４公大協第８７号
令和４年７月６日
公立大学長

各位
一般社団法人公立大学協会 第 3 委員会
委員長 相原 道子（横浜市立大学長）

令和４年度公立大学職員セミナーの開催について（案内）
日頃から本協会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
さて、宿泊型研修として多くの職員の参加をいただいていた「公立大学職員セミナー」
については、コロナ禍においてオンライン開催が続いておりましたが、今年度は対面形
式の開催を試みることといたしました。つきましては、下記及び別紙１をご確認いただ
き、参加のご希望がございましたら、令和 4 年 7 月 27 日（水）までに下記申込フォー
ムからお申込みください。多くの公立大学職員のみなさまのご参加をお待ちしておりま
す。
記
令和 4 年 8 月 19 日(金)10：00～16：30 （お昼休憩 12:15～13:30 を含みます。）

日

時

場

所

ホテルメルパルク東京 ５階会議室「瑞雲」（別紙２参照）
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、開催形式を変更する場合
がございます。

内

容

詳細は別紙１ をご参照ください。

対

象

公立大学に勤務する全職員
※特に制限はありませんが、近年の本セミナー参加者の傾向を踏まえ、大
学職務経験の比較的浅い職員向けに内容を設定させていただきます。

参 加 費

5,000 円/人
※当協会で開催しております他オンライン開催の研修等では参加費を無
料とさせていただいておりますが、本セミナーでの対面開催での研修に
つきましては、会場借用費等が発生いたしますため実費程度のご負担を
いただきたくお願い申し上げます。

申込先 URL

以下の申込フォームからお申し込みください
https://forms.gle/taynbubFqd6DMQJJ7 (申込み期限 令和 4 年 7 月 27 日(水))
※申込フォームをご使用いただけない場合もしくは参加者 5 名以上のお申込み
時は、別添の参加申込票にご記入のうえ、下記事務取扱メールにお送りください。

備
考
〇同日 17:00～情報交換会を開催する予定です。
（任意参加・会費 3,000 円）
〇当日の昼食に関してご希望者にはホテルメルパルク東京のお弁当をご用意いたしま
す。
（料金：2000 円）ご希望の方は、申込フォーム入力の際にご回答ください。
〇参加費について当日受付にて徴収させていただきます。事前お振込のご要望がござい
ましたら申込フォームにその旨記載ください。
〇お申込みが 100 名を超える場合、お申込みいただいた人数の多い大学に調整をお願い
することがございます。ご了承いただけますと幸いです。

事務取扱：一般社団法人公立大学協会事務局（担当:江原/川島）
〒100-0013 千代田区霞が関 3-8-1 虎の門三井ビル B106
TEL: 03-3501-3336
メール chosa@kodaikyo.org

別紙１

開催概要
公立大学協会の開催する研修は、オンラインを活用することで、開催回数、参加者数
ともに充実をさせて参りました。今年度に新たに整備した「公立大学教職員研修システ
ム」も、多くの皆様にアカウント登録を進めていただいております。
一方で、将来の公立大学の担い手となる職員を育成するため学びのモチベーションを
高め、継続して成長できるマインドセットを獲得することが必要とされており、職員間
で相互に刺激しあう関係づくりも欠かせません。こうした問題意識から、今年度の本セ
ミナーは、十分な感染対策のもと、３年ぶりの対面方式での開催といたします。
プログラムは１日限りのものとなっていますが、参加者には事前に研修動画の視聴お
よび事前課題に取り組んでいただくことで内容の充実をはかります。
（詳細は別紙３を
ご参照ください。
）

