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大学国際化戦略委員会（第９回）議事要旨 

 

日 時 平成 21 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 

 

《出席者》 

【委員】 

木村委員長、赤木委員、馬越委員、桑原委員、森委員、山本委員 

 

【オブザーバー】 

・科学技術・学術政策局 

加藤国際交流官 

・高等教育局 

野村国際企画室専門官 

 

《議事次第》 

議 事   

１ 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 

２ 終報告書構成（案）について 

３ 終報告書の執筆協力依頼（案）について 

４ 大学国際化調査の実施について 

５ 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 

６ 2008年度海外調査の報告（ＡＩＥＡ総会） 

７ その他 

 

配付資料 

資料１   大学国際戦略本部強化事業 2009 年度スケジュール（案） 

資料２   終報告書構成（案） 

資料３   終報告書執筆体制（案）一覧 
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資料４   大学国際化調査の実施について 

資料５   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概要 

（別添 シンポジウムプログラム 

参加者アンケート結果（抜粋）） 

資料６   2008 年度海外調査の概要報告 

 

 

参考資料１ 大学国際化戦略委員会委員名簿（平成２０年４月１日現在） 

参考資料２ 大学国際化戦略委員会（第８回）議事要旨【H20.10.14 開催】 

 

《議事概要》 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●ＪＳＰＳ（事務局）） 

 

議事に先立ち、事務局から調査研究アドバイザーの紹介があった。 

 

【１ 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】 

 事務局から、資料１に基づき、大学国際戦略本部強化事業2009年度のスケジュールにつ

いて説明があった。 

 

 ● ４月に採択機関への国際化の取り組みの執筆依頼と大学国際化調査の準備・委託を

したい。大学国際化調査につきましては後ほど資料４にて先生方の御意見をいただく。５

月に大学国際化調査を実施、８月末には大体 終報告書の素案を委員の先生方にお示しし、

大学国際化戦略委員会第 10 回を開催したい。そして 10 月に大学国際化戦略委員会第 11

回を開催し、 終報告書の案として示ししたい。その後、12 月に第 12 回を開催して、

終報告書を完成させたいというスケジュールである。 

  

【２ 終報告書構成（案）について】 

 事務局から、資料２に基づき、 終報告書構成（案）について説明があった。 

 

 ● 終報告書は、基本的に平成 19 年の中間報告書の構成を参考にしながら、より深く
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掘り下げて報告書を書き上げていくものを提示したい。 

 構成は、第１章に序章、第２章に本事業の概要、第３章には大学国際化に関する調査を

行い、推移やデータの分析を行い、客観的な状況について分析データを入れたい。また、

中間報告書の時に採択機関における大学国際化のための手法として分析に用いた９つの観

点に基づき、 終報告書においても第４章にて第１節から第９節まで設けて観点別の提言

をしていただきたいと考えている。各節においては現状の概説、採択機関における取り組

みの分析を、好事例だけでなく、苦労した事例にも言及しながら、どういう方策がいいか

を分析したいと思っている。その後で総合分析をして各節整えていくというイメージであ

る。第５章は、第４章の各節の文節を受けた形で、本事業によって明らかになった課題と

今後に向けての提案を示し、第６章でまとめという構成である。 

  

【３ 終報告書の執筆協力依頼（案）について】 

 事務局から、資料３に基づき、 終報告書執筆体制（案）について説明があった。 

 

 ● 資料３のような執筆体制を提案したい。先ほど申し上げた第３章、大学の国際化に

関する推移・現況のデータ分析を調査会社の方に委託して専門的な調査を行い、データ分

析を行ってはどうかと考えている。第４章は執筆者の方々に原案をまず書いていただき、

その原案に基づき、大学国際化戦略委員会の委員にコメントをちょうだいしたいと思って

いる。このような２段構えで素案を仕上げていきたい。 

 左から３列目の取り組み事例掲載採択機関については、事務局と調査研究アドバイザー

による案である。ここに挙げてある大学は、特にこの節について他の大学が参考になるよ

うな、苦労した事例も含んで参考になるような大学を選んである。 

 

