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大学院共通科目 大学教員論 
教育発達科学研究科開講	 高等教育学研究 I‐大学教員準備講座 

 

2単位 

2012年度集中講義 

日時：7月 31日（火）～8月 3日（金）10時~17時 

教室：文系総合館 7階オープンホール 

担当：夏目達也･近田政博･中井俊樹･齋藤芳子 

 

授業の概要 

大学教員になるために必要な知識、スキル等の獲得をめざ

し、多面的に大学教員の職務を検討します。受講者の今後の

キャリア設計、キャリア開発に資するよう、グループワーク

等を適宜織り込んで、実践的に進めます。 

 

授業の目標 

	 この授業が終了したときに、受講者のみなさんが以下のような知識や能力を身につける

ことを目標にします。 

・ 大学の成り立ちや大学教員の職務について理解する 

・ 大学という組織で働くために必要な知識、スキルを身につける 

・ 授業で得た知識、スキルをもとに、自身の今後の学修やキャリア設計を進めることがで

きる 

・ 多様な考え方や経験で培った事例を尊重し、共に教え学びあう雰囲気に貢献する 

 

履修条件  

・ 博士前期課程 1年生以上 

・ 開講時までに教科書を購入のこと 

 

教科書 

	 夏目達也、近田政博、中井俊樹、齋藤芳子（2010）『大学教員準備講座』玉川大学出版部

（2400円） 

 

授業の進め方 

・ 各回の内容はスケジュールで示しているので、授業までに教科書の該当箇所を予習して

おくこと 
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授業のスケジュール 

 

第１回	 大学教員という職業 

‐ 自己紹介 

‐ この授業に関する説明 

‐ 大学教員職の歴史 

‐ 大学教員職の特徴 

 教科書	 １章 

 

第２回	 授業を設計する 

 ‐ 授業のシラバス 

‐ シラバス作成法 

 教科書 ２章 

 

第３回	 教授法の基礎 

 ‐ 授業づくりの基本の型 

 ‐ 学生参加型授業 

 教科書	 ３章 

 

第４回	 学習成果を評価する 

 ‐ 教育評価の論点 

 ‐ 評価の具体的方法 

 教科書	 ４章 

 

第５回	 学生のキャリア形成を支援する 

 ‐ 就職支援からキャリア形成支援への転換 

 ‐ 主体的進路決定の支援 

 教科書	 ６章 

 

第６回	 多様な高等教育機関 

 ‐ 教育・研究条件の多様性 

 ‐ 多様性への対応 

 教科書	 １２章 

 

第７回	 大学教員のライフコース 

 ‐ 生活設計 
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 ‐ 職階で異なる仕事 

 教科書	 １３章 

 

第８回	 研究のマネジメント 

 ‐ 大学教員の研究活動の特徴 

 ‐ 研究プロジェクト管理の基本 

 教科書	 ８章 

 

第９回	 社会サービスに取り組む（１） 

 ‐ 社会サービスの概史 

 ‐ 社会サービスの類型 

 教科書	 ９章 

 

第１０回	 社会サービスに取り組む（２） 

 ‐ 社会サービスにおける現代の課題 

 教科書	 ９章 

 

第１１回	 大学教員の倫理 

 ‐ 倫理とは何か 

 ‐ 教育・研究の倫理的実践 

 ‐ 大学教員の自由と責任 

 教科書	 １１章 

 

第１２回	 書く力をつけさせる（１） 

 ‐ 事前準備 

 ‐ 授業中の働きかけ 

 ‐ 採点 

 ‐ フィードバック 

 教科書	 ５章 

 

第１３回	 書く力をつけさせる（２） 

 ‐ 模擬授業（グループワーク） 

 教科書	 ５章 

 

第１４回	 大学教育におけるチームワーク 

 ‐ 大学内の組織 
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 ‐ 学内リソースの活用法 

 教科書	 ７章 

 

第１５回	 国際化のなかの大学教員 

 ‐ 国際化の現状と意味 

 ‐ 教育の国際化への対応 

 ‐ 研究の国際化への対応 

 教科書	 １０章 

 

成績評価 

授業への参加・小課題	    60％ 

レポート（8月 17日（金）締切予定）	  40％ 

 

レポートの書式と提出方法 

・ 参考文献はすべてリストする 

・ Ａ４用紙を使用する 

・ すべてのページにページ番号をつける 

・ ホッチキスでとめて提出する 

・ 担当教員にメールでも送る 

 

クラス内の方針 

特別な学習支援を必要とする学生：身障者など特別な学習支援を必要とする学生は、すみ

やかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法につ

いて検討します。 

 

受講者の学習権：他の受講者の学習環境を阻害するような行動をとる者に対しては履修を

取り消すように求めることがあります。 

 

不正行為：大学での不正行為とは、カンニング行為によって自分の能力を不正確に伝えた

り、他人の論文などを剽窃したりすることで他人の権利を侵害することなどがあたります。

万が一、不正行為があった場合は、教育発達科学研究科の規則にそって対応します。 

 

