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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

①  大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

 東北大学は、開学以来の「研究第一主義」の伝統、「門戸開放」の理念及び「実学尊重」の精神をもとに、

数々の教育・研究の成果を上げてきた実績を踏まえ、これらの伝統、理念、精神を積極的に踏襲し、世界

最高水準の独創的な研究を基盤とした高等教育を創造し推進する総合大学である。 

東北大学はその教育目標・理念の中で、高度な教養、専門的な知識及び国際的な視野を備えた「指導的

人材の養成」を謳っている。学部教育では、高い教養と豊かな人間性を持ち、人間・社会や自然の事象に

対して「科学する心」を持って知的探求を行うような行動力のある人材、国際的視野に立ち多様な分野で

専門性を発揮して指導的・中核的役割を果たす人材を養成すること、さらに、大学院教育では、世界水準

の研究を理解し、これに創造的知見を加えて新たな展開を遂行できる創造力豊かな研究者及び高度な専門

的知識を持つ高度専門職業人を養成することを目標としている。そして、これらの教育は、卓越した世界

水準の創造的研究を牽引する教員によって取り組まれる。 

≪構想の目的≫ 

 東北大学は、人類社会の様々な課題に挑戦し人類社会の発展に貢献する「世界リーディング・ユニバー

シティ」を目指して、国際社会で活躍できる「指導的人材の養成」を教育理念に掲げ、その実現のために

「グローバル化」を重視して、大学のグローバル化を先導する様々な取組を先駆的に実践してきた。 

 第 2期中期目標・中期計画及び東北大学アクションプランにおいて、「世界で活躍できる人材」を輩出し、

世界と地域に貢献することを本学の重点目標の一つとして明確に謳っている。近年、本学では「主体的な

学び」を目指す教養教育改革、「国際社会で活用できる」英語教育改革、国際的ネットワークの確立、英語

で教授する教育プログラムの開発・実施、スタディ・アブロード・プログラムや海外インターンシップな

ど、日本人学生がグローバル社会で活躍できるグローバル人材の育成戦略を展開してきた。その結果、日

本の若者の内向き傾向に反して、本学の学生の目は着実に海外に向き始めている。 

 こうした高い実績に加え、現代社会は地球規模で人間の生存と尊厳を揺るがす深刻な事態が次々と起こ

る予測困難な時代になっている。これらの課題を解決し、地球社会の持続的発展に貢献できる次世代の指

導的人材を育成・輩出することは、大学に課せられた重要な責務であり、本学にも大学のグローバル化を

先導するさらなる戦略が求められている。特に本学は 2011年 3月 11日に発生した東日本大震災の被災地

にある総合大学として、被災・復旧・復興・新生を通して、世界各国との絆の重要性を直接体験し、大学

の構成員のそれぞれにグローバルな舞台で積極的に挑戦・貢献しようとする意欲が高まっている。 

本学は、このグローバル人材育成推進事業により、これまで展開してきた先駆的な実践的取組を継承・

発展させるよう、本構想においては、本学の強みを活かした特色あるプログラムを新設することで、全学

の学生が積極的に国際社会に関与し貢献する能力を磨く教育の質の確保を図るとともに、日本人学生の海

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し、本学の教育理念及び社会のニー

ズにかなうグローバル社会で活躍できる指導的人材を養成する基盤を更に強化することを目的とする。 

そのための具体的プログラムとして、大学における教育の根幹をなす学部教育において、グローバル社

会で指導的役割を果たす人材となるための基礎力を修得させる「グローバル・リーダー育成プログラム」

を策定し、国際社会での活躍を目指す高い志を持った若者に対し、専門基礎力、外国語力、国際教養力、

コミュニケーション力、行動力を養うプログラムと、短期海外派遣留学、交換留学、海外インターンシッ

プ等の海外研鑽を有機的に組み合わせた教育を行うことで、世界に飛翔する人材、人類の文明の進歩と文

化の発展に貢献する人材の育成を加速させる。併せて、日常的にグローバルな環境の中で生活・学習・研

究ができるよう、「グローバル・キャンパス構想」を展開するとともに、海外拠点大学との連携を深め、様々

な関連組織を統括し、教育プログラムの一元的運営と質の高いサービスを実現する「グローバル・ラーニ

ング・センター（GLC）」を設置して、グローバル人材を育成するための一層の教育環境の整備を図る。 

本構想を遂行し、目標を達成することによって、東北大学の教育は次世代の優秀な指導的人材をより一

層継続的に輩出するものとなり、人類社会の持続的発展に貢献するとともに、日本の国際的地位及び国際

競争力の向上に寄与することとなる。 
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②  大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

東北大学は、その使命として「研究中心大学」を掲げ、「研究第一主義」に基づき世界第一線の卓越し

た研究を基盤とする優れた教育を標榜し、知の創造・継承及び普及の拠点として、人間への深い理解と社

会への広い視野・倫理観を持ち、高度な専門性を兼ね備えた行動力ある指導的人材を養成してきている。 

また、大学の基本方針として「世界と地域に開かれた世界リーディング・ユニバーシティ」として、自

由と人権を尊重し、社会と文化の繁栄に寄与するため、「門戸開放」の理念に基づいて、国内外から、国籍、

人種、性別、宗教などを問わず、豊かな資質を持つ学生と教育研究上の優れた能力や実績を持つ教員を迎

え入れている。 

大学の高度な研究力を生かした教育の伝統を継承しながら、大学院教育では「国際高等研究教育機構」

の下で、12件のグローバル COEと連携しながら、複眼的視野を持つ創造的な研究者や高度専門職業人を養

成するとともに、学部教育では科学技術の急速な進展や社会の急激な変化に対応できる柔軟でしっかりし

た専門基礎力を身につけさせている。 

本学の中期目標・中期計画やアクションプランの中で教養教育の充実を掲げ、主体的な学びの実現を図

り、また教養教育院を創設し教養教育の充実を図っている。さらにコミュニケーション力を高める英語教

育を強化している。平成 24年 4月に発足した本学の新しい体制のもと、「グローバル人材」「イノベーショ

ン人材」の育成を教育の重要項目とし、一層の教育の充実に邁進している。 

また、本学は、172 の大学間、335 の部局間の学術交流協定を持ち、いくつかの有力な国際的な大学コ

ンソーシアムに加盟している。これらの国際ネットワークを活用し、ダブルディグリー・共同教育プログ

ラム等を始めとする教育のグローバル化を推進している。さらに国際化拠点整備事業（グローバル 30）の

採択を契機に英語での教育コースを学部・大学院とも充実させるとともに、協定校を対象とした種々の交

換留学プログラムを提供している。現在学部・大学院を合わせて約 1,500人の留学生が東北大のキャンパ

スで学んでいる。また、近年スタディ・アブロード・プログラムなど様々な日本人学生の派遣プログラム

を実施しており、徐々にではあるが、本学の日本人学生の目も海外に向かいつつある。 

本学のこうした真摯で先進的な教育への取組は、国内外で高く評価されている。例えば「朝日大学ラン

キング」によれば、高校からの評価において「総合」では国内全大学中 2006年から 8年連続 1位、「進学

して伸びた」の項目では 2008年から 6年連続 1位となっている。 
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≪育成するグローバル人材像≫ 

 経済を中心とするグローバル化や情報通信の革命的な進歩を受け、現代社会は地球規模で物事が展開す

る本格的なグローバル社会に突入している。大学を取り巻く状況も急激に変化しており、高等教育のボー

ダーレス化が急速に進展しており、世界では他国で学ぶ機会を求めて留学生が急増している。また、東日

本大震災とそれに続く原子力発電所事故に象徴されるように、人間の生存と尊厳を揺るがす深刻な事態が

次々と起こる予測困難な時代になっている。 

このような時代にあって、東北大学は研究中心大学としての高度な専門性を基盤として、自らの文化と

歴史を理解したうえで、異文化を理解し寛容な精神を持ち、優れた語学力とコミュニケーション能力をも

ってグローバル社会に対応し、国際社会の中に新しい価値を生み出せる人材を輩出することを目指してい

る。本学は、学部・大学院を併せ持つ研究中心大学であるが、教育の根幹は専門の基礎を学ぶと同時に高

い教養と豊かな人間性を育む学部教育にある。 

 本学は学部段階でのグローバル人材育成教育として、高度で強固な「専門基礎力」を基盤として、「外国

語能力」に優れ、自文化と異文化の理解を含む「国際教養力」を持つことで、総合的な「コミュニケーシ

ョン能力」に優れ、積極的に「海外に飛び出し研鑚を積む」経験を有し、主体性を持って「行動できる」

人材を養成し、「世界に羽ばたき」、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

価値を創造できるような「指導的人材」を輩出することを目指す。また、本学は被災地に立脚する大学と

して東日本大震災からの復興を積極的に行っていることを教育に取り入れ、復興の実際を体験し、自ら東

北と日本の復興に貢献するとともに、その体験を世界に発信するグローバルな人材に成長していくアクテ

ィブラーニングを実施する。 

 急速な社会の変化に対応し、将来これを牽引し新たな価値を創造していくためには、狭い特殊な専門性

にとらわれるのではなく豊かな知識と深い理解の上に立つ柔軟で強固な専門基礎力を養う必要がある。そ

して、専門能力をいかんなく発揮し世界に貢献するには、今や国際共通語になっている英語をはじめとす

る外国語に関して実践的能力を身に着け、自らと他者をよく理解し互いに尊重したうえで、他者とコミュ

ニケーションをとり自らの考えを伝える高いプレゼンテーション能力の涵養が必要となる。さらに、こう

した総合的な能力を発揮しグローバル社会のリーダーになるには、しっかりした価値判断に基づく行動力

が不可欠である。このような人材こそが、日本・東北にしっかりした足場を持ちながらグローバルに活躍

できる人材、日本及び東北の復興に貢献できる人材になると信じる。 

 こうした「グローバル・リーダー」を育成するには、一つ一つの要素を独立に養成するのではなく、海

外留学や海外インターンシップ等の海外研鑽を軸にこれらを有機的に結び付けた教育を行い、総合力を身

に着けることが肝要であり、そのための「グローバル・リーダー育成プログラム」を策定する。学部教育

の段階ではグローバル人材となるための基礎力をしっかりと身に着けさせ、卒業後世界のどこでも高度な

大学院教育を受けることができる力、世界のどこでも実社会で活躍できるだけの基礎的な力と気概を有し、

世界に目を向け世界に羽ばたく日本人を養成する。 
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③  設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

 本学の学部段階でのグローバル人材育成プログラムにおいては、高い「専門基礎力」の前提のもと、自

己と他者の文化・歴史などを深く理解する「国際教養力」を涵養し、英語をはじめとする実践的「外国語

力」を養う。これらの基礎能力をもとに、「コミュニケーション能力」を伸ばすとともに、諸能力をいかん

なく発揮し世界で活躍する「行動力」を身につけさせる。「海外での研鑽」は、学生の動機づけになるとと

もに、それまでの学習の成果を確認し課題を見つける非常に有意義な体験となる。本プログラムでは、こ

れらの能力を有機的・総合的に育んでいくが、以下でそれぞれの能力について何をどのようにどこまで習

得させるか具体的に説明する。 

<専門基礎力> 

 本学では、大学全体の教育理念に則り、各学部において専門分野の基礎的な力を高める教育プログラム

を整備し、実施している。したがって、本学の専門科目について一定以上の成績を修めているものは十分

な専門基礎力がついたとみなしている。本プログラムではこの専門基礎力の修得状況を可視化するととも

に教育の質の保証を行う指標として、適切な GPAの開発を行い、適用する。 

<外国語力＞ 

 グローバル社会において活躍するために求められる外国語力は分野や職種によって異なり一概に規定で

きるものではない。しかしながら、今や国際標準語になってきている英語について 4技能(読む力、書く力、

聞く力、話す力)をバランスよく伸ばし国際レベルで情報の受容と発信に耐えうる力を養うことは今や必須

となってきている。また、グローバル人材育成に極めて有効な海外留学、海外インターンシップを有意義

なものとするためにも一定水準の英語力は必要である。さらに、大学院における国際共同研究、国際会議

での発表、実社会でグローバルに展開する企業や国際機関等における海外との交渉など将来においても秀

でた英語力が必要になることは言うまでもない。 

 本学の輩出するグローバル人材の語学運用能力としては、学部卒業時においてGeneral Academic English

を読みこなす能力、アカデミック・ライティングの基礎、聞く・話すことの基礎力を身に着け、「自立した

言語使用者」として、専門分野の技術的な議論も含めて話題の大要を理解でき、母語話者と自然に意思疎

通をはかることができ、明確で詳細なテクストを作ることができる能力を習得すべきである。 

 こうした学生を養成するには、2年次での英語教育においてテーマ別コースの設置による聞く力、ディ

ベート力、さらにプレゼンテーション能力の向上、課外での各種英語プログラムの提供、スタディ・アブ

ロード・プログラムの充実、専門教育を英語で受けるための準備教育、英語での専門科目の拡充・受講奨

励、英語による卒業論文または卒業研究発表の奨励などが有効であると考えている。 

 なお、本学では、英語圏以外の協定校との共同教育交流を進めている。語学教育として中国やフランス

等の協定校への派遣希望者に対する多言語教育を行うことも重要である。 

＜国際教養力＞ 

日本の文化・歴史を十分に理解するとともに、異文化を理解し寛容な精神を育み、併せて世界における

日本人として自らのアイデンティティを涵養する。 

異文化理解の基盤として、日常から日本人学生と多様な国の留学生が混在、協働する国際的な環境を醸

成し、実体験を通して自文化・異文化理解とアイデンティティの確立がなされていくことが必要である。

そのために本学では日本人と留学生が同じ授業で学ぶ国際共修科目を提供することや、日本人学生と留学

生が生活をともにして協力し合う混住寮（ユニバーシティ・ハウス）を強化してきた。この成功体験をも

とに、授業においても研究においても、能動的に日本人学生が留学生や外国人教員・研究者と関わる姿勢

を持つことが重要である。日本人学生と留学生がともに集うワークショップ形式での授業や、ユニバーシ

ティ・ハウスでの混住環境等での交流等の企画、課外活動や大学祭等の企画等への参画、また、日常的に

日本人学生と留学生が混在する授業への積極的参加など、異文化間のコミュニケーションを活性化する機

会をさらに増強し、授業においても研究においても、能動的に日本人学生が留学生や外国人教員・研究者

と関わる姿勢を持つことにより「心のこもった真の国際性」の涵養を行っていく。 

＜コミュニケーション能力＞ 

コミュニケーションの中核をなすのは、自らの論理性と他者への分かりやすさ・異なる背景をもつ者へ

の配慮である。初年次に、「論理的に考える」「他者に分かりやすく説明する」能力を養う。「書くこと」「話

すこと」を学び実践するアクティブ・ラーニングの機会を増やすことでこの能力を涵養する。同時に、教

養教育・専門教育を通じて高度の教養と専門知識を身につけさせ、コミュニケーションの内容を向上させ
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る不断の努力を行わせる。 

さらに、グローバルに活躍する人材としては、英語等の外国語で十分なコミュニケーションをとること

が必要となる。このため、リスニングディベートプレゼンテーションという段階を経てコミュニケー

ション能力の涵養を図る。最終的には、外国語で自らの専門その他の事柄について、十分なプレゼンテー

ションができる能力を養うことを目標とする。 

＜行動力＞ 

行動力の原点となる問題解決能力、判断力、積極性を教育課程の中で育む。主体的な学びを醸成する授

業に積極的に参加させる。 

低学年において「クリエーティブ・リサーチ・プログラム」を導入し、学生同士の研究活動を通して自

主性や行動力を育てるとともに、研究中心大学の学生にふさわしい専門基礎力を身につけさせる。 

産学官の様々な分野で世界的に活躍している方々を招聘してのグローバル人材セミナーやインターンシ

ップ、ボランティア研修による実践型教育を導入し積極性やチャレンジ精神の育成を図る。 

＜海外研鑚の体験＞ 

グローバル人材育成において、海外に実際に赴きそこで研鑚を積む体験を持つことは、そのこと自体が

目標ではないにしても、極めて有意義な教育手段である。低学年における短期海外派遣研修は語学の習得

の目的の他にも海外を自ら見聞することで勉学に対する意欲が高まる顕著な効果があることがこれまでの

本学の取組から分かっている。本プログラムでは 1、2年段階で十分な事前教育をしたうえでのホームステ

イや語学研修等を含む短期海外派遣研修への参加を奨励し、グローバル社会に目を向ける契機とするとと

もに、学生の勉学への意欲を格段に高める。また、協定校への専門分野での長期交換留学や海外インター

ンシップの体験はグローバル人材教育の中核をなすもので、これまで培ってきた能力が試されるとともに

さらに磨きがかかる他では得難い体験となる。 

そこで、本学「グローバル・リーダー育成プログラム」においては、短期海外派遣から長期の交換留学・

インターンシップまでの多岐にわたる種々の海外研鑚のプログラムを整備し、海外研鑚体験を積むことを

必須とする。 

 

 本構想では、本学が考えるグローバル人材として持つべき上記の具体的能力を総合的に習得させるため

に「グローバル・リーダー育成プログラム」を策定する。このプログラムは互いに有機的に関係し合う「語

学力・コミュニケーション力養成サブプログラム」、「国際教養力養成サブプログラム」、「行動力養成サブ

プログラム」及び「海外研鑚サブプログラム」から構成される。これらサブプログラム授業・講座の受講・

成績状況、外国語力、海外研鑚体験の状況等について一定の要件を満たしプログラムを修了した者には、

「東北大学グローバル・リーダー育成プログラム修了証」を発行する。その中で特に成績が優秀で人物的

にも優れているものについて、真に本学が目指すグローバル人材としての能力を修得した者として「東北

大学グローバル・リーダー認定証」を授与する。 

 以下に「グローバル・リーダー育成プログラム」の概念図を示す。 

 



