
 

                                                                                

 

文部科学大臣認定 短時間「職業実践力育成プログラム」（BP） 
厚生労働省 特定一般教育訓練指定講座（講座番号：634601920014） 
  

  

      

 

 

 

 

 

 

実務家教員養成課程 

研究生 募集要項 

 

 2021 年度（第 8 期）  

 
 

 

 

 

 

 

 
学校法人先端教育機構 

社会情報大学院大学 

 

1.目的 
 『実務家教員』には、民間企業や官公庁等で培ってきた知識や経験・スキル・ノウハウをそのまま指
導するのではなく、これまでの理論と整合をとって体系的に整理し、指導・教授することが求められて
います。実務家教員が指導する対象者は、専門スキルを身につけたい学生やリカレント教育を受ける学
び直しをする社会人です。 
 実務家教員として活躍するためには、様々な能力を身につける必要があり、大きな壁があることも否
めません。例えば、多くの経験豊富な実務家が、実務家教員になるにあたって必要な論文を書いたこと
がなかったり、講師経験が不足していたりといった課題があります。そのため、本課程は、民間企業や
官公庁等に勤める実務家に、実務家教員として必要な教育研究指導力を提供することを目的としていま
す。 

 
2.対象 

● 大学・専門学校・各種学校等の実務家教員を目指す者 
● 民間企業や官公庁等で培った勤務経験を体系化し、次世代に継承したいと考える者 

 
3.開講期間・曜日・時間 

2021 年 4～9 月 
原則 週 1 日 2 コマ×20 週（全 40 講） (1 コマ 90 分、1 日 2 コマ 180 分)  総受講時間 61 時間 
平日夜間または土曜日日中 
※スケジュールの詳細については「7.カリキュラム・スケジュール」を参照してください。 
※ガイダンスは 1 時間となります。開始時間は第 1 週以降と同じです。 

 
4.受講会場 

【対面クラス】 
東京 社会情報大学院大学（〒169-8518 東京都新宿区高田馬場 1−25−30） 
大阪 事業構想大学院大学（〒530-0003 大阪府大阪市北区大深町 3−1 

グランフロント大阪北館タワーC 10 階） 
【オンラインクラスのスクーリング会場】 

東京 社会情報大学院大学（〒169-8518 東京都新宿区高田馬場 1−25−30） 
 
5.定員 
 東京 40 名・大阪 15 名・オンラインクラス（東京会場でのスクーリングあり） 25 名 
  ※万が一不開講となる場合は、2021 年 3 月 27 日（土）までに連絡します。 
 
6.選考方法・受講手続き 

本課程は、本学の「研究生」（正規学生ではありません）としての受講となります。研究生の選考を以下
の要領で行います。 

(1) 出願書類の提出（Web フォームに入力） 
以下の WEB フォームに必要事項を入力してください。 

https://www.coep.jp/application/ 
 

なお、オンラインクラスでは、「研究会①～④」及び「模擬授業Ⅰ～Ⅳ」を東京会場でスクーリン
グ授業として実施します。オンラインクラスへの出願は、スクーリング授業回の全てを東京会場で受
講可能であることを条件とします。 

(2) 1 次選考：書類選考 
WEB フォームから提出いただいた出願書類の内容に基づき、2 次選考の対象者となるか選考しま

す。1 次選考の結果については、出願書類の提出から 3 週間以内にメールで通知します。 
(3) 2 次選考：面接選考（オンラインで実施） 

1 次選考通過者を対象としてオンラインで面接を実施します。面接は、原則として平日夜間また
は土曜日日中に、一人 10 分程度で実施予定です。面接日時・実施方法は、1 次選考の結果通知時に
合わせて通知します。 

(4) 2 次選考の結果通知 
面接実施日から 2 週間以内にメールで通知します。 

(5) 研究生在籍料納付 
2 次選考合格者は、指定の期日までに研究生在籍料を納付ください。 
指定銀行：三菱 UFJ 銀行  本支店名：青山支店  預金種別：普通  口座番号：0385115 
口座名義：学校法人先端教育機構社会情報大学院大学 
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7.カリキュラム・スケジュール 

 

 
 
※授業時間は以下の通りです。なお、ガイダンスのみ授業時間 1 時間となります。開始時間は第 1 週以降
と同じです。 
（平日夜間）18:45～21:45 （土曜午前）10:15～13:15 （土曜午後）14:45～17:45 

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。 
 
 

