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は じ め に
高等教育のユニバーサル化や大学をめぐる社会情勢の変化に伴い、専門分野の研究能力に加えて、教育
や管理実務に関する様々な能力が大学教員に求められるようになっています。これに対応するためには、
特に若手教員を対象として、バランスの取れた人材を組織的に育成する仕組みが不可欠です。近年、大学
教員の教育能力開発（ＦＤ：Faculty Development）の重要性が強く意識され、種々の取組みが行われて
います。また、平成29年度から大学設置基準等においても教職員のための研修が義務づけられるなど、
高等教育政策も時々刻々変化しています。しかしながら、教員の職務全般にわたる多面的・総合的な能力
開発（ＰＤ：Professional Development）という視点からの試みはあまり例がありません。

諸外国に目を向けると、多くの先進諸国で「テニュア・トラック制度」が導入されています。その中
で、すべての若手研究者は一定期間、任期付のテニュア・トラック教員となり、厳格な総合的業績評価の
もとでテニュア資格を取得しています。テニュア・トラック期間中には、大学教員として必要な能力を開
発育成するための精緻なプログラムが用意されていますが、中には、「高等教育教授資格制度（高等教育
機関での教授能力を証明するもの）」を導入している国もあります。

そこで本学は平成25年度より、若手教員の能力開発を一層促進するために、欧米に倣う形での教員育
成制度を全学的に導入しました。この制度は当初「愛媛大学独自のテニュア・トラック制度」と呼ばれて
いました。しかし、学外で運用されている他の制度と区別するため、さらには若手育成という制度の趣旨
をより明確にするため、平成29年度からは愛媛大学「テニュア教員育成制度」と名称を変更しました。
本制度は、教員のために多面的・総合的な能力開発（ＰＤ）プログラムを提供するとともに、能力開発の
ための財政的支援を行うことで、若手教員の教育研究環境を充実させ、ひいては、大学人としてふさわし
い能力を育成することを、その大きな目的としています。

国立大学における教員の業績評価については、国の政策レベルでも様々な議論がなされており、本学で
も、全国の動向を見ながら検討を進めているところではありますが、本制度が、若手の教員のスキルやモ
チベーションを高めることを目的としていることに変わりはありません。本制度を活用し、教育者・研究
者として大きく成長されることを期待しております。
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テニュア教員育成制度の趣旨
愛媛大学が導入した本制度の趣旨は次のとおりです。
教育、研究、管理にバランスの取れた総合力の高い大学教員を育成し、もって教員の流動性を高め、
教員の質、ひいては教育の質の保証に資すること

制度概要
新規採用の若手教員等を、テニュア教員育成期間中に体系的なプログラムのもとで、大学教員として必
要とされる業務（教育、研究、マネジメント）全般に関わる能力開発と財政的支援を全学的に行い、教育
者・研究者としての自立を促進します。また、テニュア教員育成期間中の各教員の総合的な業績を厳正に
評価して、教員の質ひいては教育の質を担保します。

対象者
法人化時点で担保され、運営費交付金により人件費が措置されている教員ポストのうち、次の職の者全
員について５年任期で採用し、テニュア教員育成制度を適用します。
（対象者）
１．講師（医学系研究科、附属病院、先端研究・学術推進機構プロテオサイエンスセンター重信ステー
ション及び総合健康センターに所属する者を除く。）
２．助教（医学系研究科臨床系、附属病院及び総合健康センターに所属する者を除く。）
なお、上記対象教員以外の教育研究歴の短い新規採用の実務家教員等においても、必要に応じてテニュ
ア教員育成制度を適用します。

能力開発の実施
テニュア教員育成期間の最初の３年間で合計100時間の能力開発（PD）プログラムの受講を義務化
し、修了者には「愛媛大学教員能力開発プログラム修了証書」を授与します。

「能力開発（ＰＤ︰Professional Development）プログラム」
次の①～③までの能力開発プログラムを３年間で体系的に受講します。
①教育能力開発（ED︰Educational Development）プログラム
②研究能力開発（RD︰Research Development）プログラム
③マネジメント能力開発（MD︰Management Development）プログラム

財政的支援の実施
１．テニュア育成教員には、テニュア教員育成期間の最初の３年間に重点的に財政的支援（研究費の配分
等）を実施します。
２．テニュア育成教員は、学内競争的研究資金である研究活性化事業のうち、「スタートアップ支援」へ
も応募が可能です。
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各部局は、テニュア育成教員の能力開発につとめるとともに、テニュア教員育成期間中に中間審査と最
終審査を実施し、中間審査又は最終審査に合格した者をテニュア職に移行させます。テニュア資格審査の
基準は各部局で定める審査基準を適用します。
（平成31年４月１日以降に開始された公募により採用されたテニュア育成教員）
テニュア職移行時に、講師は准教授に昇任させるか、又は講師の職位のまま特任准教授の名称を付与
し、助教は講師若しくは准教授に昇任させるか、又は助教の職位のまま特任講師の名称を付与するものと
します。テニュア資格審査を経て特任准教授の名称を付与された講師にはテニュア講師手当を、特任講師
の名称を付与された助教にはテニュア助教手当を支給します。
（平成31年３月31日以前に開始された公募により採用されたテニュア育成教員）
テニュア職移行時に、講師は准教授に昇任させ、助教は講師若しくは准教授に昇任させるか、又は助教
の職位のまま特任講師の名称を付与するものとします。テニュア資格審査を経て特任講師の名称を付与さ
れた助教にはテニュア助教手当を支給します。
＜テニュア職への移行の流れ＞
テニュア・トラック制度における中間審査・最終審査について
採用
審査

１年

【中間審査】

【最終審査】

採用後、２年７ヶ月
〜９ヶ月の間に実施

採用後、４年５ヶ月
〜７ヶ月の間に実施

２年

３年

４年

５年

以降
公募採用

テニュア教員
テニュア育成教員
助教
講師

テニュア教員

教育能力開発
（ED）
、
研究能力開発
（RD）
、
および
マネジメント能力開発
（MD）
プログラムの提供
テニュア教員育成支援経費などの財政支援

PDプログラム受講限度
テニュア育成教員は、
テニュア教員育成期間の最初の3年間で
合計100時間の能力開発
（PD）
プログラムを受講するものとする。
（テニュア教員育成制度に関する規則第8条
（P65）
）

テニュア教員育成制度実施体制
テニュア教員育成制度は、テニュア教員育成制度実施本部が主体となり全学的な組織体制の下で実施さ
れます。また、テニュア教員育成制度実施本部に置かれたテニュア育成教員能力開発室には各部局の代表
も参加しPDプログラムの企画立案から実施に係る主たる役割を担います。
Head Oﬃce for Tenure System

テニュア教員育成制度実施本部
Institute for Education
and Student Support

Institute for the
Promotion of Science
and Technology

《構成員》
① 本部長
学長
② 副本部長
理事
（教育担当）
，理事
（学術・環境担当）
③ 本部員
各学部長，学長が指名する者
《業 務》
① テニュア教員育成制度の基本方針及び企画
② テニュア教員育成制度に係る財政的支援
③ テニュア教員育成制度実施状況の点検，評価及び改善
④ テニュア教員育成制度における全学間の連絡調整

教育・学生
支援機構

先端研究・学術
推進機構

テニュア育成教員能力開発室

教育企画室
・ＥＤプログラムへの支援
・ＭＤプログラムへの支援

支援

Oﬃce for Educational
Planning and
Research

《構成員》
① 室長
学長が指名する理事，副学長又は学長特別補佐
② 室長代理
同上
③ 副室長
教育企画室副室長及び学術企画室長又は学術企画副室長
④ 室員
・ＥＤ，ＭＤプログラム担当教員 若干人
・ＲＤプログラム担当教員 若干人
《業 務》
テニュア育成教員の能力開発
（ＰＤ）
に係るプログラムの企画，立案
及び実施
テニュア育成教員の教育研究環境改善に関すること

Oﬃce for Professional Development for Tenure Track Faculty

若手教員（助教，講師）
○テニュア教員育成期間の３〜５年目各学部・機構において，テニュア教員への資格審査を実施支援
法文学部

教育学部・教育学研究科

社会共創学部

理工学研究科
（理学系）

医学系研究科

理工学研究科
（工学系）

農学部・連合農学研究科

機構群
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支援

支援

学術企画室
・ＲＤプログラムへの支援

Academic Planning
Oﬃce

支援

各部局の
テニュア育成
教員メンター

テニュア教員 育 成 制
度概要

テニュア資格審査
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PD（能力開発）プログラム

１．PD
（能力開発）プログラム修了にあたって期待されている力
本プログラム修了にあたって、
PDプログラム

EDプログラム

Ⅱ

教育力
ＭＤプログラム

ＲＤプログラム
マネジメ
ント力

研究力

学術的統合力

第１に、教育力（Educational Competencies）
です。これは、大学における教育者として必要な能力
です。教育業務（とりわけ授業実施）に関わって必要な、授業設計・教授法・評価法に関する基礎的な能
力を身につけていること、そしてこうした教育業務を担う上で基盤となる教育理念を持っていることが求
められます。
第２に、研究力（Research Competencies）
です。これは研究者として必要な能力です。研究業務に
関わって必要な、外部資金確保や科学コミュニケーションに関する基礎的な能力を身につけていること、
知的財産権や著作権について理解していること、そして何より研究業務を担う上で基盤となる研究者倫理
を遵守できることが求められます。
第３に、マネジメント力（Management Competencies）です。これは組織人として必要な能力で
す。マネジメント業務に関わって必要な、研究室・プロジェクト・会議のマネジメント力、安全衛生管理
に関する基礎的な能力を身につけていること、高等教育政策の動向に関する基礎的な知識を理解している
ことが求められます。
本プログラムでは、こうした能力をバランスよく身につけることを求めています。その上で、第４に、
学術的統合力（Academic Integration Competencies）
を求めています。これは学問の世界に身を置く
者（学術者）として必要な能力です。目指すべき大学教員像とキャリア・ビジョンを持ち、教育・研究・
マネジメントの各能力を学術的に統合できていることが求められます。
つまり、上記４つの能力は、分断されているもの／されるべきものではなく、本質的にはお互いに密接
に繋がっているものです。自らの目指すべき大学教員像、専門分野、将来のキャリア・ビジョンに照らし
合わせて、４つの能力を学問の世界という文脈において統合できていることが、生涯に渡る大学教員生活
の基盤となると愛媛大学は考えています。

２．研修科目について
「PDプログラム」は「EDプログラム」（必修46時間）、「RDプログラム」（必修14時間）、「MDプログ
ラム」（選択必修10時間以上）及び選択30時間で構成され、合計100時間の受講をもって「愛媛大学教
員能力開発プログラム修了証書」が授与されます。
ＰＤプログラム区分
ＥＤプログラム
ＲＤプログラム
ＭＤプログラム
合
計

必

修（時間）
46
14
10（選択必修）
70

選

※平成28年度以降に中間審査及び、最終審査を受審するテニュア育成教員に適用
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択（時間）
30
30

ＰＤプログラム

テニュア育成教員には、愛媛大学
PD（教員の総合的な能力開発）ポリ
シーに従って、以下の力（Expected
Competencies for Completion of
the Professional Development
Programs）を身につけることが期
待されています。
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研修科目一覧
研修科目一覧
区分

選択
区分

必
修

研修科目名

科目番号

eﾗｰﾆﾝ
SPOD
ｸﾞ

受講
時間（H）

担当教員

開講日
(視聴日)

時間

18

小林，中井，
仲道，竹中 他

①6/29（土）～30（日）
②9/4（水）～5（木）

-

E101

授業デザインワークショップ

E103

授業参観

3×2回

-

学期の中間期

-

E203

同僚による授業参観

4

同僚教員

学期の中間期

-

E201

授業コンサルテーション

4

中井，仲道，
村田，竹中 他

学期の中間期

-

ティーチング・ポートフォリオ作成ワーク
ショップ

E301

大人数講義法の基本

E312

アクティブラーニング入門セミナー

E302
E303
E305

学習評価の基本
効果的なグループワークの進め方
eラーニング入門

E306

英語による授業

E307

障がい学生支援

備考

シラバス
掲載ページ

○

△

△

17

-

○

○

○

-

○

○

○

-

○

○

○

-

○

○

○

△

○

○

個人作業時間を含む

22

8月はSPODフォーラム（愛
媛大学）で開講予定
eラーニング開講あり

23

※2回が必修（３回目はED
選択〔3時間〕として認定）

18
19

※選択必修（１科目
必修，2回目［同
じ科目でも可］は
ED選択［４時間］
として認定）

20

4

テニュア育成
教員メンター

学期の中間期

-

○

18

小林，仲道 他

①7/6（土）～7（日）
②9/11（水）～13（金）

-

○

2

小林

①8/28（水）
②（3/2（月）～3/27（金））

10:00-12:00

城北キャンパス
総合教育棟13階 305講義室

○

○

○

○

2

竹中

5/16（木）

13:00-15:00

M・AL２

○

○

○

24

○
○
○

2
2
2

5/17（金）
5/9（木）
9/12（木）

10:00-12:00
15:15-17:15
13:00-15:00

M・AL２
M・AL２
メディア演習室（調整中）

○
○
○

○
○
○

○
○
○

25
26
27

○

4

竹中
小林
佐々木
ﾊﾞｰｼﾞﾝ，
ﾎﾞｸﾀﾞﾝ，田中
小林

①②M・AL２等

21

ED

選
択

E320

○

○

学生の授業時間外学習を促すシラバス作
成法

○

教育能力開発プログラムとしてテニュア・ト
ラック実施本部が認めたプログラム

-

2
○

2/17(月）

13:00-15:00

M・AL２

○

○

○

事後演習を含む

28

（2/3（月）～2/28（金））

-

-

○

○

○

eラーニングのみ開講

29

対面：12/5（木）
eラーニング：12/6（金）～
1/31（金）

10:00-12:00

M・AL２

○

○

○

eラーニング開講あり

30

-

-

-

-

-

2

仲道

-

-

-

未定

南加記念ホール（予定）

○

○

○

城北で開催予定
①を受講できなかった場
合は，e-ラーニングによる
受講も可（②12/1～
12/31）

R101

外部研究資金獲得法

○

2

菅原

9月上旬予定
（②12/1（土）～12/31(月)）

R102

愛媛大学学術フォーラム

○

2×2回

菅原

①9/13（金）
（②12/1（日）～12/31(火)）

13:15-17:15
(予定）

メディアホール

○

○

○

R103

科学技術コミュニケーション論

○

5

石村

(11/1（金）～11/30（土））

-

-

○

○

○

e-ラーニングのみ開講

33

1

日本学術振興会の「研
究倫理ラーニングコー
ス」もしくは「愛媛大学
研究倫理教育教材（elearning）」の既受講認
定

随時

-

-

○

○

○

既受講認定

34

中川

未定

未定

未定

○

○

○

必
修

R104

研究者倫理

R201

知的財産権

2

R202

著作権

2

久保田

8/7（水）

13:30-15:30

社会連携推進機構２階研修室

○

○

○

9/4（水）

13:30-14:30

学術支援センター物質科学部門
（理学部構内）2階会議室

○

△

△

△

①を受講できなかった場
合は，e-ラーニングによる
受講も可（②12/1～
12/31）
※3年間で2回必修（３回
目の受講［ＲＤ選択、２時
間］を強く推奨）

※選択必修（両方受
講した場合には、
一方を必修科目、
他方を選択科目
として認定）

31

32

35

36

R331

学内共同研究施設利用法Ⅰ（城北）

１

（物質科学部門）
谷、倉本
（応用タンパク質研究部
門）澤崎、竹田
（ものづくりファクトリー）
政岡

R331

学内共同研究施設利用法Ⅱ（樽味）

１

秋山

9/3(火）

13:00-14:00

学術支援センター遺伝子解析部
門（樽味キャンパス）3階セミナー
会議室

○

△

△

R331

学内共同研究施設利用法Ⅲ（重信）

１

茂木、岩崎

9/2(月）

13:30-14:30

学術支援センター（医学部構内）
1階多目的ルーム

○

△

△

R326

アカデミック・プレゼンテーション（英語編）

4

バージン

①9/11(水)
②9/18(水)

13:00-15:00

愛大ミューズ2階 M23教室

○

○

○

2

仲道

(8/1（木）～9/30（月））

-

-

○

○

○

2

中村

9/17(火)

10:00-12:00

M・AL２

○

○

○

42

4

菅原

随時

-

愛大ミューズ喫茶ほか

○

○

○

43

3

各メンター教員

随時

-

○

○

○

44

6

各メンター教員

随時

○

○

○

45

14

総合情報メディアセン
ターICT利用教育推進
室

(8/1（木）～9/30（月））

-

-

○

○

○

3

藤田

9/20（金）

9:00-12:00

本部第３会議室

○

○

○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

吉田，高木

8/7(水）

13:00-15:00

M・AL２

○

○

○

48

37

RD

重複受講可

38

39

選
択

R304
R305
R306
R323
R324

アカデミック・プレゼンテーション
（パワーポイント編）
アカデミック・プレゼンテーション
（動画作成編）
科学コミュニケーション演習Ⅰ
（サイエンス・カフェ）
科学コミュニケーション演習Ⅱ
（出張講義等）
科学コミュニケーション演習Ⅲ
（実験指導等）

R325

BIツール（ビジネスインテリジェンスツール）
利用法（Using Business Intelligence
Tools,Power BI Desktop）

R308

組版処理ソフトウェア（TeX）利用法
研究能力開発プログラムとしてテニュア・ト
ラック実施本部が認めたプログラム

MD

選
択
必
修

選
択

教育学部で開講
するプログラム

医学部で開講す
るプログラム

〇

○

-

40

e-ラーニングのみ開講

e-ラーニングのみ開講

41

46

47

M218

大学の危機管理－ハラスメント対応

M212

プロジェクト・マネジメント

○

2

－

平成31年度は開講しない

-

－

○

○

○

M213との隔年開講

49

M213

会議マネジメント

○

2

仲道

4/3（水）

10:00-12:00

M・AL２

○

○

○

M212との隔年開講

50

M214

高等教育政策論

4

山本，仲道

（7/1（月）～7/31（水））

-

-

△

○

○

eラーニングのみ開講

51

M217

大学における安全衛生（講義）

2

城北：田中，伊藤
重信：浜井

城北：9/26（木）
重信：8/19（月）

城北：9:00-11:00 城北：未定
重信：9:00-11:00 重信：医学部第２ゼミナール室

○

○

○

指定対象者必修科目

52

M228

大学における安全衛生（実習）

1

城北：田中，伊藤
重信：浜井

城北：9/26（木）
重信：8/19（月）

城北：11:00-12:00 城北：未定
重信：11:00-12:00 重信：医学部第２ゼミナール室

○

○

○

52

M229

巡視の実際

4

田中，伊藤，浜井

8月～9月

-

城北事業場

○

○

○

53

M230

教職員・技術者のための労働安全衛生管
理

3

田中・伊藤

9月最終週の木曜日

城北：13：30-16：30

メディアホール予定

○

○

○

54

M221

大学におけるダイバーシティ

2

堀

2/21（金）

10:00-12:00

M・AL２

○

○

○

55

M222

留学生とのコミュニケーション

2

ﾊﾞｰｼﾞﾝ，高橋
村上

2/18（火）

15:00-17:00

M・AL２

○

○

○

56

M223

現代学生の理解と関わり方

2

野本

8/22（木）

15:00-17:00

M・AL２

○

○

○

57

M224

チームビルディング

3

村田

4/25（木）

15:00-18:00

M・AL２

○

○

○

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

小林，仲道 他

9/11（水）～13（金）

-

M・AL２等

×

○

○

59

マネジメント能力開発プログラムとしてテ
ニュア・トラック実施本部が認めたプログラ
ム
総合

○

○

○

-

S301

アカデミック・ポートフォリオ作成ワーク
ショップ

R310

教育学部附属校園の保育・授業と学校経営

4

吉松，鴛原

前学期

-

附属校園

○

○

○

RD選択4時間

60

R311

教育学部附属校園による共同研究の手法
と内容

2

統括研究コーディネーター

前学期

-

附属校園

○

○

○

RD選択2時間

61

R316

愛媛教育研究大会での研修

4

統括研究コーディネーター

後学期

-

附属校園

○

○

○

RD選択4時間

62

E313

看護学臨地実習指導法（Teaching in
Nursing puractium）に関する研修

4

薬師寺，陶山

3月中

－

重信キャンパス

○

○

○

ED選択4時間

63

E316

医科共用試験ＣＢＴのための多肢選択型試
験問題の作成入門

2

小林

4月中

-

重信キャンパス

〇

〇

〇

ED選択2時間

64

○

注１）「受講推奨年」が「×」の年は受講が認められませんのでご注意ください。
注２）「教室」欄は一部省略して記載しています。正式な名称は次のとおりです。 M︰愛大ミューズ、AL２︰アクティブ・ラーニングスペース２、メディア︰総合情報メディアセンター

－5－

ＰＤプログラム

メンターによる授業参観

E105

①今治湯ノ浦ハイツ
②M・AL２等

受講推奨年
１年目 ２年目 ３年目

Ⅱ

E202

○

教室
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SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）主催プログラムの受講について
SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）主催の一部のプログラムの受講はPDプログラムとして認定されま
す。認定の詳細については、別途通知します。なお、SPOD主催プログラムの詳細はSPODホームページ（https://www.
spod.ehime-u.ac.jp/）又は「研修プログラムガイド」（SPOD発行）で確認することができます。また、PDプログラムと
して認定を受けるには「既受講認定」の手続きが必要です（P９参照）
。

３．PDプログラムの受講にあたって

目以上の受講
「同僚による授業参観」「メンターによる授業参観」「授業コンサルテーション」の３つの科目は、（平成
28年度から）いずれか一科目を必ず受講しなければならないこと（選択必修）としている。しかしなが
ら、OJTによるこれらの科目は、テニュア育成教員自身の授業スキルの向上や授業内容の高度化にとって
高い効果が期待できる。
したがって、これら３つの科目のうち１科目は必修とし、２科目以上の受講（この場合には「ED選
択」科目としてカウントされる）を強く推奨する。
【２】 RD︰
「愛媛大学学術フォーラム」の３回以上の受講
（平成28年度から）「愛媛大学学術フォーラム」は２回受講しなければならないこと（２回受講が必
修）としている。しかしながら、「愛媛大学学術フォーラム」では、愛媛大学における先端的な研究内容
の情報共有だけではなく、そのときどきのタイムリーな学術的課題についての講習が行われており、テ
ニュア育成教員にとって極めて意義深いものである。
したがって、「愛媛大学学術フォーラム」の２回の受講を必修とし、３回以上の受講（この場合には
「RD選択」科目としてカウントされる）を強く推奨する。
【３】 MD︰
「大学における危機管理」、「大学における安全衛生」
（平成28年度から）MD科目群は合計10時間以上の科目をテニュア育成教員が選択して受講すること
（選択必修）となっている。しかしながら、特に本学に就任した直後のテニュア育成教員にとって、大学
における様々なリスクを知りそれらを避けるためのスキルを学ぶことは、組織としての危機管理マネジメ
ントにとっても必要不可欠である。
したがって、MDプログラムの中でも、「大学における危機管理」および「大学における安全衛生」の
受講を強く推奨する。
ただし、（平成29年度から）
「大学における安全衛生（講義）」は、指定対象者の方については必修科目と
なっている。
また、「指定対象者」は、単にテニュア育成教員の所属に基づいて一律に決めるのではなく、実務の内
容から総括安全衛生管理者が指定することとしている。
【４】 国際化対応科目群︰「英語による授業」、「留学生とのコミュニケーション」
大学の国際化の必要性には議論の余地がなく、愛媛大学憲章（平成28年４月改訂）でもその重要性が
強調されている。もとより国際化とは様々な要素を含んでいるが、学生の海外派遣や海外からの受け入れ
を促進するために、例えば授業を英語でも行うスキルや外国人留学生との円滑なコミュニケーションのス
キルが、現代の大学教員には強く求められている。
したがって、ED／MDプログラムの中でも、「英語による授業」および「留学生とのコミュニケーショ
ン」の受講を強く推奨する。

－6－

ＰＤプログラム

【１】 ED︰「同僚による授業参観」「メンターによる授業参観」「授業コンサルテーション」のうちの２科

Ⅱ

受講を強く推奨するＰＤプログラムについて

A Guidebook for the Tenure Track System at Ehime University

４．PD（能力開発）プログラムラーニング・マップ
PDプログラムは学術的統合力（Academic Integration Competencies）を身につけることを最大の目
標としています。ED、RD、MDプログラムに設けられている必修プログラムでは、教育力、研究力、マ
ネジメント力を高めるための基礎的な知識や技術を学び、選択プログラムでは実践力・応用力を身につ
け、総合プログラムを受講することでこれら３つの能力をより効果的に統合することができます。PDプ
ログラムの受講は必修→選択が基本的な流れですが、EDプログラムにあっては、学習効果をより高める

ラーニング・マップ
研究力
（RDプログラム）

教育力（ED プログラム）
【STEP１】（必修）

【STEP２】
（必修）

【STEP３】
（選択）

教育を行うための基本的
な知識とスキル修得

基本的知識・スキルの応用・実践／教育
の質向上のための情報収集と課題解決策
の検討

教育の質向上のために必
要な知識とスキルの修得

マネジメントのために必要な
基本的知識・スキルの修得

必修プログラム

マネジメントのために必要な
実践力・応用力の修得

選択プログラム

授業コンサルテーション

必修プログラム

ED
授業参観

プログラム

【STEP２】
（選択）

【STEP１】
（必修）
研究のために必要な基本的知識・
スキルの修得

各種

授業デザインワークショップ

【STEP１】
（必修）

同僚による授業参観

【STEP２】
（選択）
研究のために必要な実践力・
応用力の修得

選択プログラム
【STEP４】
（必修）
これまでの教育目的・方法，学生の学習成果を振り返る
とともに，教育理念の再確認と今後の目標設定を行う

ティーチング・ポートフォリオ

学術的統合力

【総合プログラム】（選択）

教育・研究・マネジメント活動の学術的統合

アカデミック・ポートフォリオ

STEP1 の「授業デザインワークショップ」では、授業を担当するにあたって必要となる基礎的な知識と

▼

技術を学びます。具体的には、授業の構想・設計・実施・評価に関わる一連の過程をグループ作
業として体験し、参加者相互の話し合いを経てそれに関する能力を身につけます。

STEP2 では、様々な教育ニーズに対応できる選択プログラムの中から、自身の課題に合ったプログラム

▼

を選択し、受講します。

STEP3 では、STEP1や2で修得した基本的知識・スキルの応用・実践経験を積んだうえで、「授業コン

▼

サルテーション」又は「メンターによる授業参観」及び「同僚による授業参観」さらに同僚教員
の「授業参観」を行います。そして、それによって得られた情報をもとに課題を抽出し、教育の
質向上のための解決策をコンサルタント教員や同僚教員とともに共同で模索します。

STEP4 では、ティーチング・ポートフォリオ（※）を作成し、これまでの教育活動を振り返ります。具体的
には、教育目的・方法、学生の学習成果等について、エビデンスとともに整理を行い、教育理念の
再確認及び短期・長期の教育目標の設定を行い、新たなステージへと教育活動を繋げていきます。

－7－

ＰＤプログラム

PD プログラム
マネジメント力
（MDプログラム）

Ⅱ

ため、図（ラーニング・マップ）に示した順序（STEP１～４）での受講を推奨します。
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以上のようなEDプログラムの学びに、RD・MDプログラムの学びが加わることで、バランスの良い
能力開発が可能となります。さらにPDプログラムでは、総合プログラムである「アカデミック・ポート
フォリオ作成ワークショップ」
（選択）が設けられており、これまでの教育、研究、マネジメント活動の省
察、整理を行い、それぞれの領域が自分の専門分野及び能力開発にどのように貢献しているかを説明する
ことで３つの領域の統合を図ります。
Ⅱ

※ティーチング・ポートフォリオ
よってこれらの記述を裏づけた教育業績についての厳選された記録」のことであり、教育業績を可視化するツールとし
て注目されています。

５．受講申し込み方法
「ＰＤ
（能力開発）プログラムラーニング・マップ」（Ｐ７参照）、シラバス（Ｐ１7、テニュア教員育成制度
ホームページhttp://ts.adm.ehime-u.ac.jp/）を参考に、テニュア教員育成期間の最初の３年間で修了で
きるよう受講計画を立て、次の手続きを行ってください。
①

受講募集メールの配信をチェック
研修科目の開催が近くなると、担当部署から受講募集メールが配信されます。受講募集は研修科目

ごとに行われます。
②

PDプログラム受講管理システムにログイン
受講を希望する場合、PDプログラム受講管理システム（以下、受講管理システム）（https://

tt.adm.ehime-u.ac.jp/）にログインし、所定の方法で申請してください。受講管理システムは、本
学共通の職員ID・パスワードでログインできます。
③

受講状況確認
受講管理システムの「受講状況確認」メニューでは、受講時間と受講履歴の最新情報を確認できま

す。受講計画が順調に進んでいるか確認してください。
④

受講申込
受講管理システムの「受講申込」メニューでは、開催予定の研修科目一覧が表示されます。受講希

望の研修科目を選択して申し込んでください。
選択できない研修科目は、申込受付がまだ始まっていないか、SPOD主催プログラムです。SPOD
主催プログラムは受講管理システムでは申込みできませんので、受講募集メール等で通知される所定
の方法で申し込んでください。
⑤

受講受付完了メールの受信
受講申込が完了すると、受講管理システムから受講受付完了メールが自動配信されます。
１

受講に係る各種事務手続きは本学が発行する個人メールアドレス（xxx.xxx.yy@ehime-u.ac.jp）あてにメール

配信されますのでご注意ください。
２

全てのPDプログラムは厳格な受講管理を行うため、事前の受講申込が必須です。事前申込手続きを経ず、当日

の受講が認められる場合もありますが、その場合は必ず担当教員にテニュア育成教員である旨お伝えください。
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６．e－ラーニングによる受講方法
PDプログラムのうち一部の研修科目について、Moodle等を利用したe-ラーニングによる受講が可能
です（Ｐ５参照）。受講募集、受講申込当は、前項のとおり受講管理システムより行います。また、開
講期間は原則1か月とし、課題（小テスト、レポート等）の提出が必要となります。
Moodleの利用方法については、PDプログラム受講管理システムホームページ内「Moodleコース受講
マニュアル」を参照してください。
Ⅱ

