2018 年度
大学職員「人間ネットワーク」

第 41 回

20 周年記念大会開催要項

開催日：

2018 年 11 月 16 日（金）～18 日（日）

会

青山学院大学

場：

青山キャンパス

他

【大学職員「人間ネットワーク」の概要】
【設立趣旨】
我が国の私立大学においては、約半数が定員割れの状況に陥り、大学職員が激動の時代に対してど
のように対処すべきかを、所属大学だけで解決していくには大変難しくなってきた。言いかえれば従
来の“本学”意識から脱却して、各私立大学職員の相互理解を深めていくことが不可欠であると考え、
私立大学職員同士が今まで以上に自由に、そして活発な意見交換ができうる環境が必要であると 1998
年（平成 10 年）に有志私立大学職員により設立されたのが本会の始まりである。

私ども大学職員「人間ネットワーク」は、従来の情報提供型の研修会ではなく、参加者の国公私大、
教職員の枠組みを超えて相互理解を深めることに重きをおき、参加者同士が深く突っ込んだ意見交換
をするにより自己啓発を促し、各人が自在にコントロールできる資源の一つとして「人的ネットワー
ク」を提供することが目的である。

今現在それぞれの大学において直面する問題は多様化してきており、自組織のみで思考し解決して
いくという状況ではなくなってきている。日本の大学が、国公私大の枠組みだけでなく、大学間の垣
根を越え真剣に議論し、共生する時代の到来であると考えた時、大学職員は大学職員の立場で“大学
職員”による“大学職員のため”の人的情報ネットワークが必要であり、そのために大学職員「人間
ネットワーク」の存在が重要な位置づけとなってくるであろう。
故に多くの大学職員の方々にお集まりいただき、共に英知を出し合いながら問題解決への手がかり
となればと考える。大学職員「人間ネットワーク」は、大学が健全に共生できるための大学職員によ
る活発な意見交換の場と成りうることを目指し、より多くの志を同じくする大学職員の方々にお集ま
りいただきたい。
（2018 年 11 月）

過去の開催実績
開催地

開催年月

第1回

愛知県

1998年12月

第2回

東京都

1999年6月

第3回

京都府

1999年12月

第4回

福岡県

2000年7月

第5回

神奈川県

第6回

会場校（場所）

主な討議テーマ

浜松G H

21世紀に向けての私立大学職員ネットワークのあり方について

日本大学

履修登録システムの事例報告

龍谷大学・京都外国語大学

F D 活動についての現状報告

西南学院大学

病める学生の心身ケアについて

2000年12月

神奈川大学

「著作権」についての理解

兵庫県

2001年6月

甲子園大学

「大学事務の情報化」

第7回

静岡県

2001年12月

東海大学

「学生支援」をテーマに多角的に検証

第8回

愛知県

2002年6月

金城学院大学

今後の学籍のあり方とは

第9回

東京都

2002年12月

明星大学

入学前提教育の諸検討

第10回

京都府

2003年6月

佛教大学

これからの大学職員像とは

第11回

東京都

2003年12月

大東文化大学

学生のキャリア形成について

第12回

岡山県

2004年6月

ノートルダム清心女子大学

学生のキャリア形成について（続）

第13回

東京都

2004年12月

桜美林大学

大学職員としての問題解決について

第14回

熊本県

2005年6月

熊本学園大学

個人情報保護法への対応について

第15回

大阪府

2005年12月

大阪工業大学

高大連携の現状と課題

第16回

新潟県

2006年6月

新潟国際情報大学

地域の中の日本

第17回

福岡県

2006年12月

九州産業大学

これからの大学職員像を考える

第18回

東京都

2007年6月

大正大学

高等教育のデザインと大学人の役割

第19回

広島県

2007年12月

広島国際大学

これからの学生支援のあり方と大学職員の役割

第20回

静岡県

2008年8月

10周年記念大会

大学自主防災

第21回

京都府

2008年12月

京都文教大学(浜松G H )