 △ それでは資料２と３をごらんいただきながら御意見等ございましたらお願いしたい

と存じます。取り組み事例掲載採択機関をどうしてそこに当てはめたかというようなこと

につきまして、もし御質問があったらお願いしたいと思います。いかがでございましょう

か。 

 ◎ 中身に対応した取り組み事例の紹介があってしかるべきと思うのですが、私の所を

見てみると、京都、大阪、神戸と互いに近い大学が並んでいるが、その必然性というのが

あれば教えていただきたい。 
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 ● 例えば京都大学でございますと、アドミニストレーターズワークショップを開催し

ており、職員の養成、確保についての好事例だろうと考えている。阪大は国際戦略本部強

化事業により設置されました国際企画室が発展して、大学独自の留保教員ポストを雇用替

えして専任の方を設けたという事例がある。神戸大学でも、外部人材を大学独自のポスト

に雇用替えされた。一橋大学は東工大と共同の海外職員の研修を実施しているという取り

組みが非常に他の参考になるのではないか。こちらの方で、大学の規模や国立ということ

も一応留意しながらも、取り組みに注目して、ほかの大学が参考になるような取り組みを

している所を提示している。 

 ◎ 了解。この大学の取り組みを含めて執筆をいただくわけだが、一橋、京都、大阪、

神戸以外のことを含めて取り上げ、もう少し一般的なことも執筆者は書いてもよいか。 

 ● もちろん可能である。事例はあくまで例にすぎず、執筆者にはもっと一般的な分析

をしていただき、その原案に基づいて SIH の委員の先生方に一般的な分析に対するコメン

トをいただきたいと思っている。 

 ◎ 第３章と第４章の関係について質問したい。第４章は原則として個別事例を中心に

まとめるということだが、第３章の推移・現況のデータ分析がどんな中身なのかイメージ

がはっきりしない。第４章では目標設定、外部資金、外国人受け入れの改善などについて、

非常に上手くいった例が苦労話も含めて紹介されるということか。その一方でどの大学に

も共通するような事柄のように今回の 20 のモデル事業全体としてのことは第３章で書か

れるという理解でよいか。 

 

  

【４ 大学国際化調査の実施について】 

 第３章と第４章の関係について説明するために、事務局から、資料４に基づき、大学国

際化調査の実施について説明があり、その後質疑応答が行われた。 

  

● 第３章で行う調査のイメージとして、国際化に関する全体像と、第４章で分析をす

る第１節から第９節までの観点に必要なデータ分析というものを同時に行う。方法は、調

査研究機関に委託し、調査対象大学は平成 20 年度科研費採択数の上位 250 機関である。こ

の上位 250 機関の中に大学国際化戦略本部事業採択 20 機関というのは含まれているので、

20 機関に対して同じ調査を行い比較分析が可能。 
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 推移を見るために、数的指標については 10 年前、事業開始年度もあわせてパフォーマン

スを見ていくということを考えている。 

 調査に当たっては定量的な調査を中心に行い、回答形式はできる限り選択制にする。 

 基礎データその他、文部科学省やその他機関等で実施した調査については重複がないよ

う、既存のデータについては改めてここで調査を実施しないということで、スピーディに

確実なデータをとっていくことを考えている。 

 本委員会での議論を踏まえ、今後、調査研究機関や 終報告書執筆者と相談の上、この

調査項目を決定していきたい。 

 