所定時間数の受講と、課題の提出（一部の研修科目）をもって受講認定となります。研修科目の一部
を受講できなかった場合や、課題の提出が無い場合は受講認定されませんのでご注意ください。研修科
目の部分受講を認定する制度はありません(例えば、2時間の研修科目を1時間のみ受講した場合、その
1時間分が認定されることはありません。）のでご注意ください。

８．修了認定の方法
PDプログラムで定められた所定の受講時間（100時間）の認定（一部課題を含む。）をもって修了認定が
行われ、修了者には「愛媛大学教員能力開発プログラム修了証書」が授与されます。テニュア教員育成制
度では、制度適用後最初の３年以内でのPDプログラム修了が義務付けられていますのでご注意ください。
受講募集から修了認定への流れ（一部研修科目を除く）
①

②

③

④

受講募集
メール受
信

受講管理
システム
から申込

受講受付
確認メー
ル受信

研修科目
受講

⑤
受講管理システ
ムにより認定状
況確認
（受講後1ヵ月以内）

⑥
「愛媛大学教
員能力開発プ
ログラム修了
証」授与

９ ．研修科目の既受講認定の方法
テニュア育成教員として在職前及び在職中に受講した研修科目をPDプログラムとして申請することが
できます。認定を希望する場合は、次の要領で手続きを行ってください。
①

研修科目既受講認定の申請
所定の様式「既受講認定申請書」（テニュア育成教員能力開発室から４月下旬、10月上旬に申請受

付メールを発信します。）へ、認定を希望する研修科目名等を記入の上、研修科目概要及び研修科目
の修了を証明する文書（研修科目実施機関が発行した文書に限る。）を添えて、テニュア育成教員能
力開発室（送付先︰総務部経営企画課）あて送付してください。
②

申請の対象となる研修科目
在職前

・日本国内に事業所又は拠点を有する機関が主催するもの
（学内を含む）
学外で受講した研修科目 ・日本国内に事業所又は拠点を有する機関が主催するもの

在職中

⚠

・愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室主催プログラム
学内で受講した研修科目 ・SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）主催
プログラム

認定を希望する研修科目が、愛媛大学教育･学生支援機構教育企画室、SPOD、テニュア育成教員能力開発室いず
れかが主催する研修科目の場合、添付書類
（研修科目概要、研修科目の修了を証明する文書）
の提出は不要です。
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③

研修科目の審査
テニュア育成教員能力開発室において審査し、PDプログラムに準ずると判断した場合、PDプログ

ラム区分（EDプログラム、RDプログラム、MDプログラム）、研修科目名及び受講時間が認定されま
す。

10．「テニュア育成教員メンター」ガイドラインとＰＤ（ＥＤ）プログラムへのメンターの参加

本学は、全学的なFDおよび教育関係共同利用拠点（平成22年3月認定）におけるFD・SDの実績を基
にして、平成25年4月、教員の能力開発を重視した本学独自のテニュア教員育成制度を導入しました。
この制度は欧米で普及している制度と共通性をもつものであり、その目的は教育・研究・マネジメントの
3能力を統合的に身に付けた若手教員を育成することにあります。今後、本学はこの制度の充実と普及を
図っていく予定ですが、その円滑な運営にはテニュア育成教員メンターの存在が不可欠です。ここに、そ
の制度の骨子をガイドラインとして示し、運用の指針とします。
１．趣旨
テニュア育成教員メンター（以下「メンター」という。）の制度は、テニュア教員育成制度を円滑に
推進し、テニュア育成教員の組織的な育成体制の構築に資することを目的としています。


【愛媛大学テニュア育成教員メンター内規第2条】

２．メンターの役割について
⑴

メンターは、本学「テニュア教員育成制度」について習熟の上、経験豊かな先輩研究者として、若

手研究者の良き助言者、相談者となり、次の業務を行います。
【愛媛大学テニュア育成教員メンター内規第3条】
①

テニュア育成教員の能力開発（ＰＤ）プログラム受講に係る指導・助言、相談

②

テニュア育成教員のテニュア資格審査に係る指導・助言、相談

③

テニュア育成教員の教育研究環境の改善に関すること

④

その他テニュア教員育成制度全般に係る相談

⑵

メンターは、テニュア育成教員能力開発室との連携により、必要に応じて、以下のような業務を行

います。
①

統括メンターのテニュア育成教員能力開発室の業務への参画
【愛媛大学テニュア育成教員能力開発室要項第3条第2項】

②

学部独自の能力開発（ＰＤ）プログラムの開発

③

ＰＤプログラムのうちの「メンターによる授業参観」の実施、及び「授業参観」「同僚による授業

参観」の事前・事後面談への参加（別紙参照）
【別紙】
（抜粋）
能力開発（ＰＤ）プログラム／教育能力開発（ＥＤ）プログラムへのメンターの参加について
１．
「メンターによる授業参観」
　　ＥＤプログラムの研修として「授業コンサルテーション」が含まれています（平成26年度から選択必
修）。これは、学期の中程に講義の一部の時間を利用して教育・学生支援機構教育企画室教員が30分かけ
て授業に対する学生の意見を聴取した後、授業担当教員にその内容をフィードバックするものです。しか
しながら、テニュア育成教員には毎週決まった曜日時限に講義を担当している教員はむしろ少なく、実
験・実習の指導、学部学生や大学院生のゼミの指導等を行っているだけのケースが多いのが現状です。こ
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のような現状では「授業コンサルテーション」のメリットが活かせません。
そこで、平成26年度からＰＤプログラムの区分、ＥＤプログラムの選択必修研修科目として「メンター
による授業参観」が新設されました。新設された「メンターによる授業参観」では、講義だけではなく実
験・実習や演習も対象となり、専攻分野が近い先輩教員であるテニュア育成教員メンター*が学生の意見
を聴取して助言をするため、テニュア育成教員にとってもメリットが大きいと期待されます（具体的な
スケジュールについては次頁を参照のこと）。このような研修に専攻分野が近い先輩教員が参加すること

する文化"の醸成という本制度の趣旨にかなった、非常に効果的な講習となることが期待されます。【p.
20参照】
＊「メンターによる授業参観」は、テニュア育成教員メンターの他、テニュア育成教員が所属する部局の

ＰＤプログラム

学内で提供されてきたスキル中心のＦＤプログラムの限界を克服することも可能になります。また、"育成

Ⅱ

で、授業スキルだけではなく授業のコンテンツ（内容）まで踏み込んで研修を行うことができ、これまで

統括テニュア育成教員メンターが指名した教員でも実施できるものとします。また、当面、この指名

（授業参観者）氏名の欄外に記入して下さい。
２．
「授業参観」・「同僚による授業参観」
教育能力開発（ＥＤ）プログラムでは、テニュア育成教員が同僚教員の実施する授業を参観する場合を
「授業参観」、同僚教員によりテニュア育成教員が実施する授業を参観してもらう場合を「同僚による
授業参観」と称しています。上記プログラムの事前・事後面談は、1名ないし複数名のシニア教員（例
えば、テニュア育成教員が所属する部局の教員のうち、テニュア育成教員メンター、教育コーディネー
ター、ベスト・ティーチャー又はベスト･ レクチャラー、他）が参加して行って下さい。

Ⅲ

財政的支援

１．財政的支援
研究支援経費が、任期の当初の3年間支給されます。テニュア・トラック制度の適用日が当該年度の
10月1日以後の場合、適用年度と最終の年度は、研究費を分割して支給します。なお、研究支援経費は
翌年度に繰り越すことはできませんのでご注意ください。

２．研究費の適正使用について
研究費を会計ルールに従って正しく使用しない場合や事実と異なる虚偽の書類を作成し、不正に研究費
を支出させる等の行為は研究費の不正使用にあたり、研究費の返還や応募資格の停止、懲戒等の処分など
のペナルティを受ける場合があります。研究費の使用にあたっては、以下の点を認識し、適正に使用しな
ければなりません。
・研究者等は、研究費等が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
・研究者等は、研究費等の運営及び管理に当たり、関係する法令・通知及び本学が定める規程等、並びに研究費等の配分機関が定
める使用ルール等（以下「ルール等」という。）を遵守しなければならない。
・研究者等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して研究費等の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
・研究者等は、研究費等の運営及び管理に当たり、取引業者との関係において国民の不信や疑惑を招くことのないよう公正に行動
しなければならない。
・研究者等は、研究費等の運営及び管理に当たり、研究費等の取扱いに関する教育等に積極的に参加しルール等の理解に努めなけ
ればならない。
・研究者等は、研究費等の運営及び管理に当たり、不正使用を行った場合は、本学や研究費等の配分機関の処分を受けること及び
法的な責任を負うことを誓約しなければならない。

（「国立大学法人愛媛大学における研究費等の使用に関する行動規範」より抜粋）

なお、研究費に係る主な取り扱い方法を以下に示しますのでご確認ください。
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研究費の主な取扱方法
○教員発注について
愛媛大学では、1回の発注について50万円未満の物品等（建物改修等の工事を除く）を購入する場合に限り教員が
直接納入業者に発注することができます。発注後は速やかに請求データを入力してください。ダイキ及びエディオン各
店で直接購入する場合は、法人のカードが必要ですので、各地区の契約担当部署でカードを借りてください。
○物品等の検収について
物品等の納品については必ず検収担当部署の検収を受ける必要があります。納品の際には、納入業者が検収担当部署
で検収を受けた後、各請求部署へ納品に行きますので、納品内容を確認し、納品書に受領印を押印又はサインを記入し
てください。大学生協等で直接物品を購入した場合についても検収担当部署へ現品を提示して検収を受けてください。

○換金性の高い物品について
ノートパソコン、デジタルカメラ、情報端末（タブレット端末）の持ち運びが容易であり、かつ高額で売却すること
が可能な物品（購入価格が5万円以上の場合）については、備品シールを発行しますので、少額資産と同様に適切に物
品管理をしてください。
また、金券等（iTunes Card、図書カード、切手等）については、購入金額にかかわらず、適切に管理する必要があ
りますので、事前に契約担当部署等へご相談ください。
○出張について
出張は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われるものですので、原則として出発日の3業務日前までに旅費
システムに旅行計画を入力する必要があります。先方から旅費が支給又は負担される場合は、先方からの連絡内容を、
メール又は書面により、事務担当者に提出するとともに、旅費システムの「伝達事項」欄により、必要事項を連絡する
ようお願いします。海外渡航をする場合は、別途、海外渡航調書を部局の総務担当者へ提出してください。
出張を終えたときには、14日以内に「出張報告書」等の必要書類を提出してください。出張報告書には、出張内
容、出張先、宿泊先、面談者、他の機関からの旅費の負担等について明確になるよう記入してください。
また、出張の事実を客観的に証明する書類、研究打合せ資料、学会のパンフレット及び生協以外で航空券を購入した
場合は航空券の半券等（海外出張の場合は、これらに加えて外国における鉄道賃等の領収書等が必要）を必ず添付して
ください。
○学生等の雇用について
資料整理、実験補助、会場整理など労働者性のある業務を依頼する場合は、短期契約職員又は有期契約職員として雇
用することになりますので、採用予定日の20日前までに部局総務チームまで採用手続書類を提出してください。
○謝金について
事前に業務従事者へ業務内容等の説明を行い、承諾を得た上、原則として実施日の7日前までに謝金の実施伺を部局総
務チームへ提出してください。業務終了後、速やかに業務の終了について確認の上、確認届又は出勤表を部局総務チー
ムへ提出してください。
※謝金として依頼できる業務は、講演、指導・助言、翻訳、通訳、筆耕等です。
○コンプライアンス教育の受講について
本学では、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づき、研究費の運営・管理に関するコンプ
ライアンス教育を実施し、全ての構成員にコンプライアンス教育の受講を義務付けています。コンプライアンス教育を
受講し、研究費の適正使用に関する確認を行わない場合は、研究費申請及び使用することができません。
コンプライアンス教育は、愛媛大学Moodle（e-Learning）を利用して受講してください。
コンプライアンス教育では、以下の内容について、説明します。
ア）研究費の不正使用に対する罰則や会計ルールについて
イ）適正使用に関する理解度テスト
ウ）研究費の適正使用に関する確認 等
コンプライアンス教育（愛媛大学Moodle）のリンク先
https://moodle3.lms.ehime-u.ac.jp/ へアクセスし、愛媛大学を選択してログインし、
「教職員必須受講コース」をクリックしてください。
ログインは愛媛大学アカウント（電子メールのＩＤとパスワード）を入力してください。
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○固定資産の購入について
耐用年数が1年以上で、取得価額が50万円以上の物品については、固定資産として登録し、物品管理を行う必要が
あり教員が直接発注することはできません。購入手続きの際は契約担当部署へご連絡ください。
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○立替払いについて
立替払いは、緊急時の物品の購入や現金取引など立替払によらなければならない場合などに限られます。書類（見積
書、納品書、請求書）を入手し、後日大学から支払うことができるものは立替払いを行うことはできません。立替払い
を精算するにあたっては、検収担当部署に現物を提示のうえ、請求データを入力するとともに、立替払請求書、領収書
（レシートも可）及び支払ったことがわかる内訳明細が明確な書類を提出してください。クレジットカード決済による
立替の場合は、領収書の代わりに利用控又は決済画面のハードコピーを提出してください。立替金額が50万円以上と
なる場合には、事前に立替払申請書の提出が必要になります。
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Ⅳ

テニュア資格審査

１．テニュア資格審査について
テニュア資格審査は、中間審査と最終審査からなり、テニュア資格審査実施細則に基づき行われるもの
です。これに加え、PDプログラムの修了もテニュア資格審査合格の要件です。テニュア資格審査から、
テニュア職への移行の流れはP３「テニュア職への移行の流れ」のとおりです。

２．テニュア資格審査における審査基準
テニュア資格審査において合格となる基準は、助教にあっては講師以上、講師にあっては准教授以上の
資格を有すると判定された場合です。この場合の審査基準の内容については、所属する部局の総務担当
チームにご確認ください。

３．研究成果発表会
テニュア資格審査の中間審査又は最終審査において合格となった場合、「研究成果発表会」への参加が
義務付けられます。「研究成果発表会」は、テニュア教員育成制度実施本部員（学長、各部局の長）等の
参加の下開催されます。テニュア教員育成期間中の成果について簡潔に報告を行ってください。

Ⅴ

テニュア教員育成制度に関する問い合わせ窓口
Ⅳ

分

窓

口

内線番号

テニュア教員育成制度全般に関すること

経営企画課

9029、8140

財政的支援に関すること

所属部局の会計担当チーム

―

テニュア資格審査に関すること

所属部局の総務担当チーム

―

テニュア資格審査

区

Ⅴ

（PD（能力開発）プログラムについて）

Q テニュア育成教員が、受講する研修科目について既に十分な専門的知識を有している場合は、当該研
修科目については「受講を免除し修了済み」の取扱いをすることはできるのか。

Ａ 専門的知識の有無にかかわらず、定められた研修科目の受講が必要です。
Q テニュア育成教員以外の者でもPD（能力開発）研修科目の受講はできるのか。
Ａ 可能です（テニュア育成教員のみを対象としているものを除く。）。
Q 本務（授業、会議等）の都合により、受講できない場合はどうすればよいのか。
Ａ 開催日程については、全教員の要望を満たすことは難しい状況ですが、必修とされる講習については
本学で毎年１回は実施する、順次e－ラーニングによる開講を拡張する等、受講機会の充実・保証に
努めます。また、学内外における研究活動を行いつつ研修科目の受講が円滑に行えるよう、テニュア
育成教員メンターを配置しています。研究計画との調整など、個別・具体の相談は当該メンターと
行ってください。

－ 13 －

テニュア教員育成制度に
関する問い合わせ窓口

よくある質問

A Guidebook for the Tenure Track System at Ehime University

Q 本学以外で開催される研修科目受講に係る旅費はどうすればよいのか。
Ａ 必修とされる講習については本学で毎年１回は実施されるようにしていますが、やむを得ず学外での
研修に参加される際の費用は毎年度配分される研究支援経費から捻出してください。

Q 「ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップ」の受講方法について。
Ａ ティーチング・ポートフォリオを作成するにあたっては教育実績や根拠資料が必要であり、それらの
根拠資料はEDプログラム（「授業参観」、「同僚による授業参観」及びその他の選択プログラム等）を
通して得られる仕組みになっています。そのため、本ワークショップは３年目の受講が推奨され、授
業デザイン・ワークショップと同じ年度（多くの教員の場合テニュア教員育成制度適用初年度）に
は受講できないルールになっています（Ｐ７参照）。３年間を通した受講計画の実際については、テ
ニュア育成教員メンターと相談することをおすすめします。

Q テニュア育成教員が週休日や祝日に本学で開催される能力開発（PD）プログラムを受講した場合、
週休日の振替（祝日の場合は代休）の手続きの対象となるのか。

Ａ テニュア育成教員に義務づけられている「能力開発（PD)プログラム100時間の受講」分として受講
し、受講認定を受けるのであれば、週休日の振替（祝日の場合は代休）の手続きをしていただくこと
ができます。ただし、「能力開発（PD）プログラム」修了認定後の受講の場合は対象となりません。

Q 「授業コンサルテーション」「同僚による授業参観」「メンターによる授業参観」はどういう基準で選
べばいいのか。

Ａ 「授業コンサルテーション」はセメスター（クォーター）を通じて開講される講義形式の授業科目に
おける授業スキル向上を主な目的としています。一方、「同僚による授業参観」は講義形式の、「メン
ターによる授業参観」は実習・実験やゼミ形式の授業をそれぞれ主な対象とし、かつ両者は授業スキ
ルだけではなく授業内容も含んだ改善を目的としています。
Ⅴ

Ａ 「授業コンサルテーション」で対象となる授業は、原則として講義とします。 平成28年度から、ＥＤプ
ログラムの必修科目として「メンターによる授業参観」「同僚による授業参観」「授業コンサルテー
ション」の中から１科目以上を選択できるようになりました（３科目のうちいずれか１科目を必修
科目として受講する必要があります。なお、これらのうち２科目以上の受講はED選択としてカウン
トします）。「メンターによる授業参観」では、実験・実習や演習も対象となりますので、シラバスの
21ページを参照してください。これは、講義科目を担当していないテニュア育成教員に対する措置
です。「授業コンサルテーション」では、学生の声が担当教員にフィードバックされるという貴重な
経験が得られます。既に講義科目を受け持っている方は、積極的に「授業コンサルテーション」を受
講して下さい。

Q 「同僚による授業参観」をテニュア育成教員同士で行うことはできるか。
Ａ 「同僚による授業参観」をテニュア育成教員同士で行うことは、同じようなキャリアを持った教員同
士がお互いにお互いの授業の良い点と改善点を議論することによって高い効果が期待できますし、大
学の中で人材を育成する文化の醸成という本制度の趣旨にもかなっていると言えます。教育学の理論
でも「学習段階の近い者から学ぶことに効果がある」とされています。一人のテニュア育成教員の授
業を複数のテニュア育成教員が参観することも可能で、この場合参観する教員にとっては「授業参
観」を実施することになります。ただしその場合、事前・事後面談には１名ないし複数名のシニア教

－ 14 －

テニュア教員育成制度に
関する問い合わせ窓口

Q 「授業コンサルテーション」を実験・実習や演習で受講することはできるか。
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員（テニュア育成教員メンター、教育コーディネーター、研究コーディネーター、など）が参加して
行うことが必要です。シニア教員にはファシリテーター役として、テニュア育成教員同士の議論を活
発にする役割があります。

Q 「授業参観」としてテニュア育成教員の授業を参観してもよいか。
Ａ 前項でご説明したように、テニュア育成教員同士でもお互いの授業の参観はできますが、事前・事後
面談には１名ないし複数名のシニア教員が参加して行うことが必要です。また、ＥＤプログラムでは
「授業参観」は２クール以上行うことを求めていますが、少なくとも１回はシニア教員の授業を参観
して、先輩の授業スキルを学んでください。
同一教員による異なる授業科目を２回に分けて参観することを希望する場合は、テニュア育成教員
メンター（統括メンターを含む）と相談してから行ってください。この場合、講義と演習・実習な
ど、授業形態が異なる授業であることが望まれます。

Q ED必修やRD必修の科目を数回受講した場合の単位認定について。
Ａ ED必修やRD必修の科目で必修の回数が規定されている科目については、1回に限り追加の受講を認
定します（ただし、選択科目とみなします）。
E103「授業参観」については、2回目までが必修です。３回目の授業参観を行って必要なシートを
提出した場合には、ED選択（3時間）として認定します（ただし認定されるのは3回目のみとなりま
す）
。
E201・202・203の3科目のうち、いずれか１科目が必修です。2回目の「同僚による授業参観」
や「メンターによる授業参観」、「授業コンサルテーション」を受けて必要なシートを提出した場合
には、ED選択（４時間）として認定します（ただし認定されるのは2回目のみとなります）。
R102「愛媛大学学術フォーラム」については、3年間で2回の受講が必修ですが、さらに3回目の受
講（RD選択として2時間）を強く推奨します（ただし認定されるのは3回目のみとなります）。
R201「知的財産権」とR202「著作権」については、自身の研究により深く関連するいずれか一方
を受講することが必修となっていますが、双方ともに受講した場合は、一方をRD必修、他方をRD選
択としていずれも認定します。
Ⅴ

Ａ 愛媛大学で実施されるＦＤ・ＳＤ（教職員の能力開発）プログラムは原則的には学外にも公開されてい
ますので、短時間の研修でも数日にわたるワークショップでも、大学内外からテニュア育成教員以外
の参加者があることがあります。特に、ＳＰＯＤとの共催プログラムではそのようなケースがほとんど
です。愛媛大学やＳＰＯＤが実施するプログラムには、実践的であると学外からも高く評価されていま
す。ご自分で希望されて受講するモチベーションの高い参加者によってプログラムの質や効果が高ま
りますので、是非テニュア育成教員以外の方と一緒に受講してみてください。特にグループ・ワーク
の場合、グループの構成メンバーが多様であればあるほどプロダクトの質も高まると言われていま
す。ただし、プログラムの内容によってはむしろテニュア育成教員のみで行う、あるいはテニュア育
成教員でグループを組んで行うことに意義がある場合もありますので、担当者の判断でそのような対
応がなされることもあります。

（テニュア資格審査について）

Q テニュア資格審査においては、テニュア教員育成期間中に上げた研究業績に対しての審査となるのか。
Ａ 「テニュア資格審査」の対象となる研究業績は、資格審査時点におけるこれまで上げてきた研究業績が
対象となり、テニュア教員育成期間中に上げた業績に限定されるものではありません。ただし、資格審
査時に適用する部局の選考基準に対象期間が示されている場合は、示された期間が対象となります。

－ 15 －

テニュア教員育成制度に
関する問い合わせ窓口

Q 受講するＰＤプログラムにはテニュア育成教員以外の教職員が参加することもあるのか。
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Q テニュア資格審査において、中間審査又はテニュア教員育成期間が３年である者は、審査の受審要件
である「PD（能力開発）プログラム修了」が難しい場合があるが、この場合はどのようにすればい
いのか。

Ａ 「PD（能力開発）プログラム修了」の今後の受講予定を踏まえ、テニュア育成教員となり３年以内で
の修了が見込めると認められればテニュア資格審査を受審することができます。

（育児休業、海外留学（長期）、病気休職等の取り扱いについて）

Q 「育児休業」、「海外留学（長期）」、「病気休職」等の理由により、テニュア教員育成期間中に長期に不
在となった場合は、テニュア教員育成期間、能力開発（ＰＤ）プログラムの受講やテニュア資格審査
はどのようになるのか。

Ａ 「育児休業」については、大学と当該教員の合意のもとでテニュア教員育成期間を延長する等、本人
に不利益のないよう対処します。なお、このことは、愛媛大学教員の任期に関する規程第４条に育児
休業の事由による任期の延長を規定していますので参照してください。また、「海外留学（長期）」に
ついては、事前にテニュア育成教員能力開発室事務局にご相談いただければ、海外出張期間等を勘案
の上、ＰＤ受講期間を延長することが可能です。一方、テニュア教員育成期間については、研究活動
に支障がないと判断し原則延長されません。「病気休職」等については、個別の協議が必要となりま
す。

（その他）

Q テニュア教員育成制度が適用されている間に、学内外において、講師や准教授などの公募があった場
合は応募することはできるのか。

Ａ 公募の場合にあっては、応募が可能です。
Q テニュア教員育成制度の適用者のうち医学系研究科の助教については、臨床系教員を除くとなってい

Q テニュア教員育成制度を経て特任講師の名称を付与された助教には、テニュア助教手当が支給される
こととなっているが、テニュア教員育成制度を経ずに特任講師の名称を付与されている助教について
は、テニュア助教手当に準じた手当を支給されないのか。

Ａ テニュア教員育成制度を経ずに特任講師の名称を付与されている助教のうちで、任期が付されてい
る者（任期満了後において再任不可となるものは除く）又は採用時に任期が付されていた者につい
ては、テニュア資格審査の基準に達しており、かつ、ED・RDプログラムの必修プログラム60時間
及び選択必修MDプログラム10時間以上を含む選択プログラム20時間、計80時間を受講すれば、テ
ニュア助教手当に準じた手当を支給します。なお、研究支援経費の支給はありません。

－ 16 －

テニュア教員育成制度に
関する問い合わせ窓口

Ａ 当該部局の独自のケースは、個別にご相談ください。

Ⅴ

るが、例えば、基礎系教員から臨床系教員、臨床系教員から基礎系教員、病院教員から基礎系教員な
どの人事異動があった場合は、テニュア教員育成制度はどのような取扱いになるのか。
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䛻䛺䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᤵᴗ䜢タィ䛩䜛䛯䜑䛾୍㐃䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶䠈䝭䝙ㅮ⩏䛸䜾䝹䞊䝥సᴗ䜢⧞䜚㏉䛧䛺䛜䜙Ꮫ䜃䜎䛩䠄ḟ㡯┠䛆Ꮫ⩦㡯┠䛇䜢ཧ↷䠅䚹ᤵᴗ䛿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᙧᘧ䛷
䛩䛩䜑䜙䜜䚸᭱ᚋ䛻䛿䜾䝹䞊䝥䛷సᡂ䛧䛯䝅䝷䝞䝇䛾୍㒊ศ䠄10 ศ⛬ᗘ䠅䛻䛴䛔䛶ᐇ㝿䛻ㅮ⩏䜢⾜䛔䚸ཷㅮ⏕䜢ྵ䜑䝣䝻䜰ཧほ⪅䛸䛸䜒䛻ඹྠ䛷ウㄽ䜢⾜
䛖䚹␗䛺䜛Ꮫ㒊䛾ᩍဨ䛜䠈ᬑẁ╔䛷⫪᭩䛝䛺䛧䛾ᑐ➼䛺ពぢ䜢䛩䜛䛣䛸䛷䠈Ꮫ⩦ຠᯝ䜢䛥䜙䛻㧗䜑䜛䚹◊ಟ⮬య䛜䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦ᙧᘧ䛷䛒䜚䠈Ꮫ⏕ཧຍᆺᤵ
ᴗ䜢య㦂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹7 ᭶㛤ദ◊ಟ䛿䚸2 ᪥㛫䠄እ㒊タ䛻䛚䛔䛶 1 Ἡ 2 ᪥䛾ᐟἩ䜢క䛖◊ಟ䠅䚸9 ᭶㛤ദ◊ಟ䛿䚸3 ᪥㛫䠄ឡᏛෆ䛷ᐟἩ䜢క䜟䛺䛔
◊ಟ䠅䛷ᐇ䛥䜜䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁

䠕䠊䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䊢䛂ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛾㛤Ⓨ䊢䛃

䠎䠊䜰䜲䝇䝤䝺䞊䜻䞁䜾

䠍䠌䠊䝭䝙ㅮ⩏䊤䛂Ꮫ⩦ホ౯䛾ᇶᮏ䛃

䠏䠊䝭䝙ㅮ⩏䊠䛂ఱ䛜Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䜢ಁ㐍䛩䜛䛾䛛䠛䛃

䠍䠍䠊୰㛫Ⓨ⾲

䠐䠊䝭䝙ㅮ⩏䊡䛂䝅䝷䝞䝇䛾᭩䛝᪉䛃

䠍䠎䠊䝭䝙ㅮ⩏䊣䛂䜽䝷䝇タィ䛃

䠑䠊䝭䝙ㅮ⩏䊢䛂䝁䞊䝇タィ䠃䜽䝷䝇タィ䛾⪃䛘᪉䛃

䠍䠏䠊䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䊣䛂ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛾㛤Ⓨ䊣䛃

䠒䠊䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䊠䛂ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛾㛤Ⓨ䊠䛃

䠍䠐䠊䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䊤䛂ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛾㛤Ⓨ䊤䛃

䠓䠊䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䊡䛂ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛾㛤Ⓨ䊡䛃

䠍䠑䠊ᶍᨃᤵᴗ

䠔䠊䝭䝙ㅮ⩏䊣䛂ᵝ䚻䛺ᤵᴗ᪉ἲ䛃

䠍䠒䠊㛢ᘧ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾๓ᚋ䛻◊ಟຠᯝ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾䜰䞁䜿䞊䝖䜢ᐇ䛧䜎䛩䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛄ឡᏛ FD 䝝䞁䝗䝤䝑䜽 䜒䛳䛸!!ᤵᴗ䜢Ⰻ䛟䛩䜛䛯䜑䛻䛅➨୍ᕳ
䛄Ꮫᩍဨ䛾䛯䜑䛾ᤵᴗ᪉ἲ䛸䝕䝄䜲䞁䛅䠄బ⸨ᾈ❶⦅䚸ᑠᯘ┤ே䚸㔝ᮏ䜂䛥䚸ᒣᮏஂ㞝䚸⋢ᕝᏛฟ∧䚸2010 ᖺ䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/

ࡑࡢ

䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䛸䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ྠ䛨ᖺᗘ䛻ཷㅮ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹ྍ
⬟䛺㝈䜚䚸ึᖺᗘ䛻䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢䚸୰㛫ホ౯๓䛾᭱⤊ᖺᗘ䛻䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃
䜢䚸䛭䜜䛮䜜ཷㅮ䛩䜛䜘䛖䛻ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢❧䛶䛶ୗ䛥䛔䚹
ᮏไᗘ㐺⏝๓䛻䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ཷㅮಟ䛧䛯᪉䛿䚸ྠ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛿᪤ཷㅮ⏦ㄳ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎
䛩䚹䛭䛾ሙྜ䛻䛿䚸䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ึᖺᗘ䛻ཷㅮ䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛩䛜䚸䛥䜙䛻䠏ᖺ┠䛻䛂䜰
䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ཷㅮ䛧䛶ෆᐜ䜢䜰䝑䝥䝕䞊䝖䛩䜛䛣䛸䜢ᙉ䛟᥎ዡ䛧䜎䛩䚹
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࡞ࡋ