9 
（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

目標設定シート２ 

 
  

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」 

※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。 

全  学 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  ９６人 １２３人 １４８人 227 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  ２１人 １４人 １２人 ９人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

５８人 ７３人 １０２人 １９８人 ２７９人 ３７６人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） ２，４６２人 ２，４６２人 ２，４６２人 ２，４７２人 ２，４８１人 ２，４８２人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   ５．０％ ８．６％ １１．７％ １５．５％ 

文
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ９人（０） １３人（０） １７人（０） ２６人（０） 

海外留学経験者数 ２人 ７人 １２人 １５人 ２０人 ２６人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ０人 ３人 ５人 ９人 １４人 

３カ月～１年 ２人 ７人 ９人 １０人 １１人 １２人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ２１８人 ２１８人 ２１８人 ２１８人 ２１８人 ２１８人 

目標設定の考え方 

文学部では、学術交流協定校との交換留学のための説明会を実施しており、学生の海外留学の実績も増加傾向に

あり、また海外留学への意欲も高いことから、引き続き海外留学を推奨し、平成２８年度までに単位取得を伴う

海外留学経験者数の目標を２７人とする。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

教
育
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ４人（０） ５人（０） ６人（０） ８人（０） 

海外留学経験者数 １人 ２人 ５人 ７人 １０人 １３人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ０人 ２人 ３人 ５人 ７人 

３カ月～１年 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ６９人 ６９人 ６９人 ６９人 ６９人 ６９人 

目標設定の考え方 

教育学部では、短期海外派遣プログラムにより海外留学希望者数が増えている状況にあり、今後も新たな派遣プ

ログラムの開発等により海外留学を奨励する。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

法
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ８人（０） １１人（３） １３人（０） ２４人（６） 

海外留学経験者数 １人 ３人 ６人 ８人 １４人 １８人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ０人 ３人 ４人 ８人 １０人 

３カ月～１年 １人 ３人 ３人 ４人 ６人 ８人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 １６１人 １６１人 １６１人 １６１人 １６１人 １６１人 

目標設定の考え方 

法学部では、短期海外派遣プログラムにより海外留学希望者数が増えている状況にあり、今後も新たな派遣プロ

グラムの開発等により海外留学を奨励する。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 



10 
（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

 

経
済
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 １１人（０） １３人（０） １４人（０） ２０人（０） 

海外留学経験者数 ７人 ６人 １３人 ２４人 ３０人 ４０人 

 

３ カ 月 未 満 ２人 ２人 ２人 １１人 １６人 ２４人 

３カ月～１年 ５人 ４人 １１人 １３人 １４人 １６人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ２６４人 ２６４人 ２６４人 ２６４人 ２６４人 ２６４人 

目標設定の考え方 

経済学部では、独自の語学研修と専門教育及び海外インターンシップの要素を融合させた短期派遣留学（単位認

定有）を整備した。現在、海外留学に対する相談が増加していることも踏まえ、学生に対し海外留学を推奨し、

現状の５倍程度までに高める。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

理
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ９人（１） １２人（２） １５人（０） ２7 人（０） 

海外留学経験者数 １人 ７人 ５人 ２４人 ３４人 ４８人 

 

３ カ 月 未 満 １人 １人 ２人 １７人 ２６人 ３９人 

３カ月～１年 ０人 ６人 ３人 ７人 ８人 ９人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ３１８人 ３１８人 ３１８人 ３１８人 ３１８人 ３１８人 

目標設定の考え方 

理学部では、全学による海外大学との派遣協力協定のほかに部局間においても交流協定を結び、海外派遣留学の

基礎を構築しているとともに、シドニー大学への大学院教育に先立った派遣プログラムを実施している。海外留

学の学生への教育効果が顕著なため、今後拡充していく。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

医
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ２４人（２） ３０人（５） ３５人（８） ４0 人（０） 

海外留学経験者数 ３５人 ４０人 ４５人 ５０人 ５５人 ６０人 

 

３ カ 月 未 満 ３０人 ４０人 ４５人 ５０人 ５５人 ６０人 

３カ月～１年 ５人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ２４６人 ２４６人 ２４６人 ２５６人 ２６５人 ２６６人 

目標設定の考え方 

医学部では、３年次に「基礎医学修練」、６年次に「高次医学修練」を履修し、その際海外留学を認めている。医

学部では海外留学を推奨しており、医学領域の研究推進、交流を通じた海外研究機関及び研究者とのネットワー

クの構築を行うことができる等、学生にとって大変有意義であることを踏まえ、海外留学経験者数の目標を現状

の２倍程度に設定する。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

歯
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ２人（２） ２人（１） ４人（１） ５人（０） 

海外留学経験者数 ０人 ０人 ０人 ２人 ３人 ５人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ０人 ０人 ２人 ３人 ５人 

３カ月～１年 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ５５人 ５５人 ５５人 ５５人 ５５人 ５５人 

目標設定の考え方 

歯学部では、現在海外の大学と交流協定の締結に向けて準備を進めており学生の派遣のための基礎づくりを行っ

ている。今後協定校の拡大とカリキュラムの見直し等により学生の海外留学を促進させる。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

薬
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 800 ５人（４） ６人（３） ７人（３） ８人（３） 

海外留学経験者数 ０人 ０人 １人 ４人 ６人 ９人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ０人 １人 ４人 ６人 ９人 

３カ月～１年 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ８５人 ８５人 ８５人 ８５人 ８５人 ８５人 

目標設定の考え方 

薬学部では、国際的な英語力のスタンダードである TOEIC でどのような状況においても適切にコミュニケーシ

ョンがとれるレベルである８００点を目標として設定する。今後、カリキュラムの見直し等を行い、海外留学を

推進する。 
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注１）平成２８年度の比率（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。 

注２）「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー

ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。 

注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。  

工
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ２２人（１２） ２８人（０） ３３人（０） 57 人（０） 

海外留学経験者数 ９人 ３人 １０人 ５３人 ９０人 １３２人 

 

３ カ 月 未 満 １人 ０人 ４人 ３０人 ６０人 １００人 

３カ月～１年 ８人 ３人 ６人 ２３人 ３０人 ３２人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 ８８０人 ８８０人 ８８０人 ８８０人 ８８０人 ８８０人 

目標設定の考え方 

工学部では、現在実施している「学生国際工学研修」等の海外大学での研修等に対して単位付与を行う等カリキ

ュラムの見直し、強化、開発を図り平成２８年度までに１５％程度の日本人学生に海外留学を経験させる。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要な TOEFL－iBT80 及び TOEFL-ITP550 とし、日本人学生

の大学院における教養と専門教育を身に着けた上での海外留学につなげる。また、TOEIC スコアからの換算地も

利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 

農
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT 80 ２人（０） ３人（０） ４人（０） 12 人（０） 

海外留学経験者数 ２人 ５人 ５人 １１人 １７人 ２５人 

 

３ カ 月 未 満 ０人 ３人 ３人 ７人 １３人 １９人 

３カ月～１年 ２人 ２人 ２人 ４人 ４人 ６人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 １６６人 １６６人 １６６人 １６６人 １６６人 １６６人 

目標設定の考え方 

農学部では、海外留学者数は多くない現状にあるが、今後カリキュラムの見直しや留学説明会等を行い周知しな

がら、平成２８年度までに、海外留学経験者数を１５％までに増やす。 

卒業時の外国語力スタンダードは海外留学に必要なTOEFL－iBT80とするがTOEFL-ITP550及びTOEICの

スコアも利用する。※TOEIC スコアからの換算値を利用（TOEIC ７３０点） 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の

設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。 
（対象：全学） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）平成 26年度より本プログラム受講生が卒業。本プログラム受講者を段階的に増やしていき、プログラムの

授業や体験型企画を通じて、グローバル・リーダーとしての素養を育て、認定証を授与される学生数を増加させていく。 

全  学 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 ９４人 11７人 200 人 

対象となる学生数（B） 2,462 人 2,472 人 2,481 人 2,482 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 3.８％ 4.７％ 8.1％ 

（対象：文学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80以上 

相当の語学力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）多くの学生が交換留学に興味を持っている状況で、本プログラムに登録する学生も多いと期待できる。こ

れらの学生のうち特に優秀な学生が認定証を受ける。 

文学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 9 人 12 人 18 人 

対象となる学生数（B） 218 人 218 人 218 人 218 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 4.1％ 5.5％ 8.３％ 

（対象：教育学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）短期派遣留学プログラムにより海外留学希望者が増えている状況にある。本教育プログラムを受講する学

生が多いと期待できる。これらの学生のうち特に優秀な学生がグローバル・リーダーと認定される。 

教育学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 3 人 4 人 5 人 

対象となる学生数（B） 69 人 69 人 69 人 69 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 4.3％ 5.8％ 7.2％ 

（対象：法学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）海外留学生は増える傾向にある。本教育プログラムを受講する学生が多いと期待できる。これらの学生の

うち特に優秀な学生がグローバル・リーダーと認定される。 

法学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 5 人 9 人 12 人 

対象となる学生数（B） 161 人 161 人 161 人 161 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 3.1％ 5.6％ 7.５％ 

  



13 
（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

（対象：経済学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）海外留学生が多い。本プログラムの重点化学部として特に本プログラムを受講する学生が多いと期待でき

る。英語力を高めることにより目標を達成できる。 

経済学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 13 人 14 人 20 人 

対象となる学生数（B） 264 人 264 人 264 人 264 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 4.9％ 5.3％ 7.6％ 

（対象：理学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）グローバル３０学部コースを有する学部として、また本プログラムの重点化学部として、特に本プログラ

ムを受講する学生が多いと期待できる。英語力を高めることにより目標を達成できる。 

理学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 12 人 15 人 27 人 

対象となる学生数（B） 318 人 318 人 318 人 318 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 3.8％ 4.7％ 8.5％ 

（対象：医学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）従来から短期海外派遣プログラムに参加する学生は多かったが、本プログラムを受講することで、さらに

グローバル社会に目を向ける学生を増やし目標を達成する。 

医学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 18 人 21 人 40 人 

対象となる学生数（B） 246 人 256 人 265 人 266 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 7.0％ 7.9％ 15.0％ 

（対象：歯学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）現在は留学希望者が少ないものの海外の大学との協定を結ぶ準備を進めており部局全体で国際化・グロー

バル化に向かっている。本プログラムがグローバル・リーダーの育成を加速すると期待できる。 

歯学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 1 人 2 人 3 人 

対象となる学生数（B） 55 人 55 人 55 人 55 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 1.8％ 3.6％ 5.5％ 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

（対象：薬学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）現在も TOEFL の平均点が良いため、本プログラムを受講し海外研鑚を経験することにより、多くの者がグ

ローバル・リーダーと認定されることが期待される。 

薬学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 2 人 3 人 6 人 

対象となる学生数（B） 85 人 85 人 85 人 85 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 2.4％ 3.5％ 7.1％ 

（対象：工学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）現在でも多くの海外派遣プログラムを有し、またグローバル３０各部コースもある。本プログラムの重点

化学部として特に多くの学生の受講が期待され、英語力を向上することによって目標が達成されると期待する。 

工学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 28 人 33 人 57 人 

対象となる学生数（B） 880 人 880 人 880 人 880 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 3.2％ 3.8％ 6.5％ 

（対象：農学部） 

（測定指標・達成水準）東北大学グローバル・リーダー認定証を授与された学生数。本学のグローバル・リーダー育成プログラムを修了し

た中で、成績優秀で人物的にも優れている者 

（指標・水準設定の考え方）海外研鑚サブプログラムを含むグローバル・リーダー育成プログラムの修了者で TOEFL-iBT80 以上相当の語学

力を有しプログラムの他の授業も優秀であり、人物的にも優れている者 

（達成する学生数設定の考え方）グローバル３０学部コースをもつ学部として、かつまた、本プログラムの重点化学部として特に多くの学

生の受講が期待される。語学力を伸ばし目標を達成する。 

農学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 0 人 3 人 4 人 12 人 

対象となる学生数（B） 166 人 166 人 166 人 166 人 

達成する割合（A/B） 0.0％ 1.8％ 2.4％ 7.2％ 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

 

本学のこれまでの教育国際化・グローバル人材育成の取組を格段に進化させ、本学が我が国のグローバ

ル人材育成を牽引するには、優れた教育プログラムの実施とともに一層の教育環境の整備が必要である。

とりわけ、本構想では１．グローバル・キャンパスの実現、２．グローバル人材育成のための組織の一元

的運営と質の高いサービスの実現、を重点的に推進する。 

 

１．グローバル・キャンパスの実現 

 本学の国際ネットワークを活用して本学の学生が海外の大学・研究機関で学修・研究できる機会を格段

に拡充するとともに、本学のキャンパスの国際化を一層進めることで、常にグローバルな環境の中で生

活・学習・研究ができるように図り、「グローバル・キャンパス」を実現する。 

本構想において特に力を入れることとして、次の項目がある： 

・優れたエクステンション・センターを有するカリフォルニア大学リバーサイド校と連携し、学生のニー

ズに合わせた短・中・長期の海外研修プログラムや包括的な留学予備教育プログラムの共同開発を行うと

ともに、同校に本学のリエゾン・オフィスを設置し、継続的なカリキュラム開発、米国インターンシップ

等の新プログラムを開発する。なお、本学の所在地である仙台市とリバーサイド市は姉妹都市であり、将

来的には大学・産業界・地域コミュニティ一体型の包括的な協力関係に発展することを期待している。 

・本学が持つ既存の海外拠点のいくつかに同様に派遣支援機能を持たせることを検討・実施し、全世界的

な学生派遣を展開するように図る。 

・本学の日本人・留学生混住寮であるユニバーシティ・ハウスの拡充とともに、異文化交流の機会として

積極的に寮施設を活用し、日本人・留学生の混在する授業の拡充や、留学経験者による留学希望者サポー

トシステム（グローバル・キャンパス・サポーター制度）の新設等と併せて、キャンパスの国際化を一層

進める。 

・本学への留学経験者やグローバル・リーダー育成プログラム修了者等が会員参加する「東北大学グロー

バル・リーダー・ネットワーク」を形成し、世界規模な人的ネットワークを生かして、人類社会の持続的

発展に一層の貢献を果たす。 

２．グローバル人材育成のための組織の一元的運営体制の実現 

 言うまでもなくグローバル人材の育成には、国際交流・留学といった観点だけでなく、他の様々な教育

的要素が深く絡んでおり、本学の教育の一つの柱となるグローバル人材育成は国際交流センターなどの既

存の組織だけでは効率的に行うことが難しい。しかし、本学ではすでに留学生課を教育・学生支援部の下

に置く事務組織改編を行っており、組織的に日本人学生と留学生の分け隔てをなくしている。この特徴を

加速させ、本構想では、「グローバル・ラーニング・センター（GLC）」を新たに設立し、グローバル人材

育成の中心的役割を担わせ、次の施策を進める： 

・「グローバル・リーダー育成プログラム」を計画・実行・評価・改善（PDCA）のサイクルに則り策定・

実施する。新規に実施する授業の実施運営、e ポートフォリオなどによる学生の修学サポート、グローバ

ル人材育成に協賛する企業・国際機関・地域コミュニティなどとの連携によるインターンシップやキャリ

ア支援等のグローバル人材育成推進のための学生サポートを統括的に行う。同時に、学内に散在する「グ

ッド・プラクティス」を集約し、情報の共有化を図ることで、大学が一体となりグローバル人材育成教育

に取り組める体制を整備する。 

・「グローバル・リーダー育成プログラム」の中心的役割を果たす「海外研鑽サブプログラム」での海外

派遣留学・留学準備教育を、カリフォルニア大学リバーサイド校エクステンション・センターとの包括的

な教育連携のもと推進する。また、中国や欧州等の協定校とも同様の教育連携を展開し、英語圏以外への

留学も積極的に推進することでマルチ・カルチュラルな人材育成を行う。 

・さらに、GLC にグローバル人材育成教育に関するシンク・タンクの機能を持たせ、本学のグローバル教

育の戦略的方針に資するとともに、グローバル人材育成の機能を分担している学内組織を統括し、最終的

には日本人学生・留学生を含む国籍を問わないグローバル人材育成教育の司令塔として、一元的な意思の

もとに運営できる体制を実現する。 

 

本学は、これらの先進的取組により、日本の大学における教育グローバル化のモデルとなることを目指す。 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。 

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

海外留学者数  （Ａ） 
２９８人  

（１９０人） 

３３０人 

（２２２人）

４００人 

（２５６人）

５００人 

（３３８人）

６００人  

（４０６人） 

８００人 

（５４８人）

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

３５人  

（２２人） 

３５人 

（２７人）

４５人 

（２８人）

５５人 

（４１人）

６５人  

（４９人） 

８５人 

（６４人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

４９人  

（３９人） 

４９人 

（４５人）

６０人 

（４６人）

７０人 

（６９人）

８０人  

（６３人） 

１００人 

（７８人）

学士課程在籍者 
２１４人  

（１２９人） 

２４６人 

（１５０人）

２９５人 

（１８２人）

３７５人 

（２２８人）

４５５人  

（２９４人） 

６１５人 

（４０６人）

全 学 生 数  （Ｂ） １８，２２４人 １８，００３人 １８，００３人 １８，００３人 １８，００３人 １８，００３人

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
１．６％  

（１．０％） 

１．８％ 

（１．２％）

２．２％ 

（１．４％）

２．８％ 

（１．９％）

３．３％  

（２．３％） 

４．４％ 

（３．０％）

目標設定の考え方 

本学では、グローバル社会に対応できグローバル社会に新しい価値観を生み出せる人材を輩出するための一手

段として、学生に日本以外の「支点」をあたえるべく、本学の多彩なプログラムの実施、開発を通して留学を

教育課程の中に積極的に組み込み、平成２８年度までには全学生数の４％の学生が海外留学していることを目

標とした。 

注１）各年度における 4 月 1 日から 3 月 31 日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。）に派遣される日本人学生数を

