EAGLE ワークショップ
クリティカルシンキング, クリティカルリーディング,
クリティカルライティングで、研究の生産性をインスパイアする:
英語を母語としない研究者のための論文作成サポートプログラム

EW1:イノベーティブリサーチの基礎 [EW1-G]
EW2:文献 から理論 を組み立てる [EW2-G]
研究者／大学院生のための短期ワークショップのご案内
EAGLE ワークショップ
日程

イノベーティブリサーチの基礎 [EW1-G]

2019 年 1 月 19 日 (土)～20 日(日)
2019 年 3 月 7 日(木)～8 日(金)

EAGLE ワークショップ
日程

各回

午前 10 時～午後 6 時

イノベーティブリサーチの基礎 [EW2-U]

2019 年 3 月 4 日(月)～5 日(火)
各回

2019 年 3 月 2 日(土)～3 日(日)

2019 年 3 月 9 日(土)～10 日(日)

午前 10 時～午後 6 時

趣旨と目的
E.A.G.L.E. (Excellence Accelerator for Grounded Learning Environment) Program©は、プトラマ
レーシア大学 Universiti Putra Malaysia（UPM）のラヒナ・イブラヒム教授によって考案された、英語を
母語としない研究者が知的なプロセスを理解しやすいようにサポートするマレーシア発の教育イノベ
ーションの一つです。
今回は、日本の研究者／大学院生向けに“PhD ジャーニー”をテーマに２つのワークショップを 3
回設定いたています。いずれの回も E.A.G.L.E.プログラムのエキスパートトレーナーであるラヒナ教授
が直接、指導にあたります。
ワークショップは実践的です。ワークショップ 1 では、“PhD ジャーニー”の全体を見通して、リサー
チクエスチョンの狙いを定めます。ワークショップ 2 ではクリティカルに文献レビューを行い、構造化さ
れた E.A.G.L.E.フレームワークを使って論文の草案を作っていきます。
運営：ヘルスケアリサーチ株式会社
研修実施：Grounded Learning (M) Sdn. Bhd.
※ この研修プログラムは、Universiti Putra Malaysia のライセンスの下、Grounded Learning (M) Sdn. Bhd.
が実施するものです。日本での運営事務局はヘルスケアリサーチ株式会社が受託しています。
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EW1:イノベーティブリサーチの基礎 [EW1-G]

コースの概要
研究計画を書こうとするときは、ご自身の“PhD journey”について知り、計画を立て、それを達成する
ためのマネジメントもわかっていなければなりません。EAGLE ワークショップ 1:イノベーティブリサーチの
基礎では、研究計画書の書き方を学ぶのではなく、研究計画書をご自身が常に解明しようとしている
課題にフォーカスして、より良い博士研究の質と成果を目指して作成するキーポイントを学びます。

コースの進め方
ワークショップを通じて、参加者はその専門分野で博士として卒業するために、研究の狙いを見直す
ことを学びます。ご自身の独自の研究課題をどう解決するか、にチャレンジします。E.A.G.L.E は、目指
す専門分野に合わせて、どのように研究の狙いを見直してリサーチクエスチョンを役立たせるかを理解
していくアプローチで、学位取得に向け“PhD Journey”全体の地図を作成していきます。
このワークショップは、博士研究にとりかかろうとする方、研究の方向を転換しようとする方、研究の関
心を再調整しようとしている方に、特にお薦めします。

このような方にお勧めします：
1.

大学院（修士、博士）の研究を準備されている方

2.

社会人大学院生

3.

研究費の申請を計画している方

4.

博士研究の関心や専門性を再調整しようとされる方

5.

