
研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書 

グローバル社会における大学の国際展開について 

～日本の大学の国際化を推進するための提言～ 

 

Ⅱ日本学術振興会における取組 

（大学国際化戦略委員会・シンポジウム・情報交換会） 

 

（ⅰ）大学国際化戦略委員会 

第１回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 17(2005)年 6 月 29 日（水）11:00～13:00 

場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町第 2事務室 8 階 第 3会議室 

  主な議題 ：・大学国際戦略本部強化事業及び大学国際戦略委員会設置趣旨につい

て 

        ・今後の事業の進め方について 

  

第２回大学国際化戦略委員会 

日時   ：平成

場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

主な議題 ：・先行的な取組事例紹介（神戸大学・広島大学） 

      ・採択機関との意見交換会実施状況 

      ・今後の調査研究の進め方について 

 

第３回大学国際化戦略委員会 

日時   ：平成 18(2006)年 4月 13 日（木）13:30～15:30 

場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

主な議題 ：・平成 17 年度公開シンポジウムの実施状況について 

      ・平成 17 年度海外調査について 

      ・平成 18 年度活動計画等について 

 

第４回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 18(2006)年 12 月 20 日（水）10:30～12:00 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務所 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の実施方針に

ついて 

        ・大学国際化に関する日本学術振興会の取組について 

        ・大学の国際化に関する調査研究の成果について 

        ・中間報告書の作成の基本的考え方について（案） 

 

第５回大学国際化戦略委員会 
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日時   ：平成 19(2007)年 3月 13 日（火）13:00～15:00 

場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務所 5 階 第 1会議室 

主な議題 ：・JSPS「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発）

中間報告書（案）について 

      ・平成 19 年度 事業計画（案）について 

      ・OECD / CSTP / SFRI（科学技術人材問題等専門家会合）活動の進捗

状況について 

 

第６回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 19(2007)年 4 月 10 日（火）10:30～12:00 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・JSPS「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発）

中間報告書（案）について 

        ・OECD / CSTP / SFRI（科学技術人材問題等専門家会合）ワークショ

ップ及び定期会合等の開催状況について 

 

第７回大学国際化戦略委員会 

日時   ：平成 19(2007)年 10 月 2日（火）15:30～17:00 

場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町第 2事務室 8 階 第 2会議室 

主な議題 ：・文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」中間評価について 

      ・平成 19 年度海外調査について 

      ・今後の進め方について 

 

第８回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 20(2008)年 10 月 14 日（火）15:00～16:30 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務所 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・JSPS－NSF シンポジウム「大学の国際化戦略構想」（5月）について 

        ・平成 20 年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムについて 

        ・大学国際戦略本部強化事業 Web ページの充実化について 

        ・今後のスケジュールについて 

 

第９回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 21(2009)年 3 月 18 日（水）13:00～15:00 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・大学国際戦略本部強化事業 2009 年度のスケジュールについて 

        ・最終報告書構成（案）について 
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        ・最終報告書の執筆協力依頼（案）について 

        ・大学国際化調査の実施について 

        ・平成 20 年度公開シンポジウム「大学の国際戦略～人・財の新たな

潮流創出に向けて～」（2008 年 12 月早稲田大学にて開催）の報告 

        ・2008 年度海外調査の報告（AIEA 総会） 

 

第１０回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 21(2009)年 10 月 26 日（月）15:00～17:00 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・最終報告書（素案）について 

        ・今後のスケジュールについて 

 

第１１回大学国際化戦略委員会 

  日時   ：平成 21(2009)年 12 月 14 日（月）15:00～17:00 

  場所   ：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階 第 1会議室 

  主な議題 ：・最終報告書構成（案）について 

 

 

（ⅱ）公開シンポジウム 

・平成 17 年度公開シンポジウム 

  日時   ：2006 年１月 30 日（月）10：00～17：00 

  場所   ：新宿住友ビルＢ１階 新宿住友ホール 

  テーマ  ：「大学の国際戦略－戦略的・組織的な取組を目指して－」 

  共催   ：科学技術国際交流センター(JISTEC) 

 

・平成 18 年度公開シンポジウム 

  日時   ：2006 年 11 月 15 日（水）13：30～17：00 

  場所   ：政策研究大学院大学内 想海楼ホール 

  テーマ  ：「大学の国際戦略 ～『海外拠点』と『職員養成～』」 

  共催   ：科学技術国際交流センター(JISTEC) 

 

・平成 19 年度公開シンポジウム 

  日時   ：2008 年 2月 5 日（火）、6日（水） 

  場所   ：政策研究大学院大学内 想海楼ホール他 

  テーマ  ：「大学の国際戦略 ～課題と展望～」 

  共催   ：科学技術国際交流センター(JISTEC) 
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・日本学術振興会―米国国立科学財団 共催シンポジウム 

  日時   ：2008 年 5月 22 日（木）、23 日（金） 

  場所   ：ジョージワシントン大学 ワシントンＤＣ 

  テーマ  ：「大学の国際化に向けた戦略的主導」 

  共催   ：米国国立科学財団（NSF）、The University of Tulsa、AIPT 

 

・平成 20 年度公開シンポジウム 

  日時   ：2008 年 12 月１日（月）、2日（火） 

  場所   ：早稲田大学 小野記念講堂  

  テーマ  ：「大学の国際戦略～人・財の新たな潮流創出に向けて～」 

  共催   ：米国国立科学財団（NSF）、早稲田大学、 

科学技術国際交流センター(JISTEC)  

 

 

（ⅲ）情報交換会 

・採択機関間の情報交換会（第１回） 

  日時   ：平成 19(2007)年 12 月 17 日（月） 

  場所   ：東京外国語大学府中キャンパス 

  テーマ  ：外国人研究者などの受け入れの改善 

  共催   ：東京外国語大学国際学術戦略本部(OFIAS) 

 

・採択機関間の情報交換会（第２回） 

  日時   ：平成 20(2008)年 3 月 18 日（火） 

  場所   ：東海大学代々木キャンパス 

  テーマ  ：・海外拠点の設置・活用 

        ・外国人研究者の入国・在留の諸手続 

        ・ワンストップ・サービス 

  共催   ：東海大学・北海道東海大学・九州東海大学 

  

・採択機関間の情報交換会（第３回） 

  日時   ：平成 20(2008)年 10 月 23 日（木） 

  場所   ：広島大学 

  テーマ  ：・海外の大学との協定締結 

        ・コンソーシアムの活用 

  共催   ：広島大学学術室国際企画連携グループ 
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・採択機関間の情報交換会（第４回） 

  日時   ：平成 21(2009)年 5 月 8日（金） 

  場所   ：東京大学 本郷キャンパス 山上会館 

  テーマ  ：国際業務と管理業務をつなぐ職員と教員の協同体制 

  共催   ：東京大学国際連携本部及び本部国際系 
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