記載する。 

 

【平成 23 年度実績の内訳】 

平成 23 年度実績内訳 ３ヶ月未満 ３ヶ月以上１年未満 １年以上 合 計 

海外留学者数  （Ａ） 
１５６人 

（７２人）

１２８人 

（１０９人）

１４人  

（９人） 

２９８人 

（１９０人）

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

８人  

（５人） 

２１人 

（１４人）

６人  

（３人） 

３５人 

（２２人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

１５人  

（１１人） 

２８人 

（２４人）

６人  

（４人） 

４９人 

（３９人）

学士課程在籍者 
１３３人  

（５６人） 

７９人 

（７１人）

２人  

（２人） 

２１４人 

（１２９人）

全 学 生 数  （Ｂ） １８．２２４人 １８，２２４人 １８，２２４人  １８，２２４人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
０．９％ 

（０．４％）

０．７％ 

（０．６％）

０．１％  

（０．0％） 

１．６％ 

（１．０％）
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 

（H24.5.1） 

平成２５年度 

（H2５.5.1） 

平成２６年度 

（H2６.5.1） 

平成２７年度 

（H2７.5.1） 

平成２８年度 

（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
１，５２７人  

（２４６人） 

１，５７３人  

（２６０人） 

１，７４６人  

（３００人） 

１，９５７人  

（３３６人） 

２，１８８人  

（３７６人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

５７３人  

（４４人） 

５７６人  

（４４人） 

６１５人  

（４７人） 

６９５人  

（５３人） 

77７人  

（５９人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

５２７人  

（４８人） 

５２７人  

（４８人） 

５６６人  

（５２人） 

６３２人  

（５８人） 

７07 人  

（６５人） 

学士課程在籍者 
１７１人  

（０人） 

１９０人  

（０人） 

２３０人  

（０人） 

２５０人  

（０人） 

28０人  

（０人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

２５６人  

（１５４人） 

２８０人  

（１６８人） 

３３５人  

（２０１人） 

３８０人  

（２２５人） 

424 人  

（２５２人） 

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

１，４３１人  

（２２２人） 

１，５２２人  

（２４２人） 

１，７０４人  

（２６４人） 

１，９０８人  

（２９６人） 

２，１３７人  

（３３２人） 

全 学 生 数  （Ｃ） １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
８．５％  

（１．４％） 

８．７％  

（１．４％） 

９．７％  

（１．７％） 

１０．９％  

（１．９％） 

１２．２％  

（２．１％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
７．９％  

（１．２％） 

８．５％  

（１．３％） 

９．５％  

（１．５％） 

１０．６％  

（１．６％） 

１１．９％  

（１．８％） 

目標設定の考え方 
世界リーディング・ユニバーシティにふさわしい質の高い国際的教育環境を整備し、キャンパスの国際化、日

本人学生の国際化を推進するため、留学生比率を１０％以上に高める。 

注１）留学生数の計上に当たっては、「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入

れている者 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。 

 

【平成 2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ 中国 ７８６人  ７５４人  

２ 韓国 １９９人  １７９人  

３ インドネシア ５７人  ５７人  

４ 台湾 ４８人  ４６人  

５ マレーシア ４３人  ４３人  

６ ベトナム ２９人  ２８人  

７ タイ ２７人  ２７人  

８ バングラデシュ ２３人  ２３人  

９ アメリカ ２２人  ２１人  

１０ トルコ １８人  １８人  

その他 インドほか ２７5人  ２３５人  

合 計  １，５２７人  １，４３１人  
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 

 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 

授業数（Ａ） 
４２８回  ５２９回  ５４０回  ５９８回  ６９５回  

全授業数（Ｂ） ６，３０８回  ６，３０８回  ６，３０８回  ６，３０８回  ６，３０８回  

割  合（Ａ／Ｂ） ６．８％  ８．４％  ８．６％  ９．５％  １１．０％  

目標設定の考え方 

大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業の実施に伴い、英語によるコース順次開講しており、

外国語による授業が増加傾向にある。今後も質の高い外国語による授業を留学生のみならず日本人学生

にも提供し、その実施率を１０％以上に高めていくことにより、共修の場を作りキャンパスの国際化を

推進させるとともに、日本人学生が本学の学習から留学へ円滑に移行できる学習機会とする。 

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国人教員等（Ａ） ２４２人  ２４９人  ２４９人  ２５７人  ２６８人  

 うち外国人教員 １４８人  １５０人  １５２人  １５６人  １６０人  

総教員数（Ｂ） ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  

割  合（Ａ／Ｂ） ８．１％  ８．３％  ８．３％  ８．６％  ９．０％  

目標設定の考え方 

本学では、「大学の国際化は大学教員の国際化」との考えに基づき、多くの外国人教員及び国外の大学

で学位を取得または通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を雇用している。今後、大学の国際化

を一層拡大して行くため、優秀な外国人教員及び国外の大学で博士の学位を取得した日本人教員に限定

し、その全職員に占める割合を向上させていく。 

⑤  教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

教員のうち博士号 

取得者数（Ａ） 
２，７０３人  ２，７１０人  ２，７１０人  ２，７１８人  ２，７２９人  

総教員数（Ｂ） ２．９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  

割  合（Ａ／Ｂ） ９０．５％  ９０．７％  ９０．７％  ９１．０％  ９１．４％  

目標設定の考え方 

本学では、教員の採用については、原則として博士の学位を取得した者をもって充てることとしている

ことから、採用計画上、平成２８年度における教員の博士号取得率は９１.４％に達する見込みである。 

⑥  教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  １８，００３人  

総教員数（Ｂ） ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  ２，９８７人  

割  合（Ａ／Ｂ） ６．０  ６．０  ６．０  ６．０  ６．０  

目標設定の考え方 

平成２４年度教員あたり学生数（S/T 比）６.０を今後も超えないような対策を実施し、大学教育の質

を確保する。 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

⑦  一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード TOEIC 700 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職

員数（Ａ） 
２６人  ３０人  ４０人  ６０人  ８３人  

事務系職員総数（Ｂ） ９８９人  ９８９人  ９８９人  ９８９人  ９８９人  

割  合（Ａ／Ｂ） ２．６％  ３．０％  ４．０％  ６．１％  ８．４％  

目標設定の考え方 

外国語力スタンダードを 700 点とし、仕事や海外で最低限のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる素地を有する常勤職

員を確保し、本部及び各部局において英語による庶務、教務、会計業務に対応でき、今後増加する外国

人教員、留学生等を十分にサポートできる事務体制を構築することを目指す。 

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）」を記載。 

注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）」を記載。 
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様式 

（本構想における取組内容） 
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（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

取組内容① 大学のグローバル化の推進 
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。 

【現状】 

東北大学の教育理念で謳っている「指導的人材」

を育成するために、教育のグローバル化推進は最も

重要な課題の一つである。これまで、国際水準の大

学や機関との国際的ネットワークを構築し、ダブル

ディグリー・国際共同教育、スタディ・アブロード・

プログラムや海外インターンシップなどを実施する

と同時に、留学生の受け入れ環境の整備を進めてき

た。また「世界と地域に開かれた世界リーディング・

ユニバーシティ」を目指し、国際学術ネットワーク

を通じた国際共同研究を推進するとともに、国内外

から豊かな資質を持つ学生と教育研究上の優れた能

力や実績を持つ教育を迎え入れてきた。さらに、大

学運営等の国際化の促進と国際水準のキャンパス環

境の整備を中期目標に掲げている。 

東北大学では平成 17 年にこれらの国際交流の基

本指針を策定し、グローバル化を推進している。 

○国際ネットワーク 

本学は中国やロシア代表事務所を始めとする 9カ

国、14の海外拠点を有している。また、大学間協定

を 172校、学部・大学院・研究所等の部局間協定を

335 校と締結しており、その多くと授業料相互不徴

収の学生交流覚書を交わしている。さらに、環太平

洋大学協会(APRU)、東アジア研究型大学協会

(AEARU)、欧州工学系大学連合(T.I.M.E.)等の有力な

大学コンソーシアムに加盟している。これらを活用

し、国際ネットワークを形成し、教育研究のグロー

バル化を推進している。また、本学の海外校友会(中

国、韓国、台湾、インドネシア)を通じて、交流可能

な大学・高等研究機関の発掘、国際交流の促進を図

っている。 

また、最近トップダウンによる大学間協定の枠組

みを策定し、これまでに上海交通大学とのグローバ

ル人材育成プログラムの実施等を開始している。 

○教育研究国際化プロジェクト実施状況 

東北大学は、文科省国際戦略本部強化事業

（H17-H21）、戦略的国際連携支援事業（H17-H20）、

先端的国際連携支援事業（H19‐H22）、大学教育の国

際化加速プログラム（H20-H22）等に採択され、教育

国際化を強力に進めてきた。この間、フランス・エ

コールセントラルグループ、インサ・リオン、中国・

清華大学、スウェーデン王立工科大学を始めとする

大学とのダブルディグリー・共同教育プログラム、

カリフォルニア大学バークレー校への大学院生派遣

【本構想における展開】 

 これまでの取組を継承・発展させ更なる大学のグ

ローバル化を加速する。そのためにはより戦略的な

取り組みが必要となる。本構想では、大学のグロー

バル化に向けた取り組みを、グローバルな環境で教

育・研究を進めるグローバル・キャンパス構想と教

育グローバル化に関わる諸組織の連携を強め一元的

な意思のもとにグローバル人材教育を行う組織改革

の 2つにまとめ、その実現に注力する。 

○グローバル・キャンパス構想 

本学のグローバルネットワークを活用して本学の

学生が海外の大学・研究機関で学修・研究できる機

会を格段に拡充するとともに、本学のキャンパスの

国際化を一層進めることで、常にグローバルな環境

の中で生活・学習・研究ができるように図る。 

＜グローバルネットワークの拡充と活用＞ 

・学術交流協定の拡充とそれを活用した交換留学の

充実や、学生の短期派遣プログラムの推進・新規開

発を図る。 

・海外ブランチの拡充を図る。スタディ・アブロー

ド・プログラムの共同開発・実施、派遣学生支援、

留学情報収集機能の充実を図る。特に優れたエクス

テンション・センターを有するカリフォルニア大学

リバーサイド校と連携し、学生のニーズに合わせた

短・中・長期の海外研修プログラムや包括的な留学

予備教育プログラムの共同開発を行うとともに、同

校に本学のリエゾン・オフィスを設置し、継続的な

カリキュラム開発、米国インターンシップ等の新プ

ログラムを開発する。また同様の強力な派遣支援体

制を本学の海外拠点・協定校のいくつかに持たせ、

全世界的な学生の派遣留学を展開する。 

・東北大学校友会(国別留学生の同窓会)による派遣

学生への支援を行う。本学への留学経験者やグロー

バル・リーダー育成プログラム修了者等が会員参加

する「東北大学グローバル・リーダー・ネットワー

ク」を形成し、人的ネットワークの形成と留学支援

等を行う。 

＜東北大学キャンパスの国際化の推進＞ 

 本学はこれまでにもキャンパスの国際化を進める

ことで留学生や外国人教員・研究者の増加を図って

きた。今後は、これらの多くの留学生・外国人教員・

研究者が集う国際的なキャンパスを作ることでグロ

ーバルな環境を醸成し、東北大学にいながらにして

国際的な感覚を養うことができるよう図る。具体的
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プログラムなどの開発・実施を行ってきた。 

平成 21 年度の国際化拠点整備事業（グローバル

30）の採択を契機に、「Future Global Leadership」

（FGL）と名付けた英語での教育コース（学部 3コー

ス、大学院 13コース）を整備・実施し、本学の留学

生を倍増する計画など、教育の国際化に向けた取組

を加速している。 

研究面では、卓越した知識と創造的総合知を備え

た、21 世紀の学術をリードする研究者を養成する

「国際高等研究教育機構」を創設した。世界トップ

レベル国際研究拠点形成促進プログラムに採択さ

れ、「原子分子材料科学高等研究機構」を発足させた。

グローバル COEの 12件、最先端研究開発支援プログ

ラムの 2件に採択されている。また、学内の資金を

用い 8件の東北大学重点戦略支援プログラムを実施

し世界をリードする独創的な国際的研究拠点の形成

を目指している。 

○国際社会への貢献 

東日本大震災の被災大学として、東北大学災害復

興新生研究機構を立ち上げ、災害科学国際研究所を

設置し本学の英知を結集して被災地の復興・再生に

貢献するとともに、国内外の大学・研究機関と協力

しながら、自然災害科学に関する世界最先端の研究

を推進する。 
国際社会への貢献の一つとして、本学は平成 23

年に「国連アカデミックインパクト」に加盟し(国内

10 大学が現在加盟中)、教育研究活動を通して持続

可能性を推進する取組を実践している。また同年 10
月に国連広報センターとともに「国連デー＠東北大

学」を開催した。 
○先進的な教育プログラム 

東北大学は英語で学位が取得できる教育プログラ

ムについて先進的な取組をしてきた。例えば、平成

13年度工学研究科が博士後期課程に「外国人留学生

特別コース」を設置し、その後情報科学研究及び環

境科学研究科と合同の「学際先端国学特別コース」

に改組・拡充している。また平成 16年より理学研究

科が、国立大学では日本初の修士・博士の学位取得

が可能な英語による教育プログラム「先端理学国際

コース」を提供している。先述のダブルディグリー・

共同教育プログラムの実施はこれらの英語による教

育プログラムを前提として行われている。 

 学部レベルでは、協定校からの学生を受け入れる

東北大学短期留学生受け入れプログラム Tohoku 

University Junior Year Program in English (JYPE)

において英語の授業が実施されている。現在は工学

部、理学部、農学部が受入学部となり関連科目を開

講し、日本の文化や社会についての講義も併せて提

供している。さらに平成 22年度からは、文系学部全

体 をカバーする同様のプログラムである

な取組として、以下の項目を実施する。 

・日本人学生と留学生、外国人教員・研究者が同じ

キャンパスにおいて日常的に交流できる機会を多く

設ける。 

・日本人と留学生の混住宿舎を拡充する。ユニバー

シティ・ハウスⅡを来年度に開設するとともに、今

後も寮・学生宿舎の新築・改築後は混在宿舎として

いく。さらに、混在宿舎において日本人学生と留学

生の交流企画を積極的に企画・実施する。 

・交換留学経験者を利用した「グローバル・サポー

ター制度」を導入し、学生の目線で留学希望者の様々

な支援(ピアサポート)を行う。 

・事務部門の国際化や、事務手続きの簡素化・集約

化、学内文書の多言語化を引き続き進める。 

○グローバル人材育成教育の一元的運営とグロー

バル・ラーニング・センター（GLC）の設立 

本学は、国際交流センターや国際教育院を中心と

し、また教養教育を担当する高等教育開発推進セン

ターや各学部の協力を得て、留学生教育や日本人学

生の留学指導にあたってきた。今後、グローバル人

材育成を教育の柱に据えて、さらに強力に推進する

には、学内の様々な取組を集約し、一元的に運営す

る組織形態が必要である。本学では、すでに留学生

課を教育・学生支援部の下に置く事務組織改編を行

っており、組織的に日本人学生と留学生の支援事務

を分け隔てなく行っている。この特徴を加速させる

組織形成が望まれる。またグローバル社会において

本学の教育国際化を加速するには、国内外の優れた

取組を有する大学と積極的に連携していくべきであ

る。このような目的から、本学は「グローバル・ラ

ーニング・センター（GLC）」を設置する。 

・GLC は、学内既存組織・学部との密接な連携のも

と、「グローバル・リーダー育成プログラム」の実施・

運営の中核を担う。学内の組織、東北大学リエゾン・

オフィス、協定校などのパートナー、国内外の企業・

国際機関、地域社会と連携し、東北大学が養成でき

るオリジナリティを有した高度専門グローバル・リ

ーダーを育成するための拠点とする。 

 さらに、GLC を段階的に発展させ、最終的には、

海外派遣・受入・グローバル教育及び支援機能が一

体化した組織形態と、本学の様々な部署や部局が連

動した、質の高いグローバル教育サービスの確立を

目指す。 

・海外協定校とのグローバル人材育成教育の窓口と

して、協定校と連携し派遣留学等の教育プログラム

を推進する。特に、本構想では、優れた留学生教育

に実績のあるカリフォルニア大学リバーサイド校と

連携し、同校のエクステンション・センター内に東

北大学リエゾン・オフィスを設置し、常駐のプログ

ラムコーディネーターを通じて①単位取得を前提と
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International Program in Liberal Arts (IPLA)を

