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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≫ 

○千葉大学のスローガン： 「つねに、より高きものをめざして」 （AD ALTIORA SEMPER） 

○千葉大学の理念：    千葉大学は、世界を先導する創造的な教育・研究活動を通しての社会貢献を使命と

し、生命のいっそうの輝きをめざす未来志向型大学として、たゆみない挑戦を続けます。 

 千葉大学は、上記の理念のもと、以下の５つを教育の方針として掲げている。 

■「自由・自立の精神」自立した社会人・職業人として，自己の設定した目標を実現するために自ら新しい知識，

能力を獲得でき，自己の良心に則り社会の規範やルールを尊重して行動できる。 

■「地球規模的な視点からの社会とのかかわりあい」自己の専門領域の社会的，文化的位置づけを理解し，自己

の専門的能力を持続的な社会の発展のために役立てることができる。 

■「普遍的な教養」国内外の多様な文化・価値観，社会，自然，環境について理解し，人類や社会が直面する課

題について認識を持つ。 

■「専門的な知識・技術・技能」専門領域に関して体系的に修得した知識・技術・技能をもとに，直面する状況に

おける問題解決に向けた実証的・論理的思考を展開し，実践につなげることができる。 

■「高い問題解決能力」専門領域の事項も含めて，他者と考えや情報を共有でき，それに基づいて協調・協働し

て行動し，主体的に問題解決に取り組むことができる。 

 この５つの方針は,学部・修士・博士すべての教育課程に通用するものであり,修士・博士においては,さらに高度

な方針を持ち、「つねに、より高きものをめざして」 挑戦を続ける。 

≪構想の目的≫ 

 本構想では、これら大学の理念に加え、千葉大学の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」－世界を先導する教育・研究を促進する大学を目指し、グローバルに活動する大学を推進する』、をもとに

千葉大学における画期的なグローバル人財を育成する教育システムとして新たに、グローバル・リソーセスを学長

直下の機構として設置し展開する。育成する人財は、生命科学、人文社会科学、自然科学、の３つの領域にまた

がり系統的に実施するプログラムにおいて多面的な人財のグローバル化を目指す。生命科学では将来のグロー

バル研究者を、人文社会科学ではグローバル専門職の育成を行う。自然科学では、その両方の人財育成を行う

ことで、全学で研究者と専門職の両方のグローバル人財を育成する。そして、千葉大学の教育理念にあるように、

創造的な教育・研究を実践するために、グローバル人財に向けた多様な知識の蓄積とグローバルな社会に柔軟

に適応できる活動を可能とするプログラムの全学における整備と実施を目的とする。 

  本構想では、このプログラムで育成する人財像を「知識準備（Knowledge Reserves）高流動性（High Mobility）

型グローバル人財」と呼び育成する。自ら研鑽を積むことで、幅広い知識の蓄積、集中的な学修による仮想副専

攻の履修、飛び入学や早期卒業による独自の修学時間の管理などが可能となり、Knowledge Reserves により、余

裕のある学修が可能となる。この形成された余裕は学生にとっての貯金であり、複数回の短期・長期留学や国際イ

ンターンシップなどの多数のグローバル・プログラムで、この貯金を利用するようにHigh Mobilityにより様々な経験

をし、全体を通じて真にグローバルな人財を育成することを目的としている。 

 現在の学生は、内向き思考というよりも、安全志向にあると思われる。この安全志向型の人財を活性化させるた

めに、先に知識の準備を行い、それをもとに新しい体験をするという新たな学修保証システムをグローバル・プロ

グラムとして展開し、「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。

 千葉大学では、この構想を実現するために、全学の５０％である、１学年１，２００人が何らかのグローバル・プロ

グラムに参加できるようにするとともに、３０％にあたる７００人が留学を経験するプログラムを平成２８年度までの５

年で構築する。２０年後には、全学生が必ず何らかのグローバル・プログラムに参加することを義務付けるととも

に、全学の５０％にあたる 1 学年１，２００名が留学するグローバル・キャンパスを目指す。 

 この蓄積すべき知識と高度な流動性は、極めて多様である。したがって、「知識準備（Knowledge Reserves）高流

動性（High Mobility）型グローバル人財」も多様な人財が想定される。本プログラムでは、この育成すべき人財の

多様性に対応するために、様々な修学年限を持ったプログラムや、多様なアクティブ・ラーニング・プログラム、学

生が主体となったプログラム、グローバル・プログラムを熟知した学務専門職員の育成、流動性を支援する学生支

援専門職員により実現する。これを、全学部において展開する。 
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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≫ 

○千葉大学の教育目的： 

 千葉大学では、役員および教職員は、大学の理念のもと、自由・自立の精神を堅持して、地球規模的な視点か

ら常に社会とかかわりあいを持ち、普遍的な教養(真善美)、専門的な知識・技術・技能および高い問題解決能力

をそなえた人材の育成、ならびに現代的課題に応える創造的、独創的研究の展開によって、人類の平和と福祉な

らびに自然との共生に貢献します。 

1. 私たち（役員および教職員）は、学生が個々の能力を発揮して「学ぶ喜び」を見いだし、鋭い知性と豊かな人間

性を育んでいく自律成長を支援するために、 高の教育プログラム と環境を提供します。千葉大学は、学生と私

たちがともに学ぶ喜びを生きがいと感じ、ともに成長していく知的共同体です。 

2. 私たちは、学生とともに、社会で生じるさまざまな問題の本質を、事実を踏まえて深く考察し、公正かつ誠実な

問題解決に資する成果を速やかに提供して、社会と文化ならびに科学と技術の発展に貢献します。 

3. 私たちは、総合大学としての多様性と学際性を生かし、国内外の地域社会・民間・行政・教育研究諸機関と連

携して、領域横断的研究と社会貢献を積極的に推進します。 

4. 私たちは、各人の個性・能力・意欲および自主性が継続的に 大限発揮され、意欲ある人材が積極的に登用

される仕組みと環境を構築し、時代の変化に応じて柔軟に大学を経営します。        

2005 年 10 月 11 日 制定

≪育成するグローバル人材像≫ 

 本構想では、大学の理念に加え、千葉大学の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」

－世界を先導する教育・研究を促進する大学を目指し、グローバルに活動する大学を推進する』、をもとに千葉大

学において画期的なグローバル人財を育成する。本構想では、４つの新たな取組により「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。本構想では、この新たな取組を総称して

SKIPWISE とし、グローバル・リソーセスを本部として、国際的なキャンペーンを実施し、グローバル人財を育成す

る。SKIPWISE とは、４つの新たな取組の頭文字、Skip, Knowledge, International Support, Professional Experience

を、確実（WISE）に乗り越えるという意味がある。目標とする「知識準備（Knowledge Reserves）高流動性（High 

Mobility）型グローバル人財」は、SKIPWISE スチューデントとして入学段階から登録することで、留学への目的意

識を明確にさせる。途中の学年からも登録は可能で、 終的には全学生を登録し、全学がグローバル人財の対

象となるようにする。また、本構想の他大学への波及のために、本取組すべてを SKIPWISE プログラムとしてパッケ

ージ化し、SIXERS（国立六大学国際学術研究教育連携機構）でグローバル人財育成を連携する国内５大学（岡

山大学・新潟大学・金沢大学・熊本大学・長崎大学）に展開可能なものとする。 

以下に、４つの新たな取組により育成するグローバル人財像について述べる。 

■４つの新たな取組で育成するグローバル人財 

SKIPWISE Action1 （Skip&Skip）スキップワイズでは、必ず複数回の留学を行うことで、流動性を高める。これを米

国ハーバード・シカゴ大学などの有力校の留学比率である全学の３０％とし、７００名／１学年に適用する。そし

て、千葉大学が実績として持つ飛び入学や早期卒業を全学標準装備とし、多様な修学年限をもつグローバル・プ

ログラムを実施する。①飛び入学者には、入学後３年生までに、全員に半年間以上の留学を経験させる。新た

に、AO 入試や推薦入試の学生を入学前仮入学させ、グローバル・プログラムの受講や短期留学を実施する。②

早期卒業では、学部モデルとして、３．５年学部（短期留学１−２回）＋０．５年仮卒業半年間留学（B７B1）のグロー

バル専門職を構築する。仮入学（飛び入学）が加わると、０．５高校（短期留学）＋３．５年学部＋０．５年仮卒業留

学（H1B7B1）となり、３−４回の留学を経験できる。大学院進学者は、３．５年学部（短期留学１−２回）＋２．５年修士

（１年留学）（B７M５）のプロフェッショナル人財、３．５年学部（短期留学１−２回）＋２年修士（１年留学）＋２．５年博

士（１年留学）（B７M４D５）のグローバル研究者を検討している。このような特別な修学年限での人財をスーパー・

グローバル人財と呼び、年間１００名程度を育成する（ｐ６ 図１ 参照）。 

SKIPWISE Action2 （KnowledgeStock）グローバルな知識を得るための仕組みとしての 先端アクティブ・ラーニ

ング・システムの 大利用を図る。グローバル人財のファンデーションプログラムとしてのアクティブ・ラーニング

は、千葉大学の 先端のアカデミック・リンク・センター（未来型図書館）と学生主体の学生総合支援センター（仮

称・現在建設中）で行う。アクティブ・ラーニングには、学生から学生への学習、例えば海外での学習経験のフィー

ドバックなどを行うこともプログラムの魅力とする。③専門知識における海外での学ぶべきことの予習と、学んでき
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たことの下級生へのフィードバックシステム、グループ・ラーニング、ナレッジ・シェアリングの推進を図り、個人に蓄

積される知識を共有することで、よりアクティブなシステムを構築する。教員がコンテンツを提示し、SA（スチューデ

ント・アシスタント）がプレゼンテーションする、学生参加型のプログラムを実施する。④留学する学生には、必ず日

本文化の学習を課し、留学先で日本文化の授業や体験学習を実施できるようにする（SEND プログラム ツイン型

学生派遣プログラム）。一方で、留学予定先の基本知識の学習も行う。基本的なコミュニケーションができる基本言

語の学習、留学先の文化を知る「異文化学習」は必修である。日本を知り相手国を知ることで、よりグローバルな人

財の育成を目指す。この２つを主に、日本および外国に関する高度な教養知識を獲得し、一定の単位を取得した

学生は、新たに仮想副専攻「国際日本学」を設定し仮想副専攻の学位を授与する。自己の専門領域だけではな

く、高度な教養として自国と外国の両方の知識を有した「国際日本学」を修得した人財を育成する。 

SKIPWISE Action3 （InternationalSupport）留学のために必要なすべてのサービスを、グローバル・リソーセスに

設置した、インターナショナルサポートデスク（ISD）で行うことで、不安なく学生を留学させる。学生総合支援センタ

ーにおいて大学が提供する新たなサービス機能として、LARCADE（ラーケード Language Arcade）を設置し、グロ

ーバル・リソーセスにおいてすべてを運営する。中でも留学に関する履修や単位などの学務に関しては、アマヌ

エンシスという事務職員を配置し、留学に関するあらゆる質問に答えられる人財として育成する。⑤コミュニケーシ

ョン英語では、イングリッシュハウス（英語学習施設）や SALC（Self-Access Learning Center）などのコミュニケーシ

ョン主体の語学の獲得から、専門教育で必要なコミュニケーション英語も学ぶ。コミュニケーション英語では、外部

との連携により、教員でも事務職員でもないインストラクター職を新たに設定し非常勤で採用、学生のコミュニケー

ション指導を行う。ただし、コミュニケーション英語のコンテンツ開発はすべて学内で開発し、事業終了後も独自で

運営できるようにする。⑥ISD では、大学の職員がエージェントのように留学に関わる渡航・滞在を含むすべての

支援を行う。大学が全面的に留学に関する事務業務を支援する。また、両方に関連する職員として、可能な限りこ

れらの事務手続きも英語で行う。グローバル人財に関わるドキュメントは、すべて英語化しそのプロセスも英語で

行うことで、交渉に関する事前教育の一部として位置付ける。 

SKIPWISE Action4 （ProfessionalExperience）国内および海外において、国際インターンシップや国際ボランティ

ア活動を行う。学生総合支援センターにおいて大学が提供するもう一つの新たなサービス機能として、

VIRSMALL（バイラスモール Volunteer Activity, Internship and Recruitment Support MALL）を設置し、グローバ

ル・リソーセスにおいて運営する。ここにも新しい職員である VIRS コーディネーターとして、英語による折衝が可

能な職員を配置する。⑦国際的な観光資源（国際空港、テーマパーク、コンベンションセンターなど）において、

国内にいながらにして国際的なインターンシップやボランティア活動を実施する。⑧一方で、産業界と連携して海

外の日本企業（中国やアセアンなどのアジア、カナダや米国、ヨーロッパの３地域に分類）や、現地の日本との連

携の強い自治体でのインターンシップを夏期休業や春期休業のセメスター間にある休業期間（それぞれ２ヶ月程

度）を利用し推進する。実践的なコミュニケーションを、千葉大学の校友会の海外支部、企業・自治体・海外の日

本法人・海外の日本の団体を中心に実施する。全学の半分に対してグローバル人財のプログラムを供給するにあ

たり大きな柱となるのがこの国際インターンシップや国際ボランティア活動となる。 

 以上のような取組での育成すべき人財は、学生のみならず事務職員も該当する。事務職員も、千葉大学の海外

拠点であるインターナショナルエクスチェンジセンター（IEC）を持つ協定校での短期・長期の様々な研修を行う。

相手校の授業にも参加してもらい、事務職員は、見たこともない大学の話をするのではなく、自己の海外研修の

経験を生かして、生きた情報による支援が可能となる。 

 

