
https://catalog.asu.edu/ug_grad_req
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https://www.class-central.com/universities
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https://asuonline.asu.edu/what-it-costs
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edX: XSeries
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MicroMaster (2015-)
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http://news.mit.edu/2015/online-supply-chain-management-masters-mitx-micromasters-1007
http://news.mit.edu/2015/online-supply-chain-management-masters-mitx-micromasters-1007
http://news.mit.edu/2015/online-supply-chain-management-masters-mitx-micromasters-1007
http://micromasters.mit.edu
http://micromasters.mit.edu


MicroMaster：産業界との連携
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Tuition (2017-2018): SCMb ($42,553) vs. SCMr ($71,000) 

MicroMaster: 修士号取得のための学費を削減
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MicroMaster: 他大学の修士プログラムとの単位互換
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Coursera: Master’s Degrees
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Text
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Western Governors University
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• アメリカの19州の協力によって創設されたオンライン公立大学

•通常の大学のように自前の履修課程に合わせた講義を提供していない

•学生が十分な知識や技能を持ち合わせていることが試験やレポートで
確認されれば、「学生が、どのような教材を使って、どのように学んだか
に関係なく、評価基準に従って単位を認定し、必要な単位数が揃えば学
位を授与する」という制度を採用（学生は、オープンエデュケーションをフ
ル活用できる）

•学位取得にかかるコストは、普通の私立大学の六分の一程度

•学士課程を最短二年間で修了可能なので、学生(特に社会人学生)が
経済的・時間的に得られるメリットも大きい

•学生のための24/7オンライン学習支援(教員やチューターによるカウン
セリングなど)やオンライン図書館などの学習リソースなどの提供

Western Governors University
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Creative Destruction and the Future of Higher Education

大学教育の創造的破壊と未来
 ―世界最先端の次世代大学が仕掛けるエリート教育を探る―

お申込み方法

5月25日(木)までに以下のwebページより
お申し込みください(定員150名)
http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/apply_form/20170530WorkShop/

参 加 費 無 料
日 英 同 時 通 訳 付

Ben Nelson （ベン・ネルソン）
Founder, Chairman, and CEO, Minerva Schools at KGI

ペンシルバニア大学ウォートン校卒業後、オン
ライン個人出版事業会社である Snapfish に参
画。CEO として同社を業界 1 位に導き、2010
年にヒューレット・パッカードに約 3 億ドルで
売却後、学生時代からの願望だった大学教育の
再創造に挑戦。ハーバード大学学長（当時）の
ラリー・サマーズ氏等の支援を得て 2014 年に
Minerva Schools at KGI (ミネルバ大学)を創立。

概要
　次世代の大学として世界的な注目を集めているミネルバ大学は、2014 年に米国サンフラ
ンシスコで設立され、開学 2 年目には、98 ヵ国から 1 万 1 千人以上の入学希望出願者があり、
合格率は僅か2.0%であった。世界7都市の学生寮を移動しながらオンラインで学ぶという、
ユニークな全寮制の 4 年制大学であるミネルバ大学には、「受動的な教育に満足せず、大学
教育を再創造したい」という起業家精神を持った意欲的で優秀な学生たちが世界中から集ま
り、実際に高校在学中に起業経験のある学生も多く在籍している。2017 年度には、入学希
望出願者が 2 万人を突破し、同大学はさらに「狭き門」となりつつある。
　ミネルバ大学のカリキュラムは、最新の ICT（情報コミュニケーション技術）を活用した
少人数のセミナー形式の授業とプロジェクト学習を中心に構成されており、２つの個人技能
である「批判的思考力」と「創造的思考力」、２つの対人技能である「プレゼンテーション能力」
と「対人コミュニケーション能力」を合わせた「4 つのコア技能」を、継続的で良質な体験学習、
パフォーマンス評価や学習データ分析に基づいた即時的なフィードバックや適切なアドバイ
スを通じて、習慣的・経験的に身につけられるようにデザインされている。
　本公開研究会・国際シンポジウムでは、ミネルバ大学の創立者兼 CEO である Ben 
Nelson 氏を基調講演者に迎え、同大学のアジアや日本における展開を推進する責任者や産
学関係者と共に、ミネルバ大学に代表されるような新しいイノベーティブな大学教育の可能
性や課題、次世代大学の台頭が既存の伝統的な大学に与えるインパクトや影響などについて
議論と理解を深め、大学教育の未来を予見する。

