平成30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）】

担当者に確認中
担当者に確認中

国際教育総合センター

KUPESミーティング
（コーディネート部門全教員 ／ 担当者に確認中）

担当者に確認中
担当者に確認中

国際教育総合センター

KUPESミーティング
（コーディネート部門全教員 ／ 担当者に確認中）

2018/10/1&5
未定

経済学研究科

後期TAオリエンテーション
（難波明生教授 ／ 本館230）

平成30年4月2日～4/27
未定

全学

平成30年度入学・進学時アンケート

全学

平成30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30年4月3日
08:30～08:50

理学研究科(数学)

初年次セミナーとその教材について
（高山 信毅 ／ B431）

平成30年4月4日
12:15～12:45

理学研究科(数学)

組織の指揮系統について
（福山 克司 ／ B431）

平成30年4月4日
08:30～08:50

理学研究科(数学)

初年次セミナーの教材と新入生歓迎講演会について
（高山 信毅 ／ B431）

平成30年4月6日･9日
12:30～13:20

経済学研究科

前期TAオリエンテーション
（難波明生教授 ／ 本館230）

平成30年4月9日
08:30～09:00

理学研究科(数学)

神戸大学「志」講義の履修について
（小池 達也 ／ B431）

平成30年4月12日
12:20～12:40

理学研究科(数学)

事務の所掌について
（福山 克司 ／ B431）

平成30年4月12日
２時限

理学研究科(生物)

修学支援に関するFD
（村中 泰子（神戸大キャンパスライフ支援センター 障害支援コーディネーター 特命准教授） ／ 六甲台第２キャンパスC

平成30年4月13日
16:00～17:15

国際人間科学部

教員会議（入学試験結果、GAMs、GSPの現状）
（入試委員会委員長他 ／ 鶴甲第二キャンパスB202）

平成30年4月13日
08:30～08:50

理学研究科(数学)

原理主義と現実的対応について
（福山 克司 ／ B431）

全学 平成30年4月18日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

商学・経営学研究会:イノベーションマネジメントの研究課題
（宮尾学教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

全学 平成30年4月20日
対象
13:20～13:45

理学研究科

神戸大学における秘密情報マネジメントの取り組みについて
（学術・産業イノベーション創造本部 産学連携・知財部門 知財グループ 開本 亮教授 ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成30年4月23日
17:00～18:00

工学研究科

神戸GCPプログラム説明会
（大学教育研究推進室 友松特命助教、工学研究科 荻野教授 ／ 工学研究科 C3-302教室）

平成30年4月25日
13:00～13:30

工学研究科

プレミアム・プログラム報告会
（工学研究科 博士課程後期課程3年 井上飛鳥 ／ 工学研究科 C3-101教室）

平成30年4月25日
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（H30.4.9開催）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）

全学 平成30年4月3日
対象
9:00～14:30

平成30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4月
未定

保健学研究科

共同研究等における秘密情報の取扱いについて
（学術・産業イノベーション創造本部開本 亮 教授 ／ 保健学研究科大会議室）

平成30年5月9日
13:00～

国際協力研究科

人文・社会科学系研究支援の御案内
（川合享代 学術・産業イノベーション創造本部 学術研究推進部門 政策研究職員 ／ 第5学舎 大会議室）

平成30年5月14日
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成29年度後期ベストティーチャー賞授賞者懇談会
（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）

大学教育推進機構

新任教員ウェルカムセミナー
（山内教授、米谷教授、熊本教授、村中特命准教授、近田教授 ／ 瀧川記念学術交流会館）

法学研究科

法科大学院教育改善意見交換会「学習支援・教育改善ＷＴの業務の再構成について」
（榊素寛教授・嶋矢貴之教授ほか ／ 法学研究科大会議室）

経営学研究科

商学・経営学研究会：無限責任の会計学―会計で世界を変えるには
（國部克彦教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

平成30年5月18日
13:20～13:30

農学研究科

「共同研究等における秘密情報の取扱いについて」
（学術・産業イノベーション創造本部知財グループ 開本 亮 教授 ／ 農学研究科大会議室）

平成30年5月18日
13:30～13:40

農学研究科

「公的研究費の不正使用防止について」
（内部統制室 吉見 和男 専門員 ／ 農学研究科大会議室）

国際文化学研究科

英語授業スキル向上について
（Dr. MacDonald (Toronto University, Dean) ／ 鶴甲第一キャンパスF401）

平成30年5月23日～6/27
未定

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（第1Q）

平成30年6月6日
13:00～

国際協力研究科

キャンパスアジアプログラムの成果分析について
（杉村豪一 助教 ／ 第5学舎 大会議室）

平成30年6月8日
４時限（教室会議前）

システム情報学研究科

「システム運用論」におけるアクティブラーニング型授業の紹介
（藤井 信忠 准教授 ／ 工学研究科多目的会議室（D1-201））

平成30年6月8日
４時限（教室会議前）

システム情報学研究科

「システム運用論」におけるアクティブラーニング型授業の紹介
（藤井 信忠 准教授 ／ 工学研究科多目的会議室（D1-201））

平成30年6月10日
14:00～16:00

人文学研究科

外部評価
（外部評価委員：京都大学大学院文学研究科 佐々木徹 教授 ／ 文学部）

全学 平成30年5月15日
対象
9:20～13:00
平成30年5月16日
19:00～20:00

全学 平成30年5月16日
対象
12:00～13：00

全学 平成30年5月21日
対象
12:20～13:10

全学 平成30年6月15日
対象
16：00～17：30

大学教育推進機構(国際コミュニケー 第26回外国語教育セミナー
ションセンター)
（Yumi Matsumoto（University ofPennsylvania） ／ 鶴甲第１キャンパスＤ312）

全学 平成30年6月15日
対象
13:20～13:50

国際文化学研究科

BEEFの活用事例（１）
（西田准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

平成30年6月15日
15:10～15:30

人間発達環境学研究科

BEEFの活用事例
（高橋教授 ／ 鶴甲第二キャンパス大会議室）

平成30年6月15日
13:00～13:30

国際人間科学部

BEEFの活用事例（１）（国際文化学研究科と共催）
（西田准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

平成30年6月15日
15:10～15:30

国際人間科学部

BEEFの活用事例（人間発達環境学研究科と共催）
（高橋教授 ／ 鶴甲第二キャンパス大会議室）

平成30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30年6月15日
対象
13:20～13:45

理学研究科

助成金申請書を書くときに、気にして欲しいこと
（理学研究科教授 播磨 尚頼 ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成30年6月19日
12:20～13:10

法学研究科

ランチョンセミナー「大型科研への取り組み，科研費システム改革を踏まえた留意点 」
（ＵＲＡ 寺本時靖准教授／川井亨代氏 ／ 法学研究科大会議室）

経営学研究科

商学・経営学研究会：Bayesian analysis of lognormal mixtures with an unknown number of components using grouped data
（各務和彦教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

平成30年6月30日
14:30～16:00

医学研究科

関連病院実習 臨床臨床実習指導講習会
（河野誠司 特命教授 ／ Ａ講義室）

平成30年6月後半～7月前半
未定

人文学研究科

ピアレビュー

平成30年7月1日～9/13
未定

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（前期セメスター）

平成30年7月4日
13:00～

国際協力研究科

事務方からの提言
（木村幹 国際協力研究科ＦＤ委員長／教授 ／ 第5学舎 大会議室）

平成30年7月11日
17:00～18:00

医学研究科

認証評価 受審に向けて
（横崎医学科長、河野教務学生委員長 ／ 神緑会館 １・２・３）

全学 平成30年7月18日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

商学・経営学研究会：勃興するバイオエコノミーと岐路に立つ日本 ～デジタル×バイオ時代の到来～
（山本一彦教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

