
Masterclasses

～ Preparing for academic leadership ～

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

いずれは自分の研究室を持ち、アカデミアを牽引してゆきたい̶̶̶
アカデミアリーダーをめざす若手研究者の皆さん、貴方がもつリーダーとしてのコンピテン
シー（資質・能力）を今一度見つめてみませんか。本ワークショップでは、英国アカデミア
の研究者能力開発に携わること 50 年以上の歴史を受け継ぐ団体「vitae」のノウハウのもと、
志を同じくする研究者たちと共に「アカデミアリーダーとして必要な資質」について語り合
い、資質について新たな「気づき」を得るとともに各自の目標に向かってアクションプラン
を打ち出すきっかけを提供します。

趣　旨

場　所

20 名（申込先着順）募集人数

無料参加費

Dr. Janet Metcalfe, the Head of Vitae講師・ファシリテーター

コファシリテーター

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。
申込み先：support@k-connex.kyoto-u.ac.jp

応募方法

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）

京都大学次世代研究創成ユニット（K-CONNEX 事務局）担当：山口

2016年11月 25日

11月2日（水）
申込締切

K-CONNEX 若手研究者能力開発プログラム

アカデミアリーダーをめざす研究者のための
ワークショップ

佐藤万知 ( 広島大学 高等教育研究開発センター 准教授 )
京都大学 次世代研究創成ユニットURA
京都大学 学術研究支援室URA

9:30-16:30金



参加者がワークショップ中に行うこと

Dr. Janet Metcalfe,
the Head of Vitae

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.

ファシリテーター

プログラム 本プログラムでは、様々な大学から様々な分野で活躍する若手研究者を対象に、丸一日
かけたワークショップを提供します。参加者は、ワークショップを通じて、自らの能力や
行動特性を明確に把握することができ、アカデミアリーダーとしての自己を実現するために
はどのような努力が必要となるのかを客観的に考えることができるようになります。
※講師は英語で話しますが、コファシリテーターが日本語でサポートします。

うまくいくリーダーシップとはどのような行動特性を
もつのか掘り下げて考える。
理想とするリーダーシップ像について意見交換を深める。
リーダーシップを発揮する際に関係する、
自分の長所・モチベーション・価値・才能について考える。
将来自分はどこで活躍するのかを想定し、
そこに到達するまでに何をすべきかプランを立てる。
各自のアクションプランについて意見交換を深める。

ワークショップで得られる効果
リーダーシップのあり方は十人十色だということが
理解できる
様々な分野の同世代研究者の価値感やモチベーションを
共有できる
自らのアカデミックリーダーとしての資質や能力を
把握できる
アカデミックリーダーとなる可能性を高めるために、
現実的かつ実行できるアクションプランを打ち立てる
ことができる

9:30 - 10:00　  ワークショップ進行の説明、アイスブレイク

10:00 - 11:15　十人十色のリーダーシップ

　コーヒーブレイク

11:30 - 12:30　リーダーになることへのモチベーションとその価値

　ランチタイム

13:30 - 15:00　自分なりのリーダーシップ

　コーヒーブレイク

15:15 - 16:30　これからとるべきアクション

アジェンダ（予定）

貴方が出会った「お手本となるアカデミックリーダー」
について紹介します

同じ世代研究者の考え方に耳を傾けます

vitae が開発した RDF (Researcher Development 
Framework) を基準とした STAR テクニックという手法
を用いて自分のリーダーシップの資質をみつめます

ワークショップを振り返り、見据えるべき目標を立て
目標到達の手段を考えます


