平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年4月4日

理学研究科(物理)

障害学生に関する打ち合わせ
（理論物理学講座教員・村中泰子 ／ B223教室）

平成29年4月6日(木)～5月8日(月)

全学

平成29年度入学・進学時アンケート

全学

平成29年度神戸大学新任教職員研修
（武田学長、小川・藤田・内田各理事ほか 計18名 ／ 出光佐三記念六甲台講堂）

平成29年4月7日(金),11日(火)

経済学研究科

前期TAオリエンテーション
（橋野 知子 教授 ／ 本館230）

平成29年4月14日

理学研究科(物理)

障害学生に関する学生への説明
（村中泰子(キャンパス支援センター) ／ B223教室）

平成29年4月14日

国際人間科学部

国際人間科学部の進捗状況等
（執行部等 ／ 国際人間科学部

全学 平成29年4月6日(木)9:00～14:30
公開

全学 平成29年4月19日
公開

第2キャンパス）

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「Two-sided platforms」
（善如准教授 ／ 大会議室）

平成29年4月20日(木)12:30～13:30

理学研究科(数学)

関数解析系科目再編について
（梶野 直孝 ／ B431）

平成29年4月20日(木)15:00

理学研究科(数学)

複素解析系科目の見直しについて
（梶野 直孝 ／ B431）

平成29年4月21日

人間発達環境学研究科

戦略的創造研究推進事業（JST-CREST・さきがけ）、革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST・PRIME）の本学の現
（理事（研究担当） 小川真人 ／ 大会議室）

理学研究科

CREST・さきがけ等に関するＦＤについて
（小川理事・副学長 ／ Z201・202）

平成29年4月21日(金)15:30～16:20

理学研究科(数学)

解析系科目再編について
（梶野 直孝 ／ B431）

平成29年4月21日13:35～

農学研究科

JST-CREST・さきがけ、AMED-CREST・PRIMEの本学の現状報告と、 平成29年度（2017年度）応募へのご協力のお願い
（小川理事（研究担当） ／ 農学研究科大会議室）

平成29年4月21日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年4月25日(火)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生の進路について
（福山 克司 ／ B431）

平成29年4月25日(火)12:40～l13:10

理学研究科(数学)

学生の指導について
（佐藤 進 ／ B431）

平成29年4月26日(水)12:40～13:00

理学研究科(数学)

発達障害の学生への指導法について
（福山 克司 ／ B431）

平成29年4月26日(水)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生の成績及び標準的な修得単位数について
（佐藤 進 ／ B431）

平成29年4月26日(水)18:40～19:00

理学研究科(数学)

複素解析関連科目の見直しについて
（梶野 直孝 ／ B431）

全学 平成29年4月21日
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年4月28日(金)8:30～8:45

理学研究科(数学)

情報機器の操作と利用環境の整備について
（高山 信毅 ／ B431）

平成29年5月10日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「研究科におけるFD活動について」
（構成員全員で議論 ／ 第５学舎 大会議室）

全学 平成29年5月15日(月)9:20～13:00
公開

大学教育推進機構

平成29年度新任教員ウェルカムセミナー
（藤田機構長、齋藤副機構長ほか ／ 瀧川記念学術交流会館）

全学 平成29年5月15日(月)13:00～17:40
公開

大学教育推進機構

データサイエンスの現状と未来
（森永 聡 氏、上田 修功 氏、本村 陽一 氏、藤岡 浩二 氏 ／ 出光佐三記念六甲台講堂）

平成29年5月16日(火)12:40～13:00

理学研究科(数学)

データサイエンスの未来について
（齋藤 政彦 ／ B431）

平成29年5月16日(火)8:40～8:50

理学研究科(数学)

数理データサイエンス講演会について
（高山 信毅 ／ B431）

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「技術の社会的形成の展開 ― MAISアプローチ ―」
（原教授 ／ 大会議室）

平成29年5月18日(木)12:30～13:00

理学研究科(数学)

外国語第二について／高度教養科目について
（佐藤 進／福山 克司 ／ B431）

平成29年5月18日

理学研究科(物理)

障害学生に関する打ち合わせ
（理論物理学講座教員・村中泰子 ／ B１２０教室）

平成29年5月22日

工学研究科

科研費若手フォローアップ（電気電子）
（なし ／ 工学研究科2W-206）

平成29年5月23日(火)～6月12日(月)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（第1Q）

平成29年5月23日(火)12:20～12:40

理学研究科(数学)

幾何系の講義について
（佐藤 進 ／ B431）

平成29年5月24日(水)13時～14時

人文学研究科

「中国における日本語教育と北京日本学研究センター・ 神戸大学間のダブルディグリープログラムについて」
（北京外国語大学 徐一平 教授 ／ 人文学研究科Ｃ棟大会議室）

平成29年5月24日(水)12:20～12:40

理学研究科(数学)

答案等の法人文書としての扱いについて
（福山 克司 ／ B431）

平成29年5月25日(木)13:30～

科学技術イノベーション研究科

修士課程研究経過発表会について、教授会で検討・意見交換
（科学技術イノベーション研究科教授会構成員 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成29年5月26日(金)15:20～16:00

理学研究科(数学)

解析系カリキュラム案の説明及び検討会
（梶野 直孝 ／ B431）

平成29年5月26日(金)8:30～8:50

理学研究科(数学)

授業での板書の仕方について
（佐藤 進 ／ B431）

平成29年5月26日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年5月29日(月)12:30～12:50

理学研究科(数学)

高度教養科目(2年)について
（谷口 ／ B431）

全学 平成29年5月17日
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年5月29日(月)12:50～13:10

理学研究科(数学)

学生の成績について
（佐藤 ／ B431）

平成29年5月30日(火)8:30～8:50

理学研究科(数学)

セミナーや講義における適切な温度管理について
（高山l ／ B431）

平成29年5月30日(火)12:30～13:00

理学研究科(数学)

数理・データサイエンスのコース概要
（齋藤 ／ B431）

平成29年5月31日(水)10:40～

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成28年度後期ベストティーチャー賞授与式・懇談会
（機構長、副機構長、評価・FD専門委員会委員長、ベストティーチャー賞受賞者 ／ 国際教養教育院長室）

平成29年5月31日(水)8:35～8:50

理学研究科(数学)

安全点検について(特に冷蔵庫の固定方法について)
（高山 ／ B431）

平成29年5月31日(水)8:20～8:35

理学研究科(数学)

統計関係の教員の意見交換会について
（福山 ／ B431）

平成29年5月31日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「科研費申請におけるURAの支援内容」
（吉田一 特命教授（学術研究推進部門長 シニアURA） ／ 第５学舎 大会議室）

平成29年5月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「共通専門基礎科目の履修について」
（専攻長（鎌田真司） ／ C118）

平成29年6月2日(金)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生の学修時間について
（福山 ／ B431）

平成29年6月5日

医学研究科

臨床教育FD「診療参加型実習の評価表作成と運用について」
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 胸部外科学 山根正修 准教授 ／ 共通カンファレンスルーム）

平成29年6月5日(月)8:30～8:45

理学研究科(数学)

一年生の学業成績について
（高山 ／ B431）

平成29年6月5日(月)12:30～12:55

理学研究科(数学)

共通教育における線形代数学とガイドライン
（中西 ／ B431）

平成29年6月6日(火)12:10～12:30

理学研究科(数学)

入試問題について
（福山 ／ B431）

平成29年6月6日(火)8:15～8:45

理学研究科(数学)

障害学生の対応について
（福山 ／ B431）

平成29年6月7日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「国際ジャーナル投稿術セミナー」
（Nikola Sellheim, Co-Editors in Chief, Polar Record ／ 第５学舎 大会議室）

平成29年6月7日(水)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生の危機管理について
（福山 ／ B431）

平成29年6月8日(木)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生の資格修得について
（福山 ／ B431）

平成29年6月9日(金)8:30～8:50

理学研究科(数学)

グローバルチャレンジについて
（佐藤 ／ B431）

平成29年6月14日(水)13時～14時

人文学研究科

「アカデミック・ライティング指導の意義 ―早稲田大学の取り組みから― 」
（早稲田大学 佐渡島紗織 教授 ／ 人文学研究科Ｃ棟大会議室）
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

全学 平成29年6月14日
公開

理学研究科

文部科学省補助金事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ+）」に関するFD
（奥村 弘教授・地域連携推進室長 ／ Z201・202）

平成29年6月16日(金)12:40～13:00

理学研究科(数学)