平成30年7月18日
13：30−16：30

経済学研究科

前期ピアレビュー結果の教授会報告
（橋野知子教授 ／ 本館大会議室）

理学研究科

アクティブラーニングの活用事例について
（理学研究科特命教授 上野 宗孝 ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成30年7月24日～9/13
未定

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（第2Q）

平成30年7月25日
13:00～13:40

人文学研究科

オックスフォード大学日本学における"神戸オックスフォード日本学プログラム"の役割と意義
（オックスフォード大学 萩原順子 上級日本語講師 ／ 人文学研究科大会議室）

平成30年7月26日
17:00～18:00

医学研究科

認証評価 受審に向けて
（横崎医学科長、河野教務学生委員長 ／ Ａ講義室）

平成30年7月頃
未定

海事科学研究科

「学修の記録」集計結果に基づく海事科学部学生の修学時間に関する報告・審議
（海事科学部にて報告・審議（報告説明予定：藤本 岳洋 教授） ／ 深江キャンパス 第1会議室（予定））

平成30年8月16日
13:00～13:40

理学研究科(数学)

学生対応について
（佐治健太郎 ／ B431）

平成30年8月23日
4時限

工学研究科

科研費申請セミナー（電気電子工学）
（喜多隆教授 ／ 2E-303）

平成30年8月25日
14:30～16:00

医学研究科

関連病院実習 臨床臨床実習指導講習会
（河野誠司 特命教授 ／ 加古川中央市民病院）

平成30年8月27日
9:00～

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）

全学 平成30年6月20日
対象
12:00～13：00

全学 平成30年7月20日
対象
13:20～13:45

平成30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

国立大学法人評価及び機関別認証評価に関する説明会
（瀧川記念学術交流会館）

平成30年9月5日
12:20～13:10

法学研究科

ランチョンセミナー「科研費申請調書における留意点」
（藤村直史准教授・安藤馨准教授 ／ 法学研究科大会議室）

平成30年9月5日
13:00～

国際協力研究科

英語教育・研究能力向上と在外研究
（岡田陽平 准教授 ／ 第5学舎 大会議室）

理学研究科

BEEFの活用事例について
（理学研究科教授 荒川 政彦 ／ 理学研究科Z棟201・202）

システム情報学研究科

平成30年度以降の科研費公募内容の変更点についての説明会
（URA 岩崎 之勇 特命准教授 ／ 工学研究科多目的会議室（D1-201））

全学 平成30年9月10日
対象
13:20～15:30

大学教育推進機構

BEEF活用セミナー中級編
（未定 ／ 理学研究科Z棟201・202）

全学 平成30年9月10日～22
対象
集中(計30時間）

理学研究科(化学)

全学共通科目・グローバルチャレンジ実習(UPLBコース）
（UPLB）

全学 平成30年9月12日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

全学FD講演会 「大人数授業でのアクティブラーニングについて： 発問を活用した授業の進め方」
（名古屋大学 中島英博准教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

全学 平成30年9月14日
対象
13:20～13:50

国際文化学研究科

BEEFの活用事例（２）
（板倉准教授/米谷教授 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

平成30年9月14日
13:00～13:30

国際人間科学部

BEEFの活用事例（２）（国際文化学研究科と共催）
（板倉准教授他 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

平成30年9月19日
13:00～13:30

人文学研究科

科学研究費助成事業説明会
（人文学研究科 喜多伸一教授 ／ 人文学研究科大会議室）

大学教育推進機構

英語で教える際の基本スキル
（西川美香子 非常勤講師 ／ 鶴甲第1キャンパスN402）

平成30年9月27日
13:30～

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30年9月28日
13:30～13:50

人間発達環境学研究科

科研費制度改革の留意点と大型科研への取組
（ＵＲＡ 村田卓也特命准教授、寺本時靖特命准教授 ／ 鶴甲第二キャンパス大会議室）

平成30年9月28日
13:00～13:45

人文学研究科

人文学研究科向け科研費若手研究への申請のポイント
（ 学術・産業イノベーション創造本部学術研究推進部門 寺本時靖（ＵＲＡ） ／ 人文学研究科学生ホール）

平成30年9月頃
未定

海事科学研究科

英語授業アンケート集計結果報告・審議
（海事科学部にて報告・審議（報告説明予定：藤本 岳洋 教授） ／ 深江キャンパス 第1会議室（予定））

平成30年9月～10月頃
未定

全学

平成30年度前期「学修の記録」

平成30年9月
未定

保健学研究科

BEEFの活用について①
（大学教育推進機構近田 政博 教授 ／ 保健学研究科大会議室）

全学 平成30年8月31日
対象
13:30～16:00

全学 平成30年9月7日
対象
13:20～13:45
平成30年9月7日
15:30～15:50

全学 平成30年9月20日
対象
2時限

平成30年10月5日～(10/5,12,19,26,11/2,9,16 科学技術イノベーション研究科
未定

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30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10月9日･12日
4時限

経済学研究科

Analysys of Nonstationary Time Series
（茂木快治講師 ／ アカデミア館502）

平成30年10月12日
17:00～18:50

工学研究科

課題解決型アクティブラーニング報告会
（兵庫工業会他 ／ 工学研究科 C3-101教室）

平成30年10月12日
13:00～13:20

農学研究科

BEEFについて
（農学研究科 笹崎 晋史 准教授 ／ 農学研究科大会議室）

平成30年10月15日
15:00～17:00

工学研究科

機械工学専攻基礎教育科目連絡会議
（基礎教育科目担当教員 ／ C4-401）

平成30年10月16日
17:00～18:30

大学教育推進機構

平成30年度学生・教職員による教育懇談会（文系学部）
（機構教員、全学評価・FD委員会委員 ／ 理学研究科Z棟201・202）

全学 平成30年10月17日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

日本企業の「スター社員（star employee）」に関する萌芽的研究：経済資本、人的資本、社会関係資本、心理的資本の観点
（服部泰宏准教授 ／ 経営学研究科本館３F大会議室）

全学 平成30年10月19日
対象
17:00～18:50

工学研究科

神戸GCPプログラム報告会
（工学研究科 小池教授、荻野教授、大村教授）

大学教育推進機構

平成30年度学生・教職員による教育懇談会（理系学部）
（機構教員、全学評価・FD委員会委員 ／ 理学研究科Z棟201・202）

工学研究科

知財説明会
（未定）

平成30年10月頃
未定

海事科学研究科

海事科学部第1,2Q履修・再履修状況集計結果報告・意見交換
（海事科学部にて報告・審議（報告説明予定：藤本 岳洋 教授） ／ 深江キャンパス 第1会議室（予定））

平成30年10月
未定

保健学研究科

ハラスメントについて
（兵庫県医療勤務環境改善支援センター労務管理アドバイザー 前畑 一也 氏 ／ 保健学研究科大会議室）

平成30年10月頃
未定

海事科学研究科

海事科学部卒業アンケート集計結果報告・審議
（海事科学部にて報告・審議（報告説明予定：藤本 岳洋 教授） ／ 深江キャンパス 第1会議室（予定））

平成30年11月1日
未定

工学研究科

授業アンケート分析と意見交換会
（工学研究科 建築学専攻 FD委員 ／ 未定）

大学教育推進機構

大教室におけるアクティブラーニング－多様な講義法を使いこなす－
（東京外国語大学 大学院総合国際学研究院 岡田 昭人教授、大阪大学 全学教育推進機構 教育学習支援部 佐藤 浩章

