
FD関連講演会等実績　（令和元年度実績）

①第1回 データサイエンス学部
FD・SD研修会

②国際教養学部
FD・SD 研修会

③第１回 国際総合科学部ＦＤ・SD研修会

日　時　 令和1年7月25日 令和元年8月1日 令和1年10月15日

会　場　 金沢八景キャンパス YCUスクエア201教室 金沢八景キャンパス 大会議室
鶴見キャンパス 図書室

金沢八景キャンパス 理学系研究棟1F会議室
 福浦キャンパス A202教授会室

参加人数　 25名 38名 98名 (国総39名、医59名)

講演者
文部科学省 国立教育政策研究所

生涯学習政策研究部・高等教育研究部 総括研究官
加藤 かおり 氏

国際教養学部教員
東京工業大学 生命理工学院 特別研究員

稲本 進 氏

④第1回 理学部
FD・SD 研修会

⑤第1回 国際商学部
FD・SD 研修会

⑥国際総合科学群・医学群
FD・SD研修会

日　時　 令和元年10月17日 令和元年10月24日 令和元年12月11日

会　場　
金沢八景キャンパス ビデオホール

鶴見キャンパス 講義室2
金沢八景キャンパス ビデオホール

福浦キャンパス ヘボンホール
金沢八景キャンパス 理学系研究棟1階会議室

センター病院　本館4階会議室

参加人数　 40名 33名 169名 (国総18名、医151名)

講演者 理学部　鈴木 厚 教授 国際商学部　張 櫻馨 教授
東京工業大学 生命理工学院 特別研究員

稲本 進 氏

⑦国際教養学部・国際商学部
合同FD・SD研修会

⑧第2回 理学部
FD・SD研修会

⑨第1回教養ゼミ
FD研修会

日　時　 令和2年1月30日 令和2年2月21日 令和元年7月30日

会　場　 金沢八景キャンパス　ビデオホール 金沢八景キャンパス　ビデオホール 金沢八景キャンパス 大会議室

参加人数　 34名 26名 36名

講演者
(1)国際教養学部 教養学系　平松 尚子 准教授
(2)国際教養学部 都市学系　大島 誠 准教授
(3)国際商学部　中園 善行 准教授

北海道大学 経済学研究科教授
谷口 勇仁 氏

国際商学部　和田 淳一郎 教授

⑩第5回 ヨコハマFDフォーラム

日　時　 令和元年12月7日

会　場　 神奈川大学 横浜キャンパス

参加人数　 63名　※他大学、一般参加を含む

講演者

(1)横浜国立大学 地域実践教育研究センター
    准教授　志村 真紀 氏
(2)国際教養学部　鈴木 伸治 教授
(3)関東学院大学 人間共生学部長  新井 信一 氏
(4)神奈川大学 人間科学部 教授  松本 安生 氏
(5)神奈川大学 人間科学部 非常勤講師  町田 小織 氏

オムニバス型講義の改善
Research Misconduct : The Beginning of the End

What Makes a Scientist “Dr. Con Artist”?
※12月にも同内容で実施

講演テーマ

(1)本学の外国語教育充実
(2)PBL(Problem -based Learning) を取り入れた

授業の実施
(3)外部評価される学生の育成、早期履修制度

大学院理系研究室のマネジメント
―風通しの良い研究室の構築に向けて―

「教養ゼミのこれから」について

クォーター科目運営の経験の共有
Research Misconduct : The Beginning of the End

What Makes a Scientist “Dr. Con Artist”?
※10月にも同内容で実施
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講演テーマ
PBLの基本と実践

−インターンシップでの導入のための情報共有－

講演テーマ

地域連携による大学教育
-PBLとシチズンシップ教育－

※神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学と
共同開催

講演テーマ
本学における医理連携のとりくみの

成果と現状、今後の課題
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①医学科・看護学科合同FD ②医学教育推進部門FD ③医学教育推進部門FD

日　時　 令和元年8月22日 令和元年9月26日 令和元年11月28日

会　場　 看護教育研究棟3階 教授会室 教授会室

参加人数　 56人 23人 30人

講師
リハ栄養で何ができるか？

～医原性サルコペニアを撲滅するために～
mini-CEX(簡易版臨床能力評価法) アウトカム基盤型教育(OBE)

テーマ
聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院

看護師長　森 みさ子 氏
富山大学医師キャリアパス創造センター・

消化器内科診療講師　三原 弘 氏
千葉大学大学院医学研究院

医学教育学教授　伊藤 彰一 氏

④コンプライアンス研修

日　時　 令和2年1月17日

会　場　 福浦キャンパスC1教室

参加人数　 76人

講師

Research Misconduct : The Beginning of the End
What Makes a Scientist “Dr. Con Artist”?

※10月、12月にも同内容で実施
(国際総合科学群・医学群FD・SD研修会③⑥参照)

テーマ
東京工業大学 生命理工学院 特別研究員

稲本 進 氏
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