より高いインパクト研究成果に向けて、研究の方向を転換しようとする方

コースで取り上げること
1. 自身の修士/博士研究の独自性を保持する
2. 2 日間であなたのメイン・リサーチ・クエスチョンを見つける
3. 36 か月で博士課程を修了するために必要な Ph.D.のテクニカルスキル
4. ボーナス：あなたの文献レビューを早く、効果的にするためのヒント
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■ 日程（予定）
第1日

9:30
10:00

17:30
18:00

受付・登録
開会
ワークショップ 1A
- E.A.G.L.E.ワークショップ 1 の概要
ワークショップ 1B
-課題の特定
<昼食>
ワークショップ 1C
-リサーチ・クエスチョン
<休憩>
ワークショップ １D
- E.A.G.L.E テーブルの基礎
まとめ
1 日目 終了

18:00-19:00

メンタリングアワー（予約制）

9:30
10:00

18:00

開場・受付
ワークショップ 2A
-期待される成果と知見への貢献
ワークショップ 2B
-研究概要
<昼食>
ワークショップ 2C (途中休憩あり)
-文献レビュー （レベル 1）
まとめ
受講証の授与
終了

18:00-19:00

メンタリングアワー（予約制）

10:30
12:00
13:00
15:00
15:30

第2日

12:00
13:00
17:30

EAGLE ワークショップ イノベーティブリサーチの基礎 [EW1-G]
日程・会場
201９年 1 月 19 (土)～20(日) 午前 10 時～午後 6 時
NATULUCK 神田北口駅前 3 階大会議室
(〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-3 高遠ビル3F)
2019 年 3 月 2 日(土)～3 日(日)

午前 10 時～午後 6 時

東京、詳細は未定
2019 年 3 月 7 日(木)～8 日(金)

午前 10 時～午後 6 時

東京、詳細は未定
費用

30,000 円（2 日間の短期集中ワークショップ、メンタリング、教材含む）*

募集人数

50 人

＊EW-1+EW-2 のコンボプログラム(10％引き)、個別申し込みがあります。
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EW2: 文献から理論を導く [EW2-G]

コースの概要
“Literature Journey”で、先行する研究者達が成し遂げた素晴らしい知見の空間へと出かけて
いきます。最も重要なことは、“Literature Journey”はご自身が予想もしていなかった新しい可能性
をもたらすことです。まず、何が主要な構成要素として理論を形作るかを知り、どうやってご自身の
セオリーを見つけ出すか、一緒に確かめてみましょう。

コースの進め方
このワークショップのユニークな点は、E.A.G.L.E が科学論文を書くときに研究者が直面する問題
に通じていることです。このような理解を通じて、E.A.G.L.E.はわずか 2 日間でセオリーを生み出すク
ラスの構造化したガイドラインを考えだしました！
文献レビューをどのように活用するかを理解し、クリティカルに文献をレビューすることは、論文を
書く上で最もチャレンジングな部分です。このプロセスの終わりには、いくつものセオリーが生まれる
でしょう。E.A.G.L.E.ワークショップは、研究者自身によるセオリー創造力を強化し、それによって自
身のフィールドで新しい知見に貢献することができます。博士課程を修了するということは最低一つ
のセオリーを持っていることです。だからこそ、このワークショップを修士課程、博士課程に進んでい
る方に、特にお勧めするのです。

このような方にお勧めします：
1.学位論文の文献レビューを草稿中の方
2.理論的なフレームワークを開発（進化）させようとしている方
3. SCOPUS（国際的に評価されている）雑誌に投稿を計画されている方

コースで取り上げること
1. (EW1 の)E.A.G.L.E Table から解決方策の目標を定める
2. クリティカル・レビューの基礎とライティングのテクニック
3. あなたのクリティカル文献レビューの成果に優先順位をつける
4. 文献レビューの章の草稿を容易に書くテクニック
5. ボーナス：あなたの最初の論文の草稿フォーマット
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■
日程（予定）
第1日

9:30
10:00

17:30
18:00

受付・登録
開会
ワークショップ 1A
- 研究概要の解説紹介
ワークショップ 1B
-課題を抱えていますか？
ワークショップ 1C
-文献レビュー （レベル 1）
<昼食>
ワークショップ 1D
-文献レビュー （レベル 2）
<休憩>
ワークショップ 1E
-セオリー開拓のハンドリング
まとめ
1 日目 終了