平成30年11月7日
13:00～

国際協力研究科

BEEFを活用する際の留意点
（近田政博 全学評価・ＦＤ委員長／教授 ／ 第5学舎 大会議室）

平成30年11月9日
16:00～17:15

国際人間科学部

教員会議（授業振り返りアンケート結果他、GSPの現状）
（教務委員会委員長他 ／ 鶴甲第二キャンパスB202）

平成30年11月12日～16
1～5限

人文学研究科

ピアレビュー

平成30年11月13日～12/19
未定

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（第3Q）

平成30年11月14日
16:40～17:10

人文学研究科

今後の入試のあり方について
（人文学研究科 真下裕之 准教授 ／ 人文学研究科大会議室）

平成30年10月30日
17:30～19:00

全学 平成30年10月30日
対象
15:10～16:20

全学 平成30年11月2日
対象
13:20～16:40

平成30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11月14日
13:00～13:45

人文学研究科

留学生に対する日本語アカデミックライティング支援
（国際教育総合センター 森田耕平特命助教 ／ 人文学研究科大会議室）

全学 平成30年11月14日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

スタンフォード⼤学における在外研究について
（内⽥浩史教授 ／ 経営学研究科本館3F大会議室）

平成30年11月14日
12:20～13:10

法学研究科

ランチョンセミナー「法曹コースの制度設計について 」
（角松生史教授・島村健教授 ／ 法学研究科大会議室）

全学 平成30年11月16日
対象
13:20～13:45

理学研究科

パワーハラスメントについて
（厚生労働省推奨DVD鑑賞 ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成30年11月22日
4時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成30年度前期ベストティーチャー賞授賞者懇談会
（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30年12月1日～平成31年3月頃
未定

全学

平成30年度卒業・修了時アンケート

平成30年12月5日
13:00～

国際協力研究科

科研以外の競争的外部資金について
（林美香 教授、井上武 准教授 ／ 第5学舎 大会議室）

全学 平成30年12月7日
対象
10:00～11:20

大学教育推進機構(国際コミュニケー 第25回外国語教育セミナー／ＦＤ講演会
ションセンター)
（大阪府立大学高等教育推進機構 清原文代教授 ／ 鶴甲第１キャンパスＤ615）

平成30年12月12日
14:00～16：00

医学研究科

全学 平成30年12月14日
対象
13:20～13:45

理学研究科

兼業について
（人事労務グループ 専門職員 森 慎二 ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成30年12月19日
13:00～13:15

人文学研究科

ピアレビュー、学修の記録及び振り返りアンケートの実施結果及び今後の検討について
（人文学研究科 宮下規久朗教授 ／ 人文学研究科大会議室）

全学 平成30年12月19日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

在外期間中の研究報告:水道事業における内生性を考慮した確率費用フロンティアモデルのベイズ推定を中心に
（中村絵理准教授 ／ 経営学研究科本館3F大会議室）

12月又は3月予定
未定

人間発達環境学研究科

未定
（未定 ／ 鶴甲第二キャンパス大会議室）

平成31年1月4日～3/14
未定

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（後期セメスター）

平成31年1月9日
13:00～

国際協力研究科

神戸大学出版会のご紹介
（内田一徳 理事（神戸大学出版会出版委員会委員長） ／ 第5学舎 大会議室）

全学 平成31年1月16日
対象
12:00～13：00

経営学研究科

商学・経営学研究会：TBA
（音川和久教授 ／ 経営学研究科本館3F大会議室）

全学 平成31年1月16日
対象
17:00～18:10

工学研究科

知財説明会
（未定）

全学 平成31年1月18日
対象
13:20～14:20

国際文化学研究科

深い理解を促すアクティブラーニングのデザイン
（森朋子氏 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

全学

平成30年度授業振り返りアンケート（第4Q）

平成31年1月24日～3/14
未定

教授会ＦＤ
（慶応義塾大学医学教育統括センター教授

門川敏明 ／ 共通カンファレンスルーム）

平成30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）】

理学研究科

メンタルヘルスについて
（保健管理センター ／ 理学研究科Z棟201・202）

平成31年1月31日
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（外国語第Ⅰ）
（神戸大学 沖原 勝昭 名誉教授、甲南大学 伊庭 緑 教授 ／ 鶴甲第1キャンパスD403）

平成31年1月31日
13:30～

科学技術イノベーション研究科

上記発表会１（Ｍ１）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31年1月～3月頃
未定

全学

平成30年度後期「学修の記録」

平成31年1月～2月頃
未定

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（農学）
（福井県立大学生物資源学部 大田 正次 教授、龍谷大学農学部植物生命科学科 中村 千春 教授 ／ 未定）

全学 平成31年1月25日
対象
13:20～13:45

全学 平成31年1月頃
対象
未定

大学教育推進機構(国際コミュニケー 第28回外国語教育セミナー
ションセンター)
（未定 ／ 未定）
大学教育推進機構(国際教養教育
院)

外部評価委員会（人間と社会）
（徳島大学総合科学部地理学研究室 平井 松午 教授、奈良女子大学研究院生活環境科学系 才脇 直樹 教授 ／ 鶴甲

経営学研究科

商学・経営学研究会：TBA
（馬場新一准教授 ／ 経営学研究科本館3F大会議室）

平成31年2月頃
未定

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））

平成31年3月1日
10：30～12：00

国際教育総合センター

授業計画会議
（留学生教育部門全教員、全非常勤講師 ／ 国際教育総合センター コンピュータ室）

全学 平成31年3月1日
対象
13:30～16：00

国際教育総合センター

コロッキアム
（村中 泰⼦神⼾⼤学キャンパスライフ⽀援センター特命准教授 、⿊⽥ 千晴（神⼾⼤学国際教育総合センター准教授） ／

平成31年3月28日
13:30～

科学技術イノベーション研究科

平成３０年度修士論文発表会（H31.2下旬開催予定）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3月頃
未定

法学研究科

法科大学院教育改善意見交換会
（未定 ／ 法学研究科大会議室）

年度を通じて不定期
未定

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）

年度を通じて不定期
未定

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）

未定
未定

国際教育総合センター

KUPESミーティング
（コーディネート部門全教員 ／ 未定）

未定
未定

国際教育総合センター

KUPESミーティング
（コーディネート部門全教員 ／ 未定）

未定
未定

科学技術イノベーション研究科

博士課程の授業等について（仮題）
（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）

未定
未定

保健学研究科

BEEFの活用について②
（未定 ／ 保健学研究科大会議室）

平成31年2月8日
16:00～18:00

全学 平成31年2月12日
対象
12:00～13：00

平成30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）】

未定
未定

医学研究科

臨床系教育ＦＤ
（未定 ／ 医学部医学科）

未定
未定

医学研究科

基礎系教育ＦＤ
（未定 ／ 医学部医学科）

未定
未定

農学研究科

未定

平成30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4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
（MAHMOOD-UR-RAHMAN（報告者）、樹神昌弘、浜口伸明、井上武 ／ 第5学舎 5階会議室）

平成30年4月6日
12:00～13:00

人間発達環境学研究科

現代生命科学Aに関する意見交換会
（近江戸教授、蘆田准教授、源准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスA644）

平成30年4月6日･13日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（松岡 広路 教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

平成30年4月9日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年4月9日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年4月10日
13:10～14:00

人間発達環境学研究科

自然環境科学実験Ｂ（主として生物学）【自然】に関する意見交換会
（丑丸教授、高見准教授、蘆田准教授、近江戸教授 ／ 鶴甲第二キャンパスG105）

全学 平成30年4月12日
公開
4時限

理学研究科(化学)