図 1 SKIPWISE の４つのアクション８項目と修学年限 

 以上のように、４つの新たな試み、多様な修学期間、主体的な学修、安心した留学準備、国内でのグローバルイ

ンターンシップの経験、を複合させたプログラムをグローバル・リソーセスのもとに実施する。 



7 
（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型） 

  

 
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】

 本学では、９学部を機能的連携として、生命科学、人文社会科学、自然科学、の３領域に分けてグローバル人財

育成を行う。各領域は、生命科学＝医学部＋薬学部＋看護学部、人文社会科学＝教育学部＋文学部＋法経学

部、自然科学＝理学部＋工学部＋園芸学部で構成される。 

 本構想では、グローバル人財の要件としてこの各領域において、３つの目標を設定する。第一は、英語に関する

ものである。アチーブメントテストを必ず実施し、卒業時 TOEIC７３０をグローバル人財の目標とし、全学の５０％が

この得点をクリアすることを目指す。そのためにコミュニケーション英語科目を新たに設置し、 低１０単位程度を

取得する。取得数は、各領域で設定する。また、１−２年時には導入としての短期留学を必ず経験させる。そのた

めの事前教育としての日本文化、異文化、帰国後の日本再発見などの国際日本学に関する授業を１８単位以上

受講させる。さらに、学部３−４年時、大学院において１セメスター以上の留学を実施させる。海外の大学で取得す

る授業と、留学前後に学ぶ英語による専門科目を合わせて、２０単位以上の専門科目を英語で履修させる。 

 第一の「生命科学」では、修学の大きな目的の一つに、国家資格の取得がある。この資格の取得とともに、その

多くが研究に携わる人財であり、これらに求めるグローバル人財が大きな目標となる。研究＋資格＋グローバル

で、在籍する学生の７０％以上がグローバル人財 SKIPWISE スチューデントの対象となる。これらを本事業では、

「グローバル研究者」と呼ぶ。 

 学部１−２年時には、日本文化などの国際日本学１８単位＋コミュニケーション英語１０単位を受講する。また、英

語による専門科目は、専門科目の単位数の約１５％にあたる１６単位以上受講する。 

 第二は、「人文社会科学」である。教育学部・文学部・法経学部は教育の目的が全く異なるが、人財の多くは現

在学部卒業とともに就職する。そこで、本プログラムでは、人文社会科学領域は、将来的に修士課程への進学を

今の２倍を目標として、６年一貫教育でグローバル人財を目指す。 SKIPWISE スチューデントとしてのキャンペー

ンの 重要領域であり、飛躍的なグローバル化を実施する。５年内で在籍する学生の３０％—５０％を対象とする。

これら、就職を前提に育成する人財を本事業では「グローバル専門職」と呼ぶ。 

 学部１−２年時には、日本文化などの国際日本学２４単位＋コミュニケーション英語１８単位を受講する。また、英

語による専門科目は、専門科目の単位数の約３０％にあたる３２単位以上受講する。また、人文社会科学系には、

副専攻「国際日本学」を強く推奨し、４８単位の取得を目指す。 

 第三は、「自然科学」である。これらの学部の研究フィールドは既にグローバル化が進んでおり、８０％以上が修

士課程に進学している。飛び入学は、工学部全学科・理学部・文学部の一部で行っている。また、早期卒業につ

いても工学部・理学部で行っており、学内の先導的かつ多様なプログラムが存在する。多様な選択が可能なグロ

ーバル人財育成 SKIPWISE スチューデントを全体の５０−６０％の学生を対象に実施する。 

 学部１−２年時には、日本文化などの国際日本学１８単位＋コミュニケーション英語１０単位を受講する。また、英

語による専門科目は、専門科目の単位数の約２０％にあたる２４単位以上受講する。自然科学領域は、「グローバ

ル研究者」と「グローバル専門職」がおり、博士はグローバル研究者、修士と学部はグローバル専門職として位置

付けて育成する。 

 全領域において、グローバル研究者は大学院修了時に TOEFLiBT86-92 を目標とする。一方のグローバル専

門職は、学部卒業時でTOEIC730、大学院修了時で TOEIC 750を目標とする。このように、育成する人財により、

TOEFL と TOEIC を別々に目標と定める。なお、留学する学生は、必ず TOEFL（欧州に留学を希望する場合には

IELTS でも可）の高いスコアを有するようにする。同様に、どのような知識を準備するかについて領域ごとに設定

し、全学で多様なグローバル人財を育成する。 

 以下に、各領域の卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の具体例としてのシナリオを示す。４つの新た

な取組をどのように利用しながらグローバル人財となり得るかを在学中のシナリオとともに示す。 

＜SKIPWISE モデル００１生命科学１＞医学薬学府・博士課程修了：医学部に新たな入試で仮入学し、１ヶ月の海

外研修を米国で実施。医学部入学時には、TOEIC800 点をクリアしており、生命科学領域のコミュニケーション英

語の上級を選択、大学卒業時までに TOEFL iBT 92 をクリアし、大学院進学後に米国に１年間交換留学をした。 

＜SKIPWISE モデル００２生命科学２＞看護学研究科・修士課程修了：学部在籍時に２回の留学を経験した。一度

目は１年生で、全学で実施するグローバル・スタディ・プログラムで欧州へ留学、二度目は看護学部で実施した看

護体験実習で、米国アラバマ大学へ留学した。学部では、仮想副専攻国際日本学の学位も取得した。来年修士

課程の早期修了で０．５年早く修了し、米国の協定校の博士課程へ研究留学を目指している。 

＜SKIPWISE モデル００３人文社会科学１＞教育学研究科・修士課程修了：入学時 TOEIC 600 点からグローバル

な教員を目指した。仮想副専攻国際日本学を学部在籍時に３８単位、大学院で１０単位を取得し学位取得。インド

ネシアでの国際ボランティア活動や現地の小学校での日本文化授業を実施しており、インドネシア語も習得した。



8 
（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型） 

  

 

学部卒業までに、TOEFL iBT8３となった。修士論文はインドネシアでの研究をまとめた。 

＜SKIPWISE モデル００４人文社会科学２＞法経学部卒業：入学時 TOEIC 750 点をとり、上級コミュニケーション英

語を１８単位取得した。２年生と３年生の夏休みに留学し、仮想副専攻国際日本学を履修し学位取得。また、２年

生春休みにシンガポールに２ヶ月留学し、国際感覚を身に付けている。４年前期で早期卒業し、欧州への留学を

経て卒業した。都合４回の留学を経験した。 

＜SKIPWISE モデル００５自然科学１＞理学研究科・博士課程修了：飛び入学（先進科学）で入学、学部３年で早

期卒業、修士２年で現在２２歳（通常より２年若い）。博士課程で１年間米国に留学し、帰国後２年で博士の学位を

取得希望（２５歳で博士取得）。より見識を広めるために、博士３年間で２年間の留学も検討している。TOEFL iBT９

０をもち、学部時代に１回短期留学、博士で２回の長期留学を経験した。 

＜SKIPWISE モデル００６自然科学２＞工学研究科・修士課程修了：入学時の TOEIC は 680 点、修了時の TOEIC

は 780 点(TOEFL iBT86)。早期卒業３．５年学部＋２．５年修士の学生である。修士での、米国留学は１セメスター

のみで、その語に英国に１セメスター留学した。学部での短期留学を合わせ２回の留学で３つの大学を経験した。

 以上のように、本プログラムでは、多彩な人財を育成するが、全学としてのガイドラインは以下のように、学部卒

業、実践型大学院修了、研究型大学院修了の３つのレベルでのガイドラインを設定する。 

 
図２ ３つの領域でのグローバル人財の設定目標 

 

 以上のように、「知識準備（Knowledge Reserves）高流動性（High Mobility）型グローバル人財」の人財像として、３

つの領域別に学部卒業および大学院修了時における 具体的数値目標を掲げる。特に、本事業では、４つの技

能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング）にプラスして、ボキャブラリーテスト（理解できるボキャブ

ラリー(Passive Vocabulary)と使えるボキャブラリー (Active Vocabulary)の両方）を実施し、５技能取得を目

指すことで、取得の能力の向上を行う。 



9 
（大学名：千葉大学）（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  

 650 人 850 人 1,050 人 1,200 人

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

 290 人 375 人 465 人 500 人

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

239 人 255 人 360 人 475 人 58５人 700 人

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 2,400 人 2,400 人 2,400 人 2,400 人 2,400 人 2,400 人

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）  27.1％ 35.4％ 43.8％ 50.0％

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL iBT 85 50 人（20） 60 人（25） 70 人（30） 80 人（40）

海外留学経験者数 23 人 25 人 30 人 35 人 40 人 40 人

３ カ 月 未 満 23 人 25 人 30 人 35 人 40 人 40 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 94 人 94 人 94 人 94 人 94 人 94 人

医
学
部 

目標設定の考え方 
学生の９０％を目標としている。医学部は、世界的に TOEFL が要求されるため、iBT８５とした。大学院進学

後に多くが留学するため、他学部とは目標設定が異なる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL iBT 85 30 人（15） 40 人（20） 50 人（25） 60 人（30）

海外留学経験者数 6 人 10 人 15 人 20 人 25 人 30 人

３ カ 月 未 満 6 人 10 人 15 人 20 人 25 人 30 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 81 人 81 人 81 人 81 人 81 人 81 人

薬
学
部 

目標設定の考え方 学生の７５％を目標としている。薬学部も医学部同様 TOEFL とし iBT８５とした。大学院進学後の留学を考慮

した目標である。  

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL iBT 85 20 人（0） 20 人（0） 30 人（10） 40 人（20）

海外留学経験者数 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人

３ カ 月 未 満 19 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人

３カ月～１年 1 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 86 人 86 人 86 人 86 人 86 人 86 人

看
護
学
部 

目標設定の考え方 
学生の４５％を目標としている。看護学部も同様 TOEFL とし iBT８５とした。大学院進学後の留学を考慮した

目標である。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 60 人（20） 70 人（25） 80 人（30） 90 人（30）

海外留学経験者数 35 人 35 人 40 人 45 人 50 人 60 人

３ カ 月 未 満 32 人 32 人 35 人 38 人 40 人 50 人

３カ月～１年 3 人 3 人 5 人 7 人 10 人 10 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 180 人 180 人 180 人 180 人 180 人 180 人

文
学
部 

目標設定の考え方 学生の５０％を目標としている。留学は３０％を目標としている。就職者も多いため TOEIC７３０を目標として

いる。 
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卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 60 人（0） 80 人（10） 100 人（20） 120 人（30）

海外留学経験者数 49 人 50 人 60 人 70 人 80 人 90 人

３ カ 月 未 満 48 人 48 人 57 人 65 人 72 人 80 人

３カ月～１年 1 人 2 人 3 人 5 人 8 人 10 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 456 人 456 人 456 人 456 人 456 人 456 人

教
育
学
部 

目標設定の考え方 学生の２５％強を目標としている。それに対して留学予定学生を２０％と多く設定している。グローバル人財＝

留学経験を実現する。TOEIC７３０を目標としている。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 90 人（ 40） 120 人（50） 140 人（50） 150 人（40）

海外留学経験者数 40 人 40 人 50 人 70 人 90 人 110 人

３ カ 月 未 満 36 人 35 人 40 人 50 人 70 人 90 人

３カ月～１年 4 人 5 人 10 人 20 人 20 人 20 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 363 人 363 人 363 人 363 人 363 人 363 人

法
経
学
部 

目標設定の考え方 学生の４０％を目標としている。就職希望者が多いため TOEIC７３０を目標としている。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 70 人（60） 90 人（65） 110 人（75） 130 人（80）

海外留学経験者数 4 人 5 人 10 人 25 人 35 人 50 人

３ カ 月 未 満 4 人 5 人 10 人 25 人 35 人 50 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 191 人 191 人 191 人 191 人 191 人 191 人

理
学
部 

目標設定の考え方 学生の７０％を目標としている。医学部、薬学部に近いレベルに設定しているが、TOEIC７３０とした。留学希

望者には TOEFL iBT８５としている。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 190 人（90） 260 人（120） 330 人（150） 380 人（160）

海外留学経験者数 44 人 50 人 100 人 140 人 180 人 220 人

３ カ 月 未 満 39 人 45 人 90 人 130 人 160 人 190 人

３カ月～１年 5 人 5 人 10 人 10 人 20 人 30 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 753 人 753 人 753 人 753 人 753 人 753 人

工
学
部 

目標設定の考え方 学生の５０％を目標としている。工学部は全学で学生数が一番多いため、千葉大のスタンダードとなっている。

TOEIC７３０、留学希望者には TOEFL iBT８５としている。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 80 人（45） 110 人（60） 140 人（75） 150 人（70）

海外留学経験者数 18 人 20 人 35 人 50 人 65 人 80 人

３ カ 月 未 満 16 人 17 人 30 人 40 人 50 人 65 人

３カ月～１年 2 人 3 人 5 人 10 人 15 人 15 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 196 人 196 人 196 人 196 人 196 人 196 人

園
芸
学
部 

目標設定の考え方 学生の７５％を目標としている。国際展開が自然科学系では進んでいるため高めに設定し、TOEIC７３０とした。

留学希望者には TOEFL iBT８５としている。 

 

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。 
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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） 

本事業のグローバル人財は卒業時にTOEIC ７３０  留学希望学生はTOEFL iBT ８５ (=TOEIC ７５０) 