開始した。 

○魅力的な派遣プログラムの提供 

本学では平成 19 年から春と夏にカリフォルニア

大学やシドニー大学へ学生派遣プログラムであるス

タディ・アブロード・プログラムを実施している。

これは 4－5週間の語学研修と事前・事後の研修から

なるもので、実践英語を身につけるとともに、ホー

ムステイを通して異文化を実体験するものである。

このプログラムは学生に高い評価を得ている。また、

各学部でも独自の短期派遣プログラムを実施してい

る。例えば、理学部での理数学生応援プロジェクト

の一環として、シドニー大学に 3週間の学生派遣を

行っており物理や数学を英語で学ぶための英語教

育、体験学習があり、学生の人気を誇っている。こ

うした施策により、本学の留学希望者はここ数年増

加傾向にある。 

○大学運営の国際化 

国際担当、教育担当、研究担当の理事・副学長等

からなる「国際交流戦略室」を置き、本学の国際交

流の企画・戦略の立案を行っている。 

 従来より国際交流と留学生支援を行っていた国際

交流部を分割し、大学等機関間の国際交流を主業務

とする国際交流課を担当役員直属組織として位置づ

けて国際交流に関する機動的な意思決定を強化する

と同時に、留学生課を日本人学生の教育と支援を主

業務とする教育・学生支援部に移管し、日本人学生

と留学生の区別なき教育を目指し、一元的な支援体

制の強化を図る体制整備を行った。 

また、今後の大学の運営、国際化等に資するため

平成 21 年にアジアの大学では初めてとなる欧州大

学協会による外部評価を受けた。評価結果は本学の

さらなる国際化の企画・実施に反映させている。 

○キャンパスの国際化 

 東北大学は国際水準のキャンパス環境の整備を推

進している。特に、国際的な環境の中でグローバル

人材の育成を基本理念のひとつとして日本人学生・

留学生の混住寮(ユニバーシティ・ハウス三条)を平

成 19年に開館した（定員 416人）。ここでは、日本

人学生が留学生の生活の相談に乗るなどして、日常

的に国際交流・異文化交流が展開されている。 

その他にも、キャンパス内のサインの多言語化等、

キャンパスの国際化を推進し、日本人学生と留学生

がともに学びあえるための環境を整備している。 

 

 

 

 

 

 

した短・中・長期派遣留学、海外インターンシップ、

サービスラーニング等の各種プログラムの開発、②

本学で実施する派遣留学準備教育カリキュラムの共

同開発、③教育の質を維持・向上するための教職員

研修（FD・SD）、④プログラム運営・評価方法・改善

の検討、等を実施する。また、他の有力な海外拠点・

協定校（例：オーストラリア・シドニー大学、スウ

ェーデン王立工科大学、フランス・エコールセント

ラル、中国・清華大学）にも同様に派遣支援機能を

持つリエゾン・オフィスを置くことを検討・実施し、

全世界的な学生派遣を展開する。大学院レベルでの

ダブルディグリー・共同教育プログラムを行ってい

る中国や欧州の大学への派遣を強化するために、英

語以外での語学派遣留学も推進する。 

 国内外の離れたキャンパスの連絡を密にするため

に TV会議システムを導入し、GLCと学内重点学部や

海外拠点との会議等に利用する。 

・GLC にグローバル人材育成教育に関するシンク・

タンクの機能を持たせ、本学国際交流戦略室が策定

するグローバル教育の戦略的方針に必要な情報を集

約する。 

＜日本人学生・留学生がともに学ぶグローバル人材

育成教育＞ 

 本学のグローバル人材育成の理念・目標は、日本

人学生に限らず留学生にも適用されるべきものであ

る。実践においても、英語で教授する授業を日本人

学生・留学生が共修する環境が、異文化理解を深め

国際的感覚を醸成する。したがって、日本人学生と

留学生を分け隔てることなく共修環境において教育

することが、真のグローバル人材育成につながる。

本構想では、事業期間内に日本人学生と留学生を同

じ環境において教育するグローバル人材育成教育を

実現するために、国際教育院や国際交流センターと

協力し、また各学部の理解を得ながら、英語で教授

される授業の拡充等を図っていく。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 

○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の

実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

○学士課程教育の質的向上 

 本学では、学務審議会による全学的な教学マネジ

メントの下で、各学部と連携を図りながら、全学教

育（教養教育）から専門教育までの体系的なカリキ

ュラムを構築している。また、授業は、１セメスタ

ーあたり 16回（15回＋1回）の授業時間枠を確保し

ている。 

シラバスは、授業目的・概要、到達目標、進度予

定、評価方法、参考文献といった、学修に必要とな

る内容を網羅しており、平成 25年度に更新・稼働予

定の次期学務情報システムにおいては、多言語化し

たシラバスを利用できるよう準備を進めている。な

お G30学部・大学院コースなど英語で行う授業につ

いては、英語版のシラバスを既に作成している。成

績評価については、学務審議会に評価改善委員会を

設置し、成績に関する評価法の研究と提案を行い、

科目や教員による偏差の解消や各種科目委員会に対

する成績管理の徹底を指示している。また、医学・

医療系の学部・学科を除き、分野・領域に応じた履

修上限単位を定め、1単位当たり 45時間の学修時間

が確保できるよう努めている。 

○課題解決型の能動的学修の推進 

本学では、学生の能動的学修を促すため、初年次

において、少人数クラスによる「基礎ゼミ」を 1セ

メスターに開講し、課題に対して他の学生と協働し

ながら調査・研究を進め、その成果を学期末に発表

させるなど、課題解決の基礎を学修させる仕組みを

導入した。各学部でも、工学部における「創造工学

研究」など課題解決型（PBL）の授業を実施している。

専門教育では、セミナーや卒業研究において、能動

的学修が実施されている。 

さらに、平成 22年度より 1・2年次学生を対象と

して、学部上級生や大学院生が授業等に関する相談

に対し助言を行う「スチューデント・ラーニング・

アドバイザー制度（SLA）」により疑問等解決を行っ

ており、特に、留学生による語学科目サポートは学

生からの人気を博している。 

このような取組の相乗効果により、他の授業科目

と合わせて、基礎・基本的な教育から専門的な教育

へとスムースに移行できるよう工夫を凝らしてい

る。 

 

 

【本構想における取組】 

○学士課程教育のさらなる質的向上 

・次期学務情報システム移行後に、シラバスの多言

語化を本格実施する。 

・カリキュラムの更なる体系化と国際通用性の向上

を目指し、学部教育におけるナンバリングの導入を

検討する。理工系など比較的導入が容易であると考

えられる学部から段階的に導入を図る。 

・成績評価について、本学ではほとんどの科目で、

AA、A、B、C、D(不合格)の 5段階評価を導入してい

る。これに基づき、偏差の解消や厳格な成績評価の

実施状況等を確認したうえで、適切な GPA評価を確

立し、本格的な活用を図る。特に、GPA は交換留学

等においても重要な指標になるため、その重要性を

学生に周知するとともに、成績表に明示するように

する。 

・平成 25年に eポートフォリオシステムを全学に導

入することで、教員から学生へのアドバイスシステ

ムを構築し、「学習等到達度」等の教育効果の評価シ

ステムを実施する。特に、グローバル人材育成に向

けた eポートフォリオを作成し、「グローバル・リー

ダー育成プログラム」の学修状況の把握、留学準備、

留学中の支援などができるようにする。 

○課題解決型の能動的学修の展開 

・左記の基礎ゼミに加え、「基礎ゼミⅡ」(仮称)を新

たに導入し、課題解決能力の向上に向けた課題解決

（PBL）型授業の拡充を行う。 

・卒業研究やセミナーなどの高年次における能動的

学修の効果を高めるために、すでに工学部で実施さ

れている創造工学研修をひな形とした「クリエーテ

ィブ・リサーチ・プログラム」を各学部の専門に応

じて、低学年の能動的学修として導入する。 

・能動的な学習態度を養成するには、学生同士で学

びあうことが有効である。学生同士の自主ゼミの奨

励や実施中の SLAによるピア・サポートをさらに充

実させる仕組みを構築する。 

・学部学生が主体的・積極的に主催・参加できる国

際ワークショップを企画・開催する。 

 

  



25 
（大学名： 東北大学 ）（申請区分： 全学推進型 ） 

 

取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に

関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

【これまでの取組】 

本学はこれまで、ウェブサイト、冊子、マスメデ

ィアなど様々な媒体により教育情報を効果的に発信

してきた。これらの情報発信の内容は、「国際的な大

学評価活動の展開状況や我が国の大学に関する情報

の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」に

掲げられている具体的項目をほぼ網羅している。 

冊子体では「東北大学概要(Tohoku University 

Fact Book)（日・英）」、これを補強し本学の特色を

より強く示す「東北大学 Annual Review」を毎年発

行し、国際水準の先進的研究成果や教育研究活動を

紹介している。また、留学関連では本学を志望する

留学生に「東北大学留学案内」、留学決定者に「留学

生のための渡日前ガイドブック」、日本人学生に「国

際交流ガイドブック」を発行し、受入・派遣双方の

留学関連情報を総合的に案内している。全ての冊子

は本学ウェブサイトからオンラインで閲覧可能であ

る。また、マスメディアや facebookなどの SNSを利

用し、国内外の広い関心層に応える情報発信にも配

慮している。2010 年には ”Science”、2011 年には

米国の歴史ある国際政治雑誌 ”Foreign Affairs” 

への本学記事掲載など、世界的に名高い雑誌への掲

載により、本学の海外における知名度向上につなげ

てきた。 

一方、東北大学機関リポジトリでは、本学教育研

究者の学術研究・教育成果を無償提供することで広

く研究教育成果の発信に努めている。さらに、サイ

エンスカフェを日本で先駆けて開始し、広く市民の

知的好奇心に応えている。 

【本構想における取組】 

 各種メディアにより発信してきた本学の国際的

な教育・研究情報の魅力をより総合的・効果的に配

信することが次の目標である。このため、戦略的情

報発信のための Institution Research（IR）機能を

グローバル・ラーニング・センター（GLC）に設置す

る。これにより、国内外の比較可能な大学との広報

に関するベンチマーキングを実施する。 

一方、「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国

の大学に関する情報の海外発信の観点から公表が望

まれる項目の例」の中でまだ情報発信がなされてい

ない部分について、全学的に情報収集を進め、積極

的に公開していく仕組みを GLC内に設置する。 

世界的視点からの外部評価を取り入れるため、平

成 24 年度には欧州大学協会機関別認証評価プログ

ラムの評価結果の分析に基づく大学運営へのフィー

ドバックを継続的に行うとともに、各部局における

国際的外部評価の実施状況について調査する予定で

ある（年度計画 H24年度）。 

http://web.bureau.tohoku.ac.jp/kohyo/kicho/kei

kaku2012.pdf 

 

取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

【これまでの取組】 

本学では、職員採用の際に英語面接を課し国際化

に対応できる人材確保を図り、国際担当部署等に国

際関連業務を的確に担える人材を配置し、日・英・

中の多言語で日常業務を行っている。職員を対象と

した語学研修（英語・中国語）や海外派遣研修も実

施し、実践語学力の向上や国際関連業務の遂行能力

向上に努めている。さらに、全ての教職員・学生に

利用可能な語学学習 e-learning システムを構築し

た。 

各種文書の多言語化については「教務文書英語化ワ

ーキンググループ」を設置し、学内規定等各種教務

関係文書の英語化、キャンパスサインの英語併記等

を行い、教育環境の国際化を推進している。 

【本構想における取組】 

 本構想においては、特に国際交流業務における業

務遂行能力の高い専門職員の採用の充実に努める。

一方、既存の職員で外国語が堪能な職員については、

グローバル化のニーズの高い部署・組織への積極的

登用を行う。 

 職員の学習意欲を奨励し、これを高めるために

e-learning システムを利用した語学学習や研修制

度のより積極的な利用促進を図る。 

学内文書の多言語化については、英語以外に需要

の高い言語（中国語等）での表記の検討を進める。 
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様式２ 

様式 2 全体で４ページ以内 

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。 

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。 

【これまでの取組】 

○アクションプランに基づく教養教育の充実 

 教養教育は、学生にとって人間力を高め、世界に

向けて視野を広げ、専門教育の基礎を確立するため

に必要不可欠なものであり、本学の中期目標・中期

計画、アクションプランにおいても最重要項目の一

つである。本学では、「学びの転換」を目指して学

部の枠にとらわれない少人数教育による能動的学

修である「基礎ゼミ」や、文科系の学生を対象とし

た理科実験など、独自のカリキュラムで主体性と幅

広い教養を身につける取組を進めてきた。 

 従来は高等教育開発推進センター（高教センタ

ー）が教養教育を推進してきたが、さらに平成 20

年には「教養教育院」が設置され、ここに国際コミ

ュニケーション能力をはじめとする教養教育を担

う幅広い知識と経験のある教員を確保し、また学部

から大学院へとつながる研究の面白さを理解させ

るような授業の充実を図っている。 

○異文化理解を深める授業の実施 

 異文化理解を深める授業として、基礎ゼミにおい

て、留学生と日本人学生が「キャンパスの国際化」

をテーマにプロジェクトを企画・実施する課題解決

型の授業を行っている。また、全学教育の一環とし

て「国際共修ゼミ」を複数開講し、留学生・日本人

学生共修の少人数授業を実施し、国際理解教育の推

進を図っている。 

○英語教育の充実 

様式５取組内容②で詳述するように、本学ではコ

ミュニケーション能力を高める実践英語教育を強

化してきた。また英語の講義時間の増強および英語

の外部検定試験（TOEFL-ITP）を導入し、その成績

の分析をもとに今後の英語教育の施策を定めてい

る。 

○海外派遣プログラムの実施、海外インターンシッ

プの実施 

本学は、平成 19 年度にシドニー大学スタディ・

アブロード・プログラム（SAP）を 20名の派遣学生

で開始した。実践英語修練型語学研修と専門分野の

英語での授業の聴講による専門英語研修からなる

このプログラムの内容に高い評価を得たことを踏

まえて、翌 20年度から年間 30名の派遣に拡大し、

【本構想における取組】 

○「グローバル・リーダー育成プログラム」の策定

と実施 

 これまでの本学のグローバル人材育成のための

教育施策を集積・拡充するとともに、求められる能

力を育成する新たな施策を加え体系化したものを

「グローバル・リーダー育成プログラム」として策

定し、実施する。実施に際しては、グローバル・ラ

ーニング・センター（GLC）が、新たな教育施策を

企画・実施するとともに高教センター、教養教育院、

国際交流センター、国際教育院や各部局等これまで

のグローバル人材育成に関わってきた組織と緊密

な連携を取り、プログラム全体の統括を行う。 

 国際社会での活躍を目指す高い志を持った学生

がこのプログラムに自主的に参加することとし、参

加学生は eポートフォリオによって、各自の学習進

捗状況を管理する。グローバル人材育成プログラム

では、既存授業、新規の授業(講義)・講座を指定科

目とし、指定科目の受講・成績状況、英語力、海外

派遣留学、インターンシップ等について一定の要件

を満たした者をプログラム修了者として認定し、修

了証を発行するとともに、優秀な成績をおさめ人物

的にも優れている者に対しては｢東北大学グローバ

ル・リーダー認定証｣を授与する。 

なお、実施に当たっては、これまで教育のグロー

バル化に特に先進的な取組をしている経済学、理

学、工学、農学の 4学部をグローバル教育重点化学

部とする。GLCはこれら 4学部と特に密接な連携を

取りながら、グローバル人材育成を推進し、本学全

体の取組を牽引する。 

 また GLC に人材育成プログラムの評価部門を置

き、PDCAサイクルに則り継続的な教育効果の検証を

行い、教育改善につなげる。 

○グローバル・リーダー育成プログラムの質保証 

本学の教育に関する最高議決機関である学務審

議会（委員長は教育担当理事）にグローバル・リー

ダー育成プログラム委員会を新たに設置し、全学的

規模および全学的取り組みとして本プログラムの

位置づけを明確にする。また、全学部参画によるグ

ローバル人材育成のカリキュラム改革を行い、新た

な科目の設定、新たな留学システムの開発、プログ
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平成 23年度までに 144名（平成 19年からの 5年間）

