
グローバル人材育成推進事業 （Type A ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
全12学部の入学者の中から、200人を対象とした特別教育プログラムである「新渡戸カレッジ」において、グ

ローバルなコミュニケーションツールとしての英語力、グローバル時代の課題解決力、国際社会の中での日本
人としての自己省察力と責任感を有した「国際社会の中で日本人としての自覚を持って生き抜くリーダー」を
育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

本学同窓会の協力を得て、産業界でグローバルに活躍している同窓生に「カレッジフェロー」として参画いただ
き、合宿や講演会等を通じて、カレッジ生のキャリアデザインを支援する。加えて、 「インターンシップ」 、「ボラ

ンティア」および「フィールド型演習」等のカリキュラムを通して、チームワーク力、リーダーシップ力を育て、グ
ローバルに活躍できる人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

北海道大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「フェロー制度」

産業界でグローバルに活躍している同窓生のフェロー20人（平成26年度）が、1・2年次20名
程度のグループを担当し、グループ・ミーティング、合宿、講演会等を通じて、カレッジ生と身近
に接し対話することにより、カレッジ生の視野を広げ、世界が直面する諸課題を身近なものとし
て捉える力を鍛えるとともに、キャリアデザインを支援する。また、今後3、4年次のカレッジ生に
は、フェローによるメンタリングを実施予定。

H26 320人
H27 520人
H28 720人

カレッジ生は、平成25年度新入生120名入
校、平成26年度以降は、新入生、在学生か
ら毎年200名入校し、平成28年度は720人と

なる。カレッジ生はフェローとの交流が義務
付けられている。

２．「新渡戸カリキュラムによる育成」
「ボランティア、インターンシップ」

ボランティアは、地域社会で自己の追求すべき課題を明確にするとともに責任をもって活動す
ることの重要性を認識し、インターンシップは、キャリアセンター、同窓会の協力を得て、国内、
海外において就業体験を行うことで、実社会との接触による高い職業意識を育成する。
「フィールド型演習」

本学の実習施設等を利用し、練習船の乗船実習、農場での体験学習、演習林の環境学習な
どを通してチームワーク力、リーダーシップ力を育成する。
「グローバル・キャリアデザイン」

学部初年次学生を主対象に海外大学・海外展開する日系企業、国際機関等を訪問し、将来
のグローバルキャリアの第一歩とする授業科目「グローバルキャリアデザイン」を開講する。

H26 320人
H27 520人
H28 720人

カレッジ生は、平成25年度新入生120名入
校、平成26年度以降は、新入生、在学生か
ら毎年200名入校し、平成28年度は720人と
なる。カレッジ生は新渡戸カリキュラム15単
位の修得が義務付けられている。

（フェローとカレッジ生との
グループ・ミーティング）



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本学の強みを活かした特色ある教育プログラムを新設し、海外留学の促進を組み合わせることで、大学教育
のグローバル化を加速するとともに、グローバルかつ予測困難な社会を牽引し産学官の様々な分野で新しい
価値を創造できる指導的人材を輩出することを目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

東北大学グローバルリーダー育成プログラムを策定・実施。「語学・コミュニケーション力」「国際教養力」「行動
力」を養成するサブプログラムと「海外研鑚」プログラムを有機的に組み合わせることにより、国際的に通用し
産業界を始めとする様々な分野で活躍する指導的人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

東北大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「東北大学グローバルリーダー育成プログラム（TGLプログラム）」

本学学生の高い専門基礎力を活かしグローバル社会で活躍するために社会
人基礎力を含むグローバル人材として必要なコンピテンシ―をバランスよく伸ば
す教育プログラムを策定し25年度より実施している。特に、「行動力養成サブプ

ログラム」において、情報収集力、課題解決力、協調的実行力、持続・達成力、
学習力を伸ばす授業や課外活動を提供。とりわけ、課題解決型・課題探求型の
授業を大幅に拡充するとともに、グローバルキャリアセミナー等を実施し、学生の
将来のキャリアに関する意識の向上を図っている。TGLプログラム修了学生には
修了証を発行し、特に優秀な学生には「グローバルリーダー認定証」を付与。

H26 800人
H27 1000人
H28 1200人

プログラム参加学生数。参加学生
は、学生の自主性を育むために登
録制とし、意欲を高めるために初
期面談を行い目標達成シートを提
出させている。学年進行とプログ
ラムの浸透により年次進行で参加
学生が増加。

２．「スタディアブロードプログラム」における短期企業体験
海外協定校での3－5週間の海外派遣プログラムを大幅に拡充。単なる語学研

修ではなく、異文化体験や海外大学における授業聴講、ボランティア体験や短期
企業体験（インターンシップ）等と組み合わせている。特に、アメリカ、ヨーロッパ
及びアジア地域におけるスタディアブロードプログラムにおいて、日系企業や地
元のグローバル企業との連携により短期インターンシップと組み合わせたプログ
ラムを拡充していく。

H26 300人
H27 330人
H28 340人

スタディアブロードプログラムへの
参加学生数。参加学生は、プログ
ラム毎の語学要件とエッセー等で
選抜。このうち約半数のプログラ
ムを目標に企業との連携による短
期企業体験等を実施。

〔スタディアブロードプログラム（ベトナム・
貿易大学）における日系企業視察〕



グローバル人材育成推進事業 （Type A ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本構想では新たな国際化の方針である「グローバル・キャンパス・千葉大学」のもと、十分な知識の蓄積と高
度な流動性経験による「知識準備（Knowledge Reserves）高流動性（High Mobility）型グローバル人財」を育成
する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

グローバル人材育成の中核をなす「国際日本学」において、学生を企業等の現場に派遣して実体験を行う
グローバルインターンシップやグローバルボランティアを国内外で実施し、実務経験により得られる多角的
視野を備えた産業人材を育成する。グローバル・スタディ・プログラムやグローバル・フィールドワークでは、
問題発見解決型のアクティブ・ラーニングで実践的な実務に資する経験を磨く。

【産業人材の育成に関する具体的な取組例】

千葉大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「グローバルインターンシップ」
学部二年生以上を対象に、国内および海外の企業や団体において体験型およびPBL型

のインターンシップを実施する。国内においては、英語による実務の遂行を基本とし、ホテ
ル等での外国人への対応、海外では協定校において現地語および現地の文化・社会に関
する特別プログラムを受講したうえで、日系企業での実践型就業体験を実施する。
２．「グローバルボランティア」

全学生を対象に、国内および海外においてボランティアを実施する。国内においては英
語による実務の遂行を基本とし、空港等での観光客への支援や国際イベントの企画・運営
を行い、海外ではNPOや協定校と連携を図り、安全を確保した上でワークキャンプや教育
支援などのボランティア活動に従事し、グローバル問題解決への自らの関わり方を見出す。

H26 ８０人
H27 １２０人
H28 ２００人

参加学生は語学力（TOEIC600～700点
程度）の条件を満たす学生を学内選考に
かけて選抜。事前学習後に50時間程度
の実務を経験し、事後指導と報告書の提
出を経て単位を認定する。

３．「グローバル・スタディ・プログラム」
海外の協定校と連携して実施する、英語によるワークショップ形式の共同学習プログラム。

ファクト・ファインディング、グループディスカッション、ミニプレゼンテーションから最終プレ
ゼンテーションまで、文化的背景の異なる学生同士が小グループで協働作業を行い、積極
的にコミュニケーションを図る。
４．「グローバル・フィールドワーク」

海外の協定校と連携して実施する、英語によるフィールドワークの授業。フィールドワーク
を通して、国際的なニーズや問題点について学び、幅広い国際協力、開発援助に対する理
解を深める。

H26 ８０人
H27 １２０人
H28 ２００人

参加学生は語学力（TOEIC600～700点
程度）の条件を満たす学生を学内選考に
かけて選抜。事前学習後に50時間程度
のプロジェクトやフィールドワークを実施し、
報告会・報告書の提出を経て単位を認定
する。

（成田空港でのグローバル
ボランティア）



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

お茶の水女子大学

取組概要 達成目標（人）
達成目標の

考え方

1.「女性のグローバルな活躍のためのワークショップ」事業
自分の地平を広げ、能力や問題意識の可能性を見極めるためにはロールモデルを示すことが有効だ。しかし若い学生にとって人生

やキャリア構築の助けとなるロールモデル、特にグローバルな活躍をしているロールモデルに出会える機会は数少ない。本事業は、企
業や研究機関、国際機関等で国際的に活躍する女性を講師とするワークショップを年6回開催することで、本学の学生に、女性として
グローバルな活躍を達成するために必要な情報とノウハウ、知恵を提供し、社会で役立つ意識の形成を促進することを目的としてい
る。H25年度は256人が参加。H26年度は260人の参加を期待している。

H26 260人
H27 270人
H28 280人

ワークショップに
参加した聴衆数

2.「GREAT-Ocha (Global Research Exchange at Ochanomizu University)」事業
即戦力となるグローバルな意識や姿勢には、国際的な発信能力や、批判的視点を踏まえた対話能力が不可欠であるが、それは、具

体的には「対話能力の育成」、「異文化理解の促進」、さらに「ヒューマンコネクション形成の力」などで実現されよう。そのために、学部
生という早い時期において、国際的な舞台で自らの研究を日本語以外の言語（たとえば英語）で発表し、また海外の大学生の研究を
聞き、討論する機会を得ることが、きわめて重要である。本事業は、海外女子大学との連携により、学部生に卒業論文研究の英語で
の発表、およびネットワーキングセッションを実施する機会を提供し、グローバルな形での学問的発信能力を育成する。H25年度は、発
表者７人が参加（議論への参加を前提とした聴衆として、20人が参加）。H26年度は７名（同25人）の参加を計画している。

H26 7人(25人)
H27 7人(30人)
H28 7人(30人)

発表学生数、議
論への参加を前
提とした聴衆数

3.「Woman’s Global Leadership Summit（女性グローバルリーダーシップに関する国際会議）」事業
現代日本ならびにグローバルな状況における女性リーダーの可能性を検討することを目標に、「女性としてのリーダーシップとは何

か」「いま求められるリーダーシップとはなにか」という問題や、リーダーシップと（日本）社会の関係、女性リーダーのあり方、そのため
の教育のあり方を考察する。毎年1回、グローバルリーダーとして活躍する者による基調講演を含む国際会議を実施。H25年度は、基
調講演者を含むパネリストとして3名が参加。聴衆として、30人が参加。H26年度は、基調講演者を含むパネリストは同じく3名、聴衆は
40名以上の参加を見込んでいる。

H26 40人
H27 45人
H28 50人

聴衆としての参
加者数

（第１回女性のグローバルな活躍
のためのワークショップ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

（目的）本学学生の語学力、コミュニケーション能力、異文化理解力の強化を図り、さらに（１）研修留学機会を拡大しグロー
バルに活躍できる人材を育成するとともに優れた留学生を受け入れて教育の国際化を促進し（２）短期研修プログラムによ
る学生の海外派遣と留学生の受け入れを推進し（３）海外の交流協定校と教職員の相互研修システムを構築し国際的能
力を強化する。
（人材像）グローバル人材の三要素（グローバル人材育成推進会議審議まとめH24.6.4）に加え、さらに一歩推し進めて（１）

英語・第三言語習得による多言語能力（２）多文化と文化リテラシー（３）グローバル時代に求められる社会性（４）グローバ
ル時代に求められるIT技術をもつ人材。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本学では「産業人材」を、（１）グローバルな視点を持ちながら社会に貢献し、（２）同時に社会を牽引する能力も発揮できる

人材と捉え、その育成のため、上記（１）を自ら発信し、異質な人々とも協働できる能力、同（２）をリーダーシップ、と理解し、
以下の事業や共通科目として「国際共生社会論実習」「国際共生社会論フィールド実習」を設定し、学生に実践的な啓発の
機会を提供することで、社会で即戦力となるグローバル人材の育成に力を注いでいる。
【産業人材の育成に関する具体的な取組 】



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

教育力と学修支援をさらに強化する新たな取組を導入することにより、国内外の大学院へ進学する卒業生を
増やし、「国際教養」教育と大学院での専門教育を受けたグローバル社会の将来を担うべき有能なグローバ
ル・リーダーの育成に寄与する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

大学院進学や高度専門職へのキャリアパスをサポートする特別講義の開講、セミナー研究論文指導、ワーク
ショップ等の開催などを通して、海外企業や国際機関等で活躍するグローバル・リーダー人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

国際教養大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「招聘教員による特別講義の開講」

海外大学等から教員を招聘し、海外の最新の教育事情を反映した特別授業を学生
に提供することで、学生のグローバリゼーションの理解を強化し、グローバル社会
に貢献する人材となるための素地を養う。平成24年度には5科目、平成25年度に
は13科目開講した。次年度以降も、年間15科目の開講を目標としている。

H26 191人
H27 206人
H28 219人

特別科目の受講学生数。
（本学の科目当たり平均登録学生数
17.3人に対し、特別科目の登録学生数
はH24年度10.4人、H25年度12.6人（見

込み）であるため、通常科目同様の登
録学生数を目標とする。但し、日本人学
生ではない正規学生数2％を差し引い
た数値。）

２．「アカデミック・キャリア支援」
国内外の大学院への進学に関する情報提供や、GRE・GMATなどの対策を含む受

験指導を行うほか、各年次に合わせた大学院進学および高度専門職に関するワー
クショップを開催する。平成25年度は5回のワークショップを開催し、延べ87人の学
生が参加した。次年度以降も、継続的にワークショップを開催していく。

H26 147人
H27 171人
H28 186人

ワークショップへの参加学生数。
（1学年の定員175人×25%≒43人、
43人×標準卒業年次4.5年＝193人を

目標とする。但し、日本人学生ではない
正規学生数2％を差し引き、実際の目
標値は189人。）

３．「企業種別対話型懇談会」

本学からの就職実績のある企業もしくは本学がターゲットとしたい企業を業種別に
分け、小規模での意見交換・情報収集を実施する。企業が求める人材像や大学に
期待する人材育成などを聞き取り、本学の人材育成の取組と比較・検証しながら、
より実践的な人材育成カリキュラムの構築へ反映させる。

H26 100人
H27 100人
H28 100人

懇談会参加者数。（企業担当者および
本学教職員）
（10名×10回：東京6回、大阪3回、名
古屋1回を想定。）

（ｷｬﾘｱｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ H25.11.18）



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
本学が育成を目指すグローバル人材像は、以下のような資質を備え、地球市民として21世紀の世界を生き抜くことのでき
る人材である。
1.個人の尊厳を重んじ、多様性を堅持する。2.地球全体の環境の中で個人や集団の活動を包括的に把握し、地球益
(global interest)に配慮しつつ、複合的な要因を持つテーマ(開発・人権・平和・生命等)に取り組む。3.あらゆる状況や問題
の背景と本質を迅速に把握し、将来を見据えて判断する。4.情報を分かち合い、目的意識を共有することによって、協働す
る人々と緊密な関係を構築する。5.相手の心をつかむような効果的な手段を用いて、コミュニケーションを図る。6.異質な
人々の意見を集約し、リーダーシップを発揮して集団をまとめる。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
異なる価値観や文化的背景をもつ他者との出会いや密接な交流を通して形成される批判的思考、自己認識の能力や、日
英両語により知を共有する能力は、産業界（2011.4経済同友会発表「グローバル時代のCSR」）においてもその重要性が高
まってきており、本学では、以下を含む様々な取組を通して、情報発信/共有力、高いコミュニケーション能力、強いリー
ダーシップを発揮しうるグローバル人材の養成を目指す。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

国際基督教大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「夏期留学プログラム」

異なる価値観や文化的背景を持つ他者との高いコミュニケーション能力を備えた
人材の育成を目指し、既存の交換留学プログラムや海外英語研修(SEA)プログラ

ムに加え、韓国、香港、ドイツの大学において実施される夏期留学プログラムを新
たに導入し、学生を海外へ派遣する。3週間から6週間の間、世界各国から集まる

学生とともに授業へ出席する。授業は基本的に英語で行われるが、現地の言語も
学習することが可能。履修した科目は、本学での審査に基づき、単位編入が認め
られる。H25年度に実施した韓国へのプログラムには15名が参加し、H26年度から
は、プログラム実施国を香港とドイツにも広げる予定である(定員は20名ずつ)。

H26 20人
H27 25人
H28 30人

達成目標は、プログラム参加学生数
とする。現時点(H26年度は20人の見
込み)の数値が緩やかに上昇していく
ことを目指す。
参加学生はGPA及び英語運用能力の

条件に加え、書類選考及び面接によ
る学内選考を実施する。

２．「Wコース」

書き言葉による情報発信力の涵養、特に、専門分野に相応しいライティング力を
養うため、専修分野における英文レポート作成の指導を手厚く行う科目としてW
コースをH25年度より導入した（歴史学、文学及び心理学）。今後も未実施の専修
分野においてWコースとして科目を開設する予定としている。