留学２回以上の経験 学部で１回以上 大学院で１回以上 

（指標・水準設定の考え方） 

 TOEIC ７３０は、現在日本の多くの企業が求めるBレベル「どんな状況でも、適切なコミュニケーションができる素質を備えているレベル。

通常会話は完全に理解できて、応答も早い。」であり、学部卒業時の目標としている。短期留学の派遣における目標もこの基準を用いる。

（達成する学生数設定の考え方）  

 留学を経験した学部学生を平成２８年度までに７００名とする。大学院学生は５００名とする。修士３００名、博士２００名である。合

計１,２００名を短期派遣を含め留学させる。そのための要件であるTOEIC ７３０以上の学部学生は、①②のとおり１,２００名としている。

このうちの６０％弱の学生を留学させる。この留学候補の学生（TOEIC７３０）は、学部入学時に８％１００名である。その予備軍（TOEIC

６００以上）まで含めると２０％２４０名となる。これを５年間に３０％以上の７００名に引き上げる。各部局に異なる比率を設定しクリ

アする。 
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） 580 人 772 人 960 人 1,200 人

対象となる学生数（B） 3,625 人 3,640 人 3,645 人 3,645 人

達成する割合（A/B） 16.0% 21.2% 26.3% 32.9%

（対象：医学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEFL iBT ８５ ボキャブラリー１２,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

医学部は、世界的に TOEFL が要求されるため、iBT ８５とした。これは、大学院進学後に多くが留学するため、留学の最下限である iBT

８５とした。留学は、できるだけ１〜２年の間に実施する。夏休み等を利用し実施する。 

（達成する学生数設定の考え方） 

現在の入学時の平均が TOEIC ７２５であることより、TOEFLiBT ７９（＝TOEIC ７３０）からのスタートとなる。比較的楽な目標である

が最下限である。外国語力のスタンダードであるTOEFL iBT ８５は８０％が達成可能であると考えられるが、授業期間中は留学が難しため、

留学までの目標設定を３４％とした。 

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） 30 人 35 人 40 人 40 人

対象となる学生数（B） 100 人 110 人 115 人 115 人

達成する割合（A/B） 30.0% 31.8% 34.8% 34.8%

（対象：薬学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEFL iBT ８５ ボキャブラリー１２,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

生命科学領域は医学部に合わせた設定としている。今後は、世界的にTOEFLが要求されると考え、iBT ８５とした。 

（達成する学生数設定の考え方） 

現在の入学時の平均が TOEIC ６２２であることより、TOEFLiBT ６５（＝TOEIC ６２０）からのスタートとなる。そのため外国語力のス

タンダードについては、医学部より設定数を下げ全学より高い数字として４０％とした。薬学部も、授業期間中は留学が難しいため、留学

までの目標設定を３７％とした。 

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） 15 人 20 人 25 人 30 人

対象となる学生数（B） 80 人 80 人 80 人 80 人

達成する割合（A/B） 18.8% 25.0% 31.3% 37.5%

（対象：看護学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEFL iBT ８５ ボキャブラリー１２,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

生命科学は医学部に合わせた設定としている。今後は、世界的にTOEFLが要求されると考え、iBT ８５とした。 

（達成する学生数設定の考え方） 
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看護学のグローバル化は今後必修である。現在看護学部では、独自の海外研修を実施しているため、これを継続発展し、グローバル化を

推進する。 

看護学部 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） 20 人 20 人 20 人  20 人

対象となる学生数（B） 90 人 90 人 90 人 90 人

達成する割合（A/B） 22.2% 22.2% 22.2% 22.2%

（対象：文学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ ボキャブラリー１０,０００語 留学１〜２回 

（指標・水準設定の考え方） 

在籍する学生の９０％が就職のため、日本の企業の求めるスタンダードであるTOEICを採用し７３０点とした。仮想副専攻「国際日本学」

の学位取得も目指す。 

（達成する学生数設定の考え方） 

全体の３０％を対象としているが、国際言語学科などの一部の学科の TOEIC の平均がとても高い（平均６２０）ため、目標設定として十

分クリアできる数字である。早期卒業によるスーパー・グローバル人財を実現する。 

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） 40 人 45 人 50 人 60 人

対象となる学生数（B） 190 人 190 人 190 人 190 人

達成する割合（A/B） 21.1% 23.7% 26.3% 31.6%

（対象：教育学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ ボキャブラリー１０,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

教員養成であるため、ビジネス英語だけではないがTOEICを基準とした。 

（達成する学生数設定の考え方） 

教育学部はプレイスメントテストとしての TOEIC の平均点が一番低い（４２０点）のため、２５年は低く設定し、本取組での飛躍的発展

を狙い、２０％まで引き上げる。教員免許取得のため、学部は低めの設定としている。SENDのショートプログラムによる留学での実現を予

定している。 

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） 60 人 70 人 80 人 90 人

対象となる学生数（B） 455 人 455 人 455 人 455 人

達成する割合（A/B） 13.2% 15.4% 17.6% 19.8%

（対象：法経学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ ボキャブラリー１０,０００語 留学１〜２回 

（指標・水準設定の考え方） 

在籍する学生の９０％が就職のため、日本の企業の求めるスタンダードであるTOEICを採用し７３０点とした。仮想副専攻「国際日本学」

の学位取得も目指す。 

（達成する学生数設定の考え方） 

全体の３０％を対象としているが、総合政策学科などの一部の学科のTOEICの平均が比較的高い（平均５７０）ため、目標設定として十

分クリアできる数字である。 

法経学部 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） 50 人 70 人 90 人 110 人

対象となる学生数（B） 370 人 370 人 370 人 370 人

達成する割合（A/B） 13.5% 18.9% 24.3% 29.7%

（対象：理学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ TOEFL iBT ８３ ボキャブラリー１０,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間かけてグローバル人財とする。その後に就職するために、基本的には TOEIC とするが、

留学を希望する学生にはTOEFLを要求する。 

（達成する学生数設定の考え方） 

自然科学領域の中では一番低い目標設定としている。入学時のプレイスメントテストでは、３学部とも大学の平均である５００点前後であ

り、２５年度は５％弱からはじめ、２８年度には２３％を超える水準とする。なお、大学院進学後にも必ず留学させる。達成目標より高い
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数値を期待している。 

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） 10 人 25 人 35 人 50 人

対象となる学生数（B） 210 人 210 人 210 人 210 人

達成する割合（A/B） 4.8% 11.9% 16.7% 23.8%

（対象：工学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ TOEFL iBT ８３ ボキャブラリー１０,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間かけてグローバル人財とする。その後に就職するために、基本的には TOEIC とするが、

留学を希望する学生にはTOEFLを要求する。学部で１回留学させ、海外での研究の動機付けを行う。 

（達成する学生数設定の考え方） 

工学部および園芸学部は３０％を目標とした。２学部とも大学の平均である５００点前後であり、２５年度は１０％からはじめ、２８年

度には３０％に近づく高い目標設定としている。外国語力のスタンダード力の目標設定はTOEIC ７３０であり、これは５０％２６０人を目

標としている。この中から２２０名を留学させる。 

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） 100 人 140 人 180 人 220 人

対象となる学生数（B） 740 人 740 人 740 人 740 人

達成する割合（A/B） 13.5% 18.9% 24.3% 29.7%

（対象：園芸学部） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７３０ TOEFL iBT ８３ ボキャブラリー１０,０００語 留学１回 

（指標・水準設定の考え方） 

在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間かけてグローバル人財とする。その後に就職するために、基本的には TOEIC とするが、

留学を希望する学生にはTOEFLを要求する。 

（達成する学生数設定の考え方） 

工学部および園芸学部は３０％を目標とした。２学部とも大学の平均である５００点前後であり、２５年度は１０％からはじめ、２８年

度には３０％に近づく高い目標設定としている。外国語力のスタンダード力の目標設定はTOEIC ７３０であり、これは７５％１５０人を目

標としている。この中から８０名を留学させる。一部の学生は研究のフィールドが海外になるため、このような高い目標となっている。 

園芸学部 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） 35 人 50 人 65 人 80 人

対象となる学生数（B） 200 人 200 人 200 人 200 人

達成する割合（A/B） 17.5% 25.0% 32.5% 40.0%

（対象：医学薬学府） 

（測定指標・達成水準） 

TOEFL iBT ９２ ボキャブラリー１５,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

生命科学領域は、大学院進学者の多くが留学するため、TOEFL iBT ９２とした。これは、大学院進学後に多くが留学するため、TOEFL iBT

９２とした。 

（達成する学生数設定の考え方） 

学部卒業時点で、TOEFL iBT ８５であるため、設定された目標は極めて高いが不可能ではないと判断した。学生の半分が常に留学してい

ることを継続する。 

医学薬学府 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） 100 人 100 人 100 人 100 人

対象となる学生数（B） 198 人 200 人 200 人 200 人

達成する割合（A/B） 50.5% 50.0% 50.0% 50.0%

（対象：看護学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEFL iBT ９２ ボキャブラリー１５,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

生命科学領域は、大学院進学者の多くが留学するため、TOEFL iBT ９２とした。これは、大学院進学後に多くが留学するため、TOEFL iBT

９２とした。 
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（達成する学生数設定の考え方） 

学部卒業時点で、TOEFL iBT ８５であるため、設定された目標は極めて高いが不可能ではないと判断した。現在は２０％を超えているが、

５年後は倍増させる。 

看護学研究科 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） 10 人 12 人 15 人 20 人

対象となる学生数（B） 46 人 49 人 49 人 49 人

達成する割合（A/B） 21.7% 24.5% 30.6% 40.8%

（対象：人文社会科学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６ ボキャブラリー１２,０００語  留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

大学院進学者には、積極的に留学を推奨、B7M5などの６年一貫のプログラムを実施するため、TOEFL iBT ８６とした。達成する学生全員

が、仮想副専攻「国際日本学」の学位取得を目指す。 

（達成する学生数設定の考え方） 

学部卒業時点でTOEIC ７３０を目標と設定しているため、それほど高い数字ではない。しかし、留学の割合としては、全体の４０％近く

を対象としている。より多くのグローバル人財を育成する。Ｂ７Ｍ５の早期卒業のグローバル人財を育成し、文系でのスーパー・グローバ

ル人財のモデルプログラムを目指す。 

人文社会科学研究科 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） 10 人 15 人 20 人 30 人

対象となる学生数（B） 78 人 78 人 78 人 78 人

達成する割合（A/B） 12.8％ 19.2％ 25.6％ 38.5％

（対象：教育学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT 86 ボキャブラリー１２,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

大学院進学者には、積極的に留学を推奨、Ｂ７Ｍ５などの６年一貫のプログラムを実施するため、TOEFL iBT ８６とした。またSENDプロ

グラムでグローバル教育者を育成する。仮想副専攻「国際日本学」の学位取得も目指す。 

（達成する学生数設定の考え方） 

学部卒業時点でTOEIC ７３０をクリアし、SENDプログラムで本格的な留学を目指す。極めて高いも目標であるが、教育学のグローバル人

財の育成を目指し、大学院進学後に全体の５０％が留学することを目指す。 

教育学研究科 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） 10 人 20 人 30 人 40 人

対象となる学生数（B） 79 人 79 人 79 人 79 人

達成する割合（A/B） 12.7％ 25.3％ 38.0％ 50.6％

（対象：理学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６ ボキャブラリー１２,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

自然科学領域は、在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間一貫でグローバル人財とする。修士での留学を推奨するために、TOEFL 

iBT ８６を目標とする。 

（達成する学生数設定の考え方） 

自然科学領域は、全研究科で３０％以上を目標とする。３学部とも卒業時はTOEIC ７３０を目標としているため、大学院での大学院での

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６は難しい数字ではない。飛び入学やＢ７Ｍ５による早期卒業でのスーパー・グローバル人財を育成しやすい

環境にある。 

理学研究科 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） 15 人 25 人 35 人 50 人

対象となる学生数（B） 142 人 142 人 142 人 142 人

達成する割合（A/B） 10.6％ 17.6％ 24.6％ 35.2％

（対象：工学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６ ボキャブラリー１２,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

自然科学領域は、在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間一貫でグローバル人財とする。修士での留学を推奨するために、TOEFL 

iBT ８６を目標とする。 
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（達成する学生数設定の考え方） 

自然科学領域は、全研究科で３０％以上を目標とする。３学部とも卒業時はTOEIC ７３０を目標としているため、大学院での大学院での

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６は難しい数字ではない。飛び入学やＢ７Ｍ５による早期卒業でのスーパー・グローバル人財を育成しやすい

環境にある。 

工学研究科 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） 40 人 70 人 100 人 150 人

対象となる学生数（B） 378 人 378 人 378 人 378 人

達成する割合（A/B） 10.6％ 18.5％ 26.5％ 39.7％

（対象：融合科学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６ ボキャブラリー１２,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

自然科学領域は、在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間一貫でグローバル人財とする。修士での留学を推奨するために、TOEFL 

iBT ８６を目標とする。 

（達成する学生数設定の考え方） 

自然科学領域は、全研究科で３０％以上を目標とする。３学部とも卒業時はTOEIC ７３０を目標としているため、大学院での大学院での

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６は難しい数字ではない。飛び入学やＢ７Ｍ５による早期卒業でのスーパー・グローバル人財を一番育成しや

すい環境にある。 

融合科学研究科 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） 20 人 30 人 40 人 60 人