学部1年生の学業成績について
（小池 ／ B431）

平成29年6月16日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年6月16日

人間発達環境学研究科

ハラスメント研修
（京都大学保健管理センター・センター長 杉原保史教授 ／ 大会議室）

平成29年6月21日

法学研究科

ランチョンセミナー「科研費獲得に向けて：今年からの科研費制度改革」
（寺本時靖氏（学術産業イノベーション創造本部 URA） ／ 法学研究科大会議室）

全学 平成29年6月21日
公開

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「ダイナミック・ケイパビリティの形成プロセスとリーダーシップ」
（庭本准教授 ／ 大会議室）

全学 平成29年6月23日10:40～
公開

国際協力研究科

全学向けFDセミナー「国際ジャーナル投稿術セミナー」
（Nikola Sellheim, Co-Editors in Chief, Polar Record ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

全学 平成29年6月26日15:10～
公開

国際協力研究科

全学向けFDセミナー「国際ジャーナル投稿術セミナー」
（Nikola Sellheim, Co-Editors in Chief, Polar Record ／ 第５学舎 プレゼンテーションルーム）

平成29年6月

保健学研究科

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（秋末敏宏教授 ／ 大会議室）

平成29年7月1日(土)～8月10日(木)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（前期ｾﾒｽﾀｰ）

平成29年7月3日(月)8:30～8:50

理学研究科(数学)

教務関係：学生、特別講義
（福山 ／ B431）

平成29年7月3日(月)12:30～13:00

理学研究科(数学)

BEEFについて
（齋藤 ／ B431）

平成29年7月5日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「JSPS特別外国人研究員申請のコツ」
（申請経験者 ／ 第５学舎 大会議室）

平成29年7月6日

医学研究科

チュートリアルFD
（前田隆樹、河野誠司 ／ A講義室）

平成29年7月7日(金)8:40～9:00

理学研究科(数学)

後期授業担当について
（佐藤 ／ B431）

平成29年7月10日(月)12:45～13:00

理学研究科(数学)

演習問題と試験問題の回収について
（佐藤 ／ B431）

平成29年7月10日(月)12:30～12:45

理学研究科(数学)

来年度以降の授業計画について
（福山 ／ B431）

全学 平成29年7月12日(水)13時20分～14時20分 人文学研究科
公開
平成29年7月13日(木)8;40～9:00

理学研究科(数学)

「中東欧と日本：国際交流基金ブダペスト日本文化センターの活動報告」
（ブダペスト国際交流基金日本文化センター 多田早苗 所長 ／ 人文学研究科Ｃ棟大会議室）
初年次セミナーについて
（福山 ／ B431）
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年7月14日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年7月14日

国際人間科学部

国際人間科学部の進捗状況等
（執行部等 ／ 国際人間科学部

第１キャンパス）

全学 平成29年7月14日
公開

理学研究科

科学研究費等の応募（変更点について）
（村田理事・URA ／ Z201・202）

平成29年7月19日

法学研究科

神戸大学オープンアクセス方針説明会
（附属図書館電子担当係担当者 ／ 法学研究科大会議室）

平成29年7月19日(水)

経済学研究科

H28年度経済学部卒業生アンケート（部局独自）の集計結果の教授会報告
（畳谷 整克 教授 ／ 本館大会議室）

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「ベイズ統計推測に関するトピックス」
（清水(玄)准教授 ／ 大会議室）

平成29年7月19日(水)8:30～8:50

理学研究科(数学)

就活セミナーについて
（佐藤 ／ B431）

平成29年7月20日(木)12:30～13:00

理学研究科(数学)

就活セミナー・来年度以降の授業計画
（福山 ／ B431）

平成29年7月21日(金)14:00～14:30

国際文化学研究科

科研費採択状況と科研費制度改革について
（小川真人（研究担当理事） ／ Ｅ棟４階 大会議室）

平成29年7月21日(金)～8月10日(木)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（第2Q）

平成29年7月21日13:20～

農学研究科

平成３０年度科研費制度改革について
（小川理事（研究担当），学術･産業イノベーション創造本部学術研究推進部門・村田特命准教授 ／ 農学研究科大会議室

平成29年7月21日

人間発達環境学研究科

平成30年度科研費制度改革について
（理事（研究担当） 小川真人 他 ／ 大会議室）

平成29年7月24日(月)8:30～8:50

理学研究科(数学)

理学研究科共通の講義について
（福山 ／ B431）

平成29年7月26日(水)12:30～13:00

理学研究科(数学)

体調管理のための適度な運動について
（高山 ／ B431）

平成29年7月26日(水)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生のカウンセリングと進路について
（福山 ／ B431）

平成29年7月27日(木)15:40～

科学技術イノベーション研究科

博士課程の授業内容等について
（科学技術イノベーション研究科 教授 山本一彦 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成29年7月27日(木)15:25～

科学技術イノベーション研究科

科学技術イノベーション研究科優秀教育賞の表彰
（科学技術イノベーション研究科 教授 近藤昭彦 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成29年7月予定

海事科学研究科

優秀教員表彰
（研究科長による表彰 ／ 第一会議室）

平成29年7月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「英語コース・カリキュラムについて」
（専攻長（鎌田真司） ／ C118）

全学 平成29年7月19日
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年7月

保健学研究科

平成３０年度科研費制度改革について
（URA 村田特命准教授 ／ 大会議室）

平成29年8月2日(水)12:00～13:00

理学研究科(数学)

学生指導について
（伊藤 ／ B431）

平成29年8月3日(木)8:30～8:50

理学研究科(数学)

クォーター制について
（福山 ／ B431）

平成29年8月3日(木)8:50～9:15

理学研究科(数学)

修士入学試験について
（高岡 ／ B431）

平成29年8月4日13:10～

農学研究科

文部科学省事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」について
（地域連携推進室長・奥村 弘 ／ 農学研究科大会議室）

平成29年8月4日(金)8:30～8:50

理学研究科(数学)

学生指導について・授業計画について
（福山 ／ B431）

平成29年8月7日(月)8:30～8:50

理学研究科(数学)

教員免許について
（福山 ／ B431）

平成29年8月22日

医学研究科

チュートリアルFD
（前田隆樹、河野誠司 ／ 大講義室）

平成29年8月23日16:00～17:00

工学研究科

科研費申請セミナー（機械工学）
（白瀬敬一，神野伊策 ／ C4-402）

平成29年8月25日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Y202教室）

平成29年8月30日(水)15:00～16:00

工学研究科

応用化学・電気電子共同科研費セミナー「中区分審査への対応と学内協力体制」
（大村直人教授、北村雅季教授、石田謙司教授 ／ D1-203）

平成29年9月1日(金)～10月16日(月)

全学

平成29年度前期「学修の記録」

平成29年9月6日(水)13時00分～13時15分

人文学研究科

文部科学省事業「地（知）の拠点大学による地方創成推進進事業（COC＋）」について
（地域連携推進室 松下特命准教授 ／ 人文学研究科Ｃ棟大会議室）

平成29年9月6日13:10～

農学研究科

「神戸大学オープンアクセス方針」について
（附属図書館・北村事務部長 ／ 農学研究科大会議室）

理学研究科

｢神戸大学オープンアクセス方針｣について
（附属図書館事務部 北村照夫部長 ／ Z201・202）

平成29年9月8日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年9月8日

人間発達環境学研究科

「科研費制度改革をふまえた研究計画調書作成にむけて～若手研究，基盤研究（Ｂ）・（Ｃ）への対策～」
（学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部 吉田一特命教授、城谷和代特命講師 ／ 大会議室）

平成29年9月13日

法学研究科

法科大学院教育改善意見交換会
（法学研究科大会議室）

平成29年9月25日

大学教育推進機構

オープンイノベーションワークショップに関する意見交換会
（齋藤政彦 ／ 理学研究科Z棟2階）

全学 平成29年9月8日
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年9月27日

法学研究科

ランチョンセミナー「平成30年度科研費獲得に向けて」
（池田公博教授・興津征雄教授 ／ 法学研究科大会議室）

平成29年9月28日(木)20:10～

科学技術イノベーション研究科

上記発表会２（Ｍ２）終了後の意見交換会
（科学技術イノベーション研究科教授会構成員 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成29年9月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「生物学実習について」
（専攻長（鎌田真司） ／ C118）

平成29年9月

保健学研究科

神戸大学オープンアクセス方針について
（附属図書館 湖内情報管理課長 ／ 大会議室）

平成29年10月2日(月),3日(火)