初年次セミナー
（林昌彦教授、和田昭英教授、秋本誠志准教授、笠原俊二准教授 ／ 理学部Y202）

平成30年4月12日
15:10～16:40

理学研究科(数学)

代数曲線の分類について
（佐野 太郎 ／ B301）

全学 平成30年4月13日
公開
4時限

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（宮田 博之／宇部興産株式会社 ／ 工学部）

平成30年4月16日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年4月16日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

全学 平成30年4月17日
公開
16:00～17:00

理学研究科(数学)

Difference operators arising from Coulomb branches and quantum groups
（小寺 諒介 ／ B428-30）

全学 平成30年4月18日～7/25
公開
2時限

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義XII 惑星探査学
（上野宗孝特命教授 ／ 自然3号館609）

平成30年4月20日
13:30～14:30

人間発達環境学研究科

生活環境基礎実験に関する意見交換会
（矢野教授、白杉教授、近江戸教授、福田准教授、井上教授 ／ 鶴甲第二キャンパス応接室）

平成30年4月20日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（津田 英二 教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（後藤 久寿／旭化成株式会社 ／ 工学部）

平成30年4月23日～27
1～2,3～4限

経営学研究科

Marketing Communications Research
（Shintaro Okazaki（岡崎 伸太郎） ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年4月23日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年4月23日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

全学 平成30年4月20日
公開
4時限

平成30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4月25日
2時限

理学研究科(物理)

初年次セミナー
（坂本眞人 准教授・山﨑祐司 教授 (各45分) ／ 理学部 Z102）

全学 平成30年4月26日
公開
4時限

理学研究科(化学)

初年次セミナー
（松原亮介准教授 ／ 理学部Y202）

全学 平成30年4月27日
公開
4時限

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（沼田 憲男／積水化学工業株式会社 ／ 工学部）

全学 平成30年4月～5月(1Q)
公開
水1

農学研究科

途上国経済論
（石田 章 教授 ／ 農学部B203）

全学 平成30年4月～5月(1Q)
公開
火1

農学研究科

生物分子計測科学
（森垣 憲一 准教授 ／ 農学部B403）

全学 平成30年4月～5月(1Q)
公開
月2

農学研究科

動物資源利用化学1
（山之上 稔 准教授 ／ 農学部B101）

全学 平成30年4月～5月(1Q)
公開
月3

農学研究科

森林生態学
（石井 弘明 准教授 ／ 農学部B403）

全学 平成30年4月～5月(1Q)
公開
金1

農学研究科

栄養生化学1
（上曽山 博 教授 ／ 農学部B204）

平成30年5月1日･8日
１時限

経済学研究科

近現代日本経済史
（橋野知子教授 ／ 本館206）

平成30年5月2日
2時限

理学研究科(物理)

初年次セミナー
（菅原仁 教授・河本敏郎 教授 (各45分) ／ 理学部 Z102）

平成30年5月7日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年5月7日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年5月9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
（CHEA PHAL（報告者） ／ 第5学舎 201）

平成30年5月9日
2時限

理学研究科(物理)

初年次セミナー
（大久保晋 准教授・鈴木州 助教 (各45分) ／ 理学部 Z102）

理学研究科(物理)

談話会「物質におけるスピン軌道結合の効果 -- “ディラック”を超えた先に何が見えるか--」
（電気通信大学 伏屋雄紀 准教授 ／ 理学部 Z101）

平成30年5月11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
（原 裕美（報告者） ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

平成30年5月11日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（原田 和弘 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

全学 平成30年5月11日
公開
4時限

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（植松 信之／旭化成株式会社 ／ 工学部）

平成30年5月11日
３～５時限

理学研究科(生物)

生物学のすすめI・III
（宮田 理恵（神戸女学院中等部・高等部 教員） ／ 六甲台第２キャンパスZ103）

全学 平成30年5月10日
公開
17:00～18:00

平成30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）】

経営学研究科

Entrepreneurship Theory and Method
（Yasuhiro Yamakawa（山川 恭弘） ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成30年5月14日
公開
17:00～18:00

理学研究科(物理)

物性セミナー「Quantum tricritical points, quantum wing critical points and more in the phase diagram of metallic quantum
（University of California, Davis, Valentin Taufour ／ 理学部 Z301）

平成30年5月14日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年5月14日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

有機化学１
（農学研究科 三宅 秀芳 教授 ／ 鶴甲第1キャンパスC201）

理学研究科(物理)

初年次セミナー
（早田次郎 教授・久保木一浩 准教授 (各45分) ／ 理学部 Z102）

全学 平成30年5月17日
公開
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

フランス語初級Ａ１
（国際コミュニケーションセンター 廣田 大地 准教授 ／ 鶴甲第1キャンパスＤ504）

全学 平成30年5月18日
公開
4時限

理学研究科(化学)

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）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（谷 正人 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

全学 平成30年5月18日
公開
1時限

理学研究科(化学)

先端融合科学特論I-3a
（茶谷絵里准教授）

平成30年5月21日
10:40～11:10

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年5月21日
08:50～10:20

理学研究科(数学)

解析学IV
（高岡 秀夫 ／ Y201）

平成30年5月21日～6/1
3～4限

経営学研究科

Organizational Behavior/ Human Resource Management
（In-Sue Oh ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年5月22日
10:40～12:10

国際人間科学部

発達コミュニティ概論２意見交換会
（吉田圭吾教授、稲原美苗准教授、平芳裕子准教授、林創准教授、髙見和至教授、松岡広路教授 ／ 鶴甲第二キャンパ

平成30年5月22日
3時限

経済学研究科

財政学
（宮崎智視准教授 ／ 本館232）

平成30年5月23日
2時限

理学研究科(物理)

初年次セミナー
（播磨尚朝 教授・藤秀樹 教授 (各45分) ／ 理学部 Z102）

国際文化学研究科

情報科学概論
（村尾教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF301）

平成30年5月23日
8:50～10:20

人間発達環境学研究科

心理発達論演習B
（林准教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

平成30年5月24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
（ZOUNDI ZAKARIA（報告者） ／ 第5学舎 202）

平成30年5月14日～18
3～4限

全学 平成30年5月16日
公開
3時限
平成30年5月16日
2時限

平成30年5月18日
13:20～14:50

全学 平成30年5月23日
公開
水３時限

平成30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）】

理学研究科(物理)

談話会「光で生成したスピン波の透過とエバネッセント現象の実時間イメージング」
（九州大学 佐藤琢哉 准教授 ／ 理学部 Z102）

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（田畑 暁生 教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（上田 正博／株式会社カネカ ／ 工学部）

平成30年5月29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
（ 井ノ口 登（報告者） ／ 第5学舎 208）

平成30年5月29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、松並潤、杉村豪一 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

平成30年5月31日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A1
（坂本 尚久 講師 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年5月31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
（宇都宮 マツヨ（報告者） ／ 第5学舎 5階会議室）

平成30年6月1日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学I
（中山 潤一（基礎生物学研究所 教授） ／ 六甲台第２キャンパスC509）

平成30年6月1日
10:40～12:1013:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論１
（津田英二教授、坂本美紀教授、原田和弘准教授、谷正人准教授、田畑暁生教授、松岡広路教授 ／ 鶴甲第二キャンパ

理学研究科(化学)

Industrial Chemistry:産業を支える化学
（大野 充／株式会社ダイセル ／ 工学部）

国際人間科学部

グローバルイシュー演習意見交換会
（岡崎香奈准教授、野中哲士准教授、林創准教授、長ヶ原誠教授、津田英二教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅱ－１
（気象庁 毛利英明教授 ／ 自然3号館609）