対象となる学生数（B） 146 人 146 人 146 人 146 人

達成する割合（A/B） 13.7％ 20.５％ 27.4％ 41.1％

（対象：園芸学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

TOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６ ボキャブラリー１２,０００語 留学２回目 

（指標・水準設定の考え方） 

自然科学領域は、在籍する学生の９０％以上が進学のため、６年間一貫でグローバル人財とする。修士での留学を推奨するために、TOEFL 

iBT ８６を目標とする。 

（達成する学生数設定の考え方） 

自然科学領域は、全研究科で３０％以上を目標とする。３学部とも卒業時は TOEIC ７３０を目標としているため、大学院での大学院で

のTOEIC ７５０ TOEFL iBT ８６は難しい数字ではない。飛び入学やＢ７Ｍ５を取り入れ、スーパー・グローバル人財を育成に取り組む。

園芸学研究科 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） 15 人 25 人 35 人 50 人

対象となる学生数（B） 123 人 123 人 123 人 123 人

達成する割合（A/B） 12.2％ 20.3％ 28.5％ 40.7％
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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】 

 本事業における４つの取組のうち、３番目と４番目は、千葉大学のこれまでのリソースを用いて、革新的かつ包括

的な学生支援をグローバル・リソーセスという新しい組織のもとに行うものである。これは、本事業で新たに行うの

ではなく、平成２２年より進めてきた学生総合支援センターの整備の一環であり、これらの目標については、以下

のように設定している。 

 

SKIPWISE Action3 における LARCADE（ラーケード Language Arcade） 

 LARCADE ラーケードは造語であり、Language ARCADE ランゲージ・アーケード（商店街）の造語である。この

アーケードにはゲームセンターの意味も含まれており、楽しくゲームのように語学を獲得することを意味している。

LARCADE には、英語の初級から 上級まで

を、楽しみながら学べるショップ（店）が存在して

おり、いくつかを抜粋する。 

◯アーケード・インフォメーション 

（アーケードの楽しみ方＝留学の方法について

説明 ISD） 

◯イングリッシュ・アクティビティ・センター（英語

の映画を見る、英語でカラオケ） 

◯エクゼクティブ・ラウンジ（留学出発前の学生

用の様々な準備のサポート） 

◯トイ・ハウス ロボット、レゴショップ、など（英語

のワークショップ開催場所） 

◯トラベル・エージェンシー（海外の大学に留学

をするための留学エージェント・ISD） 

 

 

SKIPWISE Action4 における VIRSMALL（バイラスモール Volunteer Activity, Internship and Recruitment Support 

MALL） 

 VIRSMALL は、ボランティア活動、インターンシップ、就職活動という社会参加の国際的な活動に必要なすべて

について、大学のサポートシステムをワンストップで行う。ここに行けば、これらの活動に関するすべての情報を手

に入れられることから、ショッピングモールのイメージとして作成。このモールには、いくつかの機能別のスチュー

デント・ハウスが設置され、学生主体の活動が行われている。スチューデント・ハウスでは、上級生が下級生に、こ

れらの活動の内容についての経験や、これから行う予定の学生への支援を行う。スチューデント・ハウスの上級生

はスチューデント・マネージャーとし、スチューデント・アシスタント（SA）として採用する。 

◯クエストショップ（ボランティア活動インターン

などのすべてのチャレンジ（冒険）を探すところ 

学生支援課） 

◯ギャラリー（ボランティアやインターンシップ活

動の報告 就職支援課、教務課） 

◯ジョブカフェ（就職支援 就職支援課） 

◯リクルートサポートセンター（就職支援 就職

支援課） 

◯ボランティアセンター（ボランティア先の発掘と

支援・対応 学生支援課） 

○インターンシップセンタ—（インターンシップ先

を紹介 就職支援課、教務課） 

◯千葉センター（千葉にある国際インターンシッ

プや国際ボランティア 就職支援課、教務課） 
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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） 
542 人  

（381 人） 

550 人 

（400 人）

705 人 

（555 人）

870 人 

（720 人）

1035 人  

（885 人） 

1200 人 

（1050 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

104 人  

（ 45 人） 

100 人 

（50 人）

125 人 

（75 人）

150 人 

（100 人）

175 人  

（125 人） 

200 人 

（150 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

150 人  

（ 97 人） 

150 人 

（100 人）

180 人 

（130 人）

220 人 

（170 人）

260 人  

（210 人） 

300 人 

（250 人）
 

学士課程在籍者 
288 人  

（239 人） 

300 人 

（250 人）

400 人 

（350 人）

500 人 

（450 人）

600 人  

（550 人） 

700 人 

（650 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 14,477 人  14,506 人 14,500 人 14,500 人 14,500 人  14,500 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
3.7 ％  

（ 2.6 ％） 

3.8％ 

（2.8％）

4.9％ 

（3.8％）

6.0％ 

（5.0％）

7.1％  

（6.1％） 

8.3％ 

（7.2％）

目標設定の考え方 

学部での留学を 700 名＝１学年 2,400 人の約１／３が留学することを目標に、大学院は修士１,800 から外

国人 300 を除いた数の１学年分 750 人、博士 900 から外国人３００人を除いた数の１学年分２００人合計

９５０人の半分を平成２８年度の目標とした。 

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） 
500 人 

（354 人）

38 人 

（ 26 人）

4 人  

（  1 人） 

542 人 

（381 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

99 人  

（ 43 人） 

4 人 

（  2 人）

1 人  

（  0 人） 

104 人 

（ 45 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

134 人  

（ 89 人） 

13 人 

（  7 人）

3 人  

（  1 人） 

150 人 

（ 97 人）
 

学士課程在籍者 
267 人  

（222 人） 

21 人 

（ 17 人）

0 人  

（  0 人） 

288 人 

（239 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 14,477 人 14,477 人 14,477 人  14,477 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
3.5 ％ 

（ 2.4 ％）

0.3 ％ 

（ 0.2 ％）

0.0 ％  

（ 0.0 ％） 

3.7 ％ 

（ 2.6 ％）
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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） 
1,021 人  

（  77 人） 

1,100 人 

（230 人）

1,250 人 

（290 人）

1,400 人  

（410 人） 

1,550 人 

（580 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

294 人  

（   7 人） 

300 人 

（30 人）

350 人 

（50 人）

400 人  

（100 人） 

450 人 

（150 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

274 人  

（   5 人） 

300 人 

（30 人）

350 人 

（50 人）

400 人  

（100 人） 

450 人 

（150 人）

学士課程在籍者 
271 人  

（   0 人） 

300 人 

（20 人）

350 人 

（40 人）

400 人  

（60 人） 

400 人 

（80 人）

 

上記以外 

（短期留学生、研究生等） 

182 人  

（  65 人） 

200 人 

（150 人）

200 人 

（150 人）

200 人  

（150 人） 

250 人 

（200 人）

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

961 人  

（  74 人） 

1,100 人 

（230 人）

1,250 人 

（290 人）

1,400 人  

（410 人） 

1,550 人 

（580 人）

全 学 生 数  （Ｃ） 14,506 人  14,500 人 14,500 人 14,500 人  14,500 人 

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
7.0％  

（  0.5％） 

7.6％ 

（1.6％）

8.6％ 

（2.0％）

9.7％  

（2.8％） 

10.7％ 

（4.0％）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
6.6％  

（  0.5％） 

7.6％ 

（1.6％）

8.6％ 

（2.0％）

9.7％  

（2.8％） 

10.7％ 

（4.0％）

目標設定の考え方 

平成２２年度には 1,100 名を超えた留学生数は、昨年の震災の影響で 200 名程度減少したが、徐々に戻りつ

つあり、自然増 100 名／年間に対して、協定等の短期（３ヶ月を）増加させることで平成 28 年度に 1,500

人を確保する。平成３０年度までには、留学の受入と派遣の学生数が同数となるようにする。 

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 618 人 585 人  

２ 韓国 138 人 120 人  

３ インドネシア 31 人 30 人  

４ マレーシア 30 人 30 人  

５ ベトナム 30 人 30 人  

６ 台湾 26 人 23 人  

７ タイ 19 人 17 人  

８ モンゴル 12 人 12 人  

９ バングラデシュ 10 人 10 人  

１０ アメリカ 8 人 7 人  

その他 ドイツ等 99 人 97 人  

合 計  1,021 人 961 人  
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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） 
47 回 80 回 120 回 160 回 200 回

全授業数（Ｂ） 3,890 回 3,920 回 3,990 回 4,000 回 4,000 回

割  合（Ａ／Ｂ） 1.2％  2.0％ 3.0％ 4.0％  5.0％ 

目標設定の考え方 

現在外国人向けに実施されている英語による日本文化・日本概論をもとに、留学準備の日本語を広げる

ことで年間１００クラスを目指す。一方で、各部局での英語による専門の授業を平成２８年度までに１

００クラス開講することで、目標の２００回をクリアする。 

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） 40 人  45 人 50 人 55 人  60 人 

 うち外国人教員 21 人  22 人 24 人 26 人  28 人 

総教員数（Ｂ） 1200 人  1200 人 1200 人 1200 人  1200 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 3.3％  3.8％ 4.2％ 4.6％  5.0％ 

目標設定の考え方 

生命科学領域および自然科学領域６部局で毎年１名程度全学で５名程度を毎年採用し、５年間で１．５

倍にする。現在の特任教員の中から優秀な人材を常勤化することでスムースな採用を行う。 

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） 
976 人  980 人 990 人 995 人  1000 人 

総教員数（Ｂ） 1200 人  1200 人 1200 人 1200 人  1200 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 81.3％  81.7％ 82.5％ 82.9％  83.3％ 

目標設定の考え方 

生命科学領域、自然科学領域については、100%を目指し、人文社会科学領域は新規採用は博士の学

位を義務付けるとともに、70%以上を目指す。 

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） 14506 人  14500 人 14500 人 14500 人  14500 人 

総教員数（Ｂ） 1200 人  1200 人 1200 人 1200 人  1200 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 12.1  12.1 12.1 12.1  12.1 

目標設定の考え方 

現状の 12 名を維持し、教育の質を保証する。生命科学領域は 8〜10 名を目指し、人文社会科学領域

は 12〜14 名を、自然科学領域は 1０〜１2 名を目指す。各系での質の保証の可能な比率とする。 



20 
（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型） 

  

 

⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 730 点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード TOEIC 730 

 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） 
38 人  45 人 55 人 70 人  80 人 

事務系職員総数（Ｂ） 526 人  530 人 530 人 530 人  530 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 7.2％  8.5％ 10.4％ 13.2％  15.1％ 

目標設定の考え方 

学生同様に TOEIC の 730 点 B レベルの語学力を目標設定とする。学務専門の事務職員アマヌエンシ

スを採用することで、比率を引き上げ５年間で倍増を目指す。 

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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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】 

 千葉大学では、平成２４年度に新たに、『グローバル・

キャンパス・千葉大学』のスローガンのもと、「世界を先

導する教育研究を促進する大学を目指し、グローバル

に活動する大学を推進する」の方針のもと、短期３年の

計画と長期９年の計画を策定した。 

図3 グローバル・キャンパス・千葉大学 

 これらは、平成１７年より始められた国際化の方針、平

成２２年度に提言された、「2020年千葉大学のあるべき

姿」などの積み重ねにより策定されたものである。大学

全体および各部局における国際化に関する提案や実

行計画をまとめ、国際共同教育と国際共同研究の２つ

に各々３つ、合計６つの大項目を以下のように定め、さ

らに９４の小項目で分類した。これらの９４項目につい

て、２０１５年までの短期計画と、 ２０２１年までの中期

計画を定めている。 

■国際共同教育（小項目５０項目） 

 多様なプログラムの設置による魅力ある国際共同教 

 育の推進 

 国際的な連携による学生のスムースな派遣・受入 

 国際協定・国際インターンシップ・国際活動の推進 

■国際共同研究（小項目２５項目） 

 学際的な国際共同研究の推進 

 学内連携による独自の国際共同研究・教育推進 

 海外の国際研究拠点の形成 

（共通項目は１９項目） 

【本構想における展開】 

 本構想は、大学の国際化の方針に基づき、大学内に

新たにグローバル人財育成の機構として「グローバル・

リソーセス」を設置し、グローバル化を展開するものであ

る。グローバル・リソーセスには、専任の教員および職

員、各部局の連携教員を配置し、国際化の方針を実行

していく。グローバル・リソーセスは、学生部・留学生

課、ISD、教務課、学術国際部・国際企画課および海外

IEC オフィスのもと、大学のグローバル化の推進のため

に設置する組織である。グローバル・リソーセスは、既

存の各組織と図５のように連携をしながらグローバル人

財育成の具体的プログラムの実施とグローバル人財の

アウトプット・アウトカム管理を行う。グローバル・リソーセ

スでの管理項目は、成績を伴わないもの４項目、成績を

伴うもの６項目の合計１０項目であり、これらをすべてシ

ステム化し管理する。 

●成績を伴わないもの 

１ 留学に関する事前・事後情報管理 

２ 留学中の学生生活状況管理 

３ SA（スチューデント・アシスタント）の活動管理 

４ 卒業後のキャリア管理（再留学も含む） 

●成績を伴うもの 

５ コミュニケーション英語の実施と成績管理 

６ 国際インターンシップ・国際ボランティアの成果管理

７ 国際日本学の実施と成績管理 

８ 英語による専門科目の実施支援と成績管理 

９ TOEIC または TOEFL の実施と成績管理 

１０ ボキャブラリーテストの実施と成績管理 

以上のように、英語による専門科目は部局との連携が

必要となるが、すべての主体をグローバル・リソーセス

が持ち実施する。グローバル・リソーセスは、学部をまた

がり留学に関するすべての管理と学務を行うことで、

「知識準備（Knowledge Reserves ）高流動性（High 

Mobility）型グローバル人財」として留学する学生を、年

間７００名育成する。したがって、グローバル・リソーセス

は、千葉大学の工学部と同じ規模の学生を対象にする

ものである。７００名の内訳は、２００名を欧州に、３５０名

をアジア・オセアニアに、１５０名を北米に派遣する。欧

州は、既存のフィンランドオフィスと新たにドイツへのオ

フィス設置を検討する。アジアは、中国・インドネシアの

オフィスを利用する。オセアニアあるいはシンガポール

にオフィスを設置する。北米はカナダのオフィスを利用

し、米国にもオフィスを設置する予定である。 

■スーパー・グローバル人財 

 このような中で、千葉大学の特徴を生かしたスーパ

ー・グローバル人財を以下のように育成する。学生が学
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 小項目９４項目のうちで重点項目となっているのは、