の学生を派遣している。シドニー大学 SAPの実績を

踏まえて、平成 21 年度より、カリフォルニア大学

SAP を 16 名の派遣学生で、実施する体制を整備し

た。カリフォルニア大学 SAP では平成 22、23 年度

は、それぞれ 51名、47名（平成 21年からの 3年間

で 114名）の派遣数実績をあげている。これらの SAP

プログラムでは、4週間程度の派遣期間で 2単位を

取得できる東北大学オーダーメイドのカリキュラ

ムの実施体制をとっている。語学研修と事前・事後

の研修からなるもので実践英語を身につけるとと

もに、ホームステイを通して異文化を実体験できる

ものである。 

また、平成 19 年度より平成 21 年度まで、約 10

日間にわたるシリコンバレー・プログラムを 20-25

名程度の参加者（平成 19年からの 3年間で 68名）

で実施した。スタンフォード大学との連携を通し

て、シリコンバレーの様々な企業を訪問し、米国の

産学連携活動、企業活動、企業人等について学び、

本格的な海外インターンシップへの足がかりとな

るものであった。現在、シリコンバレー・プログラ

ムの経験はカリフォルニア大学 SAPに盛り込まれ、

東北大学オーダーメイドのカリキュラムの実施に

発展的に継承されている。 

上記の超短期の海外派遣プログラムを経験した

学生を含めて、日本学生支援機構の留学生交流支援

制度(短期派遣)の支援を一部受けて、大学間・部局

間交流協定校への単位取得を基本とした短期交換

留学派遣（1年未満）を実施している。単位互換に

より、修学期間を延長せずに卒業可能な制度となっ

ている。大学間交流協定校への過去 5年間の派遣者

数は、毎年 60-80 名程度で、年間平均 70 名程度と

なっている。最近の超短期の海外派遣プログラムの

充実と共に、短期交換留学派遣学生数も増加傾向に

あり、この短期交換留学派遣制度は本学の日本人学

生の目を内向きから海外へも向けさせる一助とな

っている。 

 これらに加えて、各学部では独自の派遣プログラ

ムを用意している。例えば経済学部では、独自の語

学研修と専門教育及び海外インターンシップの要

素を融合させた短期派遣留学（単位認定有）を整備

している。工学部では、｢学生国際工学研修｣を企画

するとともに、ヴルカヌス（Vulcanus）やイアエス

タ（IAESTE）を通じて海外インターンシップに派遣

している。理学部では、「理数学生応援プロジェク

ト」の中でシドニー大学へ 3週間の派遣を行い、英

語クラス及び数学・物理学の講義聴講を実施してい

る。また医学部では、3年次の「基礎医学修練」、6

年次の「高次医学修練」において、短期海外派遣を

奨励している。また、文学部では、学術交流協定校

ラムの全学的質の保証を行う。 

○グローバル・リーダー育成プログラムの内容 

 本学のグローバル人材育成の基本方針に則り、本

グローバル・リーダー育成プログラムでは、高い「専

門基礎力」の前提のもと、「国際教養力」、「外国語

力」、「コミュニケーション能力」、「行動力」を涵養

する教育を行う。さらに、「海外での研鑽」を育成

プログラムに効果的に組み込み、学生の留学と語学

学習の動機を高めるとともに、上記の能力を総合的

に伸ばす。 

 本学のグローバル人材育成プログラムにおいて

特に力を入れるのは、1、2年次における英語力強化、

教養教育、そして短期海外派遣プログラムによる海

外での研鑚である。特に 1カ月未満の短期の海外研

修であっても十分な事前学習と組み合わせること

により、かなりの教育効果が得られることが期待さ

れ、グローバル社会へと学生の目を向けさせる良い

契機となり動機を高めることができる。高い資質と

学習意欲を持った本学の学生は、これによりさらに

主体的に自らを磨き、意欲や能力を高めることが期

待できる。このためには現行の SAPを拡充するとと

もに 2週間程度のスタディ・アブロード・プログラ

ム lightを新たに開発し、より多くの学生が参加で

きるよう整備する必要がある。このプログラム開

発・実施は GLCがカリフォルニア大学リバーサイド

校等との連携のもとに行う。 

「グローバル・リーダー・育成プログラム」のも

とで行われる様々な授業や講座・セミナー等につい

て、その目的を明確にし、学生の履修の便宜を図る

ために、本プログラムの構成を４つのサブプログラ

ムに分ける。以下、サブプログラム毎にその内容に

ついて説明する。 

＜語学力・コミュニケーション力養成サブプログラ

ム＞ 

・第 1セメスターにコミュニケーション力の向上を

目指した「コミュニケーション入門講座」を開講す

る。 

・2年次に、語学能力を技能別に強化する「スキル

別英語実践」等の科目を、正課英語授業として開講

する。 

・学部 3、4年生を対象とした「専門英語講座」、「ア

カデミック・ライティング」を新規開講し、専門知

識を英語でアウトプットするための言語応用・運用

力の向上を図る。 

・交換留学生を対象とした英語による専門科目、グ

ローバル 30、JYPE、IPLA 等、英語で教授する正課

授業の拡充を図り、日本人学生への受講を奨励し、

留学生との共修環境を実現する。 

・その他に、正課外として学部 1、2 年生に対し、

既存のプラクティカル・イングリッシュ（短期集中
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との交換留学のための説明会を実施し、留学を推奨

している。 

 また、東北大学が加盟するコンソーシアム

（T.I.M.E.、APRU、AEARU 等）や各協定校が実施す

るサマープログラムなどにそれぞれ毎年数名程度

の学生を積極的に派遣している。これにより派遣学

生は、言語・文化について知見を広め、世界が直面

する課題について討論・議論し、海外の学生とのネ

ットワークを持つことができる。 

英語コース）、TOEFL/IELTS対策集中講座、高教セン

ター英語学習支援短期プログラムの受講と継続的

な TOEFL-ITPの受験を奨励する。 

＜国際教養力養成サブプログラム＞ 

・学部 1、2 年生を対象に、国際教養力を身につけ

るための「日本と世界：自文化・異文化理解教育」、

「グローバル・シティズン教育」、「アイデンティテ

ィ形成論」や、各専門分野で国際的に活躍する研究

者・実務家を招聘し、オムニバス形式で講義と討論

を行う「グローバル人材育成講座」、日本人学生と

留学生が世界共通の課題をテーマに議論を交える

「異文化理解ワークショップ」等を開講する。 

・既存の「国際共修ゼミ」等を拡充する。 

・国際機関、グローバル企業・研究所等で活躍する

人材を招聘する「グローバル人材セミナー」をシリ

ーズで開催する。 

＜行動力養成サブプログラム＞ 

・既存の「基礎ゼミ」の拡充、｢基礎ゼミⅡ｣の新設

により、課題解決型のアクティブ・ラーニングの環

境を整える。 

・グローバル教育重点化学部の協力を得、2年生を

対象とした専門教育準備科目「クリエーティブ・リ

サーチ・プログラム」を設置し、主体性・行動力及

び専門基礎力の強化を図る。 

・東日本大震災の被災地に立地する大学の学生とし

て、復興の実際を学び、世界に発信する能力を養う

実践型授業「東北の今：震災復興の現場で学ぶ」を

開講する。 

・産学官の多様な分野で活躍する人材を育成するた

め、「グローバル企業訪問」、国連諸機関など「国際

機関インターンシップ」の他、国際共同研究の現場

を体験する「プレ国際共同研究研修」を実施する。 

 

その他、既存の全学教育科目を精査し、国際教養

力に加え、高度なコミュニケーション力、クリティ

カル・シンキング力、行動力、異文化適応力の習得

を奨励する科目を「グローバル・リーダー育成プロ

グラム指定科目」として選択・認定する。 

＜海外研鑚サブプログラム＞ 

・単位認定を前提とした語学研修、インターンシッ

プ、グループ研修、サマー/スプリング・プログラ

ム、国際ボランティア等の派遣留学プログラムを新

規開発し、既存の SAPと連動した、体系的な派遣留

学プログラムを整備・実施する。 

・カリフォルニア大学リバーサイド校と連携し、「派

遣留学プレップ・プログラム」を実施する。英語コ

ミュニケーション力、アカデミック英語、ESP(専門

英語)等に焦点をあてた派遣留学準備支援を行うこ

とで派遣留学予定者および希望者のレディネスを

高める。 
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○学習支援 

・グローバル・リーダー・育成プログラムを GLCが

ロジスティックス面で支え、オリエンテーション、

ガイダンス、キックオフ・サマーキャンプ等を企

画・実施する。 

・留学経験者が留学予定者・希望者を支援する「グ

ローバル・キャンパス・サポーター制度」を新設し、

留学説明会やネットワーキング交流会の企画、ソー

シャルメディアを利用した情報交換、個別相談等の

学生間相互援助システムを構築する。 

・学部・既存の組織と連携し、きめ細やかな学習相

談、留学相談、進路相談を行う。eポートフォリオ

による学習成果の振り返りと短・中・長期目標の設

定および目標達成までのプロセスを確認し、学生の

自己効力感を高めるための継続的な支援を行う。 

○産業界との連携とキャリア支援 

・国内外のグローバル企業、国際機関、NGO/NPO へ

のインターンシップに係る情報の集約・提供および

応募支援を行う。 

・グローバル人材の就職支援を専門とする民間団体

と連携し、オンラインによる情報提供、就職ガイダ

ンス、企業セミナー、進路相談等を実施することで、

留学を最大限にキャリア設計に活かせる環境を整

備する。 

・留学経験を活かしグローバル企業で活躍する 

OB・OG とのネットワークを強化し（「東北大学グロ

ーバルネットワーク」の形成）、卒業生との情報交

換会やオン・キャンパス・リクルーティングを開催

する。大学院進学希望者には、国際学会での発表や

論文投稿経験がある大学院生、ポスドクなどの若手

研究者に体験談を聞く交流会を企画・実施する。 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

取組内容① 教育体制のグローバル化 
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

 東北大学は、「世界第一線の若手研究者が集う大

学」となることをアクションプランの中で宣言し、

同時にこれら若手の国際的人材を、質の高い世界レ

ベルの教育活動へと積極的に活用してきた。具体的

には、外国人研究者・教員の国際公募による登用を

進めており、外国人教員数において「朝日大学ラン

キング 2013」によれば国立大学では 2位、全体では

8位と高い雇用実績を誇る。また、グローバル 30事

業やグローバル COE等のプロジェクト研究で、世界

の有能な研究者を積極的に登用し、これらの人材

を、学部・大学院の授業等を通して教育においても

積極的に活用している。さらに、全学教育における

学生の語学力強化のため、高等教育開発推進センタ

ーでは、ネイティブスピーカーであり、かつ語学教

育に実績のある英語教員、中国語教員を新たに採用

し、国際的に活躍する人材育成の基礎となる語学教

育の基盤強化に努めた。 

 国際的な教育研究の実績を有する日本人教員の

採用については、本学では世界リーディング・ユニ

バーシティにふさわしい国際的な教育研究の実績

を有することが採用上の大前提として定着してい

る。また、採用後もグローバル COEや国際高等研究

教育機構等の研究・教育拠点を中心に、若手を主体

とした日本人の国際的な教育研究実績の育成に積

極的に取り組んでいる。採用にあたって、公募制等

の原則に基づく教員採用活動を積極的に進め、性

別、国籍、出身校、宗教等を問わず開かれた採用制

度のもとで優れた教員の採用を行っている。具体的

には、関係する部局のホームページや JREC-IN（研

究者データベース）等を利用した公募を実施してお

り、一部の部局では、国内外で発行される関連分野

の主要雑誌等に公募情報を掲載し、優れた教育研究

者の選考採用を積極的に行っている。 

 

 

【本構想における取組】 

 国際的に水準の高い教育体制を確保するために、

国際的な教育研究活動実績のある多国籍な教員の

採用を、公募制を原則として今後も継続実施してい

く。本学の多くの教員が少なからず海外の大学・研

究機関での教育・研究の経験を有しているが、今後

は、外国人教員や外国での学位取得や、海外で長年

教育・研究に携わった経験を持つ日本人教員の確保

になお一層努力する。教育体制のグローバル化にお

いて、外国の教育制度に精通し、外国語での教授に

ついて豊かな経験をもつ教員を確保し、外国語で教

授する授業を質・量ともに拡大していく必要があ

る。 

一方、採用された教員の資質向上を図るべく、国

際教育院、高等教育開発推進センター、各部局が展

開している FD 活動について、今後はこれらの複数

組織の連携を強化しながら、全学的に整備され多様

な教員構成に適した多様な FDを充実させる。とり

わけ、国際共通語(英語)による授業の拡大や、留学

生と日本人学生の共修授業による学習効果につい

て研究する機会を増やし、その知見をもとに、多様

な学生が共に学ぶ環境を充実させるための教員の

資質向上に向けた取り組みを強化する。 

 また、本学教員を対象として設けられている全学

教育貢献賞や総長教育賞などの表彰制度により、グ

ローバル時代の留学生や日本人学生の要請に応え

る授業・課外活動・国際活動などの指導・教育方法・

支援において、熱意をもって取り組み、優れた教育

成果を挙げたことが認められる教員に対して、その

努力を明示的に称えることで、全学的にグローバル

教育力向上へのインセンティブを図る。 
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組 
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。 

○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。 

○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。 

【これまでの取組】 

○学内におけるグローバル教育力向上のための取

組 

高等教育開発推進センターの「国際連携を活用し

た大学教育力開発の支援拠点」活動において、グロ

ーバル教育力向上のために、英語で授業するスキル

を強化するため「英語で授業する（入門編）」、及び

英語における授業のマネジメントまでを学ぶ上級

者向けのセミナーをイリノイ大学から専門の講師

を招聘して行った。また，組織的教育力向上のため

に、国外から講師を招聘し，国際シンポジウム「グ

ローバル時代の大学マネジメントと質保証」（平成

24 年 1月；参加者 134 名），国際セミナー「欧州高

等教育圏における質保証の動向（1999-2011）」（平

成 23年 10月）を開催し，グローバルな知見を本学

から発信している。さらに、グローバル化に対応し

た教育マネジメント向上のために，カナダ・クィー

ンズ大学において「EMLP（大学教育マネジメント人

材育成プログラム）」を実施し，1週間の集中コース

ワークに学内より計 4名が参加した。 

平成 24 年には豪州首相日本対象教育支援プログ

ラムにメルボルン大学高等教育研究センターとの

共同企画として採択され，留学生等の異文化理解に

関するセミナーを東北大学にて開催する（高教セン

ターと国際教育院が主催）他、国際化・グローバル

化に関する大学マネジメントについての情報蓄積

をはかる。 

○教員の教育力を評価する取組 

本学では全学で教員の個人評価を行っており、そ

の中で教育に関する取組を評価している。その結果

の反映の仕方は部局ごとに若干の違いはあるが給

与査定（昇給制度、勤勉手当）・総長教育賞への推

薦等のインセンティブを効果的に機能させている。

また、全学としては総長教育賞や全学教育貢献賞を

制定し、優れた教育の取組を表彰している。 

受講学生による授業評価についても実施し、教員

の授業の自己点検・改善に寄与するとともに、統計

的分析を用いて全学的な授業の改善に努めている。 

○海外の大学における教育活動を通じたグローバ

ル教育力向上の取組 

本学は平成 22 年度より、文部科学省特別事業と

して「国際連携を活用した世界水準の大学教員養成

プログラム」に採択され、大学教員を目指す大学院

生等を対象とし，大学教員に求められる能力や知識

を実践的に学び，円滑に初期キャリアを積む事を支

【本構想における取組】 

○グローバル教育力向上のための新展開 

本学における高等教育の研究・企画・実践・支援

を行う左記の高等教育開発推進センターにおける、

国際連携を活用した大学教育力開発プログラムを

発展・拡充し、グローバル・ラーニング・センター

（GLC）と協働で、カリフォルニア大学リバーサイ

ド校などの北米地域、シドニー大学やメルボルン大

学などのオセアニア地域、そして英国の大学等の英

語圏の大学と連携し、英語による授業実践、国際標

準の教養授業実践などの FDを行う。さらに、域内

の教育国際化に古くから取り組んでいる欧州の大

学や、教育グローバル化への取組が目覚ましいアジ

アの大学とともに、大学の教育マネジメント、カリ

キュラムなどの共同開発等の研究推進を行い、GLC

と高等教育開発推進センターが協働してグローバ

ル人材育成のために必要な大学教員における教育

力の飛躍的向上の支援を図る。 

 また、上記国際連携に基づく国際標準の人材育成

評価法を開発し、グローバル人材育成教育の評価、

改善を随時行っていく。 

○グローバル教育への参画と評価 

 本構想に対する既存教員の積極的参画を促し、グ

ローバル・リーダー育成プログラムの枠組みでの授

業の提供、研修への参画等、実績を評価するシステ

ムを新設し、特別手当の支給、総長教育賞（国際交

流関係）などへの推薦等の取り組みを組織的に行

う。 
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援するため，メルボルン大学またはカリフォルニア

大学バークレー校における海外集中コースで実践

的研修を受講するとともに、その特徴、利点欠点を

見極め、日本適合型世界水準教員養成プログラムの

開発を目指している。平成 22 年度は，バークレー

校研修（院生 5名），メルボルン大研修（院生 8名）。

平成 23年度は，バークレー集中コース（院生 9名），

メルボルン集中コース（院生 5名・新任教員 3名）

を実施した。平成 24 年度からは，新任教員のため

のコースを拡充し，メルボルン大集中コースを新任

教員対象，カリフォルニア大学集中コースを大学院

生等対象として実施する予定である。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

取組内容①  日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組 
○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。 

