
Seminar

京都大学 吉田キャンパス 学術研究支援棟 地下セミナー室場　所

研究者支援・人材育成に関わっている方、関心のある方参加対象

無料参加費

Dr. Janet Metcalfe, the Head of Vitae

ご所属・お名前・メールアドレスをご記入のうえ下記までメールをお送りください。
【メールの件名を「Vitae セミナー参加申込」と記載願います】
申込み先：

参加申込

support@k-connex.kyoto-u.ac.jp
京都大学次世代研究創成ユニット（K-CONNEX 事務局）担当：山口

K-CONNEX は京都大学・大阪大学・神戸大学の三大学を中心に若手研究者育成・支援を目的とするコンソーシアムです。
主催　京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（K-CONNEX）

2016年11月 24日

11月15日（火）
申込締切

K-CONNEX セミナー

若手研究者の研究力向上に向けて
14:30-17:15木

研究者の研究力・キャリア開発を先導するしくみ
～英国 vitae の展開事例～

日本における Vitae プログラム実施例紹介
～広島大学の博士人材育成事業「HIRAKU」から～

フリーディスカッション
「若手研究者の能力開発への取り組みについて、情報交換しましょう」

三須 敏幸 先生（広島大学グローバルキャリアデザインセンター教授）
佐藤 万知 先生（広島大学高等教育研究開発センター准教授）

14:30-15:30

15:45-16:30

16:30-17:15



英国の大学研究機関は、研究者のキャリアサポートやマネジメントに関する原則を共有する Concordat という協定を結んでいます。その

Concordat に高水準のトランスファラブルスキルトレーニングを提供し、Concordat の中心的役割を担い走っているプログラムが「Vitae」です。

「Vitae」プログラムの前身は、英国工学物理研究会のもと 1968 年に発足した GRADschool であり、これまで半世紀の歴史をかけてプログラム

が精査されてきました。2016 年現在、「Vitae」は英国内のみならず欧州やオセアニアの 160 機関を超える大学で活用され、若手研究者の研究

力ならびにキャリア開発を先導しています。

本セミナーでは、Vitae の会長を務める Dr. Janet Metcalfe をお迎えし、英国の若手研究者育成の歴史ならびに Vitae プログラムの多様なコンテ

ンツとその効果についてご紹介いただきます。

14:30-15:30 研究者の研究力・キャリア開発を先導するしくみ ～英国 vitae の展開事例～

広島大学は 2014 年、文部科学省・JST が実施する科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業「次世代研究者育成プログラム」に採択され、

「未来を拓く地方協奏プラットフォーム　‒HIRAKU-」をテーマに、山口大学・徳島大学と共に中国・四国地方を中心とする西日本の国公私立大

学や多くの企業や公的機関とも協働しながら、若手研究者の各キャリア段階に応じた支援をシステマティックに展開しています。多岐にわたる

支援のひとつとして、Vitae の研究者能力開発プログラムをいち早く取り入れ Vitae との共同講座（「研究者のためのキャリア開発セミナー」や「研

究者の能力・キャリア開発を成功に導くトレーナー養成セミナー」など）を開催しています。本セミナーでは、それらの共同講座を振り返って

いただき、これからの日本における若手研究者の能力向上にむけて、どのようなプログラム構築が望まれるのかをお話いただきます。

15:45-16:30 日本におけるVitaeプログラム実施例紹介 ～広島大学の博士人材育成事業「HIRAKU」から～

Dr Janet Metcalfe is the Head of Vitae, committed to providing world-class career and professional development for 
researchers. She is responsible for the strategic direction of Vitae and leads on the implementation of the UK Concordat to 
Support the Career Development of Researchers. She is a chair of the CROS/PIRLS Steering Group, responsible for developing 
and managing the Careers in Research Online Survey (CROS) and the Principal Investigator and Research Leaders Survey 
(PIRLS). Janet is a member of the European Commission's Marie Skłodowska-Curie Actions Advisory Group and the Royal 
Society Diversity Committee. She also sits on the QAA Postgraduate Advisory Group, the HEA Surveys Advisory Group and 
manages the Concordat Strategy Group.
Her publications include the ‘What Do PhDs Do?’ and ‘What do researchers do?’ series of publications exploring the 
landscape of researchers’ careers and impact, including ‘Doctoral graduate destinations and impact three years on’ . Her 
latest publication is What do research staff do next?, on the career paths of research staff who leave European universities to 
work in other employment sectors and occupations.

講師： Dr. Janet Metcalfe

1997 年、 米国テネシー大学より Ph.D. 取得（原子核理論専攻）。帰国後、原子核理論研究や癌治療用加速器の小型化研究などに従事。
2005 年以降、科学技術・学術政策研究所および OECD において、ポストドクターをはじめとする博士人材の養成やキャリアパスに関
する全国調査・国際比較分析を担当。2014 年から広島大学グローバルキャリアデザインセンターにおいて、博士課程学生を含む若手
研究者に対する能力／キャリア開発に係る各種取り組みを行っている。

2013 年、イギリスオックスフォード大学より Ph.D 取得（教育学専攻）。博論では、日本の FD 担当者によって、ファカルティ・ディ
ベロップメントの概念がどう理解、解釈され、実践されたのかをエスノグラフィの手法を用いて考察した。現在は、アカデミック・
アイデンティティ、専門性開発等を研究対象としている。2010 年より東北大学で、2014 年より広島大学高等教育研究開発センター
において、高等教育学専攻の院生指導、学内の専門性開発に係る各種取り組みを行っている。

講師： 三須 敏幸 先生（広島大学グローバルキャリアデザインセンター教授）

講師： 佐藤 万知 先生（広島大学高等教育研究開発センター准教授）

セミナー内容


