の主要駅から淵野辺駅（各駅停車のみ）までの乗車時間
東神奈川駅から 35 分
新横浜駅から 27 分
菊名駅から 29 分
長津田駅から 12 分
町田駅から 6 分
橋本駅から 8 分
八王子駅から 20 分
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淵野辺駅からの無料スクールバス
淵野辺駅のスクールバスの発着場は、駅の北口です。一つしかない改札口
を出て右手に進んで下さい。階段を下りて駅前に出たら右手にございます。

5 月 20 日（土）の運行

8:25～18:35

（5～15 分間隔で淵野辺駅・大学間を循環）
＊懇親会終了時にも、大学から淵野辺駅へ運行いたします。

5 月 21 日（日）の運行

9:20～ 9:50

12:30～13:30

（5～10 分間隔で淵野辺駅・大学間を循環）
＊シンポジウム終了時にも、大学から淵野辺駅へ運行いたします。
＊ お急ぎの場合は、タクシーも便利です。運転手さんに、「桜美林大学の東
門」と伝えて下さい。初乗り運賃ギリギリの距離です。

会場周辺図
たいへいかん

大会の会場は、
「太平館」です。キャンパスの中で一番高い茶色の建物（地
上 8 階 半地下 1 階）です。下部は半円の形をしています。
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5 月 20 日(土) 10:00～12:00

自由研究１
○印：当日発表者

A101 教室 高等教育財政１

司会：丸山 文裕（椙山女学園大学）

10:00～10:25

1．アメリカの州立大学における
「パフォーマンス・ファンディング」
○山崎 博敏（広島大学）

10:25～11:10

2．日本型マス高等教育の財政構造
○米澤 彰純（広島大学）
○吉田 香奈（広島大学研究生）

11:10～11:55

3．学術研究に対する資金供給システム
○加藤 毅（筑波大学）
○浦田 広朗（麗澤大学）
小林 信一（電気通信大学）
山本 眞一（筑波大学）

11:55～12:00

総括討論

A102 教室 教育課程とその改善１

司会：田中 義郎（玉川大学）

10:00～10:25

1．学士課程カリキュラムの枠組みの再検討
－ 文科系を中心に －
○瀧上 凱令（神戸大学）

10:25～10:50

2．学士課程カリキュラム改革
－ 日中比較の視点から －
○黄 福涛（日本学術振興会外国人特別研究員）

10:50～11:15

3．アメリカの大学における学外学位プログラムの現状
○森 利枝（大学評価・学位授与機構）

11:15～11:40

4．アメリカの Liberal Arts College における
Study Abroad Program の現状
○長山 道代（早稲田大学）

11:40～12:00

総括討論
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A201 教室 大学評価

司会：中島 直忠
（大学入試センター名誉教授）

10:00～10:25

1．形成的（formative）大学評価に関する
アクションリサーチ
○大山 泰宏（京都大学）

10:25～11:30

2．市場型大学評価
－ まなざし・多元性・信頼性 －
金子 元久（東京大学）
矢野 眞和（東京工業大学／東京大学）
○小林 雅之（東京大学）
○間渕 泰尚（東京大学）
○大多和 直樹（東京大学）

11:30～12:00

総括討論

A203 教室 高等学校と大学１

司会：荒井 克弘（東北大学）

10:00～10:25

1．中央教育審議会にみる初等中等教育と高等教育の論理
－ 接続の在り方をめぐって －
○杉谷 祐美子（日本学術振興会特別研究員）

10:25～11:10

2．高校と大学における学業の差異に関する研究
○神藤 貴昭（京都大学）
○石村 雅雄（京都大学）

11:10～12:00

総括討論
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5 月 20 日(土) 13:00～15:00

