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筑波大学 履修証明プログラム
「大学マネジメント人材養成」のご案内

　大学経営をめぐる諸環境の変化、とりわけ18歳人口の減少や教育研究のグローバル化、知識基盤社
会の到来などにより、ガバナンスやマネジメントの強化を通じた大学改革の進展が強く求められてお
ります。そのためには、組織・制度面での改革に加えて、大学改革を担う人材の養成が不可欠です。
とりわけ、高度化する大学マネジメントをになう役員・職員と、質の高い高等教育政策の企画立案を
担うスタッフへの期待がますます大きくなっております。
　このような要請に応えるため、筑波大学大学研究センターでは、文部科学省「社会人の学び直しニ
ーズ対応教育推進プログラム」に採択されたことを受けて、平成21年度より履修証明プログラム

　　　大学マネジメント人材養成

を開設しました。本年3月末までに、93名の修了者に対して筑波大学長名の履修証明が授与されてお
ります。

　この度、平成28年度春季募集を行いますので、ご案内いたします。いずれのプログラムも平日の夜
間、土曜日、夏休み期間中などに開講されます。これからの大学マネジメントおよび高等教育政策の
企画立案を担う人材に必要とされる、体系的・実践的な知識やスキルなどを身につけたいと考えてお
られる方々のご参加をお待ちしております。

筑波大学大学研究センター長
德　永　　保

　履修証明制度とは、大学が、特別に編成する課程を修了した者に対し
て修了の事実を証する証明書を授与する新しい制度です。社会人からの
多様なニーズに応じた体系的な教育および学習機会の提供を促進するた
めの制度であり、平成19年度の学校教育法改正により新たに創設されま
した。
　このプログラムでは、必修を含む120時間以上を履修し修了認定委員
会による認定を受けた者に対して、筑波大学長名の履修証明書が授与さ
れます。
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平成28年度 
筑波大学 履修証明プログラム 

大学マネジメント人材養成

１　プログラムの概要

　プログラムは、大学マネジメントおよび高等教育政策の企画立案と実施を担う人材に必要とされ
る体系的・実践的な知識やスキルを提供するための、4つのモジュールから構成されています。

　　　①大学マネジメントセミナー
大学マネジメントを取り巻く先端的な動向や優れた実践事例（グッド・プラクティス）
などについて、当事者から直接に学ぶ。

　　　②大学マネジメント講義
理論に基づいた実践的な知識やスキルについて、幅広く体系的に学ぶ。

　　　③大学マネジメントフィールド調査
先端的なマネジメントを通じて実績をあげている大学を訪問し、インテンシブなフィー
ルド調査を行う。

　　　④大学マネジメント研究
グループワークを通じて、第一に、現在担当している職務（あるいは勤務する組織）が
直面している問題状況について理解を深め、具体的なデータ収集などを通じて客観的レ
ポートの作成を行う。このレポートを踏まえ、第二に、問題状況の解決に向けて、関連
領域の専門家等からのアドバイスを得て、具体的なプロジェクトを構想し提案書を作成
する。



２　カリキュラム
　このプログラムを構成する4つのモジュールの詳細は、以下の通りです。

①大学マネジメントセミナー
　大学マネジメントを取り巻く先端的な動向や優れた実践事例（グッド・プラクティス）を学ぶモ
ジュールです。実績を上げている大学の経営責任者(学長や理事など)、意欲的な取り組みを重ねてい
る現場の担当者、関連領域の専門家(実務家や研究者)、政策担当者などを講師として招き、同時代
的に開発されつつある現場の知識や技術について総合的な理解を得ることを目的としています。
　開講時期、時間および形態は、次のとおりです。