下記の１０項目でいずれも本年度から来年度にかけて

整備を実施するものである。 

■国際共同教育重点小項目 

○全学英語授業の見直しとTOEIC出口管理による評価

○留学生課＋国際企画課＋ISD＋IEC（統合） 

○海外インターンシップの推進 推進体制の整備 

○全学部・全学科の入試科目に英語導入 

■国際共同研究重点小項目 

○人文・社会科学の国際共同研究 

○国際共同研究・教育推進の自己点検 

○３領域における国際共同研究・教育推進の戦略策定

○領域連携の国際共同研究・教育の戦略策定 

■共通重点小項目 

○大学の英文ホームページの充実 

○サバティカル取得促進のための環境整備 

以上である。現在は、これらの重点項目の具体的な実

施の計画段階である。 

 また、学長自身のメッセージである「千葉大学の目指

すところ２０１２」には、教育の目指すところとして「自己

を知り他人を知り他人を思いやる心を持ち、そして問題

の本質に迫ることができ、世界をリードするグローバル

な視野を持ち、サステイナブル社会形成に貢献できる

人財の育成」とあり、重点課題１１項目中４項目がグロー

バル人財育成に関するものであり、 

 ◯国際的競争力のある大学院教育の充実（項目４） 

 ◯英語教育を柱とする国際化の加速（項目６） 

 ◯学生の海外留学・体験の充実（項目７） 

 ◯海外教育拠点の形成（項目８） 

他２項目がグローバル人財に関連している。 

 ◯優れた学士力を養う教養教育の実現 

   （アクティブ・ラーニングの促進）（項目２） 

 ◯キャリアサポート（インターンシップなど）（項目１１） 

である。以上のように、学長主導のもとに全学を挙げて

グローバル化を推進している。 

 

 

 

＊左右にまたがる図の左は現状・右は本構想における

展開を表す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ グローバル・リソーセスと関連組織 

生をリードすることで、大学全体のグローバル化を推進

するものであり、年間１００名を目標とする。 

 千葉大学は、飛び入学の制度が存在する唯一の国

立大学法人である。この飛び入学の学生は、入学後に

先進科学プログラムという特別な課程での教育を受け

ている。現在は理学部・工学部・文学部で行っており、

平成１０年よりスタートし、本年で１５年目を迎えている。

これまでに５０名が卒業している。さらに、早期卒業（学

部３年で卒業）も、理学部・工学部で実施している。ま

た、修士課程（博士前期課程）および博士課程（博士後

期課程）のほとんどが早期修了を制度化している。 

 本構想では、千葉大学が独自に有する飛び入学を利

用し、多様な入試と多様な修学年限を組み合わせるこ

とで、グローバル人財育成に 適な学修プログラムを

提案し、個性的なグローバル人財を育成することで、我

が国のグローバル化に貢献する人財を育成する。 

 このような飛び入学や早期卒業を伴うグローバル人財

を、スーパー・グローバル人財と呼び、本事業でのフラ

ッグシップ的な人財育成に位置付ける。例えば、１７歳

で飛び入学し、３年で卒業、修士課程で１年留学＋１年

で修士修了、博士課程で１年留学＋１年で博士修了・

博士の学位取得＋１年のポストドクターでさらに研究を

推進、２４歳までで２年間の留学経験と博士の学位取得

を、さらに３回目の留学を２５歳で行う、などのことができ

る。このように、多様な修学年限は、グローバル化の牽

引力であると考えており、複数回の高い流動性は様々

な視点で物事を見るのに役立ち、極めて強い人財を育

成することができる。また、これ以外にもダブル・ディグリ

ー・プログラムにより、日本と海外の大学のディグリーを

取得するプログラムの人財もスーパー・グローバル人財

である。 

 

図４ グローバル人財のフラッグシップ的修学年限 
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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】 

 千葉大学では、教育総合機構を教育担当理事の下

部機構として組織し、教育企画室・普遍教育企画室・生

涯学習企画室・高大連携企画室・FD推進企画室・留学

生戦略企画室および関連する３センター、普遍教育セ

ンター・国際教育センター・言語教育センターが存在し

ている。一方、これに対応する事務組織としては、学生

部のもと、教務課、学生支援課、就職支援課、入試課、

留学生課を組織している。 

 全学における教育マネジメントは、教育担当理事のも

とこれらの機構における教員と事務組織の職員が一丸

となって進めている。 

   

 教育課程における国際化は、大学院において始まっ

ており、英語による学位取得のコースのほか、留学専用

のプログラムも存在する。 

 これらのシラバスはすべてオンライン化されており、毎

年改訂されている。大学院レベルでは一部の部局で日

本語と英語のバイリンガル化が進んでいる。学部に置

いても、J-PAC のように英語によるプログラムはすべて

多言語での対応を行っており、シラバスレベルでは５０

０を超える授業科目が日本語と英語で併記されている。

 

 現在普遍科目は、必修・共通科目とプログラムごとに

分かれており、わかりやすい体系を維持している。現在

は、ナンバリングは導入していないが、今後のグローバ

ル化には 重要課題であり、仮想副専攻のようなプロ

グラムの構築には不可欠となることはわかっている。 

 

 GPA 制度は、１５年前の平成９年より導入され、実施

されている。大学院における推薦入学の判定基準ばか

りでなく、留学希望の学生の学内選抜や奨学金制度の

選定、留学前提とした早期卒業の学生の判定基準、学

科配属（薬学部）に利用しており、極めて有効に機能し

ている。 

 一方で、全学では、１年間の取得可能な上限単位の

設定を５０単位と設け、学修の質の向上を履修単位の

上限設定により推進している。１セメスター２５単位＝１

２．５科目であり、一日平均２．５クラスのとなり、授業時

間としては２２５分（約４時間）となる。したがって、推奨

学修時間は、授業を含め８−１２時間となり、質の高い学

修が確保される。 

 

 2005 年に言語教育センターでは、CALL(Computer 

Assisted Language Learning)システムによる双方向授業

【本構想における取組】 

 千葉大学における授業科目は、４，０００近くに渡って

いる。本構想では、教育課程の国際通用性の向上のた

めに、３つの大きな改革を実施する。本構想では、第一

にシラバスの完全バイリンガル化を目指す。これは、海

外大学に派遣された学生が千葉大学でどのような授業

を学習したかを保証する意味で極めて重要であり、早

急な対応を検討している。また、仮想専攻を設置するた

めに、授業科目のナンバリングを積極的に推進し、将

来的には「国際日本学」以外の副専攻の設置と履修が

可能になるような、わかりやすいナンバリング構造にす

ることで、国際通用性に対応する。 

 これらの学務のマネジメント体制のもと、本事業では、

新たに取り組む４つのアクションの中で、成績管理を行

う授業と、既存の普遍および専門の授業を以下のように

共存させ管理運営する。 

 ４つのアクションにおいて単位の対象となるものは、１

の短期留学の単位化、２のアクティブ・ラーニングにお

ける国際日本学の科目や相互授業、３のコミュニケーシ

ョン英語、英語による専門の授業、４の国際ボランティア

やインターンシップの単位化であり、以下のように指導

することで、国際通用性を確保する。 

◯夏期・春期長期休業での１ヶ月以内の短期留学 

 短期留学は、体験学習、文化学習、ワークショップ、

プロジェクトワーク、などが該当する。普遍教育やグロ

ーバル・リソーセス主催のものは国際日本学の単位と

し、それ以外は専門科目として単位化する。単位は、留

学期間により異なるが、留学１週間で２単位を基本とし、

大４単位までとする。 

◯夏期・春期長期休業での２ヶ月以内の短期留学 

 ２ヶ月の短期の場合は、派遣先が必ず協定校となるた

め、協定校で取得した単位を、国際日本学としては

大１２単位、専門科目としては 大２４単位まで認める。

◯国際日本学の通常授業  

 アクティブ・ラーニングにおける授業としての国際日本

学は、ゼミ形式のセミナー型のものと、講義とチュートリ

アルを繰り返すセルフラーニング型、通常の授業の３つ

がある。セミナー型は、１０科目２０単位、セルフラーニ

ング型は４科目８単位とする。通常の授業は、J-PAC

（Japan Program at Chiba）での「日本文化」など２３科目

（下記に一部を抜粋）とし、４科目８単位を認める。 

表１ 国際日本学 授業一覧抜粋 
■ Japan Studies  
 Introduction to Japanese Culture 
 Seminar on Global and Japanese Economy  
 Introduction to Japanese Traditional Foods 
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およびアクティブ・ラーニングを行っている。このシス

テムは平成 6 年度より開始しており、すでに１８年の経

験が蓄積されており、コンテンツも充実している。 

 CALLは、マルチメディア型のスタジオと、Self Learn- 

ing Studioがあり、両方を利用することで英語のコミュニ

ケーション能力を上げている。これらの設備は70％以上

の稼働率で、週のべ1,400人の学生が利用している。こ

のCALLの指導理論（三ラウンド・システム）および教材

は、千葉大学で独自に開発されたもので，英語聴解

力，語彙力の向上を通して英語コミュニケーション能力

の総合力を養成することを目的としている。コンテンツ

は、衣食住等アメリカの日常生活を扱った教材であり、

キャンパス、講義、ニュース、映画、理系英語、医療英

語などを扱った初級～上級レベルの教材１５種が利用

可能で，自分の英語力、興味に合わせて選択できる。

西千葉、亥鼻、松戸のそれぞれのキャンパスにシステ

ムが設置されており、平日21時、土日17時までの使用

が可能で、学生のアクティブおよびセルフラーニングに

完全に対応している。 

 また、千葉大学では語学のセルフラーニングのため

の外国語図書館も有しており、TOEIC、TOEFL 対策を

はじめとした英語の学習参考書、および初修外国語で

提供されているすべての語学の学習参考書、多読教材

等の貸し出しを行っている。 学期中の毎日昼休みは、

言語学習に関する悩みや質問に、教員が回答し、効果

的に語学学習ができるようアドバイスを行っている。 

 これにプラスして、平成２３年度にはアカデミック・リン

ク・センターがオープンした。英語を含むすべての学習

のアクティブ・ラーニングが可能となっている。 

 さらに、平成２４年度後期には、学生総合支援センタ

ー（仮称）ができる。そこには、イングリッシュカフェを設

置予定であり、すべて英語の環境を学内に設置する。 

  また、現在実施されている留学前の予備教育や、コ

ミュニケーション英語の授業は単位ではなく、修了認定

となっているが、これを単位化することを検討している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ グローバル人財の履修の構造 

■ Environment and Lifestyle  
 Introduction to Architectural Design  
 Environmental Issues: Think Globally and Act Locally 
■ Intercultural Understanding  
 Intercultural Communication  
 Design Project Work 
 Seminar on Intercultural Communication 
 Seminar on Intercultural Understanding 

◯コミュニケーション英語 

 LARCADE で実施するインストラクター（外部および非

常勤で構成する新たな語学専用教職員）によるコミュニ

ケーション英語は、１セメスター３〜４科目受講できる。

コミュニケーション英語は、英語とは異なり、専門に近い

トピックを取り上げ、プレゼンテーションやディスカッショ

ンを行い１科目２単位を与える。 

◯コミュニケーション英語 SA（アクティブ・ラーニング） 

 イングリッシュカフェなどを利用した新しい学生同士の

アクティブ・ラーニング。教育学部・教育学研究科の英

語教育専攻の学生をはじめとし、指導が可能な英語レ

ベルを持つ学生は、SA(スチューデント・アシスタント)と

して登録し３０時間以上の指導で２単位を与える。 

◯コミュニケーション英語専門 

 LARCADEで実施する専門科目のためのディスカッシ

ョンを中心としたコミュニケーション英語は、インストラク

ターによるもので、１セメスター３科目受講で６単位を長

期留学前に受講する。専門科目の英語として受講する。

◯英語による専門科目 

 各部局で行う専門科目と、留学先の授業を認定する

ものがある。合わせて、８科目１６単位以上を取得する。

留学しない学生は、学内で行う英語による専門科目の

受講が可能で、４科目８単位以上となる。 

◯国際ボランティアおよびインターンシップ 

 この２つは、国際日本学の単位または専門の単位とし

て認定する。どちらで認定するかは、事前・事後指導を

通じて、グローバル・リソーセスと学部で決定する。２〜

４週間は２単位、５週間以上は４単位を与える。 

 以上のようにすべてを単位化し国際通用性を確保す

る。 

 

専門98 

普遍 

１８ 

外国語 

８ 

グローバル関連授業例 
海外アライアンス 
プロジェクト・ベースド・ラーニング

グローバル関連授業例 
グローバルスタディプログラム 

グローバル関連授業 
中級英語・上級英語 CALL 

日本文化予備教育 

コミュニケーション英語 

単位認定さ
れない科目 

 卒業要件： 124単位 

 GPA管理： 4.0ベース 

 履修制限： 年間50単位 

英語による専門科目 

0-16

留学(単位互換) 