経済学研究科

後期TAオリエンテーション
（橋野 知子 教授 ／ 本館324）

平成29年10月4日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「科研費採択状況及び申請について」
（村田 卓也特命准教授（学術研究推進部門 URA） 、松並潤、岡田陽平、西谷真規子 ／ 第５学舎 大会議室）

平成29年10月6日～
(10/6,13,20,27,11/10,17,24,12/8(予定))

科学技術イノベーション研究科

産業技術実習
（科学技術イノベーション研究科各分野担当教員 ／ 統合研究拠点セミナー室ほか）

平成29年10月20日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

理学研究科

安全衛生に係るＦＤについて
（瀬戸雄介（理・惑星・講師） ／ Z201・202）

平成29年10月20日(金)17:00～18:30

大学教育推進機構

平成29年度学生・教職員による教育懇談会（大学院・文系）
（機構教員・全学評価・FD委員会委員大学院生 ／ 未定）

平成29年10月31日(火)4時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成29年度前期ベストティーチャー賞授与式・懇談会
（機構長、副機構長、評価・FD専門委員会委員長、ベストティーチャー賞受賞者 ／ 国際教養教育院長室）

平成29年10月

保健学研究科

神戸大学における情報セキュリティ対策について
（情報基盤センター 鳩野教授 ／ 大会議室）

平成29年11月9日(木)17:30～19:00

大学教育推進機構

平成29年度学生・教職員による教育懇談会（大学院・理系）
（機構教員・全学評価・FD委員会委員大学院生 ／ 未定）

平成29年11月10日(金)17:00～18:00

国際文化学研究科

国際人間科学部の現状と課題
（西谷拓哉（国際文化学研究科 教授）・藤濤文子（国際文化学研究科 教授） ／ 鶴甲第二キャンパス B202号室）

平成29年11月10日

国際人間科学部

国際人間科学部の進捗状況等
（執行部等 ／ 国際人間科学部

全学 平成29年10月20日
公開

第2キャンパス）

平成29年11月14日(火)～12月20日(水)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（第3Q）

平成29年11月15日

法学研究科

「ＣＯＣ＋事業について」
（佐々木和子氏（地域連携推進室特命淳教授） ／ 法学研究科大会議室）

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「何をどう測るか」
（日置講師 ／ 大会議室）

農学研究科

「JST早期ステージ研究支援グラントについて」
（学術・産業イノベーション創造本部特命教授 井上 健二 ／ 農学研究科大会議室）

全学 平成29年11月15日
公開
平成29年11月17日13:20～
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年11月17日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成29年11月29日

医学研究科

教授会FD「医学部に求められる教育改善：臨床実習の学生評価と教育の質保証」
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育開発センター長 田川まさみ 教授 ／ 神緑会館多目的ホール）

平成29年11月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「生物学科における英語教育について」
（専攻長（鎌田真司） ／ C118）

平成29年11月

保健学研究科

JST 早期ステージ研究支援グラントについて
（学術・産業イノベーション創造本部井上特命教授 ／ 大会議室）

大学教育推進機構

東京大学におけるクォーター制の現状と課題
（東京大学大学院教育学研究科 小方 直幸 教授 ／ 鶴甲第１キャンパスN402）

平成29年12月6日13:00～

国際協力研究科

FDセミナー「人材育成奨学プログラム（JDS・リンケージ等）について」
（川畑 康治 ／ 第５学舎 大会議室）

平成29年12月15日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

理学研究科

雇用に係る注意事項について
（斉藤善久（国際協力研究科・准教授） ／ Z201・202）

人間発達環境学研究科

大学経営をめぐる政策展開と研究・教育組織の課題
（人間発達環境学研究科 准教授 山下 晃一 ／ 大会議室）

全学 平成29年12月1日(金)10:40～12:10
公開

全学 平成29年12月15日
公開
平成29年12月15日

平成29年12月20日(水)13時00分～13時15分 人文学研究科

全学 平成29年12月20日
公開

平成２９年度ピアレビュー結果の検討について
（人文学研究科 岸本教授 ／ 人文学研究科Ｃ棟大会議室）

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「International Spillovers of R&D and Marginal Social Return」
（得津教授 ／ 大会議室）

平成29年12月,平成30年3月(予定)

海事科学研究科

新カリキュラム内容に関するアンケート
（4年次生対象 ／ 教務係）

平成29年12月～平成30年3月

全学

平成29年度修了時アンケート

平成29年12月

保健学研究科

ハラスメント防止
（ハラスメントに関するDVD視聴（木戸研究科長司会） ／ 大会議室）

平成29年12月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「初年次セミナー、Introduction to Biologyについて」
（専攻長（鎌田真司） ／ C118）

平成30年1月4日(木)～3月15日(木)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（後期ｾﾒｽﾀｰ）

平成30年1月9日

法学研究科

法科大学院外部評価（自主実施）
（法科大学院関係各所）

平成30年1月10日(水)14:00～16:30

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（物理学教育部会）
（甲南大学理工学部物理学科 市田 正夫 教授、大阪市立大学理学研究科 清矢 良浩 教授 ／ N402A）

平成30年1月16日(火)～3月24日(土)

全学

平成29年度卒業時アンケート
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成30年1月16日(火)～4月19日(木)

全学

平成29年度後期「学修の記録」 ※1～3年生は3/2より開始

平成30年1月19日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

理学研究科

心の健康相談の利用について
（山本泰司（保健管理センター医師・精神科） ／ Z201・202）

平成30年1月19日

人間発達環境学研究科

次期学内ネットワーク（KHAN2017）の導入説明会- 大幅変更予定の使用方法やルールについて （人間発達環境学研究科 准教授 長坂 耕作 ／ 大会議室）

平成30年1月19日(金)13:20～14:30

国際文化学研究科

多面的・総合的な面接試験のために
（山下仁司（大阪大学教授） ／ Ｅ棟４階 大会議室）

平成30年1月23日(火)～3月15日(木)

全学

平成29年度授業振り返りアンケート（第4Q）

平成30年1月

保健学研究科

文部科学省事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」について
（地域連携推進室 佐々木特命准教授 ／ 大会議室）

全学 平成30年2月5日
公開

経営学研究科

商学・経営学研究会 講演「会議費用が社会余剰に与える影響」
（宮原教授 ／ 大会議室）

平成30年2月5日

経営学研究科

全体ＦＤ会議「経営学研究科の直面する課題」
（鈴木（一）研究科長 ／ 大会議室）

平成30年2月9日

システム情報学研究科

「クォーター制の有効活用について」
（工学研究科多目的会議室）

平成30年2月15日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成30年2月16日

人間発達環境学研究科

文部科学省事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」について
（地域連携推進室 准教授 佐々木 和子 ／ 大会議室）

平成30年2月16日(金)13:20～13:50

国際文化学研究科

URAの今後の事業展開について
（川合亨代（学術・産業イノベーション創造本部） ／ Ｅ棟４階 大会議室）

全学 平成30年1月19日
公開

全学 平成30年2月19日(月)15:10～16:40
公開

大学教育推進機構(国際コミュニケー 外国語教育セミナー（国際コミュニケーションセンター 学術交流研究部門企画）
ションセンター)
（Dr. Erica Sandlund（Karlstad University, Sweden）"Assessing interactional competence in EFL/ESL contexts" ／ 鶴1_D6

全学 平成30年2月19日(月)13:30～17:00
公開

国際教育総合センター

第37回神戸大学国際教育総合センターコロッキアム（講演会・ワークショップ）
（近田政博（神戸大）。北出慶子（立命館大） ／ 101AB）

平成30年2月20日

医学研究科

基礎系教育FD「京都大学医学生の海外留学の現状と課題」
（京都大学医学研究科遺伝医学講座放射線遺伝学分野 武田俊一 教授 ／ 神緑会館多目的ホール）

平成30年2月27日(火)10:15～

科学技術イノベーション研究科

平成２９年度修士論文発表会の意見交換
（科学技術イノベーション研究科教授会構成員 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成30年2月28日

法学研究科

法科大学院教育改善意見交換会
（法学研究科大会議室）

平成30年2月

経済学研究科

次年度シラバスの講座内チェック
（経済学部・研究科の授業担当教員（経済経営研究所および社会システムイノベーションセンター所属を含む））
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平成２９年度ＦＤカレンダー【FD】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成30年2月予定

海事科学研究科

新カリキュラム内容に関するアンケート
（3年次生対象 ／ 各教室）

大学教育推進機構

ＦＤ講演会「eラーニング教材作成の基本」
（大阪大学サイバーメディアセンター 竹村 治雄 教授 ／ 鶴甲第１キャンパスC401）

平成30年3月5日(月)15:00～17:30

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（経済と社会教育部会）
（大阪商業大学 豊山 宗洋 教授、神戸学院大学 常廣 泰貴 教授 ／ N402A）