国際シンポジウム・第92回公開研究会

日時  2017年５月 30日(火)   14:00～17:45（受付開始︓13:30～）
場所  京都大学 芝蘭会館（本館） 稲盛ホール
主催  京都大学高等教育研究開発推進センター
アクセス  ・京都市バス  京大正門前下車  徒歩約 2 分
　　　   　   ・京阪電車  出町柳駅下車  徒歩約 15 分

お問い合わせ  京都大学高等教育研究開発推進センター事務室  （E-mail︓550center@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）

京都大学高等教育研究開発推進センター 国際シンポジウム・第 92 回 公開研究会

大学教育の創造的破壊と未来
 ―世界最先端の次世代大学が仕掛けるエリート教育を探る―

プログラム　※日英同時通訳付
13:30~  受付

14:00~14:05 開会挨拶　
     飯吉 透　（京都大学教育担当理事補・高等教育研究開発推進センター長・教授）　
14:05~14:25 活動報告　 「京都大学の取り組み」
　　　　　　　　　　　　  酒井 博之・田口 真奈   （京都大学高等教育研究開発推進センター准教授）

14:25~14:45 特別講演　「ミネルバ大学と高等教育の未来」
　　　　　　　　　　　　　　  山本 秀樹   （ミネルバ大学日本事務所代表）　　

14:45~15:25 基調講演　“How to Update Existing Higher Education?”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ben Nelson（Founder, Chairman, and CEO, Minerva Schools at KGI）　　　

15:25~15:35　休憩

15:35~16:15 対談 　“Open Educational Innovation: Creative Destruction or Destructive Creation?”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ben Nelson × 飯吉 透

16:15~17:45 パネルディスカッション
  　・モデレーター︓ 飯吉 透
  　・指定討論者︓  君和田 卓之   （三井物産サービス事業部ヒューマンキャピタル事業室長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下 佳代   （京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
  　・パネリスト︓  Ben Nelson
     Kenn Ross（Managing Director, Asia, Minerva Schools at KGI）
     君和田 卓之
     松下 佳代

17:45　　　　　閉会
　　　　

Ben Nelson（ベン・ネルソン）
Founder, Chairman, and CEO, Minerva Schools 
at KGI

松下 佳代（Kayo Matsushita）
京都大学高等教育研究開発推進センター教授

田口 真奈（Mana Taguchi）
京都大学高等教育研究開発推進センター准教授

酒井 博之（Hiroyuki Sakai）
京都大学高等教育研究開発推進センター准教授

君和田 卓之（Takashi Kimiwada）
三井物産サービス事業部ヒューマンキャピタル事業
室長

山本 秀樹（Hideki Yamamoto）
ミネルバ大学日本事務所代表

Kenn Ross（ケン・ロス）

京都大学教育担当理事補・高等教育研究開発推進セ
ンター長・教授

飯吉 透（Toru Iiyoshi）

Managing Director, Asia, Minerva Schools at KGI
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Supply Push               Demand Pull
流通・販売

小売店 オンラインストア
メディア

マスメディア パーソナルメディア
広告

マスメディア ネット検索付帯

教育

「グローバル化・フラット化する世界」において求められる
21世紀の教育におけるパラダイム転換

プリセットされた大量生産的・
画一的な知識や技能の習得

興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得
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21世紀の教育におけるパラダイム転換
Supply Push               Demand Pull

教育
プリセットされた大量生産的・

画一的な知識や技能の習得
興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得

高等教育 1.0 高等教育 2.0

現代社会において、 個々人が、知識的・技能的・職業的基盤を確
保するために、十歳代後半から二十歳代前半までの四年間を「壁に
囲まれた」大学で過ごせば「高等教育は修了」というモデルは、機
能しなくなりつつある。「高等教育のロングテール化」が不可避。

オープンエデュケーションや教育イノベーションを活用した
次世代高等教育モデルの模索
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