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（FU XIWEN（報告者）、陳光輝、山崎幸治、川畑康治 ／ 第5学舎 201）

全学 平成30年6月7日～6/8
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅱ－１
（気象庁 川畑拓矢准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年6月8日
公開
（月）4～5時限

保健学研究科

フィジカルアセスメント演習
（堀裕一 教授 ／ B301（看護学実習室））

全学 平成30年6月11日～6/13
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅸ レオロジー
（東京大学地震研 武井康子教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年6月11日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（中村昭子准教授 ／ 自然3号館609）

平成30年6月11日～15
随時

国際協力研究科

教員相互による授業参加・評価
（国際協力研究科全教員 ／ 各講義室）

平成30年6月12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
（PHON SOKPANYA（報告者）、小川啓一、中澤港、近田政博 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

全学 平成30年5月24日
公開
15:10～16:10
平成30年5月25日
13:20～14:50

全学 平成30年5月25日
公開
4時限

全学 平成30年6月1日
公開
4時限
平成30年6月4日
12:10～13:20

全学 平成30年6月4日
公開
1～4時限目
平成30年6月6日
10：40～

平成30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6月12日
5時限

理学研究科(物理)

ピアレビュー「低温物性学特論」
（岡山大学 小林達生 教授 ／ 理学部 Z301）

平成30年6月13日
３～５時限

理学研究科(生物)

発生生物学特論I・II
（森本 充（理化学研究所BDR 准教授））

平成30年6月14日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（谷口 隆晴 准教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年6月15日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論２
（稲原 美苗 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

理学研究科(化学)

量子化学特論A
（佐藤啓文教授/京都大学 ／ 理学部Z401）

経営学研究科

Service Management and Servicizing
（Alfred Taudes ／ 経営学研究科 本館208教室）

国際文化学研究科

近代文化言説論
（石田准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF301）

平成30年6月20日
３～５時限

理学研究科(生物)

発生生物学特論I・II
（林 茂生（理化学研究所BDR 教授））

平成30年6月21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
（ALAM MD JAHANGIR（報告者）、小川啓一、近田政博、山内乾史 ／ 第5学舎 408）

平成30年6月21日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（谷口 隆晴 准教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年6月22日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学I
（阪口 翔太（京都大学 助教） ／ 六甲台第２キャンパスC509）

平成30年6月22日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論２
（平芳 裕子 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

平成30年6月25日～29
3,4,5時限

理学研究科(数学)

確率論B
（角田謙吉（大阪大・理） ／ B301）

全学 平成30年6月25日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（廣瀬仁准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年6月25日
公開
１時限

工学研究科

建築生産学
（工学研究科 多賀 謙蔵 教授 ／ C1-301）

全学 平成30年6月25日～29
公開
8：50～16：40

国際教育総合センター

オープンセンター
（留学生教育部門全教員、全非常勤講師 ／ 国際教育総合センター全教室）

工学研究科

力学基礎２
（森脇和幸准教授 ／ K601）

理学研究科(化学)

量子化学III-2
（笠原俊二准教授 ／ 理学部Y202）

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（横川 三津夫 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

全学 平成30年6月15日
公開
4時限
平成30年6月18日～6/29
3～4限

全学 平成30年6月20日
公開
4時限

平成30年6月26日
4時限

全学 平成30年6月28日
公開
2時限
平成30年6月28日
3時限

平成30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6月29日
13:20～14:50

国際人間科学部

発達コミュニティ概論２
（林 創 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパスF257）

平成30年6月29日
3時限

経済学研究科

開発経済学
（山崎潤一特命助教 ／ 本館232）

平成30年6月29日
３～５時限

理学研究科(生物)

生物学のすすめI・III
（林 浩昭（国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 会長） ／ 六甲台第２キャンパスZ103）

平成30年6月29日
2時限

海事科学研究科

Communication English B
（海事科学研究科 Matthew Rooks 准教授 ／ 深江キャンパス 4203教室）

平成30年6月29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
（小林 元気（報告者）、山内乾史、近田政博、小川啓一、黒田千晴 ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

平成30年6月30日～7/1
1～4限

経営学研究科

RT in SM: Statistical Methods in Survey Research
（Kai Oliver Thiele ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成30年6月～7月(2Q)
公開
水1

農学研究科

腸内微生物生態学2
（大澤 朗 教授 ／ 農学部B304）

全学 平成30年6月～7月(2Q)
公開
月4

農学研究科

動物分子遺伝学2
（万年 英之 教授 ／ 農学部B204）

全学 平成30年6月～7月(2Q)
公開
月3

農学研究科

水理学I-2
（田中丸 治哉 教授 ／ 農学部B304）

全学 平成30年6月～7月(2Q)
公開
木2

農学研究科

作物進化学2
（山崎 将紀 准教授 ／ 農学部B304）

全学 平成30年6月～7月(2Q)
公開
金1

農学研究科

代謝生化学
（宇野 知秀 教授 ／ 農学部B101）

全学 平成30年7月2日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（金子克哉准教授 ／ 自然3号館609）

平成30年7月2日･9日･23日のいずれか
2時限

海事科学研究科

統計学2
（海事科学研究科 首藤 信通 准教授 ／ 深江キャンパス 4101教室）

平成30年7月2日?13日
原則的に全科目

法学研究科

法科大学院授業参観重点実施期間

平成30年7月2日
３～５時限

理学研究科(生物)

発生生物学特論I・II
（倉谷 滋（理化学研究所BDR 教授））

平成30年7月3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
（SANFO MOHAMADOU BASSIROU JEAN-BAPTISTE（報告者） ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅰ－１
（JAMSTEC 末次大輔教授 ／ 自然3号館609）

平成30年7月5日･19日
15:10～16:4015:10～16:40

国際人間科学部

国際開発援助論（JICA）２
（梅屋 潔教授・栢木清吾非常勤講師 ／ 鶴甲第一キャンパスB109及びB110）

平成30年7月5日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（横川 三津夫 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

全学 平成30年7月5日～7/6
公開
1～4時限目

平成30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7月9日
13:20～14:50

国際人間科学部

グローバル・ヒストリーB
（萩原 守 教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF401）

平成30年7月9日～13
3～4限

経営学研究科

Economics of Network Industries
（Andrew Smith ／ 経営学研究科 本館208教室）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（清杉孝司助教 ／ 自然3号館609）

平成30年7月9日?7月13日
原則的に全講義科目

法学研究科

法学部授業参観重点実施期間

平成30年7月12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
（塩田 潤（報告者）、ロニー・アレキサンダー、土佐弘之 ／ 第5学舎 204）

平成30年7月12日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年7月12日
３～４時限

システム情報学研究科

システム運用論
（藤井 信忠 准教授 ／ 百年記念館3階ホワイエ）

工学研究科

ピュアレビュー「分離工学2」
（勝田 知尚 准教授 ／ 工学研究科C3棟C3-302教室）

平成30年7月13日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学I
（松下 智直（九州大学 准教授） ／ 六甲台第２キャンパスC509）

平成30年7月13日
13:20～14:50

国際人間科学部

子ども教育学概論２
（目黒 強 准教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

平成30年7月19日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年7月19日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅰ－2
（JAMSTEC 野崎達生准教授 ／ 自然3号館609）

