
京都大学大学担教育学研究科紀婆第55号 2則的

「教育実践コラボレー ション・センターJ

く活動概要>

教育実践コラボレーション ・センターは、京都大学大学院教育学研究科目 「子ども白生命性と

有能性を育てる教育 ・研究推進事業」を推進すべく 、2007年4月に新設されたセンタ である。

教育実践コラボレ ション ・センタ の目的は、現場から持ち込まれた具体的な問題に対L、異

分野融合チ ムを組織するなどして、教育学研究科として白組織的な対応をコ ディネ 卜する

ことにある。その際、子どもをめぐる教育問題白中心を、「生命性を深めることJ(心白問題)と

「有能性を高めることJ(学力問題)という2つ白軸と Lて取り出し、そ白 トータルな育成の方法

を探っている。また、教育研究におけるマク ロ的アプロ チ(教育制度学や教育社会学や比較教

育学)とミク ロ的アプローチ(認知心理学や心理臨床学や教育哲学)を統合Lつつ研究を進めて

いる。

こ白ように、「生命性と有能性JIマク ロとミク ロ」など、これまで分断されてきた領域聞のコ

ラボレ ションを組織することで、子どもの全体性を捉え、複合的な教育問題の解決に真に寄与

Lうる教育学の構築を目指している。さらに、教育問題の解決と新Lい教育空聞のデザインの場

に大学院生が参加することで、実践的な理論の力と理論的な実践の力を持つ研究者 ・実践者の養

成も実現できると考えている。

現在、京都府内および近隣において、現場の教師や地域住民と教育学研究科目教員や学生 ・大

学院生と白間で白協働的で継続的な研究 ・実践が展開されている。こう Lた既存の教育学研究科

と教育現場と白コラボレーション白取り組みを、それぞれ 「学校教育改善ユニットJI新 Lい教

育関係ユニットJI教育空間創造ユニット」という 3つのユニットと Lて組織している。

「学校教育改善ユニット」では現在、京都市立高倉小学校、寝国11市立回井小学校、滋賀県立

膳所高等学校をフィールドと Lて、教師の授業力を高めるために、大学院生が、授業の計画 ・授

業白観察 ・授業の振り返りを、教師とともに実施する取り組みを進めている。また、E.FORUM

全国スク ルリ ダ育成研修も行っている。 「新Lい教育関係ユニット」では、「不登校」の子

どものための学校である京都市立洛風中学校において、事例を検討するカンファレンスなどを通

じて、学校運営に助言を行うとともに、すでに 「新Lい教育関係」を築いてきた各地目学校との

連憐をめざしている。さらに、「教育空間創造ユニット」では、京都府で唯一の 「村」である相

楽部南山城村の野廠 ・童仙房地区において、大学院生が中心となって、住民と協働して新Lい教

育空間を創造する試みを進めている。そして、各ユニットにおける個別のコラボレ ションを領

域横断的で組織的なものへと発展させることで、学校などが抱える実践的問題をセンタ が窓口

になって受け付け、問題を厳選して研究科としてその理解と対処に取り組んでいる。

-442ー



京都大学大学院教育学研究科紀要第55号 2009 

屯お、教育学研究科目進める大学院生白主体的研究プログラムである 「研究開発コロキアム」

や、中固などと自国際的な学術交流白取り組みとも連携Lながら、以上の取り組みを進めている。

〈講演会 ・シンポジウム ・ワー クシ ョップ > (2008年1月 1 日 ~2叩9年3月 31 日)

講演会 「小学校教育の現状を考える会」

・ 日時 2008年2月2日日(水) 15時30分~17時00分

・ 場所京都大学教育学研究科 420室

・ 主催教育実践コラボレ ション ・センタ

・ 企画 ・司会田中耕治(京都大学)

. 講演者 畠田靖久(京都市立醍醐西小学校副教頭)

E.FORUM全国スクールリーダー育成研修第 3回実践交流会

・ 日時 2008年3月29日(士) 1日時日0分~17時00分

・ 場所京都大学教育学研究科第三演習室

・ 主催 京都大学教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター

・ 司会西岡加名恵(京都大学)、石井英真(京都大学)

シンポジウム 「なぜ心理学者が地域に足を運ぶか」

・ 日時 2008年4月18日(金) 19時40分~21時00分

・ 場所京都府相楽郡南山城村旧野殿童仙房小学校

・ 主催 野殿童仙房生涯学習推進委員会

(共催 京都大学GCOEプロジェクト 「心が活きるフィールド教育と生涯発達のサポート

システムJ)教育実践コラボレーション ・センター 「教育空間創造ユニットJ)

. コーディネーター 前平泰志(京都大学)

. 講演者 ゃまだようこ(京都大学)、杉方俊夫(京都大学)、永田索彦(京都大学)

公開シシポジウム 「日中韓の教育課程 ・教育評価改革の動向」

・ 日時 2008年7月31日(木) 14時00分~17時日日分

. 場所京都大学芝蘭会館別館研修室 1

・ 主催 京都大学教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター

(共催 日中教育共同研究センター)

助成京都大学教育研究振興財団 「平成20年度シンポジウム等開催助成」

・ 司会 田中耕治(京都大学)、杉本均(京都大学)

・ 講演者安彦忠彦(早稲田大学)、高映(中国中央教育科学研究所)、白淳

根(ソウル大学)
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プロジェクト活動③「教育実践コラボレ ション ・センタ 」

国際教育研究フロンティアBI中国における教育課程改革の現状と課題」

. 日時 20曲年8月1日(金)10時田分-17時曲分

8月2日(士)10時∞分-17時∞分

. 場所京都大学教育学研究科第三演習室(J日)、 420室 (2日)