私立大学「働き場」のメンタルヘルス

第22回

福岡県

2009年7月

西南学院大学

「カネ」と「教育」について考える

第23回

東京都

2009年11月

東京農業大学

「カネ」と「教育」について考える P art2

第24回

岡山県

2010年5月

就実大学

大学職員力を考える

第25回

愛知県

2010年10月

東海学園大学

大学職員力を考える P art2

第26回

兵庫県

2011年6月

大手前大学

大学自主防災論

第27回

東京都

2011年12月

玉川大学

大学職員の育成について考える ～国立大学の事例からの考察～

第28回

福岡県

2012年6月

九州国際大学

大学の使命第1弾 学生の質保証のためのカリキュラム

第29回

愛知県

2012年12月

中部大学

大学の使命第2弾 「大学職員道」－大学を変える職員が変えるー

第30回

大阪府

2013年6月

追手門学院大学

大学の使命第3弾 学士課程答申以降の大学改革に果たす職員の役割

第31回

東京都

2013年12月

国士舘大学

大学の使命第4弾 おちこぼれ大学職員 －ワールドカフェ－

第32回

福岡県

2014年6月

九州大学

大学の使命第5弾 職員があらためて知ること・問うこと

第33回

愛知県

2014年12月

椙山女学園大学

大学の使命第6弾 わたしたち職員が”
育つ”
学びとは

第34回

京都府

2015年6月

京都学園大学

大学の使命第7弾 障がい学生支援と障害者差別解消法を考える

第35回

広島県

2015年11月

広島工業大学

第36回

東京都

2016年7月

東京家政大学

第37回

福岡県

2016年11月

第38回

愛知県

2017年6月

第39回

兵庫県

2017年11月

第40回

岡山県

2018年7月

第41回

東京都

2018年11月

大学の使命第8弾 学生の主体的学びへの支援「学びを促進する学習支援とアカ
デミック・アドバイジング」
大学を創る、未来を創る「大学史の原点と未来、不可視の未来を見据え、今何を
すべきか」

筑紫女学園大学

本物の職員力「S D の義務化、その背景とこれからの職員論」

名城大学

大学職員のキャリア形成

大手前大学

大学のまち・西宮

岡山理科大学 （延期）
20周年記念大会
（青山学院大学）

大学版インクルーシブ学習支援環境を創造する ～多様性への共感を育む学習環
境の構築とは～
予測困難な時代を乗り切るための大学職員力

2018 年 10 月 12 日
大学関係者

各位
20 周年記念大会運営委員会
第 41 回

大学職員「人間ネットワーク」のご案内
（20 周年記念大会）

このたび、以下要領にて第 41 回大学職員「人間ネットワーク」20 周年記念大会を開催いたします
ので万障お繰り合わせの上、是非ご参加くださいますようお願いいたします。
今回は創設 20 年目という記念すべき節目でもあることから、20 周年記念大会として開催いたしま
す。運営委員一同皆さまの参加をお待ちしております。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////
20 周年記念大会テーマ 「予測困難な時代を乗り切るための大学職員力」
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////
開催概要：
≪11 月 16 日（金）≫
【第１部】大学職員「人間ネットワーク」20 年を振り返る
場 所 ビストロビンゴ（東京都渋谷区円山町 6-11 電話 03-6712-7830）
参加費 6,500 円
時 間 19：00～21：00
≪11 月 17 日（土）≫
【第２部】研修会
場 所 青山学院大学 青山キャンパス 5 号館（https://www.aoyama.ac.jp/）
会 費 会員：無料、一般参加：1,500 円
時 間
10：30～11：30 総会
12：00～13：40 基調講演
「社会に支持され続ける大学を目指して～職員が拓く大学の未来～」
講 師 公立大学法人首都大学東京理事・筑波大学名誉教授
吉武 博通 先生
13：50～16：30 分科会 ～意見交換・総括～
【第３部】情報交換会Ⅰ
場 所 IVY ホール（https://www.ivyhall.jp/）
参加費 5,500 円
時 間 17：30～19：30
※第３部の終了後、情報交換会Ⅱも計画しております。
≪11 月 18 日（日）≫
【第４部】大人の社会科見学（オプショナルツアー）
場 所 最終ページをご参照ください。
参加費 5,000 円（移動の交通費、昼食時の酒類などは別途負担ください。）
時 間
9：00～15：00（予定）

