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17.10.11開催

大学国際化戦略委員会
（第２回）

大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携支援）

〔目的〕

我が国の高等教育の国際的通用性・共通性の向上と国際競争力の強化を図

るため、海外の大学等との積極的な連携等を図る取組みの中から、特に優れ

た取組みを選定し、財政支援を行うことで、高等教育の国際化を一層促進さ

せることを目的とする。

〔概要〕

○対象

大学等（短期大学、高等専門学校を含む ）において、学長（高等専門学。

校においては校長）を中心とするマネジメント体制の下で実施する組織的な

教育改善の取組みのうち、大学等が自らの特色を生かし、海外の大学等と教

育研究活動で連携し、国際的な共同プログラムを実施することなどにより、

教育の国際的通用性・共通性の向上と国際競争力の強化及び国際的に活躍で

きる人材養成に資する総合的な国際教育活動の取組みを対象とする。

○選定件数

１０４件の応募があり、１５件選定。

○審査方法・手順

大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援、戦略的国際連

携支援）選定委員会において行う。審査の客観性を担保するため、書面審査

を行い、委員の合議により選定候補を選定する。

○財政支援

・ １件当たり年額３，０００万円を上限に支援。

・ 取組み内容等を考慮し、おおむね取組み単位の修業年限(２年～４年間)

を限度に複数年の財政支援を予定。

〔参考〕

○平成１７年度公募スケジュール

５月２３日 １７年度公募開始（公募通知発出）

６月２２日まで 応募受付

７月２８日 選定結果の発表
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国立大学　９件 文部科学省高等教育局　学生支援課国際交流企画室

大学等名 取組み名称 取組み担当者名 取組み単位 連携先 事業の概要
複数学位
の取組み

＊

北海道大学
国際南極大学カリキュラムの創設 本堂　武夫 研究科

タスマニア大学、スイス
連邦工科大学

　本取組みは、極地研究の様々な分野でリーダーシップを発揮すると同時に、即戦力となるような、
フロンティア精神に富んだ学生を育成することを目的とする。
　具体的には、実施期間の前半では、優れた実習フィールドや研究内容等で相互補完的な特徴を
もっているタスマニア大学、スイス連邦工科大学と連携し、現在希求されている高レベルの内容を
含んだ国際カリキュラムを作成する。
　また後半では、実習フィールドを南極大陸にまで拡大するなど、前半で確立したカリキュラムを基
にさらに高度な国際標準カリキュラムの作成に取組み、平成20年度設立予定の国際南極大学のカ
リキュラムの創設を目指す。

＊

東北大学

日欧・日中次世代指導者育成共同教育実践
   ～先端理工学分野高等教育の
                                    グローバルな展開～

大西　仁 研究科
エコール・セントラル、国
立応用科学院リヨン校、
清華大学

　本取組みは、フランスにおいて次世代の指導者を育成する高度な教育を実施しているエコール・
セントラル及び国立応用科学院リヨン校、そして中国の重点大学の中でもトップレベルにある清華
大学との間で、共同カリキュラムの策定、単位相互認定、学位の共同認定等の基盤を確立し、特
に国際的に本学が高く評価されている理工学分野における次世代の指導者育成のための共同教
育プログラム(ダブルディグリープログラム)を実施する。
　また、両国にブランチオフィスを設置し、本学の教育内容等の広報、アドミッション機能及び学位
の合同審査等の体制を整備する。

○

＊

東京大学
東アジア・リベラルアーツ・イニシアティブ 木畑　洋一

学部
・研究科

北京大学、南京大学、ソ
ウル大学校、ベトナム国
家大学ハノイ校

　本取組みは、漢字文化圏の著名大学である北京大学、南京大学、ソウル大学校及びベトナム国
家大学ハノイ校との間に共通のリベラルアーツ教育を展開することにより、未来の東アジア共同体
の土台となりうる東アジアの相互理解による公論形成促進に人材育成面からの貢献を目指す。
　具体的には、教員の相互派遣により東アジア共通リベラルアーツ教育を実施するとともに共通教
材の作成、学生交流等を進める。また、遠隔授業設備等を整備し、南京大学のリベラルアーツ教
育関連学科の新設を支援する。

東京医科歯科大学 医療グローバル化時代の教育アライアンス 高野　健人 研究科

ハーバード大学、エール
大学、リバプール大学、
チュレーン大学、モンゴ
ル健康科学大学、シド
ニー大学、復旦大学、香
港中文大学、フエ大学

　本取組みは、本学の医学教育及び研究の国際連携実績を踏まえ、学生と教員の派遣及び諸外
国の若手リーダーの受入れを推進し、国境を越えて医学・医療教育を提供するための教材の開発
と、国際教育連携のアライアンス構築を目指す。
　具体的には、連携大学間における大学院の複数学位の取得(ハーバード大学、エール大学、シド
ニー大学)を可能とすることや医療システム国際連携教育モジュール教材の開発等を行う。