 現在、執筆者の方々と、どのような調査が必要なのかブレインストーミングしている。

その中で全学的な調査を行ってもあまり良い分析ができないという意見もある。委員の先

生方の意見と執筆者の方々の視点も取り入れながら、きちんとした調査とデータ分析にし

ていきたい。 

 △ 第３章は、250 機関について調査して、平均的な姿が出てくる。それに対して第４

章ではそれぞれの挙がっているような大学について特筆すべきことを書いていくというこ

とになる。だから、粗々でもいいから第３章ができないと、第４章が書きづらい。つまり、

３章はかなり急ぐ必要がある。全体的な姿を見た上で、例えば外部資金の獲得ですと、九

大、長崎、東海、早稲田というのは、事務局でお選びになったように特色があるわけだか

ら、こういう特徴がありますよということをグッドプラクティスとして執筆していく。 

 ● 報告書作成の流れとして、３章のデータ分析等をまずきちんとやる。そのクロス集

計の中で、採択 20 大学とそれ以外の大学という比較も当然出てくるかと思う。 

 △ そこが確かに面白い。 

 ● 採択 20 機関は５年間ファンドを受けた訳だから、そこに確かな成果があるべきで、

20 機関とそれ以外の大学の比較がわかりやすい形でできるよう、３章のところでは、基本

的にデータを定量化したい。外国人研究者受け入れの改善にかかわる問題、職員養成にか

かわる問題、そして海外拠点に関する問題というのは、実際に現場からいろいろ挙がって

いるようだ。そういったものを個々に書いてもらうのではなく、できるだけこちらで回答

となる選択肢を用意し、そこから選択してもらったり、あるいはパースペクティブを聞く

ような場合には、リカートスケールで選んでもらったりする方がよいのではないか。 

 ◎ 先ほどから定量的なきちんとした調査ということを言われているので、そういう点
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で言うと、ここにも書いてあるように、10 年前、そして事業開始年度、そして現時点と３

点でのしっかりとした比較が重要だと思う。だから、それは是非そうしていただきたいし、

調査項目のイメージとして①から⑨まで挙がっているわけだがが、これはばらばらではな

く、お互いに関係し合うものであるということで、それぞれの項目間でも比較ができるよ

うに、うまい具合に調査を設計された方がよいのではないかと思う。データはデータであ

るが、所々に課題を調べるために、いわゆる定性的なデータというか記述式の回答も貴重

な情報源だと思うので、そういったものも含めて調査すると、より深いものが出るのでは

ないだろうかと思う。 

 ◎ この 250 機関というのは平均的な数字を出すためにということだったが、科研費採

択を基準にした理由は何だろうか。それから、11 年から 17 年までのデータもあわせて記

入するのは 20 の採択機関についてはいいわけだが、残りの 230 機関はいきなりこういうデ

ータを７年前にさかのぼって書く準備がないのでは非常に難しいのではないかと思う。こ

ういう評価の時代だから、データがなくはないと思うが、このようなテーマについてそれ

を遡って書けというのはかなり酷であると思う。 

 ● まず１点目の科研費の採択機関上位 250 機関を選んだ理由であるが、元々この事業

が研究環境国際化のモデルのための事業であり、その意味で、科研費採択数を用いて上位

250 機関を選んだ。 

 採択機関以外の機関からの数字がとりにくいとの指摘については、調査会社と実際に調

査項目を作る前に、色々な大学に行って数字があるかどうかを、大体サンプルで見て答え

られるかどうかの現状を把握する予定である。その上で、答えられる現実的なデータとい

うものを調査項目として挙げようかと考えている。 

 さらに、どうしても分析で必要ではあるが恐らく答えられない項目、母数が見込めない

項目につきましても、それはそれなりの母数を集めて分析できるところは分析していく予

定である。 

 △ 国立大学については、12 年度から大学評価・学位授与機構は試行評価をやっており、

国際連携についてもテーマ別評価として取り挙げている。その評価は全ての国立大学につ

いてやっているので、確実にデータはがある。250 機関としては国立大学だけではなく、

私立大学も入ってくるので、そこがどうなっているかというのは御心配のとおり、問題で

ある。私は今の事務局の回答でよいと思う。全然データが集まらなかった項目を落として

しまい、集まった分について分析していくということで、250 機関全部そろわなくても、
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私はある程度のトレンドはわかるのではないかと思う。 

