
特色GP活動最終報告会

年 月 ～ 13：20

パルテノン多摩 第１会議室（東京都多摩市）

お問合せは 恵泉女学園大学  教育研究支援センター
Tel:042‐376‐8339　Fax:042‐376‐8218　E-mail:shien@keisen.ac.jp

〒206-8586 東京都多摩市南野2‐10‐1  「体験学習GP」サイト http://www.keisen.ac.jp/univ/gp/

京王線「京王多摩センター駅」・小田急線「小田急多摩センター駅」・多摩モノレール「多摩センター駅」下車　徒歩5分（裏面参照）

［第1部］

［第2部］

講演 「学士課程教育における体験学習の意義と課題」

恵泉女学園大学

濱名 　篤（関西国際大学長）

全体報告 「特色GP3年間の成果、体験学習10年目の到達点」

挨拶 木村 利人（恵泉女学園大学長）

大橋 正明（本学人間社会学部長　取組担当者）

FS報告 「フィールドスタディの限界をどう超えるか
  ――受入側のインパクトと評価指標を考える」

報　　告 斉藤 百合子（本学教員　体験学習CSL・FS主任　FS担当）

コメント 田中 義信（大阪女学院大学 准教授）

CSL報告 「恵泉型コミュニティ・サービス・ラーニングの挑戦」
報　　告 松村 正治（本学教員　体験学習CSL・FS委員　CSL担当）

コメント 興梠 　寛（（社福）世田谷ボランティア協会理事長）

上村 英明（本学教員　体験学習CSL・FS委員長）

質疑応答

まとめ

質疑応答

閉会

　「学士課程教育の構築に向けて」（答申）において、教

育方法の改善方策として「体験活動」が取り上げられたこ

ともあり、各種の体験型活動が大学教育の中に取り入れら

れつつあります。本学では他学に先がけ1999年度に体

験学習プログラムを正規科目として取り入れ、長期と短期

のフィールドスタディ、コミュニティ・サービス・ラーニング

の3プログラムからなる科目群に成長させてきました。

　特に2006年度以降は特色GPによる支援を受け、「海

外における体験学習の実態基礎調査」「大学教育におけ

る海外体験学習の可能性と課題―危機管理事例を中心に」

「海外体験学習における受入側のインパクト」「体験学習

の評価指標作成」などの調査・研究およびその成果を受

けての授業改善などを行なってきました。

　3年間の特色GPによる活動を終えるにあたり、その実

践を振り返り、本学の体験学習の成果と今後を考え、本報

告会を企画いたしました。ぜひご参加ください。

恵泉はトップランナーか？恵泉はトップランナーか？
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恵泉女学園大学教育研究支援センター
Tel：042‐376‐8339　Fax：042‐376‐8218　E-mail：shien@keisen.ac.jp

ホームページからもお申込みいただけます： http://www.keisen.ac.jp/univ/gp/

恵泉女学園大学恵泉女学園大学 教育研究支援センター教育研究支援センター FAX.042 FAX.042‐376376‐82188218

「特色GP活動最終報告会」（3月2日開催） 参加申込書

お申込みがなくてもご参加いただけますが、会場準備の都合上、事前のご連絡をいただけると助かります。
※ご記入いただいた個人情報については、本学園の個人情報保護指針にもとづき、適正に管理いたします。

〒　　　－

所属大学･団体名

職 種

電 話 番 号

メールアドレス

備 考

連 絡 先ご住 所

お 名 前

フ リ ガ ナ

※ご記入いただきました連絡先に今後案内などをご送付差し上げてもよろしいでしょうか？
　ご不要な方は右記項目にチェックをお願いいたします。

ご質問などございましたらご記入ください。

教員・職員・学生・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不要

恵泉女学園大学 教育研究支援センター FAX.042‐376‐8218

パルテノン多摩
交 通 案 内

京王相模原線（都営地下鉄新宿線乗入れ）･小田急多摩線（東京メトロ千代田線乗入れ）･多摩モノレール
多摩センター駅下車　徒歩5分　（東京都多摩市落合2-35）
京王線中央改札口、小田急線改札西口より左へ　パルテノン大通り（遊歩道）つきあたり
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