H26 90人
H27 135人
H28 180人

達成目標は、授業履修者数とする。
科目の性質上、履修者数が概ね10‐
30名程度の科目で開講することが求
められ、毎年3科目程度増やす予定
にしている（H28年度には12科目。1科
目につき15名が履修と想定）。

写真

（韓国サマープログラム
延世大学）



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

建学の精神「実地応用の素を養う」を現代に活かし、知識基盤社会の到来とグローバル化の急速な進展に伴
う、地球規模での諸課題に的確に対応できる多様なグローバル人材①グローバル・ジェネラリスト（GG)、②グ
ローバル・リーダー（GL)、③グローバル・スペシャリスト（GS)を育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

中央大学では「グローバルな産業人材」として重要な行動特性の評価を含む、コンピテンシー評価指標グロー
バルC‐compassを開発し、上の３つの人材像をこの指標に当てはめて具体的に記述するとともに、学生がこの
指標を用いて自己評価し、さらに能力伸長の取組ができるシステムを構築している。特にGS育成のために、各
学部の専門教育と留学等を組み合わせ、ダブル留学等独自の枠組みで新たな教育を提供している。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

中央大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「中央大学SENDプログラム（日本語教育）」 日本語教育能力を備えたGSの育

成を目指す。全受講生が第１段階の基礎科目学修、第２段階のイギリス（英国国際
教育研究所）４週間留学、第３段階の科目学修を終え、第４段階ではタイ、ベトナム
等６ヶ国15大学に３週間日本語指導TAとして派遣。帰国後成果発表を行う。H24‐25
年度（第２期生）は３２名。第３期生は、派遣対象国をアメリカと台湾にも広げ、40名
予定。第５段階として大学以外での日本語教育や、より長期の滞在も予定。

H26 72人
H27 80人
H28 80人
受講は２年
度に亘るた
め合計数。

プログラム修了学生数。参加学生は
書類審査と面接審査にて選抜。第２
段階の英国国際教育研究所での
Certificate取得を含め、４段階に亘る

学修、ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ提出を経た、プログラ
ム修了証授与人数を目標とした。

２．「グローバル・フィールド・スタディーズ」（経済学部） 、「グローバル・スタディー
ズ」（文学部） 海外協定校と協働し環境経済学など専門知識・技術に基づく調査や
成果発表会を行う。プレゼンテーションや討論を含むコミュニケーション能力を高め、
国境を越え課題に対する意識をもつGSを育成。

H26 220人
H27 264人
H28 308人

単位取得者数。面接、他により選抜。
最終的に成果発表までの過程を経て
単位取得した者の人数を目標とした。

３．「専門総合講座A1（ANU等）」（法学部）、「短期留学（UC Davis）」（理工学部）専

門的な内容を海外で学ぶための短期留学プログラム。海外の大学にて専門分野を
集中講座で学ぶことにより、法律、理工学などの専門知識を備えたGSを育成する。

H26 44人
H27 52人
H28 61人

単位取得者数。面接、他により選抜。
単位取得者の人数を目標とした。

４．「国際インターンシップ」（法学部）、「海外インターンシップ」（経済学部）、「イン
ターンシップ実習」（商学部） 事前学習後にスイスのILO本部など海外の国際機関

や企業でインターンシップを行い、国際政治やビジネスの実務現場を体験し、プレ
ゼンテーション、コミュニケーション能力等を持つGSを育成する。

H26 41人
H27 49人
H28 57人

単位取得者数。面接、他により選抜。
単位取得者の人数を目標とした。

写真

（ベトナムでのエコビレッジ・
フィールドワーク）



グローバル人材育成推進事業 （Type A）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
本構想の目的は、早稲田大学の全学部（13学部）の全ての学生（1学年約8,000名）に、広く世界に貢献する

「グローバル人材」となる機会を創ることである。「グローバル人材」とは、叡智、志、実行力を持ち、世界・そし
て日本のいかなる場所・場面（Global, Regional, National, Local）においても、グローバルな視点を持って課題
の解決に貢献する人材像である。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

本学学部生全員の外国語能力の一層の強化、そしてインターンシップ、留学、ボランティア等の海外における
実地経験、さらには国際教育科目の拡充等を行い、産業界において即戦力となるグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

早稲田大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「産業人材の基礎力となる外国語能力の育成」

グローバル化する社会において、外国語能力は産業人材に基礎能力として求めら
れる。英語のプレイスメントテスト（TOEFL,TOEIC等）を全学部生に課し、習熟度別ク

ラス等で効果的な教育を施す等、一層の英語能力強化を行う。また、ドイツ語、フラ
ンス語、中国語等の多言語教育も強化する。

H26 2600人
H27 3200人
H28 3800人

各学部にて外国語能力スタンダード
として設定した、TOEFLやTOEIC等所

定の外国語能力基準を満たした学
生数を達成目標とする。

２．「現地日系企業や国際機関における海外インターンシッププログラムの拡充」

長期留学や短期留学等と合わせる形態で、ドイツ・フランス・シンガポール・中国等
で現在実施しているが、今後プログラムを一層拡大し、学生のキャリア形成を図る。

H26 100人
H27 200人
H28 250人

プログラム参加学生数。参加学生
は意欲や計画性等の観点から学内
選考にかけて選抜。

３．「経済やビジネスに特化した留学プログラムの拡充」
Asian Business Studies, Portland State University (Business Track)等、特
に経済・ビジネスをテーマにしたプログラムの拡充を行い即戦力人材を育成する。

H26 100人
H27 150人
H28 200人

プログラム参加学生数。参加学生
は成績や計画性の観点から学内選
考にかけて選抜。

４．「農業、環境、教育等のテーマに基づくボランティアプログラムの拡充」

ケニア・ボルネオ・カンボジア等で上記テーマに基づく実地のプロジェクトを通じて、
主体的に考え積極的に行動を起こすグローバル人材を育成する。

H26 1000人
H27 1200人
H28 1500人

プログラム参加学生数。参加学生
は意欲や計画性等の観点から学内
選考にかけて選抜。

５．「環境、ビジネス、教育、政治等の国際教育科目の拡充」

外国人留学生と共に学び、ディスカッションやプレゼンテーションを主体とした授業
の強化を図る。産業人材として学生に必要な素養を育成する。

H26 2500人
H27 2800人
H28 3000人

科目履修者数。各学部の学生が横
断的に履修可能な科目を提供し、
学内全体での履修者数で測る。



グローバル人材育成推進事業 （Type A ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

同志社大学は、建学の精神である「良心教育」を実現するため、教育理念として「キリスト教主義」、「自由主義」並びに「国際
主義」を掲げている。 本構想は、高度な外国語運用能力を基礎的資質としつつも、キリスト教の徳育に基づき、自由でのび
やかな進取の気性に溢れ、「良心を手腕に運用する」ことのできる、「考動する」グローバル人材（Global Competenceを有す
る人材）を輩出することを目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本構想により輩出するグローバル人材は、すなわち実社会において通用する実践力を備えた人材、「良心を手腕に運用する・
考動する」人材であり、「産業人材」に他ならないと考える。その上で、産業界との連携に着目し、あえて挙げるとすれば、全学
共通教養科目として開講するインターンシップ科目の履修や外国協定大学派遣留学生制度による海外での実体験等を通し、
コミュニケーション能力や語学能力の向上をはかり、海外で事業展開を図る企業の即戦力となる素養を持った人材を「産業人
材」として育成することである。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

同志社大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「海外インターンシップ・プログラム」
全学共通教養科目群の正課科目｢ｷｬﾘｱ形成とｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」に海外ｺｰｽを2014（H26）年度から新設
（配当年次2‐3年生）して、異なる価値観を理解し受容することができる能力を備えた新しい価値を
創造することができる人材の育成を目指し、米国において4日間のﾋﾞｼﾞﾈｽ研修と2週間の就業体験
を実施、現地で活躍するOB･OGとも交流する。事前講座ではｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの意義や姿勢、業界や企
業について学び、事後講座では振り返りを行い、充実した学生生活へのきっかけとする。2014
（H26）年度は20名の参加を予定。2015（H27）年度以降は受入企業の地域や業界の選択肢増を検

討している。各学部においてもその専門性に根ざした学部独自ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ科目設置を準備している。
また、同じ科目｢ｷｬﾘｱ形成とｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」に国内のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業で就業体験を積む「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ」
を検討、日本国内での育成も企図する。

（全学）
H26 20人
H27 25人
H28 30人

＊学部独自ｲﾝﾀｰ
ﾝｼｯﾌﾟ科目登録者
は上記に含まな
い。

「ｷｬﾘｱ形成とｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」海外ｺｰｽの
登録学生数。登録学生は日常会話ﾚ
ﾍﾞﾙの英語力と積極性に富んだ学生
を学内選考にかけて選抜する。1月実
施の事前説明会には110人程度の学

生が参加した。ﾏｯﾁﾝｸﾞ後に受講する
学生は、参加期間が長期に亘ること、
参加費が高額であることから、初年度
は20人とした。

２．「外国協定大学派遣留学生制度」
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る上で重要な要素である異文化への理解を深め、併せて語学力の向上を図り、ｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力に秀でた人材の養成を目指す。海外協定校での半年または1年という長期に亘り、
現地において実際に生活し、また学修を行う。2013（H25）年度には、97名の学生が本制度により海
外に渡航している。

H26 125人
H27 140人
H28 170人

本制度による派遣学生数。派遣学生
は、意欲と一定の語学力を有する学
生を学内選考により選抜。

３．「各種ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ｾﾐﾅｰ、ﾌｪｱ等の実施」
海外で働くことをｷｰﾜｰﾄﾞに大学横断的に実施する「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾘｱﾌｪｱ」では、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業によるﾊﾟ
ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝや「国際機関で働く」をﾃｰﾏとした講演会、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材対象の企業ｾﾐﾅｰや海外ｲﾝ
ﾀｰﾝｼｯﾌﾟ説明会やTOEFL、IELTS説明会等幅広いﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを網羅して、学生が多角的に集中して考え

る機会を提供する。また、「真の国際人の条件」ｾﾐﾅｰでは、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに活躍する際の姿勢と根本的
な資質を考える機会を提供する。自ら学び成長できる人こそｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材のﾍﾞｰｽであると考えるた
めである。

H26 350人
H27 400人
H28 450人

各種ｲﾍﾞﾝﾄへの参加者数。ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな
企業関係者や他の学生等から刺激を
受け、自己のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝに
活用させる。ｲﾍﾞﾝﾄはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材とし
ての意識付けのきっかけとして、広く
学生が参加しやすいものとする。

（ｱﾒﾘｶでの海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）



グローバル人材育成推進事業 （ Type A ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本構想は、スクールモットー「“Mastery for Service”（奉仕のための練達）」を体現する「世界市民」の育成を教
育目的としてきた本学の取り組みを、さらに拡大・発展させるものである 。

本学がこれまで取り組んできた「国際性」「学際性」「実践性」という３つの特色ある教育から、「確立した個人」
を基礎として、「国際的知識・技能」「専門的知識・技能」「マネジメント知識・技能」の３つの知識・技能を備えた
人材、本学が考える「実践型グローバル人材」像を導き出した。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

関西学院大学では、平成21 年にグローバル社会への貢献を一つのキーワードとして「新基本構想」を定めた。

この「新基本構想」中でも最も注力しているものの一つが、世界的視野をもって産業界で活躍できる人材、言い
換えれば、「実践型グローバル人材」の育成である。本構想では、この「実践型グローバル人材」を育成するた
めの教育システムを構築することを目的としている。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

関西学院大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「実践型”世界市民”育成プログラム」の構築

本学では「実践型グローバル人材育成システム」として、「実践型”世界市民”育成
プログラム」を構築する。Certificateの授与を行う３つのコース（登録制）によって、幅
広い視野と実践力をもち、産業界で活躍できる「実践型グローバル人材」を育成する。

１）「グローバルリーダーコース」
多様な文化的背景の人が集まる中で、明確なビジョンを持ち、論理的に問題解決の
道筋を見いだし、タフなチャレンジ精神で目標を成し遂げる人材を育成するコース。
２）「グローバルエキスパートコース」
学部教育を通じて高い専門性を培うとともに、高度な外国語力とプレゼンテーション
力・ディスカッション力を持った人材を育成するコース。
３）「グローバルシティズンコース」
グローバルなビジネス現場で活躍できる、様々な関係者に対する興味と関心に基づ
く理解、他者とのチームワークや協調性を持つ人材を育成するコース。

リーダー
H26 20人
H27 30人
H28 50人

エキスパート
H26 90人
H27 120人
H28 150人

シティズン
H26 300人
H27 400人
H28 500人

①コース指定科目GPA3.0以上
②コース指定科目修得単位数40
③TOEFL550相当以上
④国際ボランティアへの参加

①全授業科目におけるGPA2.8以上
②コース指定科目修得単位数30
③TOEFL550相当以上
④交換留学への参加

①全授業科目におけるGPA2.5以上
②コース指定科目修得単位数30
③TOEFL500相当以上
④外国語研修等への参加

２．グローバル企業への採用者増
グローバル人材を特に必要とする東証一部上場企業への就職者数を、平成28 年
度には1569人へと引き上げる。

H26   1154人
H27 1351人
H28 1569人

東証一部上場企業への就職者数を
算定し、達成目標とする。

写真

（ナミビアでの国連ユース
ボランティアの様子）



グローバル人材育成推進事業 （Type A ）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
① 相互理解の立場で様々な国･地域の人々と協力できる国際感覚と国際的視野を身につけた日本人の養成
② 日本と諸外国の間の友好信頼関係の構築と各国・地域の将来の社会・経済の発展に寄与する人材の養成
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

当該事業では、開学時からの支援企業を中心に、企業との協力講座等を開講し、フィールドスタディやイン
ターンシップ等の経験学修を通して実践力を持った産業人材の育成に取り組む。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

立命館アジア太平洋大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「SENDプログラム」の実施

日本に対する理解を深め、日本の文化や日本語について発信するインターン
シップを通して、高い言語運用能力、発信力、異文化理解力等を醸成することを目
的としたSENDプログラムを実施。Ｈ２４〜２５年度にはボツワナ、タイ、ベトナム、イ
ンドの４カ国へ合計１８名の学生を派遣。Ｈ２６年度についても継続して実施予定。

H26 10人
H27 12人
H28 15人

プログラム参加学生数。参加学生は
学内選考により選抜。

２．日本公文教育研究会との協定講座の開講

世界において事業展開する公文教育研究会との連携講座において、教育理念
やマーケティング等について学び、インターンシップとして教室運営等を行っている。
最終成果発表として公文本社にてプレゼンテーションを行う。Ｈ２５年度については
９名が受講。Ｈ２６年度については１１名が受講予定となっている。

H26 11人
H27 15人
H28 20人

協定講座受講生。受講希望学生は学
内選考により選抜。

３．企業からの研修生受け入れ

企業から社員を研修生と受け入れ、正課・正課外において本学学生が社会につ
いての知見を深める機会を設けている。Ｈ２５年度については１０社より２６名を受
け入れ、Ｈ２６年度についても複数の企業より研修生を受け入れる予定である。

H26 25人
H27 27人
H28 30人

科目等履修生として受け入れる企業
からの研修生の人数。

４．企業との協力講座の開講

Ｈ２５年度については、読売新聞、ＡＮＡ総研、ヤマト運輸、ＮＥＣ、日本公文教育
研究会との協力講座を開講した。Ｈ２６年度についてはこれらの講座を継続して開
講し、他の企業との協定講座の新規開講も追求していく。

H26 400人
H27 420人
H28 450人

企業との協力講座履修者人数。

SENDプログラム（ボツワナ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

グローバルな活躍の基礎となる深い教養とコミュニケーション能力を習得すると同時に、世界の新興国・地域
における文化や社会に精通し、ローカルなニーズを的確に汲み取り、また、現場での問題解決に貢献できる
人材を育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
「地域研究イノベーション学位プログラム（ASIP）」において、新興国の経済やビジネスを学ぶ「グローバルサウ
ス科目」や高度な外国語力を養成する「現地語科目」を開講する。また、グローバルCSRなど新興国やBOP市
場における企業活動のあり方について十分訓練を受け、フィールド調査の実施と、現地での日本企業や国際
協力機関、などにおけるインターンシップを通じて、企業、官庁等で即戦力となる人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

筑波大学

取組概要
達成目標
（人）。

達成目標の考え方

１．「地域研究イノベーション学位プログラム（ASIP）」
グローバルな課題への深い教養とともに、英語と現地語を運用し、地域の文化・
社会・経済について深い理解を持つスペシャリストを育成する。これにより、新興
国のニーズを適確に把握することが可能となり、新興諸国での日本の国際競争力
を強化し、日本の外交･経済戦略へ貢献することができる。平成26年度より第一期
生（対象学群である人文・文化学群及び社会・国際学群の3年生）が参加する。