平成30年3月6日(火)16:00～18:00

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（情報科学教育部会）
（甲南大学共通教育センター 鳩貝 耕一 教授、神戸市看護大学 情報センター副情報センター長 片山 修 准教授 ／

平成30年3月6日(火)12:30～

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外国語科目担当教員ガイダンス
（B109）

平成30年3月7日

経営学研究科

全体ＦＤ会議「経営学特別学修プログラムについて」
（末廣教授 ／ 大会議室）

平成30年3月7日

経営学研究科

全体ＦＤ会議「ＭＢＡコア科目について」
（栗木教授 ／ 大会議室）

大学教育推進機構

神戸GCP FDセミナー「海外プログラム参加学生を帰国後どうフォローするか」
（名古屋大学国際教育交流センター 海外留学部門部門長 岩城 奈巳 教授 ／ 鶴甲第１キャンパスN402）

平成30年3月8日(木)10:20～14:40

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

健康・スポーツ科学実習FD研修会兼オリエンテーション（FD講演「コオーディネーション運動の大学体育への導入について
（立命館大学スポーツ健康科学部 上田 憲嗣 准教授 ほか ／ (AM)C207、(PM)D404）

平成30年3月20日

理学研究科(物理)

意見交換会
（物理学専攻教員 ／ Z101教室）

平成30年3月

理学研究科(生物)

生物学科・専攻FD会議「成績不振学生の特別研究の履修について」
（専攻長（鎌田真司） ／ C119）

年度を通じて不定期

経済学研究科

経済学部必修専門科目のコア科目ごとの教科集団（7つ）による授業内容の検討会
（教科集団関係教員）

全学 平成30年3月2日(金)10:40～12:10
公開

全学 平成30年3月8日(木)13:20～14:50
公開
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平成29年4月4日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年4月5日～8月5日(水)2限

保健学研究科

検査管理総論
（大崎博之 准教授 ／ B202）

平成29年4月5日～8月5日(金)3～5限

保健学研究科

生理学実習I
（森正弘 准教授 ／ C503）

平成29年4月5日～8月5日(水)3～5限

保健学研究科

生化学実習I
（堀裕一 教授 ／ A202）

平成29年4月5日～8月5日(金)3～5限

保健学研究科

臨床化学実習I
（木戸良明 教授 ／ A202）

平成29年4月5日～8月5日(月)3～4限

保健学研究科

臨床血液学実習I
（伊藤光宏 教授 ／ A304）

平成29年4月5日～8月5日(火)3～4限

保健学研究科

生体情報計測学実習
（森正弘 准教授 ／ B401）

平成29年4月5日～8月5日(金)1限

保健学研究科

臨床検査概論
（大澤佳代 准教授 ／ F306）

平成29年4月5日～8月5日(月)1限､10月2日
～2月9日(火)2限

保健学研究科

臨床血液学
（伊藤光宏 教授 ／ B202）

平成29年4月5日～8月5日(木)3～5限

保健学研究科

臨床免疫学実習I
（柱本照 教授 ／ B401）

平成29年4月7日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（山崎和仁 ／ Z301）

人間発達環境学研究科

ヒューマン・コミュニティ創成研究 授業実践報告と意見交換会
（稲原美苗准教授・伊藤真之教授、津田英二教授 ／ 交流ルーム）

理学研究科(化学)

ピアレビュー「化学実験Ⅰ」
（吉村 知里 助教 （環境保全推進センター） ／ Y203号室）

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（陰山聡・臼井 英之 ／ 自然科学総合研究棟3号館端末室）

全学 平成29年4月14日
公開

理学研究科(物理)

談話会「～宇宙創成の謎にせまる～ 国際リニアコライダー計画」
（ ヤン ジャクリン (KEK) ／ Z103教室）

全学 平成29年4月14日(金)4限
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（渡部 英司 （三井化学株式会社） ／ 工学部C4-301号室）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（岩山隆寛 ／ Z301）

全学 平成29年4月10日(月)2限
公開
平成29年4月12日

全学 平成29年4月12日(水)4限
公開
平成29年4月13日3限目

平成29年4月14日

全学 平成29年4月17日(月)2限
公開
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平成29年4月20日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（陰山 聡 ／ 自然科学総合研究棟4号館端末室）

平成29年4月20日

人間発達環境学研究科

ESD研究演習 授業実践報告と意見交換会
（太田和宏准教授、松岡広路教授、津田英二教授、清野未恵子特命助教 ／ HCセンター）

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（岩﨑 克彦 （住友化学株式会社） ／ 工学部C4-301号室）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

全学 平成29年4月24日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（中村昭子 ／ Z301）

全学 平成29年4月26日(水)17:00～18:00
公開

理学研究科(数学)

非線形シュレディンガー方程式に対する共鳴現象と解のダイナミクス
（高岡 秀夫 ／ B428-B430）

平成29年4月27日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（坪倉 誠 ／ 自然科学総合研究棟5号館端末室）

平成29年4月28日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

全学 平成29年4月21日(金)4限
公開
平成29年4月21日

平成29年4月28日(金)2限,5月16日(火)1限,19 経済学研究科
日(金)2限,23日(火)1限,26日(金)2限

ピアレビュー「日本経済論」
（田中 光 講師 ／ 本館206）

全学 平成29年4月28日(金)2限
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー｢化学熱力学II-1｣
（小堀 康博 教授 ／ Y203号室）

全学 平成29年4月28日(金)4限
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（中村 友久 （三菱ケミカル株式会社） ／ 工学部C4-301号室）

平成29年4月～5月(1Q):金1

農学研究科

ピアレビュー「微生物学概論」
（吉田 健一 教授 ／ B101教室）

平成29年4月～5月(1Q):月2

農学研究科

ピアレビュー「森林保護学」
（黒田 慶子 教授 ／ B403教室）

平成29年4月～5月(1Q):月3

農学研究科

ピアレビュー「花卉資源学」
（金地 通生 准教授 ／ B202教室）

平成29年4月～5月(1Q):木1

農学研究科

ピアレビュー「食料産業論」
（小野 雅之 教授 ／ B302教室）

平成29年4月～5月(1Q):金1

農学研究科

ピアレビュー「応用数学I-1」
（井上 一哉 准教授 ／ B401教室）

平成29年4月～5月(1Q):火2

農学研究科

ピアレビュー「基礎植物生化学1」
（野村 啓一 教授 ／ B304教室）

平成29年4月～5月(1Q):金2

農学研究科

ピアレビュー「量的遺伝学」
（大山 憲二 教授 ／ B204教室）

平成29年4月～5月(1Q):水5

農学研究科

ピアレビュー「農と植物医科学入門1」
（土佐 幸雄 教授 ／ C101教室）
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平成29年5月8日～12日

法学研究科

法学部授業参観重点実施期間

全学 平成29年5月8日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（保井みなみ ／ Z301）

全学 平成29年5月10日(水)2限
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー「分析化学Ⅱ」
（大堺 利行 准教授 ／ Y202号室）

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（坪倉 誠 ／ 自然科学総合研究棟6号館端末室）

理学研究科(物理)

談話会「重力波天文学の幕開け」
（柴田大(京都大学) ／ Z103教室）

平成29年5月12日(金)2限

経済学研究科

ピアレビュー「初級経済学」
（芦谷 政浩 教授 ／ 本館263）

平成29年5月12日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年5月12日(金）4限-5限

保健学研究科

援助技術論
（石井豊恵教授 ／ B201）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（廣瀬仁 ／ Z301）

平成29年5月17日(水)2限

工学研究科

音環境計画（建築）
（佐藤 逸人 ／ C1-301）

平成29年5月17日(水)13:20～14:40

国際文化学研究科

「ナショナリズム・入国管理・レイシズム」【テニュアトラック教員による研究報告】
（朴 沙羅（国際文化学研究科 講師） ／ Ｅ410号室）

平成29年5月18日(木)1限

経済学研究科

ピアレビュー「近・現代西洋経済史」
（重富 公生 教授 ／ 本館232）

平成29年5月18日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（坂本 尚久 ／ 自然科学総合研究棟7号館端末室）

平成29年5月19日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

全学 平成29年5月19日(金)4限
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（植松 信之 （旭化成株式会社） ／ 工学部C4-301号室）