平成30年7月19日
17:50～19:20

人間発達環境学研究科

人間発達総合研究 I
（山下准教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

平成30年7月20日
10：40～12：10

人間発達環境学研究科

「人間の発達と表現１」に関する意見交換会
（人間表現学科 全教員 ／ Ｃ１０１）

平成30年7月20日
3時限

海事科学研究科

リスクマネジメント論2
（海事科学研究科 藤川 なつこ 准教授 ／ 深江キャンパス 4204教室）

平成30年7月20日
10：00～

国際協力研究科

特殊研究報告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 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

国際文化学研究科

日本文化表象論
（板倉准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF101）

経営学研究科

Econometrics for Business Economics
（Yi Lu ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成30年7月9日
公開
2時限

全学 平成30年7月12日
公開
2時限

全学 平成30年7月19日～7/20
公開
1～4時限目

全学 平成30年7月20日
公開
2時限
平成30年7月23日～8/3
3～4限

平成30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）】

全学 平成30年7月23日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（鈴木桂子教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年7月23日～7/25
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅷ 日本列島形成史
（九州大学 小山内康人教授 ／ 自然3号館609）

平成30年7月25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
（CHAKMA SWARNALI（発表者）、北後明彦、近藤民代、金子由芳、豊田利久 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

平成30年7月26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
（LE THI QUYNH ANH（報告者）、山崎幸治、中澤港、島村靖治、高松紳也、佐藤希 ／ 第5学舎 208）

平成30年7月26日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（坂本 尚久 講師 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年7月26日
3時限

システム情報学研究科

計算科学演習A2
（陰山 聡 教授 ／ 自然科学研究科３号館 端末室）

平成30年7月27日
３～５時限

理学研究科(生物)

生物学のすすめI・III
（木下 哲（横浜市立大学 教授） ／ 六甲台第２キャンパスZ201・Z202）

全学 平成30年7月30日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（高橋芳幸准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年7月30日
公開
4時限

国際文化学研究科

専門演習A
（Albin講師 ／ 鶴甲第一キャンパスL206）

システム情報学研究科

システム運用論
（藤井 信忠 准教授 ／ 百年記念館3階ホワイエ）

理学研究科(物理)

談話会「非クラマース系 Pr 化合物 PrT2Al20 における低エネルギー磁気励起の研究」
（岡山理科大 久保徹郎 助教 ／ 理学部 Z103）

経営学研究科

ケースプロジェクト発表会
（MBA生・MBA担当教員 ／ 経営学研究科 本館306教室）

全学 平成30年8月6日
公開
2時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論1」「惑星学特論1」
（保井みなみ助教 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年8月7日～8/8
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

特別講義 地質学特論Ⅱ
（産業技術総合研究所 下司信夫研究グループ長 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年8月18日～8/26
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

博物館資料保存論
（国立文化財機構 降幡順子 ／ 自然3号館609）

平成30年8月28日
12：00～

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
（孟 暁東（報告者）、小川啓一、山内乾史、近田政博 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

平成30年8月29日
３～５時限

理学研究科(生物)

高校生物情報交換会
（石崎 公庸（理学研究科生物学専攻 准教授） ／ 六甲台第２キャンパスZ101・Z103）

平成30年8月30日
17:00～18：00

人間発達環境学研究科

健康発達概論に関する意見交換
（村山准教授、加藤教授 ／ A417）

平成30年9月6日･27日
未定

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,Y棟１０１・１０３号室）

平成30年8月2日
３～４時限

全学 平成30年8月3日
公開
17:00～18:00
平成30年8月4日
1～5限

平成30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9月13日～14
３～５時限

理学研究科(生物)

生命情報伝達I
（小出 剛（国立遺伝学研究所 准教授））

平成30年9月13日
4時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成30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 ／ 鶴甲第1キャンパスN402）

全学 平成30年9月14日
公開
12:20～13:50

理学研究科(惑星)

先端融合科学特論の運用について
（山崎和仁講師 ／ 自然3号館205）

全学 平成30年9月18日～9/19
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅶ 地史学
（大阪市立大学 江崎洋一教授 ／ Y201）

全学 平成30年9月19日
公開
4時限

理学研究科(化学)

無機化学特論A
（石田尚行教授/電気通信大学）

全学 平成30年9月20日～9/21
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

特別講義 実験惑星科学特論Ⅰ
（九州大学 久保友明准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年9月21日
公開
4時限

理学研究科(化学)

分析化学特論B
（前田耕治教授/京都工芸繊維大学 ／ 理学部Z302）

経営学研究科

修士論文発表会（ポスターセッション）
（MBA生・MBA担当教員 ／ 経営学研究科 本館306教室 他）

全学 平成30年9月26日
公開
4時限

理学研究科(化学)

有機化学特論A
（網井秀樹教授/群馬大学 ／ 理学部Z302）

全学 平成30年前期
公開
（火）3～4時限

保健学研究科

生体情報計測学実習
（森正弘 准教授 ／ B401）

全学 平成30年前期
公開
（水）2時限

保健学研究科

検査管理総論
（大崎博之 准教授 ／ B202）

全学 平成30年前期
公開
（水）3～5時限

保健学研究科

生化学実習I
（堀裕一 教授 ／ A202）

全学 平成30年前期
公開
（木）3～5時限

保健学研究科

臨床免疫学実習I
（柱本照 教授 ／ B401）

全学 平成30年前期
公開
（金）1時限

保健学研究科

臨床検査概論
（大澤佳代 准教授 ／ F306）

全学 平成30年前期
公開
（月）1時限

保健学研究科

臨床血液学
（伊藤光宏 教授 ／ B202）

全学 平成30年前期
公開
（金）3～5時限

保健学研究科

生理学実習I
（森正弘 准教授 ／ C503）

全学 平成30年前期
公開
（金）3～5時限

保健学研究科

臨床化学実習I
（木戸良明 教授 ／ A202）

全学 平成30年前期
公開
（月）3～4時限

保健学研究科

臨床血液学実習I
（伊藤光宏 教授 ／ A304）

経済学研究科

中級マクロ経済学I
（春山鉄源教授 ／ 法学部学舎263）

平成30年9月22日
3～5限

平成30年度前期(第1Q中毎回)
月2時限・木１時限

平成30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年度前期(第2Q)
2時限

海事科学研究科

冷熱エネルギー工学-2
（海事科学研究科 三輪 誠 准教授 ／ 深江キャンパス 梅木Yホール）

平成30年度前期(第2Q)
３～４時限

システム情報学研究科

システム運用論
（藤井 信忠 准教授 ／ 工学研究科 LR304）

平成30年10月2日
11:30～12:00

国際人間科学部

コミュニティ論意見交換会
（清野未恵子准教授、稲原美苗准教授、津田英二教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

平成30年10月5日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学II
（佐藤 晋也（福井県立大学 講師））

平成30年10月9日～19
3～4限

経営学研究科

Global Supply Chain Management
（Arnd Huchzermeier ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年10月12日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学II
（瀬原 淳子（京都大学 教授））

平成30年10月15日､11月2日
1時限

経済学研究科

社会保障
（山岡淳准教授 ／ 本館232）

全学 平成30年10月15日
公開
1時限

国際文化学研究科

越境社会学（国人）
（朴沙羅講師 ／ 鶴甲第一キャンパスF102）

全学 平成30年10月15日
公開
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

芸術と文化B
（国際文化学研究科 寺内 直子 教授 ／ 鶴甲第1キャンパスB102）

平成30年10月17日
13：30−16：30

経済学研究科

H29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
（金京拓司教授 ／ 本館大会議室）

平成30年10月19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
（有廣 悠乃(報告者）、山内乾史、原清作 ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