春　期 7月上旬~7月中旬 6時間
講演　平日 18:30-20:30  　1回2時間（各期3回）

秋　期 11月中旬-12月上旬 6時間
講演　平日 18:30-20:30  　1回2時間（各期3回）

②大学マネジメント講義
　大学のマネジメントを担うにあたり必要とされる、体系的・実践的な知識とスキルを幅広く段階
的に学ぶモジュールです。 75分講義5回を基本単位とする講義科目を23科目開講します。講義科目
は以下の6系統からなり、いずれも、実践に即した演習を積極的に取り込んだ双方向型のものとな
ります（詳細は別紙）。系統1では、大学マネジメントを取り巻く最新動向について学びます。系統
2及び系統3では、大学マネジメントの専門家に対して必要とされる科学理論と方法論について学び
ます。系統4と系統5では、具体的なケースをとりあげ、実践的な知識とスキルを習得します。系統6
では、生涯にわたる継続学習の基盤となる理論的考察を深めます。下記の集中開講期間を中心に、
開講します。
　　　系統1 大学改革論 4科目
　　　系統2 大学マネジメント基礎論 4科目
　　　系統3 IRのための方法論 4科目
　　　系統4 経営改善とリーダーシップ 6科目
　　　系統5 人材育成と大学業務設計 3科目
　　　系統6 大学マネジメント輪講 2科目

春期 5/23～6/24の月 水 金曜日 6科目 春期及び秋期は夜間の開講（18:45～
21:25）となります。　　　　　　　　　
夏期は1日あたり75分授業を5-6コマ開講
します。

夏期 8月の上旬及び下旬 12科目

春期及び秋期は夜間の開講（18:45～
21:25）となります。　　　　　　　　　
夏期は1日あたり75分授業を5-6コマ開講
します。秋期 10/3～11/7の月 水 金曜日 6科目

春期及び秋期は夜間の開講（18:45～
21:25）となります。　　　　　　　　　
夏期は1日あたり75分授業を5-6コマ開講
します。

③大学マネジメントフィールド調査
　先端的なマネジメントを通じて実績をあげている大学を訪問し、インテンシブなフィールド調査
を行うモジュールです。IR（インスティチューショナルリサーチ, 組織研究）の演習であると同時
に、データに基づいた比較（ベンチマーキング）を行うことにより自大学についてより深く知るこ
とを目的としています（年1回　合計4時間）



④大学マネジメント研究（必修）
　大学マネジメント研究Ⅰおよび大学マネジメント研究Ⅱという2ユニットから構成される必修モジ
ュールです。大学マネジメント研究Ⅰでは、大学マネジメントセミナーおよび大学マネジメント講
義で学んだ内容を生かして、まず自大学（自組織）の現状と課題について客観的なデータに基づく
理解を深めた上で、解決すべき具体的な問題を設定します。研究成果については、レポートをまと
めるとともに成果発表会を行います。大学マネジメント研究Ⅱでは、設定された問題の解決に向け
て、実効性の期待できるプロジェクトの構想を行います。研究成果については、提案書をまとめる
とともに成果発表会を行います。
　このモジュールでは、グループワークの中でのディスカッションや、関連領域の専門家などによ
る助言などを通じて、研究を進めていきます。成果発表会は、プレゼンテーション・スキルを習得
するための実践の場としても位置づけられています。春期（大学マネジメント研究Ⅰ）は7～8
月の土曜日、秋期（大学マネジメント研究Ⅱ）11～12月の土曜日を中心に開講します。詳細な日程
は、後日お知らせします。

3　修了要件
　修了のための要件は、以下に示す通りです。　　
(1) 連続する3年以内に合計120時間以上を履修し、修了認定委員会による認定を受けること。
(2) 大学マネジメント研究Ⅰ（12時間）および大学マネジメント研究Ⅱ（16時間）の履修
　認定を受けること。
(3) 大学マネジメント講義について、一定の要件を満たすこと。

4　在籍期間
　最長在籍年数は、連続する3年間です。

5　募集対象および募集時期
　　現職の大学教職員、高等教育政策担当者およびその希望者で、20名程度。
　　募集は年2回、春季および秋季に行います。

6　開催場所
　　筑波大学東京キャンパス文京校舎
　　　東京都文京区大塚3-29-1（東京メトロ茗荷谷駅　徒歩3分）

7　問い合わせ先
　　筑波大学大学研究センター事務室
　　　　Tel. 03-3942-6304　Fax. 03-3942-6310
　　　　e-mail: rcus-ump@un.tsukuba.ac.jp