◊ಟ㢟┠
ᤵᴗཧほ 䠄classroom observation 䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ᤵᴗཧほ 䠄classroom observation䠅 䚸ᤵᴗᨵၿ 䠄instructional development㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
䛾ᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢ཧほ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᵝࠎ࡞ࢱࣉࡢᤵᴗゐࢀࠊཧほ⪅ྛ⮬ࡀ⮬ศࡢᤵᴗࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺࢆᚓ࡚ࠊᩍᤵຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡍࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅ྠᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢ཧほ䛩䜛䛣䛸䛷䚸⮬㌟䛾ᤵᴗ䜈䛾䝠䞁䝖䜔ᨵၿ⟇䜢

䠄䠏䠅ྠᩍဨ䜢ຠᯝⓗ䛻ᨭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠎䠅ྠᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢ཧほ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᤵᴗ䛾Ⰻ䛔Ⅼ䚸ᨵၿⅬ䜢ᐈほⓗ䛻
ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ᤵᴗ๓䛻ᤵᴗᢸᙜ⪅䛸๓ᡴ䛱ྜ䜟䛫䜢⾜䛖䚹䛭䛾㝿䚸ᤵᴗෆᐜ䜔ᤵᴗ䛾≉ᚩ䛻䛴䛔䛶⪺䛝ฟ䛧䛶䛚䛟䚹䛭䛾ᚋ䚸᪉䛜㒔ྜ䛾䜘䛔㛫ᖏ䛻ᤵᴗཧほ䜢
ᐇ䛩䜛䚹ᤵᴗཧほ୰䛿䚸ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䛻ἢ䛳䛶䛂ᤵᴗ䛾Ⰻ䛔Ⅼ䛃䛂ᤵᴗ䛾ᨵၿⅬ䛃➼䜢グධ䛩䜛䚹ᤵᴗ⤊ᚋ䛻䚸ᤵᴗᢸᙜ⪅䛸ᚋ㠃ㄯ䜢⾜䛔䚸グ㘓
ෆᐜ䜢ఏ䛘䜛䚹ᚋ㠃ㄯ䛾ෆᐜ䜒㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䚸ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䜢᭩䛝ୖ䛢䚸ㅮᖌ䛻ᥦฟ䛩䜛䚹
2 ྡ䛾ᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢ཧほ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸䛭䛾㝿䚸ᑓ㛛䜢ྠ䛨䛟䛩䜛ᩍဨ䛸ᑓ㛛䛜␗䛺䜛ᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢䛭䜜䛮䜜ཧほ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹ᤵᴗᢸᙜ⪅䛻
䛴䛔䛶䛿䚸ཎ๎䚸ྛ⮬䛷᥈䛩䛣䛸䛻䛺䜛䛜䚸Ꮫ㒊➼䛾ᩍဨ䛾ᤵᴗཧほ䜢ᕼᮃ䛩䜛ሙྜ䚸┦ᡭ䛜ぢ䛴䛛䜙䛺䛔ሙྜ䛿䚸ᩍ⫱⏬ᐊ䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊ᤵᴗᢸᙜ⪅䛸䛾๓㠃ㄯ䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠏䠊ᤵᴗᢸᙜ⪅䛸䛾ᚋ㠃ㄯ䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠎䠊ᤵᴗཧほ䛾ᐇ䠄ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䛾グධ䠅䠄ᐃ㛫䠖100 ศ䠅

䠐䠊ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䛾ᰯṇ䞉ᥦฟ䠄ᐃ㛫䠖20 ศ䠅

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ᤵᴗཧほグ㘓䝅࣮ࢺࡢᥦฟඛ ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ྛ✀ᵝᘧࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ http://ts.adm.ehime-u.ac.jp/pd/ࠗᤵᴗཧほ࠘
ࠗྠࡼࡿᤵᴗཧほ࠘㛵㐃ᵝᘧࡣ/
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ឡᏛᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ䠄2008䠅䛄FD ᢸᙜ⪅ᚲᦠ䝬䝙䝳䜰䝹➨䠍ᕳ FD 䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇ䞉ホ౯䛅
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/publishment_hikkei.htm
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/

ࡑࡢ

ྠ୍ᩍဨࡼࡿ␗࡞ࡿᤵᴗ⛉┠ࢆ㸰ᅇศࡅ࡚ཧほࡍࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ㸪ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮㸦⤫ᣓ࣓ࣥࢱ
࣮ࢆྵࡴ㸧┦ㄯࡋ࡚ࡽ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢሙྜ㸪ㅮ⩏₇⩦࣭ᐇ⩦࡞㸪ᤵᴗᙧែࡀ␗࡞ࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࢀ
ࡲࡍࠋ
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4

ᢸᙜㅮᖌ

ྠᩍဨ㸦ྠࡌᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡶࡋࡃࡣᤵᴗࢹࢨ࣮ࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢཧຍ⪅㸧

◊ಟ㢟┠
ྠࡼࡿᤵᴗཧほ㸦ࣆ࣭࢜ࣈࢨ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧
㸦Peer Observation㸧
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ྠࡼࡿᤵᴗཧほ㸦ࣆ࣭࢜ࣈࢨ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧
㸦peer observation㸧䚸ᤵᴗᨵၿ 䠄instructional development㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
ྠᩍဨ䛜䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䠄ᤵᴗᐇ⪅䠅䛾⾜䛖ᤵᴗ䜢ཧほ䛧䚸䛭䛣䛷䛾ཧほグ㘓䜢ᇶ䛻ᤵᴗᐇ⪅䛸䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛧䛺䛜䜙䚸ඹྠ䛷ᤵᴗᨵၿ䛻ྲྀ⤌䜐䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅ྠ䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖䜢ᐈほⓗ䛻ㄞ䜏ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䠄䠎䠅ྠ䛸ඹྠ䛷᭷ຠ䛺ᤵᴗ䛾ᨵၿ⟇䜢ぢฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛
◊ಟࡢᴫせ
ྠ䛻䜘䜛ᤵᴗཧほ㸦ࣆ࣭࢜ࣈࢨ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧䛷䛿䚸ྠ䛨Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉䛾ྠ䚸䜒䛧䛟䛿ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾ཧຍ⪅䛜䚸ᤵᴗᐇ⪅䛾ᤵᴗ䜢ཧほ
䛧䚸ཧほ⪅䛻䜘䜛ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䜢䜒䛸䛻ඹྠ䛷ᤵᴗᨵၿ⟇䜢ᶍ⣴䛩䜛䚹ᤵᴗᐇ⪅䛿ཧほ⪅䛸䚸ᤵᴗᐇ๓䛸ᐇᚋ䛻㠃ㄯ䜢⾜䛖䚹䛭䛣䛷䛾䜔䜚ྲྀ䜚䜢
䜒䛸䛻䚸ᤵᴗᐇ⪅䛿ᤵᴗ⮬ᕫศᯒグ㘓䝅䞊䝖䜢᭩䛝䚸ᥦฟ䛩䜛䚹
ᤵᴗᐇ⪅䛾㒔ྜ䛾Ⰻ䛔ᮇ䛻䚸ᐇ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥⤊ᚋ䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹⏦䛧㎸䜏䛿䚸ྛ⮬ཧほ⪅䜢ぢ䛴䛡䛶䚸᪥⛬䜢ㄪᩚ
䛩䜛䚹ᤵᴗ䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䛺䛔ᩍဨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᶍᨃᤵᴗ䛷௦᭰䛩䜛䚹ཧほ⪅䛿䚸ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䜢ᤵᴗᐇ⪅䛻ᥦฟ䛩䜛䚹ᤵᴗᐇ⪅䛿䚸ᤵᴗཧほグ
㘓䝅䞊䝖䠈ᤵᴗ⮬ᕫศᯒグ㘓䝅䞊䝖䜢䛭䜜䛮䜜䚸ᩍ⫱⏬ᐊ䛻ᥦฟ䛩䜛䚹ྛ䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝔䝙䝳䜰ᩍဨ⫱ᡂไᗘ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䠄http://ts.adm.ehime-u.ac.jp/pd/䛄ᤵᴗཧほ䛅䛄ྠ䛻䜘䜛ᤵᴗཧほ䛅㛵㐃ᵝᘧ䛿/䠅䛛䜙䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜛䚹
ྠࡼࡿᤵᴗཧほࡢᡭ㡰
䠍䠊ཧほ⪅䛸๓㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠏䠊ཧほ⪅䛸ᚋ㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠎. ᤵᴗᐇ䠋ཧほ⪅䛻䜘䜛グ㘓䠄ᐃ㛫䠖120 ศ䠅

䠐. ᤵᴗ⮬ᕫศᯒグ㘓䝅䞊䝖䛾ᇳ➹䞉ᥦฟ 䠄ᐃ㛫䠖60 ศ䠅

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/

ࡑࡢ

䛣䛣䛷ゝ䛖䛂ྠ䛃ᩍဨ䛻䛿䚸䛾䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䜒ྵ䜎䜜䜛䚹ヲ⣽䛿䠭䠃䠝䠄P14䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹

㑅ᢥࡢᇶ‽㸸
ࠕۑᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࢭ࣓ࢫࢱ࣮㸦ࢡ࢛࣮ࢱ࣮㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㛤ㅮࡉࢀࡿㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗ⛉┠࠾ࡅࡿᤵᴗࢫ࢟ࣝ
ྥୖࢆ࡞┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠࠕۑࡼࡿᤵᴗཧほࠖ
ㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗ࡛ࠊᤵᴗࢫ࢟ࣝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᤵᴗෆᐜࡶྵࢇࡔᨵၿࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡿࡼ࣮ࢱ࣓ࣥࠕۑᤵᴗཧほࠖ
ᐇ⩦࣭ᐇ㦂ࡸࢮ࣑ᙧᘧࡢᤵᴗ࡛ࠊᤵᴗࢫ࢟ࣝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᤵᴗෆᐜࡶྵࢇࡔᨵၿࢆ
┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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୰ಇᶞ㸦Toshiki Nakai㸧㸭௰㐨㞞㍤㸦Masaki Nakamichi㸧㸭ᮧ⏣ஓ㸦Shinya Murata㸧㸭➉୰႐୍㸦Yoshikazu Takenaka㸧


◊ಟ㢟┠
ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Teaching Consultation㸧
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
MSF䠄Midterm Student Feedback䠅䚸ᤵᴗᨵၿ䠄instructional development㸧䚸ඹྠ᥈ồᆺ䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁(collaborative consultation)
◊ಟࡢ┠ⓗ
䝭䝑䝗䝍䞊䝮䞉䝇䝏䝳䞊䝕䞁䝖䞉䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䠄MSF䠅䛾ᡭἲ䜢⏝䛧䛶ᙜヱᤵᴗ䛾ཷㅮᏛ⏕䛛䜙ᤵᴗ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝯䞁䝖䜢㞟䛧䚸䛭䛾䝁䝯䞁䝖䜢ᇶ䛻䝁䞁䝃䝹䝍
䞁䝖䛸䜽䝷䜲䜰䞁䝖ᩍဨ䛜୍ᑐ୍䛷䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛧䛺䛜䜙䚸ඹྠ䛧䛶ᤵᴗᨵၿ⟇䜢ᶍ⣴䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅Ꮫ⏕䝁䝯䞁䝖䜢ᐈほⓗ䛻ㄞ䜏ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

䠄䠏䠅ᚋ㠃ㄯ䛻䛚䛡䜛᳨ウ⤖ᯝ䜔ᚋ䛾ᤵᴗ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䚸ཷㅮᏛ⏕

䠄䠎䠅Ꮫ⏕䛾䝁䝯䞁䝖䜢ά⏝䛻䛧䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸ඹྠ䛷᭷ຠ䛺ᤵᴗ䛾ᨵၿ

䛻ᑐ䛧䛶㐺ษ䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

⟇䜢ᥦ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
◊ಟࡢᴫせ
ᤵᴗ䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷䛿䚸䜰䝯䝸䜹䝽䝅䞁䝖䞁Ꮫ䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯 MSF 䛸䛔䛖ᡭἲ䜢䛔䚸䜽䝷䜲䜰䞁䝖ᩍဨ䛜ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛾୰㛫ᮇ䠄䠑ᅇ┠㡭䠅䛻䚸
䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛜ᩍᐊ䛻ධ䜚䚸Ꮫ⏕䛛䜙ᙜヱᤵᴗ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝯䞁䝖䜢⪺䛝ฟ䛩䚹䛣䛾㝿䚸䜽䝷䜲䜰䞁䝖ᩍဨ䛿ᩍᐊ䛾እ䛷ᚅᶵ䛧䛶䚸⪺䛝ྲྀ䜚䛜⤊ḟ➨䚸ᤵᴗ䜢㛤
ጞ䛩䜛䚹䛭䛾ᚋ䚸Ꮫ⏕䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖䛾ෆᐜ䜢ᇶ䛻䚸ᩍဨ䛸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛜ඹྠ䛷ᨵၿ⟇䜢ᶍ⣴䛩䜛䚹 Ꮫ⏕䜈䛾ຠ⏝䛸䛧䛶䚸䛂ᤵᴗ䛻ᑐ䛧䛶㛵ᚰ䜢ᣢ䛴䜘䛖䛻
䛺䜛䛃䛂ᩍဨ䛻ពぢ䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛷᪉䛾⌮ゎ䛜ಁ㐍䛧䛯䛸⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛃䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
㝶ᐇ䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᐇᚋ䛜ᮃ䜎䛧䛔䠄≉䛻ᤵᴗ⤒㦂䛾䛺䛔ᩍဨ䛾ሙྜ䠅䚹ᩍ⫱⏬ᐊ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙⏦䛧㎸䜏䜢
⾜䛔䠄Ꮫෆ BBS 䝯䞊䝹䛷䜒ເ㞟䛾࿌▱䛜䛒䜛䠅䚸᪥⛬ㄪᩚ䜢⾜䛖䚹ᤵᴗ䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䛺䛔ᩍဨ䛾ሙྜ䛿䚸ᶍᨃᤵᴗ䛷௦᭰䛩䜛䚹
ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭ㡰
䠍䠊䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸๓㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠐. Ꮫ⏕䜈䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠎. ᤵᴗᐇ䠄ᐃ㛫䠖120 ศ䠅

䠑䠊ᤵᴗ⮬ᕫศᯒ䝅䞊䝖䛾ᇳ➹䞉ᥦฟ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠏䠊䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸ᚋ㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
MSF 䜢ᐇ䛧䛯ᤵᴗ䛾ḟ䛾ᅇ䛾ᤵᴗ䛷䚸Ꮫ⏕䝁䝯䞁䝖䛾᳨ウ⤖ᯝཬ䜃ᚋ䛾ᤵᴗ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⾜䛖
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ឡᏛᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ䠄2008䠅䛄FD ᢸᙜ⪅ᚲᦠ䝬䝙䝳䜰䝹➨ 3 ᕳ ᤵᴗ䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛅
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/publishment_hikkei.htm
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp/
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/
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ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮㸦ྠࡌᏛ㒊/◊✲⛉/ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᡤᒓࡢᩍဨ࡛ࠊ࣓ࣥࢱ࣮ࡋ࡚௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅㸧

◊ಟ㢟┠
࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵᴗཧほ㸦Observation by senior mentor(s)㸧
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ඛ㍮ᩍဨ/ࢩࢽᩍဨࡼࡿᤵᴗཧほ㸦class observation㸧䚸ᤵᴗᨵၿ 䠄instructional development㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䛜ᤵᴗ䜢ཧほ䛧䚸䛭䛣䛷䛾ཧほグ㘓䜢ᇶ䛻ᤵᴗᐇ⪅䛸䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛧䛺䛜䜙䝅䝙䜰ᩍဨ䛸䛧䛶䛾ຓゝ䜢⾜䛔䚸ඹྠ䛷ᤵᴗᨵၿ䛻ྲྀ
⤌䜐䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䝯䞁䝍䞊䜢䛴䛸䜑䜛䝅䝙䜰ᩍဨ䜔ཷㅮ䛧䛯Ꮫ⏕䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖䜢ᐈほⓗ䛻

䠄䠎䠅䝅䝙䜰ᩍဨ䛸ඹྠ䛷᭷ຠ䛺ᤵᴗ䛾ᨵၿ⟇䜢ぢฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛

ㄞ䜏ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
◊ಟࡢᴫせ
䝯䞁䝍䞊䛻䜘䜛ᤵᴗཧほ䛷䛿䚸ྠ䛨Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉䛾䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䛜䚸䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䛷䛒䜛ᤵᴗᐇ⪅䛾ᤵᴗ䜢ཧほ䛧䚸䛥䜙䛻ཷㅮ䛧䛯Ꮫ⏕䛛
䜙䛾ពぢ䜔ᣦ䜢ᩚ⌮䛧䛯ୖ䛷ඹྠ䛷ᤵᴗᨵၿ⟇䜢ᶍ⣴䛩䜛䚹ᤵᴗᐇ⪅䛿ཧほ⪅䠄䝯䞁䝍䞊䠅䛸䚸ᤵᴗᐇ๓䛸ᐇᚋ䛻㠃ㄯ䜢⾜䛖䚹䛭䛣䛷䛾䜔䜚ྲྀ䜚䜢䜒䛸
䛻䚸ᤵᴗᐇ⪅䛿ᤵᴗ㏉䜚グ㘓䝅䞊䝖䜢᭩䛝䚸ᥦฟ䛩䜛䚹
ᤵᴗᐇ⪅䛾㒔ྜ䛾Ⰻ䛔ᮇ䛻䚸ᐇ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥⤊ᚋ䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹ྛ⮬䛜䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䜢ᣦྡ䛧䛶䚸୧
⪅䛷᪥⛬䜢ㄪᩚ䛩䜛䚹ᑐ㇟䛸䛺䜛ᤵᴗ䛿䚸ㅮ⩏䛾䚸₇⩦䜔ᐇ㦂䞉ᐇ⩦䛷䛒䛳䛶䜒Ⰻ䛔䛜䚸䛾ᩍဨ䛾ᤵᴗ䜢ᡭఏ䛖䛾䛷䛿䛺䛟䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ⮬䜙䛜ᐇ⩦
䛾ᡭ㡰䜢ㄝ᫂䛩䜛䛺䛹䚸ᙜヱ䜽䝷䝇䛻䛚䛔䛶䛯䜛ᢸᙜ⪅䛸䛧䛶ᤵᴗ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹ཧほ⪅䛿䚸ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䜢ᤵᴗᐇ⪅䛻ᥦฟ䛩䜛䚹ᤵᴗ
ᐇ⪅䛿䚸ᤵᴗཧほグ㘓䝅䞊䝖䠈ᤵᴗ㏉䜚グ㘓䝅䞊䝖䜢䛭䜜䛮䜜䚸ᩍ⫱⏬ᐊ䛻ᥦฟ䛩䜛䚹ྛ䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝔䝙䝳䜰ᩍဨ⫱ᡂไᗘ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䠄http://ts.adm.ehime-u.ac.jp/pd/䛄䝯䞁䝍䞊䛻䜘䜛ᤵᴗཧほ䛅㛵㐃ᵝᘧ䛿䛣䛱䜙/䠅䛛䜙䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜛䚹
ྠࡼࡿᤵᴗཧほࡢᡭ㡰
䠍䠊ཧほ⪅䛸๓㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠏䠊ཧほ⪅䛸ᚋ㠃ㄯ 䠄ᐃ㛫䠖30 ศ䠅

䠎. ᤵᴗᐇ䠋ཧほ⪅䛻䜘䜛グ㘓䠄ᐃ㛫䠖120 ศ䠅

䠐. ᤵᴗ⮬ᕫศᯒグ㘓䛾ᇳ➹䞉ᥦฟ 䠄ᐃ㛫䠖60 ศ䠅

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆 http://web.opar.ehime-u.ac.jp/
䞉ᡤᒓ㒊ᒁ䛾䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䛻䛴䛔䛶䛿䚸㒊ᒁ䛾⥲ົㄢ䛺䛔䛧䝔䝙䝳䜰ᩍဨ⫱ᡂไᗘົᒁ䛻↷䛥䜜䛯䛔䚹
ᡤᒓ㒊ᒁ䛾㛗䛻䜘䛳䛶䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䛻䜚ᙜ䛶䜙䜜䛯䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䛜ᢸᙜ䛩䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛷䛒䜛䛜䚸┦ㄯ䛾ୖ
䛾䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䝯䞁䝍䞊䛻౫㢗䛧䛶䜒Ⰻ䛔䚹
ࠕ࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵᴗཧほࠖࡢᡭ㡰
ŏ๓ᣦᑟ
࣓ࣥࢱ࣮ࡣࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨࡢ๓㠃ㄯࢆᐇࡍࡿࠋ
ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨࡣ࠙㹂ࠚᤵᴗ㏉ࡾグ㘓ࢩ࣮ࢺ(ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ⏝㸧㺀࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵᴗཧほ㺁
グ㘓ࡍࡿࠋ
Ņ
ŏᤵᴗཧほ
࣓ࣥࢱ࣮ࡣᤵᴗࢆཧほᚋ㸪
࠙㹁ࠚᤵᴗཧほグ㘓ࢩ࣮ࢺ(ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮⏝)㺀࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵ
ᴗཧほ㺁ࢆグධࡍࡿࠋ
Ņ
Ꮫ⏕ࡢ
࣓ࣥࢱ࣮ࡣᏛ⏕ࡽᙜヱᤵᴗ㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸦ࣥࢣ࣮ࢺྍ㸧ࢆ
ពぢ⫈ྲྀ
⪺ࡁฟࡋ㸦ࡑࡢ㝿㸪ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨࡣᩍᐊࡢእ࡛ᚅᶵࠋ
㸧⤖ᯝࢆ࠙㹁ࠚᤵᴗཧほグ㘓ࢩ࣮ࢺ(ࢸࢽࣗ
⫱ᡂᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮⏝)㺀࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵᴗཧほ㺁グධࡋ㸪ᚋ㠃ㄯ࠾࠸࡚ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࠋ
Ņ
ŏᚋᣦᑟ
ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨࡣᚋ㠃ㄯᚋ㸪࣓ࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡋࡓ࠙㹁ࠚᤵᴗཧほグ㘓ࢩ࣮ࢺ(ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ࣓
ࣥࢱ࣮⏝)㺀࣓ࣥࢱ࣮ࡼࡿᤵᴗཧほ㺁ࢆᇶ㸪
࠙㹂ࠚᤵᴗ㏉ࡾグ㘓(ࢸࢽࣗ⫱ᡂᩍဨ⏝㸧㺀࣓ࣥࢱ࣮
ࡼࡿᤵᴗཧほ㺁ࢆసᡂࡋ㸪ᩍ⫱⏬ᐊᥦฟࡍࡿࠋ
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◊ಟ㢟┠
䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 䠄 TeachingPortfolio Workshop䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸 (Teaching portfolio䠅䚸ᩍ⫱⌮ᛕ (Teaching Philosophy)䚸ᩍ⫱䛾㈐௵ (Teaching Responsibilities)䚸ᩍ⫱┠ⓗ䞉ᡓ␎䞉᪉ἲ (Teaching
Objectives䚸Strategies䚸 Methodologies)䚸ᩍ⫱ᨵၿ (Teaching Improvement)䚸ᩍ⫱┠ᶆ (Teaching Goals)䚸䜶䝡䝕䞁䝇 䠄Evidences䠅䚸䝯䞁䝍䝸䞁䜾 (Mentoring)䚸
䝯䞁䝍䞊 (Mentor)䚸䝯䞁䝔䜱䞊 䠄Mentee䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ᤵᴗᨵၿ䛒䜛䛔䛿ᩍ⫱ᴗ⦼ホ౯䛾䛯䜑䛾᭷ຠ䛺䝒䞊䝹䛸䛧䛶䚸㏆ᖺ䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛜ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛿䛂⮬䜙䛾
ᩍ⫱άື䛻䛴䛔䛶䜚㏉䜚䠄⮬ᕫ┬ᐹ䠖Reflection䠅䚸⮬䜙䛾ゝⴥ䛷グ䛧䚸ከᵝ䛺䜶䝡䝕䞁䝇䛻䜘䛳䛶䛣䜜䜙䛾グ㏙䜢䛡䛯ᩍ⫱ᴗ⦼䛻䛴䛔䛶ཝ㑅䛥䜜䛯グ
㘓䛃䛷䛒䜛䚹
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛿䚸䝯䞁䝍䞊䛻䜘䜛䝯䞁䝍䝸䞁䜾䜔ཧຍ⪅䛸䛾ὶ䜢㏻䛧䛶䚸ᩍ⫱䛾㉁ྥୖཬ䜃ၥ㢟ゎỴ䜔᪥ᖖⓗ䛺ᩍ⫱ᨵၿ䛾䛯䜑䛻䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖
䝣䜷䝸䜸䜢సᡂ䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱⌮ᛕ䜢⪃䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠓䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱䛾▷ᮇ䞉㛗ᮇ┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷

䠄䠎䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱䛾㈐௵䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䛝䜛

䠄䠏䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱䛾┠ⓗ䞉ᡓ␎䞉᪉ἲ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹

䠄䠔䠅⮬㌟䛾ᩍ⫱┠ⓗ䞉ᡓ␎䞉᪉ἲ䜔ᩍ⫱ᡂᯝ䚸ᩍ⫱ᨵၿ䛾ດຊ䜢᰿ᣐ䛡
䜛᭷ຠ䛺䜶䝡䝕䞁䝇䜢䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸䛭䛾ᡂᯝ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠕䠅䝯䞁䝍䞊䛸䛾༠ຊయไ䛾䜒䛸䚸䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢సᡂ䛩䜛

䠄䠑䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱ᨵၿ䛾ດຊ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠒䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ලయⓗ䛺ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠍䠌䠅ཧຍ⪅䛸䛾ὶ䜢῝䜑䚸ពぢ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛷䛿䚸䝯䞁䝍䞊䛾䝃䝫䞊䝖䛾䜒䛸䚸ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸⮬㌟䛾ᩍ⫱⌮ᛕ䚸ᩍ⫱┠ⓗ䚸ᡓ␎䚸᪉ἲ䚸ᡂᯝ䜔ㄢ㢟䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᑗ
᮶䛾ᩍ⫱┠ᶆ䜔䜻䝱䝸䜰䛻䛴䛔䛶䜒グ㏙䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹䛺䛚䚸䛣䜜䜎䛷䛾ᩍ⫱άື䛻䛴䛔䛶䜶䝡䝕䞁䝇䛻䜘䜛䛡䜢䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹సᡂ䛾㐣⛬䛷䛿䚸䝯
䞁䝍䞊䛜ᐤ䜚ῧ䛔䚸ヰ䛧ྜ䛔䜢㔜䛽䛺䛜䜙⮬㌟䛾䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢సᡂ䛧䛶䛝䜎䛩䚹䜎䛯ཧຍ⪅ྠኈ䛾ὶ䜢⾜䛔䛺䛜䜙䚸⮬㌟䛾ᩍ⫱άື䜢䜚
㏉䜛సᴗ䜢⾜䛔䜎䛩䚹ᮏ◊ಟ䛿䚸Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ䛾 TP 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥つ‽䛻‽䛨䛶ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾ព⩏䚸ά⏝᪉ἲ

䠘䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾ᵓᡂせ⣲䠚

䠎䠊䝯䞁䝍䝸䞁䜾䠄⣙ 30 ศ䜢䠏ᅇ⛬ᗘᐇ䠅

ᩍ⫱⌮ᛕ䚸ᩍ⫱䛾㈐௵䠄ᢸᙜᤵᴗ⛉┠➼䠅䚸ᩍ⫱䛾┠ⓗ䞉ᡓ␎䞉᪉ἲ䚸ᩍ⫱

䠏䠊䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂసᴗ

䛾ᡂᯝ䠄ᤵᴗホ౯䚸Ꮫ⩦ᡂᯝ䛺䛹䠅䚸ᩍ⫱ᨵၿ䛾ດຊ䚸ᩍ⫱ㄢ㢟䚸ᩍ⫱䛾

䠐䠊䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ཧຍ⪅䛸䛾ពぢ

▷ᮇ䞉㛗ᮇ┠ᶆ䚸䜶䝡䝕䞁䝇➼

䠑䠊䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸ᢨ㟢
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
࣭๓ㄢ㢟䛸䛧䛶䚸䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥䝅䞊䝖䛾ᥦฟ䜢ㄢ䛧䛶䛔䜛䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᰩ⏣ె௦Ꮚ䠄2007䠅䛄Ꮫᩍ⫱䜢ኚ䛘䜛ᩍ⫱ᴗ⦼グ㘓䛅⋢ᕝᏛฟ∧㒊
ⓙᮏᘺ䠄2012䠅䛄䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䠉ᑟධ䞉ά⏝䜺䜲䝗䛅㏆௦⛉Ꮫ♫
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

ᩍ⫱⏬ᐊ opar@stu.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆 http://web.opar.ehime-u.ac.jp/
䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䛸䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ྠ䛨ᖺᗘ䛻ཷㅮ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹ྍ⬟
䛺㝈䜚䚸ึᖺᗘ䛻䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢䚸୰㛫ホ౯๓䛾᭱⤊ᖺᗘ䛻䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃
䜢䚸䛭䜜䛮䜜ཷㅮ䛩䜛䜘䛖䛻ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢❧䛶䛶ୗ䛥䛔䚹
ᮏไᗘ㐺⏝๓䛻䛂ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ཷㅮಟ䛧䛯᪉䛿䚸ྠ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛿᪤ཷㅮ⏦ㄳ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎
䛩䚹䛭䛾ሙྜ䛻䛿䚸䛂䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ึᖺᗘ䛻ཷㅮ䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛩䛜䚸䛥䜙䛻䠏ᖺ┠䛻䛂䜰䜹
䝕䝭䝑䜽䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢ཷㅮ䛧䛶ෆᐜ䜢䜰䝑䝥䝕䞊䝖䛩䜛䛣䛸䜢ᙉ䛟᥎ዡ䛧䜎䛩䚹
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◊ಟ㢟┠
ேᩘㅮ⩏ἲ䛾ᇶᮏ (Teaching large-scale class)
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ᯈ᭩ (blackboard)䚸䝥䝸䞁䝖䞉㈨ᩱ (print)䚸䝨䜰䝽䞊䜽䠋䜾䝹䞊䝥䝽䞊 䜽 (pair/group work)䚸䜽䝸䝑䜹䞊 (clicker)䚸ᑠ䝔䝇䝖 (mini test)䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䜹
䞊䝗 (communication cards)䚸Ⓨၥ (asking a question)
◊ಟࡢ┠ⓗ
ᮏ◊ಟࡣࠊㅮ⩏ࢆཷࡅᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗ࡚㛫ࡶ࡞࠸ᩍဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊつᶍࢡࣛࢫࡢᩍ࠼᪉ࡢࢥࢶࡘ࠸࡚ࠊࠕ͆Ⰻ࠸͇ᤵᴗࡣࠖࠕࢃࡾࡸ
ࡍ࠸ᤵᴗࡣࠖࠕ▱ⓗ࡞⥭ᙇឤࡢ࠶ࡿᤵᴗࡣࠖࠕᏛ⏕ࡀཧຍࡍࡿ㸦ࡋࡓẼࡉࡏࡿ㸧ᤵᴗࡣࠖ࠸࠺ၥ࠸ࡅࡢࡶࠊேᩘㅮ⩏ἲ࠾ࡅࡿᇶᮏ
ⓗ࡞▱㆑ࢫ࢟ࣝࢆᏛࡪࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䛂Ꮫ⏕୰ᚰ䛾Ꮫ䛃䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䇾䜘䛔䇿ᤵᴗ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