18:00-19:00

メンタリングアワー（予約制）

9:30
10:00

18:00

開場・受付
ワークショップ 2A
-セオリーのレビュー
<昼食>
ワークショップ２B
-サイエンティフィック・ライティングの基礎
<休憩>
ワークショップ２C
-サイエンティフィック・ライティング
まとめ
受講証の授与
終了

18:00-19:00

メンタリングアワー（予約制）

10:30
11:30
12:00
13:00
15:00
15:30

第2日

12:00
13:00
15:00
15:30
17:30

EAGLE ワークショップ イノベーティブリサーチの基礎 [EW2-G]
日程・会場

2019 年 3 月 4 日(月)－5 日(火) 午前 10 時～午後 6 時
（東京、詳細は未定）
2019 年 3 月 9 日(土)-10 日(日) 午前 10 時～午後 6 時
（東京、詳細は未定）

費用

45,000 円（2 日間の短期集中ワークショップ、メンタリング、教材含む）*

募集人数

40 人

＊EW-1+EW-2 のコンボプログラム(10％引き)、個別申し込みがあります。
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持参して頂くもの
 マイクロソフトのワード又は類似するソフトウェアをインストールしたノート PC
 関心のある主題に関連する最低 5 論文（EW1）または 30 論文（EW2）のソフトコピーまたはハードコ
ピー
詳しくは、参加票とともにご案内いたします。

秘密保持
 このワークショップでは、参加者に帰属するこれから取り掛かる研究、あるいは現在研究中のテー
マを取り扱います。


参加者には、開講時に Non-Disclosure Agreement 秘密保持誓約書に署名して頂きますので、ご
了承ください。

申し込み方法
 EAGLE Navigator Japan のサイトから、お申込みください。
URL

https://eaglenavigator.com/eagleprogramjapanjp/

「参加登録方法」から、申込フォームにリンクしています。
申込フォームに記入して送信してください。


あるいは eagle@healthcare-research.jp にメールで参加希望とご連絡ください。申込フォームのリ
ンクをお知らせいたします。

お支払い方法
1. お申込みを受信後、請求書をメールでお送りいたします。
2.

指定の銀行口座にお振込みください。

3.

クレジットカードでのお支払いは、PayPal をご利用ください。

4.

研究費等でのお支払いにも対応いたしますので、お申込み時にご相談ください。

5.

入金確認後に受講票をメールでお送りいたします。

Certification
 コース終了時に、受講修了証を授与します。
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Prof. Rahinah Ibrahim のプロフィール
 建設工学博士 2005 年 米スタンフォード大学
 建築学修士 1990 年 Southern California Institute of
Architecture
 7 年間建築業界に、21 年間大学で教育・研究に従事
 2013 年 National Academic Award（マレーシア）を受賞
 2012 年 Top Research Scientists Malaysia を受賞
 エスノグラファー 社会文化的・環境的な文脈をベースとした認
知行動の分析及び解釈に熟練

参加者の声
“もっと早く学んでおきたかった。大学院の後輩にはぜひ、勧めたい。”
―企業からの参加者（研究開発部門）
“研究成果報告の投稿が迫っている。草稿の目途がついた。”
― 大学病院の医師
“次の研究計画のマッピングが出来た。”
―大学教授（医学系）
“これまでの指導法で不足していたことに気がついた。”
―大学教授（社会科学系）
＊2018.8.27-30 リサーチライティング・ブートキャンプ （東京）

E.A.G.L.E. Navigator ホームページから抜粋引用
https://eaglenavigator.com/general-comments/
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E.A.G.L.E. PROGRAM JAPAN EAGLE ワークショップ
URL

https://eaglenavigator.com/eagleprogramjapanjp/

お問い合わせ・お申込み
ヘルスケアリサーチ株式会社
（担当：野村）
〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-28-4 日本橋 CET ビル 2 階
E-mail: eagle@healthcare-research.jp
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