平成30年10月22日～10/26
3～4限

経営学研究科

Qualitative Research Methodology
（Tim Edwards ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年10月24日､11月14日･21日･28日､1 理学研究科(数学)
3,4,5時限

結び目理論B
（安井弘一（大阪大・情報） ／ B301）

全学 平成30年10月24日
公開
16:00～17:00

理学研究科(物理)

談話会「タイプIa型超新星のm-z関係におけるレンズ効果を用いたニュートリノ質量と暗黒エネルギーへの制限」
（京都産業大学 二間瀬敏史 教授 ／ 理学部 Z103）

全学 平成30年10月26日
公開
12:20～13:30

理学研究科(惑星)

基礎および新領域惑星学特論の運用について
（山崎和仁講師 ／ 自然3号館205）

平成30年10月26日､11月2日･8日
3時限

経済学研究科

ヨーロッパ経済論
（ヴィエシボスカ・アガタ講師 ／ 本館232）

平成30年10月29日～11/1
3～4限

経営学研究科

Venture Capital and Private Equity
（Douglas Cumming ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年10月30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
（SHADI SAKRAN(報告者）、林美香、柴田明穂 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

農学研究科

土質工学I-1
（田中 勉 教授 ／ 農学部B302）

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
月3

平成30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）】

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
木2

農学研究科

植物天然物化学1
（杉本 幸裕 教授 ／ 農学部B204）

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
月4

農学研究科

環境物質科学1
（今石 浩正 教授 ／ 農学部B401）

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
木1

農学研究科

植物成長生理学1
（東 哲司 教授 ／ 農学部B403）

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
水2

農学研究科

土質工学II-1
（澤田 豊 助教 ／ 農学部B403）

全学 平成30年10月頃
公開
2時限

工学研究科

都市設計論
（工学研究科 栗山 尚子准教授 ／ 未定）

全学 平成30年10月～11月(3Q)
公開
木1

農学研究科

基礎発生工学
（宮野 隆 教授 ／ 農学部B204）

平成30年11月2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
（原 裕美(報告者）、山内乾史、白鳥義彦、小川啓一 ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

平成30年11月2日
３～５時限

理学研究科(生物)

現代の生物学II
（富永 真琴（基礎生物学研究所 教授））

平成30年11月6日
1:20～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（NGUYEN THI THANH HUYEN（報告者）、近田政博、山内乾史、小川啓一 ／ 第5学舎 408）

平成30年11月7日
18：50～

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（崔 善境(報告者）、勇上和史、近田政博、小川啓一 ／ 第5学舎 プレゼンテーションルーム）

平成30年11月7日
8:50～10:20

国際人間科学部

異文化間教育論１
（奥山 和子 講師 ／ 鶴甲第一キャンパス）

国際文化学研究科

芸術文化社会論
（松井裕美講師 ／ 鶴甲第一キャンパスF101）

経済学研究科

応用国際経済学III
（後藤潤特命講師 ／ 本館324）

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

ESD生涯学習論Ｂ
（人間発達環境学研究科 清野 未恵子 准教授 ／ 鶴甲第1キャンパスK601）

経営学研究科

Advanced Entrepreneurship
（Niclas Rüffer ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成30年11月27日
公開
2時限

国際文化学研究科

情報科学演習（３）
（西田准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF502）

全学 平成30年11月30日
公開
15:30～16:30

理学研究科(物理)

談話会「宇宙マイクロ波背景放射偏光精密観測衛星LiteBIRD」
（岡山大学 石野宏和 教授 ／ 理学部 Z103）

全学 平成30年11月頃
公開
（金）3時限

保健学研究科

看護学概論
（石井豊恵教授 ／ D101）

法学研究科

法科大学院授業参観重点実施期間

全学 平成30年11月13日
公開
2時限
平成30年11月15日
3時限

全学 平成30年11月19日
公開
5時限
平成30年11月26日～30
3～4限

平成30年12月3日?14日
原則的に全科目

平成30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12月3日～7
3～4限

経営学研究科

RT in SAM: Business Analytics
（Reza Ahmadi ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年12月4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
（SANFO MOHAMADOU BASSIROU JEAN-BAPTISTE（報告者）、中澤港、近田政博、小川啓一 ／ 第5学舎 プレゼンテ

平成30年12月6日～7
３～５時限

理学研究科(生物)

生体分子機構I
（春本 晃江（奈良女子大学 教授））

全学 平成30年12月7日
公開
3時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（上野宗孝特命教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年12月7日
公開
8:50～9:50

大学教育推進機構(国際コミュニケー 第25回外国語教育セミナー／ピアレビュー
ションセンター)
（大和教授、横川教授、朱教授 ／ 鶴甲第１キャンパスＤ615）

全学 平成30年12月10日
公開
4時限

国際文化学研究科

非言語コミュニケーション論
（正田悠助教 ／ 鶴甲第一キャンパスF301）

経営学研究科

RT in SM: Marketing Strategy and Management
（Desmond Lo ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成30年12月11日
公開
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

惑星学B
（海洋底探査センター 巽 好幸 教授 ／ 鶴甲第1キャンパスK301）

全学 平成30年12月11日
公開
2時限

工学研究科

生産システム工学
（白瀬教授 ／ 未定）

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
（中原 雅人（報告者）、土佐弘之、松並潤、河村有介、木村幹、松田葉月、米沢竜也 ／ 第5学舎 201）

全学 平成30年12月13日
公開
4時限

工学研究科

先端機械工学詳論
（坂井教授 ／ C3-302）

全学 平成30年12月17日～12/18
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義Ⅹ 海洋学
（名古屋大学 相木秀則准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年12月17日
公開
3時限

国際文化学研究科

感性文法論
（巽 智子講師 ／ 鶴甲第一キャンパスF301）

経済学研究科

Q3ピアレビュー結果の教授会報告
（橋野知子教授 ／ 本館大会議室）

全学 平成30年12月21日
公開
3時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（大槻圭史教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
火2

農学研究科

昆虫の構造と機能2
（坂本 克彦 教授 ／ 農学部B203）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
月4

農学研究科

環境経済学
（草苅 仁 教授 ／ 農学部B303）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
火2

農学研究科

応用免疫学2
（河野 潤一 教授 ／ 農学部B401）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
火1

農学研究科

果樹園芸学2
（安田 剛志 教授 ／ 農学部B403）

平成30年12月10日～14
3～4限

平成30年12月12日
13:20～

平成30年12月19日
13：30−16：30

平成30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）】

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
木2

農学研究科

糖鎖生化学2
（水野 雅史 教授 ／ 農学部B304）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
水3

農学研究科

基礎植物栄養学2
（三宅 親弘 教授 ／ 農学部C101）

全学 平成30年12月頃
公開
（木）3～4時限

保健学研究科

基礎作業学実習I
（長尾徹准教授 ／ C101またはC104）

全学 平成30年12月～平成31年1月(4Q)
公開
金2

農学研究科

工業力学2
（庄司 浩一 准教授 ／ 農学部B202）

全学 平成31年1月4日
公開
3時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（平田直之特命助教 ／ 自然3号館609）

平成31年1月7日?11日
原則的に全講義科目

法学研究科

法学部授業参観重点実施期間

平成31年1月7日～11, 1/28～2/1
1～2限

経営学研究科

Strategic Management I and II
（Shige Makino / Daphne Yiu ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成31年1月7日～18
3～4限

経営学研究科

Statistical Theory
（Shuangzhe Liu ／ 経営学研究科 本館208教室）

全学 平成31年1月10日～1/11
公開
1～4時限目

理学研究科(惑星)

