
































コースナンバリング
Course numbering

年度
Year

開講期
Semester

曜日
Day

時限
Period

単位
Credits

LAS-CD-5004-J 2018 秋学期／Fall 月／MON 5 2

科目名／Course Title 担当教員／Instructor 講義室／Class room

体験型講義「エンプロイアビリティ」

　　　　　栗本　英和，
　　　　　森　　典華，
　　　　　河野　　廉，
　　　　　船津　静代

NIC館
（National Innovation
Complex BLD）2階　212号室

Workshop for Employability Development

Hidekazu KURIMOTO,
Norika MORI,

Yasushi KAWANO,
Shizuyo FUNAZU

National Innovation
Complex Building,
2nd Floor, Room 212

履修条件あるいは関連科目等／Enrollment Conditions, etc.

基礎段階として、体験型講義１「リーダーシップ」、体験型講義２「マネジメント」
実践段階として、体験型講義３「チーム・ビルディング」

Workshop 1 “Leadership Development” and Workshop  2 “Management Development” serve as the
foundation to this course, and Workshop  3 “Team Building” serves as the practical application
of this course.

This course will be taught in Japanese.

目的と目標／Course Objective

　体験型講義は、研究分野の枠組を超えて求められる、リーダーシップ、マネジメント、チーム・ビルディ
ング等に関する基本概念を、体験を通して習得すると同時に、事例分析や比較分析を通して、その基本知識
を体系的に学修することを目的とします。
　本講義は、体験型講義のアドバンスコースとして、自らのキャリア・ライフを考え、多彩なキャリア・パ
スの中から自分に適した資質・能力を形成する糸口を掴むため、『座学』と『グループワーク（PBL）』とい
う形で進めて行きます。『座学』では、自己理解、基礎的スキル等を知り、その理解とスキルを「グループ
ワーク」で、体感します。

　This hands-on course enables students to acquire through their experience some foundational
concepts that are relevant across different research areas, such as leadership, management, team
building etc. At the same time, this course aims for the students to systematically acquire such
foundational knowledge with the use of case studies and comparative analyses.
　As an advanced course, this workshop will be delivered through “classroom learning” and
“group work (PBL)” to provide students with an opportunity to consider their own professional
life, and to figure out of how to develop suitable competency or capacity from a variety of
career paths available to them. During the “classroom learning,” students will gain self-
understanding and acquire foundational skills. The “group work” is then used to apply these
understandings and skills.

内容と計画／Course Content

　01．キャリア・デザインの必要性
　02．グループワーク研修（キャリア・デザイン）
　03．グループワーク：スモールビジネスを対象としたPBL
　04．グループワーク：産学連携・人材育成を対象としたPBL
　05．ファイナンシャル・プラン－ライフ・プランに即した資金計画－
　06．研究者になる為のスキルと準備－アカデミック・ポジションへの道－
　07．課題解決に向けた最終プレゼンテーションと評価
　08．自己理解の醸成と振り返り
　09．まとめ

　01．The necessity of career design
　02．Group work training（Career design）
　03．Group work：PBL for small businesses
　04．Group work：PBL for Industry-Academia-Collaboration & HR development
　05．Financial planning－A financial plan that conforms to your life plan－
　06．Skills and preparation to become a researcher －Ways to land a position in academia－
　07．Final presentation and evaluation towards resolving the issue
　08．Fostering self-understanding and review
　09．Summary



成績評価の方法と基準／Grading Basis

課題解決のための分析力・洞察力・対話力・評価力(60%)，講義への参画や態度(40%) 

Students' capability for anakysis, insight, dialogue and evaluation as demonstrated in the
project (60%)，Student participation and attitude in the lecture (40%)

教科書，参考書，参照情報等／Textbook, Reference book, etc.

講義のなかで示します。 

○This course aims to develop an effective program with focus on doctoral program, through
　collaboration with Business Human Resources Development Centre of the Academic Research &
　Industry-Academia-Government Collaboration’s International Industry-Academia-Collaboration &
　Human Resource Development Group, Office of University Research Administrators and Institute of
　Liberal Arts and Sciences.
※As continuation of this workshop, students will take advance courses Workshop 3 “Team
　Building” to foster their ability for integration and Workshop 4 “Empolyability” to acquire
　practical skills that are relevant to the doctorate program.