 ◎ 事務局の指摘は大体わかるが、 初に採択機関を選定した時は、リサーチ大学を選

定したのではなく、国際戦略本部事業ということ選び、結果としてリサーチ大学が多く入

ったということであり、教育を全然配慮していなかった訳ではない。だから、教育の面で

の国際戦略というのも当然入る。特に私学の中には科研費採択率が極めて低い大学もある。

しかし、教育面での国際戦略はかなり国立大学よりもやっている私立大学もある。だから、

250 の中にどういう大学が入るのか、見てみないと分からないが、一律に科研費で 250 を

上からというのもどうかなという気がする。 

 ● どこかで線を引かないといけない。科研費の採択数上位 250 と書いたとき、トップ

リサーチと思い浮かぶが、実は 250 番目ともなると、科研費採択の数は少なく、教育面に

力を入れている大学もある程度入っているので、先生が心配されたような、教育面での国

際化に力を入れている大学も入ってくるのではないかと考えている。 

 △ 二、三前にやっていた国際教育協力懇談会で、例えば拓殖大学などは ODA のための

人材を育てることを積極的にやっていることを知った。そういう大学が落ちるとまずいと

思う。 

 ● 留学生の数や、国際的な活動や別のメルクマールも少し参考にした方がいいのかも

しれない。 

 △ 今申し上げたように国際教育協力などの点では、研究中心大学ではないけれども、

相当積極的にやっている大学もあるので、その辺の尺度も考えたらいいように思う。とり

あえず私は今のやり方で大丈夫ではないかと思う。まず調査会社と相談して実施してみて、

今小野理事長が言われたようなことが必要であれば、またそこで考えることにしてはどう

か。 

 ◎ 検討のお願いと質問がある。 

私は教育の方はあまり詳しくないが、感覚的にはただ今の 250 大学という数は十分過ぎ

るくらいだろうと思う。250 大学とこのモデルになっている 20 採択機関の平均値を比較す

れば、大きな差が出るのは当然と思われるので、このモデル事業の評価としてその比較を

あまり協調しない方が、良いのではないか。250 大学を調べるにしても、国際活動のレベ

ルによっていくつかのレイヤーに切って、上位レイヤーと比べても今回の 20 モデルは大分

違うという見せ方をしていただくのがいいと思う。 

 資料４の調査は大変重要だと思うが、留意していただきたいこととして、数を数えるの
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は重要であるが、よく我々研究者もやってしまう失敗として、数を単純に質問してしまう

と、非常に小さなものも、大規模なものも、どちらも 1件になってしまう。国際共同研究

の形態についても、学長がコミットして大学レベルで海外の大学と包括的にやっているの

から、個人レベルで割と長期間やっていて周囲が認知しているものまで多様である。ただ、

細かく定義を決め始めると恐らくきりがなく、回答が困難になってしまう恐れがあるので、

程度問題だと思うが、そのような質的な面も、ある程度把握できるような工夫を検討いた

だきたい。 

 質問は、３章のアウトラインはわかったが、この報告書全体として、この事業の採択２

０機関がどういうことにウエイトを置いて、どういう思想のもとで国際化を進めたかにつ

いて、報告書の中で記載されるべきである。ただ、各大学の情報を 15 ページも 20 ページ

も書かれると、結局読みにくいものとなってしまうので、各大学のアウトラインはコンパ

クトなものが望ましい。 

 