特別講義 惑星宇宙物理学特論II
（一関高専 谷川享行准教授 ／ 自然3号館609）

全学 平成31年1月11日
公開
3時限

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（松野哲男特命講師 ／ 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
（小林 元気（報告者） ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

図学演習２
（工学研究科 鈴木 広隆 准教授 ／ 鶴甲第1キャンパスC401）

平成31年1月16日
学域会議後

経済学研究科

H30・31年度「初年次セミナー」「基礎演習」担当者意見交換会
（H30・31年度「初年次セミナー」「基礎演習」「初級経済学」担当者，評価・FD委員長，教務委員 ／ 本館大会議室）

平成31年1月18日
10：40～12：10

人間発達環境学研究科

「人間の発達と表現２」に関する意見交換会
（人間表現学科 全教員 ／ Ｃ１０１）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（山崎和仁特命講師 ／ 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１（Ｍ１）
（科学技術イノベーション研究科教授会構成員、Ｍ１学生 ／ 自然科学総合研究棟１号館２階２０４号室）

国際文化学研究科

言語間コミュニケーション論
（藤濤教授 ／ 鶴甲第一キャンパスF301）

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） ／ 第5学舎 5階小会議室）

国際文化学研究科

日本学演習
（辛島准教授 ／ 鶴甲第一キャンパスE401）

平成31年1月11日
17:00～

全学 平成31年1月15日
公開
3時限

全学 平成31年1月18日
公開
3時限
平成31年1月21日
3,4限

全学 平成31年1月23日
公開
1時限
平成31年1月24日
16：30～

全学 平成31年1月30日
公開
3時限

平成30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）】

国際協力研究科

特殊研究報告に関する意見交換会
（RANABHAT AASTHA（報告者） ／ 第5学舎 207）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（筧楽麿助教 ／ 自然3号館609）

平成31年2月1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
（KIM NAJUNG（報告者） ／ 第5学舎 206）

平成31年2月4日～8
2～4限

経営学研究科

Advanced Marketing
（Carolus Praet ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成31年2月4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
（宇都宮 マツヨ（報告者） ／ 第5学舎 シミュレーションルーム）

平成31年2月8日
2時限

大学教育推進機構(国際教養教育
院)

平成30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 ／ 鶴甲第1キャンパスN402）

理学研究科(惑星)

「惑星学通論4」「惑星学特論4」
（瀬戸雄介講師 ／ 自然3号館609）

平成31年2月13日
未定

人間発達環境学研究科

子ども発達論研 究法２
（勅使河原准教授など ／ 未定）

平成31年2月18日～22
2～3限

経営学研究科

Marketing Research and Consumer Behavior
（Qimei Chen ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成31年2月26日～3/1
3～4限

経営学研究科

Technology Entrepreneurship
（Chuck Eesley ／ 経営学研究科 本館208教室）

保健学研究科

機器分析学実習
（大澤佳代 准教授 ／ A202）

後期
未定

理学研究科(物理)

ピアレビュー「極限物性学特論B」
（京都大学 武田和行 准教授 ／ 未定）

後期
未定

理学研究科(物理)

ピアレビュー「素粒子理論特論B」
（九州大学 鈴木博 教授 ／ 未定）

後期
未定

理学研究科(物理)

ピアレビュー「素粒子実験学特論C」
（奈良女子大学 宮林謙吉 教授 ／ 未定）

後期
未定

理学研究科(物理)

ピアレビュー「物性理論特論B」
（東京大学 大久保毅 特任講師 ／ 未定）

全学 平成30年後期
公開
（火）4～5時限

保健学研究科

公衆衛生学実習
（中澤港 教授 ／ E503他）

全学 平成30年後期
公開
（水）3～5時限

保健学研究科

基礎臨床検査学実習
（大崎博之 准教授 ／ A202）

全学 平成30年後期
公開
(火）3～5時限

保健学研究科

病理組織細胞学実習I
（鴨志田伸吾 教授 ／ C505）

全学 平成30年後期
公開
（水）1時限（木）2時限（金）3時限

保健学研究科

臨床細菌検査学実習I
（大澤佳代 准教授 ／ A304）

平成31年1月31日
13:20～

全学 平成31年2月1日
公開
3時限

全学 平成31年2月8日
公開
3時限

全学 平成30年後期
公開
（月）3～5時限

平成30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）】

全学 平成30年後期
公開
（月、木、金）3～5時限

保健学研究科

ウイルス検査学実習
（亀岡正典 准教授 ／ B401）

全学 平成30年後期
公開
（金）4～5時限

保健学研究科

検査統合実習
（大崎博之 准教授 ／ F306）

全学 平成30年後期
公開
（月）3～5時限

保健学研究科

臨床生理学実習I
（安田尚史 教授 ／ C503他）

理学研究科(数学)

偏微分方程式論B
（隠居良行（九州大・数理） ／ B301）

保健学研究科

寄生虫検査学実習
（入子英幸 准教授 ／ A304）

後期
未定

理学研究科(数学)

代数学B
（石塚裕大（京都大・理） ／ B301）

平成30年度後期(第3Q)
未定

海事科学研究科

環境汚染論
（海事科学研究科 堀田 弘樹 准教授 ／ 未定）

平成30年度後期(第3Q)
1～2限

経営学研究科

Financial Accounting
（Gustavo Tanaka ／ 経営学研究科 本館208教室）

平成30年度後期(第3Q)
4時限

工学研究科

半導体電子工学ⅡA
（北村雅季教授 ／ LR201）

平成30年度後期(第3Q)
未定

海事科学研究科

流体力学2-1
（海事科学研究科 勝井 辰博 准教授 ／ 未定）

平成30年度後期(第4Q)
未定

海事科学研究科

会計学1,2
（海事科学研究科 酒井 裕規 准教授 ／ 未定）

平成30年度後期(第3Q)
未定

海事科学研究科

アルゴリズム論1
（海事科学研究科 沖本 天太 准教授 ／ 未定）

理学研究科(惑星)

惑星学特別講義XI 太陽系天体観測
（千葉工業大学 吉田二美 ／ 自然3号館609）

未定
未定

人間発達環境学研究科

発達支援論研究法に関する意見交換会
（松岡教授、清野准教授、稲原准教授、津田教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

未定
未定

理学研究科(生物)

ハイスクールラボ@神戸大学
（洲崎 敏伸（理学研究科生物学専攻 准教授））

全学 未定
公開
未定

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅲ－３
（大槻圭史教授 ／ 自然3号館609）

未定
未定

国際人間科学部

グローバル共生社会論
（井口 克郎 准教授 ／ 鶴甲第一キャンパス）

未定
未定

人間発達環境学研究科

科学技術社会と教育
（山口准教授など ／ A427）

理学研究科(惑星)

惑星学詳論Ⅲ－４
（大槻圭史教授 ／ 自然3号館609）

後期
未定

全学 平成30年後期
公開
（木）3～5時限

全学 未定
公開
1～4時限目

全学 未定
公開
未定

平成30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）】

未定
未定

人間発達環境学研究科

エイジング論演習２に関する意見交換会
（片桐准教授、原田准教授 ／ 未定）

未定
未定

人間発達環境学研究科

人間環境学相関研究
（丑丸教授、橋本准教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

未定
未定

国際人間科学部

地球環境学１
（丑丸 敦史 教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

未定
未定

国際人間科学部

社会教育計画論１，２
（津田 英二 教授 ／ 鶴甲第二キャンパス）

未定
未定

人間発達環境学研究科

発達支援論研究法に関する意見交換会
（松岡教授、清野准教授、稲原准教授、津田教授 ／ 未定）

※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