0-24 

コミュニケーション英語専門0-2 

国際ボランティア・インターンシップ専門2-4 

仮想副専攻「国際日本学」18-48 

短 期 留 学 2-4 

セミナー型 

0-8 

セルフ型 

0-8 

講義型 

0-8 

国際ボランティア・インターンシップ2-4 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 10-24 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 SA 2 

留学(単位互換) 
0-12 

単位化 
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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】 

 千葉大学では、現在英語によるホームページと中国

語によるホームページを設けている。この両方に、教育

活動の規模や内容等 に関する基本的な情報は開示さ

れている。中でも国際連携はトップメニューとなってお

り、千葉大学で学ぶことや海外協定校の情報などが掲

載されている。 

 教育の国際連携では、千葉大学独自の J-PAC(Japan 

Program at Chiba)では、詳細な交換留学や単位互換に

ついて説明している。一方、ダブル・ディグリー・プログ

ラムは、個々の部局・専攻での教育となるため、各研究

科・各学科のホームページに掲載されており、情報の

集約が必要となっている。これらの情報は、国際企画課

および留学生課が主体となり、常にアップデートが可能

な万全な体制を取っている。 

 外部評価についても、年４回の経営協議会で国際戦

略に関する評価を受けている。協議会の委員には、海

外経験の豊富な委員がおり、千葉大学の戦略に貴重な

ご意見をいただいている。 

【本構想における取組】 

 千葉大学では、現在、英文ホームページを全く新しい

コンンテンツで制作する準備を進めている。海外の多く

の大学と同じく、「この大学で何を学べるのか？」という

問いに一番答えられるようにする。 

 具体的には、上記ワーキンググループが掲げている

ように、個々の教員の教育研究活動が明確になるように

するとともに、全学部・研究科における教育目的、教育

課程の基本的な考え方や概要、修得が期待される知識

能力体系、学修の成果に係る計画および卒業の認定

などの情報が発信できるようにコンテンツを拡大する。

単に理解しやすいだけでなく、「留学した学生に必要な

情報が英語で取り出せる」視点から、あたかも海外の大

学のホームページにアクセスしているような構成にす

る。そのためには、シラバスの２言語化、コースディスク

リプションの２言語化が必須であり、これは、留学する学

生の学修保証とつながっていることを念頭に展開する。

 

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】 

 大学本部の、学術国際部および学生部には、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

の業務に対応できる職員を全体の１０％程度配置して

いる。学術国際部には９名、学生部には１１名が在籍し

ている。また、各部局には、学部および大学院の教務、

総務部門にそれぞれ複数名の英語によるコミュニケー

ションが可能な人財を配置している。特に学生との対応

窓口となる ISD には、中国語や韓国語により対応ができ

る職員も在籍している。この ISD が中心となって受入れ

に関する必要書類などはすでに英語化されている。 

 このように、学内規程の一部は、二言語化を実施して

いる。J-PAC のように海外からの留学受け入れはもちろ

ん、派遣に関わる書類も学内の申請は英語の書類を要

求している。しかしながらこれらは十分ではなく、今後は

派遣に関する書類や環境の必要性を感じており、今後

のグローバル展開の課題である。 

 また、事務職員の海外研究も平成１５年より積極的に

行われており、年間２−４名を学内公募により海外に派

遣し、帰国後はグローバルに関連する部署に配属し事

務体制の人財のグローバル化を推進している。 

【本構想における取組】 

 本構想では、グローバルに特化した専門職員を育成

し、将来的には常勤化を行う。本構想では、これらの職

員をアマヌエンシスと呼び、派遣および受入に関する、

生活面および学習面のすべてについてトータルで対応

する。一番の特徴は、アマヌエンシスは授業の概要に

ついて各教員と同様の知識を有していることであり、履

修の方法や授業選択に関する相談について、教員と同

様に対応することができ、学生は教員以外にも学習に

ついての相談ができる。アマヌエンシスは、この学務の

知識を用いて外国人教員が学内で支障なく教育を推

進できる支援も行う。 

 学務以外の職員についても、グローバル化を推進す

る。現在毎年２−４名程度実施している海外派遣研修を

拡大し、短期間も含め８名程度にするとともに、千葉大

学の協定校については、これらグローバル対応の職員

の１名以上が精通しているという状況を構築し、学生や

教員からの問い合わせに（大学の状況など）にすぐに

答えられるような体制を築き、学生総合支援センターに

おいても、多様な留学相談に対応できる職員が多数存

在している環境を実現する。 
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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】 

◯これまでのグローバル人財育成の取組——————＞ 

 千葉大学の新たなスローガン『グローバル・キャンパ

ス・千葉大学』における国際化の方針では、その国際

共同教育の項目として、 

■国際共同教育 

 多様なプログラムの設置による魅力ある国際共同教 

 育の推進 

 国際的な連携による学生のスムースな派遣・受入 

 国際協定・国際インターンシップ・国際活動の推進 

の３つを定めている。そして５０の項目のうち、以下の４

つが重点項目となっている。 

■国際共同教育重点小項目 

○全学英語授業の見直しとTOEIC出口管理評価 

○留学生課＋国際企画課＋ISD＋IEC（統合） 

○海外インターンシップの推進 推進体制の整備 

○全学部・全学科の入試科目に英語導入 

これらを本学では推進しており、すべてがグローバル

人財育成に必要不可欠なものとなっている。 

 本学では、平成２３年度に、２８８名の学部学生、１５０

名の修士、１０４名の博士の学生、合計５４２名が留学し

ている。この数は、全学の３．７％となっている。留学す

る時期は、学部は、２年生、修士は１年生、博士は１年

生と考え、分母を学年の人数とした場合、学部は１２％

修士は１６％博士は４０％が留学しており、入学定員に

対しては１５％が留学していることになる。 

 

 

 

 

 

 

◯目標達成のための現状————————————————＞

 千葉大学では、グローバル人財育成のために、学内

のリソースを有効に利用してきた。本事業の特色である

４つの新たな取組の基盤は以下の通り整っている。 

＜修学期間の多様性と高流動性＞——————————＞

 飛び入学は、先進科学プログラムとして、平成１０年よ

りスタートし、本年で１５年目を迎えている。学生は、理

学部・工学部・文学部に所属しており、これまでに５０名

が卒業している。さらに、早期卒業（学部３年で卒業）

も、理学部・工学部で実施しており、これまでに１０名程

度が卒業している。また、修士課程（博士前期課程）お

【本構想における取組】 

◯本事業の取組概要 

 本構想では、本学の教育理念である「創造的な教

育・研究の実践」をグローバル人財育成にあてはめ、

多様な知識の蓄積とグローバル社会に柔軟に適応で

きる能力を有する人財育成を、全学で整備し実施す

る 。 本 構 想 で 育 成 す る 人 財 像 は 、 「 知 識 準 備

（Knowledge Reserves）高流動性（High Mobility）型グロ

ーバル人財」と呼ぶものである。 この Knowledge 

Reserves とは、多様な学びのもとに知識や時間を蓄積

し、High Mobility とは、蓄積した知識を２回以上の留学

や様々な社会活動で消費することを意味する。

Knowledge Reserves は、学生にとっては、いわば知識

の貯金であり、貯金をして留学や国際インターンシップ

などのグローバル・プログラムで、この貯金を多様な経

験のために消費するものである。先に消費するのでは

なく、必ず貯蓄をすることで余裕が生まれる。そして、２

回以上の留学や様々な行動を実施することで、流動性

が高い High Mobility 人財を育成し、グローバル人財と

して社会に輩出するものである。本事業では、グロー

バル人財育成のキャンペーンを全学で実施する。キャ

ンペーン名は SKIPWISE であり、グローバル人財の対

象となる学生は、SKIPWISE スチューデントとして全学

の半分の学年１,２００人の学生を対象とする。５年後に

は学部入学定員の３０％に当たる７００名が毎年留学

する大学を目指す。大学院では、修士で３００名（入学

定員の３０％）、博士で２００名（入学定員の８０％）を目

指し、全体で１,２００名、全学の８％、入学定員の３

４％、が留学により流動している大学を目指す。これに

加えて、飛び入学や早期卒業を含めたスーパー・グロ

ーバル人財は年間１００名の育成を目標とする。 

 

◯目標達成のための取組内容 

 本構想では、４つの新たな取組を実施する。この新た

な４つの取組が大学の目指すグローバル人財育成の

特色となっている。 

SKIPWISE Action1 （Skip&Skip） 

 通常の入学者に加え、飛び入学や早期卒業を全学

装備し、多様な修学年限の中でグローバルなプログラ

ムを体験する。①飛び入学者には、入学後３年生まで

に、全員に半年間以上の留学を経験させる。特に、生

命科学領域は３年生以降の専門の演習を考慮し、１−２

年生の間に留学を実施する。②早期卒業は、学部卒
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よび博士課程（博士後期課程）における早期修了は年

間１０名以上となっている。一方で、上海交通大学、清

華大学、浙江大学と行っているダブル・ディグリー・プ

ログラムでは、これまで１０名程度が学位を取得してい

る。このような、多様な修学年限のプログラムや複数学

位のプログラムは既に実施済みであり、今後急速に発

展させる予定であり、グローバル人財育成に不可欠で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アクティブ・ラーニングと教育課程＞————————＞ 

 平成２３年度に完成したアカデミック・リンク・センター

（新図書館）は、 先端のアクティブ・ラーニングを実施

できる施設である。アカデミック・リンク・センターは、中

期計画において、今後３年間で、７つのプロジェクトを

実施する。その中には、既存コンテンツの電子化（レガ

シー・コンテンツ）や、オンライン化（デジタル・コース・

パック）があり、グローバル化に必要なコンテンツ開発

等が計画されている。中でも、授業配信システム（オン

ライン・クラスルーム）や参加学習（ソシアル・ラーニン

グ）は、本事業で実施するものであり、アカデミック・リン

ク・センターでの実施を予定している。施設としては、グ

ループ学習室、プレゼンテーションスペース、コンテン

ツスタジオ、セミナールームなどの多機能なスペース

が１２あり、学生と教員が自由に使用できるようになって

いる。 

 さらに、平成２４年度後期には、学生総合支援センタ

ー（仮称）が完成する。この施設には、イングリッシュ・

カフェを設置予定であり、「施設内はすべて英語」の環

境を学内に設置する。本構想は４年前から準備され、

現在 終的な施設の構成と運営とための教員および

職員によるコンテンツ開発が行われている。 

  

 日本文化については、現在留学生向けのJ-PACの

プログラムとして２３科目が開講されている。これらは、

外国人向けのセミナー形式の授業であるが、外国人が

どのように日本を見ているかを理解するには非常に有

効であるとともに、日本人が日本を改めて理解する授

業として 適であり、本授業は日本人学生にも公開さ

れていることを利用し、本プログラムの日本文化アクテ

ィブ・ラーニング科目とする。 

 

  

 

＜コミュニケーション英語＞———————————————＞

 入学時にTOEICのプレースメントテストを行い、その

業および大学院進学の両方に実施する。学部卒業プ

ログラムは、３．５年学部（短期留学１−２回）＋０．５年

仮卒業半年間留学（B７B1）のグローバル専門職をモ

デルとして構築する。大学院進学者は、３．５年学部

（短期留学１−２回）＋２．５年修士（１年留学）（B７M５）

のプロフェッショナル人財がモデルとなる。学部の早期

卒業は、平成２５年度入学より適用となるため、それま

では、パイロットプログラムを実施する。これらを実現す

るための重点項目として、以下の６項目とする。 

１．全学飛び入学の標準装備 

２．人文社会科学、自然科学の６学部における早期卒

業制度の導入と実施 

３．飛び入学学生のための履修ガイドの構築 

４．早期卒業を取り込んだ留学プログラムの整備 

５．早期卒業パイロットプログラムの学生選定と実施 

６．ダブルディグリーなどの修士・博士のプログラムと学

部プログラムの連携方法立案と実施 

SKIPWISE Action2 （KnowledgeStock） 

 グローバルな知識を蓄積するために、 先端のアカ

デミック・リンク・センター（未来型図書館）と学生主体の

学生総合支援センターで実施する。特に、SA（スチュ

ーデント・アシスタント）のシステムを用いて、学生同士

のグループ・ラーニングを専門科目、日本文化、異文

化のすべてで行うことは、本事業の新たな試みである。

 専門科目においては、③海外と日本との学習内容の

違いについてのディスカッションを行う。留学経験者と

留学予定者および教員がグループ・ラーニングを行う

ことで、双方の専門科目の比較を通して深い学習が可

能となる。留学経験者に蓄積されている知識の共有

は、これから留学する学生に有効な知識となる。 

 一般科目においては、④留学する学生には、必ず日

本文化を履修させ、留学先で日本文化の授業や体験

学習を実施できるようにする。これには、J-PAC の日本

文化授業と、包括的な単位互換を行っている放送大学

の日本学関連授業を活用する。一方で、留学先の基

礎学習も行う。現地語での挨拶や簡単なコミュニケー

ションのための基本言語の学習、留学先の「異文化学

習」は必須である。これには、海外の協定校の教員を

短期間招聘して授業を実施し対応する。以上のよう

に、日本を知り相手国を知ることで、よりグローバルな

人財育成を目指す。 

 日本および外国に関する高度な教養知識を獲得し、

一定の単位を取得した学生に対しては、新たに仮想副

専攻「国際日本学」を設置し仮想副専攻の学位記を授

与する。以下６項目が重点項目となる。 

１．仮想副専攻「国際日本学」の設置と実施 

２．専門科目のアクティブ・ラーニング・コンテンツ開発 

３．留学経験者 SA によるアクティブ・ラーニングの実施

４．日本文化（J-PAC・放送大学）のプログラムの開発 

５．異文化学習（協定校教員招聘）のプログラムの開発

６．アクティブ・ラーニング・プログラムのパッケージ化 

SKIPWISE Action3 （InternationalSupport） 

 留学のために必要なすべてのサービスをグローバ
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スコアにより上級英語（７００以上）および中級英語（６０