H26 15人
H27 35人
H28 55人

数値は、ASIPの選抜試験を受けたう

えで合格し、実際にプログラム生とし
て登録される人数。プログラムの定員
は各学年最大20名。

２．「新興国におけるインターンシップ」
ASIPに参加する学生は本学の人文社会科学研究科国際地域研究専攻に進学す
る。進学後に本学協定校の大学院に約1年間留学し、現地在留の日本企業等でイ
ンターンシップ活動を行う。

H26 0人
H27 0人
H28 15人

数値はASIP生が大学院に進学後、本

学協定校に留学し、インターンシップ
に参加する学生数。

３．「セミナーの開催」
ASIPがターゲットエリアとする東南アジア、中央アジア、中国、インド、中南米、北ア

フリカ等の経済やビジネスに精通し、実地での体験を持つ講師を招聘してセミナー
を開催する。同時に留学時の危機管理に関するセミナーも有識者を招いて順次行
うことで、実践力を持った人材を養成する。

H26 120人
H27 160人
H28 200人

数値はセミナーに参加する学内学生
数。40人はASIP対象学群の１学年の
総数の1/10となる数。26年度は学群3
学年、27年度は学群4学年、28年度
は学群4学年と修士1学年が対象。

スチューデント・コモンズ(左、右上)
ASIPプログラム説明会の様子(右下)



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

教養学部を先導とする埼玉大学のグローバル人材育成事業は、多文化理解、日本理解を含む深い教養と、
実践的な課題解決能力を備えた、 グローバルに活躍できる人材の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

育成を目指すグローバル人材像は現実の社会における実践的な課題解決能力を重要な要件とする。グロー
バルな状況での課題解決能力を高めることを目的として、海外インターンシップの促進を図っている。また、通
常の大学の教育課程で涵養を目指す学術的・専門的スキル、汎用的なスキルに加え、これまで測定対象とな
らなかった社会人基礎力に対応するジェネリック・スキルの涵養を明示的に目標に設定し、Project Based 
Learning(PBL)などのアクティヴ・ラーニングを授業に取り入れ、社会で能動的に活躍できる素地を形成して行く。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

埼玉大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「海外インターンシップの促進」

海外での社会適応力を含む課題解決能力を涵養するため、海外インターンシップの
履修を促進する。平成25年度には米国、カナダ、中国での海外インターンシップを経
験した学生は10名であったが、今後は海外インターンシップ・プログラムの開発に努

め、対象国をアジアやオセアニアにも拡大し、海外インターンシップ履修者の増大を
図る。

H26 ・・・20人
H27 ・・・30人
H28 ・・・40人

達成目標は、「海外インターンシッ
プ」の授業で２単位以上を認定され
た学生数とする。達成目標の人数
は過去の実績人数を基礎とするこ
とによる。

２．「アクティヴ・ラーニングの拡張」

本事業は学生のグローバルな資質育成の一貫として、能動的な学修の促進をは
かっており、そのことが、産業社会での活躍に必要な資質の育成につながっている。
現状でアクティヴ・ラーニングの要素を取り入れている授業は少数であるが、次年度
からPBLや海外研修などのアクティヴ・ラーニングの要素を取り入れる授業を増やす

ことにより、卒業年次までにアクティヴ・ラーニングを基調とした授業の履修経験者を
飛躍的に伸ばしてゆく。

H26 ・・・40人
H27 ・・・60人
H28 ・・・80人

達成目標は、アクティヴ・ラーニン
グの授業で単位を取得した最終年
次の学生数とする。アクティヴ・
ラーニングの授業とは、PBLや海外
研修を取り入れた授業である。

３．「社会人基礎力の涵養」

社会人基礎力はグローバル化した産業社会で活躍する資質としても重要である。平
成25年度までの測定結果によると、教養学部生は平均して学力にあたる基礎力が
全国平均より高いものの、社会人基礎力は全国平均より低い(全国平均を超える学
生は26%)。アクティヴ・ラーニング、海外留学、海外インターンシップの促進により、
社会人基礎力が全国平均を超える学生数の増大をはかる。

H26 ・・・ 50人
H27 ・・・ 75人
H28 ・・・100人

達成目標は、１学年（160名）の学

生が社会人基礎力測定を受検す
るとしたときに、社会人基礎力
(PROGであればコンピテンシー)が
全国平均を上回る学生数とする。

写真

（カンボジアでの
海外フィールドワーク）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
グローバル化が進むなかで、医療の国際標準化および国際協調の観点から必要度の増す医療人の英語運用力の底上げを図ると
ともに、成熟した国家である日本が主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・国際協力/医療観光など医療産業分野
において世界を支え牽引していくために中心的役割を担うグローバルリーダーを育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本学は医療系総合大学として、現在日本が輸入超過に陥っている医薬品・医療機器分野や、金銭的貢献に比べて人的貢献がなか
なか進まない国際保健・医療政策分野、さらにアジア各国に大きく遅れをとっている医療観光など、安倍政権の成長戦略の重点領
域の1つに位置づけられる「健康・医療」分野で将来戦力となるグローバル人材を育成する。少人数リーダー養成プログラムとして設
定しているHealth Sciences Leadership Program (HSLP)や、豊富な研究留学と臨床留学機会提供と、それらにテーラーメード化された

派遣前教育を提供し、また在野でグローバル規模で活躍するリーダーとの交流によるロールモデル発見・キャリア形成のための内
的動機付け・ネットワーク/コミュニティ構築を図る。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

東京医科歯科大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

２．少人数リーダー養成プログラム 「Health Sciences Leadership Program」
入学後早期から複数年にわたる問題基盤型学習やプロジェクトワーク、研究または臨床留学、グ
ローバルな舞台で活躍する卒業生らとのコミュニティ形成などを通し、語学力、批判的思考力、創造
的思考力、感情知能等を洗練し、将来生命科学研究・国際保健/医療政策・医療産業分野において
世界を支え牽引するグローバル人材を育成する。H25年度より開講し、第１期生20名が履修開始し
た。H26年度以降、毎年20名が履修開始予定。

H26 18人
H27 18人
H28 18人

毎年度の履修開始学生数。第１学年後期
より履修開始となり、応募者の中から動
機・対人スキル・語学力（TOEFL iBT 70点
が基準）にもとづき選抜。プログラムでは
科目・プロジェクトなどが卒業年次まで組
まれている。

３．研究留学派遣前教育コース「Academic Skills for Successful Exchange Research 
sTudents (ASSERT)  course」
研究留学のための派遣前教育ASSERTコースは、語学力とともに批判的思考力と文書・口頭プレゼン

テーション力、読解力を洗練し、派遣期間中の経験を最大限有効に活かし、将来医薬品・医療機器
など生命科学研究分野で世界を牽引する人材の育成に貢献する。H25年度は24名が参加、H26年
度は22名が参加予定。

H26 20人
H27 20人
H28 20人

コース参加学生数。各学科において動機・
学業成績・語学力にもとづき選抜され派遣
生として確定した学生を対象とする。

４．臨床留学派遣前教育コース
臨床留学のための派遣前教育コースは、語学力とともにグローバルスタンダードに沿ったスキル（面
接・診察・プレゼンテーション力など）を洗練し、派遣期間中の経験を最大限有効に活かし、将来国
際保健/医療政策・国際協力/医療観光など医療産業分野で世界を牽引する人材の育成に貢献す
る。H25年度は11名が参加、H26年度は11名が参加予定。

H26 9人
H27 10人
H28 10人

コース参加学生数。各学科において動機・
学業成績・語学力にもとづき選抜され派遣
生として確定した学生を対象とする。

５．キャリア形成セッション「Find‐Your‐Role‐Model session」
在野でグローバル規模で活躍するリーダーを招いて交流し、ロールモデル発見・キャリア形成のた
めの内的動機付け・ネットワーク/コミュニティ構築を図るもので、１〜２ヶ月に１度開催している。アカ

デミックにおける研究者、製薬業界のリーダー、国際機関で活躍する医療専門職業人、医療観光分
野のリーダーなどを招聘している。H25年度は7回開催し、延べ127名が参加した。

H26 65人
H27 68人
H28 70人

年間に開催されるセッションへの延べ参加
者数。全学（学士・大学院ともに）学生が
参加可能。

（ハーバード医学校関連病院
への臨床留学）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

先進国のみならず新興国において社会基盤整備、ものつくり、環境、高等教育等の関連分野で活躍する能
力を身に付け、海外で自らの専門性を基礎とした実践的経験を積みつつ本学の教育理念においても重視され
る高い見識と倫理観、専門学力、発想力、想像力を身に着けた「グローバル理工人」の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

アジア諸国における地元企業や政府機関におけるインターンシップ、海外派遣プログラムにおける国際機関、
企業訪問等を通じ、国際的な視点から自身のキャリアパスを考え、コミュニケーション力や、異文化理解力、課
題発見・解決力、チームワーク力等を養い、科学技術分野における研究開発、企業活動、国際協力において
即戦力となるグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

東京工業大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「グローバル理工人研修 超短期海外派遣プログラム」

科学技術の発展に貢献するために海外で主体的に行動できる能力を備えた高度科学技
術人材の育成を目指し、スリランカ、シンガポール、インドネシア、豪州、米国、英国、フラン
スにおいて各2週間の海外研修。各国の高等教育機関に加え、UNESCO、サイエンスミュー
ジアム、グーグル社等を訪問し、職業説明の機会を得る。平成25年度は57名の日本人学
生が参加。平成26年、27年度は対象国の追加を検討。

H26 ・・65人
H27 ・・70人
H28 ・・75人

プログラム参加学生数。

参加学生は、学内選考に
かけて語学力、学修意欲、
グローバル理工人として
のキャリアプランなどを勘
案して選抜する。

帰国後作成する報告書と
留学報告会における発表
内容によって評価する。

２．「インターンシッププログラム」

自らの専門性を基礎として、海外での危機管理を含めて自らの意思で行動できる能力を備
えた科学技術の分野で実践力を発揮する人材の育成を目指し、英国物理学研究所、大連
工科大学等において2週間～2か月間のインターンシップ。科学技術分野での説明能力の

向上等を通じ、多国籍企業や他国との共同事業の実施に必要な実践的能力を育成。平成
25年度は8名の日本人学生が参加。平成26年、平成27年度は参加者の増加を予定。

H26 ・・11人
H27 ・・13人
H28 ・・15人

３．「国際開発工学フィールドワーク」

国や文化の違いを超えて共同で活動できる能力を備えた新興国に技術支援を行う人材の
育成を目指し、フィリピンでフィールドワークを実施。デラサール大学、フィリピン工科大学
における学生交流、現地での日本企業、大使館訪問等を経験し、国際的技術者としての
就業の意義・やりがいを実感することで、本分野における人材輩出を目指す。平成25年度
は10名の日本人学生が参加。平成26年、平成27年度は参加者の増加を予定。

H26 ・・12人
H27 ・・12人
H28 ・・12人

（バングラデシュ：水道施設建
設現場でのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
現実を踏まえた理論構築能力と優れた語学力・コミュニケーション能力を中核に置いて、日本のシステムを改革できるイノベーション
能力、世界標準を創り上げる論理展開能力、政策提言能力、アジェンダ設定能力という全６つの資質を有するグローバル・リーダーを
育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
英語コミュニケーションスキル科目の必修化や海外派遣留学制度など全学レベルでの取り組みを土台とし、商学部、経済学部で実施
するグローバル・リーダーズ・プログラムを通して、グローバルに通用する社会科学の専門性と経済やビジネスの現場で発揮される問
題解決力を備えたリーダーの育成を目指す。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

一橋大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「短期海外調査」（経済学部）

経済学の専門知識とともに、日本語と外国語での優れたコミュニケーション能力およびグローバル
経済の現場感覚を備え、自ら世界の諸課題の発見と解決に努め、ビジネス・公共政策・学術研究
などの現場で活躍するリーダーの育成を目指して、アジア新興国とEU（欧州連合）地域へのそれぞ
れ10日間程度の短期海外調査を夏季休暇中に実施する。夏学期（4月－7月）に海外調査の準備
を行い、冬学期（10月－1月）に英文の報告書を作成する。平成25年度には、ベトナムとブルガリ
ア・ドイツへの調査に計18名が参加し、現地の大学生（ハノイ財政大学、ソフィア大学）との研究報

告・討論会と、また本学の卒業生組織である如水会支部の支援を得て、日系企業や国際機関・政
府機関の事務所への訪問調査を行った。参加者は、調査前の綿密な準備と調査後の報告書作成
を通じて世界的な視野と問題関心を得、調査対象地域に関する知識と理解を深めることができた。
平成26年度には中国とドイツへの調査に計20人が参加する計画である。

H26 20人
H27 20人
H28 20人

参加学生は当該年度を通じて短期海外
調査を担当する教員の「基礎ゼミ」を履
修し、調査の準備と報告書の作成に取
り組む。これまでの短期海外調査の経
験を踏まえ、また少人数・双方向教育
の「基礎ゼミ」という科目の特性を考慮
して、それぞれの海外調査（「基礎ゼ
ミ」）の参加者を10名以下に限定する。

２．「ビジネス・エマ―ジョン」（商学部）

海外インターンシップの準備として、またグローバル企業への就職を考えている学生を対象として、
短期海外研修（豪：ビジネス・エマージョン・プログラム）を 2013年度より開講。4週間の研修では、

英語圏での就職活動からビジネスの慣習まで広く学び、その成果については研修中・後に発表を
行っている。また、現地では、本学卒業生の協力を得て、日系企業の工場見学を実施、多文化社

会における人材雇用について現地の人事担当者から直接話を聞く機会を得た。今後も、このような
企業・工場訪問等の課外活動を盛り込む予定である。

H26 10人
H27 10人
H28 10人

渡航前オリエンテーションの出席、研修
先のトレイナーにおける評価、および帰
国後の成果発表の３点より総合的に評
価する。

３．「短期海外研修（スペイン企業派遣）」（全学）
短期海外研修(スペイン企業派遣)では、春季休業期間（５週間）にスペイン・Berge社にて本学およ

び韓国中央大学校生とグループスタディ形式で異文化に触れ、講義、研修、実習に参加する。プロ
グラムを通じて視野を広げ、文化の違いを越えて協働する力を蓄え、アウェーで実力を発揮できる
自信を体得することを学習目標とする。

H26 6人
H27 6人
H28 6人

渡航前オリエンテーションの出席、実習
先のメンターにおける評価、および帰国

後の体験記作成の３点より総合的に評
価する。

４．「短期語学留学」（全学）
より広範囲の1年次学生に多文化環境を経験させ、グローバル人材の基盤たる語学力を含めた異
文化対応力・コミュニケーション力を養成する。

H26 200人
H27 300人
H28 500人

希望する入学者全員を派遣する責任体制・組織
を準備し、効果の検証や後方支援等に関する
PDCAを行うため、段階的に人数を増やす形で試
行を重ねる。

ブルガリア短期海外調査（経済学部）にて



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

今後の日本経済を成長軌道に乗せるためには、新興アジア諸国との連携が不可欠である。このような新
たなグローバル環境において、アジアの現地ニーズを開拓し、海洋（自然）との共生に対する深い思慮を持
ちつつ産業プランを企画し、それを戦略的思考で実現する能力を持ったグローバル人材の育成を目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本学の構想は、1）TOEICスコア600点を海洋科学部4年次への進級要件化、2）海洋科学部３年次での海外

派遣キャリア演習、3）大学院前期課程授業の完全英語化、の三大改革を中心に構成されており、これらは
全て産業人材の育成に資する取組みとなっている。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

東京海洋大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「TOEICスコア600点を海洋科学部4年次への進級要件化」（大学として数値で
示す着地点の明確化）
平成26年度海洋科学部新入生から、TOEIC600点を3年次から4年次への進級要

件とする。TOEIC600点は、産業人材に求められる英語力の必須要件として設定し
たものである。全学部生がこの進級要件をクリアできるよう、TOEIC入門科目（正課）、
TOEIC特訓クラス（正課外）を開設するほか、自宅学習にも利用できるeラーニングシ
ステムを導入。TOEIC学習専門の統括英語教員や英語学習アドバイザー（外部委
託）を配置するなど、学内外で充実したTOEIC学習ができる教育環境を整備する。

H26 100人
H27 200人
H28 275人

本達成目標は、平成26年度海洋科
学部新入生（入学定員275人）が3年
次から4年次に進級する平成28年度
末において275人全員がTOEIC600点
をクリアするよう設定している。（H26・
H27は過渡期であり努力目標として設
定したものである。）

２．「海洋科学部３年次での海外派遣キャリア演習の新設」（グローバル視点での
自己 キャリア啓発と異文化交流活動、SEND）
アジアを中心とした日本との経済関係が密接に考えられる国々に約１ヶ月間滞在