○

＊

東京工業大学

東工大－清華大　大学院合同プログラム
  ～国際的リーダーシップを発揮する
                         理工系人材育成プログラム～

橋爪　大三郎 研究科 清華大学

 　本取組みは、中国の清華大学と共同で大学院（修士課程、博士後期課程）の合同プログラム（聯
合培養項目）を設置し、日本語・中国語・英語を駆使して国際的リーダーシップを発揮できる優れた
理工系人材を育成する。（プログラムは2004年2月に基本合意され、本年４月から本学における授
業を開始。）
　具体的には、参加学生は、両大学で研究を行い、修士課程は３年ないし２年半で双方の修士号
を、博士後期課程はおおむね３年でどちらか一方の博士号が授与されるという大学院レベルでは
我が国最初の、デュアル・ディグリー（双方学位）プログラムである。
　また、「北京事務所」を設置し、日本語による授業の提供、情報の収集及び日中企業との交流な
ど合同プログラムの環境を整えている。

○

＊

大阪大学
融合科学を国際的視野で先導する人材の育成 西尾　章治郎 研究科

カリフォルニア大学サン
ディエゴ校、モナシュ大
学、台湾国家高速電脳
中心

　本取組みは、生命科学等の異分野と情報科学技術の融合、さらには情報科学技術分野内での
技術指向と論理指向との融合を図る教育プログラムを策定し、融合科学を国際的視野で先導でき
る人材を育成する。
　具体的には、フェーズ１では教育研究の連携活動の実績のあるカリフォルニア大学サンディエゴ
校と単位互換制度や遠隔講義システムの整備を企画・推進することにより、国際連携教育プログラ
ム策定を推進する。また、フェーズ２として、同プログラムを発展させモナシュ大学等と連携し、育成
体制及び連携基盤をより国際性の高いものに拡充する。

＊

神戸大学

アジア農業戦略に資する国際連携教育の推進
  ～国際的指導者を育成する革新的な
                      学部連携教育プログラムの開発～

内田　一徳 学部

ハノイ大学、フィリピン大
学、ソウル大学、中国農
業大学、ノンラム大学
(越)

　本取組みは、食料（食糧危機など）、環境（地球温暖化など）、健康（BSEなど）を対象分野として、
関連する諸問題を解決し、持続共生を可能とするアジア農業戦略の立案と推進に貢献できる人材
育成に向けた先駆的かつ共通性の高い国際連携教育プログラムを開発する。
　具体的には、国際交流協定を締結しているハノイ大学等の大学と教職員コンソーシアムを形成
し、英語教材の作成、英語による国際連携演習の実施などに取り組む。

平成１７年度大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携支援）採択一覧
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＊

鳥取大学
持続性ある生存環境に向けての国際人養成
    ～沙漠化防止海外実践教育カリキュラム～

岩崎　正美 学部

南ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ自治大
学、ﾒｷｼｺ北西部生物学
研究ｾﾝﾀｰ、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大
学デービス校、米国農務
省ｻﾘﾆﾃｨﾗﾎﾞ、新疆農業
大学、東北農業大学、海
洋大学校(韓国)

　本取組みは、沙漠化が進行しつつある乾燥地を有する海外に教育拠点を設置し、全学的な実施
体制の下に、海外の教育研究機関と連携しながら、講義とフィールドワークを融合させた教育実践
カリキュラムを実施することにより国際的に活躍できる人材を育成する。
　具体的には、教育拠点として南バハカリフォルニア自治大学及びメキシコ北西部生物学研究セン
ターを、協力機関としてカリフォルニア大学デービス校等を選定。また、専門教育及び語学教育に
関する講義は、現地教員と本学からの派遣教員及び協力機関からの招聘教員が担当し、現地実
習と現地調査は、主に本学からの派遣教員と現地教員が担当する。

徳島大学
複数学位を与える国際連携大学院教育の創設
  ～協定大学間ネットワークを活用した
       メジャー・マイナー履修制による実践的教育～

村上　理一 研究科

ハルピン工業大学、ｵｰｸ
ﾗﾝﾄﾞ大学、慶北大学校、
ﾌﾛﾘﾀﾞｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ大学、ﾂｰ
ﾙｰｽﾞ工科大学

　本取組みは、学術交流協定を締結している外国大学大学院と連携し、既存の専攻分野を横断し
たメジャー･マイナー履修を可能にする国際連携大学院教育プログラムを創設し、大学院レベルの
最先端研究現場を高度実習用に活用して学生に幅広い知識を身につけさせ、高い課題探求能力
と課題解決能力を持つ創造性に優れた人材を養成する。
　具体的には、ハルピン工業大学等と連携し、大学院レベルでの教育研究で複数学位を与えるジョ
イントディグリー制を導入した国際連携大学院教育プログラムを実施する。

○

私立大学　６件

大学等名 取組み名称 取組み担当者名 取組み単位 連携先 事業の概要
複数学位
の取組み

青山学院大学 大学院教育の質保証システム開発の国際連携 伊藤　文雄 研究科

モスクワ大学、復旦大
学、東北大学、高麗大
学、シンガポールマネジ
メント大学　ほか

　本学では、これまで国際マネジメント研究科が取り組んできたGKNと称する国際連携組織をもと
に、学生・教職員の相互訪問、教育研究教材の交換、国際合同授業、国際共同研究、国際シンポ
ジウム開催等、質の高い国際交流が展開されている。
　本取組みでは、この機構をベースに、ビジネススクール教育の質保証システムの開発及びアジア
太平洋地域の持続的経済発展を担う人材育成を図る。