０以上）を受講でき、留学の準備にも役立っている。ま

た、千葉大が独自に開発した英語の学習システムであ

るCALLは、３つのキャンパスすべてに設置されてお

り、自習が可能となっているため、本事業でも利用する

予定でいる。 

 

 

＜留学手続き支援・職員のグローバル化＞—————＞

 留学の手続きや授業取得、単位互換などは、留学生

課のISD（インターナショナル・サポート・デスク）が行っ

ている。現在１０名が対応しており、全員が英語での対

応が可能である。このISDは海外の大学の留学生セン

ターと連携し、相互に派遣・受入をしている。年間１，０

００名の受入れと５００名の派遣を行っている。全学で

英語力がTOEIC７３０点以上の職員は３８人で、全学常

勤職員５２６人の７．２％にあたる。これ以外にも非常勤

で英語が堪能な職員も存在しており、毎年２−３名を常

勤化することでグローバル化を推進している。また、常

勤職員には、海外のIECオフィスでの研修を行ってい

る。フィンランド、カナダ、オーストラリア、インドネシア

で行っており、年間４名程度が参加しており、帰国後

は、留学生課、国際企画課、各部局学務係（学生との

コンタクトが多い）に配属され、グローバル化に対応し

ている。 

＜インターンシップ・社会活動＞————————————＞

 就職支援課および学生支援課では、インターンシッ

プやボランティア活動に関する積極的な支援を行って

いる。学生支援課では、２年生以上を対象にインター

ンシップ説明会を３年生を対象に就職説明会を実施し

ている。また、個別の就職相談やインターンシップの相

談にも応じている。現在は千葉県とも包括的なインター

ンシップに関する協定を結んでおり、県内のインターン

シップ希望企業に学生を派遣するシステムも運営され

ている。 

 また、海外のインターンシップやボランティア活動は

IECオフィスを中心に推進している。とくにカナダのウオ

ータールー大学にあるIECとは国際的なインターンシッ

ププログラムに関する協定を締結しており、博士・修士

の学生を中心に国際インターンシップを実施している。

これらのリソースはそのまま本事業で学部に展開するこ

とが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

◯現在のグローバルに対応する教育課程の体系——＞

 グローバル化に対応した授業は、普遍教育と専門教

育のそれぞれに体系として組み込まれている。普遍科

目ではさらに、英語は外国語科目として履修単位が決

ル・リソーセスで行うことで、不安なく学生を留学させ

る。⑤LARCADE では留学準備に不可欠なコミュニケ

ーション英語の授業科目を新設する。コミュニケーショ

ン英語では、外部との連携により教員でも事務職員で

もないインストラクター職を新たに設定し採用する。一

方、イングリッシュハウスや SALC などの相互学習や自

習のシステムも保有する。留学経験者や協定校の留学

生が、留学予定の学生を SA として支援する。 

⑥ISD では留学エージェントとして、留学に関わる渡

航・滞在に関する支援までも行い、大学が全面的に留

学に関する事務業務を支援する。事務職員はすべて

の交換留学先の大学での研修を行い、あらゆる質問

に答えられる人財として育成する。見たこともない大学

の話をするのではなく、それぞれの経験を蓄積し、学

生に対応する。可能な限りこれらのコミュニケーションも

英語で行う。現在１３０以上ある留学に関する書類はす

べて英語化しその交渉プロセスも英語で行い、交渉に

関する事前教育の一部として位置付ける。 

１．LARCADE（ラーケード Language Arcade）の設置 

２．イングリッシュハウスとの連携 

３．コミュニケーション英語のコンテンツ開発 

４．インストラクターの採用 

５．学務専門職員アマヌエンシスの採用と留学業務の

システム化（１３０あまりの書類のシステム化） 

６．グローバル職員育成の研修システムの構築と実施 

SKIPWISE Action4 （ProfessionalExperience） 

 グローバル・リソーセスにおいて運営する新たなサー

ビス機能として、VIRSMALL（バイラスモール）を設置

し、インターンシップとボランティア活動、就職支援を担

当する。⑦国際的な観光資源（国際空港、テーマパー

ク、コンベンションセンターなど）において、国内にいな

がらにして国際的なインターンシップやボランティア活

動を実施する。⑧一方で、産業界と連携して海外の日

本企業（中国やアセアンなどのアジア、カナダや米国、

ヨーロッパの３地域に分類）や、現地の日本との連携の

強い自治体でのインターンシップを推進する。千葉大

学の校友会の海外支部、中国、インドネシアなどにもイ

ンターンシップを依頼し実施する。インターンシップ

は、セメスター間の休みを利用し、集中的に実施するこ

とで他の学習の妨げにならない。また、事務職員として

は、VIRS コーディネーターとして、英語による折衝が可

能な職員も配置する。実施計画として、以下の６項目

である。 

１．VIRSMALL（バイラスモール）の設置 

２．VIRS コーディネーターの配置 

３．国際的観光資源でのインターンシップの実施 

４．海外日本企業でのインターンシップの実施 

５．海外・国内でのボランティア活動の実施 

６．経済産業省・経団連との連携 

◯取組内容の教育課程における体系化 

 本事業では、新たに設置する仮想副専攻「国際日本

学」においてすべての授業を単位化する。コミュニケー

ション英語は、普遍科目の外国語科目とすることなく、
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まっている。語学の短期留学も外国語科目として単位

が認定される。日本文化やグローバル・スタディ・プロ

グラム（海外で実施するワークショップ）等は、教養展開

科目として単位が認定される。これらはいずれも卒業

単位数として認定される。一方、現在行っているコミュ

ニケーション英語は単位化されていない。本事業での

単位化が望まれている。また、専門科目については、

卒業に必要な単位数の半分までを単位互換ができる。

したがって交換留学先の単位はほとんどが卒業単位と

して互換される仕組みとなっている。 

 

◯インターンシップや産業界の講師派遣——————＞ 

 インターンシップについては、上記に示したとおり就

職支援課が主体となって行っている。学生のインター

ンシップ報告会は、各部局で行っており、そのためのイ

ンターンシップ経費を全学で負担している。 

 一方、産業界や海外からの講師派遣は、大学改革シ

ンポジウム（１回）、アントレプレナーシップ国際シンポ

ジウム（３回）、FD プログラム（１６回）、海外校友招聘プ

ログラム（８回）として実施している。昨年一年間で、合

計３０回が開催されている。これらも継続的に推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ これまでの国際展開と本事業での取組 

単位化を行う。将来的には、組み替えることを検討する

が、グローバル人財に関する授業を明確にするため

に、すべてを国際日本学の授業として単位を付与す

る。 

 また、この国際日本学は、４８単位を取得したものに

仮想副専攻としての学位を与える。グローバル人財こ

そ日本を代表する人財であることに鑑み、国際日本学

の仮想副専攻の学位を与えることにした。このように、

教育課程に体系的に取り入れることで事業を円滑に推

進する。 

 

◯グローバルインターンシップとグローバル連携 

 グローバルインターンシップについては、上記のよう

に、国内でできるグローバルインターンシップと海外で

のグローバルインターンシップの２つを実施する。これ

らもすべてグローバル・リソーセスで運営する。 

 産業界や海外からの講演は、LARCADE で実施予定

である。研究で来学した教員に３０分程度で大学の紹

介を行ってもらい、これらをビデオで録画し、配信でき

るようにすることで、今までにないメディアでの留学先

大学の紹介を行う。 

 以上のように、４つの特色ある取組をグローバル・リソ

ーセスのもとに実施する。 

 

『グローバル・キャンパス・千葉大学』

世界を先導する教育・研究を促進する大学を 

目指し，グローバルな活動を推進する 

 
留学実績 全学の３．７％ 学年の１２％ 
学部２８８ 修士１５０ 博士１０４ 

多様なプログラムの実施 
飛び入学 早期卒業 ダブル・ディグリー 

アクティブラーニング 
アカデミック・リンク・センター(新図書館) 

グローバルプログラム J-PAC 日本文化 
イングリッシュ・カフェ新設 

英語レベル別授業 
コミュニケーション英語の実施(留学用) 

ISD留学サポート 海外との対応もサポート 
職員のグローバル研修の実施 

グローバル・スタディ・プログラム 
ワークショップや文化研修

インターンシップの包括協定 
グローバル関連講演３０回

SKIPWISE Action1（Skip&Skip） 

1. 全学飛び入学の標準装備 

2. 人文社会科学，自然科学の早期卒業制度の導入 

3. 飛び入学学生のための履修ガイド構築 

4. 早期卒業を取り組んだ留学プログラムの整備 

5. 早期卒業パイロットプログラムの学生選定と実施 

6. 修士・博士のプログラムと学部プログラムの連携 

SKIPWISE Action2（Knowledge Stock） 

1. 仮想副専攻「国際日本学」の設置と実施 

2. 専門科目のアクティブ・ラーニング・コンテンツ開発 

3. 留学経験者SAによるアクティブ・ラーニングの実施 

4. 日本文化(J-PAC・放送大学)のアーカイブ化 

5. 異文化の学習プログラム(協定校教員招聘)の開発 

6. アクティブ・ラーニング・プログラムのパッケージ化 

SKIPWISE Action3（International Support） 

1. LARCADE(ラーケード Language Arcade)の設置 

2. イングリッシュハウスとの連携 

3. コミュニケーション英語のコンテンツ開発 

4. インストラクターの採用 

5. アマヌエンシスの採用と留学業務のシステム化 

6. グローバル職員育成の研修システムの構築と実施 

SKIPWISE Action4（Professional Experience） 

1. VIRSMALL(バイラスモール)の設置 

2. VIRSコーディネーターの配置 

3. 国際的観光資源でのインターンシップの実施 

4. 海外日本企業でのインターンシップの実施 

5. 海外・国内でのボランティア活動の実施 

6. 経済産業省・経団連との連携 

これまでの実績 
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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】 

 全学の教員に占める、外国人および海外の大学での

教育経験を持つ常勤教員は、現在４０名（全体１,２００

名）で、全体の３．３％となっている。これに、研究等の

特任教員外国人を加えると、６８名（全体１,４３７名）とな

り、全体の４．７％まで上昇する。この特任教員の中に

は優れた人財も多い。ここの数年の傾向としては、毎年

４〜５名が新規に採用されており、このままの上昇を目

指していきたい。 

 一方で、優れた若手研究型教員の人財育成システム

としては、平成２０年度に科学技術振興調整費を獲得

し、国際公募による人財獲得を行っている。これは、生

命系科学分野を中心とする自然科学系研究科・研究院

において、優秀な若手研究者を任期付研究型特任教

員（以下「特任教員」という。職名は原則として特任准教

授）として採用し、世界的研究拠点形成の中核となる人

財を育成するものである。年度ごとの業績評価、ならび

に任期終了時の審査において基準を満たした者は千

葉大学の常勤の教員に任用されるものである。 

 平成20年度においては、医学研究院、薬学研究院、

園芸学研究科、理学研究科及び工学研究科で計10

名、平成21年度においては、理学研究科で1名を国際

公募により採用した。平成22年度においては、融合科

学研究科、薬学研究院、真菌医学研究センターで各１

名、平成23年度においては、工学研究科で1名を国際

公募により採用した。平成24年度においては、環境リモ

ートセンシング研究センターにおいて1名を国際公募し

採用している。  

 海外の大学での教育経験は、短期のレクチャーを含

めるとおよそ２５％となっている。平成２０年よりサバティ

カル制度を導入したが、この制度で海外に研究に赴い

たほとんどの教員が研究先での講義を行っていること

からも、この数は上昇している。 

さらに、国内大学での外国語による教育経験を有す

る日本人教員は、全学の７０％程度となっている。生命

科学および自然科学系はほぼ１００%であり、人文社会

系は５０％になっている。 

 また、英語による授業も学内で積極的に推進されて

おり、全学で１２０科目程度が実施されている。これ以

外にも、研究指導や特別演習などは日常的に英語によ

り実施されている。 

 

 

【本構想における取組】 

 本構想では、外国人教員については、３つのタイプ

の外国人教員の採用を実施する。１番目は、専門教育

のアーカイブ化を行い、アクティブ・ラーニングを支援

する教員であり、アカデミック・リンク・センターに所属

する。２番目は、仮想副専攻の国際日本学において

日本文化を教える人財と、異文化を教える教員であ

る。日本文化を外国人から学ぶことで、さらに日本へ

の興味が深まる。３番目は、イングリッシュカフェや、

SALC における外国人インストラクターである。これは、

従来の教員とは異なり、インストラクターという身分を新

たに設定し採用する。 

 また、これらの人財をバックアップする、グローバル

高等教育のスペシャリストを採用する。この人財は、日

本人・外国人を問わないが、新たな教育プログラムの

コンテンツを開発できる人財を採用する。 

 一方で、従来の専門科目においては今後ともグロー

バルな教員を継続的に採用する。採用の時点で、教

員選考調書に、英語による授業が可能であることの説

明と、どのような授業科目を英語で説明できるかを記

載してもらう。現在、部局によっては、採用面接の際

に、授業を面接試験の一環として実施しているところも

ある。そこで、今後は、面接において英語による授業

を実施させることで、日本人教員であっても、グローバ

ル人財育成のための多言語による授業が可能である

かについてチェックする。 

 工学研究科で実施している世界展開力強化事業で

は、国際公募による外国人を２名採用している。このう

ち１名は将来の常勤教員の候補となっている。このよう

に本事業においても、多様な人財を国際公募し、事業

期間中に常勤へ切り替えができるような人財を探して

いく。 

 