○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。 

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

 ○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生

の準備・計画作成支援 

･新入生を主な対象とした留学説明会を毎年 5 月に

実施し、各種留学プログラムの内容、協定校の最新

情報、語学サポート、奨学金情報、留学経験者体験

談等、海外留学に必要な情報を学生に提供し、留学

計画作成の支援を行っている。 

･留学までの道のり、留学支援体制等の情報が記載

された国際交流ガイドブック等の冊子発行及びそ

れらのウェブサイトでの公開により、海外留学・派

遣の取組を紹介し、留学に向けた動機付けを行って

いる。 

･交換留学･海外派遣や語学学習に関する学生個々

の相談事項について、教職員がカウンセリングに応

じ、留学準備・計画作成の支援を行っている。 

･国際交流センター内には、世界各国の大学の資料･

留学情報を置く留学情報コーナーが設置されてお

り、学生がいつでも閲覧し留学準備・計画作成を行

う体制を整えている。 

･交換留学を経験した学生が中心となり、学生の目

線から交換留学の促進、国際交流の発展を支援する

組織として、国際交流関係教職員を含めて、交換留

学生同窓会を創設している。この同窓会の主催によ

り、国際交流センター主催の留学フェアに続き、6

月から 7月にかけて 4回にわたるミニ留学説明会を

開催し、国別留学事情などのサブトピックを設けて

活きた留学情報を提供している。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発

支援体制の整備 

先進短期留学生交流プログラム実施委員会によ

り、実学習･研究時間の明確化と質を保証する成績

の明確化を行い、単位取得の指針を策定している。 

○ 諸外国の大学の留学等の情報や奨学金に関す

る一元的な情報収集・提供、獲得に向けた支援 

国際交流センターを中心に、各部局及び海外の協

定校（大学間協定 172機関、部局間協定 335機関）

等が連携し、収集した留学･派遣・国際交流、語学

学習、奨学金（留学地域に応じた一時金を含む）等

【本構想における取組】 

SAPを始めとする短期派遣留学の取組により、本

学学生の海外留学への意欲が着実に高まっている。

今後もこの路線を継承し、 

１）短期派遣留学の拡大を図り、より多くの学生に

低学年での海外研鑽の機会を与える、 

２）上記によって動機づけられた学生が半年から 1

年の交換留学や中長期海外インターンシップを行

うよう導く、 

という基本方針をとる。さらに、交換留学・海外イ

ンターンシップへの参加を阻害する諸要因を取り

除くような仕組みを導入すると同時に、情報提供の

方法の改善等で留学を促進する。 

具体的にこれまでの取組で効果があった部分を

伸ばし、課題を克服することで、本学学生の留学促

進制度を補強するため、左記のこれまでの取組に加

え、次のような取組を計画実施する。 

＜グローバル・キャンパス・サポーター制度＞ 

留学経験者による交換留学生同窓会の活動によ

り、学生の立場から活きた留学情報を提供すること

が、将来の留学希望者を動機付けるのに有意義であ

ることが明らかとなっている。一方、同窓会メンバ

ーとなった留学経験者にとっても、留学について支

援される側から支援する側となり、より幅広い視野

から学生の留学希望を後押しすることで、国際化に

貢献するグローバル人材となる機会を得られる。本

構想では、同窓会機能を発展させ、留学経験学生を

「グローバル・キャンパス・サポーター」として活

用し、ネットワーキング相談会の開催、個別アドバ

イス窓口の開設、オンタイム留学情報の発信、派遣

中の学生に対する支援窓口の創設、短期海外留学・

国際交流プログラム等の共同企画・運営等の活動を

通して、学生の目線から留学・国際交流情報を提供

し、留学の動機付け、計画の具体化及び留学中の支

援を行う。 

＜明確な単位取得の指針による多様なプログラム

開発の支援体制＞ 

先進短期留学生交流プログラム実施委員会によ

るこれまでの質保証と成績の明確化の検討の蓄積
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に関連する情報を、すべての学生･教職員に対して、

国際交流ガイドブック、国際交流センターメール配

信サービス等により提供している。 

○ ラーニング・アグリメントに関する整備 

本学では、学術交流協定校との交換留学のための

説明会を毎年実施し、海外留学中に修得した単位の

互換認定について設定された規程・指針を周知し、

単位互換についての理解を得た上で、事前の留学に

よる修学計画の策定をするよう支援している。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入推進 

・国際交流センターでは、全学の学生を対象にシド

ニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、カ

リフォルニア大学リバーサイド校において短期海

外研修プログラム（SAP）を実施している。また、

これらのプログラムを全学教育科目として取扱い、

「海外研修」の科目名で 2単位を付与している。各

部局においても、それぞれの所属学生に適した内容

による海外研修プログラムを開発実施し、内容に応

じた単位数を付与している。 

・全学教育科目、基礎ゼミ、及び学部での専門科目

授業においては、英語を教授言語とする留学生との

共修授業等を通じ、英語圏での学習環境に関する留

学イメージを具体化させることを促進している。 

・全学教育科目において、留学動機付けのための科

目として「海外留学と国際交流」を設置し、海外留

学及び国際交流がもたらす様々な学びの機会や可

能性について講義し、学部 1年時から留学を検討し

キャリアプランに位置付けることを推進している。 

・海外派遣を志す学生や国際交流に興味のある学生

のうち、英語力を伸ばす必要のある者を対象とした

TOEFL／IELTS対策集中講座を春と夏に約3週間開催

し、受講料の一部負担など経済面での支援を含めた

英語運用能力テストの点数向上を支援している。 

・TOEFL-ITP の学内実施を年 6回行い、学生の英語

運用能力の向上を大学として組織的に支援してい

る。 

・留学に関する経済的支援制度については、前掲の

短期海外研修プログラムに参加する全学生の参加

費のうち、ホスト大学における授業料を大学が補助

している。また、長期の交換留学へ向かう学生のう

ち優秀な者に対して奨励金を授与する、東北大学基

金グローバル萩海外留学奨励賞を創設した。 

・海外協定校で実施するさまざまな海外研修プログ

ラムに参加する際には、教職員や参加学生は、研究

室体験や学生交流を行うとともに、国際交流担当者

との交流を深める時間を積極的に設ける等して、将

来の留学生活が円滑に進むようネットワークの構

築を図っている。 

 

を反映させ、単位取得の指針を策定し、今後本学内

で企画する超短期から 1 年未満の留学や海外研修

プログラムなどは、全て単位認定を前提として開発

する。その上で各種プログラム間の体系化を図り、

留学への多様なニーズに対応する。 

＜留学等に関する一元的な情報収集・提供、獲得に

向けた支援＞ 

国際交流センターを中心に取り組んできた情報

収集及び学生への提供の仕組みを、これと連携する

GLCにおいてより発展させ、留学等に関する情報や

奨学金の情報収集・提供をオールインワン体制で行

い、海外留学を促進する。 

＜ラーニング・アグリメントに関する整備＞ 

学生の留学前の修学計画策定を支援する体制を

GLCにて整える。これまで留学前の単位互換を含む

修学計画の策定は各学部・学科の教務関係の教職員

との個別の相談で行われているため、学生にとって

は留学への障害になりかねない場合も少なくなか

った。 

本取組では、全学及び各部局での単位認定・互換

可能科目の状況について GLCで情報の集約を行い、

GLCの履修アドバイザーと部局の担当者との綿密な

連携のもとに、個々の学生の履修状況に応じた情報

提供が行える制度を構築する。 

＜海外留学を促進する制度等の導入推進＞ 

派遣留学の促進を阻害する要因として挙げられ

る諸要因について、それらを克服するための支援体

制を常時 GLCにて検討し、実施に向けて計画する。

具体的には、左記の取組に加え 

・語学力：様式 5の取組による語学力向上 

・経済的困難さ：JASSOや民間の奨学金の情報提供

の一元化、東北大学基金グローバル萩海外留学奨励

賞の拡大、総長裁量経費による派遣学生への奨学金

制度の導入等の施策 

・卒業期の遅れ：学部・学科によって留学しやすい

学年・セメスターは多様であり、それが必ずしも学

生に周知徹底されていない。上記ラーニング・アグ

リーメントに加え、こうした情報も GLCで集約し、

学生の留学相談に対応する。また、留学者が本学の

大学院に進学する場合、学部＋修士を 6年間で修了

できるような柔軟なアカデミックカレンダーの設

計・運用を図る。 

・キャリア支援：様式 4②で説明するキャリア支援

の実施 

等を行うとともに、PDCA サイクルに則り、取組の

効果を評価し改善を進めていく。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて

いるか。 

【これまでの取組】 

○ 留学中から帰国後におけるサポート 

帰国後の学業生活等に支障がないように、本学及

び留学先大学でのオンタイムな学業、学修情報を交

換し、留学実態の定期的報告、メール相談等を通じ

て修学・環境適応・健康状況等を把握し、派遣先の

交換留学担当者との緊密な連携を含めて、課題解決

を支援している。なお、派遣留学関係教職員が事前

に留学中の安全、問題点、対処方法等につきオリエ

ンテーションを実施し、問題解決力の向上を図って

いる。また、留学経験者へのアンケートから課題を

検証し、次の指導・支援に当たる態勢を整えている。 

○ 留学中、帰国後の就職支援 

・海外留学中の学生向けに、留学先国で行われる就

職フェア等の情報を提供し、留学経験者の就職支援

専門の民間企業をキャンパスに招きセミナー、企業

説明会等を実施し、就職支援を推進している。留学

経験のある卒業生と在校生をマッチングし、情報提

供の円滑化による支援も実施している。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人

学生をサポートするリスク管理 

留学前の事前指導において、緊急時、災害時の対

応をふくめて、策定済みの「国際交流に関する危機

管理マニュアル」による徹底したリスク管理を行っ

ている。留学中の様々なリスクに対応する保険への

加入を義務付けている。また、発生した事案に対し

て派遣先の交換留学担当者との緊密な連携を含め

て、メール・電話でのオンタイム相談に対応してい

る。 

○ 履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置 

教務に精通し、就学指導を行う履修アドバイザー

の教員、サポートスタッフ等を配置し支援に当たっ

ている。留年をせずに卒業するための単位履修制度

を整備し、留学前に計画的な履修を奨励・支援する

とともに、留学中の単位履修、インターンシップ、

生活適応等に関する相談をオンタイムで実施し、修

学支援に当たっている。交換留学担当部署には、英

語運用能力の高い職員を配置し、学外のセミナー、

ワークショップにも定期的に参加し、国際交流関係

の情報提供のオンタイム・一元化を図っている。 

【本構想における取組】 

○留学中から帰国後におけるサポート 

・国際交流センターとの連携により、GLCにて学修

管理、健康管理を含む派遣留学ガイドブックを作成

し、ウェブサイト上で公開して派遣留学中の学生へ

の指導に充てる。 

・全派遣学生が作成する e ポートフォリオにおい

て、留学中の自主的な学修管理、健康管理等を行う

環境を整える。またメール等での迅速な対応ができ

る相談体制を整備する。派遣先の担当者との連携を

強化し、学生の留学中の最新情報共有を促進する。 

・派遣留学修了要件を満たした学生に対し、「東北

大学グローバル・リーダー育成プログラム修了書」

や「東北大学グローバル・リーダー認定証」を発行

し、これを帰国後の学業生活や産業界への就職の際

に有効活用する仕組みを整備する。 

○留学中及び帰国後の就職支援 

キャリア支援センターと GLCが連携し、次のよう

なサポート体制を構築する。まず、eポートフォリ

オやメールを通した留学中・後の就職情報提供など

により、全学体制で学生の就職を支援する。また、

留学経験者就職支援を専門とする団体の協力を得

て、帰国留学生対象セミナー、就職支援講座、個別

相談等を行う。さらに、交換留学生同窓会メンバー

や、留学経験を活かし企業で活躍する OB・OG との

情報交換会を開催したり、オン・キャンパス・リク

ルーティングを開催するなどして、留学経験がキャ

リアに直結し有益な成果をもたらすよう支援する。 

○留学中の日本人学生をサポートするリスク管理 

留学に関する危機管理を専門とする学外団体と

の連携により、留学中の包括的なリスク管理、オー

ダーメイド保険等を創設し、留学中の様々なリスク

への即応体制を整える。派遣先大学での詳細な保険

情報を学生に提供し、保険加入を支援する。 

○高度なサポートのための人員配置や体制 

本学及び海外大学の教務に精通し、就学指導を行

うことのできる履修・就職アドバイザーを GLCに配

置し、彼ら及び、国際交流センターや学部の同様業

務を担当する者からなる派遣留学支援者連絡会議

を定期的に開催し、全学として履修、就職に関する

情報共有を図る。また、東北地区の大学の国際交流

担当者を対象とした派遣留学に関する危機管理セ

ミナーを本学で実施し、当地区大学の派遣留学業務

における危機管理体制の発展に貢献する。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価 
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

・一部学部では AO試験において高校時に受験した英

語検定能力や TOEFL等のスコアを積極的に評価して

いる。また英語による小論文や面接を課し英語能力

を総合的に評価する試みを導入している場合もあ

る。また、これとは別に工学部では帰国生徒入試を

実施している。 

・多くの部局では、AO入試で合格した学生に対して、

入学前教育を実施している。特に工学部では、数学

及び物理学の基礎的能力の向上に加え入学前の英語

教育を行っている。 

 

【本構想における取組】 

・AO 試験において高校時に受験した英語検定能力

や TOEFL 等のスコアを積極的に評価する取組を拡

大する。 

・AO入試の枠内で「グローバル人材入試」（仮称）

を導入し、TOEFL等の評価や英語による面接、留学

経験や在外経験等を重視した入試制度を導入する

ことを検討し、実施を図る。 

・AO 合格者に対する入学前教育として、英語教育

を拡大する。AO 合格者に対して仮 ID を与え、

e-learning システムの利用やポートフォリオに登

録させる。学修アドバイザーによる英語学習のアド

バイスが受けられるようにする。 

・一般選抜における英語の能力の測定方法につい

て、英語の４技能をバランスよく測るための工夫を

これまで行ってきた。今後も４技能の測り方につい

ての研究を精力的に進め、入学試験の改善を図る。

さらに、入試での英語の評価の在り方について、高

校までの英語教育の動向、社会的要請、本学におけ

る英語教育改善の成果等を総合的に分析しつつ、よ

りよい選抜方法について、積極的に検討する。 
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制 
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構

想を必ず記載してください。） 

○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効

果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。 

○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。 

○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。 

【これまでの取組】 

○効果的な語学教育 

・本学ではコミュニケーション能力を高める英語教

育を強化するため、学部 1年次全学生を対象に 12

月に TOEFL-ITPを実施（平成 20年度施行、21年度

本格実施）すととともに、平成 21年度より 1年次の

英語の授業を 1コマ増やし、実践的英語の授業を導

入した。また 1年次の英語教育では所謂受験のため

の英語学習の弊害を是正し学習方法の転換を意識さ

せている。 

・正課の英語授業では習熟度別のクラス編成は導入

していないが、後述の「プラクティカル・イングリ

ッシュコース」や「TOEFL/IELTS対策集中講座」等

では、語学能力に一定の要件を設けたり、能力別の

クラス編成をしている。 

・英語だけでなく第 2外国語の授業についても文系

は 2年間、理系は 1年間学習している。授業の一環

として外国語の教員が少人数の学生を海外に引率

し、現地の大学を訪問し施設の見学や学生交流を行

っている。学生の実践的な語学力を高めると同時に

高い動機作りに役立っている。 

○語学能力向上度の評価と分析 

毎年12月に学部1年生全員にTOEFL-ITPを受験さ

せている。加えて複数の学部では高年次に TOEFL 

-ITPを実施し学生の英語能力の変化を追跡してい

る。 

1年次の TOEFL-ITPの結果は学務審議会外国語委

員会英語教科部会によって詳細に分析され公表され

ている。それによれば、全体の平均点は平成 21年度

から 23年度まで 475.7点、477.2点、485点である。

全体の標準偏差は 36.7（平成 23年度）でありそれ

ほど大きくはない。本大学学生の平均値は国内の他

大学と比較するとかなり高いほうではあるものの、

CEFR (the Common European Framework of Reference)

の評価基準では、基礎段階の言語使用者レベルの上

クラスである A2と自立した言語使用者の下クラス

である B1の境界にある。また、米国の多くの大学の

交換留学の受け入れ基準とされる 550点に到達して

いる学生は全体の 3.6パーセントであり（平成 23

年度）、520点に達している学生も 7パーセントほど

である。国際水準からみるとまだまだ物足りないも

のの、最近の本学の英語教育改革により平均点は漸

増傾向にあり教育の成果が見えつつある。さらに詳

【本構想における取組】 

○より効果的な外国語教育への改善 

・ 左記の１年次の英語教育改革の効果が見えてき

ているのでこれを継続する。入学後の実践的英語と

英語学習の意識改革の後に第 2 セメスターのしか

るべき時期に TOEFL-ITP を実施する現行の方法は

十分に理にかなっていると考えている。 

 一方で英語学習に強い意欲を持つ学生について

は、早い時期に実践英語能力を把握させ、その後の

勉学に生かすのは意義あることである。そこで本構

想では、高い意欲をもつ希望者に 1 年次夏休みに

TOEFL-ITP の受験を実施する（実施時はキックオ

フ・サマーキャンプ時を想定）。 

・2 年次の正課の授業については改善の余地があ

る。一つには、12 月の TOEFL-ITP の結果を自己分

析し、各自の興味に基づいて選択することができる

スキル別の少人数実践英語教育を導入し、リーデン

グ、リスニング、英語による作文・発表技術の指導

を通して、英語の総合力を高めるよう図る。 

また、正課の実践英語授業での習熟度別クラス編

成については、工学部や理学部等学生数が多い学部

における 2年次での導入の可能性について、その効

果の予測・評価と実施体制の検討を行う。 

・グローバル・ラーニング・センター、国際交流セ

ンター、高教センター等の密接な連携体制を構築

し、これまでの課外の英語プログラムのより一層の

充実を図る。 

・第 2外国語のスキル向上のため、春休みや夏休み

を利用した現地の協定校でのサマー/スプリング・

スクールを実施し、実践的語学能力の向上を目指

す。 

○高学年における英語教育の体系化 

 1、2年次における実践的な英語力の強化に加え、

3、4 年次において専門分野でのコミュニケーショ

ンができるような英語力の獲得を目指す。具体的に

次のような施策を行う。 

・現在 JYPE、IPLA、G30学部コースのプログラムに

おいて英語を教授言語とする講義を提供している。

今後、これらの英語授業をさらに充実させるととも

に、学部レベルでの英語で開講されている講義を増

やし、日本人学生に受講を奨励する。 

・学部 3、4年生を対象として、「専門英語講座」を

拡充するとともに、「アカデミック・ライティング」
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細な分析によれば、平均点が最も高い医学部の学生