Indicated during the lecture.

連絡先／Contact Address

学術研究・産学官連携推進本部　国際産学連携・人材育成グループ　ビジネス人材育成センター　森 典華
ace.employ(at-mark)ilas.nagoya-u.ac.jp ，ここで，(at-mark) を @にしてください。

Norika MORI,
Business Capacity Development Center, Academic Research & Industry-Academia-Government
Collaboration
ace.employ(at-mark)ilas.nagoya-u.ac.jp
(at-mark) should be replaced with @.

連絡事項／Notes

○本講義は社会貢献人材育成本部・ビジネス人材育成センター、リサーチ・アドミニストレータ(URA) 室、
　教養教育院との協働により、博士後期課程に注目した、実効性あるプログラムの開発を目指しています。
※体験型講義のアドバンスコースとして，体験型講義３「チーム・ビルディング」では綜合力を、体験型講
　義４「エンプロイアビリティ」では博士後期課程で求められる実践力を養います。





















































コースナンバリング
Course numbering

年度
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開講期
Semester
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単位
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LAS-MS-5201-O 2018 Fall Fri 3 2

科目名／Course Title 担当教員／Instructor 講義室／Class room

マルチリンガル・スキルズⅡ（ドイツ語）
Multilingual Skills II (German)

RUDE Markus
S18, Liberal Arts and
Sciences Main Building

教科書：無し
参考書：授業時に追って指示する。

履修条件あるいは関連科目等／Enrollment Conditions, etc.

基礎ドイツ語を学んでいること。

目的と目標／Course Objective

１．読む、聞く、話す、書くの言語能力を高める
２．グループワークで自立学習の力を身につける
３．プレゼンテーション能力を高める
４．ドイツ語の歌等によってドイツ語圏の文化の知識を深める

1. To improve language ability by practicing reading, listening, speaking and writing.
2. Cultivate self-learning ability from group work.
3. Enhance presentation skills.
4. Deepen understanding of German culture and knowledge by listening to German songs.

内容と計画／Course Content

Fuer diesen Kurs gibt es kein Lehrbuch. Das wichtigste Lernmittel ist Ihr Notizheft, in das Sie
systematisch neuen Wortschatz und Beispielsaetze eintragen. Gelegentlich bekommen Sie Handouts in
der Größe A4 oder MP3-files. この授業では教科書を使用しません。 最も重要な学習教材は、新しい語彙と
例文を体系的に書き込むあなたのノートです。時々A4サイズのプリントやMP3ファイルを配布します。
Jede Stunde beginnt mit einer Frageuebung komplett auf Deutsch, bei der Sie mit oder ohne
Hilfsmittel auf meine Fragen antworten; diese integriert und entwickelt die vier Fertigkeiten der
deutschen Sprache.
Gelegentlich machen wir Sprachspiele.
毎回の授業は質問練習で始めるので、その場で質問に答えてください。この時にノートを見てもかまいませ
ん。この質問練習はすべてドイツ語で行うので、 四つのドイツ語能力を総合的に養います。
時々言語ゲームをします。
In studentischen Praesentationen wird sowohl Vortragen als auch Diskutieren geuebt. Die Inhalte
dabei sind persoenlich (Familie, Hobby usw.) oder fachlich (Studienfach, Umwelt, Gesellschaft,
Geschichte usw.).
プレゼンテーションによって発表やディスカッションも練習します。一年で、個人的な内容（家族、趣味等）
や専門的な内容（専攻、環境、社会、歴史等）も扱います。

成績評価の方法と基準／Grading Basis

出席点、ミニテストやプレゼンテーション、課題、授業での活動（積極的なグループワークと発言など）、初
回の授業で説明します。

教科書，参考書，参照情報等／Textbook, Reference book, etc.

連絡先／Contact Address



連絡事項／Notes

初日はかならず出席して下さい。出席は80％以上必要です。授業の説明は主に英語で行います。わからなけれ
ば、すぐに聞いてください。日本語でもかまいません。
質問練習では：（１）答えは、はっきり聞こえる声で言う。（２）指名されてから辞書を引いてはいけません
。（３）わからないときはドイツ語で質問してください。
























