平成29年5月19日

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学I）
（飛龍 志津子 ／ C509）

平成29年5月24日

国際人間科学部

ピアレビュー「協働型リーダーシップ論」
（森下淳也教授、澤宗則教授 ／ 国際人間科学部

平成29年5月11日3限目

全学 平成29年5月12日
公開

全学 平成29年5月15日(月)2限
公開

平成29年5月25日
平成29年5月26日

国際人間科学部
国際人間科学部

ピアレビュー「国際開発援助論（JICA）」
（萱島 信子（JICA研究所） ／ 国際人間科学部

第1キャンパス）
第1キャンパス）

子ども教育学概論１ 授業実践報告と意見交換会
（山下晃一准教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）
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理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（辻 隆之 （三洋化成工業株式会社） ／ 工学部C4-301号室）

平成29年5月26日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年5月29日10:40～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（宮﨑 友里（報告者）、松並潤、土佐弘之、木村幹 ／ 第５学舎 207）

平成29年5月29日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「人間環境学相関研究」（人間環境学科）
（橋本直人准教授，古川文美子特命助教，岩佐卓也准教授 ／ 教室）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（金子克哉 ／ Z301）

国際人間科学部

ピアレビュー「協働型リーダーシップ論」
（森下淳也教授、澤宗則教授 ／ 国際人間科学部

全学 平成29年5月26日(金)4限
公開

全学 平成29年5月29日(月)2限
公開
平成29年5月31日
平成29年5月31日

国際人間科学部

ピアレビュー「グローバルイシュー概論」
（櫻井徹教授、太田和宏准教授 ／ 国際人間科学部

第1キャンパス）
第2キャンパス）

平成29年5月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめI・III）
（奥山 清市 ／ 伊丹市昆虫館）

平成29年6月1日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（臼井 英之 ／ 自然科学総合研究棟8号館端末室）

平成29年6月1日10:00～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（CHEA PHAL（報告者）、小川啓一、山崎幸治、島村靖治 ／ 第５学舎 408）

平成29年6月2日10:40～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（諸岡 育美（報告者）、島村靖治、中澤港、山崎幸治 ／ 第５学舎 201）

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（上田 正博 （株式会社カネカ） ／ 工学部C4-301号室）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（清杉孝司 ／ Z301）

平成29年6月6日10:40～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（藤山 真由美 （報告者）、高橋基樹、アレキサンダーロニー、増島 建 ／ 第５学舎 207）

平成29年6月7日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「生活科教育論」（人間形成学科）
（山口悦司准教授，吉永潤教授 ／ B202）

平成29年6月8日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（三宅 洋平 ／ 自然科学総合研究棟9号館端末室）

理学研究科(化学)

ピアレビュー「Industrial Chemistry：産業を支える化学」
（大野 充 （株式会社ダイセル） ／ 工学部C4-301号室）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

全学 平成29年6月2日(金)4限
公開
平成29年6月2日

全学 平成29年6月5日(月)2限
公開

全学 平成29年6月9日(金)4限
公開
平成29年6月12日
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全学 平成29年6月12日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論2」「惑星学特論2」
（鈴木桂子 ／ Z301）

全学 平成29年6月12日(月)
公開

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅱ-2
（毛利英明 ／ 自然3号館508）

国際協力研究科

相互授業参観
（合同教員委員6名が各2授業を参観 ／ 各講義室）

理学研究科(物理)

談話会「マイクロ波複素伝導度測定による超電導研究」
（前田京剛(東京大学) ／ Z103教室）

平成29年6月15日

国際人間科学部

ピアレビュー「国際開発援助論（JICA）」
（梅屋潔教授 ／ 国際人間科学部 第1キャンパス）

平成29年6月15日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（谷口 隆晴 ／ 自然科学総合研究棟10号館端末室）

平成29年6月16日

国際人間科学部

子ども教育学概論２ 授業実践報告と意見交換会
（山下晃一准教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年6月16日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年6月16日

工学研究科

計算機工学II
（寺田 努 ／ C4-301）

全学 平成29年6月19日(月)～20日(火)
公開

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅱ-2
（川畑拓矢 ／ 自然3号館508）

全学 平成29年6月19日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論2」「惑星学特論2」
（高橋芳幸 ／ Z301）

全学 平成29年6月19日(月)～6/23(金)
公開

理学研究科(数学)

特別講義「代数学A」
（藤田健人 (京大) ／ B301）

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（崔 善境 （報告者）、小川啓一、勇上和史、近田政博 ／ 第５学舎 206）

全学 平成29年6月20日(火)
公開

理学研究科(惑星)

惑星学基礎Ⅳ演習
（平田直之 ／ Y101 ）

全学 平成29年6月21日(水)3時限
公開

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「English Communication A2」
（石川 慎一郎 ／ D504）

全学 平成29年6月22日(木)～23日(金)
公開

理学研究科(惑星)

先端融合科学特論Ⅰ
（末廣潔 ／ 自然3号館609）

平成29年6月22日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（谷口 隆晴 ／ 自然科学総合研究棟11号館端末室）

平成29年6月22日13:20～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（藤原 尚樹 （報告者）、土佐弘之、太田和宏 ／ 第５学舎 207）

平成29年6月23日(金)10:40～12:10

国際文化学研究科

学部専門科目「日本文化表象論」
（板倉史明（国際文化学研究科 准教授） ／ Ｆ102号室）

平成29年6月12日～16日

全学 平成29年6月14日
公開

平成29年6月19日17:00～
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年6月23日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年6月23日

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学I）
（国貞 隆弘 ／ C509）

平成29年6月26日～7月7日

法学研究科

法科大学院授業参観重点実施期間

全学 平成29年6月26日(月)3限､4限､5限
公開

理学研究科(数学)

特別講義：解析学A
（柴山瑠璃 (京大) ／ B301）

全学 平成29年6月26日(月)～30(金)8:50～17:00
公開

国際教育総合センター

第16回オープンセンター（留学生教育部門公開授業）
（実施科目担当者 ／ 101AB・102・301～304・コンピュータ室）

人文学研究科

ピアレビュー（ほぼ全教員の複数授業が対象）
（ほぼ全教員の複数授業が対象 ／ 人文学研究科）

全学 平成29年6月26日(月)2時限
公開

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「社会学」
（西澤 晃彦 ／ K301）

全学 平成29年6月26日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論2」「惑星学特論2」
（瀬戸雄介 ／ Z301）

平成29年6月27日(火)10:40～12:10

国際文化学研究科

研究科専門科目「越境社会文化論特殊講義２」
（朴 沙羅（国際文化学研究科 講師） ／ Ｌ204号室）

平成29年6月27日(金)4限

経済学研究科

ピアレビュー「計量経済学」
（難波 明生 教授 ／ 本館263）

平成29年6月27日(火)

保健学研究科

看護学フィジカルアセスメント
（堀裕一 教授 ／ 看護学実習室）

平成29年6月28日13:00～

国際協力研究科

意見交換会「JSPS特別外国人研究員の受け入れ」
（申請経験者と申請予定者 ／ 第５学舎 ６階会議室）

平成29年6月29日(木)15:10～16:40

国際文化学研究科

研究科専門科目「比較・対照言語論特殊講義２」
（Albin Aaron（国際文化学研究科 講師） ／ Ｂ302号室）

平成29年6月29日15:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（塩田 潤 （報告者）、土佐弘之、木村幹 ／ 第５学舎 207）

理学研究科(物理)

物性セミナー「ワイル金属・ワイル超電導におけるカイラル異常由来の輸送現象」
（藤本聡(大阪大学) ／ Z103教室）

平成29年6月29日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（横川 三津夫 ／ 自然科学総合研究棟12号館端末室）

平成29年6月30日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年6月30日

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめI・III）
（篠田 謙一 ／ Z201/202）

平成29年6月～7月(2Q):火1

農学研究科

ピアレビュー「食品生化学」
（芦田 均 教授 ／ B401教室）

平成29年6月26日(月)～7月7日(金)

全学 平成29年6月29日
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年6月～7月(予定)

海事科学研究科

第2Q教員間相互観
（未定（科目選考中） ／ 開講教室）

平成29年6月～7月(2Q):月2

農学研究科

ピアレビュー「土壌と環境」
（鈴木 武志 助教 ／ B304教室）

平成29年6月～7月(2Q):水2

農学研究科

ピアレビュー「生体計測工学」
（ツェンコヴァ・ルミアナ 教授 ／ B302教室）

平成29年6月～7月(2Q):木1

農学研究科

ピアレビュー「生物物理化学」
（木村 行宏 助教 ／ B403教室）

平成29年6月～7月(2Q):火1

農学研究科

ピアレビュー「進化生態学」
（前藤 薫 教授 ／ B303教室）

平成29年7月3日(月)11:00～12:30

国際文化学研究科

「ことばの在り方を究めて」【テニュアトラック教員による研究報告】
（Albin Aaron（国際文化学研究科 講師） ／ Ｅ410号室）

平成29年7月3日

理学研究科(物理)

