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高等教育研究の地平 （第1集） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784472180019  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 1998 商品コード 1011658256 

大衆化の時代から新たなステージを模索しつつある高等教育の研究動向を紹介。歴史・社会・文化に根ざした高等教育の特質を明らか
にし、大学とは何かを問う。日本高等教育学会の学会誌創刊号。 

ユニバーサル化への道 （第2集） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784472180118  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 1999 商品コード 1011658257 

21世紀の高等教育は、大学進学率50％を超える「ユニバーサル・アクセス」型から始まると予想されている。「万人に対する機会の提供」
を標榜するこの段階に突入することで、高等教育にどのような問題が生じるのか。 

日本の大学評価 （第3集） 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784472180217  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2000 商品コード 1011658258 

2000年４月、第三者による大学評価機関が創設されたが、はたして日本の高等教育システムになじむものなのだろうか。問題の全体像を
把握したうえで、自然科学系・人文社会科学系の研究評価の実態、教師・学生からみた視点など、有益な政策提言までみすえた議論を
展開する。 

大学・知識・市場 （第4集） 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784472180316  

著編者名 日本高等教育学会編集委員会 発行年 2001 商品コード 1011658259 

知識偏重の大学入試への批判はなりをひそめ、ここへきて企業も大学に即戦力の人材の要求や専門職の採用を言い始めてきた。大学
と市場を結びつける「知識」は、どのように位置づけられるのか。日本独特の社会経済事情をふまえ、新しい大学像の設計への視座を提
示する。 

大学の組織・経営再考 （第5集） 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784472180323  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2002 商品コード 1011658260 

新しい局面に対処し、知識社会のなかで積極的に貢献しうる大学の組織・経営とはいかなるものか。学長のリーダーシップはどのように
発揮されるべきか。経営を支える人材はどのように養成すればよいのだろうか。高等教育研究の蓄積のなかから新たな智慧を引き出し、
これからの大学のあり方を組織・経営面から考える。 

高等教育改革の10年 （第6集） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784472180330  

著編者名 日本高等教育学会編集委員会 発行年 2003 商品コード 1011658261 

国立大学は法人化の嵐の渦中に投げ出され、再編統合の動きが加速している。一方、私立大学は少子化のあおりを受け、厳しいサバイ
バル戦略の模索を強いられている。過去１０年の新現象は改革とどのような関係にあるのか、高等教育システムの変容につながるものな
のか。システムを構成するいくつかの側面に焦点を当てて検討する。 

プロフェッショナル化と大学 （第7集） 

同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥12,760 

冊子版ISBN 9784472180347  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2004 商品コード 1011658262 

高度専門職業人の養成を担う高等教育と社会法科大学院の設置や経営人材のプロフェッショナル化にみられるように、様々な領域で高
等教育のプロフェッショナルスクール（専門職大学院）化の動きが活発化している。医師、法曹等の特殊な職業のみならず、一般の職務
にまで専門化した学習が必要とされる社会と、高度専門職業人の養成を担う高等教育との関係について考察。 
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学士学位プログラム （第8集） 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784472180354  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2005 商品コード 1011658263 

国際的に適用できる学位のグランドデザイン１９９１年の学校教育法改正により、称号とみなされてきた「学士」は学位と位置づけられたが、
学位課程としての内実が確立されず、大学院の拡大でさらに曖昧化が進んでいる。高等教育が普遍化し長期化する中、国際的に適用
できる学士学位のグランドデザインをどのように描けばいいのか。各国の学士課程の歴史と現在から考える。 

連携する大学 （第9集） 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784472180361  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2006 商品コード 1011658264 

企業と大学、研究所が協力して技術開発をする産学連携、大学の枠を超えて受講できる「単位互換」制度、教育の多様化と並行して増
えてきた高大連携。これら大学内外の連携を考察しつつ、ユニバーサル化後、市場化の流れの中で変容する新しい大学像に迫る。大学
生き残りの方策のひとつとして注目されている連合・連携の光と陰。 

高等教育研究の10年 （第10集） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784472180378  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2007 商品コード 1011658265 

モデルを失った大学象の新パラダイムを探る近代大学の理念だったフンボルト理念は、現代の大学では生き残る余地はなくなってきた。
モデルを失った高等教育像はどのようなパラダイムで捉えることができるのか。高等教育学会創設以来の活動を、研究の方法論、専門
ディシプリンからみた研究動向、論点別にみた研究の動向、海外からの視点などから総括し、糸口を探る。 

大学生論 （第11集） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥15,400 

冊子版ISBN 9784472180385  

著編者名 日本高等教育学会 発行年 2008 商品コード 1011658266 

大学の構造と学生の意識や行動を関連付ける大学のもつ選抜性や規模などのハード的特性や教育プログラムや教育方法などのソフト
的特性と大学生の意識や行動を関連付けることができれば、大学生像を実証的に論じることができる。大学生活と学生の社会化、学生
の分化と多様化、学生層間の不平等や能力形成などの諸問題を考察し、現代における大学のあり方を逆照射する。 

変容する大学像 （第12集） 

同時1アクセス（本体） ¥8,140 

同時3アクセス（本体） ¥24,420 

冊子版ISBN 9784472180392  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2009 商品コード 1031325279 