次第 （※プログラムは現時点の予定であり、変更となる場合がございます。）
受付 ９：３０～
時間

内容

10:00
～
10:05

開会挨拶
公立大学協会 松尾 太加志 会長
（北九州市立大学長）

セミナー開催にあたりご挨拶を賜ります。

10:05
～
10:15

オリエンテーション

セミナーの趣旨説明や学びの方針を確認いたします。

10:15
～
10:45

講演Ⅰ 高等教育政策と公立大学

公立大学協会事務局

文部科学省高等教育局大学振興課
江戸朋子 課長補佐（併）公立大学専門官

公立大学を取り巻く高等教育政策の動向についてご講
演いただきます。国の政策と大学の運営の関わりにつ
いて学びます。

質疑応答（10 分）
小休憩（10 分）

11:05
～
11：35

11:35
～
12:15

講演Ⅱ 今後の公立大学の新たな
教職協働について（仮題）
公立大学協会 中田 晃 事務局長

気づきのシェア
公立大学への理解を深める
公立大学協会事務局
（別紙３ワークシート１を活用）

法令に定められた教職協働について、公立大学の事
務組織の課題および今後の可能性、将来像について
大学設置基準改正に関する事項にもふれながらご講
演をいただきます。
講演Ⅰ、Ⅱを聞いて公立大学に関する高等教育政策
および教職協働について気付いたことや、事前に取り組
んでいただいた課題内容を他大学の職員とグループワ
ークにて共有することで、自身が働く大学や職場を俯瞰
することや、公立大学を取り巻く制度との関わりを理解
することを目的とします。

お昼休憩（12:15～13:30）
お弁当（要事前予約）またはホテル内のレストラン等ご利用いただけます。また会場周辺の飲食店のランチガイドを
後日配布予定でございます。なお、お昼の時間帯は大変混雑されることが予想されますので予約等もおすすめで
す。

13:30
～
14:00

講演Ⅲ 担当業務の質を高める
公立大学協会 事務局 宮林 常崇 参与

公立大学職員の「仕事の質」を高め、創造的な仕事に
変えていくための心構えやスキルを身に着けるためのポ
イント等の解説をいただきます。

14:00
～
14:45

学びのワークⅠ
業務への理解を深める
公立大学協会 事務局 宮林 常崇 参与
（別紙３ワークシート２を活用）

業務分野別のグループ毎に分かれていただき、気づい
たことや、事前に取り組んでいただいた課題内容をグル
ープメンバーと共有し、他大学職員の視点からの学び
を得て担当業務への質を高める方法を具体化すること
を目的とします。

小休憩（15 分） グループメンバーチェンジのため席替えをしていただきます。

15:00
～
15:45

15:45
～
16:15
16:15
～
16:30

学びのワークⅡ
異なる立場の人と協働するための
コミュニケーションについて
理解を深める
公立大学協会 事務局 宮林 常崇 参与
（別紙３ワークシート３を活用）

本日のセミナーの振り返り
公立大学協会 事務局

閉会挨拶
公立大学協会 中田 晃 事務局長

講演Ⅲでの内容や事前に取り組んでいただいた課題内
容を参加者同士で共有し、組織や立場の異なるプレー
ヤーを巻き込んでいき協働するためのコミュニケーショ
ンのあり方について考えます。
本日のセミナーを振り返り、セミナー全体の成果を確認
します。本セミナーに参加したメンバーが、組織の中核
として活躍するための今後の学びの方針についても再
確認します。
セミナーの統括を含めたご挨拶を賜ります。

セミナー終了後、情報交換会参加希望者は会場へ各自移動
（※会場は確定次第ご案内いたします。
）
17:00
～
18:30

情報交換会 ※任意参加

ご参加者のみなさまの懇親を深める場となります。

■ 会場へのご案内

別紙２

令和４年度公立大学職員セミナー
日時：令和４年８月１９日（金）１０：００～１６：３０（会場受付開始 ９：３０～）
場所：ホテルメルパルク東京 ５階会議室「瑞雲」
（東京都港区芝公園２－５－２０）
電話：０３－３４３３－７２１１（代）

■アクセス
〇 JR（山手線・京浜東北線）浜松町駅北口または南口から徒歩約 8 分
〇 モノレール(羽田空港直通）浜松町駅北口から徒歩約 8 分
〇 都営地下鉄三田線（東急目黒線乗入）芝公園駅 A3 出口から徒歩約 2 分
〇 都営地下鉄浅草線（京浜急行・京成乗入）都営地下鉄大江戸線 大門駅
A3 出口から徒歩約 4 分、A6 出口から徒歩約 4 分、A1 出口から徒歩約 5 分