ピアレビュー「量子ダイナミクス特論Ａ」
（本多信一 ／ Z401教室）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅰ-1
（末次大輔 ／ 自然3号館609）

国際人間科学部

ピアレビュー「国際開発援助論（JICA）」
（梅屋潔教授 ／ 国際人間科学部 第1キャンパス）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅰ-2
（野崎達生 ／ 自然3号館609）

平成29年7月6日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（横川 三津夫 ／ 自然科学総合研究棟13号館端末室）

平成29年7月7日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

全学 平成29年7月7日
公開

理学研究科(物理)

談話会「Geant4の医学・生物学への応用研究」
（岡田勝省吾(神戸大学) ／ Z102教室）

全学 平成29年7月10日(月)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論2」「惑星学特論2」
（大槻圭史 ／ Z301）

平成29年7月10日13:20～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（佐藤 希 （報告者）、島村靖治、アレキサンダーロニー、山崎幸治 ／ 第５学舎 202）

平成29年7月12日

国際人間科学部

ピアレビュー「異文化コミュニケーション論」
（小笠原博毅教授、齋藤剛准教授 ／ 国際人間科学部

全学 平成29年7月3日(月)～4日(火)
公開
平成29年7月6日

全学 平成29年7月6日(木)～7日(金)
公開

全学 平成29年7月12日(水)～14日(金)
公開
平成29年7月12日13:20～

全学 平成29年7月13日(木)1時限
公開

第1キャンパス）

理学研究科(惑星)

惑星宇宙物理学特論Ⅰ
（杉田精司 ／ 自然3号館609）

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（LE THI QUYNH ANH （報告者）、島村靖治、中澤港、山崎幸治 ／ 第５学舎 202）

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「食と健康B」
（白井 康仁 ／ B210）
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】
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平成29年7月13日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（坂本 尚久 ／ 自然科学総合研究棟14号館端末室）

平成29年7月14日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「映像論」（人間表現学科）
（田畑暁生教授，谷正人准教授 ／ B106）

平成29年7月14日

国際人間科学部

グローバルイシュー演習 授業実践報告と意見交換会
（津田英二教授、加藤佳子教授他 ／ 国際人間科学部

平成29年7月18日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「行動発達研究法」（人間行動学科）
（増本 康平准教授，長ヶ原 誠教授 ／ E351）

平成29年7月19日(水)

経済学研究科

前期ピアレビュー結果の教授会報告
（藤岡 秀英 教授 ／ 本館大会議室）

平成29年7月19日

国際人間科学部

ピアレビュー「異文化コミュニケーション論」
（小笠原博毅教授、齋藤剛准教授 ／ 国際人間科学部

第2キャンパス）

第1キャンパス）

平成29年7月20日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 ／ 自然科学総合研究棟15号館端末室）

平成29年7月21日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論2」「惑星学特論2」
（筧楽麿 ／ Z301）

工学研究科

基礎力学I特別演習（機械工学）
（塩澤 大輝 ／ LR-302）

理学研究科(惑星)

岩石学鉱物学特論Ⅰ
（鍵裕之 ／ Z401）

平成29年7月26日15:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（末澤 奈津子（報告者）、山内乾史、小川啓一、石川慎一郎 ／ 第５学舎 プレゼンテーションルーム）

平成29年7月27日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「人間発達総合研究Ⅰ」（人間発達専攻）
（野中哲士准教授，稲垣成哲教授 ／ B210）

平成29年7月27日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 ／ 自然科学総合研究棟16号館端末室）

平成29年7月28日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年7月28日

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめI・III）
（高橋 直 ／ Z102）

理学研究科(惑星)

地質学特論Ⅰ
（岡崎裕典 ／ Z201,202）

平成29年7月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学I）
（川上 恵典 ／ C509）

平成29年8月3日3限目

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 ／ 自然科学総合研究棟16号館端末室）

全学 平成29年7月24日(月)2限
公開
平成29年7月24日(月)5限

全学 平成29年7月25日(火)～26日(水)
公開

全学 平成29年7月31日(月)～8月1日(火)
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】
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平成29年8月4日

国際人間科学部

発達コミュニティ概論 授業実践報告と意見交換会
（吉田圭吾教授他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年8月19日～21

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「野外生物学実習」（人間環境学専攻）
（高見泰興准教授，丑丸敦史教授 ／ 野外（長野県））

全学 平成29年8月19日(土),20日(日),26日(土),27
公開 日(日)

理学研究科(惑星)

博物館資料保存論
（降幡順子 ／ Z101）

全学 平成29年8月28～29日
公開

理学研究科(化学)

ピアレビュー「無機化学特論A」
（内藤 俊雄 教授 （愛媛大学） ／ Y201号室）

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（李 佳（報告者）、山崎幸治、浜口伸明、高橋基樹 ／ 第５学舎 206）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅰ-3
（大橋永芳 ／ 自然3号館609）

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（ALAM MD JAHANGIR（報告者）、小川啓一、近田政博、山内乾史 ／ 第５学舎 201）

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅴ 電気回路概論
（山下靖幸 ／ 自然3号館609）

科学技術イノベーション研究科

「科学技術アントレプレナーシップ・プロジェクト研究」発表会２（Ｍ２）
（科学技術イノベーション研究科教授会構成員、Ｍ２学生 ／ 理学部Ｚ棟１０３号室）

理学研究科(惑星)

観測海洋底科学特論Ⅰ
（柳澤孝寿 ／ 自然3号館620）

平成29年9月13日10:30～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（NGUYEN THI HIEN（報告者）、藤田誠一、川畑康治 ／ 第５学舎 202）

平成29年9月15日

国際人間科学部

初年次セミナー 授業実践報告と意見交換会
（木下孝司教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成29年9月15日

国際人間科学部

グローバルイシュー演習 授業実践報告と意見交換会
（木下孝司教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義 Ⅳ 気候学
（野沢徹 ／ 統合研究拠点 3 階惑星科学研究センター）

平成29年9月20日(水)1時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成29年度ピアレビュー意見交換・検討会（前期）
（評価・FD専門委員会委員授業公開者・参観者 ／ N402A）

平成29年9月21日

国際人間科学部

ソーシャルエンパワメント論 授業実践報告と意見交換会
（松岡広路教授他 ／ 国際人間科学部 第２キャンパス）

全学 平成29年9月25日(月)～9/29(金)
公開

理学研究科(数学)

特別講義「計算数学A」
（金森敬文 (名大) ／ B301）

全学 平成29年9月26日(火)～27日(水)
公開

理学研究科(惑星)

固体地球物理学特論Ⅰ
（馬場俊孝 ／ Z103）

全学 平成29年9月28日(木)～29日(金)
公開

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅲ 地球深部科学
（田中聡 ／ Z103）

平成29年8月31日10:40～

全学 平成29年9月4日(月)～5日(火)
公開
平成29年9月5日10:00～

全学 平成29年9月6日(水)～8日(金)
公開
平成29年9月8日(金)

全学 平成29年9月13日(水)～14日(木)
公開

全学 平成29年9月19日(火)～20日(水)
公開

19/26

平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年9月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生命情報伝達II）
（橋本 主税 ／ C509）

平成29年9月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物多様性II）
（岸田 治 ／ C509）

平成29年9月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生体分子機構II）
（川口 正代司 ／ C509）

平成29年10月2日～2月9日(水)1限､(木)2限､ 保健学研究科
(金)3限

臨床細菌検査学実習I
（大澤佳代 准教授 ／ A304）

平成29年10月2日～2月9日(月､木､金)3～5
限

保健学研究科

ウイルス検査学実習
（亀岡正典 准教授 ／ B401）

平成29年10月2日～2月9日(火)4～5限

保健学研究科

公衆衛生学実習
（中澤港 教授 ／ E503他）

平成29年10月2日～2月9日(火)3～5限

保健学研究科

病理組織細胞学実習I
（鴨志田伸吾 教授 ／ C505）

平成29年10月2日～2月9日(水)3～5限

保健学研究科

基礎臨床検査学実習
（大崎博之 准教授 ／ A202）

平成29年10月2日～2月9日(月)3～5限

保健学研究科

臨床生理学実習I
（安田尚史 教授 ／ C503他）

平成29年10月2日～2月9日(木)3～5限

保健学研究科

寄生虫検査学実習
（入子英幸 准教授 ／ A304）

平成29年10月2日～2月9日(金)4～5限

保健学研究科

検査統合実習
（大崎博之 准教授 ／ F306）

平成29年10月2日～2月9日(月)3～5限

保健学研究科

機器分析学実習
（大澤佳代 准教授 ／ A202）

平成29年10月6日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「数理と計算機」（人間環境学科）
（長坂耕作准教授，宮田任寿教授 ／ A７２１）