䠄䠏䠅ᵝ䚻䛺ᤵᴗ䝇䜻䝹䜢ᐇ㝿䛾య㦂䜢㏻䛧䛶⩦ᚓ䛧䠈⩦ᚓ䛧䛯䛣䛸䜢⮬ศ䛾

䠄䠎䠅⮬ศ䛾ᤵᴗ䛷ᛂ⏝ྍ⬟䛺䝁䝒䜢䠍䛴௨ୖ䚸ᣢ䛱ᖐ䜛䚹

ᤵᴗ䛻⏕䛛䛩䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ேᩘㅮ⩏ἲ䛾ᇶᮏ䛸䛺䜛䚸䛂ᯈ᭩䛃䛂䝥䝸䞁䝖䛃䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄Ꮫ⏕䛸䛾᪉ྥ䛾䜔䜚䛸䜚䠅䛃➼䛾ᇶᮏⓗ䝔䜽䝙䝑䜽䜔ຠᯝⓗ䛺䝒䞊䝹䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䜎
䛩䚹䜎䛯䚸ேᩘㅮ⩏ᢸᙜ⪅䛛䜙䛾ᝎ䜏䛸䛧䛶ከ䛟䛒䛢䜙䜜䜛䚸䛂⚾ㄒ䛃䛂╧╀䛃䛂ෆ⫋䛃䛂㐜้䞉୰ᢤ䛡䛃➼䛾㜵Ṇ⟇䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ㊶䛷ά䛛䛫䜛ලయⓗ䛺ᡭἲ䛻䛴
䛔䛶Ꮫ䜃䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠘ᤵᴗ䛾ὶ䜜䠚

䠒䠊䛂ᯈ᭩䛃䛾ᇶᮏ䝔䜽䝙䝑䜽

䠍䠊䛿䛨䜑䛻 ᩛ䜢▱䜚ᕫ䜢▱䜛

䠓䠊䛂䝥䝸䞁䝖䛃䛾ᇶᮏ䝔䜽䝙䝑䜽

䠎䠊䛂ᤵᴗ䝇䜻䝹䛃䛾䛔䜝䛔䜝

䠔䠊䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃䛾ᇶᮏ䝔䜽䝙䝑䜽

䠏䠊ཧຍ/య㦂ᆺᤵᴗ䛾䠖䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢⤒㦂䛩䜛

䠕䠊䜎䛸䜑䛸䝉䝹䝣䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠖䛒䜙䛯䜑䛶䠈䛂䜘䛔䛃ᤵᴗ䛸䛿䠛

䠐䠊䛂䜻䞊䝽䞊䝗䛃䜢᫂♧䛩䜛

䠍䠌䠊㉁ᛂ⟅

䠑䠊ఇ᠁䛸䝇䝖䝺䝑䝏
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
బ⸨ᾈ❶⦅䠄2010䠅䛄Ꮫᩍဨ䛾䛯䜑䛾ᤵᴗ䝕䝄䜲䞁䛸᪉ἲ䛅䠄⋢ᕝᏛฟ∧㒊䠅
ụ⏣䜙ⴭ(2001)䛄ᡂ㛗䛩䜛䝔䜱䝑䝥䝇ඛ⏕䛅䠄⋢ᕝᏛฟ∧㒊䠅
ᶫᮏබ⚽䞉㕥ᮌ῟⪷䠄1972䠅䛄䛚䛚䛬䛔䛾๓䛷䛾ヰ䛧᪉䛅䠄ᩥᩍ᭩㝔䠅
䝞䞊䝞䝷䞉䜾䝻䝇䞉䝕䜱䝡䝇䠄2002䠅㤶ྲྀⲡஅຓ┘ヂ䛄ᤵᴗ䛾㐨ල⟽䛅䠄ᮾᾏᏛฟ∧䠅
䝎䜾䞉䝬䝹䞊䝣䠄2003䠅ྜྷ⏣᪂୍㑻ヂ䛄᭱㧗䛾䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛅䠄䠬䠤䠬◊✲ᡤ䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᑠᯘ┤ே naoto@m.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/

ࡑࡢ

䛆ᙧែ䛇ᑐ㠃ཬ䜃䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛻䜘䜛㛤ㅮ䛸䛩䜛䚹
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➉୰႐୍㸦Yoshikazu Takenaka㸧

◊ಟ㢟┠
䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾ධ㛛䝉䝭䝘䞊 (Introduction to the teaching methods for students’ active learning)
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䠄active learning䠅䚸᪉ྥᛶ䛾䛒䜛ᤵᴗ䠄interactive class䠅䚸῝䛔Ꮫ䜃䠄deep learning䠅䚸Ⓨၥ䛾ᢏἲ䠄questioning techniques䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫ⏕䛾⬟ືⓗ䛺Ꮫಟ䜢ಁ䛩䛯䜑䛻䚸䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶య㦂䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜃䚸⮬䜙䛾ᤵᴗ䛻ά䛛䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛜ᚲせ䛺⌮⏤䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅⮬䜙ᢸᙜ䛩䜛ᤵᴗ䛷ά⏝䛷䛝䛭䛖䛺䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᩍ⫱ᡭ

䠄䠎䠅䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᩍ⫱ᡭἲ䛾䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䜢ලయⓗ䛻ㄝ᫂䛷䛝
䜛䚹

ἲ䜢ิᣲ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠐䠅䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᩍ⫱ᡭἲ䜢ᐇ㊶䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䚸Ꮫ⏕䛜ᤵᴗ䛻⬟ືⓗ䛻ཧຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᵝ䚻䛺ᩍᤵἲ䛾⤂䜢㏻䛧䛶䚸䛤⮬㌟䛾ᤵᴗ䛻ྲྀ䜚㎸䜑䜛
䜰䜲䝕䜱䜰䜢⪃䛘䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᩍဨ䞉Ꮫ⏕㛫䛾᪉ྥᛶ䜢㧗䜑䜛ᩍ⫱ᡭἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䚸䛤⮬㌟䛾ᤵᴗ䛷ᑟධ䛷䛝䜛䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛻䛴
䛔䛶୍⥴䛻⪃䛘䛶䛔䛝䜎䛩䚹䛣䛾䝉䝭䝘䞊䛾ᵓᡂ⮬య䜒䚸䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾⪃䛘᪉䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.ព⩏䛒䜛Ꮫ⩦䛸䛿

䠑.䛥䜎䛦䜎䛺䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᢏἲ

䠎.䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛸䛿

䠒.Ꮫ⩦ㄢ㢟䛾⤌䜏❧䛶᪉

䠏.ᮇᚅ䛥䜜䜛ຠᯝ

䠓.䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛾ㄢ㢟

䠐. ㄝ᫂䚸Ⓨၥ䚸ᣦ♧
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
୰ಇᶞ⦅䠄2015䠅䛄䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛅䠄⋢ᕝᏛฟ∧㒊䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

➉୰႐୍ takenaka.yoshikazu.xd@ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䠄http://web.opar.ehime-u.ac.jp/䠅
≉䛻䛺䛧
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➉୰႐୍㸦Yoshikazu Takenaka㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫ⩦ホ౯䛾ᇶᮏ 䠄Learning assessment and 䡂eedback䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
Ꮫ⩦ホ౯䠄learning assessment䠅䚸ᙧᡂⓗホ౯䠄formative assessment䠅䚸⥲ᣓⓗホ౯䠄summative assessment䠅䚸⤯ᑐホ౯䠄absolute evaluation䠅䚸
┦ᑐホ౯䠄relative evaluation䠅䚸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䠄Feedback䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫᩍဨ䛸䛧䛶䚸බṇ䛷ཝᐦ䛻䚸䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻Ꮫ⩦ホ౯䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᚲせ䛺䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅Ꮫ⩦ホ౯䛾ព⩏䛸┠ⓗ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅㐺ษ䛷ຠᯝⓗ䛺䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅฿㐩┠ᶆ䛻䛒䜟䛫䛯ホ౯䛾᪉ἲ䞉ᇶ‽䜢㑅ᢥ䞉タᐃ䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅බṇ䛷ཝᐦ䛺ᡂ⦼ホ౯䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦䛻䛚䛔䛶ホ౯䛾ᣢ䛴ᙺ䛿㠀ᖖ䛻䛝䛔䛸ゝ䛘䜎䛩䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸Ꮫ⩦ホ౯䛻㛵䜟䜛ᇶᮏⓗ䛺ෆᐜ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹
ᙧᡂⓗホ౯䚸⥲ᣓⓗホ౯䚸⤯ᑐホ౯䚸┦ᑐホ౯䛸䛔䛳䛯ᇶᮏⓗ䛺ホ౯᪉ἲ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䝹䞊䝤䝸䝑䜽ホ౯䚸⮬ᕫホ౯䚸䝢䜰ホ౯䛸䛔䛳䛯᪂䛯䛺ホ౯᪉ἲ
䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛭䜜䛮䜜䛾≉ᚩ䜢Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹Ꮫ⩦┠ᶆ䛻ᛂ䛨䛶䚸䛭䜜䜙䛾ホ౯᪉ἲ䜢㑅ᢥ䛧䚸ᇶ‽䜢᫂☜䛻タᐃ䛩䜛᪉ἲ䜒Ꮫ䜃䜎䛩䚹䜎䛯䚸Ꮫၥⓗㄔᐇ䛺
Ꮫ⩦⾜Ⅽ䜢ᮍ↛䛻㜵䛠䛯䜑䛻䚸ᩍဨ䛜▱䛳䛶䛚䛟䜉䛝䛣䛸䛻䛴䛔䛶䜒Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.Ꮫ⩦ホ౯ࡢ┠ⓗ

㸳.Ꮫ⩦ホ౯ࡢ᪉ἲ

㸰.Ꮫ⩦ホ౯ࡢయ

㸴.ඃࢀࡓホ౯ࡢ᮲௳

㸱.Ꮫ⩦ホ౯ࡢᑐ㇟

㸵.సၥࡢලయⓗ᪉ἲ

㸲.Ꮫ⩦ホ౯ࡢᇶ‽

㸶.ホ౯ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ኟ┠㐩ஓ䚸㏆⏣ᨻ༤䚸୰ಇᶞ䚸㰻⸨ⰾᏊ䠄2010䠅䛄Ꮫᩍဨ‽ഛㅮᗙ䛅䠄⋢ᕝᏛฟ∧㒊䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

➉୰႐୍ takenaka.yoshikazu.xd@ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䠄http://web.opar.ehime-u.ac.jp/䠅
≉䛻䛺䛧
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ᑠᯘ┤ே㸦Naoto Kobayashi㸧

◊ಟ㢟┠
ຠᯝⓗ䛺䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾㐍䜑᪉䠄Small Group Teaching䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽 (group work)䚸ᙺศᢸ (role Sharing)䚸䜰䜲䝇䝤䝺䜲䜻䞁䜾 (icebreaking)䚸䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊 (facilitator)䚸䜚㏉䜚 (reflection)
◊ಟࡢ┠ⓗ
㏆ᖺὀ┠䜢㞟䜑䛶䛔䜛䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᡭἲ䛾୍䛴䛻䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹⬟ືⓗ䛺Ꮫ⩦䜢ಁ䛩ᩍ⫱ᡭἲ䛸䛧䛶䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛿᭷ຠ䛺
ᡭἲ䛾୍䛴䛷䛒䜛䛜䚸ά⏝᪉ἲ䜢㛫㐪䛘䜛䛸Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜆ពḧ䜢పୗ䛥䛫䛶䛧䜎䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸Ꮫ⏕䛜䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢䝇䝮䞊䝈䛻
㐍䜑䚸䝯䞁䝞䞊䛸䛾䛺༠ྠసᴗ䛻䜘䛳䛶Ꮫ⩦┠ᶆ䛜㐩ᡂ䛥䜜䜛䜘䛖䛺䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢ᐇ㊶䛩䜛䛯䜑䛾ᡭἲ䜔䝁䝒䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䛸䝇䜻䝹䜢㌟
䛻䛴䛡䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅Ꮫ⏕䛜䛔䛝䛔䛝䛸䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛻ཧຍ䛷䛝䜛⤌䜏䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩

䠄䠎䠅⌧≧䜘䜚䜒άⓎ䛺䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢䛧䛛䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ᩍဨ䛜䛺䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺▱㆑䜔ᡭἲ䛻䛴䛔䛶䚸ㅮ⩏䛸ᐇ㝿䛾䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾య㦂䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜃䜎䛩䚹䛂Ꮫ⏕䛜✚ᴟⓗ䛻䜾䝹
䞊䝥䝽䞊䜽䛻ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔䛸䛝䛻䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛾䛛䠛䛃䛺䛹䛾ၥ䛻ᑐ䛧䛶䚸ලయⓗ䛺ᨵၿ䝇䜻䝹䜔ᚲ㡲䜰䜲䝔䝮䜢᫂♧䛧䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠘ᤵᴗ䛾ὶ䜜䠚

䠐.䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾㐍䜑᪉

䠍.䜰䜲䝇䝤䝺䜲䜻䞁䜾

䠑.䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾ᚲ㡲䜰䜲䝔䝮

䠎.䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛸䛿

䠒.䜚㏉䜚䛸㉁ᛂ⟅

䠏.ᡂຌ䛩䜛䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾䜹䜼
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛄ឡᏛ FD 䝝䞁䝗䝤䝑䜽 䜒䛳䛸!!ᤵᴗ䜢Ⰻ䛟䛩䜛䛯䜑䛻䛅➨୍ᕳ
బ⸨ᾈ❶⦅䠄2010䠅䛄Ꮫᩍဨ䛾䛯䜑䛾ᤵᴗ᪉ἲ䛸䝕䝄䜲䞁䛅⋢ᕝᏛฟ∧㒊
୰㔝Ẹኵ䠄2001䠅䛄䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䡚᪂䛧䛔Ꮫ䜃䛸㐀䛾ሙ䛅䠄ᒾἼ᪂᭩䠅
୰㔝Ẹኵ䠄2003䠅䛄䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁㠉䡚ཧຍᆺ䛾ሙ䛵䛟䜚䛾ᢏἲ䛅䠄ᒾἼ䜰䜽䝔䜱䝤᪂᭩䠅
䝣䝷䞁䞉䝸䞊䝇䠄2002䠅䛄䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊ᆺ䝸䞊䝎䞊䛾௦䛅䠄䝥䝺䝆䝕䞁䝖♫䠅
ᇼබಇ䠄2004䠅䛄䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᢏ⾡䛅䠄䠬䠤䠬◊✲ᡤ䠅
䝆䝵䞁䝋䞁䠈䠠䠊䠳䠄1998䠅䛄Ꮫ⩦䛾㍯䡚䜰䝯䝸䜹䛾༠ྠᏛ⩦ධ㛛䛅䠄⎼♫䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᑠᯘ┤ே naoto@m.ehime-u.ac.jp
ᩍ⫱⏬ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://web.opar.ehime-u.ac.jp/

ࡑࡢ

≉䛻䛺䛧

－ 26 －

ＥＤ

㛤ㅮᖺᗘ

A Guidebook for the Tenure Track System at Ehime University

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹃㹂

㛫␒ྕ

E305

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

2

ᢸᙜㅮᖌ

బࠎᮌ㝯ᚿ ( Takashi Sasaki )

◊ಟ㢟┠
䡁䝷䞊䝙䞁䜾ධ㛛䡚Moodle 䝋䝣䝖䜢ά⏝䛧䛶䛝䜑⣽䜔䛛䛺Ꮫ⩦ᨭ䜢ᐇ⌧䛧䜘䛖䡚 ( Introduction to e-Learning )
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
e 䝷䞊䝙䞁䜾 ( e-learning )䚸Ꮫ⩦⟶⌮䝅䝇䝔䝮 ( learning management system )䚸䝮䞊䝗䝹( Moodle )
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛝䜑⣽䜔䛛䛺Ꮫ⩦ᨭ䜢䛩䜛䛯䜑䛻䚸䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛷ఱ䛜䛷䛝䜛䛾䛛䜢▱䜚䚸Moodle 䜢ά⏝䛩䜛䝇䜻䝹䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
(1) 䡁䝷䞊䝙䞁䜾䝋䝣䝖 Moodle 䜢᧯స䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

(3) 䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛾䝁䞊䝇䜢సᡂ䛷䛝䜛䚹

(2) 䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛷䛾Ꮫ⩦᪉ἲ䜔 LMS ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
䡁䝷䞊䝙䞁䜾䜢ຠᯝⓗ䛻⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫ⏕䛾⮬Ⓨⓗ䛺Ꮫ⩦䜢ಁ䛧䚸䛝䜑⣽䜔䛛䛺Ꮫ⩦ᨭ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸ឡᏛ䛷ᑟධ
䛧䛶䛔䜛Ꮫ⩦⟶⌮䝅䝇䝔䝮 Moodle 䛾⏝᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹
Moodle䛻䛿䚸䝣䜯䜲䝹䛾㜀ぴ䚸䝣䜷䞊䝷䝮䚸ㄢ㢟ᥦฟ䚸ᑠ䝔䝇䝖䚸䜰䞁䜿䞊䝖䛺䛹ᵝ䚻䛺ᶵ⬟䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾ᶵ⬟䛾⏝᪉ἲ䜢Ꮫ䜆䛸䛸䜒䛻䚸ᐇ㝿䛾ά⏝
䛺䛹䜒⤂䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸2017 ᖺᗘ䜘䜚 Moodle 䛾䝞䞊䝆䝵䞁䛜 2 ⣔䛛䜙 3 ⣔䛻䛺䜚䜎䛩䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䛻 Moodle 3 䜢䛔䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊Moodle 䛸䛿

䠒䠊ᑠ䝔䝇䝖䛾సᡂ䛸ᐇ

䠎䠊䝁䞊䝇䜈䛾䝻䜾䜲䞁

䠓䠊䜰䞁䜿䞊䝖ᶵ⬟

䠏䠊䝁䞁䝔䞁䝒䠄ᩥ᭩䠃ື⏬䠅䛾䜰䝑䝥䝻䞊䝗

䠔䠊᥇Ⅼ䛸ᡂ⦼䠄ホᐃ䠅䛾⟶⌮

䠐䠊䝣䜷䞊䝷䝮䠄ᥖ♧ᯈ䠅䛻䜘䜛䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁

䠕䠊䝯䞊䝹䛾㏦ಙ䠄䜽䜲䝑䜽䝯䞊䝹䠅

䠑䠊䝺䝫䞊䝖ㄢ㢟䛾ᥦฟ

10.ཷㅮ䝻䜾䛾☜ㄆ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
William H. Rice IV䠄2009䠅䛄Moodle 䛻䜘䜛䡁䝷䞊䝙䞁䜾䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛸㐠⏝䛅䠄⚟ཎ᫂ᾈ䞉႐ከᩄ༤ヂ䠅䠄ᢏ⾡ホㄽ♫䠅
㕥ᮌඞ᫂䠄2002䠅䛄ᩍᮦタィ䝬䝙䝳䜰䝹䠉⊂Ꮫ䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䛻䠉䛅䠄㊰᭩ᡣ䠅
Ꮫ䊈䝷䞊䝙䞁䜾༠㆟䞉᪥ᮏ䝸䝯䝕䜱䜰䝹ᩍ⫱Ꮫ䠄2015䠅䛄Ꮫ䛻䛚䛡䜛䊈䝷䞊䝙䞁䜾ά⏝ᐇ㊶㞟䇷Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦ᨭ䜈䛾ᣮᡓ2䠉䛅
䠄䝘䜹䝙䝅䝲ฟ∧䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

బ䚻ᮌ㝯ᚿ sasaki.takashi.mg@ehime-u.ac.jp
⥲ྜሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://www.cite.ehime-u.ac.jp/index.php
⥲ྜሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊ᩍ⫱䝕䝄䜲䞁ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://idoffice.cite.ehime-u.ac.jp/
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࣮ࣝࢫ ࣂ࣮ࢪࣥ㸦Ruth Vergin㸧㸭ࢲࣅࢻ ࣎ࢢࢲࣥ(David Bogdan)㸭⏣୰ᑑ㑻(Tanaka Toshiro)

◊ಟ㢟┠
Teaching in English
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
English, interactive teaching, blended learning
◊ಟࡢ┠ⓗ
Learn strategies for teaching in English.
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅 Will know techniques for teaching in English to non-native speakers.

䠄䠏䠅 Will be able to blend classroom teaching with e-learning

䠄䠎䠅 Will be able to facilitate student discussions.
◊ಟࡢᴫせ
The demand for English in the classroom is increasing and at Ehime University several graduate school programs are already offered in English. This session is not
designed to teach English, but to teach strategies when using English to teach native as well as non-native English speakers. Effective usage of a Learning
Management System (ex. Moodle) will be explained as a helpful tool for classroom activities.
Ꮫ⩦㡯┠
㸰㸬Practice Teaching Section (60min. class+ prep and feedback

There are two sections:
㸯㸬Workshop Section (120 minutes)

time)
A. Prepare a 60-minute class for a group of international

A. Introduction and General Background
B. Guidelines and Suggestions for teaching English

students and teach it within one year of the workshop.

C. Activity: Create a Lesson Plan

B. Help with English is provided before the class if

D. Q & A

requested. (For example, checking the English in power
point slides.)
C. Feedback and evaluation of the practice session.

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
Prepare a 60-minute class session in English.
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ⱥㄒ䛷ᩍ䛘䜛⛎Ỵ䠖Ꮫᩍဨ䛾䛯䜑䛾ᩍᐊⱥㄒ䝝䞁䝗䝤䝑䜽䚸ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊ಟ䝉䞁䝍䞊⦅䚸䜰䝹䜽ᰴᘧ♫
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

Ruth Vergin: ruth.carol_vergin.mc@ehime-u.ac.jp
≉䛻䛺䛧
䈜ᮏ䝥䝻䜾䝷䝮䛿䠈◊ಟཷㅮᚋ䛻䠒䠌ศ䛾ᚋ₇⩦䛜ᚲせ䛷䛩䚹䛣䛾䛯䜑䠈ཷㅮㄆᐃ䛿ᚋ₇⩦⤊ᚋ䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䠈ᖺᗘෆ䛻
ㄆᐃ䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛿䠈ཷㅮ⏦㎸䛻䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹
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ᑠᯘ┤ே㸦Naoto Kobayashi㸧㸭ࣂࣜࣇ࣮ࣜ᥎㐍ᐊ⫋ဨ(Staff of the Disability Services Office)

◊ಟ㢟┠
㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭ䠄Student Support for Challenged Student䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
㞀䛜䛔Ꮫ⏕(challenged student)䠈䝞䝸䜰䝣䝸䞊(barrier free)䠈ྜ⌮ⓗ㓄៖(Reasonable Accommodation)
◊ಟࡢ┠ⓗ
㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛾ᩍ⫱䛸Ꮫ⏕ᨭ䛻䛴䛔䛶䠈㓄៖䛩䜛ᚲせ䛾䛒䜛䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅㞀䛜䛔䛸䛿ఱ䛛䜢⌮ゎ䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅ಶ䚻䛾㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛻㓄៖䛧䛯ᩍ⫱䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅ྜ⌮ⓗ㓄៖䛜⾜䛘䜛䚹

䠄䠐䠅ಶ䚻䛾㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛻㓄៖䛧䛯Ꮫ⏕ᨭ䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
㌟యⓗ䛺㞀䛜䛔䛰䛡䛷䛺䛟䠈Ꮫ⩦䞉Ⓨ㐩㞀䛜䛔䜢ྵ䜑䛶䠈㓄៖䛾ᚲせ䛾䛒䜛ከ䛟䛾⪅䛜⌧ᅾ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵䛻ᅾ⡠䛧䛶䛔䜛䚹⮬㌟䛜ᢸᙜ䛩䜛ㅮ⩏䛰䛡䛷䛺
䛟䠈ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉䞉䝁䞊䝇䛻㞀䛜䛔䛾䛒䜛Ꮫ⏕䛜ᅾ⡠䛩䜛☜⋡䛿䠈䛣䛾ඛᏛᩍဨ䛸䛧䛶䛾䜻䝱䝸䜰䜢Ṍ䜏⥆䛡䜛୰䛷Ỵ䛧䛶䝊䝻䛷䛿䛺䛔䚹䛣䛾◊ಟ䛷
䛿䠈㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵䛻ᅾ⡠䛩䜛㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛻䛹䛾䜘䛖䛺䛂ྜ⌮ⓗ㓄៖䛃䛜ᚲせ䛺䛾䛛䠈䛭䛾᪉ἲ䛾୍➃䜢Ꮫ䜆䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.㞀䛜䛔䛸䛿ఱ䛛

䠏.㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛻䜈䛾㓄៖䛾᪉ἲ

䠎.ྜ⌮ⓗ㓄៖䛸䛿ఱ䛛

䠐.㞀䛜䛔Ꮫ⏕䜈䛾ᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂㞀䛜䛔䛾䛒䜛Ꮫ⏕䛾ಟᏛᨭ䛻㛵䛩䜛᳨ウሗ࿌䛃
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/__icsFiles/afieldfile/2012/12/26/1329295_2_1_1.pdf
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

ᑠᯘ┤ே kobayashi.naoto.mu@ehime-u.ac.jp/䝞䝸䜰䝣䝸䞊᥎㐍ᐊ bfree@stu.ehime-u.ac.jp
ឡᏛ䝞䝸䜰䝣䝸䞊᥎㐍ᐊ http://www.ehime-u.ac.jp/section/bfree/
䛆ᙧែ䛇䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛻䜘䜛㛤ㅮ䛸䛩䜛䚹

－ 29 －

ＥＤ

㛤ㅮᖺᗘ

A Guidebook for the Tenure Track System at Ehime University

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹃㹂

㛫␒ྕ

E320

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

2

ᢸᙜㅮᖌ

௰㐨㞞㍤㸦Masaki Nakamichi㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫ⏕䛾ᤵᴗ㛫እᏛ⩦䜢ಁ䛩䝅䝷䝞䝇సᡂἲ 䠄Syllabus preparation method to encourage Lesson duration outside the learning of students䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
䝅䝷䝞䝇䠄syllabus䠅䠈┠ⓗ䠄Purpose䠅䠈┠ᶆ䠄objectives䠅䠈ᤵᴗ㛫እᏛ⩦䠄Lesson duration outside learning䠅䠈Ꮫ⩦ホ౯䠄learning assessment䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
㐺ษ䛷䚸῝䛟䚸㇏䛛䛺䝅䝷䝞䝇䜢᭩䛟䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦䜢䜘䜚䜒䚸䜒䛳䛸ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛯䜑䛻䚸㐺ษ䛺䝅䝷䝞䝇䜢᭩䛟䛯䜑䛾䝇䜻䝹
䜢㌟䛻䛡䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䝅䝷䝞䝇䛾ᙺ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅㐺ษ䛺䛂┠ⓗ䛃䛂฿㐩┠ᶆ䛃䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅ᤵᴗ䛾䛂┠ⓗ䛃䛸䛂฿㐩┠ᶆ䛃䛸䛾㐪䛔䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅Ꮫ⩦⪅䛜⮬Ꮫ⮬⩦䛻ບ䜐䜘䛖䛺䝅䝷䝞䝇䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
Ꮫ⏕ࡢከᵝࡀ㐍ࡴ⌧ᅾࠊ㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ㛫ࢆព⩏࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡣᤵᴗ㛫እᏛ⩦ࢆ࠸ಁࡍࡀ⫢せ࡛ࡍࠋᏛ⏕ࡀయⓗᏛࡿ≧ἣ
ࢆ‽ഛࡋࠊᏛ⩦ຠᯝࡀ᭱࡞ࡿࡼ࠺ࡣࡓࡽࡁࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᮏ◊ಟ࡛ࡣࠊࢩࣛࣂࢫࡢᙺࠕᤵᴗࢆࢹࢨࣥࡍࡿࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᏛࢇࡔୖ࡛ࠊࢩࣛࣂࢫࡢලయⓗ࡞᭩ࡁ᪉ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡲࡍࠋࡲࡓࠊᤵᴗ㛫
ࠕ᫂᪥ࡽࡍࡄ࡛ࡶ⮬ศࡢᤵᴗάࡏࡿࠖᐇ㊶
እᏛ⩦ࢆಁࡍࢩࣛࣂࢫࡢసᡂ᭷ຠ࡞ ID㸦ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹࢨࣥ㸧⌮ㄽࢆ࠼࡞ࡀࡽࠊ
ⓗ࡞᪉␎ࢆᏛࡧࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.ᤵᴗࢹࢨࣥࡢ⪃࠼᪉
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◊ಟ㢟┠
እ㒊◊✲㈨㔠⋓ᚓἲ䠄Securing External Funding for Research䠅