自由研究２
○印：当日発表者

A101 教室 高等教育財政２

司会：濱名 篤（関西国際大学）

13:00～13:25

1．高等教育の効果と収益性に関する国際比較
○中島 弘和（九州大学大学院）

13:25～14:10

2．日本の私学
－ 財務構造の基礎分析 －
○両角 亜希子（東京大学大学院）
○金子 元久（東京大学）

14:10～14:55

3．私立大学・短期大学の収支構造
矢野 眞和（東京工業大学／東京大学）
○濱中 義隆（大学評価・学位授与機構）
○島 一則（日本学術振興会特別研究員）

14:55～15:00

総括討論

A102 教室 授業研究

司会：羽田 貴史（広島大学）

13:00～13:25

1．社会人対象の公開講座「臨床人間学」
○庄司 進一（筑波大学）
紙屋 克子（筑波大学）

13:25～13:50

2．インタビューによる授業研究
－ 京大公開実験授業を手がかりに －
○米谷 淳（神戸大学）

13:50～14:15

3．学生主体の大学授業における教師の指導性
○田中 毎実（京都大学）

14:15～14:40

4．厳格な成績評価にむけての一つの試み
○橋本 健夫（長崎大学）

14:40～15:00

総括討論
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A201 教室 大学院

司会：塚原 修一（国立教育研究所）

13:00～13:25

1．東京大学大学院環境学専攻の設立過程
－ 国立大学独立研究科の拡大の中で －
○内山 弘美（東京大学大学院）

13:25～13:50

2．大学院における学際的カリキュラムに関する研究
－ 文理融合型カリキュラムの構造に焦点を当てて －
○佐野 享子（郵政省）

13:50～14:15

3．大学院拡大の担い手
－ 現代日本の修士課程大学院生のプロフィール －
○万見 淳子（東京大学大学院）
金子 元久（東京大学）

14:15～15:00

総括討論

A202 教室 学習／意識・意欲１

司会：井下 理（慶應義塾大学）

13:00～13:25

1．日本語学習者の動機と態度に影響を及ぼす諸要因の分析
－ アメリカ南部１５大学の事例研究 －
○鳥井 康照（早稲田大学大学院）

13:25～13:50

2．中国大学生の金銭観に関する研究
○李 東林（広島大学大学院）

13:50～14:15

3．女子短大生の特性に関する分析
－ ４大女子との比較を通して －
○島 雄利（上智大学大学院）

14:15～15:00

総括討論

A203 教室 高等学校と大学２
13:00～13:25

司会：岩井 清治（桜美林大学）

1．工学教育と社会との関連に関する研究
－ 大学・高専教育の変化を中心に －
○新谷 康浩（日本学術振興会特別研究員）

13:25～14:10
2．アメリカにおける経済学教育
－ 『経済学における任意の全国共通学習内容基準』を中心として －
淺野 忠克（山村女子短期大学）
山岡 道男（早稲田大学）
○栗原 久（筑波大学附属高等学校）
○山田 幸俊（桜美林大学）
14:10～15:00

総括討論
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5 月 21 日(日) 10:00～12:00

自由研究３
○印：当日発表者

A101 教室 高等教育政策

司会：藤田 英典（東京大学）

10:00～10:25

1．高等教育における規制改革
○田中 敬文（東京学芸大学）

10:25～10:50

2．人文社会科学の研究環境とその評価
○大場 淳（文部省）

10:50～11:15

3．高等教育政策と学術・科学技術政策の
連携・統合に関する研究
喜多村 和之（私学高等教育研究所／早稲田大学）
○塚原 修一（国立教育研究所）

11:15～11:40

4．アメリカ連邦政府の新たな高等教育政策機能について
－ AmeriCorps（アメリコア）を事例に －
○塙 武郎（筑波大学大学院）

11:40～12:00

総括討論

A102 教室 教育課程とその改善２
10:00～10:25

10:25～10:50

司会：有本 章（広島大学）

1．高校物理未履修の理工系大学生に対する
大学基礎物理教育について
○原 康夫（帝京平成大学）
2．ＩＴはどこまで浸透するのか
－ 高等教育機関におけるマルチメディア利用実態調査より －
○吉田 文（メディア教育開発センター）

10:50～11:35

3．大学におけるボランティア活動推進のための課題
○浜野 隆（武蔵野女子大学）
○岩田 弘三（武蔵野女子大学）

11:35～12:00

総括討論

- １０ -

A201 教室 学習／意識・意欲２

司会：田中 毎実（京都大学）

10:00～10:25

1．学生の授業満足度と大学教育の効果
○稲永 由紀（九州大学大学院）

10:25～11:10

2．高等教育における「やる気をだす学び」の研究
－ 学習達成目標を中心に －
○野口 和枝（秋草学園短期大学）
○稲越 孝雄（文教大学）

11:10～12:00

総括討論

A203 教室 自己評価と改革

司会：武村 秀雄（桜美林大学）

10:00～10:25

1．
「自己点検・評価」の受容過程に関する考察
○大佐古 紀雄（早稲田大学大学院）

10:25～10:50

2．女子高等教育機関の共学化に関する戦後の動向
○岡田 典子（広島大学大学院）

10:50～11:15
3．学長に求められるもの
－ The Chronicle of Higher Education 公募広告に見る学長職の要件 －
気仙 勇子（会津大学）
○石川 毅（会津大学）
11:15～12:00

総括討論
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5 月 20 日(土) 15:10～17:40

課題研究１・２

A102 教室 １．日本型プロフェッショナル・スクールは可能か
司会：舘 昭（大学評価・学位授与機構）
・日本型プロフェッショナル・スクールの条件
潮木 守一（武蔵野女子大学）
・高度職業人養成と大学院政策～専門大学院のコンテクスト
合田 隆史（文部省）
・アメリカのプロフェショナル・スクールからの示唆
山田 礼子（同志社大学）

A101 教室 ２．大学の設置形態： 国立大学の法人化をめぐって
司会：荒井 克弘（東北大学）
指定討論者：濱名 篤（関西国際大学）
・大学設置形態の国際比較
大崎 仁（国立学校財務センター）
・国立大学と法人化
金子 元久（東京大学）
・大学における公と私
矢野 眞和（東京工業大学／東京大学）

5 月 21 日(日) 13:40～16:10

公開シンポジウム

大学改革とリーダーシップ
混迷に陥る恐れのある、今日の我が国の大学界にとって、各シンポジストの
大学創造・改革の体験は、進路の導きとなるであろう。これらの貴重な体験を
通じ、大学改革におけるリーダーシップの意義を考察する。
司会：佐藤 東洋士（桜美林大学学長）
指定討論者：天野 郁夫（国立学校財務センター教授）
シンポジスト：國井 利泰（法政大学教授、前会津大学学長）
野田 一夫（宮城大学学長、前多摩大学学長）
絹川 正吉（国際基督教大学学長）
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