させ、その国の産業や人々の暮らしを取材・体験し、そこから自分の専門をどのよ
うに生かし現地の産業に寄与できるかについて、帰国後レポートを提出させる。

H26 55人
H27 55人
H28 55人

TOEIC600点をクリアした学生を対象

とし、書面審査・面接等により選考す
る。派遣予定人数（目標）は入学定員
の20%として設定しているが、年度毎
のプログラムにより増減が見込まれる。

３．「大学院前期課程授業の完全英語化（＋英語による討論型授業）」
博士前期課程の全ての授業（海洋科学部学生の主要進学先4専攻の全開設科

目）を英語化・討論型授業に切り替える。本学の博士前期課程の目的の一つであ
る「高度専門職業人の育成」を図るため、「自分の専門領域について英語でスムー
ズに情報発信」をし、また、「他者の発表に対して英語で論理的、批判的質問をし、
同様に反論する」高度なコミュニケーション能力を養成する。

H26 145人
H27 145人
H28 145人

英語化授業科目率はH25は20％とし、
その後前年度比+20％で5年間で完全

英語化する計画。達成目標人数は、
対象学生全員が英語化済みの科目を
履修できるため、定員（145人）とした。

海外派遣キャリア演習
（タイの日系企業でのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
新潟大学が考える「グローバル人材」とは，「専門性を持ち自らの考えで行動できる質実剛健かつチャレンジングな精神
を持った地球市民」である。21世紀の国際社会・産業界・地域社会を支え発展させリードする，高い専門性と国際基礎
力・国際教養を合わせ持った人材を育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
各学部での専門教育に並行して，低学年時に新しい実践英語プログラム〝S.P.A.C.E.”を受講させることにより，一般的な

英語力に加え，各専門分野で求められる固有の英語力を高める。あわせて，国内外での研修・実習・インターンシップを
経験させることにより，医学・工学・法学の分野において即戦力となるグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

新潟大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「4年次後期 海外での「医学研究実習」（医学部医学科）」
将来，グローバルに活躍できる医師・研究者としての人材育成を目指し，4年生の後期に必
修科目として行われる8週間の医学研究を体験する「医学研究実習」 （7単位）において，
海外の研究施設における研修を増加させる。平成24年度には，「医学研究実習」において
14名が海外で研修を行い、また、6年次に欧米の大学の臨床研修プログラムにおいて6名
がClinical Clerkshipを経験している。

H26 14人
H27 16人
H28 19人

グローバル人材育成推進事業構想調書
上の数値目標をもとに設定した。当該年
度の医学部医学科卒業生のうち，「医学
研究実習」を含む単位取得を伴う実習等
を海外で経験した学生を１名として数える。

２．「インターンシップの実施，海外でのシンポジウム等への参加（工学部）」
工学系産業人材の育成を目的とし，主に県内企業の協力を得て，工業技術が実践されて
いる社会や現場を通して工業技術者としての創造力や職業意識を育成するために，「マー
ケット・インターンシップ」（H24参加学生数11人），「テクノロジー・インターンシップ」（同7人）
や，「創造プロジェクト」（同49人）といった取組を行っている。左記の素養に加え，国際的に

活躍できる国際理解能力とコミュニケーション能力を備えた人材を育成するために，国際シ
ンポジウム“Fusion Tech”（H25参加学生数11人）や海外でミニシンポジウムや共同研究を
行う「リサーチキャンプ」（同7人）への参加を促進する。

H26 46人
H27 59人
H28 72人

グローバル人材育成推進事業構想調書
上の数値目標をもとに設定した。当該年
度の工学部卒業生のうち，“Fusion Tech”
や「リサーチキャンプ」を含む単位取得を
伴う海外留学・研修を経験した学生を１名
として数える。

４．「段階的な国内外留学・インターンシッププログラム（法学部）」
基礎的段階として英語による専門教育を受けられる基礎体力を養うために，日本国内での
ぷちプチ留学（H25年度参加学生数6人）・プチ留学（同12人）を実施した。発展段階として，
国際的な法律業務・行政実務を担える人材の育成を目指し，中国・北京大学（H25年度参
加学生数12人）及びカナダ・アルバータ大学（同4人）における短期海外研修を実施した。さ

らに，これらの経験を踏まえた社会人準備教育としてインターンシップを行っている。平成
27年度は発展段階部分を拡充し，対象国を韓国にも拡げ，20名が参加を予定している。

H26 23人
H27 26人
H28 29人

グローバル人材育成推進事業構想調書
上の数値目標をもとに設定した。当該年
度の法学部卒業生のうち，単位取得を伴
う海外留学・研修を経験した学生を１名と
して数える。

（海外での医学研究実習）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

歴史や文化が異なる地域においても、世界の人々と協働して生き生きとした暮らしづくりに貢献できる高い専
門能力と創造力・実践力を有した技術者「Global IMAGINEER」の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

社会に出て、専門分野で実際に「使える」実践的英語力の向上、留学生同窓会・地元産業界と協力して行う
「実践的グローバル人材育成プログラム」等をとおし、グローバルに活躍できる工学系産業人材の育成を本事
業の主な目的としている。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

福井大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「実践的グローバル人材育成プログラムの開発と実施」
世界の人々と協働して生き生きとした暮らしづくりに貢献できる高い専門能力と創
造力・実践力を有した技術者の育成を目指し、世界各国において、多種多様な海
外留学プログラムを実施。事前研修で「Global IMAGINEER」像を意識付け、事後研
修ではその成長を自己評価できている。Ｈ25年度は、35プログラムに207名が参加。

H26 150人
H27 160人
H28 170人

アンケート・レポート等により、グロー
バルに活躍するために必要となる能
力等を意識した活動ができ、自己の
成長が図られたと回答した参加学生
数

２．「語学センターによる実践的英語教育の実施と自主学習の普及」
独自の英語プログラム開発を進め、実践的でコミュニカティブな英語教育を実施。
語学自主学習施設である言語開発センター（ＬＤＣ）を設置し、自主学習の普及に
貢献。整備した施設は高い利用率を挙げ、学生の自習時間の増加が図られている。

H26 800人
H27 900人
H28 1,000 

人

語学自主学習施設（LDC：Language 
Development Center）の月平均のべ
利用者数（学期中）

３．「グローバル企業で活躍する企業人・技術者による講演会（PEPES）の開催」

早期にグローバルに活躍するために必要となる能力等を意識付けることで、学生
の学習意欲向上を図る。Ｈ25年度は、学部1年生を中心に約600名が参加し、「海
外にもっと目を向けて視野を広げたい」等、意識付けの成果が現れている。

H26 350人
H27 400人
H28 450人

アンケート等において、グローバルに
活躍するための能力に関する興味関
心を訪ねる項目に「興味を持った」以
上と回答した学生数

４．「グローバルコンピテンシーモデルの構築」

“Global IMAGINEER”の能力・資質を「基礎的知識・教養」「自己学習能力、問題解
決能力」「コミュニケーション能力（語学力含む）」「異文化に対する理解・自己アイデ
ンティティの確立」「専門的知識・能力」「創造力」「社会的責任・使命感」に分類。学
生にこれらの能力を培うモデルを構築し、海外留学プログラム参加の前後で評価。
地域企業が参画するアドバイザリーボードを設置し，カリキュラム改革を進める。

H26 170人
H27 180人
H28 180人

海外派遣プログラム参加の事前・事
後において、本学のグローバルコンピ
テンシーモデルを用いて自己評価した
学生数

（中国・上海市にて福井県内企業の
海外進出事例を学ぶ）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「ビジネス法務に関する海外インターンシッププログラム」
法学部では、日本企業がASEANに進出する際に、最前線にたってリーガルコミュニケーションに対応できる、国
際的なビジネス法務の基礎力を持った人材の育成を目指し、マレーシアの法律事務所で1～3ヶ月間のインター
ンシップをH21年度から実施。学部生を中心に計61人を派遣。H26年度からは、対象国をベトナムにも拡充。

H26 10人
H27   12人
H28 14人

プログラム参加学生数。参加学生は、将来海外で
職務を行うことを強く希望し、一定の英語力
(TOEFLiBT70以上)を有する者を学内選考を経て選
抜。

２．「国際的教育シミュレーション大会への参加プログラム」
法学部では、国際的な法律的調査・準備書面の作成能力をもち、高度な協議・コミュニケーション能力を備えた
人材（国際ビジネスロイヤー、商社マン、国際公務員等）を育成するため、模擬商事仲裁や投資協定仲裁の国際
大会に学生を参加させるプログラムにH16年度より毎年10名程度を派遣しており、H25年度は15名を派遣。

H26 14人
H27   18人
H28 22人

プログラム参加学生数。国際的教育シミュレーショ
ン大会の神戸大学構成メンバーとして、約半年にわ
たるプログラムの全過程とその集大成たる模擬商
事仲裁の国際大会等にまで参加した学生数。

３．「5年一貫経済学国際教育プログラム」（IFEEK）
経済学部では、グローバルビジネスにおける競争に伍していくために、高度な専門性を有し、その専門性を発揮
できる語学力を持った人材の育成を目的としたプログラム(IFEEK)をH25年度から実施。半年から1年にわたる協
定校への留学を要件とし、5年で修士（経済学）の学位を取得させる。H25年度のプログラム参加者は23人。

H26 15人
H27   15人
H28   15人

プログラム参加学生のうちの留学者数。プログラム
参加学生は、経済学の基礎知識や英語能力及び
留学に対する熱意をもとに選抜。

４．「Kobe International Business Education and Research (KIBER) Program」
経営学部では、国際社会と異文化を理解したうえで、グローバルな社会環境で活躍できる経営人材（グローバル
企業におけるコア人材、グローバル市場を相手とする起業家等）を育成するために、KIBER ProgramをH23年度
より実施。英語での専門科目の修得を前提とした協定校への1年間留学。H25年度では10人が参加。

H26 32人
H27   34人
H28 35人

プログラム参加学生数。International Business 
LawⅠ・Ⅱ、Business CommunicationⅠ・Ⅱ、
Academic Reading and Writing for BusinessⅠ・Ⅱ等
の履修がプログラムへの参加要件。

５．「異文化研究留学プログラム」（ICSSAP）
国際文化学部では、海外20ヶ国34の協定大学との学生相互派遣・受入による国際共修授業と多文化交流を通
じて、日本との比較を踏まえた専門知識の修得、外国語運用能力の涵養により、留学先社会の多様な問題とグ
ローバルな諸問題を発見・解決する能力を有したエキスパートの育成を目指してICSSAPをH25年度から実施。

H28 8人 プログラム参加学生のうち交換留学、海外インター
ンシップに参加し、TOEIC760点をクリアする学生数。
H25年度入学学生から適用されるプログラムである
ため、達成目標人数はH28年度からである。

６．「文化産業関連インターンシップ・プログラム」
文学部では、海外における日本の文化産業、特にポピュラーカルチャーなど我が国の先端文化の発展に資する
とともに、高度なグローバル感覚と関連知識、コミュニケーション能力を備えた文化産業関連の人材の育成を目
指し、北京大学文化産業学院等との協力により、1～3週間の文化産業関連インターンシップをH25年度より実施。
2人が参加。今後香港大学にも同プログラムを展開予定。

H26 2人
H27   2人
H28 2人

プログラム参加学生数。参加学生は、語学力（英語
及び中国語）の能力とグローバル人文学プログラム
の関連授業「比較日本文化産業論特殊講義」等で
優秀な成績を修めた学生を学内選考を経て選抜。

写真

神戸大学
【構想の目的・育成するグローバル人材像】

教育目的に掲げる「人間性の教育」、「創造性の教育」、「国際性の教育」、「専門性の教育」を踏まえ、人文科学系・社会科学系の6学部（国際文
化学部、文学部、発達科学部、法学部、経済学部、経営学部）及び2研究科（人文学研究科、経済学研究科）がそれぞれの教育プログラムを通じ

て互いの専門性を越えて協力し、深い教養と高度な専門性、グローバルな視野と卓越したコミュニケーション能力を備えた「問題発見型リーダー

シップ」を発揮できる「グローバル人材」を育成する 。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
現代社会が直面する諸課題を、グローバルな視点を持ち地球規模で解決していく「21世紀型市民」を育成するという視点に立ち、グローバル共

通科目・グローバル英語コース・グローバル専門科目や海外インターンシップ等通じ、多様な産業界において活躍できる主体性や創造性を持つグ
ローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】 （ミャンマーでのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

豊かなグローバルマインドを根底として、グローバル人間力、グローバルリテラシー、グローバルコミュニケーション力を基
礎能力とする「グローバルマネジメント能力」と、深い専門知識(理論)と高い技術力 (実践力)を体系的に修得することによ
り、グローバル社会の中核として活躍できるタフで実践力のある人材育成を目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

開発途上国・新興国における海外実践教育、企業や自治体でのインターンシップ、キャリアデザイン教育、社会人基礎力
を高める講義、フィールドワーク等を実施し、グローバル人材として国際業務を円滑・着実に遂行するための能力と気質を
養成し、国際協力機関をはじめ、開発途上国、新興国への展開を図る企業等において即戦力となる人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

鳥取大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「メキシコ海外実践教育プログラム」（全学）：国際的に活躍できる人材育成を目
指して、メキシコの協定校において、英語と西語で講義、フィールドワークを融合さ
せた実践カリキュラムを3ヶ月間実施。全学から選抜された20名の学生が参加。

H26 20人
H27 20人
H28 20人

特に優れたグローバル人材の育成の
為、TOEIC及びGPA他取組意欲を重視
した選考を全学的に実施、単位認定。

２．「国際乾燥地科学コースにおけるグローバル人材育成」 （農学部）：学部から大
学院まで一貫した乾燥地科学教育体系における学部教育を実施。「国際乾燥地科
学コース」（30名/学年）では、メキシコ、タイにおける海外実習をはじめグローバル

実践力強化メニューをカリキュラム化し、新興国や途上国等の過酷な環境のビジネ
ス場面で活躍できる実践力の高い「たくましい」人材を育成する。

H26 30人
H27 30人
H28 30人

国際乾燥地科学コース修了学生数：
グローバル環境下での実践力強化を
重視した本コース教育課程修了生は、
グローバルで多様なビジネスシーンに
適用できる基礎力を修得。

３．「海外フィールド演習」（地域学部）：多様な文化的・宗教的・経済的特性を有す
る国々での経験をもとに、「インターリージョナル」という複眼的な視点で国際地域
比較ができる人材育成を目指し、グローバルビジネスにおいて重要度を増すベトナ
ム、インドネシアなどアジアの新興国を中心に海外フィールド演習を実施する。

H26 60人
H27 60人
H28 60人

参加学生：全学部の1/3の学生を派遣

させるという観点から、意欲、専門科
目の成績を基準に、語学能力を参考
として選定し、最終的に単位を認定。

４．「海外大学における学部生研修プログラム」（工学部）：グローバル環境下で活
躍できる人材を育成するため、新興国や途上国等における実践的教育活動を行う。
H25年度からインド・プネ工科大学における「ものづくり共同授業」を開始した。

H26 5人
H27 5人
H28 5人

プログラム参加学生数：参加学生は、
事前・帰国後研修、研修プログラムの
全日程に参加し、単位を認定。

５．「グローバルキャリアデザイン及びインターンシップ」（全学）：理系学生のキャリ
アデザインのため、講義とインターンシップによる実務経験を効果的に連動させ、
産業人材として必要なグローバル人間力の強化を図る。

H26 120人
H27 140人
H28 160人

グローバルキャリアデザインの受講生
とインターンシップ参加者数。インター
ンシップ参加者の増加を図る。

（メキシコでのフィールドワーク）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

教育内容の国際化と教職員のグローバル教育力強化を図り、東南アジア・東アジア地域で活躍する技術系人
材を育成するものであり、学部卒業時には、「異文化を理解し、海外で働く自覚を持つ人材」を、また、大学院
修了時には、『国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材』の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

「語学研修プログラム」のほか、現地学生との共同演習や現地ニーズに対応した設計・製作等の「技術研修プ
ログラム」の実施、企業が期待する英語力の獲得を目的とした、テクニカルコミュニケーション英語教育科目の
受講や企業人講師を含むアクティブラーニングによるキャリア教育科目の受講を通し、語学力、国際的な視点
で考える力やコミュニケーション能力等を育成し、工学分野で活躍する技術系グローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

山口大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「海外研修プログラム」

「異文化を理解し、海外で働く自覚を持つ人材（学部）」、「国際技術者としての基礎
力と海外企業で働く自信を持つ人材（大学院）」の育成を目指し、語学研修プログラ
ムのほか、技術研修プログラムを実施。事前学修、事後学修としてTOEIC集中講座
を受講する。H24年度に開発した10件の研修プログラムに対して、62名の学生が参
加。H25年度は、約30件の研修プログラム（150名派遣可能）を開発し、110名の学
生を派遣予定。

H26 45人
H27 60人
H28 80人

研修プログラム参加学生の内、単位
取得を伴う研修に参加し、修了した学
生を対象とする。先行してグローバル
人材育成に取り組んでいる学科の経
験と実績から、学部定員の１割強を目
標とした。