ＲＤ

◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
እ㒊㈨㔠䠄external fund䠅䚸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䠄⛉◊㈝䠅䠄scientific research fund䠅䚸
ཷク◊✲㈝䠄contracted research fund䠅䚸ඹྠ◊✲㈝䠄joint research fund䠅䚸㐺ṇ⏝䠄proper use䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䠄⛉◊㈝䠅➼䛻䛴䛔䛶ᖜᗈ䛟Ꮫ䜃䚸ᵝ䚻䛺ไᗘ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䚹
ే䛫䛶䚸୍㐃䛾ᥦฟ᭩㢮䛾␃ពⅬ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䛸䛸䜒䛻䚸㐺ṇ䛺ண⟬ᇳ⾜䛾㔜せᛶ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䠄⛉◊㈝䠅➼䛾ᵝ䚻䛺ຓᡂไᗘ䛾ሗ䜢㞟䛧䚸⏦
ㄳྍ⬟䛛ุ᩿䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅⏦ㄳ䛻ᚲせ䛺᮲௳➼䜢⌮ゎ䛩䜛䚹䠄䠮䠥䚸ື≀ᐇ㦂䚸⌮ጤဨ➼䠅
䠄䠐䠅㈨㔠䛾⟶⌮䛻䛒䛯䜚㛵ಀἲ௧➼䜢⌮ゎ䛩䜛䚹

䠄䠎䠅⏦ㄳ᭩㢮䜢ධᡭ䛧䚸సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䠄⛉◊㈝䠅䜢୰ᚰ䛻䚸୍㐃䛾ᥦฟ᭩㢮䛾సᡂ䛻ᚲせ䛺䝇䜻䝹䜢☻䛟䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᵝ䚻䛺እ㒊◊✲㈨㔠䛾⋓ᚓ䛻䝏䝱䝺䞁䝆䛷䛝䜛ᇶ♏ⓗ
⬟ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹
䜎䛯䚸㛵ಀἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸ィ⏬ⓗ䛛䛴㐺ṇ䛺ண⟬ᇳ⾜䜢⾜䛖䝇䜻䝹䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹
◊ಟ䛿䚸䛂⛉◊㈝䛾⋓ᚓ䛸ᇳ⾜䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛃䜢⫈ㅮ䛩䜛䛣䛸䛷ᮏ◊ಟ䜢ཷㅮ䛧䛯䜒䛾䛸䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䛂⛉◊㈝䛾⋓ᚓ䛸ᇳ⾜䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛃䛾᪥⛬䠄2017 ᖺᗘ 8/29(ᇛᆅ༊)
䛾䠅
䖃⛉◊㈝䛾ᴫせ䞉⏝䝹䞊䝹➼䛻䛴䛔䛶
䖃᪑㈝ᴗົ䛾ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶
ەㅮ₇ࠕ⛉◊㈝ࡢ᥇ᢥࢆ┠ᣦࡋ࡚◊✲⪅࡛ࡁࡿࡇࠊᏛࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ
⪃࠼ࡿࠖ
䖃䛭䛾
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ᩥ⛉┬䚸䠦䠯䠬䠯➼䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᩥ⛉┬䚸䠦䠯䠬䠯䛜సᡂ䛩䜛බເせ㡿䚸⛉◊㈝䝝䞁䝗䝤䝑䜽
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm (ᩥ⛉┬䠅
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䛆ᙧែ䛇䡁䝷䞊䝙䞁䜾ཬ䜃ᑐ㠃ㅮ⩏䛻䜘䜛㛤ㅮ䛸䛩䜛䚹
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ឡᏛᏛ⾡䝣䜷䞊䝷䝮䠄Academic Forum at Ehime University䠅

ㅮ₇䠄lecture䠅䠈◊ಟ䠄study and training䠅䠈እ㒊㈨㔠䠄external fund䠅䠈⛉◊㈝䠄⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ㔠䠅䠄scientific research fund䠅䠈◊✲⪅⌮䠄Ethics of
Researchers)䠈Ᏻಖ㞀㍺ฟ⟶⌮䠄export control䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
༟㉺䛧䛯◊✲⪅䛾ㅮ₇䜢ど⫈䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸◊✲ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹
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◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅ᵝ䚻䛺ศ㔝䛾ㅮ₇䜢ど⫈䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶ᖜᗈ䛔Ⓨἲ䜔ᛮ⪃ἲ䜢㌟䛻
䛴䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸◊✲⬟ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹

䠄䠎䠅እ㒊㈨㔠䛾⋓ᚓ᪉ἲ䜢⌮ゎ䛩䜛䚹
䠄䠏䠅◊✲άື䜢㐍䜑䜛䛖䛘䛷㐺⏝䛥䜜䜛㛵ಀἲ௧䜢⌮ゎ䛩䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ඛ➃◊✲䞉Ꮫ⾡᥎㐍ᶵᵓ䛾Ꮫ⾡◊✲㆟䛜ദ䛩䜛䛂ឡᏛᏛ⾡䝣䜷䞊䝷䝮䛃䠄ᖺ䛻䠍ᅇ㛤ദཬ䜃 e-䝷䞊䝙䞁䜾䠄䝡䝕䜸ᩍᮦ䠅䛾୰䛛䜙䚸ㅮ₇䠈≉ู◊ಟ
䛾䠎㛫㽢䠎ᅇ䠅䛻ཧຍ䛩䜛䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛻ⴭྡ䛺◊✲⪅䛾ㅮ₇䜔䚸እ㒊㈨㔠䛻㛵䜟䜛ᨻ⟇䜔䚸◊✲άື䜢㐍䜑䜛䛖䛘䛷㐺⏝䛥䜜䜛ἲ௧䛾◊ಟ䜢⫈ㅮ䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊ㅮ₇䠄ᅜ㝿ⓗ䛻ⴭྡ䛺◊✲⪅➼䠅
䠎䠊≉ู◊ಟ䠄እ㒊㈨㔠䠄⛉◊㈝䠅⋓ᚓ䞉ᨻ⟇䠈◊✲άື䜢㐍䜑䜛ୖ䛷㐺⏝䛥䜜
䜛ἲ௧䠅
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
e-䝷䞊䝙䞁䜾䠄䝡䝕䜸ᩍᮦ䠅䛻䛴䛔䛶䛿䠈ㅮ₇ཬ䜃≉ู◊ಟ䛻㛵䛩䜛䝺䝫䞊䝖䠄A4 ୍ᯛ⛬ᗘ䠅䜢ᥦฟ䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛩䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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䠏ᅇ௨ୖ䛾ཷㅮ䜢ᙉ䛟᥎ዡ䛧,䠏ᅇ┠௨ୖ䛾ཷㅮ䛿 RD 㑅ᢥ䛸䛧䛶䜹䜴䞁䝖䛩䜛䚹
䛆ㄢ㢟ෆᐜ䛇䡁䝷䞊䝙䞁䜾ཷㅮ䛾ሙྜ䛿䚸䝺䝫䞊䝖䛾ᥦฟ
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◊ಟ㢟┠
⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ 䠄scientific communication䠅

⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 䠄scientific communication䠅䚸᪉ྥᛶ䠄mutuality䠅䚸ᕷẸཧຍ䠄public participation䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ព⩏䚸⪃䛘᪉䚸䛺䜙䜃䛻ᇶᮏⓗ䛺䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䛂⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃䛾ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䛸䚸䛭䜜䛜♫䛷ᚲせ䛸䛥

䠄䠏䠅⮬䜙䛾◊✲䜢ᑓ㛛እ䛾ே䛯䛱䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛩䜛䛯䜑䛾䚸䛭䛧

䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯⫼ᬒ䚸䛺䜙䜃䛻䚸ලయⓗ䛺ᐇ㊶䜢⌮ゎ䛧䚸➨୕⪅䛻ㄝ᫂䛷䛝

䛶䛭䜜䜙䛾ே䛯䛱䛾ពぢ䛻⪥䜢ഴ䛡䜛䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺䝇䜻䝹䜢㌟䛻䛴䛡

䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

䜛䚹

䠄䠎䠅◊✲⪅䛜⮬䜙䛾◊✲䜢ᑓ㛛እ䛾ே䛯䛱䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䚸䜎䛯㏫䛻
䛭䜜䜙䛾ே䛯䛱䛾ពぢ䛻⪥䜢ഴ䛡䜛ព⩏䜢⌮ゎ䛧䚸➨୕⪅䛻ㄝ᫂䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛺䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ᕷẸ䜔␗ศ㔝䛾◊✲⪅䛻⮬䜙䛾◊✲ෆᐜ䜔┠ⓗ䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸㏫䛻◊✲⪅䛻ᑐ䛩䜛ᕷẸ䛾ᮇᚅ䜔Ᏻ䛻⪥䜢ഴ䛡䜛䛣䛸䛿䚸Ꮫ⾡◊✲䛾䛺㐍
ᒎ䚸ᬑཬ䚸ᛂ⏝䜔♫䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㈐௵䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛷䛒䜛䜀䛛䜚䛷䛿䛺䛟䚸⮬䜙䛾ど㔝䛾ᣑ䜔䛭䜜䛻䜘䜛◊✲䛾᪂ᒎ㛤䛾䛯䜑䛻䜒᭷ຠ䛷䛒䜚䚸㏆ᖺ䛭䛾
㔜せᛶ䛜ᙉ䛟ㄆ㆑䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᐇ㊶䜢୍⯡䛻䛂⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃䛸䜆䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ព⩏䚸⪃
䛘᪉䚸䛺䜙䜃䛻ᇶᮏⓗ䛺䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢṔྐⓗ⫼ᬒ
㸰.⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢព⩏
㸱.⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⪃࠼᪉
㸲.⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝ
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛄䛿䛨䜑䜘䛖䟿⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛅䠄ᾏ㐨Ꮫ⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝍䞊㣴ᡂ䝴䝙䝑䝖䠅
䛄䝖䝷䞁䝇䞉䝃䜲䜶䞁䝇䛾௦䛅䠄ᑠᯘബྖ䠅
䛄⛉Ꮫ䛿ㄡ䛾䜒䛾䛛䠉♫䛾ഃ䛛䜙ၥ䛔┤䛩䛅䠄ᖹᕝ⚽ᖾ䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

◊✲ᨭ㒊◊✲ᨭㄢ
≉䛻䛺䛧
䛆ᙧែ䛇e 䝷䞊䝙䞁䜾䛾䜏䛻䜘䜛㛤ㅮ䛸䛩䜛䚹
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䛆ㄢ㢟ෆᐜ䛇
䞉ゎㄝື⏬䛾ど⫈
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ࠖࡢ᪤ཷㅮㄆᐃ)

◊ಟ㢟┠
◊✲⪅⌮ (Ethics of Researchers)

◊✲ṇ⾜Ⅽ䠄Research Misconduct䠅䠈≉ᐃṇ⾜Ⅽ FFP䠄Specific Research Misconduct䠅䠈ዲ䜎䛧䛟䛺䛔◊✲⾜Ⅽ QRP䠄Questionable Research Practices䠅䠈බ
ⓗ◊✲㈝䛻䛚䛡䜛ṇ⏝䠄Improper Use of Public Research Funds䠅䠈◊✲⎔ቃ䛾Ᏻ䜈䛾㓄៖䠄Safety Consideration in the Research Environment䠅䠈䜲䞁䝣䜷
䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䠄Informed Consent䠅䠈䝢䜰䞉䝺䝡䝳䞊䠄Peer Review䠅䠈┈┦䠄Conflicts of Interest䠅䠈ಶேሗ䠄Personal Information䠅䠈⛉Ꮫ⪅䛸♫䛾ᑐヰ
䠄Dialogue between Scientists and Society䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
⛉Ꮫ⪅ࡋ࡚㸪ᚲせ࡞⌮ࢆᏛࡪࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
⛉Ꮫ⪅䛸䛧䛶䛒䜛䜉䛝ጼ䜢⮬ぬ䛧䠈⮬䜙㐺ษ䛻◊✲άື䜢⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
⛉Ꮫ◊✲ࡣ㸪⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃࡉࡲࡊࡲ࡞㇟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢᡂࡾ❧ࡕࡸ⌮⏤ࡘ࠸࡚┿⌮ࢆࡽ࠼ゎ᫂ࡋࡓ࠸࠸࠺㸪▱ⓗ࡞ዲወᚰࡸ᥈ồᚰࡽ
ࡶࡓࡽࡉࢀࡿάື࡛ࡍࠋ⛉Ꮫࡢᡂᯝࡣ⚾ࡓࡕࡢ♫⏕άḞࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉㏆ᖺ࡛ࡣ㸪⛉Ꮫࡀ♫ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣᴟࡵ࡚ࡁ࠸ࡶࡢ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࡣ㸪⛉Ꮫ⪅ࡀࡁ࡞㈐௵ᮇᚅࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆពࡋࡲࡍࠋᮏ◊ಟ࠾࠸࡚㸪⛉Ꮫ⪅ࡢ㈐ົࡋ࡚㸪◊✲άື
㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞つ๎ࡸつไࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪⛉Ꮫ⪅䛸䛧䛶䛒䜛䜉䛝ጼ䜢⮬ぬ䛧䠈⮬䜙㐺ษ䛻◊✲άື䜢⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛣䛸䜢฿㐩┠ᶆ䛸
䛧䜎䛩䚹
䜎䛯䠈ᮏᏛ䛷䛿䠈◊✲άື䛻䛚䛡䜛ṇ⾜Ⅽ䜢๓䛻㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䠈㒊ᒁ➼䛤䛸䛻◊✲⌮ᩍ⫱㈐௵⪅䜢㓄⨨䛧䚸㒊ᒁ➼䛻䛚䛡䜛◊✲⌮䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
䜢ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䠈᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢࠕ◊✲⌮ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥ࣮ࢫࠖࡶࡋࡃࡣࠕឡᏛ◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦ㸦e-learning㸧
ࠖࢆ
◊✲⌮ᩍ⫱䛸䛧䛶ᒚಟ䛧䛯ሙྜ䛿䠈ᮏ◊ಟ⛉┠䛸䛧䛶᪤ཷㅮㄆᐃ䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠

࠙ឡᏛ◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦ㸦e-learning㸧
ࠚ

࠙◊✲⌮ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥ࣮ࢫ㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆㸧
ࠚ

➨ 1 ❶ ㈐௵࠶ࡿ◊✲άືࡣ

➨ 1 ❶ ࡞ࡐ㸪㈐௵࠶ࡿ◊✲άື࡞ࡢ㸽

➨ 2 ❶ ◊✲ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ

➨ 2 ❶ ◊✲ࢆࡵࡄࡿ

➨ 3 ❶ ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ

➨ 3 ❶ ◊✲㈝ࡢ⏝ࢆࡵࡄࡿṇ

➨ 4 ❶ ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿ

➨ 4 ❶ ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸪ぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸

➨ 5 ❶ ඹྠ◊✲ࢆ࠺㐍ࡵࡿ

➨ 5 ❶ ♫ࡢಙ㢗ࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ㸪ぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸

➨ 6 ❶ ◊✲㈝ࢆ㐺ษ⏝ࡍࡿ

➨ 6 ❶ 㸪⛉Ꮫ⪅ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ

➨ 7 ❶ ⛉Ꮫ◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖᐤࡍࡿࡓࡵ
➨ 8 ❶ ♫ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
๓䛻䛂ឡᏛ䛾⛉Ꮫ◊✲䛻䛚䛡䜛⾜ືつ⠊䛃䠈䛂ឡᏛ䛻䛚䛡䜛◊✲άືୖ䛾ṇ⾜Ⅽ䛾㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚ᢅ䛔つ⛬䛃䜢☜ㄆ䛧䛶䛚䛟䚹䜎䛯䠈ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬䛂◊✲άື䛻䛚䛡䜛ṇ⾜Ⅽ䜈䛾ᑐᛂ䛺䛹䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄ᖹᡂ26 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃ䠅䜢ㄞ䜣䛷䛚䛟䚹
http://ipst.adm.ehime-u.ac.jp/pages/?page_id=7057
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀ㸪᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
࣭⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ ̿ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ̿ ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࠖ⦅㞟ጤဨ ⦅ ၿฟ∧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

◊✲ᨭ㒊◊✲ᨭㄢ
ඛ➃◊✲࣭Ꮫ⾡᥎㐍ᶵᵓ HP ◊✲ṇ㜵Ṇ㛵ಀ
http://ipst.adm.ehime-u.ac.jp/pages/?page_id=7057
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ド᭩䠄᪥ᮏᏛ⾡⯆䠅䜒䛧䛟䛿⤊㏻▱䠄ឡᏛ䠅䜢ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈᪤ཷㅮㄆᐃ䛸䛩䜛䚹ಟド᭩➼䛾᪥䛿ᖹ
ᡂ 28 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥௨㝆䜢᭷ຠ䛸䛩䜛䚹
ཷㅮ䛿௨ୗ URL 䛛䜙
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◊ಟ㢟┠
▱ⓗ㈈⏘ᶒ䠄Intellectual Property Right䠅

▱ⓗ㈈⏘ᶒ䠄intellectual property right䠅䚸≉チᶒ䠄patent䠅䚸ព䠄design䠅䚸ၟᶆ䠄trademark䠅䚸▱㈈ᡓ␎䠄intellectual property strategy䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫ䛾◊✲ᡂᯝ䜢♫䛻㑏ඖ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ά⏝䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䚹▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛿䚸ඹྠ◊✲䜔ཷク◊✲䛻䛚䛔䛶䜒㔜せ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䚹
䛭䛣䛷䚸䛻◊✲䜢㐍䜑䚸◊✲ᡂᯝ䜢♫䛻㑏ඖ䛩䜛䛯䜑䛻▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䛾⋓ᚓ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ᇶ♏䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹

䠄䠏䠅ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛▱ⓗ㈈⏘⟶⌮䛸▱㈈ᡓ␎䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹

䠄䠎䠅▱㈈㈈⏘ᶒ䛾ά⏝᪉ἲ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
Ꮫ䛻䛚䛡䜛▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛿䚸◊✲ᡂᯝ䜢♫䜈㑏ඖ䛩䜛ሙ㠃䛾䜏䛺䜙䛪䚸ඹྠ◊✲䚸ཷク◊✲䚸➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓ➼䛾ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䜒㔜せ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯
䛩䚹Ꮫ䛾◊✲ᡂᯝ䜢♫䜈㑏ඖ䛧䚸䛭䛾ᑐ౯䜢ά⏝䛧䛶䛥䜙䛺䜛◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛔䛖▱ⓗ㈈⏘㐀䝃䜲䜽䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䛻䚸ཧ⪃䛸䛺䜛䜢䛘䛴
䛴䚸▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ᇶ♏䛸ά⏝᪉ἲ䚸ཬ䜃ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛▱ⓗ㈈⏘⟶⌮䛸▱㈈ᡓ␎䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
Ꮫࡢ◊✲ᡂᯝࢆ♫㑏ඖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚Ꮫ
⩦ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢᇶ♏
㸦㸰㸧▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢά⏝᪉ἲ
㸦㸱㸧▱ⓗ㈈⏘⟶⌮▱㈈ᡓ␎
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

◊✲ᨭ㒊◊✲ᨭㄢ
≉チᗇ
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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◊ಟ㢟┠
ⴭసᶒ㸦Copyright㸧

ⴭసᶒ㸦copyright㸧
㸪ⴭస≀㸦work㸧
㸪ⴭస⪅(author) 㸪ⴭస⪅ே᱁ᶒ(moral rights of author)
◊ಟࡢ┠ⓗ
◊✲࣭ᩍ⫱άື࠾࠸࡚ⴭస≀ࢆ㐺ṇά⏝ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡢ⋓ᚓࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸦㸯㸧ⴭసᶒไᗘࡢᴫせࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧◊✲࣭ᩍ⫱άື࠾ࡅࡿⴭస≀ࡢྲྀᢅ࠸ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
◊✲࣭ᩍ⫱άື࠾࠸࡚ࠊㄽᩥࡸᩍᮦ➼ࡢⴭస≀ࢆసࡍࡿࡼࡾⴭసᶒࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࡢసࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ❶࣭┿࣭ᫎീ➼ࡢேࡢ
ⴭస≀ࢆ⏝ࡍࡿᶵࡀከ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊேࡢⴭసᶒࢆᐖࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ⮬ᕫࡢⴭస≀ࢆ㐺ṇಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲࣭ᩍ⫱άື࠾࠸
࡚ཧ⪃࡞ࡿࢆ࠼ࡘࡘࠊⴭసᶒไᗘࡸᶒไ㝈つᐃࡘ࠸࡚ᴫㄝࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸦㸯㸧ⴭసᶒไᗘ
㸦㸰㸧ᶒไ㝈つᐃ
㸦㸱㸧◊✲࣭ᩍ⫱άື㛵ࡍࡿ⤂
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

◊✲ᨭ㒊◊✲ᨭㄢ
ᩥᗇ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
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㸯

ᢸᙜㅮᖌ

㇂ ᘯᖾ㸦Tani Hiroyuki㸧㸭ᮏ ㄔ㸦Kuramoto Makoto㸧㸭⃝ᓮ 㐩ஓ㸦Sawasaki Tatsuyai㸧㸭➉⏣ ᾈஅ㸦Takeda Hiroyuki㸧
㸭ᨻᒸ Ꮥ㸦Masaoka Takashi㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫෆඹྠ◊✲タ⏝ἲ Ϩ㸦ᇛ㸧(Learning use of Academic Research Center)

ＲＤ

◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ඛ➃◊✲࣭Ꮫ⾡᥎㐍ᶵᵓ(Institute for Promotion of Science and Technology)ࠊᏛ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮(Advanced Research Support Center)ࠊ≀㉁⛉
Ꮫ㒊㛛㸦Devision of Material Science㸧,ᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛㸦Devision of Applied Protein Research㸧,ࡶࡢ࡙ࡃࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸦Monozukuri
Factory㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦≀㉁⛉Ꮫ㒊㛛ࠊᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸧ࡢタഛࡸྛ✀ᶵჾࡢ⏝᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡶࠊᩍ⫱◊✲
ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㑂Ᏺࡍࡁྛ✀ἲ௧࠾ࡼࡧᏳ⾨⏕ᣦ㔪➼ࡢ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸯㸧Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦≀㉁⛉Ꮫ㒊㛛ࠊᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛ࠊࡶࡢ࡙
ࡃࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸧ࡢタ⨨┠ⓗタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿタഛࡸྛ✀ᶵჾࡢ✀㢮
ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

㸱㸧ྛ㒊㛛࡛◊✲ࢆ⾜࠺㝿㐺⏝ࡉࢀࡿྛ✀ἲ௧࠾ࡼࡧᏳ⾨⏕
ᣦ㔪➼ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸰㸧ྛ㒊㛛࡛⏝࡛ࡁࡿタഛࡸྛ✀ᶵჾࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞⏝ἲࢆ
⌮ゎࡋࠊࡑࢀࡽࢆ㐺ษ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦≀㉁⛉Ꮫ㒊㛛ࠊᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸧ࡢタഛࡸྛ✀ᶵჾࡢලయⓗ࡞⏝᪉ἲࢆ▱ࡿࡶࠊ◊
✲㐙⾜ୖồࡵࡽࢀࡿྛ✀ἲ௧࠾ࡼࡧᏳ⾨⏕ᣦ㔪➼ࡘ࠸࡚⇍▱ࡋࠊ⮬㌟ࡢ◊✲ᙺ❧࡚ࡿࡶࠊᏛ⏕ࡢᣦᑟࢆࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞▱㆑ࢆᏛ⩦ࡍ
ࡿࠋᇛ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣࠊ20 ศࡎࡘ 3 タࢆᅇࡾࠊྛタ⨨ᶵჾ➼ࢆᐇ㝿ぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡞⏝ἲࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸯㸧Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦≀㉁⛉Ꮫ㒊㛛ࠊᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛ࠊࡶࡢ࡙ࡃ

㸱㸧ྛ㒊㛛࡛㑂Ᏺࡍࡁྛ✀ἲ௧࠾ࡼࡧᏳ⾨⏕ᣦ㔪➼ࡘ࠸࡚

ࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸧ࡢタ⨨┠ⓗタഛࡸྛ✀ᶵჾࡘ࠸࡚
㸰㸧ྛ㒊㛛ࡢタഛࡸྛ✀ᶵჾࡢලయⓗ࡞⏝᪉ἲࡘ࠸࡚
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ᇛ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᏛ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦≀㉁⛉Ꮫ㒊㛛ࠊᛂ⏝ࢱࣥࣃࢡ㉁◊✲㒊㛛ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࣇࢡࢺ࣮ࣜ㸧ࡢせ࡞ᶵჾ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊWEB ୖ
࡛ࡶෆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࡑࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᚲせ࡞㈨ᩱࡣࠊ◊ಟ㛫㓄ᕸࡍࡿࠋ
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᑠཎ ᩗኈ䚸ohara.keishi.mg@ehime-u.ac.jp
Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮
https://www.adres.ehime-u.ac.jp/
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㸯
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⛅ᒣ ᾈ୍㸦Akiyama Koichi㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫෆඹྠ◊✲タ⏝ἲ ϩ㸦ᶡ㸧
㸦Learning use of Academic Research Center)

Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮(Advanced Research Support Center)ࠊᇛࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Johoku Station㸧,ᶡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Tarumi station㸧,㔜ಙࢫ
ࠊឡᏛ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Shigenobu Station㸧,ື≀ᐇ㦂タ㸦 Institute of Laboratory Animals㸧
ࠊᨺᑕ⥺ᐇ㦂タ㸦Institute of radioisotope㸧
㑇ఏᏊ⤌࠼ᐇ㦂Ᏻ⟶⌮つᐃ㸦The guideline for Recombinant DNA Experiment in Ehime University㸧,ឡᏛື≀ᐇ㦂つ๎(The guidelines of
the Animal Care Committee of Ehime University), ᨺᑕᛶྠඖ⣲タᨺᑕ⥺㞀ᐖண㜵つ⛬㸦The regulatory guide for protection from radiation
exposure㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫෆඹྠ◊✲⏝タ࠾ࡼࡧタࡢᶵჾࡢ⏝᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡶࠊᩍ⫱◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㑂Ᏺࡍࡁᣦ㔪ࡸᏳ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸯㸧ඹྠ◊✲タࡢᶵჾࢆ㐺ษ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸧ඹྠ◊✲タ࡛◊✲ࢆ⾜࠺㝿㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧࣭ᣦ㔪ࢆ㑂Ᏺࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸧ඹྠ◊✲タ࡛⏝࡛ࡁࡿタഛࡸᶵჾࡘ࠸࡚ࡢሗࡢྲྀᚓ᪉
ἲࡀࢃࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
ᩍဨࡣᏛෆඹྠ⏝タࡢྛ✀ᆺᶵჾࡢ⏝᪉ἲࢆ▱ࡿࡶࠊ◊✲㐙⾜ୖồࡵࡽࢀࡿྛ✀࣮ࣝࣝࡸᏳ࣭ᗣ⟶⌮㸦≉⤌࠼DNA ᐇ㦂ࠊ
ᨺᑕ⥺ࡢྲྀᢅ࠸ࠊᐇ㦂ື≀ࡢྲྀᢅ࠸㸧ࡘ࠸࡚⇍▱ࡋࠊ⮬㌟ࡢ◊✲ᙺ❧࡚ࡿࡶࠊᏛ⏕ࡢᛰࡾ࡞ࡃᣦᑟࢆࡍࡓࡵᚲせ࡞▱㆑ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸯㸧Ꮫෆඹྠ⏝タࡢタ⨨┠ⓗタഛࡘ࠸࡚
㸰㸧Ꮫෆඹྠ⏝タ࠾ࡼࡧᶵჾࡢ⏝᪉ἲ
㸱㸧ྛ✀ᐇ㦂ᣦ㔪࣭つไࡘ࠸࡚㸦⤌࠼ DNA ᐇ㦂ࠊᨺᑕ⥺ྲྀᢅᚑ⪅Ⓩ
㘓ࠊᐇ㦂ື≀ྲྀᢅ㸧
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ᶡࡢᶵჾ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡣ◊✲⪅ᮏேࡀ Web Ⓩ㘓࠾ࡼࡧࠊ⏝⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ◊ಟ࡛ࢃࡽ࡞࠸ࡇࡣ㛫እタぢᏛ
ࢆࡋ࡚⏝᪉ἲࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᚲせ࡞㈨ᩱࡣࠊ◊ಟ㛫㓄ᕸࡍࡿࠋ
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

⛅ᒣᾈ୍ࠊ akiyama.koichi.mu@ehime-u.ac.jp
Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㑇ఏᏊゎᯒ㒊㛛
https://www.adres.ehime-u.ac.jp/bumon/02/gaiyo.html

ࡑࡢ

≉࡞ࡋ

－ 38 －

ＲＤ

◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ

A Guidebook for the Tenure Track System at Ehime University

㛤ㅮᖺᗘ

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹐㹂

㛫␒ྕ

R331

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1 ᖺ┠
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㸯

ᢸᙜㅮᖌ

ⱱᮌ ṇᶞ㸦Masaki Mogi㸧࠾ࡼࡧᒾᓮ ᬛஅ㸦Tomoyuki Iwasaki㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫෆඹྠ◊✲タ⏝ἲ Ϫ㸦㔜ಙ㸧
㸦Learning use of Academic Research Center)

Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮(Advanced Research Support Center)ࠊᇛࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Johoku Station㸧,ᶡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Tarumi station㸧,㔜ಙࢫ
ࠊឡᏛ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Shigenobu Station㸧,ື≀ᐇ㦂タ㸦 Institute of Laboratory Animals㸧
ࠊᨺᑕ⥺ᐇ㦂タ㸦Institute of radioisotope㸧
㑇ఏᏊ⤌࠼ᐇ㦂Ᏻ⟶⌮つᐃ㸦The guideline for Recombinant DNA Experiment in Ehime University㸧,ឡᏛື≀ᐇ㦂つ๎(The guidelines of
the Animal Care Committee of Ehime University), ᨺᑕᛶྠඖ⣲タᨺᑕ⥺㞀ᐖண㜵つ⛬㸦The regulatory guide for protection from radiation
exposure㸧
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫෆඹྠ◊✲⏝タ࠾ࡼࡧタࡢᶵჾࡢ⏝᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡶࠊᩍ⫱◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㑂Ᏺࡍࡁᣦ㔪ࡸᏳ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸯㸧ඹྠ◊✲タ࡛⏝࡛ࡁࡿタഛࡸᶵჾࡘ࠸࡚ࡢሗࡢྲྀᚓ᪉ἲࡀࢃࡿࠋ
㸰㸧ඹྠ◊✲タࡢᶵჾࢆ㐺ษ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸧ඹྠ◊✲タ࡛◊✲ࢆ⾜࠺㝿㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧࣭ᣦ㔪ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
ᩍဨࡣᏛෆඹྠ⏝タࡢྛ✀ᆺᶵჾࡢ⏝᪉ἲࢆ▱ࡿࡶࠊ◊✲㐙⾜ୖồࡵࡽࢀࡿྛ✀࣮ࣝࣝࡸᏳ࣭ᗣ⟶⌮㸦≉⤌࠼DNA ᐇ㦂ࠊ
ᨺᑕ⥺ࡢྲྀᢅ࠸ࠊᐇ㦂ື≀ࡢྲྀᢅ࠸㸧ࡘ࠸࡚⇍▱ࡋࠊ⮬㌟ࡢ◊✲ᙺ❧࡚ࡿࡶࠊᏛ⏕ࡢᛰࡾ࡞ࡃᣦᑟࢆࡍࡓࡵᚲせ࡞▱㆑ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸯㸧Ꮫෆඹྠ⏝タࡢタ⨨┠ⓗHPࡽࡢタഛ࣭ᶵჾሗࡢྲྀᚓ᪉ἲ
㸰㸧ࠕඹྠ⏝ᶵჾண⣙⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡼࡿタ࠾ࡼࡧᶵჾࡢ⏝᪉ἲ
㸱㸧ྛ✀ᐇ㦂ᣦ㔪࣭つไࡘ࠸࡚㸦⤌࠼ DNA ᐇ㦂ࠊᨺᑕ⥺ྲྀᢅᚑ⪅Ⓩ㘓ࠊᐇ㦂ື≀ྲྀᢅ㸧
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ᇛࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠸ࡃࡘࡢᶵჾ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊe-࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸦Moodle㸧ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚲせᛂࡌ࡚◊ಟ㛫እ࡛ࡶࡑࡢ
ෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ᚲせ࡞㈨ᩱࡣࠊ◊ಟ㛫㓄ᕸࡍࡿࠋ
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ⱱᮌ ṇᶞࠊmmogi@m.ehime-u.ac.jp
Ꮫ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮
https://www.adres.ehime-u.ac.jp
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࣮ࣝࢫ ࣂ࣮ࢪࣥ(Vergin Ruth)

◊ಟ㢟┠
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄ⱥㄒ⦅䠅

䠄Academic Presentations: Presentation and discussion in English 䠅

䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄presentation䠅䠈䝇䝷䜲䝗సᡂ䠄making slides䠅䠈㉁ᛂ⟅䠄questions and answers䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ⱥㄒ䛻䜘䜛ᏛⓎ⾲䛻ᚲせ䛺ᇶᮏⓗ䛺䝇䜻䝹䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸦㸯㸧ᅜ㝿Ꮫ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿពࡸ◊✲άືࡢᙺࡀ㏙ࡽࢀࡿࠋ
㸦㸰㸧ⱥㄒࡼࡿᏛⓎ⾲࡛ẼࢆࡅࡿࡁⅬࢆ㏙ࡽࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧ⱥㄒ࡛ࡢ㉁ᛂ⟅ࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
䝛䜲䝔䜱䝤ᩍဨ䛻䜘䜚䠈ᏛⓎ⾲䜢㢟ᮦ䛻䛧䛶䠈ཱྀ㢌Ⓨ⾲䠈㉁ᛂ⟅䠈ウㄽ䛸䛔䛳䛯ሙ㠃䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䜛䚹ే䛫䛶䠈ຠᯝⓗ䛺䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾᪉ἲ䜢Ꮫ⩦
䛩䜛䚹ㅮ⩏ཬ䜃◊ಟ୰䛾ヰ䛿䠈ཎ๎䠈ⱥㄒ䛷⾜䛖䚹
Ꮫ⩦㡯┠
<➨ 1 ᅇ>

<➨ 2 ᅇ>

Part 1 Introduction/Discussion: Why Present?