【お願い】
11 月 17 日（土）の第２部、第３部の会費等は総会前または研修会前の受付にて現金にてお支払いく
ださい。

宿

泊

：

申込方法：

宿泊は各自で手配をお願いいたします。
渋谷、新宿、品川近辺のホテルをお早目に確保されるようお願いいたします。
以下 URL から辿るフォームに直接入力の上、お申し込みください。
https://goo.gl/forms/BU1Wp0IuINiidWFE3
申し込み期限 10 月 27 日（土）17：00

<第 41 回 20 周年記念大会開催趣旨>
大学職員「人間ネットワーク」は今年創立 20 周年を迎えました。当初からの「サロ
ン的雰囲気の下、忌憚の無い意見交換の場の提供」の趣旨は、20 年もの間変わること
なく今に続き現在に至っています。今回は、今までの 20 年を振り返りながら、今後の
20 年を考える機会と位置づけています。
昨今、SD の義務化や高大接続の大改革などから、2040 年に向けた高等教育の将来
像、AI などを始めとした政策 society5.0 など、私たちのこれからはどう変化していく
のでしょうか。全く予測が難しい状況である中で、私たちがこのような時代を乗り切
る為に、必要な力とは何かを考え、一つでも多くの気づきを得てもらうことを目的に
したいと思います。
大学職員「人間ネットワーク」20 周年記念大会運営委員会

＜プログラム詳細＞
《第１部》「人間ネットワークの 20 年を振り返る」
2018 年 11 月 16 日（金）
19：00～21：00
プロローグ 進行 木島 三弥 氏（東京農業大学）
第１部は、人間ネットワークのサロン的な雰囲気を重視した意見交換の場に特化した企画としま
した。話題は「人間ネットワークの 20 年を振り返る」とします。参加者それぞれの過去を振り返っ
ていただく機会とし、意見交換をしていただきます。関東部会で使用してきた老舗割烹料理店であ
る元「萬安」
（渋谷区円山町）が、今は広島や岡山の食材を使用し「和」をテーマにしたフレンチレ
ストランになって生まれ変わっております。お店の名前は「ビストロビンゴ」。ここを会場に貸し切
り（予定）、参加者の皆さまと振り返りをしていきたいと思います。会員の方は是非この機会に懐か
しい思い出話と共に、この 20 年間を総括してみてください。勿論初参加の方でも、人間ネットワー
クを知る大変よい機会だと思いますので、是非ご参加お待ちしております。

《第２部》「研修会」
2018 年 11 月 17 日（土）
10：00～
総会受付（青山学院大学 青山キャンパス

5 号館 4 階

545 教室前）

10：30～11：30
総会（青山学院大学 青山キャンパス 5 号館 4 階 545 教室）
会員の方は出席をお願いいたします。なお、詳細は後日メールなどでご案内しますがご欠席の
場合は委任状をお出しいただけますようお願いいたします。
総会終了後、青山学院大学内の学食が営業しております。昼食等を学食でお召し上がりいただ
くことが可能です。
11：30～
研修会受付（青山学院大学