※オンラインクラスは、通常は東京会場の土曜午前の授業をリアルタイムオンライン配信形式で受講しま
す（対面授業とオンライン授業を合わせた授業形態をハイブリッド方式と呼んでいます）。ただし、「７ 
カリキュラム・スケジュール」の網掛け部分である「研究会①～④」及び「模擬授業Ⅰ～Ⅳ」は、東京会
場でのスクーリング授業となります。オンラインクラスの受講者は、スクーリング授業回の全てを東京会
場で対面形式にて受講するものとします。 

 
8.研究生在籍料 313,500 円（非課税） 
 
9.教育訓練給付制度 
  本課程は特定一般教育訓練講座に指定されており、修了者は費用の 40％を雇用保険から受給できます。

ただし、雇用保険の一般被保険者等、一定の要件を満たしている者に限られるため、希望者は必ず講座の
受講開始 1 ヶ月前までに、ご自身にてハローワークへ直接お問い合わせください。 
ハローワークにて要件を満たしていることが確認できた場合、ハローワークを通じて訓練前キャリア

コンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、受給資格確認が行われます。 
 
10.出願期限 

 一次締切 2020 年 11 月 30 日（月）   二次締切 2020 年 12 月 25 日（金） 
 三次締切 2021 年 1 月 31 日（日）    四次締切 2021 年 2 月 28 日（日） 
※定員になり次第、締め切ります。 

 
11.その他 

(1) 本課程の修了者には、修了証書を授与します。また、本課程は文部科学省の職業実践力育成プログラ 
ム（BP）の認定を受けていますので、修了者には履修証明書が交付されます。 

 (2) 本課程の修了者全員が教員に就任するものを保証するものではありません。 
 (3) 本課程においては、課題の提出や欠席時のフォローとしての講義映像視聴等においてパソコンを使用 

しますので、必ずパソコン及び必要な通信環境をご自身にてご用意ください。 
(4) オンラインクラスでは、「研究会①～④」及び「模擬授業Ⅰ～Ⅳ」を東京会場でスクーリング授業 

として実施します。オンラインクラスでの受講者は、スクーリング授業回の全てを東京会場で受講 
するものとします。 

(5) 研究生は正規学生ではないため、通学定期の購入や学割の適用はありません。 
(6) 本学では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策をとっていますが、研究生及び教職員の 

安全を確保するためには研究生の協力も欠かせません。そのため、受講手続き完了者に対し、感染症 
拡大防止への協力要請を行います。詳細については、受講開始前にお送りする案内を通じてお知らせ 
します。 

 

 

 

 

 学校法人先端教育機構 

社会情報大学院大学 先端教育研究所 
〒169-8518 東京都新宿区高田馬場 1−25−30 
TEL: 03-3207-0005（代）FAX: 03-3207-0015 
URL: https://www.coep.jp/ 
Email: info@sentankyo.ac.jp 

週 講 講義タイトル 領域
大阪
水曜

東京
土曜午前

オンラインクラス
土曜午前：ハイブリッド
土曜午後：スクーリング

第１講 実務家教員とは何か 制度理解
第２講 実践と理論の融合Ⅰ 研究方法
第３講 高等教育論
第４講 高等教育政策論
第５講 教員調書と実績Ⅰ
第６講 教員調書と実績Ⅱ
第７講
第８講
第９講 シラバス作成の基礎
第10講 教授法の基礎
第11講
第12講
第13講 ファシリテーション論
第14講 ファシリテーション演習
第15講 教材研究の基礎
第16講 教材作成演習
第17講 学習評価論Ⅰ
第18講 学習評価論Ⅱ
第19講
第20講
第21講 論文執筆の基礎Ⅰ
第22講 論文執筆の基礎Ⅱ
第23講 研究倫理・コンプライアンスⅠ
第24講 研究倫理・コンプライアンスⅡ
第25講
第26講
第27講 研究指導法Ⅰ
第28講 研究指導法Ⅱ
第29講 実践講義法Ⅰ
第30講 実践講義法Ⅱ
第31講
第32講
第33講 実践と理論の融合Ⅱ 研究方法
第34講 成人教育論 教育方法
第35講
第36講
第37講 模擬授業Ⅰ
第38講 模擬授業Ⅱ
第39講 模擬授業Ⅲ
第40講 模擬授業Ⅳ
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個人情報の取扱いについて 
本学が出願書類を通じて取得する個人情報は、①研究生選考、②選考結果発表、③受講手続き、

④選考方法等に関する調査・研究、⑤本学並びに法人からのお知らせ、⑥これらに付随する業務

を行うために、事務局、担当教員が利用します。 


