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グローバル人材育成推進事業 

平成 27 年度科目 TA の公募について 

 

平成 27 年 2 月 

 グローバル人材育成推進支援室 

   

東工大は、平成 24 年度に文部科学省支援事業に採択され、「グローバル理工人育成コース」を開設しま

した。今回、以下のように、平成 27 年度科目の TA を募集します。 

 

1．募集人数 

20 名 （予定） 

 

2． 業務内容 

業務内容：グローバル理工人入門、およびグローバル理工人概論の講義補佐 

 講義名 履修対象者 業務内容 使用言語 

1） 

グローバル理工人

入門 

学部 

1 年生 

グループワークで定めた課題に対して、

出身国に関する情報提供を行い、また必

要に応じてグループワークの進行を手

助けし、グループワークを補佐する。 

日本語 

2） グローバル理工人

概論アジア編 学部 

2～4 年生 

全体の講義の進行及びグループワーク

を補佐し、適宜、留学生の視点から情報

提供を行う。 

日本語・英語

3） グローバル理工人

概論欧米編 
英語 

 

3. 業務時間および業務場所 

 講義名 業務場所 業務時間 

1） グローバル理工人

入門 

大岡山 

(通常講義)

平成 27 年度後学期（10 月 2 日（金）～2 月 2 日（火））

の火曜日 9・10 限の内指定された週の 4 回程度（詳細は

下記「4．講義形態及び講義日程」を参照） 

 グループワークメンバーが決める講義外のグループ

ワークの時間（9時間） 

2） グローバル理工人

概論アジア編 

大岡山 

(通常講義)

平成 27 年度前学期（4 月 7 日（火）～7 月 27 日（月））

の火曜日 9・10 限の内指定された週の 6 回程度及び講義

時間外の準備 3時間（詳細は下記「4．講義形態及び講義

日程」を参照） 

すずかけ台

(集中講義)

平成 28 年度春休み（2月 14 日（日）～3月 31 日（木））

の指定された日にち合計 3日間（１日 5時間程度） 

3） グローバル理工人

概論欧米編 

大岡山 

(通常講義)

平成 27 年度後学期（10 月 2 日（金）～2 月 2 日（火））

の金曜日 9・10 限の内指定された週の 6 回程度及び講義

時間外の準備 6時間（詳細は下記「4．講義形態及び講義

日程」を参照） 

 

 



2 

１．講義形態及び講義日程 

週 
グローバル理工人入門 

グローバル理工人概論

（欧米編） 

グローバル理工人概論

（アジア編） 

1    

2 10/13 導入、講義 10/16: 導入 4/13:対話型講義 

3 10/20: 講義・グループワーク 10/23:グループワーク 4/20: 対話型講義 

4 10/27:グループワーク    

5   11/6:グループワーク  

6  11/10:グループワーク  5/11: グループワーク

7 11/17:グループワーク  11/20:中間発表  

8  11/24: グループワーク  5/25: グループワーク

9 12/1: グループワーク  12/4: グループワーク  

10  12/8: グループワーク  6/8: グループ発表 

11 12/15: グローバル人材育成推進事業シンポジウム  

12 12/22: グループ発表  1/8:最終発表と総括 6/22: グループ発表 

13  1/5: グループ発表   

14 1/12:グループ発表   7/6: ディスカッション

とミニシンポジウム 

15  1/19: グループ発表   

4. 応募要件 

1) 本学在学の留学生であること。（学部、大学院の所属は問わないが、学部生の場合は学士論文

研究に所属していること） 

注：講義の特徴から、異なる国や地域の留学生の応募を希望します。（アジア・太平洋、中近 

東、アフリカ、欧州、北米、中南米） 

2) グローバル理工人育成コースの目的に賛同し、人材育成に対する意欲があること。 

3) 自国の問題を説明できる等日本人学生とのコミュニケーションに困らない程度の日本語での

会話能力があること。（一部のグローバル理工人入門 TA のみ） 

4) 教員とのコミュニケーションに困らない程度の英語力があること（グローバル理工人概論の

み）。 

5) 履修生の問い合わせや依頼に柔軟に対応できること。 

6) 指定された講義時間に参加し、また、履修生の依頼により講義時間外のグループワークに参加

できること。 

7) 母国および日本の比較研究（社会科学、経済学、技術分野等）を行った経験者を歓迎します。 
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5. 給与 

 講義名 給与 

１） グローバル理工人 

入門 

 本学規定の給与（時給：学部所属学生（４年生のみ）900 円、修

士課程所属学生 1,000 円、博士課程所属学生 1,200 円）に 12 時

間（90 分 X４回、およびグループワークに係る準備時間として 9

時間を想定）を掛けた金額とする。 

２） グローバル理工人概

論アジア編 

 本学規定の給与（時給：学部所属学生（４年生のみ）900 円、修

士課程所属学生 1,000 円、博士課程所属学生 1,200 円）に 11 時

間（90 分 X 7 回、および打ち合わせに係る準備時間として 4.5

時間を想定）を掛けた金額とする。 

３） グローバル理工人概

論欧米編 

 

6. 応募方法および締切 

所定の申請書に必要事項を記入の上、2月 20日（金）までにグローバル人材育成推進支援室宛 e-mail、

持参、メールボックスにて提出。 

 

7. 公募に関する今後のスケジュール 

2 月 10 日（火）  グローバル理工人入門、およびグローバル理工人概論の TA に関する説明会 

   日時・場所 12:30-13:00  留学生センター 2 階テレビ会議室 

3 月中旬    選考結果通知 

3 月 30 日（月）及び 9月 28 日（月）の週の一日  オリエンテーション 

 

8. その他 

参考１：グローバル理工人育成コース HP  http://www.ghrd.titech.ac.jp/  

参考２：グローバル理工人入門およびグローバル理工人概論シラバス 

 

【問い合わせ先】 

グローバル人材育成推進支援室 大岡山南 6号館 4階 402 号室 

メールボックス：S6-13 

電話：03-5734-3122 （担当：太田、横倉）e-mail: ghrd.info@jim.titech.ac.jp 

 