＊

慶應義塾大学
ダブルディグリーによる先進的高等工学教育 小尾　晋之介

学部
・研究科

エコール・セントラル

　本取組みは、本学理工学部・同大学院理工学研究科とフランスのエコール・セントラルとの間で
融合的協同カリキュラムを策定し、異なる文化圏で専門教育を受けることにより、国際感覚と広い
視野を養うなど、国際舞台で活動できる人材の養成を図る。
　具体的には、本学学部・大学院とエコール・セントラルが融合的共同カリキュラムを策定し、その
課程の修了者に対して両校から２つの学位(ダブルディグリー)を授与する。

○

国際基督教大学
国際サービス・ラーニングの展開と連携構築
  ～実践型国際教養教育の
                      アジア・アフリカネットワーク形成～

森本　光生 学部

ﾚﾃﾞｨﾄﾞｰｸ大学(印)、ｱﾒﾘｶ
ﾝ大学(印)、ﾊﾟﾔｯﾌﾟ大学(ﾀ
ｲ)、香港中文大学、東呉
大学(台湾)、ソウル女子
大学、ﾍﾟﾄﾗｷﾘｽﾄ教大学
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)、ｼﾘﾏﾝ大学
(比)ほか

　本取組みは、本学がこれまで取り組んできた国際サービス・ラーニング（学生の自発的な意志に
基づき一定期間社会奉仕活動を体験させ、教室の知識と社会実践をリンクさせる教育プログラム）
の取組みを更に拡大し、サービスラーニングを通じた人材育成及び情報交換のネットワークの構築
を進める。
　具体的には、既存のレディドーク大学等との取組みについて評価・検討を加え、更なるモデルプ
ログラムの開発に取り組むと共にサービスラーニングをアジア・アフリカ地域に広める。

芝浦工業大学
ハイブリッド・ツイニングプログラムの推進
　～大学院教育の国際化とアジアとの
　　　　　　　　　　　　　　　　共生を図るプログラム～

鈴木　健二郎 研究科
ｷﾝｸﾞﾓﾝｸｯﾄ・ﾄﾝﾌﾞﾘ工科大
学、ハノイ工科大学、マ
レーシア工科大学

　本取組みは、本学が取り組んできた学部段階でのパートナー大学との連携（ツイニング）の実績
を活かし、大学院修士課程及び博士課程で行う国際共同教育プログラム(ツイニングプログラム)で
ある。
　具体的には、ｷﾝｸﾞﾓﾝｸｯﾄ・ﾄﾝﾌﾞﾘｴ工科大学(ﾀｲ)、ハノイ工科大学、マレーシア工科大学から推薦
された学生を大学院修士課程１年次修了時に本学に受入れ、英語による教育及び指導を行い修
士課程修了時には双方の大学から学位を授与する。さらに本学博士課程に進学のち修了後は本
学の学位を授与したうえで派遣大学の教員として帰学させる。

○

日本女子大学
アジアの女性高等教育とエンパワーメント
　～アジアの女性高等教育機関とのネットワーク
　　　　　　　　再構築と発展による連携プログラム～

久保　淑子
学部
・研究科

カブール大学、リアド教
育女子大学ほか

　本取組みは、アジア諸国の中で本学がこれまでの国際教育研究活動のなかで築いてきた女性高
等教育機関との関係をもとに、女性のエンパワーメントのための教育研究ネットワークを再構築す
ることにより、アジア各国の実情に応じた女性の能力開発と自立に寄与し、人材開発と社会参画促
進を図る。
　具体的には、アフガニスタン及びサウジアラビアの女性教育者へのマルチメディアを活用した授
業配信を進めるとともに、連携授業プログラムの開発や国際関連科目の拡充を図る。

＊

早稲田大学

早稲田大学シンガポール国際連携教育事業
　～早稲田大学とナンヤン工科大学の
　　　　　　　　　MBAダブルディグリープロジェクト～

西村　吉正 研究科
ナンヤン工科大学ビジネ
ススクール

　本学は世界のトップランクの大学を目指してグローバルな競争力の強化を図っている。日本の他
大学に先駆けて、今後最も高い経済成長が確実視されているアジア太平洋地域において地政学
上戦略的な位置にあるシンガポールにて、本学大学院アジア太平洋研究科と国立ナンヤン工科大
学が戦略的提携を結び、平成18年７月よりMBA/MOTのダブルディグリープログラムを展開するこ
とにより、経営と技術に精通した人材の育成を図る。

○

備考１：大学名に「＊」が有るものは大学国際戦略本部事業の採択大学。

備考２：事業の総申請件数は１０４件。採択事業の詳細及び選定理由については、次のURLを参照のこと。　　http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/kekka/05080201/003.htm2／2




