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６．職員の養成、確保 

 

（１）現状認識、課題 

 研究・教育のグローバル化が急速に進む中で、大学の国際的な展開の充実

強化を図るためには、これを支える職員の養成、確保をいかに進めていくか

という点は最重要課題の一つである。現在の大学業務において、研究協力、

教務、産学連携、会計・財務、人事等の全ての面に「国際的要素」が含まれ

つつある。少なくともマネジメントに関わる職員の資質として、国際的な視

野を持ち、国際的要素を包含する諸課題に対する問題解決能力を持つことが

従前よりも求められる時代になってきている。 

 本章では、単に国際交流、留学生関係を担当する事務職員の養成、確保と

いう視点ではなく、一般職員を含め全学的な国際展開を支えるために必要な

職員をどのように養成、確保するかという視点で論じたい。 

国際業務に限らず、大学職員の質の向上については大学改革の重要課題と

して認識されているところである。山本（2006）は、大学職員に求められる

人材について 

 

「昨今、大学を巡る経営環境の複雑高度化の中で、高度な専門性を身につ

け、しかもそれを実際に使え、あるいはその知識をベースとしてリーダ

ーシップを発揮できる職員が求められるようになってきた。この図表（図

Ⅲ－6－1）でいえば、第Ⅰ象限に属する職員のことである。（中略）教員

出身の管理職であれ事務系の管理職であれ、あるいは管理職でない専門

職であれ、「問題解決能力」を持つ人材こそこれからの大学にはなくては

ならないものである。私はこれを「プロフェッショナル」と名づけてみ

た。」
１）

   

 

と論じている。 

 

山本のダイアグラムを参考に求められる職員像を考えた場合、図Ⅲ－6－2

に示すように、 

①大学の戦略的な国際展開のために必要な「プロフェッショナル」として 

 ・国際戦略の企画立案 

 ・行動計画の策定と評価、運営管理 

 ・海外の大学等との協力関係の構築 

 ・国際展開のための内外の外部資金の獲得 

 ・海外拠点の運営  

等の国際展開のマネジメントについて大学全体の教育、研究の戦略と整合

性を図りつつ推進する能力を有する者が想定できる。 
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図Ⅲ－６－１  大学職員に求められる能力と対応する人材 

出典：  山本眞一，2006，「一転換期の高等教育 第 23 回 大学職員論再考」 

『文部科学省教育通信』161：38-39 

 

  

 

 ②また、大学の国際活動のための「スペシャリスト」として 

  ・国際的な知財管理 

  ・国際法規（協定締結等） 

 ・危機管理 

  ・外国人研究者・留学生へのサービス提供 

  ・国際的な経理処理 

  等、国際的でかつ深い専門性を備えた人材を必要とする業務も拡大するこ

とが予想される。 

 

もちろん、①「プロフェッショナル」と②「スペシャリスト」ははっきり区

分けされるものではなく、中間的な性格を持つ業務やそれに対応する人材も求

められることとなる。 

一方、第Ⅱ象限にある「国際業務に全く関わらないジェネラリスト」の必要

性は減じることは明らかである。 

採択 20機関においては、これら①「プロフェッショナル」と②「スペシャリ

スト」を配置するため様々な取組を行っている。職員養成（研修）、外部人材の

活用、だけでなく職員のキャリアパスの構築のための制度的な改革への取組を

開始した事例もある。注目すべき取組例について次項で取り上げたい。 

 

  

 

管理・運営能力

ジェネラリスト 

プロフェッショナル 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

スペシャリスト 一般事務職員 

専門知識・能力 
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（２）注目すべき取組例 

  【神戸大学】：キャリアパスの構築 

    国際企画担当職員について専門職としてのキャリアパス構築を計画。現

在、平成 20（2008）年度を目途に大学内部からの人材登用制度（交流コー

ディネーター）の実施に向けて調整している。また、自校のみでは、人材

流動性には限度があることから、関西地区の複数大学間での人事交流につ

いての検討を始めている。 

 