青山キャンパス

5 号館 4 階

545 教室前）

12：00～13：40
（１）研修会（青山学院大学 青山キャンパス 5 号館 4 階 545 教室）
12：00～12：10
進行： 谷山 博之 氏（玉川大学）
諸注意
会長挨拶
運営委員会委員長挨拶
12：10～13：40
基調講演
テーマ「社会に支持され続ける大学を目指して
～職員が拓く大学の未来～」
講 師 公立大学法人首都大学東京理事・筑波大学名誉教授
吉武 博通 先生
13：40～13：50
休憩 ～移動～
13：50～15：50
分科会（各教室：分科会は、申し込み時の希望を基に当日お知らせいたします）
分科会テーマ（例）一覧
・10 年後の大学に求められる FD・SD・PD について考える
・大学教育において職員が担えること
・変わる教育と変わらない教育 ～予測困難な時代だからこそ大学教育の普遍性をもう一度考える～
・「AI」に教務を任せることは可能か
・どんな質保証をするのか
・学生の「満足度」向上のために職員ができること
・自ら考え行動できる学生を育てるために ～不確実な時代を生き抜く骨太な学生の育て方～
・正課と正課外活動の連動を考える
・学生が正課外でのばす能力とは
・大学入試は受験生へのメッセージになるのか？～教育理念とアカデミックポリシーの連動性～
・生徒から選ばれる大学を目指すにはどうしたらよいか？
・入試制度における多様化する受験生対応
・定年廃止や副業解禁など、キャリアの多様化の延長線上にあるキャリア教育とは？
・就職支援から行き方支援へ ～大学での学びを卒業後の生き方にどう活かすか～

・予測困難で変化のある時代を生き抜く学生をどう育てていくか
・大学で「就業力」を身に付けさせることは可能か
・「10 年後の学校運営における「リスク」とそのマネジメントについて考える。」
・「大学組織にとってあるべき総務の姿」
・限られた「物」「金」を使い、どう学びに貢献していくか？
・10 年後の大学職員に求められる能力とその醸成方法について考える
・これからの大学運営に必要な職員人材像とリーダー育成
・変わる時代と変わる大学職員 ～事務職員から職員へ～
・予測困難な時代に大学を支える人材をどう育てるか
・大学職員以外の仕事、できますか？
・内部監査の有効的な寄与 ～経営の逡巡を内部監査で打破できないか～
・新会計処理基準の見える化 ～経営の可視化と管理会計のあり方を問う～
・財務 IR と AI の活用 ～効率的な資産運用への応用～
・「運営交付金」や「私学助成金」の推移から未来を占う
・大学職員の研究支援のあり方
15：50～16：00
休憩・移動
16：00～16：30
意見交換会・総括（青山学院大学 青山キャンパス 5 号館 4 階 545 教室）
16：30～17：00
研修会閉会（青山学院大学 青山キャンパス 5 号館 4 階 545 教室）
関東部会長挨拶
記念撮影及び情報交換会Ⅰご案内
《第３部》情報交換会Ⅰ
2018 年 11 月 17 日（土）
17：30～19：30
（１）オープニング（青山学院大学 青山キャンパス構内 IVY ホール）
進行：牧
裕也 氏（国士舘大学）
会 場 校 挨 拶： 竹田 治世 氏（青山学院大学）
運営委員長挨拶： 谷山 博之 氏（玉川大学）
乾
杯： 運営委員会で指名させていただきます。
（２）人間ネットワークの 20 年を振り返る
（３）人間ネットワーク今昔物語
（４）インタビュー
（５）クロージング
会 長 挨 拶： 大学職員「人間ネットワーク」会長 水谷 俊之
（６）諸注意、及び情報交換会Ⅱ、第４部案内
情報交換会Ⅱは有志でご参加いただけます。
《第４部》「大人の社会科見学」
2018 年 11 月 18 日（日）
コンダクター： 杉田 美調 氏、（大正大学）、丸山
9：00 東京メトロ「国会議事堂前」駅
9：30 国会参観 （手荷物検査有り） ～移動
11：00 銀座散策
13：30 ロイヤルパークホテルにて昼食
15：00 解散予定
注）詳細は最終ページを参照

