より深く、
しっかり学びたい
大学教職員のためのプログラム
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NFP
NEW
FACULTY
PROGRAM

─
全国のキャリアアップを目指す

学び成長したい
大学教職員・大学院生のための

10の

PDM: PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODULE

大学教育支援センターが提供する

PDモジュール

新任教員のための
─

新任教員プログラム

東北大学高度教養教育・学生支援機構では、文部科学省が認定する「教育関係共同利用拠点」とし
て、大学教職員や大学院生等を対象に各種能力開発の機会を数多く提供してきました。
このパンフレットは、共通のテーマごとに、同機構がこれまで開発・提供してきたセミナー（PDPonline）
やハンドブック（PD ブックレット）を組み合わせ、
「10 の PD モジュール」にまとめたものです。
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「10 の PD モジュール」は、高等教育の歴史、政策展開、国際化についてマクロに学ぶものから、授
業の設計・方法、大学生の心理、大学職員のキャリア等、現場におけるミクロな個別ニーズに対応し
たものまで、幅広く編成しています。

次世代の大学を
リードしていきたい人のための
─
履修証明プログラム

大学変革リーダー
育成プログラム

ご自分の興味・関心に応じて、一つのモジュールを徹底的に学ぶこともできますし、モジュールを横断
しながら学ぶことも可能です。ステップアップ・キャリアアップを目指すあなたの学びの指南役として、
「10 の PD モジュール」を是非ご活用ください。

PDとは─ 東北大学高度教養教育・学生支援機構では、従来の FD（＝主に教員の教授能力改善）や SD（＝主に職員
の職能開発）
という枠を取り払い、大学院生から大学教職員に至る多様な「大学人」の専門性開発を目指す諸活動

を Professional Developmentと定義し、多様なプログラム・セミナー等を提供しています。PD とはその略称です。
［お問い合わせ先］

東北大学高度教養教育・学生支援機構

大学教育支援センター
980 -8576 宮城県仙台市青葉区川内 41
Tel: 022 -795 -4471／Fax: 022 -795 -4749
E-mail: cpd_office@ihe.tohoku.ac.jp URL: www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD

東北大学高度教養教育・学生支援機構 大学教育支援センター

Institute for Excellence in Higher Education, Tohoku University

学び成長し続けるために

─

［モジュールとは、一般に、授業科目等をテーマごとに区分したまとまりのことを指します。］

何を受講すればよいのか ?

受講料無料・登録不要。各自のペースで自由に学習できます。

10 のモジュールがありますので、各自のニーズに合わせて受講してください。
1 モジュールは、2 〜 4 つのコンテンツで構成されています。

PD モジュールへは、下記 URL よりアクセスできます。
www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pdmodule
※

機関や部局等において組織単位で利用される場合は、事前に高度教養教育・学生支援機構 大学教育支援センターまでご連絡ください。

PD MODULE

PD モジュール
PDPonline（動画）

P D PDブックレット
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大学の教育やカリキュラムに
ついて考えたい

日本の大学のカリキュラムの構造と原理、大学教育の歴史的・
現代的課題について、他国との比較や歴史的な背景を手掛か
りに学びます。

大学での授業設計や
教授方法について学びたい

大学におけるマネジメントや
ガバナンスについて学びたい

大学にふさわしいマネジメントや組織開発の方法について考え
るとともに、大学経営に必要なガバナンスのあり方について、
国立大学や私立大学の事例を通して学びます。
これからの大学に求められるマネジメント・組織開発［35 分］

大学教育論：
教養と専門の二項対立を越えて［70 分］
大学カリキュラムの構造と編成原理［80 分］

01

05

大学カリキュラムの構造と編成原理
講師：吉田文（早稲田大学）

国立大学のガバナンスとリーダーシップ［80 分］

研究倫理のあり方について
学びたい

研究者として知っておくべき研究倫理について事例を通して学
ぶとともに、大学での研究倫理に関する取組みや、研究不正の
実態などについて理解を深めます。
発表倫理を考える［55 分］
P D Vol.10『研究倫理マネジメントの手引き』

私立大学のガバナンスの課題と展望
─地方中・小私学の可能性を考える［85 分］

これからの大学に求められる
マネジメント・組織開発
講師：吉武博通（首都大学東京）

09

英語で授業をするための
ノウハウについて学びたい

大学の国際化が進む中、英語で授業をする機会が増えていま
す。英語で授業を行う際に役立つ表現や授業方法について学
びます。

大学で授業を行うにあたって必要となるシラバス作成、効果
的な学習環境デザイン、効果的な授業の展開方法について学
びます。
授業デザインとシラバス作成［90 分］

Engaging Students in Learning in Englishmedium Classes［55 分］

P D Vol.2『大学の授業を運営するために』

P D Vol.9『英語による授業実践ハンドブック』

インストラクショナルデザインへの誘い［100 分］

インストラクショナルデザインへの誘い
講師：鈴木克明（熊本大学）
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04

大学の歴史や高等教育政策に
ついて学びたい

歴史からみた大学：中世から現代まで［135 分］
大学教育改革のトレンドと日本が目指すべき

06

大学における教育・学習
リーダーシップについて考えたい

大学において教育や学習の質保証を効果的に進め、組織パ
フォーマンスを高めるための「リーダーシップ」のあり方につい
て学びます。
リーダーシップと意思決定［75 分］
P D Vol.5『高等教育における教育・学習のリーダーシップ』

10

大学の国際化について学びたい

大学の国際化を政策と実践から見ることで、21 世紀における大
学運営や教育方法について考えます。
グローバル化する高等教育における
国際化戦略・政策・実践［90 分］
P D Vol.12『海外留学プログラム開発のためのハンドブック』

21世紀の学士課程教育像［75 分］
日本の高等教育政策［70 分］

学生指導のコツについて
学びたい

現代大学生の心理や行動について理解を深め、学生のモチ
ベーションの高め方や汎用的スキルの効果的な指導方法につ
いて学びます。
学生理解と学生発達［90 分］
コーチング技能を活用した院生指導［45 分］
大学生のクリティカルシンキングの育成［80 分］

歴史から見た大学：
中世から現代まで
講師：寺﨑昌男（立教学院）

07

大学職員の専門性・能力開発に
ついて考えたい

近年、教育研究の改善・改革を支援する高度な専門的スキル・
能力が求められている大学職員の専門性開発について学び
ます。
大学職員の専門性開発─その現状と課題─［85 分］
大学教職員の力量向上と役割の高度化［30 分］

PDPonline

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/PDPonline/
変化する高等教育に追いつき追い越すためのオンライン学習。
約 80 の専門性開発プログラムの様子を動画配信しています。

PDブックレット

P D

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/report/pdbooklet
大学教員を目指す大学院生から、
ベテランの教授、
また大学職員まで、
様々なキャリア・ステージの大学教職員を読者に想定し発行しています。
※「東北大学における教育

FD（東北大学用）」に関するご相談も承ります。

学び成長し続けるために

大学の歴史的な成立・発展過程や近代以降の日本の大学の歩
みについて学ぶとともに、日本における高等教育政策の動向や
課題について考えます。
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