  【東京大学】：総合的な職員の資質向上 

    「自律分散協調系」による新しい大学の運営組織モデル構築を掲げてお

り、その柱のひとつとして、幅広い経験と専門的能力の育成を目指す「教

育研究支援職員の育成」を打ち出している。国際業務対応能力を含め職員

の総合的な能力の水準の向上を重視している。なお、この観点から、東京

大学独自の職員公募・選考採用を実施しており、今後の職員養成の在り方

のモデルとして注視すべきである。 

 

  【東京外国語大学】：在学生の積極的な活用 

    語学系大学であることを活かして、在学生に国際交流業務の一部をイン

ターンとして担わせることで、在学中の実務経験の場を提供するとともに、

将来の進路先候補を拡げる仕掛けとしている。 

平成 18（2006）年 5 月よりインターン採用を開始。平成 19（2007）年 3

月現在、計 4名の在学生が国際交流業務にあたっている。 

 

  【長崎大学】：高度な専門能力を有する外部人材の活用 

    平成 17（2005）年 4 月設置の国際連携研究戦略本部に国際機関等経験者

を採用し、各人の経験・能力に合ったプロジェクトのコーディネーターに

配置することにより、学内外の調整機能を果たすとともに、企画立案から

実施までを迅速且つ一元的に行っている。 

 

  【名古屋大学】：コンソーシアムを活用した職員養成 

    自校が提唱・事務局を務める国際学術コンソーシアム（AC21）における

国内外でのシンポジウム等の開催にあたって、1 週間程度派遣することで、

実務経験を積む場として活用している。 

 

  【京都大学】：コンソーシアムを活用した職員養成 

    京都大学の主催により、AEARU、APRU加盟校を中心とした大学の国際交流

実務担当者が意見交換を行う「ユニバーシティー・アドミニストレーター

ズ・ワークショップ」を開催（第 1 回：平成 18（2006）年 3 月、第 2 回：

平成 19（2007）年 2月）。 

第 2回ワークショップでは、アジア 14 大学と京都大学及び他の大学国際

戦略本部強化事業採択機関を中心とした国内 10大学の実務責任者が一同に
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会し、国際交流の現状と今後の課題について発表、意見交換を行った。な

お、ワークショップにおける使用言語は英語である。 

 

  【鳥取大学】：海外拠点を活用した人材養成 

    海外拠点の設置地域を考慮して、①日本語、②英語及び③スペイン語/韓

国語/中国語のうち一つの言語 の合計 3か国語を話せる人材を養成する“ト

リリンガル”研修を平成 17（2005）年 6 月から実施。スペイン語、中国語

の受講者については、メキシコ及び中国の拠点へ派遣することで実務経験

を積ませている。また、韓国語の研修受講者を韓国・江原大学校に派遣し

ている。 

 

  【その他】 

    本事業採択を契機に、語学研修において実務内容面を強化。英語だけで

なく、自校の戦略に応じた多言語化（中国語、韓国語、スペイン語等）の

傾向が見られる。また、海外研修制度を新たに開始または強化した事例が

ある。派遣先は、交流協定校が最も多いのだが、語学だけでなく、実務面

を考慮して、大学として事前に研修内容等について十分協議をしているも

のが増えつつある。 

 

 

（３）分析及び課題 

   第 1 項で述べたように大学の国際展開を支える職員としては、山本の言う

「プロフェッショナル」な人材を配置するのが理想的である。    

図Ⅲ－6－2 でいう第Ⅲ象限から第Ⅰ象限へ引き上げるために必要な取組を、

①職員養成（研修）、②外部人材の活用、③キャリアパスの整備に分類して論

じたい。 

 

①職員養成（研修） 

職員の専門的な能力の向上のために、すなわち図Ⅲ－6－2 における左側

から右側へのベクトルを促進するためには十分に練られた研修プログラム

や OJTが有効である。 

第Ⅲ象限に位置する職員が第Ⅳ象限の「スペシャリスト」を目指すことを

重視する場合には専門性を深める研修が必要であろうし、第Ⅰ象限の「プロ

フェッショナル」を目指すことを重視する場合は総合的な研修プログラムを

考える必要がある。また第Ⅱ象限の「ジェネラリスト」に位置づけられる職

員については、これまでのマネジメント経験を活かしつつ、国際的な視野を

広げるための啓発的・専門的な研修も重要であろう。 

効果的、効率的な研修を行う観点から、国際的コンソーシアムを組んでい

るパートナーの大学と連携した研修、自校だけでなく複数の大学が連携して

実施する研修は参考となるであろう。また、海外拠点を有効に活用し、職員

養成を図っているケースにも注目すべきである。 
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海外の大学の事務担当者と日本の大学の事務担当者が一同に参集し意見