ハラスメント：名古屋大学ではハラスメント防止基本宣言を定め、大学のすべての構成員

が、お互いに自由や権利を尊重しあうことが不可欠であるとしています。万が一、ハラス

メントが発覚した場合は、厳格に対応します。また名古屋大学にはハラスメント相談セン

ターがあり専門のカウンセラーがいます。 
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雑誌 

『文部科学白書』（文部科学省、年刊） 

『ＩＤＥ現代の高等教育』（ＩＤＥ大学協会、年 10回、1954～） 

『大学と学生』（日本学生支援機構、月刊、1966～2011） 

『留学交流』（日本学生支援機構、月刊、1988～） 

『大学時報』（日本私立大学連盟、隔月刊、1952～） 

『教育学術新聞』（日本私立大学協会、週刊、1953～） 

『大学行政管理学会誌』（大学行政管理学会、年刊、1997～） 

『大学教育学会誌』（大学教育学会、年刊、1980～） 

『高等教育研究』（日本高等教育学会、年刊、1998～） 

『初年次教育学会誌』（初年次教育学会、年刊、2008～） 

『リメディアル教育研究』（日本リメディアル教育学会、年 2回、2006～） 

『大学マネジメント』（大学マネジメント研究会、月刊、2005～） 

『大学創造』（高等教育研究会、年２回、1994～） 

『大学創造別冊	 大学職員ジャーナル』（高等教育研究会、年刊、1996～） 

『大学と教育』（東海高等教育研究所、全 49号、1991～2009） 

『カレッジマネジメント』（リクルート、隔月刊、1983～） 

『Between』（進研アド、隔月刊、1987～） 

『文部科学	 教育通信』（ジアース教育新社、月２回、2000～） 

『切抜き速報	 教育版』（ニホンミック、月刊、1968～） 

 

ウェブサイト 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

大学入試センター	 http://www.dnc.ac.jp/ 

日本学生支援機構	 http://www.jasso.go.jp/ 

国立教育政策研究所	 http://www.nier.go.jp/ 

国立大学財務・経営センター	 http://www.zam.go.jp/ 

日本学術振興会	 http://www.jsps.go.jp/ 

大学評価・学位授与機構	 http://www.niad.ac.jp/index.html 

大学基準協会	 http://www.juaa.or.jp/ 

日本高等教育評価機構	 http://www.jihee.or.jp/ 

国立大学協会 http://www.kokudaikyo.gr.jp/ 

公立大学協会	 http://www.kodaikyo.org/ 

日本私立学校振興・共済事業団	 http://www.shigaku.go.jp/ 

日本私立大学連盟	 http://www.shidairen.or.jp/ 
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日本私立大学協会	 http://www.shidaikyo.or.jp/ 

日本私立大学団体連合会	 http://www.shidai-rengoukai.jp/index.html 

日本私立医科大学協会	 http://www.idaikyo.or.jp/top.html 

日本私立短期大学協会 http://www.tandai.or.jp/index.php 

大学出版部協会	 http://www.ajup-net.com/ 

文教協会	 http://www.bunkyokyokai.or.jp/ 

日本学術会議	 http://www.scj.go.jp/ 

IDE大学協会	 http://ide-web.net/index.html 

大学評価学会	 http://www.unive.jp/ 

大学行政管理学会	 http://juam.jp/ 

日本高等教育学会	 http://www.gakkai.ne.jp/jaher/ 

大学教育学会	 http://www.daigakukyoiku-gakkai.org/ 

初年次教育学会	 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jafye/ 

日本リメディアル教育学会	 http://www.jade-web.org/ 

大学マネジメント研究会	 http://anum.jp/ 

高等教育研究会	 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/shes/ 

日本高等教育開発協会	 http://www.jaed.jp/ 

日本オープンコースウエア・コンソーシアム http://jocw.jp/ 

大学職員サポートセンター	 http://usc.careervista.jp/ 

日本私立大学教職員組合連合	 http://www.jfpu.org/ 

キャンパス・セクシャル・ハラスメント全国ネットワーク	 http://www.jca.apc.org/shoc/ 

私大職員研修センター	 http://www012.upp.so-net.ne.jp/TUS/  

FMICS（高等教育問題研究会） http://www.fmics.org/ 

大学職員.network	 http://sns.university-staff.net/ 

全国障害者支援センター	 http://www.nscsd.jp/ 

全国大学生活協同組合連合会	 http://www.univcoop.or.jp/ 

大学コンソーシアム京都 http://www.consortium.or.jp/ 

地域科学研究会高等教育情報センター	 http://chiikikagaku-k.co.jp/kkj/ 

ベネッセ教育研究開発センター	 http://benesse.jp/berd/ 

日本能率協会	 http://www.jma.or.jp/edu/school/ 

朝日新聞「教育」http://www.asahi.com/edu/ 

毎日新聞「大学・大学院」http://www.mainichi.jp/life/edu/university/ 

読売新聞「教育」http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/ 

産経新聞「教育」http://sankei.jp.msn.com/life/newslist/education-edc-n1.htm 

The Chronicle of Higher Education	 http://chronicle.com 

Times Higher Education   http://www.timeshighereducation.co.uk/ 
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メーリングリスト 

サイエンス・サポート・アソシエーション	 http://sci-support.org/?page_id=27/ 

全国大学高専教職員組合	 http://zendaikyo.or.jp/mailinglist/mailinglist.htm 

広島大学高等教育研究開発センター	 http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/news_mail.php 

京都大学高等教育研究開発推進センター	 http://kyoto-u.s-coop.net/asagao/ 

名古屋大学高等教育研究センター	 http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/ 

地域科学研究会 http://chiikikagaku-k.co.jp/company/mailmaga/mailmaga.html 

私立大学メーリングリスト（日本私大教連書記局） 

http://www.jfpu.org/mailing%20list/mailinglist_guide.htm 

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク 

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/ce/xoops/modules/tinyd1/index.php?id=22&tmid=38 

全国カルト対策大学ネットワーク 

http://religion.web.infoseek.co.jp/religion/univ_cult_ml/index.htm 

University World News   http://www.universityworldnews.com 

 

以上 