 ● 事業の概要の部分か巻末の添付資料で 20 大学が選ばれて、どういうアウトラインで

どういう計画の元で、どのような取り組み事例をやったかが一目瞭然に分かるようにした

いと思っている。 

 △ 取り組み事例というのは、今回のファンドの中での取り組みであるか。その辺りは

難しいのではないか。私はホームページを全部当たって取り組み事例を探した。 

 ● 取り組み事例はあくまでも前回の中間報告を作成した後から現在に至るもので、基

本的には何らかの形でこの SIH の事業費（補助金）によってファンデングされている事例

が前提である。 

 △ しかし、どの取り組み事例がどこに事業費を使用しているか分かりにくいケースも

ある。例えば九大のホームページを見ると、プログラム全体が包括的で、どこに事業費を

使っているのかが分かりにくい。これに対して、長崎大学では、どの取り組みに事業費を

使用したかが極めて明快に分かる。 

 ● SIH の事業費（補助金）が採択機関でどのように使われているかについては毎年度

採択機関から報告が上がっている。つまり、年度ごとに採択機関は実施計画と実績報告も

出してもらっており、そこには会計報告も入っている。よって、各採択機関において、さ

まざまな国際化に関する取り組みが行われている中で、どれが SIH 事業によって、支援さ

れているかはわかるはずである。 
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 △ それは間違いないと思うが、データのとり方を相当うまくやらないと、大きい事例

が出てきて、こちらは書きようがない。それを参考にするということで分かりました。 

 ● 先ほどの話で、250 の調査対象機関の中で SIH の 20 機関とそれ以外という比較だけ

ではなく、この SIH のファンドを受けていないものの独自で国際戦略本部をつくっている

大学が増えてきているので、そのような大学との比較もしたい。20 までは行かないにして

も、それに近い数ぐらい揃ってきていると思う。SIH のファンドをもらった機関で国際戦

略本部を設置した大学と独自に国際戦略本部つくった大学との差を比較するのは興味深い

と思う。 

 また、先ほど話に出た SIH20 機関全体の取り組みを網羅したモデル事業のアウトライン

がわかるもの（オーバービューできるもの）というのは、 終報告書の巻末あたりで SIH

事業５年間の集大成というか、５年間のファンドを受けた成果を逆引きのような形で（中

間報告書の事例も含めて）見られるようにしなければいけないと思う。取り組み事例をイ

ンベントリーのような形で集約して示せるようにはしたいと思う（採択機関からではなく、

取り組み事例からも引けるようにする）。 

 △ そのようにすると、少ない金額でこれだけ大きな効果があったということはよくわ

かる。 

 ◎ この調査項目はイメージということで、今後、実情に応じて少し変えられるという

ことだろうと思うが、第６節の職員の養成、確保を見ると、国際関係に精通した、あるい

はきちんと組織として支える職員を養成する必要があるという問題意識に比べると、調査

項目が違うので、そこは少し工夫していただくお願いしたい。 

 △ その辺は先生が実際にチェックされる立場であるから、これはこっちらの方がいい

のではと提案をしていただいた方がいいと思う。 

 第３章で全般的な調査をやれば、確かに先ほどの指摘のように、大きな差になると問題

だと思うが、資金を受けた機関との違いや、あるいはその特徴が出せれば良い。こういう

特徴でこの大学が動いたというようなことが出せれば、いわゆるグッドプラクティスとし

て、その他の大学のその後の参考になるのではないか。 

 長崎２つ、慶応２つ、東大２つ、後の大学からは１つの事例を提供してもらう事に対し

ては文句を言われないか懸念する。評価をやっていると、事例の数は非常に気になる。 こ

の件を進めていく中で色々考えなければいけないことは出てくると思うので、その度に、

（とりあえず 10 月までは委員会の予定はないので）、それぞれの委員の先生方に御相談を
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させていただく。 

  

【５ 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】  

 事務局から資料５に基づいて、平成 20 年度の公開シンポジウムについて報告があり、そ

の後質疑応答が行われた。 

  

● 昨年 12 月１日、２日と早稲田大学において「大学の国際戦略－人・財の新たな潮流創

出に向けて－」というシンポジウムを開催した。本シンポジウムは昨年の５月に NSF と共

催でワシントンで開催されたシンポジウムの報告、採択機関からのニーズを踏まえて日本

の大学が国際化する上で特に喫緊な課題について日米双方の意見交換を行ったものである。

参加人数としては両日で 160 名、大変盛況であったと考えている。 

 講師として、司会としていろいろと先生方に御協力いただきましたことを改めて御礼申

し上げる。 

 