２．「テクニカルコミュニケーション英語教育科目」
「企業が期待するTOEICスコア650点（学部卒業時）」、「海外留学、専門文書作成、
国際会議での発表を可能とするTOEICスコア750点以上（大学院修了時）」を設定し、
会話力強化に重みを置くと同時に、E‐mailライティング、アカデミックライティング、英
文アブストラクト・ライティングを学ぶテクニカルコミュニケーション英語科目を策定。

H26 15人
H27 35人
H28 55人

学部１年次にTOEICスコアが450点以
上の学生約150名を選抜。この学生の

約三分の一（学部定員の約１割）に当
たる55名が、学部卒業時にTOEIC650
点以上のスコアを達成できるものと判
断した。

３．「アクティブラーニングによるキャリア教育」

「国際的視点」、「自己研鑽」能力を育成するキャリア教育科目「知の広場（国際化
対応）」を１年次学生TOEIC上位得点者50名を対象として開講。海外展開している企
業からの講師２名を招聘し、産業界と連携した教育を実施。

H26   50人
H27 100人
H28 100人

技術系グローバル人材に要求される
能力のうち、「国際的視点」、「自己研
鑽」能力の定性的目標到達度は、９段
階のルーブリックにて評価する。

写真

（マレーシア工科大学での共同演習）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

農学はバイオテクノロジーをはじめとした実学であり、九州大学農学部においても、産業人材の育成を教育の
一つの柱としている。
九州大学農学部学生は、一般カリキュラムにおいて企業から講師を招聘して実施する「特別集中講義」を受講する。
さらに高年次においては、サントリーや味の素をはじめとする代表的なバイオテクノロジー企業を授業として訪問し、「実地見学」を行う。

グローバル人材育成推進事業に参加する学生は、これに加えグローバル展開汎用技能や実践能力の向上をめざし、米国や豪州の協力大
学において「グローバル展開汎用技能プログラム」、ASEANや欧米の交流協定締結校と協力した未解決な農業問題に対する「問題解決の科
学プログラム」に参加する。

九州大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「グローバル展開汎用技能プログラム ‐‐ALEP, E‐PAL‐‐」
農学問題解決に国際的リーダーシップを発揮できる産業人材育成を目的とし、夏期は米国
サンノゼ州立大学においてAgriBio Leader English Study Program (ALEP)を実施する。

英語強化プログラムへの参加や、シリコンバレー在住の起業家の講義を受講するとともに、
バイオテクノロジー企業やグーグルをはじめとした新興企業を訪問し産業人材育成を促進
する。H25年度は46名が参加。さらに対象国をオーストラリアにも広げ冬期も同様のプログ
ラムElite Program for Agri‐Bio Leaders (E‐PAL)を豪州ニューサウスウェールズ大学において
実施(11名が参加予定)。

H26 40人
H27 40人
H28 40人

プログラム参加学生数と参加学生
からのフィードバックを達成目標と
する。単位認定の評価基準は英
語によるプレゼンテーションとレ
ポート。

２．「問題解決の科学プログラム」

アジアを取り巻く農学実問題の現場を学生が実際に見る事により、日本の国際貢献の重
要性を直接認識し、農学を取り巻く地域・地球規模の課題を解決する人材育成を目的とし
ASEAN国（ベトナム、タイ）にて実施する。

ベトナム：ハノイ農業大学及びタイ：キングモンクット工科大学トンブリにおいて、現地にお
ける実問題を題材に、問題解決策の提案能力を習得させる。 タイでは実地研修を中心に
バンコク近郊における実問題への認識を深め、ベトナムではJICA/九大プロジェクトを基礎

に、ベトナムで直面する農業問題について、現地教員のガイダンスのもと、問題解決のた
めに考察・討論を進める。平成25年度は21名が参加。

H26 20人
H27 20人
H28 20人

参加学生からのフィードバックを達
成目標とする。プレゼンテーション
やレポートを基に、現地大学の教
員と九州大学教員の評価を総合し
て、九州大学の単位として認定。

平成２４年度に選定された「国際的視野を持ったアグリバイオリーダーの育成」プログラムでは、農学部学
生が次世代農学の広範な基礎知識と各々の専門分野の高度な知識及び先端的な技術を習得し、農学を
取り巻く地域・地球規模の課題を俯瞰的に把握し解決する国際的リーダーシップを発揮できる人材の養成
を目的とする。

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

米国ALEPオリエンテーション



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本構想では、多様な文化的背景や価値観を有する当事者間で利害が対立する地球規模課題の解決に挑戦す
る「志」、すなわちGSR(Global Social Responsibility)マインドを持ち、経済学・経営学・会計学の基盤的知識を活
用して、当事者間で合意可能な解決策を導出し、それを実行しうる「グローバル人材」の育成を目的とする。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本構想実施のため、経済学部では「国際ビジネス(plus)プログラム」を平成26年度入学生から開始する。実施

にあたり、交流協定締結大学や地球規模の課題に取り組む企業等課題俯瞰力、多文化連携力や課題解決力
等を育成し、商社をはじめとしたグローバル企業で活躍する人材を育成する。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「長期海外留学」

経済学や経営学に関する専門知識を用いた課題解決に資するとともに、その英語
によるコミュニケーション能力を備えた人材の育成を目指す。本プログラムはH26年
度入学生から実施するため、海外への留学はH28年度からとなる。現在は、その留
学先を15大学程度に広げるために欧米の大学を中心に学術交流協定締結に向け
た交渉を行っている。学生20名程度の参加を予定している。

H26 5人
H27 5人
H28 20人

「国際ビジネス(plus)プログラム」に参
加した学生が3年次になるH28年度か
ら本格的な派遣が始まるため、H26・
27年度は、その試行として位置づけ
ている。

２．「GSR海外短期研修」

課題俯瞰力、すなわち地球規模の課題解決の使命感や意欲を有した人材の育成
を目指し、1年次前期には、全学生を対象とした「GSR概論」を開講し、地球規模の

課題に取り組む企業や機関の外部の専門家の協力を得た講義を通じて、意欲を喚
起する。その後、「国際ビジネス(plus)プログラム」参加者を募集し、約40名を対象
として、タイ王国等において2週間程度の「GSR海外短期研修」を、1年次春季休業
期間に実施、現場体験を通じた使命感を育成する。

H26 40人
H27 40人
H28 40人

GSR海外短期研修参加学生数は、
GSR概論受講生のうち、「国際ビジネ
ス(plus)プログラム」参加希望者の中
から、意欲と英語力の条件を満たした
学生を選抜。40名という人数は、派遣
先との調整による、最大数に基づく。

３．「英語運用能力の向上プログラム」

多文化連携力、すなわち異文化理解に基づくコミュニケーション能力を有した人材
の育成をめざし、「国際ビジネス(plus)プログラム」参加希望者を対象に、1年次後
期から2年次前期にかけて、“English for Economics Major”（4科目）、海外の交

流締結大学から招聘した講師による短期語学研修、留学生との共修ゼミを実施す
る。

H26 60人
H27 60人
H28 60人

GSR概論受講生のうち、「国際ビジネ
ス(plus)プログラム」参加希望者数の
上限を60名とした。“English for 
Economics Major”のクラスサイズを
各クラス20名とし、3クラスを並行して
開講する予定のため。

（フランスでの短期海外研修）

長崎大学



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

内なる国際化が進んだ愛知県にある公立大学の「多言語、多文化を専門的に学べる」という外国語学部の強みを生かし、
国際社会と地域社会の両方に関心を持ち、受動的姿勢ではなく、主体的に行動できるグローバル人材を育成する。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
iCoToBa（多言語学習センター）開講の目的・レベル別語学授業、留学前・中に行われる「リサーチ発信プロジェクト」、留学
後の「学生共同プロジェクト」、地元産業界・NPOとの連携による「インターンシップ」、平成26年度から始まる新カリキュラ

ムの実施によって、高度な語学運用力、広義のコミュニケーション能力、異文化適応力、課題発見・解決力を育成し、地域
社会および産業界において即戦力となるグローバル人材を育成する。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

愛知県立大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．「留学前・中・後のフィールドワークプログラム」

高度な語学運用力、広義のコミュニケーション能力に加えて、課題発見・解決力を備えたグローバル人材
の育成を目指し、留学前の「リサーチ・発信プロジェクト」および留学中の「リサーチ・発信プロジェクト」を実
施する。

H26 30人
H27 40人
H28 50人

プログラム認定要件

留学前「リサーチ・発信プロジェクト」の提出＋留学
中「リサーチ・発信プロジェクト」提出を満たし、それ
ぞれ認定基準に達すること

２．「国内インターンシッププログラム」

高度な語学運用力、広義のコミュニケーション能力に加えて、課題発見・解決力を備えたグローバル人材
の育成を目指し、留学した学生を対象に、本学のキャリア支援室と連携して実施する。Ｈ25年度は、35名を
認定。

H26 50人
H27 80人
H28 120人

インターンシップ認定要件
インターンシップ準備講習（4時間）＋インターンシッ
プ活動（「1日6時間×5日間＝30時間以上）＋実習

日記・レポートの提出＋体験報告会発表、のすべ
てを満たし、それぞれの認定基準に達すること

３留学先における「サービスラーニング」の実施

高度な語学運用力に加えて、広義のコミュニケーション能力、異文化適応力、課題発見・解決力を備えたグ
ローバル人材の育成を目指し、留学先でボランティア活動体験や現地大学生や地域住民に対する日本紹
介の活動など、短期留学先提携校と連携したサービスラーニングを実施する。H26年度は30名を対象にイ
ギリス、イースト・アングリア大学で実験的に行う。

H26 30人
H27 40人
H28 50人

「サービスラーニング」認定要件
日本での準備活動（15時間）＋現地のボランティア
活動（15時間）以上、ポートフォリオでの実施記録と

帰国後の成果報告会の発表、のすべてを満たし、
それぞれの認定基準に達すること

４．高度な語学運用能力を有した産業人養成を目指したスペシャル・コースの発足
高度な語学運用力を備えたグローバル人材の育成を目指し、H26年度より、外国語学部新カリキュラムで
英米学科にEIC（English for  Multicultural Communication)コース、中国学科に通訳・翻訳コースを設置する。

H26 0人
H27 15人
H28 25人

英米学科EICコースは2年次から開始され、コース
履修者資格は1年次11月時点でTOEIC730以上、
卒業時TOEIC900点を目指す。中国学科通訳・翻訳
コースは2年次後期から開始する。

５．「キャリア教育の強化」

高度な語学運用力、広義のコミュニケーション能力に加えて、マネジメント能力を備えたグローバル人材の
育成を目指し、H26年度より、教養科目「キャリア実践」「人生設計とキャリア」を「グローバル人材プログラ
ム」選択必修科目化する。

H26 150人
H27 150人
H28 150人

単位認定要件
半期15回の講義受講およびそれに伴う予習・復習

＋レポート提出を満たし、それぞれ認定基準に達
すること

地元経済団体への
プレゼンテーション



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

取組概要 達成目標 達成目標の考え方

１．「域学共創フォーラム・域学連携コンソーシアム」 前者は域学共創学習プログラムで学
び地域課題をテーマに海外留学する学生が、産学公関係者に対して留学計画を発表し、講
評を受けて、計画の精度をあげていく。後者は帰国後、地域と共に地域活性化や地域貢献
を行う際の受け皿とする。なお、プログラム修了者は本構想の目指す「自ら地域課題を見出
し、その改善に向けた学習に取り組み、国際的な視点で地域に貢献する」Ｉｎｔｅｒ－ｌｏｃａｌ人材
として認定する。

（修了者数)
H25 26人
H26 31人
H27 36人
H28 40人

「修了者数」はＩｎｔｅｒ－ｌｏｃａｌ人材認定者。
認定は人材育成目標への到達度を学習
過程（フィールドワークや英語開講科目
の履修等）や国際交流活動への参加等
をポイント化した「ＩＰＤポイント」を活用し
て行う。

２．「域学連携コンソーシアム・プロジェクト」 地域活性化や地域貢献を行うに際し、社会・産
業に資する、具体的なテーマをもったプロジェクトを行うことにより、インターローカル人材を
育成する。平成２５年度は海外スタディツアー体験者や留学生を対象に５つのプロジェクトを
立ちあげた。平成２６年度はさらに「域学共創学習Ⅳ」の履修者を対象にしたプロジェクトを
実施する。

(構成員数)
H25 26人
H26 32人
H27 36人
H28 45人

「構成員数」は各プロジェクトに参加して
いる学生や教職員等の人数。プロジェク
トの立ち上げ、進捗状況は学内関係者
の全体会議で報告する。各プロジェクト
の進捗状況を見ながら毎年１件ずつの
立ち上げを目指す。

３．「企業・地域資源とのマッチング及び合同研修会」 プロジェクト活動の進展に伴い、コン
ソーシアムメンバーと一体となった活動が重要となる。「域学共創Ⅲ」(留学計画）と「域学共

創Ⅳ」（留学後のコンソーシアム活動）において、学生からの提案と企業ニーズをマッチング
させた合同研修会を開催する。

（参加人数)
H26 30人
H27 64人
H28 80人

「参加人数」は各研修会の参加者の合
計数。合同研修会の内容は学生、コン
ソーシアムメンバーのニーズを事務局が
マッチングする。

４．「インターンシップ促進と関連業界への就職」 海外事業や海外へ商品を輸出入している
企業・団体へインターンシップ生を出し、学生の人間力、社会人力の育成に資する。また、
留学やインターンシップ経験学生の就業支援体制づくりを平成２６年年度中に行い、平成２
７年度以降、インターンシップ経験者でかつ就業した学生数で右記の目標を達成する。

（参加人数）
H27 10人
H28 20人

「参加人数」はインターンシッププログラ
ム経験者でかつ就業したもの。受入企
業はコンソーシアム加入企業を中心に
募る予定。

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本構想の目的は地域とグローバル社会の架け橋となり、地域課題の解決に取り組み、
かつ地域が有する資源を世界に売り込める「Inter-local人材」の育成である。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
「Inter‐local人材」としての能力を修得するため入学から卒業まで体系化した域学共創学習プ

ログラムを学ぶ。主な特徴は産学公各界の講師と共にグローバルな視点から地域課題を踏
まえた留学計画を立案し、帰国後は成果を地域で発表・実践する。この過程を通して企画力、
実行力等を身につけ、産業界において即戦力となる人材を育成する。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

山口県立大学

第１回域学共創フォーラムの様子



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

「開拓精神に溢れる人材の育成」という理念のもと、「地域に根差し、時代をリードする人材の育成と知の
創造」という教育目標を果たすため、優れた語学力に加え、多様性を受入れる柔軟性や卓越したコミュニ
ケーション能力、さらに高いモチベーションを持ち、世界の舞台で活躍できる人材の輩出を目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

地元経済団体「九州経済連合会」にグローバル人材育成に関する部門を設置。同団体と連携したインター
ンシップや外部評価等を通して、実践力や現場力等の能力を育成し、北九州地域の特性を踏まえた、地域
産業界が求めるグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

北九州市立大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．本学プログラム専用の実践的なインターンシップの開発・実施

地域産業界が求めるグローバル人材を再定義し、実践力や実体験を踏まえた現
場力を備えた人材を育成するため、「九州経済連合会」と連携して本学プログラム
専用のインターンシップ及び海外インターンシップを開発、実施する。現在、実施に
ついて協議・調整中であり、H26年度は20名程度、H27年度以降は30名程度の学
生参加を目指す。

H26 20人
H27  30人
H28   30人

当該インターンシップ参加学生数。参
加学生は、主に副専攻Global 
Education Program参加学生から選抜。

（韓国・釜山でのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー」を育成するグローバル人材像に据える。本構想を契機と
して、これまでのグローバル人材育成の方向性を、大学の中心的な戦略に位置づけ、大学全体のグローバル
化を図りながら、さらに発展させ、具体的な成果に結びつけることを目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
主体性、チャレンジ精神、積極性等社会人基礎力を高めるため、ビジネススキルを身に付けるアクティブラーニングを多
く展開する。また、地域産業界・教育界との連携により学びを構築し、地域人としての意識高揚と社会経験環境を整える。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

共愛学園前橋国際大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「Global Skills 科目群」の開講

グローカル人材としての資質である語学力と、コミュニケーション力、主体性・協調
性等の社会人基礎力を伸長させるため、Global Career 副専攻の一部として、
「Global Skills 科目群」をＨ25年4月より開講した。この授業は英語のみによるアク
ティブラーニング授業で、Ｈ25年度は地域産業人を含め前後期延べ390名が受講。
【開講授業一覧】 ▸Multi‐Cultural Understanding  ▸Multi‐Cultural Communication ▸Global 
Leadership  ▸Global Business Training  ▸Team Based Learning ▸Problem Based Training

H26 165人
H27 174人
H28 183人

Global Skills科目群受講者のべ人数。
6割の科目が3‐4年生限定(4割が2‐4
年生)であるため、初年度の最低受講
学年の人数の10%UPを目標とした。翌
年以降は毎年前年5%UP。
※受講資格はTOEIC400点以上。