雄太

氏（大正大学）

氏（佛教大学）

20 周年記念大会運営委員会
このたび人間ネットワークは創立 20 年を迎えます。第 41 回大会が記念大会として開催されること
となり、その企画・運営は運営委員会を組織して検討をして参りました。大変光栄なことであり、且
つ大役を仰せつかった時は身が引き締まりました。運営委員会の私たちも、過去の人間ネットワーク
で出会い、お互い切磋琢磨してきた仲間です。20 周年記念大会の名に相応しいよう企画いたしました
ので、皆さまご自身がこれからの未来に向けて、何らかの気づきがあれば幸甚です。
皆さまのご参加、心よりお待ちしております。
敬具
委 員 長
副委員長
委
員

《アクセス》
第１部 ビストロビンゴ

東京都渋谷区円山町 6-11

JR 渋谷で下車、渋谷道玄坂を
登り途中映画館を通り過ぎ、全体
の 4/5 程度上がった所に「交番前」
の交差点があります。その右側の
ビル１階に小さな交番があります。
交番を右折して一分歩いたら右側
にレトロな味わいのある看板「ビ
ストロ BINGO」が見えます。（渋
谷駅から徒歩 10 分程度です）。
＜ビストロビンゴまでの道のり＞

店内の様子

外観

谷山
鎌田
石川
杉田
瀧本
平野
牧
丸山
光武
山口

博之（玉 川 大 学）
雅子（明 星 大 学）
悦嗣（明 星 大 学）
美調（大 正 大 学）
貴子（文京学院大学）
優貴（法 政 大 学）
裕也（国 士 舘 大 学）
雄太（大 正 大 学）
晋一（元 明 星 大 学）
崇（東 邦 大 学）

第２部
第３部

青山学院大学 青山キャンパス
IVY ホール
会場までの道のり
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25
JR 山手線、JR 埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線
徒歩 10 分
東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」より徒歩 5 分

赤○が５号館、青○が IVY ホール（青山学院大学構内）になります。

他「渋谷駅」より

第４部

１．当日の集合場所・時間について
【集合場所】
東京メトロ「国会議事堂前駅」の千代田線「国会議事堂方面改札」右手のコインロ
ッカー前（「4 番出口」付近）に集合してください。

【集合時間】
9 時 00 分（時間厳守でお願いします）
※国会参観時に手荷物検査があります。検査をスムーズに進めるため、大きな荷物
はコインロッカー等へ預けてから集合してください。

２．銀座の自由散策における一時解散・再集合場所について
【一時解散・再集合場所】
銀座の自由散策の際は、GINZA PLACE 横（銀座駅「A5 出口」付近）で一時解散・
再集合となりますので、ご協力をお願いいたします。

３．ロイヤルパークホテルでの解散について
昼食会場のロイヤルパークホテルで解散（15 時 00 分を予定）となります。
解散後の交通手段については以下の通りです。

【羽田空港へ向かう方】
ロイヤルパークホテル直結の「東京シティエアターミナル（T-CAT）」からリムジンバ
スで移動可能です。ホテル 2 階に T-CAT への連絡通路がございます。
「東京シティエアターミナル（T-CAT）」
所要時間：約 25 分

→

リムジンバス

→

「羽田空港」

【東京駅へ向かう方】
ロイヤルパークホテル B2 階から東京メトロ「水天宮前駅」へ直結しています。
「水天宮前駅」 → 半蔵門線
所要時間：約 15 分

→

「大手町駅」

→

徒歩

→

「東京駅」

※所要時間は目安です。運行状況により異なりますので、お帰りの飛行機や新幹線の
出発時刻にご注意ください。

４．緊急時の連絡先
参加者の皆さまには別途資料を配布いたします。
【オプショナルツアー担当】
杉田 美調（大正大学）
丸山 雄太（大正大学）

2018 年 10 月
大学職員「人間ネットワーク」
20 周年記念大会運営委員会編集