Part 1 Presentation Practice

Part 2 Presentation Guidelines

Part 2 Reflection

Part 3 Making slides in English: use of visual aids

Part 2 Responding to/asking questions

Part 4 Make a presentation outline
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
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䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖⦅䠅䠄Academic Presentation, Using PowerPoint䠅

䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄Presentation䠅䚸◊✲ᡂᯝሗ࿌䠄Result-of-research report䠅䚸Microsoft Office PowerPoint
◊ಟࡢ┠ⓗ
PowerPoint 䜢⏝䛔䛶ຠᯝⓗ䛺◊✲Ⓨ⾲䜢⾜䛖䛯䜑䛻䚸ఏ䜟䜚䜔䛩䛔䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾᪉ἲ䜢㌟䛻䛡䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䝋䝣䝖 Microsoft Office PowerPoint 䛾ᇶᮏ᧯స䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠎䠅䝇䝷䜲䝗䛾ᵓᡂ䜔䝕䝄䜲䞁䛾ᨵၿⅬ䜢ᣦ䛧䚸ಟṇ䛷䛝䜛䚹
䠄䠏䠅ᏛⓎ⾲⏝䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛜 PowerPoint 䛷సᡂ䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
䛂ఏ䜟䜛䝥䝺䝊䞁䛃䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛟ຠᯝⓗ䛺◊✲Ⓨ⾲䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䝋䝣䝖 Microsoft Office PowerPoint 䜢⏝
䛔䛶䚸䛂ఏ䜟䜛䝥䝺䝊䞁䛃䜢䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝇䝷䜲䝗ಟṇ䛾ᐇ㊶₇⩦䜢䛘䛺䛜䜙ᚲせ䛺ᢏ⾡䜢ಟᚓ䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊䜘䛔䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ຠᯝ

䠑䠊ᐇ㊶₇⩦䛂䝇䝷䜲䝗䛾ಟṇ䛃

䠎䠊ఏ䜟䜛䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛸䛿

䠒䠊◊✲Ⓨ⾲䛾䝁䝒

䠏䠊䝇䝷䜲䝗䝕䝄䜲䞁䛾ᇶᮏ

䠓䠊䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖䛾౽ᢏ

䠐. ఏ䜟䜛䝇䝷䜲䝗䝕䝄䜲䞁䠓䛴䛾䝁䝒
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛆ཧ⪃᭩䛇
ᐑ㔝බᶞ䠄2009䠅䛄Ꮫ⏕䞉◊✲⪅䛾䛯䜑䛾䛘䜛䟿PowerPoint 䝇䝷䜲䝗䝕䝄䜲䞁 ఏ䜟䜛䝥䝺䝊䞁 1 䛴䛾ཎ⌮䛸 3 䛴䛾ᢏ⾡䛅䠄䞞Ꮫྠே䠅
ኳ㔝ᬸᏊ䠄2010䠅䛄䝥䝺䝊䞁ຊ䛜䜏䛻䛴䛟 PowerPoint ㅮᗙ䛅䠄⩧Ὃ♫䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

௰㐨㞞㍤ nakamichi.masaki.me@ehime-u.ac.jp
⥲ྜሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊ICT ά⏝ᩍ⫱᥎㐍ᐊ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://idoffice.cite.ehime-u.ac.jp/
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䛆㛤ㅮ䠄ど⫈䠅ᮇ㛫䛇ᖹᡂ 31 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥䠄ᮌ䠅䡚ᖹᡂ 31 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥䠄᭶䠅
䛆ㄢ㢟ෆᐜ䛇
䞉ゎㄝື⏬䛾ど⫈
䞉₇⩦ၥ㢟䛾ᢞ✏
䞉☜ㄆၥ㢟䜈䛾ゎ⟅
䞉᭱⤊ㄢ㢟䠉సᡂ䛧䛯 PPT 䝣䜯䜲䝹䛾ᥦฟ
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ື⏬⦅㞟䠄Animation edit䠅䚸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄Presentation䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
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◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅iOS ⏝ື⏬⦅㞟䝋䝣䝖 iMovie 䛾ᇶᮏ᧯స䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠎䠅ື⏬䛾⦅㞟䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠏䠅PowerPoint 䛷ື⏬䜢⾲♧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ື⏬䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛟ຠᯝⓗ䛺◊✲Ⓨ⾲䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸ື⏬⦅㞟䛜ึ䜑䛶䛾᪉䛷䜒⡆༢䛻ື⏬⦅㞟䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸
iOS ⏝ື⏬⦅㞟䝋䝣䝖 iMovie 䛾⏝᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛䚹
సᡂ䛧䛯ື⏬䜢 PowerPoint ෆ䛻ྲྀ䜚㎸䜏⾲♧䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.iMovie 䛸䛿

䠐.ື⏬䝣䜯䜲䝹䛾᭩䛝ฟ䛧

䠎.ື⏬⦅㞟䠄䜹䝑䝖䚸୪䜃᭰䛘䚸㛗䛥䛾ㄪᩚ䛺䛹䠅

䠑.䝮䞊䝡䞊䛾⏕

䠏.䝔䝻䝑䝥䛾⾲♧

䠒.PowerPoint 䛷䛾⾲♧

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

୰ᮧ  nakamura.masaru.mu@ehime-u.ac.jp
⥲ྜሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊䝩䞊䝮䝨䞊䝆
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Apple Inc. iMovie ⤂䝨䞊䝆
https://www.apple.com/jp/imovie/
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⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䊠䠄䝃䜲䜶䞁䝇䞉䜹䝣䜵䠅䠄Science Communication䠄Science Café䠅䠅
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Management䠅
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⮬䜙䛾◊✲ෆᐜ䜢䚸ᑓ㛛እ䛾ே䛯䛱䛻ㄝ᫂䛩䜛䛯䜑䛻䚸⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䛷Ꮫ䜣䛰ෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛶䚸䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛷ᐇ㊶䛧䠈⤒㦂▱䜢㌟䛻䛴䛡
䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅⮬䜙䛾◊✲ෆᐜ䜢䚸ᑓ㛛እ䛾ே䛯䛱䛻ศ䛛䜚᫆䛟ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠄䠎䠅⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ㊶䛻ồ䜑䜙䜜䜛୍㐃䛾䝥䝻䝉䝇䜢ㄝ᫂䛷䛝
䜛䚹
䠄䠏䠅⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ㊶䛻䛒䛯䛳䛶␃ព䛩䜉䛝Ⅼ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛸䛿䚸䜹䝣䜵䛾䜘䛖䛺㞺ᅖẼ䛷⛉Ꮫ䜢ㄒ䜚ྜ䛖ሙ䛾䛣䛸䜢ゝ䛖䚹⛉Ꮫ䛾ᑓ㛛ᐙ䛸୍⯡ᕷẸ䛜䚸ႚⲔᗑ䛺䛹㌟㏆䛺ሙᡤ䛷䝁䞊䝠䞊䜢㣧䜏䛺䛜
䜙䚸⛉Ꮫ䛻䛴䛔䛶Ẽ㍍䛻ㄒ䜚ྜ䛖䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸⛉Ꮫ⪅䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛔ㄝ᫂ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ྠ䛻䚸୍⯡ᕷẸ䛿⛉Ꮫ䝸䝔䝷䝅䞊䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸◊✲⪅䛾䜰䜴䝖䝸䞊䝏䠄♫㈉⊩䠅άື䛸䛧䛶䚸ឡ䝭䝳䞊䝆䜰䝮➼䜢㛤ദሙᡤ䛸䛧䛶䚸䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䜢⮬䜙㛤ദ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈⛉Ꮫ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䛷Ꮫ䜣䛰ෆᐜ䜢ᐇ㊶䛩䜛䚹ཷㅮ⪅䛿䠈䝥䝻䜾䝷䝮䛾సᡂ䠈ሙ䛾㑅ᐃ䠈ཧຍ⪅䛾ເ㞟䛺䛹䜢ྵ䜑䛯ィ⏬య䜢యⓗ䛻ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䛷䚸
ᑐヰຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䜲䝧䞁䝖䞉䝥䝷䞁䝙䞁䜾䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䜒ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᇶᮏⓗ䛻䛿ཷㅮ⪅䛾⮬Ꮫ⩦
䛻䜘䛳䛶㐍䜑䜙䜜䜛䛜䚸䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵ᐇᙜ᪥䛿ᢸᙜㅮᖌ䛜ཧຍ䛧䚸ホ౯䜢⾜䛖䚹䜎䛯ㅮᖌ䛸䛿䚸⏬ẁ㝵䚸୰㛫ẁ㝵䚸ᚋẁ㝵䛾 3 ᅇ⛬ᗘ䛾㠃᥋䜢⾜䛖䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠄䠍䠅䝥䝻䜾䝷䝮䛾సᡂ䠄యィ⏬䠅
䠄䠎䠅ሙ㑅ᐃ
䠄䠏䠅ཧຍ⪅ເ㞟
䠄䠐䠅䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䠄ᐇ㊶䠅
䈜ཷㅮ⪅䛿䠈(1)䡚(4)䛻䛴䛔䛶䠈ㅮᖌ䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡䠈 ⮬㌟䛷⾜䛖䛣䛸䚹
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀ㸪᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ
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◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
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㸦㸱㸧⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶࠶ࡓࡗ࡚␃ពࡍࡁⅬࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
ឡᏛ㝃ᒓ㧗ᰯ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦SSH)㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ ࣝࣁࢫࢡ࣮ࣝ(SGH)ࡢ㧗㐃ᦠᤵᴗ➼㸪㧗ᰯ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟
ࡋࡓᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋᮏ◊ಟࡣ㸪ᇶᮏⓗࡣཷㅮ⪅ࡢ⮬Ꮫ⩦ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿࡀ㸪ᢸᙜㅮᖌ
ࡣ๓㸪ᚋ㠃ㄯࢆ⾜࠸㸪ᤵᴗィ⏬ࡢㄪᩚࡸᤵᴗᚋࡢࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫ⩦㡯┠
㸦㸯㸧ᤵᴗィ⏬
㸦㸰㸧ᤵᴗ㸦ᐇ㊶㸧
㸦㸱㸧ࡾ㏉ࡾ
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
グ㘓䝅䞊䝖䛾ᥦฟ䠄ᥦฟඛ䠖◊✲ᨭㄢ kikakuse@stu.ehime-u.ac.jp)
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

◊✲ᨭ㒊◊✲ᨭㄢ
≉䛻䛺䛧
ཷㅮ⪅ࡣ㸪◊✲ᨭㄢ㸦kikakuse@stu.ehime-u.ac.jp)ࡑࡢ᪨㐃⤡ࢆࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㧗㐃ᦠᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 1 ᅇࡢᐇࡘ࠸࡚㸪ᙜࣉࣟࢢ࣒ࣛㄞࡳ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ₇⩦Ϫ㸦ᐇ㦂ᣦᑟ➼㸧
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ

ＲＤ

ᐇ㦂㸪ᐇ⩦㸪ㄢ㢟◊✲ᣦᑟ㸪࢘ࢺ࣮ࣜࢳάື
◊ಟࡢ┠ⓗ
⮬ࡽࡢ◊✲ෆᐜࡸᑓ㛛ศ㔝ࡢ▱㆑㸪◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞ࢆᑓ㛛እࡢேࡓࡕఏ࠼ࡿࡓࡵ㸪⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ㄢ㢟
◊✲ࡢཷࡅධࢀ࡞ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ࡋ㸪⤒㦂▱ࢆ㌟ࡘࡅࡿࠋ
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
㸦㸯㸧⮬ࡽࡢ◊✲ෆᐜࡸᑓ㛛ศ㔝ࡢ▱㆑㸪◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞㸪ᑓ㛛እࡢேࡓࡕࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ồࡵࡽࢀࡿ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
㸦㸱㸧⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶࠶ࡓࡗ࡚␃ពࡍࡁⅬࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
◊ಟࡢᴫせ
ឡᏛ㝃ᒓ㧗ᰯ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦SSH)㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ ࣝࣁࢫࢡ࣮ࣝ(SGH)➼ࡽࡢせㄳࡼࡿㄢ㢟◊✲ࡸᐇ㦂࣭ᐇ⩦➼
ࡢయ㦂ᆺᏛ⩦ࢆཷࡅධࢀ㸪ᩘྡ⛬ᗘࡢ⏕ᚐࢆᣦᑟࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋᮏ◊ಟࡣ㸪ᇶᮏⓗࡣཷㅮ⪅
ࡢ⮬Ꮫ⩦ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿࡀ㸪ᢸᙜㅮᖌࡣ๓㸪ᚋ㠃ㄯࢆ⾜࠸㸪యィ⏬ࡢㄪᩚࡸᐇ㊶ᚋࡢࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋ
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㸦㸱㸧ࡾ㏉ࡾ
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
グ㘓䝅䞊䝖䛾ᥦฟ䠄ᥦฟඛ䠖◊✲ᨭㄢ kikakuse@stu.ehime-u.ac.jp)
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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≉䛻䛺䛧
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開講年度

毎年度

必修・選択必修・選択

選択

プログラム区分

ＲＤ

時間割番号

R325

推奨受講年度

１～３年目

時間数

１４

担当講師

総合情報メディアセンターICT 利用教育推進室

研修題目
BI ツール（ビジネスインテリジェンスツール）利用法（Using Business Intelligence Tools, Power BI Desktop）
研修のキーワード
ビジネスインテリジェンスツール（Business Intelligence Tools）、Power BI Desktop
研修の目的
ビジネスインテリジェンスツールとは何かを知り、Power BI Desktop の操作方法を身に付ける
研修の到達目標
（1)ビジネスインテリジェンスツールとは何かを説明することができる。
（２）ビジネスインテリジェンスツール Power BI Desktop の基本操作ができる。
（３）Power BI を用いて、レポートが作成できる。
研修の概要
Microsoft Power BI の操作が初めての方でも利用できるように、ビジネスインテリジェンスツール Microsoft Power BI の利用方法について学習する。
データ取り込み、レポート作成、リレーションのあるクエリ作成、インタラクティブなグラフの作成と動作等について学ぶ。
学習項目

STEP 2. Power BI Desktop でレポートを作成してみよう

STEP 1. Power BI の概要

2.1 Power BI Desktop のインストール

1.1 Power BI の概要

2.2 この Step で作成するレポート

1.2 Power BI の構成要素

2.3 Web からデータの取得
2.4 レポートの作成（都道府県別の人口をグラフ化）
2.5 レポートの保存
2.6 レポート作成の応用技術

研修時間外に求められる課題に関する情報
研修後、課題の提出が必要です。
参考書（購入する必要はないが、推奨する図書）
テキストは研修期間内に配布下記の【テキスト】内に記載された URL からダウンロードする。
詳細な手順については，e ラーニングのページ内に記載する。
【テキスト】
Microsoft Power BI 自習書 No.1（有限会社エスキュール・クオリティ 改訂第 2 版:2017 年 3 月 31 日）
https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/Solutions-BI-Data-Analytics.aspx
【参考 URL】
Power BI デモ動画
https://www.youtube.com/watch?v=_OOyJfszJXY
はじめて使う人のため Power BI Desktop チュートリアルまとめ
https://lab.pasona.co.jp/812/
連絡先
参照ホームページ

総合情報メディアセンターICT 利用教育推進室
総合情報メディアセンターホームページ
http://www.cite.ehime-u.ac.jp/index.php

その他

【形態】ｅラーニングのみによる開講とする。
【開講（視聴）期間】平成 31 年 8 月 1 日（木）～平成 31 年 9 月 30 日（月）
【課題内容】
・解説動画の視聴
・小テスト，セクション毎の課題
・最終課題－完成したレポートの提出
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◊ಟ㢟┠
⤌∧ฎ⌮䝋䝣䝖䜴䜵䜰䠄TeX䠅⏝ἲ䠄Typesetting processing software (TeX) directions䠅

LaTeX2䃔䠈⤌∧䝅䝇䝔䝮䠄Typesetting Environment䠅䠈ᢏ⾡ᩥ᭩సᡂ䠄Technical Writing䠅䠈䜽䝻䝇䞉䝸䝣䜯䝺䞁䝇 (Cross Reference)䠈䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁
䠄Presentation䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫ⾡ㄽᩥᇳ➹䛾䛯䜑䛾ᶆ‽ⓗ䛺⎔ቃ䛷䛒䜛 LaTeX2䃔䜢⏝䛧䛯ᩥ᭩సᡂ䛸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁⏝㈨ᩱసᡂ䛾᪉ἲ䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅LaTeX2䃔䜢⏝䛧䛯సᴗ䛾ᇶᮏⓗ䛺ὶ䜜䜢ᢕᥱ䛧ᐇ⾜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅Beamer 䜽䝷䝇䛻䜘䜛䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁⏝䝇䝷䜲䝗䛜⮬స䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅⡆༢䛺⾲䜔ᩘᘧ䜢ྵ䜣䛰ᩥ᭩䜢ධຊ䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯ཧ⪃㈨ᩱ䛻䜘䛳䛶ᢏ⾡ሗ䜢ᚓ䜙䜜䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᩘᘧ䜢⨾䛧䛟⤌∧䛧䚸ᩥ⊩ཧ↷䝸䝇䝖䜔┦ཧ↷䜢ྜ⌮ⓗ䛻⟶⌮䛷䛝䜛ᩥ᭩‽ഛ䝅䝇䝔䝮 LaTeX2䃔䛿䚸䛸䜚䜟䛡ᩘ⌮⛉Ꮫ䞉ሗ⛉Ꮫ⣔䛾Ꮫ⾡ㄽᩥᇳ➹⎔ቃ
䛸䛧䛶䛾ᐇୖ䛾ᶆ‽䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾◊ಟ䛷䛿 LaTeX2䃔䝅䝇䝔䝮䛾ᴫせ䛸䚸⏬ീ䝕䞊䝍䜢ྵ䜐ᩥ᭩䛾సᡂἲ䜔䚸Beamer 䜽䝷䝇䛻䜘䜛䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵
䞁⏝䝇䝷䜲䝗సᡂ䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.LaTeX2䃔䝅䝇䝔䝮䛾ᴫせ

䠑䠊ᩘᘧ

䠎.䜲䞁䝇䝖䞊䝹䛸ᇶᮏⓗ䛺సᴗ䛾ὶ䜜

䠒䠊⏬ീ䝕䞊䝍䛾⏝

䠏.ᩥ᭩䛾ㄽ⌮ᵓ㐀䞉䜽䝻䝇䝸䝣䜯䝺䞁䝇䞉ᩥ⊩䝸䝇䝖䛾⟶⌮

䠓䠊䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁⏝䝇䝷䜲䝗సᡂ

䠐. ⾲⤌䜏
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
⮬䜙䛾◊✲ㄢ㢟䜢⤂䛩䜛ᩥ᭩䜢 LaTeX 䛷సᡂ䛧䛶ᥦฟ䛧䛶䜒䜙䛖䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
ዟᮧᬕᙪ㸭㯮ᮌ⿱㸦2017㸧
ࠗᨵゞ➨㸵∧ LaTeX2Ȝ⨾ᩥ᭩సᡂධ㛛࠘ ᢏ⾡ホㄽ♫ (ISBN978-4-7741-8705-1)
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

⸨⏣ ༤ྖ fujita.hiroshi.mh@ehime-u.ac.jp
≉䛻䛺䛧
Ꮫෆ↓⥺ LAN 䛻᥋⥆ྍ⬟䛺䝜䞊䝖䝟䝋䝁䞁(Windows/Mac/Linux)䛜䛒䜜䜀ᣢཧ䛟䛰䛥䛔䚹
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ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦harassment㸧
㸪ࢭࢡࢩࣕࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦sexual harassment㸧
㸪࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦academic harassment㸧
㸪
ࣃ࣮࣡ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦power harassment㸧
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㸪༴ᶵ⟶⌮㸦risk management㸧
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䠄䠍䠅䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶䠈ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛻ᑐฎ䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛾ᐇㄆᐃ䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛾ண㜵ᑐ⟇䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
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䛘䜎䛩䚹≉䛻䚸」㞧䛛䛴ከᵝ䛩䜛ேᶒᐖ(䝝䝷䝇䝯䞁䝖)䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䜢ᣲ䛢䛺䛜䜙䚸䐟䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛾ㄆᐃ䝫䜲䞁䝖 䐠䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛜㉳䛝䛯ሙྜ䛾
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ᚲಟ㸦ᣦᐃᑐ㇟⪅ͤ㸧
㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹋㹂
2(ᚲಟ)

M217

㛫␒ྕ

ᢸᙜㅮᖌ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

M228

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

2(㑅ᢥᚲಟ)
1(㑅ᢥ)

⏣୰ᑑ㑻(Toshiro TANAKA) / ఀ⸨㈗(Kazutaka ITOH) /┕Ꮚ (Meiko Hamai)

◊ಟ㢟┠
Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⾨⏕ 䠄Occupational Safety and Health in Univeristy䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ປാᏳ⾨⏕䠄Occupational Safety and Health䠅䚸䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠄Risk Accecement䠅䚸Ᏻ⾨⏕ᩍ⫱䠄Safety and Health Education䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫᩍဨ䛸䛧䛶䚸᪥ᖖ䛾ᩍ⫱◊✲άື䛻䛚䛡䜛Ᏻ䛸ᗣ䛾㔜せᛶ䜢༑ศㄆ㆑䛧䚸䛭䛾䛯䜑䛻ㄢ䛫䜙䜜䛶䛔䜛ᇶᮏⓗ䛺ἲᚊ䜢Ꮫ䜆䚹䛥䜙䛻ᩍ⫋ဨཬ䜃Ꮫ
⏕䛻ᑐ䛧䛶䚸Ᏻ䛷ᛌ㐺䛺⎔ቃ䛷ຮᏛ䛸◊✲䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻㓄៖䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䚸䛚䜘䜃䛭䛾᪉ἲ䜢Ꮫ䜆䚹༴㝤ண▱カ⦎䛸䛧䛶䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ᡭ

◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅Ꮫ⩦ホ౯䛾ព⩏䛸┠ⓗ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅㐺ษ䛷ຠᯝⓗ䛺䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅฿㐩┠ᶆ䛻䛒䜟䛫䛯ホ౯䛾᪉ἲ䞉ᇶ‽䜢㑅ᢥ䞉タᐃ䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅බṇ䛷ཝᐦ䛺ᡂ⦼ホ౯䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
㏻ᖖ䚸Ꮫ䛾ᩍဨ䛿⮬䜙䛾⯆䛷◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹ᚑ᮶䛿䚸䛭䛾◊✲䛜䛹䛾䛟䜙䛔༴㝤ᛶ䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䛾䛛䠛⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䛿䛹䛖䛺䛾䛛䠛Ẽ䛻␃䜑
䜛䛣䛸䛿ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᐇ㦂ᐊ䜔◊✲ᐊ䛥䜙䛻ᘓ≀䛾Ᏻ䛻䛴䛔䛶㓄៖䛩䜛䛣䛸䜒ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸⌧ᅾ䛷䛿䛭䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛿チ䛥䜜䛺䛟䛺䛳䛶䛚䜚䚸ல
⣽䛺䛣䛸䛷䜒䚸ᐇ㦂䜔ᤵᴗ୰䛻ᨾ䜢㉳䛣䛩䛸䚸䛭䛾ᙳ㡪䛿䛸䛶䜒䛝䛟䚸ᐇ㦂䜔ᤵᴗ䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䛯ᩍဨ䜀䛛䜚䛷䛺䛟䚸Ꮫ䛜㈐௵䜢䛸䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹
ᨾ➼䜢ᮍ↛䛻㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᩍဨ䛜◊✲ᐊ䜔ᐇ㦂ᐊ䚸ᤵᴗ䚸䛥䜙䛻Ꮫ⏕䛾Ᏻ䛾⥔ᣢ䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䛸᪉⟇䜢㌟䛻䛴䛡䚸ᩍဨ䛜⮬䜙ᐇ㊶䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䚹䛥䜙䛻䚸䛶䛾◊✲άື䛿䚸⎔ቃᇶ‽䜢‶䛯䛥䛽䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸ᮏ◊ಟ䛷䛿䚸䠎㛫䛾ㅮ⩏䛷ᩍဨ䛜⎔ቃ䛸Ᏻ⥔ᣢ䛻ᚲせ䛺ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䛚
䜘䜃Ꮫ⏕䜈䛾Ᏻᩍ⫱ἲ䜢⩦ᚓ䛧䚸䠍㛫䛾ᶍᨃᕠど䜢⾜䛖䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᨾ䛚䜘䜃䛭䛾ᦆኻ

䠐.䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖₇⩦

䠎.Ꮫ䛷㡰Ᏺ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔Ᏻ⾨⏕ୖ䛾ἲ௧䛸⤌⧊ⓗάື

䠑.Ᏻ⾨⏕ィ⏬䛾❧₇⩦

䠏.Ꮫ⏕䛾Ᏻ☜ಖ䛸䛭䛾᪉⟇
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉䛻䛺䛧
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
୰ኸປാ⅏ᐖ㜵Ṇ༠⦅ ປാ⾨⏕䛾䛧䛚䜚
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

⏣୰ᑑ㑻 tanaka@ehime-u.ac.jp / ఀ⸨㈗ itoh@agr.ehime-u.ac.jp / ┕Ꮚ hamai@m.ehime-u.ac.jp
≉䛻䛺䛧
ᮏ◊ಟ䛿㑅ᢥᚲಟ 2 㛫䠄ㅮ⩏䠅䠈㑅ᢥ 1 㛫䠄ᐇ⩦䠄ᶍᨃᕠど䠅䠅䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䠈ㅮ⩏䛾䜏䛾ཷㅮ䠈ᐇ⩦䛾䜏䛾ཷㅮ䜒
ྍ⬟䛸䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䠈ᐇ⩦䠄㑅ᢥ䠅䛿䚸๓䛻 2 㛫䛾ㅮ⩏䠄ᚲಟ䠅䜢ཷㅮ䛧䛶䛔䜛᪉䛾䜏䚸ཷㅮ䛷䛝䜎䛩䚹
䜎䛯䠈ᇛ䛸㔜ಙ䛾䛹䛱䜙䛾ㅮ⩏䜢ཷㅮ䛧䛶䜒Ⰻ䛔䛜䚸㔜ಙ䛷䛾ㅮ⩏ෆᐜ䛿䚸་Ꮫ㒊䜢ព㆑䛧䛯ෆᐜ䛻䛺䛳䛶䛚䜚䜎
䛩䚹
䛺䛚䠈Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⾨⏕(ㅮ⩏)䛿䚸ᣦᐃᑐ㇟⪅䛾᪉䛻䛴䛔䛶䛿ᚲಟ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䈜䛂ᣦᐃᑐ㇟⪅䛃䛿䚸༢䛻䝔䝙䝳䜰⫱ᡂᩍဨ䛾ᡤᒓ䛻ᇶ䛵䛔䛶୍ᚊ䛻Ỵ䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᐇົ䛾ෆᐜ䛛䜙Ᏻ⾨⏕⟶⌮
㈐௵⪅䛜ᣦᐃ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹
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㛤ㅮᖺᗘ

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹋㹂

㛫␒ྕ

M229

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

4

ᢸᙜㅮᖌ

⏣୰ᑑ㑻(Toshiro TANAKA) / ఀ⸨㈗(Kazutaka ITOH) / ┕Ꮚ (Meiko Hamai)

