
（様式２）

学校名： 東北大学 76.7

課程名： 産学連携教育イノベーター育成プログラム 58%

分類 科目名 配当年次 授業時数 企業等 双方向 実務家 実地 担当教員・実務家名 教員・実務家の所属

必修 オリエンテーション 1 〇 大森 不二雄
東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 教授

必修 大学教育制度論 1 大森 不二雄
東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 教授

必修 学生・学習支援論 1 岡田 有司
東京都立大学 大学教育セ
ンター 准教授

必修 カリキュラムマネジメント 1 杉谷 祐美子
青山学院大学 教育人間
科学部 教授

必修 インストラクショナルデザイン 1 鈴木 克明
熊本大学 教授システム学
研究センター 教授

必修 授業設計論 1 平岡 斉士
熊本大学 教授システム学
研究センター 准教授

必修 教育改善論 1 高橋 哲也 大阪府立大学 副学長

必修 大学における倫理 1 山内 保典
東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 准教授

必修 学習評価論 1 松下 佳代
京都大学 高等教育研究
開発推進センター 教授

必修 オンライン授業実践論 1 村上 正行
大阪大学 全学教育推進
機構 教授

必修 ICT等先端技術活用教育論 1 戸田 真志
熊本大学 教授システム学
研究センター 教授

必修 実務家教員論 0.5／1 〇
松井 利之
広瀬　正

大阪府立大学 高等教育
推進機構 教授、同　特認
教授（実務家教員）

必修 大学教育基礎力レポート 3 平岡 斉士
熊本大学 教授システム学
研究センター 准教授

必修
インストラクショナルデザイン
演習

3 〇 鈴木 克明
熊本大学 教授システム学
研究センター 教授

必修 シラバス作成演習 3 〇 串本 剛
東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 准教授

必修 研究指導演習 3 〇 〇
出江 紳一
倉重 知也

東北大学 医工学研究科
教授、㈱イグニタス 代表
取締役（実務家教員）

必修 リベラルアーツ教育論 3 吉田 文
早稲田大学 教育・総合科
学学術院 教授

必修 STEM・文理融合教育論 3 山田 礼子
同志社大学 社会学部 教
授

必修 産学連携教育論 3 吉本 圭一 九州大学 名誉教授

必修 教育質保証論 3 深堀 總子
九州大学 教育改革推進
本部 教授

必修
リベラルアーツ・セミナー実践
演習

8／12 〇 〇
大森 不二雄
宇野 健司

東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 教授、㈱大
和総研 調査本部 副部長
（実務家教員）

授業科目の概要について

要件該当授業時数：

要件該当授業時数／総授業時数：



必修 PBL設計・運営演習 8／12 〇 〇 〇
松岡 洋佑
菱山 諒

㈱イノベスト代表取締役・
名古屋大学 招聘教員（実
務家教員）、㈱イノベスト
取締役・一橋大学 非常勤
講師（実務家教員）

必修 技術マネジメント基礎論 1.5／2 〇 〇 鐘ヶ江 靖史
PwCコンサルティング シニ
アマネージャー（実務家教
員）

必修 アントレプレナーシップ基礎論 2.5／4 〇 広瀬 正
大阪府立大学 高等教育
推進機構 特認教授

必修
技術マネジメントコンサルティ
ング演習

6 〇 〇 〇 鐘ヶ江 靖史
PwCコンサルティング シニ
アマネージャー（実務家教
員）

必修
ベンチャービジネスコンサル
ティング演習

12 〇 〇 広瀬 正
大阪府立大学 高等教育
推進機構 特認教授

必修 イントロダクション 1.5／2 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修 リーダーシップ研究の理解 1.5／2 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修 リーダーシップ研究方法論 1.5／2 〇 金 善照 立教大学 経済学部 助教

必修 リーダーシップ教育の理解 1.5／2 〇 山口 和範 立教大学 経済学部 教授

必修 リーダーシップ教育方法論 1.5／2 〇 館野 泰一
立教大学 経済学部 准教
授

必修
リーダーシップ模擬教育研修
１

3 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修
リーダーシップ模擬教育研修
２

3 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修
リーダーシップ模擬教育研修
３

3 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修
リーダーシップ模擬教育研修
４

3 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

必修 まとめ 2 〇 石川 淳 立教大学 経済学部 教授

自由選択 基盤的ID論 1.7/3 〇 鈴木 克明
熊本大学 教授システム学
研究センター 教授

自由選択 教材設計演習 3 平岡 斉士
熊本大学 教授システム学
研究センター 准教授

自由選択 動機づけ理論活用演習 3 都竹 茂樹
熊本大学 教授システム学
研究センター 教授

自由選択 e ポートフォリオ導入演習 3 松葉 龍一
熊本大学 教授システム学
研究センター 准教授

必修 キャップストーン・プロジェクト 5／12 〇 大森 不二雄
東北大学 高度教養教育・
学生支援機構 教授

合計： 41科目 時間

＊申請する課程で受講可能な全ての科目について記入してください。

＊「企業等」、「双方向」、「実務家」、「実地」の欄に○を付けた科目については、要件に該当することを明記したシラバス
を添付してください。
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