でも読解力は優れているものの聞く力では他学部の

学生と大きな差はないことなど、英語の各技能のば

らつきがあることが分かっている。 

これらの分析に基づき習熟度別クラス編成やスキ

ル別少人数クラスの導入について検討してきた。 

○課外での英語教育の取組 

英語能力が一定レベルに達している学生が受講で

きる、プラクティカル・イングリッシュコース（学

部学生コースと大学院生コース）を後期に開講して

いる。ディスカッションやショートプレゼンテーシ

ョン中心のアウトプット主体の講義方式で、学部学

生コースでは英語により自分の意見を相手に伝える

能力を身につけることを目的としている。 

国際交流センターが海外派遣を志す学生に対して

TOEFL/IELTS 対策集中講座の開講（春と夏に 3 週間

程度開催）している。また、高教センターの英語学

習支援として、少人数の英語教育を集中的に開講し

ている。 

○アカデミック・ライティング 

 1 年生が参加可能な基礎ゼミの中でアカデミッ

ク・ライティングの入門講座を開講し、高等教育で

学ぶための高度な学術英語を理論と実践を通して学

ばせている。 

 各学部において研究室配属後に，指導教員が英語

のよる抄録や論文の作成の指導を行っている。 

○論理的に説明し議論できる能力を養成する少人

数語学教育 

高教センターの英語学習支援として、少人数の英

語教育を集中的に開講し、英語によるディベートや

プレゼンテーションの仕方について指導している。 

○留学前の事前英語教育 

国際交流センターにおいて交換留学前の事前語学

教育を行っている。留学決定者のための語学研究講

座を実施するとともに短期派遣留学において専門分

野を学ぶための英語コースを用意している。また、

複数の学部において専門英語科目を設定し、一般教

養教育と合わせて英語能力の向上を図っている。 

○その他の取組 

・多くの研究科・専攻において、TOEFL、TOEIC等の

外部英語試験を大学院入学試験で採用することを通

して継続的な英語学習を推奨し、語学力向上が図ら

れている。 

・本学では外国語で説明・議論する能力の養成につ

いても重要視している。協定校との間で行われる

様々なワークショップなどで，学生が英語での発表

や討論，運営を行っている。また，学生主体で国際

会議をアレンジし，企画・運営をさせる機会を設け、

実践的な語学運用能力を修得する機会を提供してい

る。 

を新規開講し、専門知識を英語で受信・発信するた

めの言語的応用・運用力の向上を図る。 

・外国語で書かれた教材を使用したセミナーや外国

語による論文の執筆の指導を推進する。 

○語学能力向上の測定強化と評価分析 

 TOEFL-ITPを 1年次 12月（希望者には 7月も）、

2年次 12月、及び 4年次 7月に受験させ、学生各

自の英語力レベルアップを促すとともに、英語教育

の効果を評価分析し、PDCA サイクルに則り、より

良い教育方法を追及していく。また、成績優秀者に

は TOEFL-iBTの受験を奨励・支援するなどして、英

語の 4技能について、より客観的・適切に評価でき

るように図る。 

○e-learningの利用促進 

本学では英語教育用の e-learning システムを導

入し本格運用を行っている。今後、このシステムの

利用を促進させ、英語学習の一層の効率化を図る。 

また、e-learning を含む英語学習についての相

談に応じる学修アドバイス制度を強化し、効果的な

英語の自習方法を指導する。 

○少人数英語教育の充実 

・2年次のスキル別英語授業は少人数授業とし、実

践的な英語の受信・発信能力の向上を図る。 

・英語学習支援プログラムとして実施されている 

少人数の短期集中英語実践講座を拡充し、より多く

の学生が受講できるようにする。 

○留学前の事前英語教育の拡充 

・現行の交換留学前の事前語学教育を継続・継承す

るとともに、カリフォルニア大学リバーサイド校と

連携した「派遣留学プレップ・プログラム」を実施

し、英語コミュニケーション力、アカデミック英語、

専門英語等に焦点をあてた留学準備支援を行う。 

○その他の取組 

・外国の大学とのワークショップを継続的実施する

体制を作り、外国語による研究発表を奨励する。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組 
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。 

○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。 

【本構想における取組】 

本学の中期目標・中期計画及び東北大学アクションプランにおいてグローバル社会での指導的人材の育
成を明確に謳っている。今年４月に総長が就任した際にも「異なる国籍や専門領域をもつ人々が集う中で、
学際的かつ多様な学びができる環境を整え、優れた語学力とコミュニケーション能力を兼ね備えたグロー
バル社会に対応できる人材を輩出していきます。」と表明しているとおり、グローバル人材育成は本学の
最重要課題であり、本構想を実現するために総長のリーダーシップのもと以下の体制を構築する。 
 
○本構想の推進体制 
 グローバル人材育成事業の最高決議機関である運営会議を全学的な体制で組織し、本構想を全学的な支
援のもとに運営する体制を構築する。また、本構想における重要事項については、本学の教育及び研究の
国際交流に係る企画・戦略の最高決議機関である国際交流戦略室において決定する。 
構想の推進にあたっては、「グローバル・ラーニング・センター（GLC）」を新たに設立し、GLC を司令

塔とし、既存の学内組織である国際交流センター、英語コースの全学的運営を行う国際教育院、全学教育・
学生支援を担当する高等教育開発推進センター、各学部、海外事務所、国際交流課と密接に連携・協力し、
グローバル人材育成というミッションを共有し全学一体で本構想を推進していく。また、カリフォルニア
大学リバーサイド校とも連携し多彩なカリキュラム開発、国内外インターンシップ、教育の質を維持・向
上するための FD・SD、キャリア支援等を積極的に推進する。 
事務体制についても、先行して推進されている国際化事業であるグローバル 30の実施の経験を活かし、

GLCに事務部門を置き、これを留学生課が所掌する。 
また、各種教育プログラムに関し、教育全学実施体制にある学務審議会において、本学の教育プログラ

ムとして相応しいかを審議し、教育の質の確保を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○評価体制 
PDCA サイクルによる不断の自己評価と改善に資するため、本学で既に実施・確立されている学生によ

る授業評価を実施し、学生の声を取り入れることにより改善を図るよう取り組む。 
また、国際外部評価委員会を組織し、国際的に質の高い教育水準を保てるよう、定期的に外部評価を受

ける体制を構築する。 
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取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先

導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。 

○成果公表について  
・GLCのホームページを作成し、本取組の内容や成果をウエブを用いて多言語で公表する。 
・グローバル・リーダー育成プログラムの広報誌を作り、学内外に取組内容や成果について広く広報する。 
・学内の諸組織（高教センター、国際教育院、各部局等）との連携によりシンポジウムなどを開催する。 
・海外の拠点大学において東北大学ディを開催し、本学の教育グローバル化の取組成果を紹介すると同時
にグローバル・キャンパス構想を推進する。 
○他の大学のグローバル化推進への貢献 
・学都仙台コンソーシアムの利用：仙台地区２１の大学・高専が参加する学都仙台コンソーシアムを通じ、
グローバル・リーダー育成プログラムで実施している授業の開放を行う。また授業やイベントの共同企画
を検討する。 
・北日本ネットワークや G30ネットワークを利用して広く他大学と連携し、グローバル人材育成教育やグ
ローバル教育体制、キャンパスのグローバル化等に関するシンポジウムを開催する。 
・グローバル人材育成に協賛する企業との連携によるシンポジウムを開催し、グローバル人材の魅力につ
いて話題提供するととともに本取組の成果について報告する。 
 

取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

【構想実施に向けた準備状況】 

 全学的な承認のもと、教育担当理事を長とし、国際統括担当理事、総長特別補佐、国際交流センター、

国際教育院、高等教育開発推進センター、学務審議会外国語委員会英語教科部会、主要学部の代表者、教

務課長、留学生課長らからなるタスク・フォースを立ち上げ、本事業の構想の検討及び実施に向けた準備

を行ってきた。本構想の骨子については、既に本学国際交流戦略室会議で審議され承認されている。教育

プログラムについては、「グローバル・リーダー育成プログラム」のカリキュラムの大要を定め、現在詳

細について検討中である。また、グローバル・ラーニング・センター設立に関連し、連携するカリフォル

ニア大学リバーサイド校と密に連絡を取っている。既に先方から連携協力の内諾を得ており、現在連携の

詳細について担当者と協議をしている。 

 

【平成２４年度】 

○グローバル・ラーニング・センターの設置 

○カリフォルニア大学リバーサイド校リエゾン・オフィスの設置 

○グローバル・ラーニング・センター発足を記念したグローバル人材育成シンポジウムの開催 

○グローバル・リーダー育成プログラムの試行実施（1、2年生登録受付） 

 グローバル人材セミナー、コミュニケーション入門講座、日本と世界、被災地に学ぶ、等の開講 

○TOEFL-iBT実施環境の整備 

○スタディ・アブロードの継続実施、スタディ・アブロード lightの開発・実施 

○派遣留学プレップ・プログラムの開発・実施 

○グローバル・キャンパス・サポーター制度の立ち上げ 

【平成２５年度】 

○グローバル・リーダー育成プログラムの本格実施 

 オリエンテーション、キックオフ・サマーキャンプ等の実施 

○日本人・留学生混住宿舎の拡充 

○グローバル・リーダー育成プログラムのための eポートフォリオの利用開始 

○スタディ・アブロード、スタディ・アブロード light等の本格実施 

○シドニー大学など英語圏の大学との連携強化 

○中国やフランスでのサマー/スプリング・スクールの実施 

○北日本エリアネットワーク・G30ネットワークを活用したグローバル人材育成シンポジウムの開催 

○第１回国際外部評価の実施 
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【平成２６年度】 

○外部評価結果を反映した教育・運営体制の改善 

○グローバル・リーダー育成プログラムの学都仙台コンソーシアムへの提供 

○英語で開講する専門科目等の授業の拡充 

○中国などのアジア拠点大学、欧州拠点大学との連携強化 

○AO入試における「グローバル人材入試」の導入の計画 

○東北大学ディを海外拠点校で開催 

【平成２７年度】 

○日本人・留学生共修環境でのグローバル教育カリキュラムの検討 

○グローバル人材育成に協賛する企業と連携によるシンポジウム開催 

○グローバル・リーダー育成プログラムの自己点検と改善の実施 

【平成２８年度】 

○第２回国際外部評価の実施 

○日本人・留学生共修環境でのグローバル教育の実施 

○グローバル人材育成に関わる組織を統合する改組の計画 

○国内外の大学を対象にグローバル人材育成の取組成果、今後の課題を議論する国際シンポジウムの実施 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 東北大学は大学の国際化を最優先事項の一つとし、中期目標・中期計画及びアクションプランのもと、

「世界で活躍できる人材」を輩出し世界最高水準の大学として世界と地域に貢献することを目指してい

る。その実現のため、教育環境の国際化を図る諸施策を重点的に行っている。本学は本グローバル人材育

成事業の重要性に鑑み、財政支援機関終了後の事業の持続的実施とさらなる推進を図る。大学における教

育の根幹をなす学部教育において、｢グローバル・リーダー｣となるための基礎力を身につけさせる「グロ

ーバル・リーダー育成プログラム」を継続実施する。さらにグローバル 30 が進める留学生教育と本取組

が進める日本人学生へのグローバル人材育成教育を融合し、異文化共修環境のもと国籍にとらわれないグ

ローバル・リーダー育成プログラムを実現する。 

グローバル人材育成にかかわる組織については、GLCを中核として、国際交流センターと国際教育院を

統合し、海外派遣・受入・グローバル教育及びその支援機能が一つになった恒久的な組織へと改組する。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入

してください。 

【物品費】 

 東北大学としては本グローバル人材育成事業の重要性に鑑み、経費計画に示すように本グローバル人材

育成事業の実施期間である５年間、総長裁量経費・大学共通経費等から支出し、本事業の円滑な実施を支

援する。また、本グローバル人材育成事業終了後は、消耗品費等、総長裁量経費・大学共通経費等で事業

の持続的実施とさらなる推進を図る予定であり、それに加えて、東北大学基金等による日本人学生の海外

派遣支援及び外国人留学生支援を推進することを計画している。 

【人件費・謝金】 

 上記物品費同様に、本グローバル人材育成事業の実施期間である５年間及び本グローバル人材育成事業

終了後においても、本事業の円滑な実施を支援し、実施期間中に本経費で雇用される教員、支援スタッフ

を総長裁量経費・大学共通経費等で相当数確保し、事業の持続的実施とさらなる推進を図る予定である。 

【旅費】 

 上記物品費同様に、本グローバル人材育成事業の実施期間である５年間及び本グローバル人材育成事業

終了後においても、本事業の円滑な実施を支援し、総長裁量経費・大学共通経費等で事業の持続的実施と

さらなる推進を図る予定である。 

【その他】 

 上記物品費同様に、本グローバル人材育成事業の実施期間である５年間及び本グローバル人材育成事業

終了後においても、本事業の円滑な実施を支援し、総長裁量経費・大学共通経費等で事業の持続的実施と

さらなる推進を図る予定である。 
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様式７
支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

49,500 1,000 50,500
13,500 13,500
13,500 13,500 様式１P23本構想16行目

36,000 1,000 37,000
600 600 様式１P22本構想30行目

2,400 2,400 様式１P22本構想30行目

20,000 20,000 様式５P38本構想11行目

10,000 10,000 様式５P38本構想11行目

3,000 1,000 4,000 様式１P22本構想30行目

25,190 11,950 37,140
21,840 9,600 31,440
6,000 6,000 様式１P22本構想30行目

4,800 4,800 様式１P22本構想30行目

9,600 9,600 19,200 様式１P25本構想32行目

1,440 1,440 様式２P27本構想33行目

3,350 2,350 5,700
1,350 1,350 2,700 様式２P29本構想6行目

2,000 1,000 3,000 様式２P28本構想14行目

44,000 32,500 76,500
2,500 1,500 4,000 様式１P22本構想30行目

1,500 1,000 2,500 様式１P24本構想25行目

30,000 15,000 45,000 様式６P40様式6 5行目

10,000 5,000 15,000 様式２P28本構想14行目

10,000 10,000 様式１P21本構想18行目

83,330 55,500 138,830
49,000 33,500 82,500
6,000 3,000 9,000 様式２P28本構想1行目

4,000 2,000 6,000 様式２P27本構想50行目

14,000 7,000 21,000 様式２P28本構想3行目

5,000 15,000 20,000 様式１P21本構想18行目

5,000 5,000 様式２P27本構想22行目

3,000 1,500 4,500 様式１P25本構想32行目

10,000 5,000 15,000 P24本構想3行目

2,000 2,000 様式１P25本構想37行目

20,000 16,000 36,000
10,000 10,000 20,000 様式６P40様式6 3行目

5,000 3,000 8,000 様式４P34本構想10行目

5,000 3,000 8,000 様式１P23本構想4行目

5,000 2,000 7,000
5,000 2,000 7,000 様式１P23本構想4行目

2,000 1,000 3,000
2,000 1,000 3,000 様式１P22本構想30行目

30 30
30 30 様式１P22本構想49行目

7,300 3,000 10,300
300 300 様式１P22本構想49行目

7,000 3,000 10,000 様式６P40様式6 2行目

合計 202,020 100,950 302,970

（大学名：　東北大学　）（申請区分：全学推進型）

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバ
ル人材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募
要領参照。)【年度ごとに１ページ】

記載例  ：教材印刷費　　　○○○千円
　　　　　　　　       ○○部×＠○○○円

　　　　　 ：謝金　 　　　　 ○○○千円
　　　　　　　  　　　○○人×＠○○○円

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・TV会議システム　5式×@2,700千円
・
②消耗品費
・採用者ｵﾌｨｽ什器（机・椅子・棚）6人×100千円
・採用者PC、プリンタ、スキャナ6人×400千円
・TOEFL-iBT用PC　100式×@200千円
・TOEFL-iBT実施用什器100×@100千円
・その他教育活動、事務用消耗品　1式
［人件費・謝金］
①人件費
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）1人×@1,000千円×6月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（准教授相当）1人×@800千円×6月
・支援事務職員8人×@400千円×6月
・非常勤講師手当　120ｺﾏ×2時間×@6千円
②謝金
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ　15人×30千円×6月
・招へい講師謝金　10人×300千円
［旅費］
・国内調査、広報等旅費　50人×@80千円
・講師招へい旅費　50回×@50千円
・海外調査、広報等旅費　100人×450千円
・海外講師招へい旅費　10回×1,500千円
・海外短期語学研修等学生旅費　1式
［その他］
①外注費
・TOEFL･IELTS対策集中講座　2回×@4,500千円
・ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ実施経費　1回
・TOEFL-ITPﾃｽﾄ実施経費　2回×@10,500千円
・海外短期語学研修実施経費　4回
・海外短期語学研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発費　1式
・人材派遣経費　2人×6月×@375千円
・シラバス等多言語翻訳　1式
・職員外国語研修　1式
②印刷製本費
・広報パンフレット　10,000部×2千円
・留学手引き　5,000部×1.6千円
・その他会議資料、授業資料等印刷　1式
③会議費
・FD、SD運営費、レセプション等　1式
・
④通信運搬費
・資料等発送、電話料金　1式
・
⑤光熱水料
・UCRｵﾌｨｽ光熱水料　1式
⑥その他（諸経費）
・UCRｵﾌｨｽ借料　1式
・広報費（WEBページ作成、映像作成ほか）1式

