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彙 報（2017年９月～2019年３月） 

 

(1) 地域連携教育研究推進ユニット活動報告（主催、共催、協力を含む） 

平成 29年度（2017年９月１日〜2018年３月 31日） 

平成 29年 

９月 16日 
京都大学ジュニアキャンパス in木津川市 

（木津川市中央交流会館・いずみホール） 

９月 28日 
横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校による訪問 

（京都大学教育学部本館１階 第２会議室） 

10月５日 
京都観光経営学講座 開講式 

（京都大学楽友会館） 

10月 17日 
京都観光経営学講座 演習ガイダンス 

（京都大学国際科学イノベーション棟 ５階会議室 a/b） 

10月 28日 
京都大学ジュニアキャンパス 2017 

（京都大学） 

12月３日 
2017年度 地域公共政策士合同成果報告会 

（キャンパスプラザ京都） 

12月９日 
教育セミナー2017 

（けいはんなオープンイノベーション内ホール） 

平成 30年 

１月 13日 
「１まち１キャンパス事業」「ふるさと応援事業」成果報告会 

（けいはんなオープンイノベーション内ホール） 

２月 17日 

京都大学COC事業（COCOLO域）総括シンポジウム 

（京都大学国際科学イノベーション棟 西館５階 シンポジウムホー

ル） 

２月 27日 
平成 29年度第３回COC実施委員会 

（京都大学教育学部本館１階 第２会議室） 

３月６日 
「京都観光経営学講座」演習発表会及び修了式 

（京都大学総合研究２号館３階 ケーススタディ演習室） 
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３月 19日 
地域公共人材大学連携事業 幹事会 

（龍谷大学深草キャンパス 和顔館４階 第２会議室） 

平成 30年度（2018年４月１日〜2019年３月 31日） 

平成 30年 

8月 7日 
ICT教育セミナー2018 

（京都府立南陽高等学校） 

8月 17日 

 〜19日 

2018けいはんな子ども科学キャンプ 

（けいはんなプラザ・ラボ棟 3階 子ども科学実験室） 

 

10月 27日 
京都大学ジュニアキャンパス 2018 

（京都大学） 

12月 21日 
地域公共人材大学連携事業 幹事会 

（佛教大学二条キャンパス７階 N1-741会議室） 

平成 31年 

１月 12日 
「１まち１キャンパス事業」「ふるさと応援事業」成果報告会 

（けいはんなオープンイノベーション内ホール） 

１月 14日 
木津川探検ワークショップ第 1回 

（木津川市情報発信基地キチキチ 2階） 

１月 19日 
木津川探検ワークショップ第 2回 

（木津川市情報発信基地キチキチ 2階） 

２月 19日 平成 30年度「地域（京都）志向プログラム」協議 

2月 2日 
木津川探検ワークショップ第 3回 

（木津川市情報発信基地キチキチ 2階） 

2月 11日 
木津川探検ワークショップ第 4回 

（木津川市情報発信基地キチキチ 2階） 

３月 20日 
地域公共人材大学連携事業 幹事会 

（龍谷大学深草キャンパス 和顔館 4階会議室 3） 
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(2) ユニット構成員 

平成 29年度 

高見  茂 （京都大学特任教授・白眉センター） 

杉本  均 （教授・教育学研究科・ユニット長） 

藤井  聡 （教授・工学研究科） 

一方井誠治 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

若林 直樹 （教授・経営管理大学院） 

小山田耕二 （教授・国際高等教育院） 

服部 憲児 （准教授・教育学研究科） 

山岡景一郎 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

高橋 克忠 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

市川 千秋 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

摺河 祐彦 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

光成研一郎 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

和田 孫博 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

渡邊 洋子 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

植田みどり （特任准教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

柴  恭史 （特任准教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

江上 直樹 （特任講師・地域連携教育研究推進ユニット） 

中島 悠介 （特任講師・地域連携教育研究推進ユニット） 

渡辺 雅幸 （特定講師・地域連携教育研究推進ユニット） 

郭  暁博 （特定助教・地域連携教育研究推進ユニット） 

 

平成 30年度 

高見  茂 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

杉本  均 （教授・教育学研究科・ユニット長） 

藤井  聡 （教授・工学研究科） 

一方井誠治 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

若林 直樹 （教授・経営管理大学院） 

小山田耕二 （教授・国際高等教育院） 

服部 憲児 （准教授・教育学研究科） 

山岡景一郎 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

高橋 克忠 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

市川 千秋 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

摺河 祐彦 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

光成研一郎 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 
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和田 孫博 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

渡邊 洋子 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

鳩山 文雄 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

阿部 敏行 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

小松 郁夫 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

菱田 準子 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

湯川 笑子 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

藤本 一郎 （特任教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

植田みどり （特任准教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

柴  恭史 （特任准教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

渡辺 雅幸 （特任准教授・地域連携教育研究推進ユニット） 

江上 直樹 （特任講師・地域連携教育研究推進ユニット） 

中島 悠介 （特任講師・地域連携教育研究推進ユニット） 

全  京和 （特任助教・地域連携教育研究推進ユニット） 

 

(3) カリキュラム（全学共通科目・学部科目等） 

平成 29年度 

① 「京都創造論」（前期・月曜５限） 

   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博 

② 「京都のまちづくり－文化・科学の交流と地域活性－」（後期・月曜５限） 

   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博 

③ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案A」（前期・金曜５限） 

   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎 

④ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案B」（後期・金曜５限） 

   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎 

平成 30年度 

⑤ 「京都創造論」（前期・月曜５限） 

   服部憲児、郭暁博、全京和 

⑥ 「京都のまちづくり－文化・科学の交流と地域活性－」（後期・月曜５限） 

   服部憲児、郭暁博、全京和 

⑦ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案A」（前期・金曜５限） 

   服部憲児、郭暁博、全京和、安藤哲郎 

⑧ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案B」（後期・金曜５限） 

   服部憲児、郭暁博、全京和、安藤哲郎 