交換を持つ場を設定した事例はあまり例がない試みであり、非常に興味深い。 

 

  ②外部人材の活用 

 より即効性のある対応として、外部人材の効果的な登用を進めている機

関が数多くある。専門的な知識を有し、国際関係業務の経験が豊富な人材

を民間企業、国際機関等から発掘し配置することにより、国際展開の充実

を図るとともに、外部人材が内部組織への「カンフル剤」として、特に若

手の職員によい影響を与えていることに注目すべきである。なお、本事業

を活用して新たに採用された人材は全体で約 30名であり、その半数以上は

公募による採用である。 

    また、人材確保の手法として、自校の大学院生や外国人留学生を活用す

ることは、彼らの貴重な潜在能力を大学に還元することができると同時に、

彼ら自身にとっても教育的な効果があり、参考とすべき取組である。 

 

  ③キャリアパスの整備 

特に国際の「スペシャリスト」としてのスキルを身につけた職員に対し、

内部昇格の途をつくり、インセンティブを付与することによりバランスの取

れた職員養成を行うことを目指す意欲的な取組は注目に値する。これらの人

材を、自校に限らず他機関に派遣し経験を積ませることも念頭においた計画

である点も興味深い。 

 

以上のように各大学において特色のある取組が行われているところである

が、①の職員研修に関しては、近年、専門的な内容のプログラムが必要とさ

れる中で、特に規模の小さな大学では、各機関の努力だけでは系統立った効

果的な研修の実施が困難であるケースが想定される。 

例えば、オランダの政府系非営利団体である Nuffic（オランダ高等教育国

際協力機構）では大学担当者向けの研修制度を設けており、EAIE（欧州国際

教育協会）では各種の研修コースを複数国かつレベル別に実施しているとい

ったケースがある。 

JSPSでは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の事務系職員を対象に、

JSPS 海外研究連絡センター及び東京本部において国際学術交流の実務や語学

研修、海外実地研修の機会を提供する「国際学術交流研修」を実施しており、

大学の国際交流分野の第一線で活躍し、大学の国際化に大きく貢献する高度

な専門的知識を有する職員の養成に組織的に取り組んでいる1。また、文部科

学省においても、大学職員の国際的資質の向上を目的として、「国際教育交流

担当職員長期研修プログラム（ Long-term Educational Administrators 

                                                  

1 なお、JSPS では平成 18（2006）年 4 月に「大学国際化支援本部」（本部長：理事長）を設置し、

国立大学等の職員に対する国際関係業務に関する研修や、海外研究連絡センターによる大学の国際

化の支援活動を通じて、日本の大学の国際化を総合的に支援している。 
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Program for International Exchange：LEAP）」2を実施している。 

 こういった、設置者区分を超えた一体的な研修のより一層の充実を求める

声は多く、今後公的な機関が大学の研修について、どのように支援すべきか

を関係者間で検討することも有意義ではないだろうか。 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－６－２  大学の国際展開を支える職員に求められる能力と対応する人材 

出典：  「大学職員に求められる能力と対応する人材」（山本 2006）を基に JSPS 作成 
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１）山本眞一，2006，「一転換期の高等教育 第 23 回 大学職員論再考」，『文部科学

教育通信』161：38-39.

                                                  

2 外国人留学生や研究者の受入業務にあたる国立大学等の職員を対象として、米国における 1 年間

の語学及び国際関係業務に関する研修を行ない、当該職員の資質の向上を図るとともに、米国の教

育の理解を深める機会を提供するもの。 
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・国際法規（協定締結等） 

・危機管理 

・外国人研究者・留学生へのサービス提供 

・国際的な経理処理 
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研修（専門的）
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キャリアパス（人事制度） 

大学院生の活用 

外国人留学生の活用

新規・中途採用

のベクトル 

ＯＪＴ

国 際 業 務 の 経 験 豊

富な外部人材の活用

高度な専門性を持つ 

外部人材の活用 

研修（啓発的・専門的）
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