・ 主催 京都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター

(共催 日中教育共同研究センター)

・ 講義 田中耕治(京都大学)、高峡(中国中央教育科学研究所)、項純(京都大学大学院

教育学研究科D2，中国中央教育科学研究所)

コラボ ・ミニ学習会 「命の授業第一回~金森俊郎先生を囲んで-J

・ 日時 2008年8月2日(士)16時∞分-18時∞分

・ 場所京都大学教育学研究科 420室

・ 主催教育実践コラボレ ション ・センタ

・ 企画 ・司会田中耕治(京都大学)

・ 講演者金森俊朗(北陸学院大学)

E.FORUM全国スクールリーダー育成研修 「スクールリーダー育成のための基礎講座 【前期集中

研修】」

. 日時 2008年8月2日日 (水)13時30分-17時15分

21-22日(金)9時∞分-17時∞分

・ 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 Bお

・ 主催京都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレ ション ・センタ

後援財団法人松下教育研究財団

・ 司会西岡加名恵(京都大学)、赤沢真世(京都大学)

. 講師 団中耕治(京都大学)、高見茂(京都大学)、楠見孝(京都大学)、西岡加名恵

(京都大学)、金子勉 (京都大学)、中池竜一 (京都大学)、赤沢真世(京都大学)

E.FORUM全国スクールリーダー育成研修 「学校教育研究フェスタ」

・ 日時 2008年8月23日(士)9時∞分-17時∞分

. 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 Bお

・ 主催 京都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター

後援財団法人松下教育研究財団

・ 司会西岡加名恵(京都大学)、赤沢真世(京都大学)

・ 講演者桑原知子(京都大学)、講師西岡加名恵(京都大学)

・ 報告者奥田成美 (加西市立北条小学校)、中井俊尚 (加西市立下里小学校)、

森干映子(京都市立衣笠中学校)、渡謹久暢(福井県立若狭高等学校)
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京都大学大学院教育学研究科 ・北京師範大学教育学院合同国際シンポジウム 1• II 

. 日時 20曲年12月日日(水)14時日0分-17時00分、 12月4日(木)14時曲分-17時曲分

・ 場所北京師範大学教育学院英東楼318室

・ 主催北京師範大学教育学続、京都大学大学院教育学研郷ヰ教育実践コラボレーション ・

センター

①合同国際シンポジウム 1，現代日本の高等教育J(12月3日)

・ 司会高益民(北京師範大学)

・ 報告者金子勉(京都大学)、南部広牢(京都大学)

コメンテ タ 大塚雄作(京都大学)

②合同国際シンポジウム II，学生の研究と生活現状と課題J(12月4日)

・ 司会劉慧珍(北京師範大学)

. 報告者辻本雅史(京都大学)、竹腰干絵(京都大学大学院)、本部かの子(京都大学大

芋院)、劉慧珍(北京師範大学)、子小霞(北京師範大学教育学院)、李凡卓(北京師範

大学教育学院)

E.FORUM全国スクールリーダー育成研修 「スクールリーダー育成のための基礎講座 【後期集中

研修】」

・ 日時 2008年12月26日(金)9時日0分-17時00分

・ 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 B23

・ 主催 京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション ・センター

後援財団法人パナソニック教育財団

・ 司会西岡加名恵(京都大学)

・ 講師西岡加名恵(京都大学)

学校臨床研究会シンポジウム

. 日時 20ω年1月11日(日)13時日O分-17時00分

・ 場所京大会館

・ 主催京都大学大学院教育学研究科学校臨床研究会

(教育実践コラボレーション・センター 「新 Lい教育関係ユニットJ)

・ 司会西嶋雅樹(京都大学大学院)

・ 講演者桑原知子(京都大学)

第12固リカレン卜教育講座 ，r心白教育』を考える~個白あり方を大事にする関わり-J

. 日時 20ω年2月13日(金)13時日O分-17時00分、

14日(士)9時凹分-12時15分

・ 場所京大会館

・ 主催 京都大学大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センタ

(共催教育実践コラボレ ション ・セン夕 、大学院GP，臨床白知を創出す
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プロジェクト活動③「教育実践コラボレ ション ・センタ 」

る質的に高度な人材養成ー京大型臨床の知創出プログラムJ)

・ 講師森岡正芳(神戸大学)、伊藤良子(京都大学)、角野喜宏(京都大学)、河合俊雄

(京都大学)、桑原知子(京都大学)、皆藤章(京都大学)、田中康裕(京都大学)、大山

幸宏(京都大学)

. 総合司会(14日) 角野善宏(京都大学)

. 報告者(14日) 青木俊 ・原伊津子(愛知県知多郡東浦町立緒111小学校)、河内正明

(前京都市立洛風中学校校長)、松村和美(砂子療育園)

・ 指定討論者(14日) 森岡正芳(神戸大学)

講演会 「小学校教育の現状を考える会 第二回」

・ 日時 20ω年3月4日(水)15時∞分-17時∞分

・ 場所京都大学教育学研究科 420室

・ 主催教育実践コラボレ ション ・センタ

・ 企画 ・司会田中耕治(京都大学)

・ 講演者安藤国之(京都市立醍醐西小学校校長)

E.FORUM全国スクールリーダー育成研修 「第 4回実践交流会」

. 日時 20ω年3月28日(士) 10時∞分-17時00'分

. 場所京都大学教育学研究科第二講義室

・ 主催京都大学教育学研究科、教育実践コラボレ ション ・センタ

後援バナソニック教育財団

・ 司会西岡加名恵(京都大学)、赤沢真世(京都大学)

. 講演者八回幸恵(福井大学)
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