２．海外研修サポートインターンシップ
伊勢崎市内の中学3年生のミズーリ州立大学における語学研修に同行し、事前事

後研修の補助、引率教員のアシスタント業務、参加中学生の現地サポート等、社
会人力を研鑽すると共に、地域社会に貢献する。平成25年度は5名参加。

H26 5人
H27 5人
H28 5人

受講者人数。
初年度と同数の人数を目標に設定
※受講資格はTOEIC600点以上で、面
接を通過した者

３．児童のためのグローバルワークショップ
伊勢崎市教育委員会と協働し、同市内小学6年生向けに海外を身近に感じてもらう

ワークショップを実施。児童のことを考え、企画を立案・運営することにより主体性、
責任感、及び地域人としてのアイデンティティを育む。平成25年度は6名参加。

H26 6人
H27 6人
H28 6人

受講者人数。
初年度と同数の人数を目標に設定

４．海外ミッションコンプリート研修

正解のないビジネス社会において、いかなる状況においても自分で考え、行動する
ことができるよう、日常と全く異なる海外にて課題を与え、その課題を解決する研修
を講師にアドバイスを受けながら実践する。平成25年度は10名参加（予定）。

H26 10人
H27 10人
H28 10人

受講者人数。
初年度と同様の人数を目標に設定

（社会人も一緒に学ぶGlobal Skills 科目）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

高度の外国語運用能力を有し、わが国の伝統と文化を究明し、諸外国の文化を理解し、国際社会の一員
として世界平和に貢献し得る、幅広くかつ能動的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を備えた自立した真の国際人の育成を図る。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

社会人に必要な知識やｽｷﾙを学ぶ「ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」の受講や、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業での海外ｲﾝﾀｰﾝを中心とし
た「海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を通じて、高度の外国語運用能力や異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力等の能力を育成し、
国際・語学、ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ産業・ｻｰﾋﾞｽの分野において即戦力となるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

神田外語大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「~ASEANにおける日系企業のﾛｰｶﾘｾﾞｰｼｮﾝへの取り組みを学ぶ~
Double Major Internship Program」

英語及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ派遣先国・地域の高度な言語運用能力とともに、「豊かなｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ能力」「他国の伝統・文化を尊重する世界観」並びに、「ASEAN地域で生き抜くた

めのたくましさ」等を備えたｸﾞﾛｰｶﾙ人材の育成を目指し、ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾏﾚｰ
ｼｱ等において１か月間、日系企業（ｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｽﾀｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ等）にてｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを
実施し、日系企業のﾛｰｶﾘｾﾞｰｼｮﾝへの対応を学ぶ。事前研修として、英語以外の言
語において1単位=22.5時間の語学学習を行うほか、「ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅠ」の履修

を義務付ける。また研修中は「日本企業の海外における現地対応」をﾃｰﾏとした研
究を義務付ける。研修後は「ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅡ」の履修及び、「ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ報告
書」の提出を義務付ける。H25年度にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発、H26年度より実施。

H26 15人
H27 20人
H28 30人

（１）語学力：TOEIC（TOEFLの場合は
TOEICに換算）ｽｺｱにおいて、対前年
比50点以上。ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語・中国語専攻
の学生のみ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語技能検定D
級、中国語検定3級以上を目指す。

（２）定性的資質・能力について：事前
研修「ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅠ」及び、事
後研修「ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅡ」を履修
し、所定の条件を満たした学生に対し
て単位を付与する。

２．「経験価値創造型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」

「高度な英語運用能力」「豊かなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力」「他国の伝統・文化を尊重する世
界観」「新しい価値観を創造し得る幅広い教養」及び、「たくましさと品格」を備えたｸﾞ
ﾛｰﾊﾞﾙ人材の育成を目指し、英国、ﾌﾞﾙﾈｲ等において数週間、現地企業（ｳﾞｧｰｼﾞﾝｱ
ﾄﾗﾝﾃｨｯｸ航空（英国）、ﾌﾚｰﾐｰﾄﾗﾍﾞﾙ（ﾌﾞﾙﾈｲ））にてｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを実施する。経験の
蓄積による価値創造をﾃｰﾏに、事前研修として、ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏｲﾝﾄﾞ育成
講座受講のほか、企業研究、職種・業界研究、地域研究を義務付ける。研修後に
は報告会を実施（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）し、自己の内省を図る。H25年度は7名が参加。

H26 8人
H27 12人
H28 15人

（１）定性的資質・能力について：事前
研修「経験価値マネジメント」の受講
及び、事後企画提案ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを
必修とし、所定の条件を満たした学生
に対して単位を付与する。

（２）定量的資質について：ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･
ﾏｲﾝﾄﾞｱｾｽﾒﾝﾄﾃｽﾄにより成長度合い
の数値化を行う。

ｳﾞｧｰｼﾞﾝｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ航空（英国）での
「経験価値創造型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
企業人・社会人としての能力、異文化適応能力、外国語運用能力、社会科学の知識と応用能力を備え、現場で、特にアジア太平洋地域でアクティ

ブに活躍できる＜行動力あるアジアグローバル人材の育成＞を目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
国際関係分野に関する講義、少人数ゼミナール、外国語の履修に加え、国内外でのインターンシップ、フィールドスタディーなどの体験型、実践型

学習への参加を通して、社会科学の専門知識と途上国を含む外国知識、および外国における行動力を養い、民間企業の貿易や投資、ツーリズム
やサービス分野などにおいて、外国語を駆使して活躍できる即戦力としての産業人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

亜細亜大学

取組概要 達成目標（人） 達成目標の考え方

１．授業科目「多文化インターンシップ」

海外に展開する企業活動、経済活動を支える人材が備えるべき実践的能力、すなわち「国際的な環境、ある
いは多文化状況にある職場での職務遂行能力」を養わせる趣旨で、平成24年入学生が3年生となる平成26年
度実施の正規科目である。具体的には、事前学習を経て、夏季休暇中に在外企業、または国内企業の対外部
門でおよそ3週間のインターンシップを行う。これによって、与えられた業務内容はもちろんのこと、職場でのコ

ミュニケーション、生活環境適応などを体験的に理解し、自己・キャリア形成を図る。具体的な派遣地域は、日
本（主として留学生対象）、中国（香港を含む）、韓国、シンガポール、マレーシア、アメリカである。

H26 20人
H27 22人
H28 24人

本科目の単位取得者数を達成目標とする。単位
の取得条件は、正規の履修登録を経て、半期の研
修・事前学習へ出席し、外国（または日本のグロー
バルな就業環境）でのインターンシップに参加し、
参加者と雇用者の事後報告を経て、担当教員が単
位認定する、ことである。外国での安全、受け入れ
企業の数的制約等を考慮して、数値を設定した。

２．授業科目「多文化フィールドスタディー」

海外に展開する企業活動、経済活動を支える人材が備えるべき基礎力、すなわち「現場での調査・研究や課
題の遂行能力」を培うために、平成26年度に正規授業科目として開設する。研究テーマの設定、テーマに関す

る知識や情報の収集、研究計画書やアンケート・インタビュー項目の作成、異文化における調査スキルの習得
など、主に方法論を重点的に学習する。そして、各自の研究課題を、夏季休暇期間中の1週間を利用し、同行

の担当教員の指導を受けながら海外で検証する。その後、海外での調査結果を分析し、プレゼンテーションを
行う。実施地域は、中国、韓国、ベトナム、フィリピンである。

H26 20人
H27 25人
H28 30人

本科目の単位取得者数を達成目標とする。単位
の取得条件は、正規の履修登録を経て、半期の研
修・事前学習へ出席し、外国でのフィールドスタ
ディーに参加し、事後レポートを経て、さらに半期
の議論や成果取りまとめの授業に参加し、担当教
員が単位認定する、ことである。外国での安全、丹
念な指導の必要性等を考慮して、数値を設定した。

３．「アジア夢カレッジ－キャリア開発中国プログラム－」

本プログラムは中国・アジアに関する専門性と産官学連携による徹底したキャリア形成を目指すものである。
留学先での授業やインターンシップ、現地学生との交流などを通じて、①参加者の語学力の向上（留学期間中
にHSK5級取得を目標）、②国際社会での活躍につながる異文化理解力・受容力の涵養、③学生の主体的な取
り組みによる自己の再発見・成長、を目的としている。

留学中は、能力別の中国語授業、現地企業人によるオムニバス講義「中国の仕事と生活」、中国文化を学ぶ
「知の探検」、在中国・大連日系企業での１か月間の「海外ビジネスインターンシップ」を大連市政府・大連外国
語大学・在大連日本政府組織・日系企業等と共同して行った。

H26 18人
H27 23人
H28 25人

留学条件をクリアし、留学先での所定のプログラ
ムを修了した学生数を達成目標とする。現地イン
ターンシップ受け入れ数及び留学条件を満たす学
生数を考慮して、数値を設定した。平成24年度の
参加学生は10名、平成25年度は15名である。参加
学生は2年次の留学、特にインターンシップに備え、
1年次に中国語検定3級の取得が課せられ、それ
が留学条件の一つになっている。

（中国でのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本構想は「中国語圏で活躍するスマートでタフな日中英トライリンガル人材の育成」を目指すものである。今後の国際的な開
発・技術・経済の協力と競争は中国語文化圏が中心になるという認識のもと「卓抜した語学力」と「スマートでタフな交渉能力」
を兼ね備えた、日本の国際競争力向上に資するグローバル産業人材を育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

中国語文化圏を視座に据えた海外進出とパフォーマンス向上を目指す企業との適切なマッチングを図り、グローバルな通用
性の意識向上とキャリアデザイン構築に向けた取組強化のため、産学連携のシンポジウムを定期的に開催する。また時事性
の高いテーマを扱い「専門が異なる教員による多角的な講義」と「学生・留学生中心のディベート」を行うPBL型の「ケーススタ
ディ演習」、国内外のグローバル企業でのインターンシップ・ボランティア等を通して実社会で求められる能力を学ぶ機会を確
保しながら、即戦力となるグローバル人材を養成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

杏林大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「グローバル人材育成プログラム」

「卓抜した語学力」と「スマートでタフな交渉能力」を兼ね備え国際協力・国際競争において「相
互理解に基づく対等の立場で互いに成果を得る活躍」ができる人材の育成を目指し、以下の修
了要件を全て満たすことで修了証書が発行されるグローバル人材育成プログラムを構築した。
○卓抜した語学力を認定する学科ごとに定められた語学検定試験の基準達成
○研修留学プログラムASAP(中国語学科・英語学科)・HIPAR(観光交流文化学科)への参加
○スマートでタフな交渉能力を涵養するカリキュラムの必要単位（必修・選択科目）の取得

「スマートでタフな交渉能力」は以下の能力を目指している。
1)相互の歴史、文化、慣習に対する素養と深い洞察に基づくスマートな交渉能力
2)複雑な国際情勢に関して過不足なく明快な議論を展開できるスマートな知性
3)困難な状況下でも自らの意見の発信力を堅持し粘り強く対等に交渉や調整に当たり建設的
な結果を導き出すことができるタフな交渉能力

H26 15人
H27 30人
H28 40人

本プログラムは、構想調書に記載した「卒
業時の外国語力スタンダード」の達成を一
つの認定基準に据えている。したがって、
各年度の達成目標は構想調書の「目標設
定シート2」に依拠している。

２．「インターンシップ・ボランティア活動」

専門的職業人の育成を目指し、英語圏及び中国語圏での海外インターンシップ、または日本国
内のグローバル企業でインターンシップへの参加を促進する（文系2学部においては、平成28
年度までに国内外のグローバル企業を中心に文系2学部のインターンシップ先を62団体から80
団体程度にまで増大を目指す）。

また異文化コミュニケーション能力を高めながら、報酬を伴わない労働の価値や、奉仕を通じた
自己達成感を実感させ「人のために尽くす思いやりを兼ね備えた人材」育成を目指し、平成28
年度卒業学生数の70%を目標に言語能力が必要とされるボランティア活動に参加させる。

インターンシップ

H26  100名
H27   110名
H28   130名

ボランティア

H26 30人
H27 80人
H28 147人

インターンシップについては、平成25年度
外国語学部実績（42団体に95名参加）を基

準に、以後段階的に学部全体の卒業学生
60%以上を目指す。

ボランティアについては中国語学科の学科
定員30名を平成26年度の基準に据えてい
る。以後段階的に学部全体の卒業学生70%
以上の参加を目指す。

写真

（グローバル人材育成フォーラムでの
英語によるプレゼンテーション）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

本学の指針である「社会（世界）に学び社会（世界）に貢献する技術者の育成」を達成するべく、コミュニケー
ション力、グローバル人間力、異文化理解力、課題解決能力を兼ね備えたグローバル人材の育成を目指す。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

海外協定校と共同で行うグローバルＰＢＬ（課題解決型学習）プログラム、海外企業でのインターンシッププロ
グラム、および企業との共同研究等への参加・参画を通して、工学の観点から実社会や産業界が抱える課題
を解決できる人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

芝浦工業大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「グローバルＰＢＬ（課題解決型学習）プログラムの実施」

コミュニケーション力、グローバル人間力、異文化理解力、課題解決能力の養成を
目標として、東南アジア、欧州の協定校を中心にグローバルＰＢＬを実施する。
（実績：平成24年度：3校、67名、平成25年度：6校、98名※）。平成26年度以降も、
プログラム実施数の拡大、参加者の拡大を図っていく。
※実績数は海外派遣人数のみ。国内での受入実施分は含んでいません。

H26 90人
H27 150人
H28 180人

プログラム修了学生数を基準とする。
参加学生はプログラム中のパフォー
マンスの評価を受け、基準を満たした
ものには修了証が手渡される。事業
が終了する平成28年度には180名を
目標とする。

２．「海外インターンシッププログラムの実施」

コミュニケーション力、異文化理解力、課題解決能力の養成を目標として、日系企
業の海外拠点や工場を中心に本学の学生をインターンシップ生として送り出す。
（実績：平成24年度：10社、15名、平成25年度：16社、20名）平成26年度以降も、プ
ログラム実施数の拡大、参加者の拡大を図っていく。

H26 25人
H27 30人
H28 35人

プログラム修了学生数を基準とする。
参加学生はプログラム中のパフォー
マンスの評価を受ける。事前研修、修
了後の報告会も実施する。平成28年
度には35名を目標とする。

３．「企業との共同研究等への学生の参画」

コミュニケーション力、課題解決能力の養成を目的として、本学が請け負う企業との
共同研究（約200件／年）、および競争的資金プロジェクト（約50件／年）に学生を
参画させる。例年約400名の学生が参画している。

H26 440人
H27 470人
H28 500人

共同研究等への参画者数を基準とす
る。研究室の教員がレポート等成果
物を提出することで、共同研究・競争
的資金プロジェクトが完了する。

４．「海外協定校への長期留学の実施」

グローバル人間力、異文化理解力、課題解決能力の養成を目的として、本学の学
生を協定校に長期間（6～12カ月）派遣する（実績：H24年度：8名、H25年度：2名）。

H26 8人
H27 10人
H28 12人

プログラム修了学生数を基準とする。
研究活動のレポート提出をもって修了
とする。

（タイ王国でのグローバルＰＢＬ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

「他者のために、他者と共に」の本学の教育精神のもと、グローバル化の時代を主体的に切り拓いていく力とし
ての「グローバル・コンピテンシー」を備えたグローバル人材の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

アジア・アフリカ諸国におけるフィールドワークやボランティアを通して、世界の国・地域の事情を深く理解し、文
化を受け入れ、円滑にコミュニケーションを図れる実行力と主体性、協調性を持った即戦力となるグローバル人
材を育成する。
【産業人材の育成に関する具体的な取組】

上智大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「グローバルリーダシップ・プログラム（GLP）」
フィールドワーク、討論、講演を通じ、異なる価値観に触れ各国の置かれた立場を
踏まえながら、地球的問題に対し解決策を探る実践力のある人材育成を目指す。
東アジア5大学の学生らが合宿形式のプログラムに参加。学生は、事前研修、合宿

後の事後研修に参加。置かれた立場の違う相手で共通の問題を解決するために
議論する能力を育て、実践的なスキルが発揮できる産業人材につながる。

H26 6人
H27 6人
H28 6人

Ｈ２５年度は、6人が参加。学生数は
各大学6人と設定されているため、当

面は増員が期待できない。学生は英
語力、志望動機、成績、および面接を
通して選抜される。

２．「国連ユースボランティア・プログラム」

国際社会への貢献を志す学生に国際支援の現場を知る機会を提供し、現地の抱
える課題への理解を深め、洞察力を養える人材の育成を目指す。海外途上国の国
連等事務所で５か月間インターンシップを行う。事前国内研修や、帰国後報告会が
ある。産業界で需要の高い、アジア、アフリカ、中東、中南米といった地域への理解
力も深まり、グローバル社会の現場で即戦力を発揮できる人材育成を目指す。

H26 2人
H27 2人
H28 3人

Ｈ２５年度は、２人が参加（エチオピア、
ネパールに各１人派遣）。プログラム
に参加する国連事務所の増加に伴い、
参加学生数の増加が見込める。選考
基準は、英語・コミュニケーション力、
志望動機、ＩＴ技術力などのスキル。