理学研究科(数学)

特別講義「微分幾何学A」
（高橋雅朋 (室蘭工大) ／ B301）

平成29年10月13日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「子ども発達研究法２」（人間形成学科）
（北野幸子准教授他 ／ 研究室）

平成29年10月17日(火)1限

工学研究科

固体力学（機械工学）
（長谷部 忠司 ／ LR-401）

平成29年10月23日(月)2限

工学研究科

「無機分析化学演習」(応用化学)
（岡野 健太郎 ／ C4-301）

平成29年10月27日(金)

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学Ⅱ）
（柏崎 準 ／ C509）

平成29年10月27日～11月2日

法学研究科

法学部授業参観重点実施期間

全学 平成29年10月10日(火)～10/13(金)
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年10月～11月(予定)

海事科学研究科

第3Q教員間相互観
（未定（科目選考中） ／ 開講教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):水2
公開

農学研究科

ピアレビュー「ゲノム解析学」
（石川 周 准教授 ／ B401教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):金2
公開

農学研究科

ピアレビュー「動物生理学１」
（北川 浩 教授 ／ B304教室）

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめII･IV）
（山口 政光 ／ Z201/202）

全学 平成29年10月～11月(3Q):月3
公開

農学研究科

ピアレビュー「細胞内シグナル伝達機構」
（中嶋 昭雄 准教授 ／ B403教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):火1
公開

農学研究科

ピアレビュー「生物有機化学」
（久世 雅樹 准教授 ／ B303教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):金1
公開

農学研究科

ピアレビュー「実験統計学」
（黒木 信一郎 助教 ／ B403教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):水2
公開

農学研究科

ピアレビュー「生殖生化学」
（李 智博 准教授 ／ B302教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):木2
公開

農学研究科

ピアレビュー「植物育種学」
（石井 尊生 教授 ／ C101教室）

全学 平成29年10月～11月(3Q):水2
公開

農学研究科

ピアレビュー「多様性遺伝学」
（森 直樹 教授 ／ B101教室）

全学 平成29年11月1日
公開

理学研究科(物理)

談話会「重力波検出の決定的必要事項と今後の観測」
（神田展行(大阪市立大学) ／ Z103教室）

平成29年11月2日17:30～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（KIM NAJUNG（報告者）、中澤港、山内乾史、Eduardo Velez Bustillo、小川啓一 ／ 第５学舎 208）

平成29年11月6日13:20～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（崔 善境（報告者）、Eduardo Velez Bustillo、勇上和史、近田政博、小川啓一 ／ 第５学舎 202）

平成29年11月6日15:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（竹谷麻莉子（報告者）、近田政博、Eduardo Velez Bustillo、山内乾史、小川啓一 ／ 第５学舎 202）

平成29年11月10日

理学研究科(物理)

就職ガイダンス
（リクルート片田氏 ／ Z302教室）

平成29年11月13日(月)2限,16日(木)1限

経済学研究科

ピアレビュー「金融論」
（西山 慎一 教授 ／ 第二学舎263）

理学研究科(数学)

特別講義「整数論A]
（桂田 英典(室蘭工大) ／ B301）

平成29年11月13日15:10～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（井手上和代（報告者）、松永宣明、三重野文晴、高橋基樹 ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

平成29年11月13日17:00～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（鄭 傚民（報告者）、高橋基樹、増島建、木村幹 ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

平成29年10月

全学 平成29年11月13日(月)～11/17(金)
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成29年11月16日

工学研究科

電磁気学II
（北村雅季 ／ LR401）

平成29年11月17日(金)17:00～18:00

国際文化学研究科

学位論文コロキアムⅢ
（異文化コミュニケーション論講座 ／ Ｅ棟４階 大会議室）

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅰ 堆積学
（齋藤文紀 ／ Z103）

経済学研究科

ピアレビュー「Economics of Innovation」
（中村 健太 准教授 ／ 本館320）

全学 平成29年11月21日
公開

理学研究科(物理)

談話会「近藤格子系はまだまだ面白い：混成ギャップを持つ反強磁性秩序とフラストレーションによる量子臨界現象」
（高畠敏郎 ／ Z１０２教室）

全学 平成29年11月28日
公開

理学研究科(物理)

談話会「物質とchirality: 磁性と光の視点から」
（岸根順一郎(放送大学) ／ Z103教室）

平成29年11月29日17:30～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（MIRANDA RIBEIRO PAULO RICARDO（報告者）、西谷真規子、木村幹、セバスチャン・マスロー ／ 第５学舎 208）

平成29年11月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめII･IV）
（織田 聡 ／ Z201/202）

平成29年11月頃

保健学研究科

看護原論
（石井豊恵教授 ／ D101）

全学 平成29年11月20日(月)～21日(火)
公開
平成29年11月20日(月)2限

全学 平成29年12月1日(金)8:50～11:20
公開

大学教育推進機構(国際コミュニケー 第24回外国語教育セミナー ピアレビュー（国際コミュニケーションセンター コンテンツ研究部門企画）
ションセンター)
（大阪大学大学院言語文化研究科 岡田 悠佑 准教授／国際コミュニケーションセンター グリア教授，島津教授，シュルツ

平成29年12月5日15:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（SHADI SAKRAN（報告者）、林美香、柴田明穂、岡田陽平、稲垣治 ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

平成29年12月5日13:20～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（孟 暁東（報告者）、近田政博、山内乾史、小川啓一 ／ 第５学舎 202）

全学 平成29年12月6日(水)2限
公開

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（野崎達生 ／ Y101 ）

全学 平成29年12月6日(水)2時限
公開

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「国家と法」
（馬場 健一 ／ B102）

全学 平成29年12月7日(木)1時限
公開

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「保健学Ｂ」
（森 正弘 ／ B110）

平成29年12月7日(木)2限,平成30年1月11日 経済学研究科
(木)2限,25日(木)2限

ピアレビュー「国際貿易論」
（中西 訓嗣 教授 ／ 本館232）

平成29年12月8日15:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（元川 将仁（報告者）、近田政博、山内乾史、小川啓一、島村靖治 ／ 第５学舎 207）

平成29年12月11日～12月22日(予定)

法学研究科

法科大学院授業参観重点実施期間

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（平田直之 ／ Y101 ）

全学 平成29年12月13日(水)2限
公開
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

全学 平成29年12月13日(水)～14日(木)
公開
平成29年12月18日
平成29年12月20日16:00～

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

理学研究科(惑星)

計算惑星学特論Ⅰ
（斎藤貴之 ／ Z201,202）

国際人間科学部

ピアレビュー「グローバル共生社会論」
（井口克郞准教授 ／ 国際人間科学部

第1キャンパス）

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（宮﨑 友里（報告者）、松並潤、土佐弘之、セバスチャン・マスロー、木村幹 ／ 第５学舎 208）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（松野哲男 ／ Y101 ）

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（TOMBARI FEDERICO（報告者）、松並潤、木村幹、セバスチャン・マスロー、西谷真規子 ／ 第５学舎 プレゼンテーション

全学 平成29年12月21日(木)～22日(金)
公開

理学研究科(惑星)

流体地球物理学特論Ⅰ
（松田佳久 ／ 統合研究拠点 3 階惑星科学研究センター）

全学 平成29年12月22日
公開

理学研究科(物理)

談話会「トリウム229極低エネルギー準位の探索」
（吉村浩司(岡山大学) ／ Z103教室）

全学 平成29年12月～平成30年1月(4Q):金2
公開

農学研究科

ピアレビュー「細胞生物学」
（中屋敷 均 教授 ／ C101教室）

全学 平成29年12月～平成30年1月(4Q):水2
公開

農学研究科

ピアレビュー「数値解析2」
（井原 一高 准教授 ／ D103教室）

全学 平成29年12月～平成30年1月(4Q):木3
公開

農学研究科

ピアレビュー「食料情報学」
（金子 治平 教授 ／ D103教室）

平成29年12月～平成30月2月

工学研究科

構造力学ⅡB（建築）
（大谷 恭弘 ／ C1-301）

平成29年12月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物学のすすめII･IV）
（野崎 久義 ／ Z201/202）