 反省点として、シンポジウム全体を通しての焦点が非常に絞りにくかったとのコメント

がある。戦略本部の採択機関向けにはもう少しテーマを絞った内容が望ましいとあったが、

これは採択機関向けではなくて一般の大学に対しても広く参加を募るものでございますの

で、なかなかテーマは難しいと考えている。 

 その他、来年以降も継続してシンポジウムを続けてほしいという意見があった。 

 △ 意見をいただいたのは一般参加者の方ということか。 

 ● いろいろな参加者が入っている。 

 △ アンケートの回収数が少なく 20％を切っているので、次回は何とか回収数を増すよ

うな努力をしなければならない。 

 戦略本部の採択機関向けにはもう少しテーマを絞った内容にして欲しいという意見が出

されたが、採択機関に関しては以前、別に開催したシンポジウムで集中的な議論ができて

いると思っている。 

 

【６ 2008年海外調査の報告（ＡＩＥＡ総会）】  

 事務局から資料６に基づいて、2008 年度海外調査について報告があり、その後質疑応答
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が行われた。 

 △ 今後とも JSPS としてこれに参加するのか。 

 ● この課題は確かに大事であるが、この事業が今後どのような展開になるのか、また

高等局 21 年度から始まるグローバル 30 と大学国際戦略本部強化事業との関係も大事であ

る。大学国際戦略本部強化事業の成果を上手くグローバル 30 にも活かしたいし、大学の国

際化という点では、ねらいはほぼ同じだと思うので、協力し合っていくのが良いと我々は

思っている。交流官はどのようにお考えか。 

 ■ 確かにこの大学国際戦略本部強化事業そのものは来年度で終わりという説明を各大

学にしている。５年間やった中で、日本学術振興会でまとめる報告書や国際交流官付で行

う 終的評価の中で出てきた課題を活かした形で新たな取り組みも必要だと考えている。 

 来年度の要求については、今まさに内部で検討中である。各採択機関の国際戦略本部を

回ってヒアリングする中、グローバル 30 への対応といったことにもかなり関心が高い。文

部科学省としても、大学国際戦略本部強化事業というのは研究環境国際化の手法開発の中

で実施しているものだが、必ずしも研究だけではなく、教育も睨んだ大学全体の国際戦略

の取り組みなので、高等教育局とも良く連携をしていきたいと思っている。 

 グローバル 30 の取り組みについても科学技術・学術政策局の研究関係の取り組みと連携

していきたいと思っており、事務的に今そのような話もしている。ただ、あまり具体的な

ことを申し上げられる段階ではない。 

 ● この AIEA (Association of International Education Administrators)という組織

は、NAFSA よりは歴史が浅い。AIEA が発足した経緯は、NAFSA があまりにも巨大化し（今

やカンファレンスは１万人規模のものとなっており）、大学で国際教育に関わる執行部レベ

ルの方々（副学長、あるいはバイスプロボスト、プロボスト等）の間でなかなか実のある

話ができないという不満から始まっている。あわせて、NAFSA がどちらかというとプラク

ティショナーベースの組織になってしまっているということも影響して 1982 年に設立さ

れた。 

 基本的に、AIEA のカンファレンスは各大学からバイスプロボスト・レベル以上の２名し

か出席できない。国際教育に関する専門家や責任ある立場の方々が参加してハイレベルな

情報交換が期待できる。AIEA はアメリカがベースであるが、ヨーロッパやアジアからも相

当数の参加がある。しかし日本のプレゼンスが弱い。NAFSA の知名度は高く、しかも JASSO

の留学フェアを通しての参加も増えている。しかし中国、韓国等他のアジア諸国に比べる
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と、この AIEA で日本のプレゼンスが相対的に低いという問題は是非とも文科省側も含めて