◊ಟ㢟┠
ᕠど䛾ᐇ㝿 䠄Safey patrol㸧
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ປാᏳ⾨⏕(Occupational Safety and Health)䚸OJT (On the Job Training)䚸 ༴㝤ண▱䠄Risk Assessment)䚸
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ᏻ⾨⏕⟶⌮⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ẖᖺᏛෆ䛷⾜䜟䜜䛶䛔䜛ᕠど䛻ཧຍ䛧䚸ᕠど䛾ᐇ㝿䜢య㦂䛧Ᏻ⟶⌮⪅䛜༴㝤䛸ุ᩿䛩䜛ᇶ‽䜔ෆᐜ䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛻䜘䜚䚸
⮬䜙䛾Ᏻ⾨⏕⟶⌮䛾䝇䜻䝹䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠏䠅㐺ษ䛺ゎỴἲ䜢❧䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

䠄䠎䠅༴㝤ಶᡤ䛾Ⓨぢయ㦂䜢㏻䛧䛶䚸⌧ሙ䛾䛥䜎䛦䜎䛺༴㝤䜢▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝

䠄䠐䠅䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ឡᏛ䛷䛿ᖺ୍ᅇ㒊ᒁ䛾Ᏻ⾨⏕⟶⌮⪅䚸Ᏻ⾨⏕⟶⌮ጤ௵⪅➼䛜㞟䜎䜚䚸ᕠど䜢⾜䛖ᕠど䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸Ꮫ㒊䛾ጤဨ䛻䜘䜚᪂㩭䛺ど
Ⅼ䛷༙᪥䛛䛡䛶ᗘᕠど䜢䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᬑẁ䛾ᕠど䛷䛿ぢ㏨䛧䛜䛱䛺༴㝤ಶᡤ䜢ぢฟ䛧䚸Ᏻ䛾ಖ⟇䜢㆟ㄽ䛩䜛ሙ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᕠど䛷䛿䚸༴㝤
ಶᡤ䛾Ⓨぢᣦ䛛䜙䛭䛾ᑐ⟇䜎䛷䚸Ꮫෆ䛾⌧ሙ䜢ᑐ㇟䛻⌧ᐇ䛾ၥ㢟䛾ゎỴ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䛣䛾ᕠど䛻ཧຍ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫᩍဨ䛸䛧䛶⩦ᚓ䛧䛶䛚䛟ᚲせ
䛾䛒䜛ᩍ⫱䞉◊✲⌧ሙ䛾Ᏻ⾨⏕⟶⌮䛾ᡭἲ䜢⩦ᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛔䜟䜖䜛䠫䠦䠰◊ಟ䛷䛒䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.ᕠどࡢどⅬ

㸲.ἲ௧ࡢᩚྜᛶ

㸰.༴㝤ಶᡤࡢⓎぢ

㸳.ࣜࢫࢡࢭࢫ࣓ࣥࢺ

㸱.༴㝤ಶᡤࡢᨵၿἲ

㸴.Ᏻ⾨⏕⟶⌮ࡢᐇ㝿

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
◊ಟᚋ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

⏣୰ᑑ㑻 tanaka@ehime-u.ac.jp / ┕Ꮚ hamai@m.ehime-u.ac.jp
≉䛻䛺䛧
ᕠど䜢ཷㅮ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈๓䛻䛂Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⾨⏕䛃䛾ㅮ⩏䠄ᚲಟ䠎㛫䠅䜢ཷㅮ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹
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㛤ㅮᖺᗘ

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

MD

㛫␒ྕ

M230

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

3

ᢸᙜㅮᖌ

ఀ⸨㈗ 㸦Kazutaka Itoh)/ ⏣୰ᑑ㑻㸦Toshiro Tanaka㸧

◊ಟ㢟┠
ᩍ⫋ဨ䞉ᢏ⾡⪅䛾䛯䜑䛾ປാᏳ⾨⏕⟶⌮䠄Occupational Safety and Health at Universities䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ປാᏳ⾨⏕䠄Occupational Safety and Health at Universities䠅䚸Ᏻᩍ⫱䠄Safety Education䠅䚸ປാ⅏ᐖ䠄Lab accidents䠅䚸ປാᇶ‽┘╩ᐁ䠄Labor standards
inspectors䠅䚸䝸䝇䜽⟶⌮䠄Risk manejiment)
◊ಟࡢ┠ⓗ
Ꮫᩍ⫋ဨ䛚䜘䜃ᢏ⾡⪅䛸䛧䛶ᑵ⫋䛧䛶䛔䛟Ꮫ⏕䞉㝔⏕䛜䚸ປാᏳ⾨⏕䛾ᐇ㝿䜢Ꮫ䜆䚹ྜ䜟䛫䛶䚸Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⾨⏕⟶⌮యไ䜔Ᏻ⾨⏕ᩍ⫱䝥
䝻䜾䝷䝮䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠏䠅Ꮫ䛾Ᏻ⾨⏕䛻ᑐ䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏≧ἣ䛜䜟䛛䜛䚹

䠄䠎䠅ປാ⅏ᐖ䛜㉳䛝䛯ሙྜ䛻䚸䛭䛾ᙳ㡪䛜䜟䛛䜛䚹
◊ಟࡢᴫせ
ᮏㅮ⩏䛷䛿䚸2 ௳䛾ㅮ₇䜢⫈ㅮ䛩䜛䚹1 ௳┠䛿䚸ᅜෆእ䛾Ꮫ䛛䜙ᣍ⪸䛧䛯ㅮᖌ䛻䜘䜛Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⾨⏕⟶⌮䛾ᐇ㝿䛸Ᏻᩍ⫱䛾ᐇ㝿䛻㛵䛩䜛ㅮ
₇䛷䛒䜚䚸䜒䛖 1 ௳䛿ឡປാᒁᗣᏳㄢ䛛䜙ㅮᖌ䜢ᣍ⪸䛧䚸ປാ⅏ᐖ䛾ᐇ㝿䛻䛴䛔䛶䛾ㅮ₇䛷䛒䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.ປാᏳ⾨⏕ἲ䛾ᴫ␎

䠐.ᅜෆእ䛾Ꮫ䛾Ᏻ⾨⏕⟶⌮యไ

䠎.䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖ἲ
䠏.Ꮫ⏕䞉ᩍ⫋ဨ䜈䛾Ᏻᩍ⫱
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
2 䛴䛾ㅮ₇ෆᐜ䜢䜎䛸䜑䛶䝺䝫䞊䝖䜢ᥦฟ䛩䜛䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ

ఀ⸨ ㈗ <ito.kazutaka.mb@ehime-u.ac.jp> /⏣୰ ᑑ㑻 <tanaka.toshiro.mz@ehime-u.ac.jp>

ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

≉䛻䛺䛧

ࡑࡢ

≉䛻䛺䛧
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㛤ㅮᖺᗘ

ẖᖺᗘ

ᚲಟ࣭㑅ᢥᚲಟ࣭㑅ᢥ

㑅ᢥᚲಟ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ༊ศ

㹋㹂

㛫␒ྕ

M221

᥎ዡཷㅮᖺᗘ

1㹼3 ᖺ┠

㛫ᩘ

2

ᢸᙜㅮᖌ

ᇼᰤ㸦Hori S. Rie㸧

◊ಟ㢟┠
Ꮫ䛻䛚䛡䜛䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱 䠄䠠䡅䡒䡁䡎䡏䡅䡐䡕 䡅䡊 䠱䡊䡅䡒䡁䡎䡏䡅䡐䡕䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ከᵝᛶ䠄diversity䠅䚸↓ព㆑䛾೫ぢ䠄Unconscious bias䠅䚸⏨ዪඹྠཧ⏬䠄Gender eqaulity䠅䚸䛸⏕ά䛾୧❧䠄work life balance䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
䝽䞊䜽䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇䜔⏨ዪඹྠཧ⏬♫䛾᥎㐍䛜ᚲ㡲䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䜒௦䞉♫䛾せㄳ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢⮬ぬ䛩䜛䛣䛸䛜Ꮫᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᇶᮏ㈨
㉁䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢Ꮫ䜃䜎䛩䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅Ꮫ䛻䛚䛔䛶䝽䞊䜽䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇䜢᥎㐍䛩䜛ᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅Ꮫ䛻䛚䛡䜛ከᵝᛶ䛾ᚲせᛶ䜢⌮ゎ䛧ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹
䠄䠐䠅↓ព㆑䛾೫ぢ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛺䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
䜾䝻䞊䝞䝹䛸ᅜ㝿ศᴗ䛜῝䛩䜛䛺䛛䚸ேᮦ⫱ᡂ䛿䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍䞁䝎䞊䝗䛷䛾➇த䜢ど㔝䛻ධ䜜䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺௦ⓗせㄳ䜢ど
㔝䛻ධ䜜䛺䛜䜙䚸䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛾ᗓ䛸䛧䛶䛾Ꮫ䛿䚸▱㆑ᇶ┙♫䞉ከᩥඹ⏕♫䞉᱁ᕪ♫䛭䛧䛶䝸䝇䜽♫䛺䛹䛸䜀䜜䜛⌧௦♫䛻㏻⏝䛩䜛䝅䝔䜱䝈
䞁䝅䝑䝥䜢䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱䛸䛔䛖どⅬ䛛䜙䛹䛖ᵓ䛧ල⌧䛧䛶䛔䛟䛛䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.䝽䞊䜽䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇䛸᪥ᮏ䛾ᑡᏊၥ㢟

䠏.ከᵝᛶ䛸ᣢ⥆ⓗⓎᒎ

䠎.⏨ዪඹྠཧ⏬䛸⏕⏘ᛶ䛾ྥୖ

䠐.↓ព㆑䛾೫ぢ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
♫䛾୰䛻㆑ูฟ᮶䜛䛂↓ព㆑䛾೫ぢ䛃䛻㛵䛩䜛䝺䝫䞊䝖
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
⤒῭⏘ᴗ┬ጤクᴗᖹᡂ 23 ᖺᗘ ᴗ䛻䛚䛡䜛䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱䝇ᚰ䛾⤒Ⴀຠᯝ➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲
䛄䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱䛸ዪᛶά㌍䛾᥎㐍ࠥ䜾䝻䞊䝞䝹௦䛾ேᮦᡓ␎䛅ࠥሗ࿌᭩䠄pdf ∧䜢䝛䝑䝖䛷ྲྀᚓྍ⬟䠅
䛂↓ព㆑䛾䝞䜲䜰䝇䞊Unconscious Bias䞊䜢▱䛳䛶䛔䜎䛩䛛䠛䛃 ➨ 14 ᅇ⏨ዪඹྠཧ⏬Ꮫ༠㐃⤡䝅䞁䝫䝆䜴䝮 ศ⛉䠍䛻䜘䜛䝸䞊䝣䝺䝑䝖
https://www.djrenrakukai.org/shiryou.html#chapter-2
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᇼ ᰤ䠄hori.rie.mm@ehime-u.ac.jp䠅
ዪᛶᮍ᮶⫱ᡂ䝉䞁䝍䞊䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://hime.adm.ehime-u.ac.jp/
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࣮ࣝࢫ ࣂ࣮ࢪࣥ㸦Ruth Vergin㸧㸭㧗ᶫᚿ㔝 (Takahashi Shino)㸭ᮧୖᘯ (Murakami Kazuhiro)

◊ಟ㢟┠
␃Ꮫ⏕䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄How to communicate with international students䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
␃Ꮫ⏕䠄international students䠅䚸␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄intercultural communication䠅䚸ከᵝᛶ䠄diversity䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ከᵝᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䚸Ꮫᩍဨ䛸䛧䛶Ꮫ⏕䛻᥋䛩䜛㐺ษ䛺ែᗘ䜢䚸␃Ꮫ⏕䜢䛸䛧䛶⪃䛘䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅␃Ꮫ⏕䛾⌧≧䜢⌮ゎ䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅␃Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶⌮ゎ䛜㞴䛧䛔᪥ᮏㄒ䛾ලయⓗ䛺⏝䜢䠏䛴௨ୖิ

䠄䠎䠅␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᇶᮏ䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䚹

ᣲ䛷䛝䜛䚹

Ꮫ䛻Ꮡᅾ䛩䜛ከᵝ䛺⫼ᬒ䜢ᣢ䛴Ꮫ⏕䜈䛾᥋䛧᪉䜢䚸␃Ꮫ⏕䜢䛸䛧䛶⪃䛘䜛䚹䜎䛪䚸ឡᏛ䛾␃Ꮫ⏕䛾⌧≧ཬ䜃ᨭ䛾⌧≧䛸䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶⤂䛩
䜛䚹ḟ䛻䚸⮬ศ䛸␗䛺䜛ᩥ⫼ᬒ䜢ᣢ䛴⪅䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ヰ䛩䚹᭱ᚋ䛻䛂᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅䛻䛸䛳䛶㞴䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛾⤂䜢⾜䛔䚸䝁䝭
䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ㊶ⓗ䝇䜻䝹䛸䛧䛶䛂እᅜே䛻䛸䛳䛶䛂䜔䛥䛧䛔䛃᪥ᮏㄒ䛃䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.ឡᏛᅾᏛࡋ࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕ࡢ⌧≧

㸱.እᅜேࡗ࡚ࠕࡸࡉࡋ࠸ࠖ᪥ᮏㄒ

㸰.␗ᩥὶࡢᇶᮏ
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
⮬ศࡢ࿘ᅖࡢ␃Ꮫ⏕ࡸእᅜேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥᅔ㞴ࢆឤࡌࡓ⤒㦂ࢆグ㘓ࡋ࡚࠾ࡁࠊㅮ⩦ࡢ㝿ཧຍ⪅ඹ᭷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ

Ruth Vergin㸸ruth.carol_vergin.mc@ehime-u.ac.jp㸪㧗ᶫ ᚿ㔝: takahashi.shino.mm@ehime-u.ac.jp㸪
ᮧୖ ᘯ: murakami.kazuhiro.mj@ehime-u.ac.jp
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㔝ᮏࡦࡉ㸦Nomoto Hisa㸧

◊ಟ㢟┠
⌧௦Ꮫ⏕䛾⌮ゎ䛸㛵䜟䜚᪉䠄Understanding Students䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
Ꮫ⏕(student)䠈ከᵝ䠄Diversity䠅䚸Ꮫ⏕ᨭ䠄Student Support䠅䚸䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䠄Mental Health䠅䚸ேᶒព㆑䠄sense of human rights
◊ಟࡢ┠ⓗ
ከᵝ䛩䜛⌧௦Ꮫ⏕䛾≉ᚩ䜢⌮ゎ䛧䚸Ꮫ⏕䛻ᛂ䛨䛯㛵䜟䜚᪉䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅ከᵝ䛩䜛Ꮫ⏕ീ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅ከᵝ䛺Ꮫ⏕䛻ᛂ䛨䛯ᩍ⫱άື䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅Ꮫ⏕䛸䛾ே㛫㛵ಀ䛾⠏䛝᪉䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅Ꮫ⏕䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛻㓄៖䛧䛯Ꮫ⏕ᨭ䛜䛷䛝䜛䚹

ከᵝ䛩䜛Ꮫ⏕ീ䜢ᴫほ䛧䛯ୖ䛷䚸⮬ศ䛜䛣䜜䜎䛷䛻⤒㦂䛧䛶䛝䛯Ꮫ⏕䛾ጼ䛸⌧௦Ꮫ⏕䛾ጼ䛾㐪䛔䜢⌮ゎ䛩䜛䚹䜢㏻䛧䛶Ꮫ⏕䛸䛾㛵䜟䜚䜢᳨ウ
䛧䚸ᩍဨ䛸䛧䛶Ꮫ⏕䛻㛵䜟䜛䛸䛝䛾ὀពⅬ䜔䝁䝒䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹䜎䛯ⱝ⪅䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛻㛵䛩䜛⌧௦ⓗ䝖䝢䝑䜽䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸Ꮫ⏕⌮ゎ䛾୍ຓ䛸䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊Ꮫ䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䛸ከᵝ䛺Ꮫ⏕

䠐䠊⌧௦Ꮫ⏕䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇

䠎䠊⌧௦Ꮫ⏕䛾≉ᚩ

䠑䠊Ꮫ⏕ᨭయไ䛾⌮ゎ

䠏䠊ከᵝ䛻క䛖ၥ㢟
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
䛣䜜䜎䛷㛵䜟䛳䛯䠄ほᐹ䛧䛯䠅Ꮫ⏕䛾୰䛷䚸䇾䛸䛶䜒⌮ゎ䛻ⱞ䛧䜐䇿䛒䜛䛔䛿䇾㛵䜟䜚᪉䛜㞴䛧䛔䇿䛸ឤ䛨䛯ሙ㠃䜢ᛮ䛔ฟ䛧䚸ㅮᖌ䛾䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇
nomoto.hisa.mb@ehime-u.ac.jp ᐄ䛻๓ㄢ㢟䛸䛧䛶ᥦฟ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹ㄢ㢟䛿䝯䞊䝹ᮏᩥ䛻┤᥋᭩䛔䛶䛔䛯䛰䛔䛯䛾䛷䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹Ꮠᩘไ㝈䛺䛹䛿≉䛻タ
䛡䜎䛫䜣䚹⌧௦Ꮫ⏕䛻ᑐ䛩䜛ឤ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷⤖ᵓ䛷䛩䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛄♫ຊ䜢⫱䛶䜛-᪂䛧䛔Ꮫ䜃䛾ᵓ㐀-䛅㛛⬥ཌྖ䚸ᒾἼ᪂᭩䠄2010䠅
䛄ᩍ⫱ຊ䛅ᩧ⸨ Ꮥ䚸ᒾἼ᪂᭩䠄2007䠅
㐃⤡ඛ

㔝ᮏ䜂䛥 nomoto.hisa.mb@ehime-u.ac.jp
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ᮧ⏣ஓ㸦Shinya Murata㸧

◊ಟ㢟┠
䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾䠄Team Building䠅 䡚䝏䞊䝮䛾ᵓ⠏䞉⥅⥆䞉ྥୖ䛻ྥ䛡䛶䡚
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
⌮ᛕ䠄Mission䠅䞉┠ⓗ䠄Vision䠅䚸┠ᶆ䠄Goal䠅䚸ィ⏬䠄Planning䠅䚸ホ౯䠄Evaluation䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
◊✲䜔䝥䝻䝆䜵䜽䝖➼䛾䝏䞊䝮䜔⤌⧊䜢ᵓ⠏䛧䚸䝯䞁䝞䞊䛾ᙉ䜏䜢ά䛛䛧䛺䛜䜙䝧䜽䝖䝹䜢ྜ䜟䛫䚸┠ᶆ䜔┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾䝥䝻䝉䝇䜢ಟᚓ䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅䝏䞊䝮䜔⤌⧊䛻䛸䛳䛶䝭䝑䝅䝵䞁䚸䝡䝆䝵䞁䚸䝂䞊䝹䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛾㔜
せᛶ䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

䠄䠏䠅䝡䝆䝵䞁䜔┠ⓗ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛻䝯䞁䝞䞊䛜䝧䜽䝖䝹䜢ྜ䜟䛫䚸ᙉ䜏䜢ά
䛛䛧䛒䛖䛣䛸䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䠄䠐䠅⮬䜙䛾⯆㛵ᚰศ㔝䛻䛚䛔䛶䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾䛾ィ⏬䜢ᵓ⠏䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

◊ಟࡢᴫせ
䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾䛻㛵䛩䜛⌮ㄽ䜔䝁䞊䝏䞁䜾䛾⌮ㄽ➼䜢⏝䛔䛶䚸䝏䞊䝮䜔⤌⧊䛸䛭䜜䜢ᵓᡂ䛩䜛䝯䞁䝞䞊䛸䛾䝧䜽䝖䝹䜢୍⮴䛥䛫䜛ලయⓗ䛺᪉ἲ䛻㛵䛧
䛶Ꮫ䜣䛰ୖ䛷䚸⮬䜙䛜ಀ䜛ศ㔝䛷䛾䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾ィ⏬䜢᳨ウ䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
䠍.䝭䝑䝅䝵䞁䚸䝡䝆䝵䞁䚸䝂䞊䝹タᐃ䛾㔜せᛶ

䠐.䝯䞁䝞䞊䛾ᙉ䜏䜢ຠᯝⓗ䛻ά䛛䛩

䠎.ィ⏬䛸ホ౯䛾㔜せᛶ

䠑.䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾ィ⏬䛾సᡂ

䠏.䝏䞊䝮䞉⤌⧊䛸䝯䞁䝞䞊䛸䛾㛫䛾 win-win 㛵ಀ
◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
ཧ⪃ᩥ⊩䛾㉎ㄞ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䛄ධ㛛 䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾䛅䜲䞁䝍䞊䝡䝆䝵䞁䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄PHP 䝡䝆䝛䝇᪂᭩䠅䚸䛄䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䛾᮲௳䛅䠬䞉䠢䝗䝷䝑䜹䞊䠄䝎䜲䝲䝰䞁䝗♫䠅䚸䛄㑅ᢥ⌮
ㄽ䛅䜴䜱䝸䜰䝮䞉䜾䝷䝑䝃䞊䠄䜰䝏䞊䝤䝯䞁䝖ฟ∧䠅
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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◊ಟ㢟┠
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 䠄Academic Portfolio Workshop䠅
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸(Academic Portfolio䠅䚸ᩍ⫱⌮ᛕ(Teaching Philosophy)䚸ᩍ⫱┠ⓗ䞉᪉ἲ(Teaching Objectives䚸Methodologies)䚸◊✲䛾≉ᚩ
䠄Characteristics of Research䠅䚸♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀ䛾≉ᚩ䠄⟶⌮㐠Ⴀ䚸♫㈉⊩䠅Service䠄Characteristics of Services, Management䠅䚸ᴗ⦼ᨵၿ (Professional
Accomplishment)䚸⤫ྜ (Integration)䚸┠ᶆ (Goals)䚸䜶䝡䝕䞁䝇䠄Evidences䠅䚸䝯䞁䝍䝸䞁䜾 (Mentoring)䚸䝯䞁䝍䞊 (Mentor)䚸䝯䞁䝔䜱䞊䠄Mentee䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛸䛿䚸ᩍ⫱䚸◊✲䚸♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䛾ᴗ⦼䛻䛴䛔䛶䛾⮬ᕫ┬ᐹ䛻䜘䜛グ㏙㒊ศ䛚䜘䜃䛭䛾グ㏙䜢䛵䛡䜛᰿ᣐ㈨ᩱ䛾
㞟ྜయ䛷䛒䜚䚸୍ே䛾Ꮫᩍဨ䛾᭱䜒㔜せ䛺ᑓ㛛ⓗᡂᯝ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䠄䝢䞊䝍䞊䞉䝉䝹䝕䜱䞁䜋䛛ⴭ䛄䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛅䜘䜚䠅䚹
୍⯡ⓗ䛻䚸䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛿䚸ྜ⌮ⓗ䛷බṇ䛺ேỴᐃ䛸ᩍဨ୍ே䜂䛸䜚䛾ᑓ㛛⬟ຊ䛾㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛻䚸⮬䜙䛾ᴗ⦼䜢ドᕥ䛧䚸ᴗ⦼䜢ᨵၿ䛩䜛䛣䛸
䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛸䛾䛝䛺㐪䛔䛿䚸ᩍ⫱䛻ຍ䛘䚸◊✲䚸♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䛾┬ᐹ䚸ᩚ⌮䜢⾜䛳䛯䛒䛸䚸䛭䜜䛮䜜䛾
㡿ᇦ䛜⮬ศ䛾ᑓ㛛ศ㔝䛚䜘䜃⬟ຊ㛤Ⓨ䛻䛹䛾䜘䛖䛻㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛛䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛷䠏䛴䛾㡿ᇦ䛾⤫ྜ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛻䛒䜛䚹
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛿䚸䝯䞁䝍䞊䛻䜘䜛䝯䞁䝍䝸䞁䜾䜔ཧຍ⪅䛸䛾ὶ䜢㏻䛧䛶䚸ᩍ⫱䛾㉁ྥୖཬ䜃ၥ㢟ゎỴ䜔᪥ᖖⓗ䛺ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䛾
ᨵၿ䛾䛯䜑䛻䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢సᡂ䛩䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ

䠄䠑䠅ಶே䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱䛾▷ᮇ䞉

䠄䠍䠅ಶே䛾ᩍ⫱άື䜢䜚㏉䜚䚸ᩍ⫱⌮ᛕ䚸┠ⓗ䚸᪉ἲ䜢ᩚ⌮䛧⪃䛩䜛䛣

㛗ᮇ┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠒䠅⮬㌟䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䛾ᴗ⦼䜢᰿ᣐ䛡䜛᭷ຠ

䠄䠎䠅ಶே䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢䜚㏉䜚䚸䛭䛾ᡂᯝ䞉ᴗ

䛺䜶䝡䝕䞁䝇䜢䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

⦼䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠓䠅⮬㌟䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢⮬㌟䛾ᑓ㛛ศ㔝䛚䜘䜃

䠄䠏䠅ಶே䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢䜚㏉䜚䚸ᨵၿ䛾ດຊ䜢

⬟ຊ㛤Ⓨ䛻䛹䛖㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛛ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠔䠅䝯䞁䝍䞊䛸䛾༠ຊయไ䛾䜒䛸䚸䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢సᡂ䛩䜛䛣

䠄䠐䠅ಶே䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢䜚㏉䜚䚸ලయⓗ䛺ㄢ㢟

䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠕䠅ཧຍ⪅䛸䛾ὶ䜢῝䜑䚸ពぢ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

◊ಟࡢᴫせ

䝸䜸䜢సᡂ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹䜎䛯ཧຍ⪅ྠኈ䛾ὶ䜢⾜䛔䛺䛜䜙䚸⮬㌟䛾ᩍ⫱䞉◊✲䞉♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䜢䜚㏉䜛సᴗ䜢⾜䛔䜎䛩䚹
䠘䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾┠ḟ䠚

Ꮫ⩦㡯┠
䠍䠊䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾ព⩏䚸ά⏝᪉ἲ

䠍䠊ᗎ

䠎䠊䝯䞁䝍䝸䞁䜾䠄⣙ 30 ศ䜢䠏ᅇ⛬ᗘᐇ䠅

䠎䠊ᩍ⫱䠖ᩍ⫱⌮ᛕ䞉┠ⓗ䞉᪉ἲ䚸ᩍ⫱䛾ᡂᯝ䚸ᩍ⫱ᨵၿ䛾ດຊ➼

䠏䠊䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸సᡂసᴗ

䠏䠊◊✲䠖◊✲䛾≉ᚩ䚸ᏛⓎ⾲䞉ㄽᩥ䞉᭩⡠➼䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䚸Ꮫ㝔

䠐䠊䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ཧຍ⪅䛸䛾ពぢ

⏕䜈䛾┘╩ᣦᑟ➼

䠑䠊䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸ᢨ㟢

䠐䠊♫㈉⊩䞉⟶⌮㐠Ⴀάື䠖Ꮫෆእ䛾ጤဨ䛸䛭䛾ᙺ䛸㈉⊩䚸Ꮫ⏕䜈䛾
ຓゝ➼
䠑䠊ᑓ㛛ⓗάື䛚䜘䜃┠ᶆ䛾⤫ྜ
䠒䠊䜶䝡䝕䞁䝇➼䛾ῧ㈨ᩱ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
๓ㄢ㢟䛸䛧䛶䚸䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥䝅䞊䝖䚸AP 䝏䝱䞊䝖䛾ᥦฟ䜢ㄢ䛧䛶䛔䜛䚹
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
䝢䞊䝍䞊䞉䝉䝹䝕䜱䞁䚸J䠊䜶䝸䝄䝧䝇䞉䝭䝷䞊ⴭ Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ┘ヂ䚸ᰩ⏣ె௦Ꮚヂ䠄2009䠅䛄䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛅⋢ᕝᏛฟ∧㒊
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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◊ಟ㢟┠
ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗ䛸Ꮫᰯ⤒Ⴀ 䠄education for young children , teaching in schools and school management on the faculty’s school䠅

㝃ᒓᰯᅬ䠄faculty’s school䠅䚸ᤵᴗ䠄teaching in schools䠅䚸Ꮫᰯ⤒Ⴀ䠄school management䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ᩍ⫱Ꮫ㒊䛾ᩍဨ䛸䛧䛶䚸ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䛾ᵝែ䜢⌮ゎ䛧䚸䛛䛴ᚋ䛾㝃ᒓᰯᅬ䛾Ꮫᰯᅬ⤒Ⴀ䞉⤒Ⴀ᪉㔪䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䛾ᵝែ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜔Ꮫᰯ⤒Ⴀ䞉⤒Ⴀ᪉㔪䛛䜙⮬䜙䛾◊

䠄䠎䠅㝃ᒓᰯᅬ䛾Ꮫᰯ⤒Ⴀ䞉⤒Ⴀ᪉㔪䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

✲䝅䞊䝈䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜢ほᐹ䛧䚸ᩍ⫱ᐇ㊶ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛䚹
䜎䛯䚸㝃ᒓᰯᅬ䛜⊂⮬䛻❧䛧䚸ᐇ䛧䛶䛔䜛ᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䝔䞊䝬䛸䚸ᐇ㝿䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛ᤵᴗᐇ㊶䛸䜢ᑐẚ䛧䚸ᚋ䛾㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛾᪉ྥ
ᛶ䜢▱䜚䚸Ꮫ㒊ᩍဨ䛜ཧ⏬䛷䛝䜛ෆᐜ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䚹
䛥䜙䛻䚸ཧほᚋ䛻㝃ᒓᰯᅬ㛗䛾௦⾲䛸䛾༠㆟䜢⾜䛔䚸㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛧䚸◊✲䝅䞊䝈䛻Ẽ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䛺䛚䚸㝃ᒓᰯᅬ䛿䚸㝃ᒓᗂ⛶ᅬ䚸㝃ᒓᑠᏛᰯ䚸㝃ᒓ୰Ꮫᰯ䚸㝃ᒓ≉ูᨭᏛᰯ䛸䛩䜛䚹
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㆟