平成29年12月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学I）
（高田 穣 ／ C509）

平成29年12月

理学研究科(生物)

ピアレビュー（現代の生物学I）
（細 将貴 ／ C509）

全学 平成29年12月～平成30年1月(4Q):火2
公開

農学研究科

ピアレビュー「栄養代謝学２」
（本田 和久 准教授 ／ B304教室）

全学 平成30年1月9日(火)5時限
公開

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ピアレビュー「神戸大学の研究最前線B」
（中澤 港 ／ Ｋ202）

平成30年1月12日,19日,26日,2月2日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「人間の発達と表現」（人間表現学科）
（人間表現学科教員 ／ 教室）

平成30年1月12日(金)8:50～10:20(1限目)

海事科学研究科

マリンエンジニアリング学科講義「材料力学2-2」
（阿部教授 ／ 開講教室）

平成30年1月15日(月)15:10～16:20(4限目)

海事科学研究科

「浮体運動力学」ピアレビューに関する意見交換会
（開講教室）

全学 平成29年12月20日(水)2限
公開
平成29年12月20日17:00～
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平成２９年度ＦＤカレンダー【ピアレビュー】
【実施日時】

【実施部局】

【実施内容（講師・発表者／実施場所）】

平成30年1月15日(月)

科学技術イノベーション研究科

「科学技術アントレプレナーシップ・プロジェクト研究」発表会１（Ｍ１）
（科学技術イノベーション研究科 教授 山本一彦 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

平成30年1月15日(月)13:20～14:50(3限目)

海事科学研究科

海洋安全システム科学科講義「浮体運動力学」
（笹准教授 ／ 開講教室）

平成30年1月17日(水)

経済学研究科

H29・30年度「初年次セミナー」「基礎演習」担当者意見交換会
（H29・30年度「初年次セミナー」「基礎演習」担当者，教務委員他 ／ 本館大会議室）

平成30年1月18日17:00～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（BAUAB BRITO LANA（報告者）、西谷真規子、増島建 ／ 第５学舎 201）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（末次大輔 ／ Y101 ）

平成30年1月24日

人間発達環境学研究科

ピアレビュー「体育・スポーツ史」（人間行動学科）
（秋元 忍准教授，佐藤 幸治准教授 ／ B101）

平成30年1月26日(金)15:10～16:00(4限目)

海事科学研究科

「材料力学2-2」ピアレビューに関する意見交換会
（開講教室）

平成30年1月26日2限

工学研究科

構造力学1（市民工学）
（長尾 毅 ／ 5W-301）

平成30年1月29日(月)4限

経済学研究科

ピアレビュー「Social Security」
（菅野 早紀 講師 ／ 本館230）

平成30年1月29日2限

工学研究科

市民工学のための経済学（市民工学）
（小池 淳司 ／ LR-202）

平成30年1月30日

人間発達環境学研究科

発達支援論研究法 授業実践報告と意見交換会
（松岡広路教授、伊藤篤教授、津田英二教授、稲原美苗准教授、清野未恵子特命助教 ／ HCセンター）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（上野宗孝 ／ Y101 ）

平成30年2月2日

人間発達環境学研究科

発達支援論研究 授業実践報告と意見交換会
（松岡広路教授、伊藤篤教授、津田英二教授、稲原美苗准教授、清野未恵子特命助教 ／ HCセンター）

平成30年2月5日9:10～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（PHON SOKPANYA（報告者）、小川啓一、中澤港、近田政博 ／ 第５学舎 207）

平成30年2月6日13:20～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（金 智賢（報告者）、木村幹、アレキサンダーロニー、松並潤、杉村豪一 ／ 第５学舎 208）

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅱ 変成岩岩石学
（榎並正樹 ／ Z102）

平成30年2月16日

国際人間科学部

グローバルイシュー演習 来年度の授業に向けた意見交換会
（木下孝司教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成30年2月16日

国際人間科学部

初年次セミナー 来年度の授業に向けた意見交換会
（木下孝司教授 他 ／ 国際人間科学部 第2キャンパス）

平成30年2月19日(月)10:00～11:30

国際教育総合センター

授業計画会議（1Q・2Q・1S授業報告と意見交換会）
（専任教員・非常勤講師 ／ コンピュータ室）

全学 平成30年1月24日(水)2限
公開

全学 平成30年1月10(水)2限
公開

全学 平成30年2月15日(木)～16日(金)
公開
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平成30年2月23日10:40～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（ZAHAR ANGGA SETIAWAN（報告者）、高橋基樹、島村靖治、小川啓一 ／ 第５学舎 207）

平成30年2月23日(金)13:20～14:50

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成29年度ピアレビュー意見交換・検討会（後期）
（評価・FD専門委員会委員授業公開者・参観者 ／ N402A）

平成30年2月27日1:20～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（MAHMOOD-UR-RAHMAN（報告者）、樹神昌弘、浜口伸明、豊田利久 ／ 第５学舎 201）

平成30年3月5日15:10～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（ 藤山 真由美（報告者）、高橋基樹、アレキサンダーロニー ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

平成30年3月5日17:00～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（宇都宮 マツヨ（報告者）、高橋基樹、金子由芳、島村靖治 ／ 第５学舎 シミュレーションルーム）

平成30年3月5日10:40～

国際協力研究科

博士課程後期課程学生の教育方法に関する意見交換会
（入谷聡子（報告者）、佐藤隆広、浜口伸明、高橋基樹、村上善道、古田学 ／ 第５学舎 プレゼンテーションルーム）

平成30年3月5日

理学研究科(物理)

ピアレビュー「素粒子理論特論Ａ」
（高柳匡(京都大学) ／ Z402教室）

平成30年3月7日(水)

経済学研究科

後期ピアレビュー結果の教授会報告
（藤岡 秀英 教授 ／ 本館大会議室）

理学研究科(物理)

談話会「超弦理論の最前線：宇宙は量子ビットから創られているのか？」
（高柳匡(京都大学) ／ Z103教室）

平成29年度前期3～4限

経営学研究科

Organizational Behavior/ Human ResourceManagement
（In-Sue Oh ／ 教室）

平成29年度前期1～4限

経営学研究科

RT in SM: Marketing and Innovation in the AgingSociety
（Florian Kohlbacher ／ 教室）

平成29年度前期3限

経営学研究科

Service Management and Servicizing
（Alfred Taudes ／ 教室）

平成29年度前期3限

経営学研究科

Marketing Communications Research
（Shintaro Okazaki （岡崎 伸太郎） ／ 教室）

平成29年度前期3～4限

経営学研究科

Economics of Network Industries
（Andrew Smith ／ 教室）

平成29年度前期3～4限

経営学研究科

Entrepreneurship Theory and Method
（Yasuhiro Yamakawa （山川 恭弘） ／ 教室）

平成29年度後期3～4限

経営学研究科

Sustainability Accounting and Reporting I & II
（Jeffrey Unerman Mohammad Badrul Haider ／ 教室）

平成29年度後期3～4限

経営学研究科

RT in SM: Loyalty Marketing
（Cristina Ziliani ／ 教室）

平成29年度後期3限

経営学研究科

Statistical Theory
（Shuangzhe Liu ／ 教室）

平成29年度後期1～2限

経営学研究科

Strategic Management I & II
（Shige Makino（牧野 成史）Daphne Yiu ／ 教室）

全学 平成30年3月7日
公開
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平成29年度後期3～4限

経営学研究科

Global Entrepreneurship
（Robert Eberhart ／ 教室）

平成29年度後期1～3限

経営学研究科

Advanced Marketing
（Carolus Praet ／ 教室）

平成29年度後期3～4限

経営学研究科

Entrepreneurship and Innovation
（Wesley Sine ／ 教室）

平成29年度後期

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物制御科学特論I）
（河村 伸一 ／ C509, C401）

平成29年度後期

理学研究科(生物)

ピアレビュー（生物制御科学特論II）
（大和 誠司 ／ C509, C401）

平成29年度後期3～4限

経営学研究科

Corporate Entrepreneurship
（K. Skylar Powell ／ 教室）

※全学公開・・・大学教育推進機構等が全学を対象に実施するＦＤのほか、各部局・センターにて実施するＦＤ・ピアレビューのうち、他の部局・教育部会の教職員が参加可能であるもの
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