考えていただき、日本のプレゼンテーションを高め、日本からワークショップが幾つか提

供できるぐらいにしたほうがよいのではないかと思う。 

 △ 今はバイスプロボスト以上ではなくとも出席できるのか。 

 ● アメリカの大学に対しては、基本的にバイスプロボスト・レベルの職位で１大学２

名程度というように制限をかけられる場合が多い。ただ、海外からの参加者に対してはそ

の制限が緩やかになってきている傾向がある。開催地は１年置きにワシントン DC でその間

が地方都市であり、今回はアトランタだった。来年はワシントン DC で開催される。DC で

開催する時の方が出席者が多くなる傾向があり、その際には出席者の職位や人数によって

制限がかけられる可能性がある。 

 △ 文部科学省もその辺、情報をとるために嗅覚を鋭くしておいていただきたい。 

 

【７ その他】  

 事務局から来年度委嘱継続手続きについて説明があり、その後補足討論が行われた。 

 

 ● 今後のこの 終報告書の進め方であるが、今から大学の方に依頼を出す準備をし、

執筆者、委員の先生方に、 初の方向性についての意見いただく形を考えているので、協

力をお願いしたい。 

 △ 議事４の大学国際化調査の実施について、報告書の３のところに入る部分について、

実施してみると、変更しなければいけない事もあろうかと思う。非常に重大な変更という

ことであれば委員の皆様方に相談することもあると思うが、私と事務局で決断できる部分

については決断をさせていただきたい。 

  

終報告書の付録の巻末に、先ほど太田委員からも御提案があったアペンディックスみ

たいなものを付けたい。 

 10 月に委員会を開催して 終報告書案についてたたいて頂き、そこでそれほど大きな変

更についての御意見がなければその時点で事務局と私に一任いただき、修文をした上で、

12 月の 12 回目の委員会で 終報告書の完成ということにしたい。 

  

◎  全体のボリュームはどれぐらいか。 
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 ● 全体としては、イメージとしては 100 頁ぐらい、標準的な国の答申レベルを考えて

いる。４章の各節は大体７ページ程度が手ごろだと考えている。 

 ● いわゆる予算要求のための報告書というのはほとんど読まれない。そうではなく、

せっかくだからこの 20 採択機関に入っていない大学が面白そうだから読んでみたいとい

う報告書にしていただきたい。せっかくの本パイロット事業を普及していくことに意義が

あると思うので、なるべく面白く、読みやすく、データの入った、各大学が参考になる報

告書を是非作成していただきたい。 

 ◎ タイトルは決まっているか。 

 △ タイトルは一番 後であろう。 

 ● タイトルは委員長と相談して決めたい。 

 ◎ タイトルにはやはり「報告書」という言葉を入れず、何か魅力的な言葉を入れた方

が良いのではないか。 

 ● 大学が国際化を目指すものとか、アピールするようなものにしないと。 

 ◎ タイトルそのものは魅力的なものにし、それとは別にどこかに小さく「・・・報告

書」と入れておけばいいのでは。例えば、裏表紙とか奥付とかに。 

 ● そうした方が良いと思う。 

 △ 「競争的環境の中で個性輝く大学」というキャッチフレーズはいまだに残っている。

恐らくこの中にもキャッチフレーズに得意な方がいらっしゃると思うので案を出していた

だきたい。 

 ● この事業でサポートされてやったことは、各大学の取り組みの一部に過ぎず、その

他の取り組みとの関係について確認したい。この事業でサポートしたことのみを挙げるの

は不可能であり、そうすると非常に矮小化された形になってしまうという理解でよいか。 

 △ どう考えても、どの取組がどの取組と関係しているか把握することは難しいので、

やはり全部書かざるを得ないだろう。 

 ● むしろこの事業でサポートされたところの位置づけはある程度明確にするにしても、

それによって何が起こったかということは全体像を取り上げればよい。 

 △ 例えば、長崎大学はこのファンドをもとにしてセンターを創立している。センター

では、国際化だけではなく、外部資金の導入までやるという徹底した一括システムを作っ

ている。非常にうまく機能しているようなので大学もお金をかなり使っている。このよう

な事例は一括して扱うということでよいのではないか。 
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 △ 次回委員会は 10 月を予定している。その前に、各委員の先生方に相談事項が多々あ

るかと思うが、よろしくお願いしたい。本日はありがとうございました。 

（了） 