３． 「アフリカに学ぶ－アフリカ中部の歴史と現代社会入門」

グローバル社会の中で今後アフリカ中部地域と日本とがどのような関係を構築して
いくことが望ましいかを考えることを目指し、カメルーンの中央アフリカカトリック大
学又はコートジボワールの平和研究・活動センターで2週間研修を含んだ科目を平
成26年度から開講。研修国の日本大使館とJICAの協力を得て、産業や、日本企業

の活動の視察を行う。現地研修へ産業界からの参加も模索。中部アフリカの地域
多様性を理解した人材の育成を目指す。

H26 10人
H27 10人
H28 10人

・受入れ大学の収容能力により、10人
と設定されているため、増員が期待で
きない。選考基準は、英語・コミュニ
ケーション力、志望動機。

写真

（韓国でＧＬＰで学生発表）



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
「3C’s for 1G」= グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力のある女性職業人の育成。

身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動するために（Glocal）、国の内外を問わずグローバルな環境で、文化的背景
の異なる他者と協働・協調（Collaborate）し、様々な異なる人材・情報・文化・物を結びつけ（Connect）、新しい価値や文化を創造
（Create）できる女性。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
留学や国内外の多文化協働活動を通して、多様な文化・価値観への理解と柔軟に対応するマインドを養い、外国語による実務的なコ
ミュニケーション能力を養う。さらに国内外における多文化の職場環境をもつ企業・団体でのインターンシップを開拓し、学生の参加を
促進する。また、上記のような企業・団体及びこれらに所属する卒業生等と協力して講座を中心とした産業人材育成支援プログラムを
実施する。これらの活動を通じてグローバルに展開するビジネスの分野で活躍できるグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

昭和女子大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．多文化の職場環境をもつ企業・団体のインターンシップの実施
留学等で学んだ外国語や知識を実務的に活用し、実際の職場での多様な文化・価値観に柔軟
に対応することの学びを通じて、グローバルなコミュニケーション能力とビジネスマインドを持っ
た人材の育成を目指す。これまで実績のある国内インターンシッププログラムを発展させ、特に
以下の2タイプの企業群を設け、留学経験者を中心に参加者を増やす。
①外国語活用型インターンシップ（業務内容が主に外国語を用いて行われるもの）
②多文化の職場環境でのインターンシップ
*平成25年度実績は①タイプのみの企業群で参加学生20名。

H26 30人
H27 35人
H28 40人

全学科対象科目である「国内インターンシッ
プ」履修者のうち、留学経験のある学生や
語学力の高い学生を中心に、①②のタイプ
の参加を増やす。外国語活用型だけでなく
多文化職場環境型の企業を開拓し、受入
枠を増やす。

２．海外実務研修プログラム（海外の現地企業・団体）の実施
異文化環境でのコミュニケーション能力とグローバルなビジネス基礎力を持った人材の育成を
目指し、海外での実務研修プログラムを実施する。
①海外分校である昭和ボストンでは、これまで実績のある現地企業・NPOで約4か月間の実務
研修プログラムを実施する。
②カナダの協定校と提携し、観光産業を中心に、ビジネススキル研修と現地企業・団体での短
期インターンシッププログラムを実施する。同様のプログラムを今後アジア地域にも広げていく。
*平成25年度実績は①63名参加。（うち52名は必修）、②4名参加。

H26 40人
H27 50人
H28 60人

①は昭和ボストン滞在学生対象科目である
「Introduction to American Business」
「Community Service（*）」「Volunteering」の
参加学生数。
*平成25年まで必修扱い。26年度より選択
科目になるため、参加者が減少の見込み。

②は全学科対象科目の「海外インターン
シップ」参加学生数。

３．専門領域を活かした海外短期研修の実施
自らの専門分野に関する海外の実務現場の視察や実習を通じて、グローバルな視野を持った
専門的職業人の育成を目指し、全学的な取組として専門分野に特化した海外短期研修を実施
する。
海外分校である昭和ボストンでの、①アメリカ栄養士研修、②春季アメリカ教育研修、米国・ア
ジアでの③日本語教育実習を実施する。 *H25年実績①24名、②9名、③7名

H26 45人
H27 50人
H28 55人

①アメリカ栄養士研修参加者
②春季アメリカ教育研修参加者
③日本語教育実習（韓国、ベトナム、ボスト
ン）参加者

いずれも実績のあるプログラムだが、参加
学生を増やしていく。

写真

（カナダでのインターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
「現場主義」に立ち、国の内外の「地域づくり」や「観光振興」に貢献する国際的な視野―Think Globally, Act Locally―を持っ
た職業人の育成を目的とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本学部の基本理念としての「現場主義」に基づいて、学生自身が主体的に「現場」から学ぶことができるように多様な海外
学習の機会を提供していく。また、「英語を学ぶ」のではなく「英語で学ぶ」という概念を徹底し、ランゲージセンターで個別
のライティング指導など、実践的な学習を推進する。副専攻English Special Program for Global Human Resources Development
(ESP)を創設し、英語で専門分野を学ぶコースを確立する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

東洋大学

取組概要
達成目標

（人）
達成目標の考え方

１．「多様な海外学習【留学、インターンシップ、フィールドワークなど】の提供」
主体的に「現場」から学び、国の内外の地域づくりや観光振興に現場において直接携わる人材の育成、様々な地域の文化
や慣習を理解・尊重し円滑なコミュニケーションを実践できる国際的視野を持った人材の育成を目指す。例えば、タイのスラ
ムなどでの研修では、現地のNGOなどとの共同フィールドワークを取り入れ、学生自身が現地の人々とともに「感じ」「考え
る」プロセスを重視している。多くの学生が継続して研修先のコミュニティーと継続的なかかわりをもち、フィリピンの台風被災
地に対して、フィリピン研修に参加した学生を中心に自主的な支援活動が展開された。対象は、①協定校などへの留学（平
成25年度実績：25人）、②国連ユース・ボランティア：平成25年度には本学部から1名（日本から12名）の学生が選抜され、フィ
ジー国連事務所で6か月にわたり就労体験を行った。、③インターンシップ専門機関ワシントン・センターとの協定に基づくイ
ンターンシップの募集開始（平成26年度より派遣予定）、④国際観光学科学生による海外インターンシップの実施、⑤国際地
域学研修、⑥ゼミ研修、ボランティア活動などその他の海外渡航活動

H26 165人
H27 190人
H28 365人

左記⑥を除き、個々のプログラムを通じて単位を取得し
た学生を対象とする。Eポートフォリオにおいて、個々のプ
ログラムの達成目標を満たしているかを学生自身が自己
評価するとともに、指導教員が確認する。各プログラムの
選抜基準は以下のとおり。
① 協定校ごとに資格基準を満たした学生
② 国連による選抜審査による
③ TOEFL550以上及び書類審査
④・⑤は国際地域グローバルオフィスと担当教員が連携

し数次に渡る事前･事後ガイダンスを実施

２．「ランゲージセンターでの【実践的英語力強化】プログラム」
高度な英語運用能力を持つ人材を育成する。平成25年度は各学年で25名程度の学生が基準をクリアしている。主要プログ
ラムは、①入学前Eラーニングによる英語指導の実施、②ランゲージセンターでのカンファレンス・ライティング（少人数指導）
ライティング・コンサルティング（個別指導）、TOEFL講座、TOEIC講座などを通じた継続的な指導、③卒業論文を英語で書く
学生への個別指導、④留学希望学生の志望書など英文書類作成指導、で正課の語学授業を補完する形で実施している。

H26 127人
H27 147人
H28 168人

TOEFL550点を超える学生が平成28年度卒業生の
30％となるよう目標を設定している。
Eポートフォリオを活用して学習成果を記録、蓄積し
ている。グループによる指導も実践している。

３．「副専攻English Special Program for Global Human Resources Development (ESP) の
創設と【英語による専門科目修得】の拡大」

専門分野に関して英語で論文を書き、口頭でのプレゼンテーション、議論をリードしうる能力を開発する。平成25年度は88人
（1・2年生63名）がＥＳＰに登録しており、英語での卒業論文執筆も6件行なわれた。ＥＳＰ専攻の学生は、4つの育成目標に対
して設定された認定要件（海外留学・研修への参加、国際交流イベントの参加、TOEFLスコア550点相当、外国語による専門
科目の履修数40単位）を全て満たし、卒業論文を英語で発表した学生に対して副専攻ＥＳＰの修了証が授与される。

H26 130人
H27 155人
H28 180人

ＥＳＰにかかわる指導は担当制の指導教員を
通じて行なわれており、英語による専門科目
修得者数が目標値に近づくよう、Ｅポートフォ
リオを活用して学生と教員の間で情報を共有
しながら指導している。

４．「国際交流ポイント制度を活用した【国際交流活動への参加】促進」
大学内で行われた国際交流イベントの他、海外でのボランティアなど個人で実施した国際交流活動についても、一定の基準
を満たした活動に参加した者にはポイントが付与され、ＥＳＰの認定要件の一つとして加えられる。例えば、国際学生ワーク
ショップへの参加、途上国の孤児院でのボランティア活動、など学生自身が行った主体的な活動にポイントが付与されている。

H26 250人
H27 260人
H28 270人

Ｅポートフォリオを活用して卒業時に基準ポイ
ントを達成するよう学生と教員の間で情報を
共有しながら指導している。

オーストラリア研修（５週間）を新設



グローバル人材育成推進事業 （Type  B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

建学から培ってきた「自由と進歩」の精神に基づき，既成概念に捉われない自由な発想で考え，新しい問題に
積極的にチャレンジする自立型人材を育成することを教育理念とし，持続可能な地球社会の構築に貢献でき
る国際的人材を育成する。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

「チャレンジ精神」、「協調性・柔軟性」、「責任感・使命感」などのグローバル人材として必要な素養を涵養し、
国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台で積極的に挑戦し活躍で
きる人材の育成を図るため大学教育のグローバル化を目指したものである。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

法政大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「国際ボランティア・インターンシッププログラム」

「チャレンジ精神」、「協調性・柔軟性」、「責任感・使命感」などのグローバルな産業
人材として必要な素養を修得することを目指し、「国際ボランティア・インターンシップ
プログラム」を実施している。現地企業や日系企業の協力を得て、事前研修を東京
にて実施し、現地での実務研修を経て、帰国後の企業主催の催事へ参加するなど、
体系的なインターンシップを行っている。平成24年度には7名，平成25年度には22
名が海外のプログラムに参加している。平成26年度からは組織的に在外日系企業
と在日外国企業との連携による長期インターンシップ充実に取り組む。

H26 25人
H27 50人
H28 70人

プログラム参加者数。プログラム参加
学生は一定の語学力のみならずチャ
レンジ精神がある学生を学内選考に
よって選抜する。国内でのプレ研修の
成果報告会で産業界から評価してもら
う。この研修と報告会は学生が組織運
営し、その発想と行動力を評価し海外
インターンシップ参加資格とする。

２．「国際キャリア支援プログラム」

国際機関やグローバル企業で働く際に求められる資質や多様な価値観を受け入
れる理解力を身につけることを目的として、「国際キャリア支援プログラム」を実施し
ている。三井物産㈱，外務省など、グローバルに展開する企業や機関と協力して、
主に学生を対象とした講演会、セミナー、シンポジウムを平成25年度には4回開催し
ている。あわせて、カナダ国営放送、The Japan Times社と協力したワークショップ、

英文履歴書や英語インタビューなどに関するセミナーを複数回開催するなど、多様
な「国際キャリア支援プログラム」を運営し、国際機関への人材育成を行っている。

H26 400人
H27 600人
H28 800人

プログラム参加者数。国際機関やグ
ローバル企業で働くことを考えている
学生を対象とし、「粘り強く質実な人
材」を育成する。エリートが集まるグ
ローバル企業や国際機関において、
熱き心と負けない根性をもつ、打たれ
強い気質を備えた学生を送り出すこと
が達成目標である。

３．「Ｇラウンジの自主的な運営」

グローバルな産業人材に必要なコミュニケーション能力はもとより、自分で考える
力、困難に立ち向かう力、グループを引っぱるリーダーシップといった資質を身に付
けるため、Ｇラウンジの企画と実施を学生自身が担いプログラムを実施している。

H26 10人
H27 20人
H28 40人

プログラムの自主的運営に関わるス
タッフ数。希望者の中から選抜し、学
生スタッフ研修を受講した者。

（国際インターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

美術・デザインにおける高度な専門技術と知識を活用できる様々な能力を身につけ、海外においてもそれらを
いかんなく発揮するために必要かつ十分な外国語力を身につけた人材を育成することを目標とする。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

専門技術や知識の修得を目的とした実技教育において、教育効果を自己理解へ繋げる「能力測定プログラ
ム」の活用、グローバル人材能力を効果的に育成する本学独自の「教育プログラム」の開発、「海外インターン
シップ」を通し、産業人材能力を育成し、美術・デザイン分野において国際社会で活躍する人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

武蔵野美術大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「グローバル能力測定プログラム」

「日本の美術やデザイン、自身の作品について自らの言葉で海外に向け発信出来
る人材」を具体的目標に修得すべき具体的能力（15項目）を設定し、客観的評価に

主観的評価を組み合わせて測定し、能力獲得のための効果的なフィードバックを
行う。入学年度と卒業年度に、客観的アセスメント「PROG」と主観的アセスメント（本
学と(株)リアセック共同開発の本学独自テスト）を同時に実施する。評価結果につ
いて、解説セミナーを実施し、学習支援を行う。

H26 110人
H27 150人
H28 210人

全学生を対象に入学年度と卒業年度
に本プログラムを実施。リテラシーとコ
ンピテンシーの２大要素から構成され
る客観的アセスメントで、美術大学の
特殊性に偏らず総合的にバランスの
とれた能力を獲得する。

２．「MAU Global Program」(仮称)の開発と開設

効果的なグローバル人材育成を目的に、教育課程（正課）の授業科目や課外講座
などで展開されるグローバルな諸活動を精選・充実・包括し、コンパクトに体系化し
た教育プログラムを開発し、平成２７年度の開設を目指す。自発的にグローバル人
材に必要とされる能力の獲得を希望する学生は、本プログラムを入学時に履修登
録、３年間を標準履修期間とし、就職活動、卒後教育、生涯教育に資するものとす
る。能力測定プログラムと連動した学習支援体制を検討する。

H26 0人
H27 40人
H28 80人

修了書（履修証明書）を発行する。こ
の証明書は、ジョブ・カード制度におけ
るジョブ・カード・コアとして記載可能、
公的な位置づけを持たせることができ
る。

３．「海外インターンシッププログラム」

美術・デザインを専門とする本学学生に相応しい、専門分野での教育効果のある
海外派遣先を開拓し、インターンシップを行う。事前事後学習を整備し、短期留学
の一環としての単位取得を検討する。派遣先は5年間で10社とし、出版会社・アート
ギャラリー・デザイン関係のNPO団体などを候補にしている。

H26 5人
H27 8人
H28 12人

専門分野に関連する研修先において、
自身の専門的技術や知識の通用性を
確認することにより、社会で必要とさ
れる能力の獲得の動機付けとし、社
会性及び国際性を同時に培う。

（バンコク・インターンシップでの学生によるデザイン）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
世界の政治・経済のリーダーを輩出し、学内においても国際化を先導してきた政治経済学部が、『「強い個」をベースとし
た”Empowered Public”創成人材』を育成、輩出し、明治大学が、自立した個を有しつつも他者への理解・共感を備え、高い専門能力と
コミュニケーション能力により世界に貢献する、「グローバル公共人材」育成の拠点となることを目指すものである。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
ダブルディグリープログラムを実施する米国・ノースイースタン大学の実践的教育プログラム「Co‐op」プログラムへの参加や、明治大

学の学士と米国・テンプル大学の修士を修得するデュアルディグリープログラム、「グローバル人材育成プログラム科目」の国連ユー
スボランティアへの参加等を通じて、長期的かつ持続的に良好な国際関係の維持に貢献する学生、また国際組織と日本をつなぐ海
外との折衝能力とネットワークを持ち、産業界や政府機関で即戦力となるようなグローバル人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

明治大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．ノースイースタン大学（ＮＵ）ダブルディグリープログラム
日米産業界あるいは日米政府機関間の更なる発展と良好な関係維持に資するとともに、海外折衝能力とネットワークを備え
た人材の育成を目指す。本学が米国・ノースイースタン大学と実施するダブルディグリープログラムにおいて、同大学が米国
内外の企業や政府機関と連携して行っている実践的教育プログラム「Co‐op」プログラムに参加する。「Co‐opプログラム」では、
参加した学生の実に7割が、卒業後に実習企業においてフルタイムで勤めている。

H26 1人
H27 2人
H28 5人

H26年度より実施予定となり、プログラム参加学生数を達

成目標とする。英語資格要件とＧＰＡの条件を満たした学
生を選抜する。必要とされる英語資格要件が高いため、
まずは若干名の参加とするが、英語力強化の取組成果
により、参加人数を増やす。