　　大学研究センターのHPに随時最新情報が掲載されます。
　　　　http://www.rcus.tsukuba.ac.jp/index.html



別紙　平成28年度開講予定科目一覧

系統1. 大学改革論（4科目）
 1-1. 大学とは何か 德永保（筑波大学教授）
  歴史に学ぶ／財務・会計に学ぶ／制度・法規に学ぶ
 1-2. 日本の高等教育政策と大学 德永保（筑波大学教授）
　　　　　大学改革／教育の質保証／科学技術イノベーション／ガバナンス改革
 1-3. 大学連携の展開 加藤毅（筑波大学准教授） 吉川晃（同　理事）稲永由紀（同　講師）
  産学連携／大学間連携／社会連携／拡張する外縁
 1-4. 諸外国の大学改革 田中正弘（筑波大学准教授） 南部広孝（京都大学教授）
  米国大学の発展／ボローニャ・プロセス／東アジアの大学改革

系統2. 大学マネジメント基礎論（4科目）
 2-1. 大学職員のための経営戦略基礎論 立本博文（筑波大学教授)
　　　　　経営戦略基礎論／オープン・イノベーション戦略
 2-2. 大学職員のための会計基礎論 中村亮介（筑波大学准教授）
　　　　　会計の役割／複式簿記／財務諸表分析／学校法人会計の基礎
 2-3. 大学職員のための法人ガバナンス論 弥永真生（筑波大学教授）
  会社法と法人ガバナンス／会社法からみた学校法人
 2-4. NPO論からみた大学マネジメント 加藤毅（筑波大学准教授）
　　　　　NPOの多様性と大学／NPOと公共性／NPOのマネジメント／建学精神の再興

系統3. IRのための方法論（4科目）
 3-1. IRのための統計学 尾崎幸謙（筑波大学准教授）
　　　　　統計学の必要性・代表値／散布度／2変数間の関係／2変数間の関係／回帰分析
 3-2. IRのための社会調査法 加藤毅（筑波大学准教授）
　　　　　事実とデータ／モデル思考と調査仮説／調査とマネジメント
 3-3. IRのための言語技術 加藤毅（筑波大学准教授）
　　　　　言語技術の基礎／ライティング技術／思考の型／エビデンスと論証
 3-4. 自校情報の分析と活用 稲永由紀（筑波大学講師）
  自校史分析法／自校情報の活用法／事例分析



系統4. 経営改善とリーダーシップ（6科目）
 4-1. 大学経営論 上杉道世（大正大学理事長特別補佐・質保証推進室長）
　　　　　学長のリーダーシップ／中長期計画の活用／全学的視点／人材の育成確保
 4-2. 経営改善計画論 Ⅰ 加藤毅（筑波大学准教授） 吉川晃（同　理事） 谷地明弘（日本
   私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター長） 野田文克
   （同　私学情報室長）
　　　　　大学財政基礎論／経営改善計画論
 4-3. 経営改善計画論 Ⅱ 加藤毅（筑波大学准教授） 岡田綾子（ 日本私立学校振興・共済
   事業団私学経営情報センター経営支援室長） 西井泰彦（私学高
   等教育研究所主幹, 元京都学園理事長）
　　　　　経営改善計画論／大学財務計画論／経営改善演習
 4-4. 経営再建計画論 德永保（筑波大学） 大学再建コンサルタント（調整中）
　　　　　経営再建計画論／経営再建演習
 4-5. 学校法人の意思決定と法規 德永保（筑波大学教授） 河村潤子（国立教育政策研究所所長）
　　　　　大学関連法規／学校法人関連法規／学校法人の意思決定
 4-6. 組織行動とリーダーシップ 佐野享子（筑波大学准教授）
　　　　　組織行動としてのマーケティング／リーダーシップ論／フォロワーシップ論

系統5. 人材育成と大学業務設計（3科目）
 5-1. 大学経営人材育成論 上杉道世（大正大学理事長特別補佐・質保証推進室長）
　　　　　教職員の人事と評価／組織と業務の改善／人件費のコントロール
 5-2. 基幹業務システム論 加藤毅（筑波大学准教授）
　　　　　総合職論／教務システム論／総務システム論／財務システム論／情報システム論
 5-3. 創造業務デザイン論 加藤毅（筑波大学准教授）
　　　　　正課外学習／キャリア支援／研究支援／リスク対応／グローバル化

系統6. 大学マネジメント輪講（2科目）
 6-1. 大学マネジメント輪講 Ⅰ 德永保（筑波大学教授）
  課題文献；H.Etzkowitz 2008, “The Triple Helix” 他
 6-2. 大学マネジメント輪講 Ⅱ 加藤毅（筑波大学准教授） 
  課題文献；D.Bok 2003, "Universities In The Marketplace” 他
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