近年の大学改革の過程で今まで大学が持っていた役割が失われるという事態が起こっている。大学の組織、財政、教職員、教育、研究
の動態から、大学の変容は何を意味し、将来にとってどのような問題を孕んでいるかを考察する。 

スタッフ・ディベロップメント （第13集） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784472180408  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2010 商品コード 1031325281 

大学の経営環境が厳しくなる中、大学職員に対する期待が高まっている。職員の資質向上を目指す能力開発であるスタッフ・ディベロッ
プメント（SD）についての学会での議論、研修プログラムや大学院教育、教員と職員の連携の問題などについて検討し、現場のニーズに
応えるSDはどうあるべきか、その目標と課題を論じる。 

高大接続の現在 （第14集） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784472180415  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2011 商品コード 1031325282 

大学への進学者数が増大するのに伴い、入学者選抜の方法や高校・大学の教育課程のあり方が見直されてきている。高校の出口と大
学の入り口を接続するシステムはどのように構築すればいいのか。選抜の多様化、教育課程の構成、教育機会の平等性、高大接続テス
ト構想や諸外国の事例の分析から高大接続の課題と問題点を検討。 
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高等教育財政 （第15集） 
同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784472180422  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2012 商品コード 1031325283 

1980年代以降、家計負担の増加や市場メカニズムの導入等により、世界の高等教育財政は大きな変貌を遂げた。国公私立大学の財政や
教育経済学、国際化と財政、授業料、科学技術政策と大学財政についての諸論文を掲載。私的利益を実現する役割と知の創造の源泉と
なる公共財としての役割を併せもつ高等教育のありかたを問う。 

高等教育研究の制度化と課題 （第16集） 
同時1アクセス（本体） ¥9,020 

同時3アクセス（本体） ¥27,060 

冊子版ISBN 9784472180439  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2013 商品コード 1031325284 

日本高等教育学会の研究領域はどのように展開し、その方法論はどのように蓄積・精錬されてきたのだろうか。設立15年を迎えた学会の研
究活動と役割を、他の高等教育系・教育学系学会や欧米・アジアの同種の学会との比較を軸として考察。さらに高等教育研究における方
法論の批判的検討と今後の課題について検証を行う。 

大学教育のマネジメントと革新 （第17集） 
同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784472180446  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2014 商品コード 1031325285 

大学教育政策が大きく動いている。教学マネジメントの改革はどこから来て、どこに向かうのか。その影響は何か。マクロ（政策）からミクロ 
（授業）にいたる大学教育の諸相を実証的に分析し、大学教育マネジメントの可能性と限界を明らかにする。国際的・国内的文脈をふまえ、
広く大学教育の革新の条件とあり方を構想する。 

高等教育改革その後の10年 （第18集） 
同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784472180453  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2015 商品コード 1031325286 

高等教育政策は、2000年代以降どう引き継がれ、今日にどのような成果あるいは弊害をもたらしたのか。本特集では、マクロ・ガバナンス、
大学組織の変遷、質保証、大学院改革、科学技術政策の変遷と高等教育政策、国際化の６つの機能領域ごとに、評価と検証、今日の問題
群への分析、今後の課題と展望などを考察する。 

高等教育研究におけるIR （第19集） 
同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784472180460  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2016 商品コード 1031325287 

高等教育政策のなかで焦眉の課題でありながら、基本的な認識の一致がないまま進展しているIRの現状を、それぞれの領域から明らかに
する。アメリカでの展開や、大学教育改革のなかでの役割を検討し、実践的な立場よりも高等教育研究との接点から広くIRを捉える。研究者
のほか、大学職員や高等教育政策関係者の関心にも応える。 

高等教育研究のニューフロンティア （第20集） 
同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784472180477  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2017 商品コード 1031325288 

日本高等教育学会の20周年記念として、７本の特集論文と天野郁夫初代会長の特別寄稿論文、その他３本の論文を収録。特集では、この
10年と次の10年を見据え、テーマの重要性や注目すべき動きなどを念頭に、高等教育研究における「ニューフロンティア」の見取り図を描く。
萌芽的な研究でレビューが難しい場合は事例を提示した。 

学生多様化の現在 （第21集） 
同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784472180484  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2018 商品コード 1031325289 

具体的な対応が重要課題となりながら、抽象的・多義的な議論が続く学生多様化の現代的位相と組織的対応を考察する。イギリスとの比較
や、高大接続改革の観点から検討することで、日本固有の特徴を浮き彫りにし、今後の更なる学生多様化に向けて具体的な方向性を示す。
カリフォルニア大学を例に大学の自律性を検討する論稿も掲載。 

高等教育と金融市場 （第22集） 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784472180491  

著編者名 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 発行年 2019 商品コード 1031325290 

日本の高等教育財政においては、政府の財政支出に比して家計による私的負担が極めて大きい。本特集では、家計から個人への費用負
担の変化に伴う金融市場との関わりと、大学経営における金融市場との関わりに焦点を絞り、金融市場からの資金調達の活用の現状と胚
胎する問題点を論じる。特集7論文のほか3論文を収録。 
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