２．テンプル大学（ＴＵ）デュアルディグリープログラム
日米産業界あるいは日米政府機関間の更なる発展と良好な関係維持に資するとともに、海外折衝能力とネットワークを備え
た人材の育成を目指す。米国・テンプル大学教養学部修士を、明治大学政治経済学部学士とともに修得する。国内外の留
学経験者向け就職キャリアフォーラムを活用しながら、米国または日本企業で専門性の高い仕事に就けるよう、また国際機
関に応募していくよう積極的に促していく。

H26 1人
H27 2人
H28 5人

H26年度より実施予定となり、プログラム参加学生数を達

成目標とする。英語資格要件とＧＰＡの条件を満たした学
生を選抜する。必要とされる英語資格要件が高いため、
まずは若干名の参加とするが、英語力強化の取組成果
により、参加人数を増やす。

３．国連ユースボランティアプログラム
世界平和と開発のために貢献できる人材の育成を目指し、国連ボランティア計画（ＵＮＶ）がミレニアム開発目標と持続可能
な開発を達成するため推進している本プログラムに参加する。この参加を通じて、国際協力の「現場」を理解し、必要な知識
とネットワークを持ったエキスパートしての素養を育む。今年度は参加希望をした学生３名のうち１名が厳しい選考の中参加
することができ、Ｈ26年2月現在ルワンダで活動に参加している。

H26 5人
H27 10人
H28 15人

H25年度より実施しており、厳正な選考（書類と面接）に

よって、世界各国の学生から選抜される。そのため、参加
者ではなく、応募者数を達成目標とする。H26年度は5－
10名程度の応募者、H27年度以降は、応募数の増加を見
込んでいる。

４．ロッテルダム大学ビジネススクール協定留学（交渉中）
日本と欧州の産業界あるいは日本と欧州連合諸国の政府機関の更なる発展と良好な関係維持に資するとともに、海外折衝
能力とネットワークを備えた人材を目指すため、2ヶ月間の国際インターンシップを含むオランダ・ロッテルダム大学ビジネスス

クールとの学部間協定留学を実施する。同大学との協定留学では、商船三井など日系または現地企業、国連機関等で行わ
れるインターンシップに参加できる。なお、同大学での留学中に修得した単位は、本学の単位認定対象となる。

H26 3人
H27 3人
H28 3人

H26年度秋学期中からの実施を見込んでおり、プログラ

ム参加学生数を達成目標とする。同大学との協定留学に
参加できる学生数上限から、毎年3名の参加を目標とす
る。

５．海外インターンシップの全学的な展開（短期～長期プログラム）
H26年度より、全学部共通科目「グローバル人材育成プログラム科目」において、国連ボランティア計画（上記3参照）やワシ
ントンセンター（米国）等の外部機関や米国、豪州、ニュージーランドの大学と連携し、短期（2週間程度）から長期（最長5か月

程度）の海外インターンシップを実施する。同科目を通じて、海外での多様な学修プログラムを提供すると同時に、取組部局
（政治経済学部）以外の学部においても、海外折衝能力を備えたグローバル人材を育成する。

H26 17人
H27 25人
H28 30人

H26年度より実施予定となり、実施する全プログラム（2週
間プログラム、4週間プログラム、長期プログラム）参加学

生数を達成目標とする。新規設置科目のため、初年度は
履修対象となる学生が少ないが、年次進行に応じて、履
修対象者が増加する。

〈ノースイースタン大学への留学プログラムの様子〉



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
大学教育の国際的通用性の向上を通じ、21世紀の国際社会が求める「創造的人間」を育成する

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
本学は世界の多様性及び多面性を理解し共生の理念を持つ真に国際社会の発展に寄与する産業人材として「創造的
人間」の輩出を目的としてきた。本事業の一環として平成26年から6学部において英語で専門科目を学ぶプログラムを

実施・拡大し、外国語運用能力と深い専門性を持った国際性豊かな人材を育成する。またカナダ、オーストラリアでのイ
ンターンシップやベトナムでの国際ボランティアを通した実践的学修機会の提供とともに、平成25年度に国際社会で活
躍し得る就業力向上のための「English for Career Development」プログラム（2・3年生対象)を開講するなど、深い理念に
基づく実践力あるグローバル人材を育成する

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

創価大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「海外インターンシッププログラム」
・英語研修＋インターンシッププログラム（平成25年度実績：18名） 全学部生を対象にカナ
ダまたはオーストラリアで英語研修(3週間)とインターンシップ(4週間)を開催。JTBとの連携

による事前・事後学習会を通し、ビジネス英語＋就業体験に留まらず、国際経済社会で必
要とされるスキルを持つ人材を養成する
・経済学部インターンシッププログラム（平成25年度実績：7名） 経済学部生を対象に香港
またはマレーシアでインターンシップ(2～3週間)を開催。英語による学部授業＋本プログラ

ムを通し、グローバルな経済社会を担えるコミュニケーション能力や複眼的視点から事象
を理解・分析できる人材を養成する

H26 50人
H27 70人
H28 100人

参加学生はそれぞれ以下の英語基準と
願書をもとに学内選考のうえ選抜。

・英語研修＋インターンシッププログラ
ム・・・TOEIC450点以上
・経済学部インターンシッププログラム
香港・・・TOEIC600点以上
マレーシア・・・TOEIC450点以上

年間の海外修学体験者目標1,000名のう
ちの1割として設定

２．「海外ボランティアプログラム」
・ベトナムボランティアプログラム（平成25年度実績：7名） JICA日本センターと連携し、新興

国でのボランティアを通して格差、貧困などの問題を理解し共生の理念を持つ産業人材を
養成する
・国際教育交換協議会ボランティアプログラム（平成25年度実績：25名）CIEEと連携し、多様
な人と関わることにより、あらゆる立場の他者との共生を理念に持つ産業人材を養成する

H26 50人
H27 70人
H28 100人

参加学生はTOEIC400点相当を目安。CIEE
ボランティアプログラムは先方の選考によ
る。
年間の海外修学体験者目標1,000名のう
ちの1割として設定

３．「グローバル企業採用者数の拡大」
本学の建学の精神に基づく国際的通用性を持った教育や本事業の全取組成果として真に
国際的に活躍し得る産業人材を養成する。これを「フォーチュン」誌が発表するグローバル
企業500社への内定者数をもって測定（平成24年度実績：86名）

H26 90人
H27 130人
H28 150人

年度末に当該年度のフォーチュン・グロー
バル500社への内定者数を測定
当該事業の審議まとめによるG人材需要
増2.4倍から設定

（カナダでの
インターンシッププログラム）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
本学の育成するグローバル人材像は、「語学力」、「人間力」、「異文化理解力」、「日本理解・発信力」、「協働力」の5つを併せ持った人材です。特に

従来後手に回りがちであった「日本理解・発信力」を強化し、本学の建学の精神の一つである「国際的教養と視野をもった人材の育成」を体現する形
で上述のグローバル人材を育成し社会に送り出すことが、本構想の目的である。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】
「現地インターンシップ」「中国現地研究調査」のフィールドワーク等による実践学修を通じて、異文化・異質社会においても課題解決を
なし得る人材を育成し、さらにこの実践経験を地域自治体・産業界の協働に活かし、アジア諸国の即戦力となる人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

愛知大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「中国現地インターンシップ」【現代中国学部】
本プログラムの趣旨は、中国をはじめ広くアジア諸国で活動できる人材を育成することである。
本学部の現地主義教育の伝統と、総合的なキャリア教育の相乗効果をめざして平成17年度から毎年実施し

ている。3年次以上の本学部生が夏季休暇中に約2週間、北京（イトーヨーカ堂等）・上海（JTB等）の日系企業に
おいてインターンシップを実践してきた。25年度は、応募総数53名中のうち17名が中国で本プログラムに取り組
んだ。実施前の業界・企業研究、コミュニケーション講座を含む「現地インターンシップ事前研修」、実施後の報
告書作成・プレゼンテーションを行う「現地インターンシップ研究報告」と、計1年間に渡る長期の正課・正課外教
育プログラムを通じ、異文化との出会いの中で課題設定、課題解決をなし得る能力を涵養してきた。なお参加
学生を拡大するべく、23年度からは本学の交換留学生として中国の協定大学に留学している学生も夏季休暇
中に参加できる枠組みを整備し、25年度は7名が北京・上海・天津で参加した。今後は、PBL型授業の要素を取
り入れ、学生が主体的に自己のキャリア形成を行えるよう一層の充実発展に努める。

H26 25人
H27 25人
H28 26人

本プログラムに参加の上、単位修得をした学生数
（留学中の参加学生も含む）。

参加学生は、実施前年度に中国語・筆記・面接や
成績等により選抜される。

本プログラム参加の他に、正課授業科目である実
施前教育「現地インターンシップ事前研修（2単
位）」と、実施後の「現地インターンシップ研究報告
会（2単位）」の履修を経て、単位認定審査を行う。

実施国が政治・外交状況に左右されやすいため、
達成目標数は微増として設定している。

２．「中国現地研究調査」【現代中国学部】
中国（台湾を含む）の企業・一般家庭等を対象に、企業班・都市班・農村班のグループごとにテーマを設定し、

聞き取り等の方法で現況の問題を分析・調査するという、平成11年以来継続実施している取組みである。チー
ムでより研究調査対象に接近し、広い視野から観察・分析する本取組みは、学生の主体性・積極性・異文化理
解能力・協調性・協働力等、グローバル人材に求められる諸能力の伸張を目的としている。さらに現地での中
国語による「日中学生シンポジウム」では「さくら21活動」を取り入れ、内側・外側の視点から見た日本を発信す
る機会を設けている。なお、25年度の参加者数は33名である。

H26 33人
H27 33人
H28 36人

3年次生以上の学部生の希望者中から、中国語・
面接・成績等によって選抜される。
本プログラムへの参加の他に、単位修得が必要な
4科目（10単位以上）の履修と、「中国現地研究調
査報告書」の提出をもって、単位認定審査を行う。
達成目標数の根拠は同上。

３．「昇龍道プロジェクト支援企画・学生による中部観光提案コンテスト 」への参加【全学】
中部運輸局をはじめ中部・北陸9県の自治体、観光関係団体企業等と協働し、中部北陸圏の知名度向上を

はかり、主に東アジア・東南アジアからの観光客を誘致するための取組みである。本学は、大学として唯一の
本プロジェクト推進協議会会員であり、全学において学生主体の本コンテスト等への参加を通じて、関連団体と
協働しPBL型の取組みを展開している。これらの活動は「さくら21プロジェクト」の実践の場としても活かされ、平
成25年度の「三重県編」には応募総数34チーム143名中、書類審査通過した24チーム97名が参加した。

H26 150人
H27 155人
H28 160人

平成25年度から始まった取組みであり、学生の認
知ひいては参加を徐々に高める。
参加者への賞には「さくら21賞」も設定している。

４．「JICA等との連携講座、シンポジウムの開催」【全学】
「総合科目12」では全15回中2回を「NPO法人海外事業支援センター名古屋」や「(独)JICA中部国際センター」

等の海外駐在経験者である外部講師による講義を実施。JICA理事長によるシンポジウムも開催。企業人の視
点からの提言や日本政府のODA等の内容は、学生に国際社会における日本の位置付けや、グローバル人材
に必要とされる要素を考える機会を付与している。

H26 390人
H27 390人
H28 390人

共通教育科目「総合科目12」を履修した学生数。
平成25年度の履修者数（春学期105、秋学期280
名）と、教室収容定員数から算出。

写真

（中国現地インターンシップ）



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
「若者の内向き志向のみならず、理数離れが日本の世界的競争力の低下に拍車をかけているのではないか」と

いうのが、本取組の問題意識である。そのため、本構想では、「グローバル社会で活躍する理系産業人」を養成
することを目指す。
【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

グローバル理系産業人を育成する教育プログラムが平成２６年度から理系３学部と外国語学部において始動す
る。グローバル・サイエンス・コース（GSC）は①確かな語学力と異文化受容力、②自らの存在と母国に対する自

信と誇り、③チャレンジ精神と主体性、④専門領域に関する確かな知識を有する産業人材を育成するプログラ
ムである。産学協働教育を展開し、グローバルな理系産業人を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

京都産業大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「グローバル・サイエンス・コース 海外サイエンスキャンプ科目」

グローバル・サイエンス・コースを対象として、キャリアパスを考察する動機付けの
ための、産学協働教育を核にした海外留学プログラム、「海外サイエンスキャンプ」
科目を新規開講し、理系産業人の育成のための教育を米国西海岸で行う。グロー
バル理系産業人としてのキャリアパスを考察し、英語力向上と専門知識の修得へ
強い動機づけを得るための、海外での学修経験の提供が可能となる。新規開講の
平成２６年度は２５名が参加予定、以降３０名まで増加させていく。

H26 25人
H27 30人
H28 30人

正規開講科目への履修登録をした海
外サイエンスキャンプ科目の海外プロ
グラム参加学生数の履修定員は３０
名(平成２６年度開講のシラバス)であ
り、段階的に上限まで上げていく。

２．「インターンシップ科目の開講」

理系企業を中心とした国内ネットワークを構築する為、卒業生の就職先や確かな
技術を持つグローカル企業について調査を行う。京都の経済界・同窓会組織を活
用した理系インターンシップ科目を開講し、産学協働による理系専門知識の教育を
行う。学生のキャリア形成を支援し、インターンシップ履修率の向上にむけた取組を
行う。

H26 30人
H27 35人
H28 40人

理系3学部のインターンシップ科目の
履修生数が平成２４年度は7名、平成

２５年は２４名であった。履修率を段階
的に上げていく。

３．「同窓会組織を活用した海外拠点の調査および協定校との調整」

同窓会支部組織を活用し、台湾をはじめ、東アジア・東南アジア等海外拠点、協定
校との連携による留学・インターンシップに係る環境整備を行う。

H26 14人
H27 16人
H28 18人

留学・海外インターンシップ履修学生
数を段階的に増加させていく。

写真

（英語サマーキャンプ
でのPBL実践)



グローバル人材育成推進事業 （Type B）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】

情報科学技術に関する専門的知識を基盤として、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、チームワー
ク力などの社会人基礎力と、それらを英語によって活用・運用できる力を備え、グローバルに活躍できる人材の
養成を行う。これを目的として「みらい塾」を設置した。

【うち、産業人材の育成という観点からの構想の特徴・考え方】

「みらい塾」のレギュラーコースとして実施しているプログラム開発ワークショップや社会人基礎力養成講座など
の受講、オープンコースとして実施しているTOEIC講座の受講、正課の海外IT研修や海外インターンシップへの

参加等を通し、海外拠点でのビジネス展開に対応できる力、海外企業・拠点と連携したシステム開発力、世界
市場に通用する製品開発能力を備えた社会の要請に応えうるグローバルIT人材を育成する。

【産業人材の育成に関する具体的な取組】

立命館大学

取組概要
達成目標
（人）

達成目標の考え方

１．「みらい塾」レギュラーコース

全ての社会人に求められる「社会人基礎力」に加え、外国語でのコミュニケーション
能力、異文化理解力のあるグローバルIT人材の育成を目指し、継続的・系統的に
能力形成を行う。学部1・2回生では、基礎専門IT知識の修得と、論理的思考力を学

びながらコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を養成する講座を実施。
平成25年度は、1回生29名、2回生13名が受講。学部3回生以上では、高度専門IT
知識の修得と、グローバル企業の協力の下、課題解決型のグループワークを通じ
て、分析力、チームワーク力を養成する講座を実施。平成25年度は3回生18名、4
回生2名、大学院生9名が受講。

H26 90人
H27 90人
H28 90人

レギュラーコース生数。参加学生は志
望理由とTOEIC等の外部試験の英語
スコアにより選抜。1・2回生各30名、3
回生以上30名として定員を設定して
いるため、定員充足を目標とする。

２． 「プログラム開発ワークショップ」

グループによるソフトウェア開発を体験し、イノベーションに繋がるソフトウェア開発
技法の習得を目指し実施。平成25年度は17名が修了。平成26年度からは企業2社
の協力を得て、より実践的な内容に組み替え実施する。

H26 20人
H27 30人
H28 40人

情報理工学部主催のプログラミングコ
ンテスト（ICT Chaｌｌenge+R NEXT）や学

外のプログラミングコンテスト等の参
加者数。H25実績をもとに上積みする。

３． 「海外IT研修」「海外インターンシップ」「短期海外研修」プログラム
国際社会を舞台に活躍できる人材の育成を目指し、約1ヶ月間、海外でのIT分野の
研修やインターンシップを実施。平成25年度は132名が参加。平成26年度は対象プ
ログラムを拡大して実施予定。

H26 150人
H27 160人
H28 170人

プログラム参加者数。過年度実績をも
とに上積みを目指す。

海外IT研修（インド）における
異文化理解のための

フィールドワーク
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