平成２４年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

7,500 2,000 9,500

7,500 2,000 9,500
500 500 様式１P22本構想30行目

2,000 2,000 様式１P22本構想30行目

5,000 2,000 7,000 様式１P22本構想30行目

91,880 25,600 117,480
84,480 19,200 103,680
12,000 12,000 様式１P22本構想30行目

9,600 9,600 様式１P22本構想30行目

19,200 19,200 様式２P27本構想38行目

12,000 12,000 様式４P35本構想37行目

28,800 19,200 48,000 様式１P25本構想32行目

2,880 2,880 様式２P27本構想33行目

7,400 6,400 13,800
5,400 5,400 10,800 様式２P29本構想6行目

2,000 1,000 3,000 様式２P28本構想14行目

48,000 34,000 82,000
5,000 2,500 7,500 様式１P22本構想30行目

3,000 1,500 4,500 様式１P24本構想25行目

30,000 15,000 45,000 様式６P40様式6 5行目

10,000 5,000 15,000 様式２P28本構想14行目

10,000 10,000 様式１P21本構想18行目

86,100 48,000 134,100
60,000 35,000 95,000
6,000 3,000 9,000 様式２P28本構想1行目

4,000 2,000 6,000 様式２P27本構想50行目

28,000 7,000 35,000 様式２P28本構想3行目

5,000 15,000 20,000 様式１P21本構想18行目

2,000 2,000 様式２P27本構想22行目

3,000 3,000 6,000 様式１P25本構想32行目

10,000 5,000 15,000 様式１P24本構想3行目

2,000 2,000 様式１P25本構想37行目

16,000 9,000 25,000
10,000 5,000 15,000 様式６P40様式6 3行目

5,000 3,000 8,000 様式４P34本構想10行目

1,000 1,000 2,000 様式１P23本構想4行目

5,000 2,000 7,000
5,000 2,000 7,000 様式１P23本構想4行目

2,000 1,000 3,000
2,000 1,000 3,000 様式１P22本構想30行目

100 100
100 100 様式１P22本構想49行目

3,000 1,000 4,000
1,000 1,000 様式１P22本構想49行目

2,000 1,000 3,000 様式６P40様式6 2行目

合計 233,480 109,600 343,080

（大学名：　東北大学　）（申請区分：全学推進型）

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・採用者ｵﾌｨｽ什器（机・椅子・棚）5人×100千円
・採用者PC、プリンタ、スキャナ5人×400千円
・その他教育活動、事務用消耗品　1式
［人件費・謝金］
①人件費
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）1人×@1,000千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（准教授相当）1人×@800千円×12月
・英語授業教員（准教授相当）2人×@800千円×12月
・支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（教授相当）1人×@1,000千円×12月

・支援事務職員10人×@400千円×12月
・非常勤講師手当　240ｺﾏ×2時間×@6千円
②謝金
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ　30人×30千円×12月
・招へい講師謝金　10人×300千円
［旅費］
・国内調査、広報等旅費　100人×@75千円
・講師招へい旅費　60回×@75千円
・海外調査、広報等旅費　100人×450千円
・海外講師招へい旅費　10回×1,500千円
・海外短期語学研修等学生旅費　1式
［その他］
①外注費
・TOEFL･IELTS対策集中講座　2回×@4,500千円
・ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ実施経費　1回
・TOEFL-ITPﾃｽﾄ実施経費　4回×@8,750千円
・海外短期語学研修実施経費　4回
・UCRｱｶﾃﾞﾐｯｸｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施経費　1式
・人材派遣経費　1人
・シラバス等多言語翻訳　1式
・職員外国語研修　1式
②印刷製本費
・広報パンフレット　7,500部×2千円
・留学手引き　5,000部×1.6千円
・その他会議資料、授業資料等印刷　1式
③会議費
・FD、SD運営費、レセプション等　1式
・
④通信運搬費
・資料等発送、電話料金　1式
・
⑤光熱水料
・UCRｵﾌｨｽ光熱水料　1式
・
⑥その他（諸経費）
・UCRｵﾌｨｽ借料　1式
・広報費（WEBページ更新ほか）1式
・

平成２５年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

6,620 3,880 10,500

6,620 3,880 10,500
700 700 様式１P22本構想30行目

2,800 2,800 様式１P22本構想30行目

3,120 3,880 7,000 様式１P22本構想30行目

148,280 25,600 173,880
140,880 19,200 160,080
12,000 12,000 様式１P22本構想30行目

9,600 9,600 様式１P22本構想30行目

6,000 6,000 様式１P22本構想30行目

48,000 48,000 様式２P27本構想38行目

24,000 24,000 様式４P35本構想37行目

38,400 19,200 57,600 様式１P25本構想32行目

2,880 2,880 様式２P27本構想33行目

7,400 6,400 13,800
5,400 5,400 10,800 様式２P29本構想6行目

2,000 1,000 3,000 様式２P28本構想14行目

48,000 34,000 82,000
5,000 2,500 7,500 様式１P22本構想30行目

3,000 1,500 4,500 様式１P24本構想25行目

30,000 15,000 45,000 様式６P40様式6 5行目

10,000 5,000 15,000 様式２P28本構想14行目

10,000 10,000 様式１P21本構想18行目

57,100 68,000 125,100
34,000 56,000 90,000
6,000 3,000 9,000 様式２P28本構想1行目

4,000 2,000 6,000 様式２P27本構想50行目

7,000 28,000 35,000 様式２P28本構想3行目

5,000 15,000 20,000 様式１P21本構想18行目

2,000 2,000 様式２P27本構想22行目

3,000 3,000 6,000 様式１P25本構想32行目

5,000 5,000 10,000 様式１P24本構想3行目

2,000 2,000 様式１P25本構想37行目

15,000 8,000 23,000
10,000 5,000 15,000 様式６P40様式6 3行目

5,000 3,000 8,000 様式４P34本構想10行目

3,000 2,000 5,000
3,000 2,000 5,000 様式１P23本構想4行目

2,000 1,000 3,000
2,000 1,000 3,000 様式１P22本構想30行目

100 100
100 100 様式１P22本構想49行目

3,000 1,000 4,000
1,000 1,000 様式１P22本構想49行目

2,000 1,000 3,000 様式６P40様式6 2行目

合計 260,000 131,480 391,480

（大学名：　東北大学　）（申請区分：全学推進型）

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・採用者ｵﾌｨｽ什器（机・椅子・棚）7人×100千円
・採用者PC、プリンタ、スキャナ7人×400千円
・その他教育活動、事務用消耗品　1式
［人件費・謝金］
①人件費
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）1人×@1,000千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（准教授相当）1人×@800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（助教相当）1人×@500千円×12月
・英語授業教員（准教授相当）5人×@800千円×12月
・支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（教授相当）2人×@1,000千円×12月

・支援事務職員12人×@400千円×12月
・非常勤講師手当　120ｺﾏ×4時間×@6千円
②謝金
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ　30人×30千円×12月
・招へい講師謝金　10人×300千円
［旅費］
・国内調査、広報等旅費　100人×@75千円
・講師招へい旅費　60回×@75千円
・海外調査、広報等旅費　100人×450千円
・海外講師招へい旅費　10回×1,500千円
・海外短期語学研修等学生旅費　1式
［その他］
①外注費
・TOEFL･IELTS対策集中講座　2回×@4,500千円
・ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ実施経費　1回
・TOEFL-ITPﾃｽﾄ実施経費　4回×@8,750千円
・海外短期語学研修実施経費　4回
・UCRｱｶﾃﾞﾐｯｸｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施経費　1式
・人材派遣経費　1人
・シラバス等多言語翻訳　1式
・職員外国語研修　1式
②印刷製本費
・広報パンフレット　7,500部×2千円
・留学手引き　5,000部×1.6千円
・
③会議費
・FD、SD運営費、レセプション等　1式
・
④通信運搬費
・資料等発送、電話料金　1式
・
⑤光熱水料
・UCRｵﾌｨｽ光熱水料　1式
・
⑥その他（諸経費）
・UCRｵﾌｨｽ借料　1式
・広報費（WEBページ更新ほか）1式
・

平成２６年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

4,620 3,380 8,000

4,620 3,380 8,000
4,620 3,380 8,000 様式１P22本構想30行目

148,280 25,600 173,880
140,880 19,200 160,080
12,000 12,000 様式１P22本構想30行目

9,600 9,600 様式１P22本構想30行目

6,000 6,000 様式１P22本構想30行目

48,000 48,000 様式２P27本構想38行目

24,000 24,000 様式４P35本構想37行目

38,400 19,200 57,600 様式１P25本構想32行目

2,880 2,880 様式２P27本構想33行目

7,400 6,400 13,800
5,400 5,400 10,800 様式２P29本構想6行目

2,000 1,000 3,000 様式２P28本構想14行目

48,000 34,000 82,000
5,000 2,500 7,500 様式１P22本構想30行目

3,000 1,500 4,500 様式１P24本構想25行目

30,000 15,000 45,000 様式６P40様式6 5行目

10,000 5,000 15,000 様式２P28本構想14行目

10,000 10,000 様式１P21本構想18行目

59,100 68,000 127,100
36,000 56,000 92,000
6,000 3,000 9,000 様式２P28本構想1行目

4,000 2,000 6,000 様式２P27本構想50行目

7,000 28,000 35,000 様式２P28本構想3行目

5,000 15,000 20,000 様式１P21本構想18行目

2,000 2,000 様式２P27本構想22行目

3,000 3,000 6,000 様式１P25本構想32行目

7,000 5,000 12,000 様式１P24本構想3行目

2,000 2,000 様式１P25本構想37行目

15,000 8,000 23,000
10,000 5,000 15,000 様式６P40様式6 3行目

5,000 3,000 8,000 様式４P34本構想10行目

3,000 2,000 5,000
3,000 2,000 5,000 様式１P23本構想4行目

2,000 1,000 3,000
2,000 1,000 3,000 様式１P22本構想30行目

100 100
100 100 様式１P22本構想49行目

3,000 1,000 4,000
1,000 1,000 様式１P22本構想49行目

2,000 1,000 3,000 様式６P40様式6 2行目

合計 260,000 130,980 390,980

（大学名：　東北大学　）（申請区分：全学推進型）

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・教育活動、事務用消耗品　1式
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）1人×@1,000千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（准教授相当）1人×@800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（助教相当）1人×@500千円×12月
・英語授業教員（准教授相当）5人×@800千円×12月
・支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（教授相当）2人×@1,000千円×12月

・支援事務職員12人×@400千円×12月
・非常勤講師手当　120ｺﾏ×4時間×@6千円
②謝金
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ　30人×30千円×12月
・招へい講師謝金　10人×300千円
［旅費］
・国内調査、広報等旅費　100人×@75千円
・講師招へい旅費　60回×@75千円
・海外調査、広報等旅費　100人×450千円
・海外講師招へい旅費　10回×1,500千円
・海外短期語学研修等学生旅費　1式
［その他］
①外注費
・TOEFL･IELTS対策集中講座　2回×@4,500千円
・ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ実施経費　1回
・TOEFL-ITPﾃｽﾄ実施経費　4回×@8,750千円
・海外短期語学研修実施経費　4回
・UCRｱｶﾃﾞﾐｯｸｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施経費　1式
・人材派遣経費　1人
・シラバス等多言語翻訳　1式
・職員外国語研修　1式
②印刷製本費
・広報パンフレット　7,500部×2千円
・留学手引き　5,000部×1.6千円
・
③会議費
・FD、SD運営費、レセプション等　1式
・
④通信運搬費
・資料等発送、電話料金　1式
・
⑤光熱水料
・UCRｵﾌｨｽ光熱水料　1式
・
⑥その他（諸経費）
・UCRｵﾌｨｽ借料　1式
・広報費（WEBページ更新ほか）1式
・

平成２７年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

4,620 3,380 8,000

4,620 3,380 8,000
4,620 3,380 8,000 様式１P22本構想30行目

148,280 25,600 173,880
140,880 19,200 160,080
12,000 12,000 様式１P22本構想30行目

9,600 9,600 様式１P22本構想30行目

6,000 6,000 様式１P22本構想30行目

48,000 48,000 様式２P27本構想38行目

24,000 24,000 様式４P35本構想37行目

38,400 19,200 57,600 様式１P25本構想32行目

2,880 2,880 様式２P27本構想33行目

7,400 6,400 13,800
5,400 5,400 10,800 様式２P29本構想6行目

2,000 1,000 3,000 様式２P28本構想14行目

48,000 34,000 82,000
5,000 2,500 7,500 様式１P22本構想30行目

3,000 1,500 4,500 様式１P24本構想25行目

30,000 15,000 45,000 様式６P40様式6 5行目

10,000 5,000 15,000 様式２P28本構想14行目

10,000 10,000 様式１P21本構想18行目

59,100 68,000 127,100
36,000 56,000 92,000
6,000 3,000 9,000 様式２P28本構想1行目

4,000 2,000 6,000 様式２P27本構想50行目

7,000 28,000 35,000 様式２P28本構想3行目

5,000 15,000 20,000 様式１P21本構想18行目

2,000 2,000 様式２P27本構想22行目

3,000 3,000 6,000 様式１P25本構想32行目

7,000 5,000 12,000 様式１P24本構想3行目

2,000 2,000 様式１P25本構想37行目

15,000 8,000 23,000
10,000 5,000 15,000 様式６P40様式6 3行目

5,000 3,000 8,000 様式４P34本構想10行目

3,000 2,000 5,000
3,000 2,000 5,000 様式１P23本構想4行目

2,000 1,000 3,000
2,000 1,000 3,000 様式１P22本構想30行目

100 100
100 100 様式１P22本構想49行目

3,000 1,000 4,000
1,000 1,000 様式１P22本構想49行目

2,000 1,000 3,000 様式６P40様式6 2行目

合計 260,000 130,980 390,980

（大学名：　東北大学　）（申請区分：全学推進型）

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
　・
　・
②消耗品費
・教育活動、事務用消耗品　1式
　・
　・
［人件費・謝金］
①人件費
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）1人×@1,000千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（准教授相当）1人×@800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（助教相当）1人×@500千円×12月
・英語授業教員（准教授相当）5人×@800千円×12月
・支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（教授相当）2人×@1,000千円×12月

・支援事務職員12人×@400千円×12月
・非常勤講師手当　120ｺﾏ×4時間×@6千円
②謝金
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ　30人×30千円×12月
・招へい講師謝金　10人×300千円
［旅費］
・国内調査、広報等旅費　100人×@75千円
・講師招へい旅費　60回×@75千円
・海外調査、広報等旅費　100人×450千円
・海外講師招へい旅費　10回×1,500千円
・海外短期語学研修等学生旅費　1式
［その他］
①外注費
・TOEFL･IELTS対策集中講座　2回×@4,500千円
・ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ実施経費　1回
・TOEFL-ITPﾃｽﾄ実施経費　4回×@8,750千円
・海外短期語学研修実施経費　4回
・UCRｱｶﾃﾞﾐｯｸｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施経費　1式
・人材派遣経費　1人
・シラバス等多言語翻訳　1式
・職員外国語研修　1式
②印刷製本費
・広報パンフレット　7,500部×2千円
・留学手引き　5,000部×1.6千円
　・
③会議費
・FD、SD運営費、レセプション等　1式
　・
④通信運搬費
・資料等発送、電話料金　1式
　・
⑤光熱水料
・UCRｵﾌｨｽ光熱水料　1式
・
⑥その他（諸経費）
・UCRｵﾌｨｽ借料　1式
・広報費（WEBページ更新ほか）1式
　・

平成２８年度
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様式８

（大学名：　東北大学　　）（申請区分：全学推進型）

他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
　当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

○大学の世界展開力強化事業
　本年度の標記事業はASEAN諸国等の大学間交流形成支援を前提としており、本学申請構想計画で
は、大学院生を対象とし、ディペンダブルな情報社会基盤構築を担えるグローバルな人材育成を目標と
して掲げ、学生の英語能力のブラッシュアップ、ASEAN等の大学院滞在、および欧州或いは北米の大学
でのサマースクール運営による国際感覚の醸成とともに、東北における復興プロセスを実フィールドとし
た産学連携によるプロジェクト遂行型学習を課すことにより問題解決能力を養成するものであり、本構想
との関連性はない。

　標記事業では、物理学・化学・材料科学、バイオエンジニアリング、電子・機械工学に関する世界第一
線級の研究者が本機構に集まり、優れた研究環境の下、研究システム改革も踏まえ、世界トップレベル
の研究成果を出し、目に見える材料科学研究拠点の形成を達成することを目的としており、本構想との
関連性はない。

　標記事業は、本学の海外拠点、交流協定校及び大学コンソーシアムを活用しての“①学生交流の促
進”、英語による授業のみで学位が取得できるコースを設置し“②留学生教育プログラムの構築”を図
る、健康・住環境・キャリア支援・文化活動等の“③総合的な留学生の支援”、留学生支援事務の強化、
留学生教育システムの開発やプログラム広報等を行う国際教育院の設置、ロシア事務所の設置等によ
る“④国際化に対する組織体制の整備”、G30採択校による“⑤大学間ネットワークの構築”の５つの主
要項目を掲げており、総合的かつ多様な面から本学の国際化拠点整備という主として受け入れ体制の
充実に資するものであり、本構想とは相互補完的なものである。

○国際研究拠点形成促進事業費補助金（WPI)　H19-H28

○国際化拠点整備事業費補助金（グローバル30）H21-H25

　優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへ導くため、
博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プログラムを構築するための事業。
　本学からは、以下５件の申請を行った。
「環境プレッシャー下での自然共生社会システムの構築を担うリーダー育成」
「次世代医療構築に向けたビッグデータメディスン教育プログラム」
「マルチスケール物質理工学総合大学」
「グローバル・ガバナンス国際共同大学院プログラム」
「グローバル安全学トップリーダー育成プログラム」
　いずれのプログラムも、博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プログラム
を構築するための事業であり、本構想との関連性はない。

○博士課程教育リーディングプログラム
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（大学名： 東北大学）（申請区分：全学推進型） 

 

（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SEND の概要 

様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、「SEND」の実施を含む構想を策定

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語

指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SEND の概要】 

  

「該当なし」 

（ＳＥＮD における交流学生数） 

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

学生の派遣 人 人 人 人 人 

学生の受入 人 人 人 人 人 
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