㸱.㝃ᒓᰯᅬࡀ⮬ࡽタᐃࡋࡓ◊✲ࡢ⤂

㸳.㝃ᒓᰯᅬࡢ࠸ࡎࢀ㸯ᰯࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢࡢᰯᅬẚ㍑ࡋࡘࡘࠊ
࣏࣮ࣞࢺࡢᙧ࡛ࡲࡵࡿ
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≉䛻䛺䛧
ẖᖺ䚸ෆᐜ䛿ྠ䛨䛷䛒䜛䛯䜑䚸」ᩘᅇ䛾ཷㅮ䜢ㄆ䜑䛺䛔䚹䜎䛯䚸ึ௵䠍ᖺ┠䛾ཷㅮ䜢᥎ዡ䛩䜛䚹
ᢸᙜㅮᖌ䛿䚸ྜྠ◊ಟ㛗䠄㝃ᒓᰯᅬ㛗䠅䛸ྜྠ◊ಟ㐠Ⴀጤဨ䛸䛩䜛䚹
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⤫ᣓ◊✲ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

◊ಟ㢟┠
ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䜘䜛ඹྠ◊✲䛾ᡭἲ䛸ෆᐜ 䠄Joint research with faculty’s school䠅

ＲＤ

◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
㝃ᒓᰯᅬ䠄faculty’s school䠅䚸◊✲ᡭἲ䠄research techniques䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ᩍ⫱Ꮫ㒊䛾ᩍဨ䛸䛧䛶䚸ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ඹྠ◊✲䛾ᡂᯝ䜢⌮ゎ䛧䚸䛛䛴ᚋ䛾ඹྠ◊✲䛾᥎㐍䛻ᚲせ䛺䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛾┠ⓗ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅ྛ◊✲㒊䛻䛚䛡䜛◊✲䛾᥎㐍᪉ἲ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅Ꮫ㒊㝃ᒓ䛷䛒䜛䛣䛸䛾౯್䜢ά䛛䛫䜛◊✲䛾᪉ἲㄽ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䜢㛤ጞ䛩䜛䛯䜑䛾ᡭἲ䞉ᡭ㡰䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᩍ⫱Ꮫ㒊䛾ᩍဨ䛸㝃ᒓᰯᅬ䛾ᩍဨ䛻䜘䜛ඹྠ◊✲䛾ᡂᯝⓎ⾲䜢ど⫈䛧䚸䛭䛾ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛䚹
䜎䛯䚸㝃ᒓᰯᅬ䛜⊂⮬䛻❧䛧䚸ᐇ䛧䛶䛔䜛ᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䝔䞊䝬䛸䚸䛭䜜䜙䛾◊✲䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢▱䜚䚸Ꮫ㒊ᩍဨ䛜ཧ⏬䛷䛝䜛ෆᐜ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩
䜛䚹
䛥䜙䛻䚸ྛ㒊䛤䛸䛻㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛧䚸◊✲䝅䞊䝈䛻Ẽ䛝䚸◊✲䛾㛤ጞ䛻䛒䛯䜚䚸䛭䛾ᡭἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛䚹
䛺䛚䚸㒊䛸䛧䛶䚸ᩍ⫱⤒Ⴀ䚸ᅜㄒ䚸♫䚸ᩘᏛ䚸⌮⛉䚸⏕ά⛉䞉⥲ྜⓗᏛ⩦䚸㡢ᴦ䚸⨾⾡䚸ಖయ⫱䚸ᢏ⾡䞉ᐙᗞ䚸ᗂඣᩍ⫱䚸≉ูᨭᩍ⫱䚸ⱥㄒ䚸㣴ㆤ䜢タ
䛡䛶䛔䜛䛾䛷䚸ཷㅮ⪅䛿䛣䜜䜙䛾㒊䛾䛔䛪䜜䛛䛻ᡤᒓ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹ᡤᒓ䛩䜛㒊䛿ཷㅮ⪅䛜ᡤᒓ䛩䜛ㄢ⛬䞉䝁䞊䝇䛸㛵ಀ䛜῝䛔㒊䛸䛩䜛䛣䛸䛸
䛧䚸ෆᐜ䜢῝䜑䜛䛯䜑䚸⥅⥆䛧䛶ྠ䛨㒊䛻ᡤᒓ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.ᩍ⫱Ꮫ㒊㛗ㅮヰ

㸲.ྛ㒊࠾ࡅࡿඹྠ◊✲ࡢ⤂㸦ྛ㒊ࡈ㛤ദ㸧

㸰.Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬࡼࡿඹྠ◊✲ࡼࡿᡂᯝⓎ⾲㸦࠾࠾ࡴࡡ㸰

㸳.ඹྠ◊✲ཧ⏬࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬ◊✲ࢸ࣮࣐࡞㛵ࡋ࡚ࠊ⤫ᣓ◊

㸱.㝃ᒓᰯᅬࡀ⮬ࡽタᐃࡋࡓ◊✲ࡢ⤂

✲ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮༠㆟ࡍࡿ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
≉࡞ࡋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

⤫ᣓ◊✲䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
≉䛻䛺䛧
ẖᖺ䚸ᡂᯝⓎ⾲䛾ෆᐜ䛿␗䛺䜛䛯䜑䚸」ᩘᅇ䛾ཷㅮ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛸䛧䚸䛭䛾䛯䜃䛻ཷㅮ㛫ᩘ䜢✚䜏ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ᩍ⫱Ꮫ㒊䛻ᡤᒓ䛩䜛⪅䛿䚸䛣䛾 RD 䝥䝻䜾䝷䝮䛾ཧຍ䜢ᚲ㡲䛸䛩䜛䚹
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⤫ᣓ◊✲ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

◊ಟ㢟┠
ឡᩍ⫱◊✲䛷䛾◊ಟ 䠄Observation of Seminars are held on the faculty's school 䠅

㝃ᒓᰯᅬ䠄faculty's school䠅䚸ಖ⫱䠄education for young children䠅䚸ᤵᴗ䠄teaching in schools䠅䚸Ꮫᰯ⤒Ⴀ䠄school management䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛻ཧຍ䛧䚸ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜔ಖ⫱◊✲䞉ᤵᴗ◊✲䛾ᵝែ䜢⌮ゎ䛧䚸ᚋ䛾㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛸⮬㌟䛾◊✲䛸䛾㛵㐃䜢Ꮫ䜆䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䛾ᵝែ䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜔Ꮫᰯ⤒Ⴀ䞉⤒Ⴀ᪉㔪䛾ᐇ⌧䜢⮬䜙䛾◊✲䜢㏻䛧

䠄䠎䠅㝃ᒓᰯᅬ䛾Ꮫᰯ⤒Ⴀ䞉⤒Ⴀ᪉㔪䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

䛶ᅗ䜜䜛䜘䛖᪉⟇䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛻䛚䛡䜛ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜢ほᐹ䛧䚸䛭䛾ᚋ䛾ಖ⫱◊✲䞉ᤵᴗ◊✲䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛䚹
䜎䛯䚸㝃ᒓᰯᅬ䛜⊂⮬䛻❧䛧䚸ᐇ䛧䛶䛔䜛ᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䝔䞊䝬䛸䚸ᐇ㝿䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛ಖ⫱ᐇ㊶䞉ᤵᴗᐇ㊶䛸䜢ᑐẚ䛧䚸ᚋ䛾㝃ᒓᰯᅬ䛻䛚䛡䜛◊✲䛾᪉ྥᛶ䛻⮬䜙
䛾◊✲䛜ά䛛䛫䜛䜘䛖᪉⟇䜢⪃䛘䜛䚹
◊✲䛻ే䛫䛶⾜䜟䜜䜛ㅮ₇䛻ཧຍ䛧䚸ḟ䛾ᩍ⫱ㄢ㢟䜢⌮ゎ䛧䚸᪂䛯䛺◊✲䝅䞊䝈䛻Ẽ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䛺䛚䚸㝃ᒓᰯᅬ䛿䚸㝃ᒓᗂ⛶ᅬ䚸㝃ᒓᑠᏛᰯ䚸㝃ᒓ୰Ꮫᰯ䚸㝃ᒓ≉ูᨭᏛᰯ䛸䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.㝃ᒓᰯᅬ࠾ࡅࡿಖ⫱࣭ᤵᴗࡢほᐹ

㸲.ඹྠ◊✲ྥࡅࡓලయⓗ࡞᪉⟇ࢆぢࡘࡅࡿ

㸰.㝃ᒓᰯᅬ࠾ࡅࡿಖ⫱࣭ᤵᴗ㛵ࡍࡿಖ⫱◊✲࣭ᤵᴗ◊✲ࡢほᐹ

㸳.ಖ⫱◊✲࣭ᤵᴗ◊✲ࡲࡓࡣㅮ₇ࡢෆᐜ⮬ࡽࡢ◊✲ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚࣏ࣞ

㸱.㝃ᒓᰯᅬࡀ⮬ࡽタᐃࡋࡓ◊✲ࡢሗ࿌ࢆ▱ࡿ

࣮ࢺࡢᙧ࡛ࡲࡵࡿ

◊ಟ㛫እồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ
㝃ᒓᰯᅬࡢ࠸ࡎࢀ㸯ᰯࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢࡢᰯᅬẚ㍑ࡋࡘࡘࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢᙧ࡛ࡲࡵࡿࠋ
ཧ⪃᭩㸦㉎ධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ᥎ዡࡍࡿᅗ᭩㸧
≉䛻䛺䛧
㐃⤡ඛ
ཧ↷࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡑࡢ

⤫ᣓ◊✲䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
≉࡞ࡋ
㝃ᒓᰯᅬ䛻䜘䜚ෆᐜ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸䠍ᖺ㛫䛻」ᩘ䛾◊✲䜈䛾ཧຍ䜢ㄆ䜑䜛䚹
ẖᖺ䚸ෆᐜ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸」ᩘᅇ䛾ཷㅮ䜢ㄆ䜑䜛䚹
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◊ಟ㢟┠
┳ㆤᏛ⮫ᆅᐇ⩦ᣦᑟἲ䠄Teaching in Nursing puractium䠅䛻㛵䛩䜛◊ಟ
◊ಟࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
┳ㆤᏛ⮫ᆅᐇ⩦ᣦᑟ䠄Nursing puracticum䠅䚸⤒㦂ᆺᐇ⩦ᩍ⫱䠄Experience-Based Nursing Practical Education䠅䚸ᤵᴗᨵၿ䠄instruction development䠅
◊ಟࡢ┠ⓗ
┳ㆤᏛᩍ⫱䛻䛚䛔䛶䚸⮫ᆅᐇ⩦䛿Ꮫ⏕䛜Ꮫෆ䛷Ꮫ䜣䛰▱㆑䞉ᢏ⾡䜢⤫ྜ䛧䚸ᐇ㝿䛾┳ㆤᐇ㊶⌧ሙ䛷ᝈ⪅䛻㐺ษ䛺┳ㆤ䜿䜰䜢⪃䛘䚸ၥ㢟ゎỴ䜢⾜䛔䛺䛜䜙
┳ㆤᏛ䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ⛉┠䛷䛒䜛䚹┳ㆤᩍဨ䛿䚸ᐇ⩦䛻䛚䛔䛶Ꮫ⏕䛜యⓗ䛻Ꮫ⩦䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᨭ䛩䜛㔜せ䛺ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛䚹ᮏ◊ಟ䛾┠ⓗ䛿䚸⮫ᆅᐇ⩦
䛻䛚䛔䛶Ꮫ⏕䛜⮬䜙䛾⤒㦂䛾ព䜢῝䛥䛫䛶䛔䛟䛂⤒㦂ᆺᐇ⩦ᩍ⫱䛃䛾⌮ㄽ䜢䜒䛸䛻䚸ᩍဨ䛜⮬䜙䛾ᐇ⩦ᣦᑟሙ㠃䜢䝯䞁䝍䞊䛾ຓゝ䛾䜒䛸䜅䜚㏉䜚䚸ຠᯝⓗ
䛺ᐇ⩦ᣦᑟ᪉ἲ䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹
◊ಟࡢ฿㐩┠ᶆ
䠄䠍䠅⤒㦂ᆺᐇ⩦ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛⌮ㄽ䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠏䠅Ꮫ⏕䛾య㦂䜢ᩍᮦ䛧䛶䚸Ꮫ⩦ྍ⬟㡯䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠎䠅⮬䜙䛾ᣦᑟሙ㠃䛾ᐇ䜢グ㏙䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠄䠐䠅Ꮫ⏕䛾ᛮ⪃䜢῝䛥䛫䜛ᣦᑟ᪉ἲ䜢⪃䛘䚸ᐇ㊶䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

◊ಟࡢᴫせ
⤒㦂ᆺᐇ⩦䛻㛵䛩䜛ᩥ⊩䛾㉎ㄞ䜔 DVD 䜢ど⫈䛧䚸┳ㆤᏛᐇ⩦ᣦᑟ䛻䛚䛡䜛ᩍဨ䛾ᙺ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䚹䛭䛾ᚋ䚸ᢸᙜ䛧䛯⮫ᆅᐇ⩦ᣦᑟሙ㠃䜢ྲྀ䜚ୖ
䛢䚸⮬ศ䛾ᐇ䛧䛯ᣦᑟෆᐜ䛸䛭䛾䛾Ꮫ⏕䛾ᛂ䛻䛴䛔䛶䜅䜚㏉䜚グ㏙䛩䜛䚹┳ㆤᏛ⛉䛾ᐇ⩦ᢸᙜᩍဨ䛷ᵓᡂ䛩䜛ᩘྡ䛾䝯䞁䝍䞊䛸䛸䜒䛻䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
䜢⾜䛔䚸グ㏙䛧䛯ᣦᑟሙ㠃䛻䛚䛡䜛Ꮫ⏕䛾⤒㦂䛾ព䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶ᝈ⪅䜔Ꮫ⏕䛾ᛂ䛾ព䜢⌮ゎ䛷䛝䛯䛛䠄ᩍᮦ䠅䚸Ꮫ⏕䜈䛾Ⓨၥ䛸㉁ၥ䛾᪉䛿㐺ษ
䛷䛒䛳䛯䛛䠄Ⓨၥ䠅䛻䛴䛔䛶┬ᐹ䛧䚸Ꮫ⏕䛾┤᥋ⓗ⤒㦂䜢ᩍဨ䛻䜘䛳䛶ᩍᮦ䛧ព䛵䛡䛥䜜䛯䛛⪃ᐹ䛩䜛䚹䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾ෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛶䝺䝫䞊䝖䜢స
ᡂ䛧䚸⮬ศ䛾ᐇ⩦ᣦᑟ䛾ㄢ㢟䜔┠ᶆ䜢᫂☜䛻䛩䜛䚹䝺䝫䞊䝖䛿ᩘྡ䛾䝯䞁䝍䞊䛜ホ౯䛩䜛䚹
Ꮫ⩦㡯┠
㸯.⤒㦂ᆺᐇ⩦ࡢ┠ⓗᩍဨࡢᙺ㸦ᩥ⊩㉎ㄞ࣭DVD ど⫈࣭ᐇ⩦๓㠃ㄯ㸧
㸦60 ศ㸧

㸱.ᐇ⩦ᣦᑟሙ㠃ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
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国立大学法人愛媛大学テニュア
教員育成制度に関する規則
規 則





平成２５年１月１６日

第１号

附 則
（施行日）
１ この規則は、平成２５年１月１６日から施行し、平成２５年７月
１日付け採用者から適用する。
（経過措置）
２ 平成２５年７月１日前に任期を付して採用された教員についても本
制度を適用することができるものとし、この場合におけるテニュア
育成教員の任期、テニュア資格審査については、第５条及び第９条
の規定にかかわらず別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成２５年５月１５日から施行する。
附 則
この規則は、平成２５年１０月９日から施行する。
附 則
この規則は、平成２７年２月１８日から施行し、改正後の第４条第１項
の規定は、理工学研究科、農学部又は先端研究･学術推進機構に所属
する講師については、平成２７年７月１日付け採用者から適用する。
附 則
この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年４月１日から施行する。

国立大学法人愛媛大学テニュア
教員育成制度実施本部規程
規 則



平成２５年１月１６日



（趣旨）
第１条 この規則は、教育、研究、管理にバランスの取れた総合力の
高い大学教員を育成し、もって教員の流動性を高め、教員の質、ひ
いては教育の質の保証に資することを目的として導入する「国立大
学法人愛媛大学テニュア教員育成制度｣に関し、必要な事項を定め
るものとする。
（定義）
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
⑴ 「テニュア」 定年制適用教員（国立大学法人愛媛大学教員規程
第８条に規定する定年が適用される者をいう。
）としての身分を
いう。
⑵ 「テニュア教員育成制度」 新規採用の若手教員等に一定期間に
わたり体系的なプログラムのもとで大学教員として必要とされる
業務（教育、研究及びマネジメント）全般に関わる能力開発と財
政的支援を行い、教育者・研究者としての自立した経験を積ま
せ、テニュア取得に係る厳格な審査を経て、テニュア職へ移行さ
せる制度をいう。
⑶ 「テニュア育成教員」 テニュア教員育成制度の職に採用された
教員をいう。
⑷ 「テニュア教員育成期間」 テニュア育成教員として採用されて
からテニュア職へ移行するまでの期間又はテニュアを取得できず
に退職するまでの期間をいう。
（実施本部）
第３条 本学に、テニュア教員育成制度に係る基本方針、企画、財政
的支援等を策定するため、「国立大学法人愛媛大学テニュア教員育
成制度実施本部（以下「実施本部」という。）」を置く。
２ 実施本部に関し必要な事項は、別に定める。
（テニュア教員育成制度の適用者）
第４条 テニュア教員育成制度を適用する者は、国立大学法人愛媛大
学職員就業規則に基づき新規に採用される教員のうち、講師（医学
系研究科、附属病院、先端研究・学術推進機構プロテオサイエンス
センター重信ステーション及び総合健康センターに所属する者を
除く。
）及び助教(医学系研究科臨床系、附属病院及び総合健康セン
ターに所属する者を除く。
)とする。
２ 前項に規定する者のほか、必要に応じて、教育研究歴の短い新規
採用の教員においても、実施本部の議を経て、テニュア教員育成制
度を適用することができるものとする。
３ 第１項に規定する教員のうち、特別の事情があると認められる者
は、実施本部の議を経て、テニュア教員育成制度を適用しないこと
ができるものとする。
（テニュア育成教員の任期）
第５条 テニュア育成教員の任期は５年とする。ただし、任期の途中
でテニュアを取得した者については、テニュア職への移行日の前日
をもって当該任期が終了するものとする。
（テニュア教員育成制度の明示）
第６条 テニュア教員育成制度を適用する教員の公募及び採用に当
たっては、同制度について明示するものとする。
（同意）
第７条 テニュア教員育成制度の適用に当たっては、別紙様式によ
り、事前に当該適用者に対して同意を得なければならない。
（能力開発（ＰＤ）プログラムの受講）
第８条 テニュア育成教員は、テニュア教員育成期間中の最初の３年
間で、合計１００時間の能力開発（ＰＤ）プログラムを受講するものと
する。
２ 前項の能力開発（ＰＤ）プログラムは、教育能力開発（ＥＤ）プロ
グラム、研究能力開発（ＲＤ）プログラム及びマネジメント能力開
発（ＭＤ）プログラムで構成し、すべてを受講した者には「愛媛大
学教員能力開発プログラム修了証」を授与する。
３ 能力開発（ＰＤ）プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
（テニュア資格審査）
第９条 テニュア資格審査は、次の各号に掲げる中間審査及び最終審
査とする。
⑴ 中間審査 テニュア育成教員全員を対象とし、テニュア教員育
成期間の初日から起算して２年６月を経過した日から２年９月を
経過する日までの３月間の期間内において資格審査を実施し、審
査に合格した者をテニュア職へ移行させる。
⑵ 最終審査 前号の中間審査で合格と判定されなかった者を対象
とし、テニュア教員育成期間の初日から起算して４年４月を経過
した日から４年７月を経過する日までの３月間の期間内において
資格審査を実施し、
審査に合格した者をテニュア職へ移行させる。
２ 前項の場合において、中間審査に合格した者にあっては、テ
ニュア教員育成期間の初日から起算して３年を経過した日に、最終
審査に合格した者にあっては、テニュア教員育成期間の初日から起
算して５年を経過した日に、テニュア職へ移行させる。
３ 実施本部は、第１項のテニュア資格審査を当該テニュア育成教
員を採用した部局の審査機関に付託し、その審査結果を受けてテ
ニュアへの合否を決定するものとする。
４ 第１項のテニュア資格審査は、原則として前条に規定する能力開
発（ＰＤ）プログラム修了者を対象とする。
５ 第１項のテニュア資格審査の結果については、速やかに当該テ
ニュア育成教員へ通知するものとする。
６ 前各項に規定するもののほかテニュア資格審査に関し必要な事項
は、別に定める。
（テニュア職移行時の職位）
第１０条 テニュア職移行時においては、講師は准教授に昇任させる
か、又は講師の職位のまま特任准教授の名称を付与し、助教は講師

若しくは准教授に昇任させるか、又は助教の職位のまま特任講師の
名称を付与するものとする。
（テニュア講師手当及びテニュア助教手当の支給）
第１１条 前条の規定に基づき特任准教授の名称を付与された講師に
は、テニュア講師手当を、特任講師の名称を付与された助教には、
テニュア助教手当を支給するものとする。
２ テニュア講師手当及びテニュア助教手当に関し必要な事項は、別
に定める。
（財政的支援の実施）
第１２条 テニュア育成教員には、テニュア教員育成期間中の最初の３
年間に財政的支援を実施する。
２ 財政的支援に関し必要な事項は、別に定める。
（雑則）
第１３条 この規則に定めるもののほか、
「国立大学法人愛媛大学テ
ニュア教員育成制度」に関し必要な事項は、別に定める。

第２号

（趣旨）
第１条 この規程は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度に
関する規則第３条第２項の規定に基づき、国立大学法人愛媛大学テ
ニュア教員育成制度実施本部（以下「実施本部」という。
）の組織
及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（業務）
第２条 実施本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
⑴ テニュア教員育成制度の基本方針及び企画に関すること。
⑵ テニュア教員育成制度に係る財政的支援に関すること。
⑶ テニュア教員育成制度実施状況の点検、評価及び改善に関する
こと。
⑷ テニュア教員育成制度における全学間の連絡調整に関すること。
⑸ その他テニュア教員育成制度の重要事項に関すること。
（組織）
第３条 実施本部に、次の各号に掲げる職員を置く。
⑴ 本部長
⑵ 副本部長 ２人
⑶ 本部員
ア 各学部長
イ その他学長が指名する者
（本部長等）
第４条 本部長は、学長をもって充てる。
２ 副本部長は、学長が指名する理事、副学長又は学長特別補佐を
もって充てる。
（テニュア育成教員能力開発室）
第５条 実施本部に、テニュア育成教員の能力開発に係るプログラム
を企画・立案し実施するため、
「国立大学法人愛媛大学テニュア育
成教員能力開発室（以下「能力開発室」という。
）
」を置く。
２ 能力開発室に関し必要な事項は、別に定める。
（専門部会）
第６条 実施本部に、テニュア教員育成制度に関する専門的事項を調
査・検討するため、専門部会を置くことができる。
２ 専門部会に関する事項は、実施本部が定める。
（事務）
第７条 実施本部の事務は、総務部人事課において処理する。
（雑則）
第８条 この規程に定めるもののほか、実施本部の運営等に関し必要
な事項は、実施本部が定める。
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附 則
この規程は、平成２５年１月１６日から施行する。
附 則
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。
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国立大学法人愛媛大学テニュア
育成教員能力開発室要項

テニュア資格審査実施細則

第３号

（趣旨）
第１条 この要項は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実
施本部規程第５条第２項の規定に基づき、国立大学法人愛媛大学テ
ニュア育成教員能力開発室（以下「能力開発室」という。
）の組織
及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（業務）
第２条 能力開発室は、次の各号に掲げる業務を行う。
⑴
テニュア育成教員の能力開発（ＰＤ）に係るプログラムの企
画、立案及び実施に関すること。
⑵ テニュア育成教員の教育研究環境改善に関すること。
⑶ その他テニュア育成教員の能力開発（ＰＤ）に関すること。
（組織）
第３条 能力開発室に、次の各号に掲げる職員を置く。
⑴ 室長
⑵ 室長代理
⑶ 副室長 ２人
⑷ 室員
ア 教育能力開発（ＥＤ）プログラム又はマネジメント能力開発
（ＭＤ）プログラムの担当教員 若干人
イ 研究能力開発（ＲＤ）プログラム担当教員 若干人
⑸ その他室長が指名する者
２ 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じて、愛媛大学テニュア育
成教員メンター内規第６条に規定する統括テニュア育成教員メン
ターを参画させることができるものとする。
（室長等）
第４条 室長及び室長代理は、学長が指名する理事、副学長又は学長
特別補佐をもって充てる。
２ 副室長は、教育・学生支援機構教育企画室副室長及び先端研究・
学術推進機構学術企画室長又は学術企画室副室長をもって充てる。
３ 室員は、本学の専任教員のうちから、室長が当該教員の所属する
部局の長の同意を得て推薦し、学長が任命する。
（事務）
第５条 能力開発室の事務は、教育学生支援部教育企画課及び研究支
援部研究支援課において処理する。
（雑則）
第６条 この要項に定めるもののほか、能力開発室の運営等に関し必
要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成２５年１月１６日から施行する。
附 則
この要項は、平成２５年２月５日から施行する。
附 則
この要項は、平成２６年３月１２日から施行する。
附 則
この要項は、平成２７年６月１０日から施行し、平成２７年４月１日から
適用する。
附 則
この要項は、平成２８年４月１日から施行する。
附 則
この要項は、平成２９年４月１日から施行する。

テニュア・トラック実施本部制定

（趣旨）
第１条 この細則は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度に
関する規則（以下「規則」という。
）第９条第６項の規定に基づ
き、テニュア資格審査の実施に関し、必要な事項を定めるものとす
る。
（テニュア資格審査結果の報告）
第２条 規則第９条第３項の規定によりテニュア資格審査を実施した
部局の審査機関は、当該審査結果を別紙様式によりテニュア教員育
成制度実施本部長（以下「本部長」という。
）あてに提出するもの
とする。
２ 部局における資格審査に関し必要な事項は、当該部局において定
めるものとする。
（合格者の決定）
第３条 本部長は、前条の審査結果を受け、テニュア教員育成制度実
施本部会議の議を経て、合格者を決定するものとする。
（研究成果発表会の開催）
第４条 前条によりテニュア資格審査に合格となった教員を対象とし
て研究成果発表会を開催するものとする。
２ 研究成果発表会はテニュア教員育成制度実施本部が主催し、原則
として年2回開催するものとする。
３ 研究成果発表会に関し必要な事項は、テニュア教員育成制度実施
本部が別に定める。
附 則
この細則は、平成２５年５月１５日から施行する。
附 則
この細則は、平成２９年４月１日から施行する。

能力開発（PD）プログラムにおける
研修科目の既受講認定に関する申合せ
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テニュア・トラック実施本部決定

（設置）
第１条 愛媛大学の学部（大学院を含む。
）及び機構にテニュア育成
教員メンター（以下「メンター」という。
）を置く。
（目的）
第２条 メンターの制度は、テニュア教員育成制度を円滑に推進し、
テニュア育成教員の組織的な育成体制の構築に資することを目的と
する。
（業務）
第３条 メンターは、次の各号に掲げる業務を行う。
⑴ テニュア育成教員の能力開発（PD）プログラム受講に係る指
導･助言、相談に関すること。
⑵ テニュア育成教員のテニュア資格審査に係る指導・助言、相談
に関すること。
⑶ テニュア育成教員の教育研究環境改善に関すること。
⑷ その他テニュア教員育成制度全般に係る相談に関すること。
（資格）
第４条 メンターとなることのできる者は、本学の専任の教授又は准
教授とする。
（任命･配置）
第５条 メンターは、第４条の資格を有する者のうちから当該学部又
は機構の長が推薦し、テニュア教員育成制度実施本部長が任命す
る。
２ メンターの人数に関して必要な事項は、当該学部及び機構が別に
定める。
３ 学部及び機構の長は、テニュア育成教員に対して、メンターを指
名するものとする。
（統括テニュア育成教員メンター）
第６条 テニュア教員育成制度実施本部長は、前条第１項のメンター
のうちから、各学部長及び各機構長の推薦に基づき、統括テニュア
育成教員メンターを、各学部及び各機構に１人指名する。
（任期）
第７条 メンターの任期は１期２年とし、２期を標準とする。ただ
し、再任を妨げない。
（雑則）
第８条 この内規に定めるもののほか、メンターに関して必要な事項
は、別に定める。

（趣旨）
第１条 この申合せは、能力開発（PD）プログラムにお
ける次条に規定する研修科目の既受講認定に関し、必要
な事項を定めるものとする。
（研修科目の既受講認定）
第２条 テニュア育成教員が受講した、学内外の機関が
主催する教員の能力開発に係る研修科目（以下「研修科
目」という。
）を、能力開発（PD）プログラムとして認
定することができる。
２ 前項に規定する学外の機関は、原則として、日本国
内に事業所又は拠点を有するものとする。
３ 認定の対象となる研修科目は、テニュア育成教員能
力開発室が、能力開発（ＰＤ）プログラムに準ずると判
断するものとする。
（申請方法）
第３条 前条の規定に基づき認定を受けようとする者
は、所定の期日までに、別紙様式に、研修科目の講義概
要及び同科目の修了を証明する文書（研修科目実施機関
が発行した文書に限る。以下「証明文書」という。
）を
添えて、テニュア育成教員能力開発室長あてに申請する
ものとする。ただし、認定を希望する研修科目が教育・
学生支援機構教育企画室、四国地区大学教職員能力開発
ネットワーク、テニュア育成教員能力開発室のいずれか
が主催したものである場合は、証明文書の添付は省略す
ることができるものとする。
（認定の方法）
第４条 テニュア育成教員能力開発室は、前条の規定に
より提出された資料を審査し、能力開発（ＰＤ）プログ
ラムの区分（教育能力開発プログラム、研究能力開発プ
ログラム、マネジメント能力開発プログラム）
、研修科
目名及び受講時間を認定するものとする。

附 則
この内規は、平成２６年３月１２日から施行する。
附 則
この内規は、平成２９年４月１日から施行する。

－ 66 －

附 則
この申合せは、平成２５年４月１６日から施行する。
附 則
この申合せは、平成２５年５月１日から施行する。
附 則
この申合せは、平成２５年５月２０日から施行する。
附 則
この申合せは、平成２５年５月２７日から施行する。
附 則
この申合せは、平成２５年６月１０日から施行する。
附 則
この申合せは、平成２９年４月１日から施行する。

「テニュア教員育成制度実施本部」事務局
〒790-8577

愛媛県松山市道後樋又10-13

TEL: 089-927-9029

Mail:hyouka@stu.ehime-u.ac.jp WEBサイト:http://ts.adm.ehime-u.ac.jp/