 以上のように、本事業では、 

１．３つのタイプの外国人教員  

  ◯アクティブ・ラーニング支援 

  ◯日本文化・異文化を指導する教員 

  ◯コミュニケーション英語インストラクター 

２．グローバル高等教育のスペシャリスト 

３．英語による授業が可能である専門教員 

の３つにより教員のグローバル化を推進する。 
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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】 

◯グローバル教育力の取組状況————————————＞

 平成２４年２月に実施した千葉大学全学の第３回大学

改革シンポジウムでは、「グローバル化する社会と大学

の役割 −真の国際化を目指して」と題して、学内にお

けるグローバル人財育成についての様々な取組とその

課題について、外部の専門家を招聘し議論を行ってい

る。これは、全学の FD として位置付けられる。これ以外

にも、留学に関する FD と英語教育に関する FD を２回

実施している。部局におけるFDは、毎年１００件以上行

われている（平成２２年度は１０５件、平成２３年度は１２

５件）。このおよそ１割を超える１６件がグローバル関連

の FD であり、グローバル化に関する取組を推進するた

めの FD を行っている。 

 マルチキャリアセンターでは、アントレプレナーシップ

国際シンポジウムとして、平成２２年度より毎年、海外よ

り講師を招聘して、グローバルな教育研究に関する講

演会を実施している。またこれ以外にも、マルチキャリ

アプログラムのパートナーであるウオータールー大学

（カナダ）の教員や他の著名な研究者の講演会を年に

３回実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯教員のグローバル人財教育力————————————＞

 工学研究科では、外部の語学教育提供会社（アルク

教育社）に依頼し、英語授業 FD(トレーニング)を平成２

３年度より実施している。これは、受講した教員には極

【本構想における取組】 

◯グローバル教育力向上のための取組 

 学生が留学に行きたいと思うか否かは、教員が積極

的にグローバル活動をしているか否かに依存すること

が考えられることから、教員には２つのテーマで FD を

行い、グローバル人財育成の取組を推進する。 

１．グローバル人財育成における教員の役割 

 グローバル人財育成における教員の役割は、教員

がグローバルであるかどうかである。教員のグローバ

ルとは、国際的な研究・教育がなされているかであり、

グローバルに研究を遂行しそれを公表しているか、グ

ローバルな教育プログラムを運営しているかは、学生

にとって教員のグローバル化を知る指標である。教員

がグローバル人財でなければ、学生もグローバル人

財とならないことを周知させるとともに、個人ではなく、

組織としてグローバル化を推進する方法について指

導する。教員が積極的に学生の海外留学を後押しす

る必要があることを理解させる。また、留学学務専門職

員のアマヌエンシスの機能も理解してもらい、教員とも

に学生の留学を推進するシステムを構築する。本シス

テムは既に工学研究科で実施されており、これを全学

に公開し普及させる。 

２．学内外のグローバル人財育成の情報受信 

 一方で、国内外のグローバル人財育成がどのように

進んでいるかの現状を把握するため、LARCADE を用

いて、教員と学生の両方に向けたセミナーを実施す

る。海外の著名な教員や研究者が来学した際には、

LARCADE において、英語を言語とした国際セミナー

（FD）を年８回程度開催する。また、共同研究者が来

校した場合には、できるだけ所属している大学の案内

を実施してもらい、年間５０回以上（毎週）実施する。さ

らには、教員が企画し、海外大学を紹介するイベント

を毎月実施する。これは、米・英・豪で東京事務所を

有する大学に依頼し実施する。USA Day, UK Day, 

Australia Day, Canada Day などを毎月行い、学生に選

択肢を多数提示することで、留学先を選ぶ楽しさを喚

起させる。日本事務所がない場合は、各大使館の文

化担当官に依頼し説明を実施する。将来的には国内

の大学に案内が送付できる規模に拡大させる。 

 

◯教員のグローバル人財教育力の向上と評価 

 工学研究科で実施している外部の語学教育提供会

社（アルク教育社）による英語授業 FD(トレーニング)

は、今年度以降も継続し、現在の年２回を年４回に増



33 
（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型） 

  

めて評判が高い。 

 

 

 

 

◯グローバル教育力———————————————————＞ 

 教員の教育力の評価においては、教育履歴の一環と

して、海外における経験や海外協定校との連携研究、

および海外からの研究者の受入れや、海外からの留学

生の受入れについても評価している。現在は、教員に

より研究に強い教員、教育カリキュラムの改革に強い教

員等多様になっている。研究と同様にグローバルなカリ

キュラム改革に強い人財も研究のグローバル化と同様

に評価しており、人事においても高く評価している。 

 

◯海外での教育力の現状————————————————＞

 千葉大学では、様々な特色ある教育プログラムがこれ

まで採択されている。グローバル COE、魅力ある大学

院イニシアティブ、組織的大学院改革、アジア人財資

金構想、キャンパスアジア、世界展開力強化事業のプ

ログラムでは、必ず海外の大学での模擬授業や、海外

でのリクルートのための授業を実施している。 

 これらの授業や、ワークショップは千葉大学の授業を

よく知ってもらうチャンスでもあり、授業を受けた学生が

千葉大学に留学を希望するという留学へのプロセスとも

なっている。したがって、これらの授業を経験した学生

には、留学を希望する学生が多く、留学の疑似体験の

機会となっている。 

 近年では、協働教育の一環として、オンラインによる

プロジェクト研究やプロジェクトワークも盛んになってき

ている。月例や毎週の研究に関するミーティングをテレ

ビ会議システムで行うことや、修士や博士のように、ディ

スカッションを主体とした授業などは、このテレビ会議シ

ステムの も得意とするところである。 

 現在、千葉大学では、中国（清華大学、上海交通大

学、浙江大学）タイ、フィンランドにビデオ会議システム

を設置しており、９月までに、グラスゴー美術大学（英

国・グラスゴー）、ニュースクール大学（米国・ニューヨー

ク）に設置、１０月以降にインドネシア大学に設置するこ

とが決まっている。 

 このようなグローバル化の推進において、海外との協

働授業が増えており、教員のグローバル教育力は向上

しているが、現在で担当授業数のデータ化を行ってお

り、年間２００以上の実績があると想定されている。 

 

 

 

やすとともに、全学に展開する。５０歳以下の教授およ

び若手の教員は、将来的には受講を必修とする。これ

により、全学で英語により授業がどの部局でも行えるよ

うになる。 

 

◯グローバル教育力の人事への反映 

 教員のグローバル教育力の評価指標としては、「海

外の大学への招聘や招待講演の数」がある。これは、

海外の大学への申請時には調書において必ず入力

すべき事項となっており、本学でも、今後教員選考調

書に入れることを検討する。ただ、海外からの招聘は

教授である場合が多いため、准教授以下にはその旨

を説明して記述するように配慮する。 

 

 

◯教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組 

 本構想では、教員の教育研修として、ロンドン大学

教育研究所（IOE）をはじめとする英語圏の教育大学

が実施する短期の大学教員向けのプログラムへの派

遣や、ブリティッシュ・カウンシルが実施している英国

大学視察訪問への教職員の派遣を実施する。研究で

の渡航や研修ではなく、グローバル教育を学ぶ機会を

若手の教員に設けることで、グローバル教育の技術面

を養うこととする。これは、今回のような事業でなけれ

ば不可能な研修である。 

 本構想の取組の一つである LARCADE では、毎日

のようにグローバルに関する催しが行われているよう

にする。 

 協定校を訪問する教員のほとんどは、ワークショップ

や演習授業さらには短期間の研究滞在の間に、必ず

講演や研究成果の報告を行っている。これらの多く

は、国内で実施されている授業の一部を切り取ったも

のであり、実質的には模擬授業となっている。今後も

積極的に講演や発表を行うほかにも、学生と共同のワ

ークショップなどに参加させることで、グローバル教育

を数多く経験させる。 

 また、国内においても、SSSV のショートステイの学生

に対して英語で授業を実施し、学内の日本人学生も

一緒に参加させることで、教員はグローバル教育力を

身に付け、学生はグローバル人財のプログラムを受講

するようにする。これらも、LARCADE で実施すること

で、一部を学内に開放し積極的に教員のグローバル

教育力を向上させる。 

 さらには、ビデオのアーカイブ化やコンテンツとして

の配信も予定しており、これらの記録もすべて英語に

よる授業を想定しており、さらなる教育力の向上を目指

す。 
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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】 

◯留学ガイダンスによる動機付け———————————＞ 

 「留学ガイダンス」は、毎年５回実施しており、 初は

入学後の４月に２回実施している。残りは、秋期セメスタ

ー開始後の１０月—１２月に実施しており、交換留学を

希望する学生、漠然と留学について興味を 持っている

学生に対して一般的な留学に関する情報から、 千葉大

学派遣留学プログラムの申請方法等について 説明して

いる。また各部局で特別なプログラムを実施している場

合は、部局・研究科および専攻単位で入学後のガイダ

ンスと一緒に留学に向けてのプロセスから、留学を視

野に入れた授業選択の方法、早期卒業による留学まで

多角的に説明を行っている。 

 国際教育センターでは、平成２３年度よりグローバル・

スタディ・プログラムを普遍教育において実施してい

る。これは、千葉大学がIECオフィスを持つ海外協定校

において学生が滞在しプログラムを実施するものであ

り、留学の導入教育としての位置付けも大きい。このよ

うなプログラムを通じて、留学を促している。 

 一方、言語教育センターでは毎年、カナダ（アルバー

タ大学）、アメリカ（アラバマ大学）、オーストラリア（モナ

ッシュ大学）での語学および文化研修を毎年行ってい

る。この事業は、留学の動機付けに位置付けられてお

り、すでに３０年以上の実績がある。これらの授業に

は、毎年のべ１００名程度の学生が参加している。 

 

◯多様なプログラムの実施———————————————＞ 

 単位取得を伴う留学プログラムは、現在部局を中心

に積極的な展開を図っている。中でもダブル・ディグリ

ー・プログラムは、８つのプログラムが実施されている。

これ以外にも、短期留学を組み込んだキャンパスアジ

アプログラムや１年間の交換留学を行う世界展開力強

化事業（タイプ B-II 型）大陸間デザインプログラムなど

は、相互の単位互換だけではなく、修了者に対する証

明書を発行するまでに至っている。これらのプログラム

は、実施部局・留学生課・ISD が共同で支援している。 

 

◯現状の奨学金制度———————————————————＞

 海外の大学の留学に関する情報や奨学金について

は、ISD が一元管理している。これらの情報は「留学ガ

イダンス」でも情報として提供しており、これらの申請に

【本構想における取組】 

◯動機付けとプログラム開発 

 本構想では、この新たな取組を総称してSKIPWISEと

し、国際的なキャンペーンの実施によりグローバル人

財を育成する。これにより、海外の協定校に新たな連

携の枠組みを依頼し、留学先でも千葉大学であるかの

ような、スローガンにあるグローバル・キャンパスを目指

すものである。国際的なキャンペーンにおいては、交

換留学生の数を現在の２倍〜３倍にして対応すること

を盛り込み、SKIPWISE スチューデントの学生が交換

留学で全員行けるようにする。現在の協定ベースで

の、交換留学が可能な数は、１１８校（平成２４年２月）

で、現在では、１２０校を超えている。交換留学生数

は、基本的には各４名／セメスターであるため、４８０

名が留学可能である。３倍にすることで、１,４４０名と入

学定員の半分の学生＝SKIPWISE スチューデントの

予定数が留学可能となる。このような情報を学生に促

し、「留学は簡単です！」というキャンペーンを展開す

る。学生に対しては、新入学の時点で、SKIPWISE ス

チューデントとして登録することで、留学への目的意識

を明確にさせる。途中の学年からも登録は可能で、全

学の半分ぐらいまでを登録し、グローバル人財の対象

学生としてモチベーションアップを行う。５年後には入

学者の半数が、１０年後には、入学者全員が対象とな

ることを計画している。 

 

◯新たなプログラム開発に向けて 

 現在進行中のプログラムを基礎に、新たに飛び入学

や早期卒業を盛り込んだプログラムを開発する。これら

の学生は、留学のためのコミュニケーション英語や日

本文化はすべてグローバル・リソーセスで開発する授

業を仮想副専攻の国際日本学として受講する。千葉

大学の今までの実績の上に、全学レベルのプログラム

を実施する計画を構築した。 

 

 

 

◯留学情報の一元化と奨学金制度・留学促進 

 留学における体制は既に ISD によりすべてが整って

いる。学生の留学における大きな問題の一つは、金銭

的な問題である。JASSO 等の奨学金や民間の奨学金
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必要な GPA のスコアを含む各種の要求は十分に周知

徹底されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯留学中の単位の互換について————————————＞

 留学中の授業取得の方法や、推奨する授業科目など

は留学候補生になった段階から、ISD オフィスおよび各

専攻・各学科の担任が連携を取りながら推進している。

学部では、卒業単位数の半分まで、修士は 10 単位、

博士は４単位までが互換可能であるが、通常の場合学

部は卒業単位数の四分の一を目安に単位を互換す

る。また、欧米のスタディ・アワーやクレジット・アワーに

ついては事前にも事後にも説明を行うとともに、留学に

より習得可能な単位は、読み替えが可能な単位である

ことを事前に説明し、帰国後は、どのように単位を互換

するかすべてを説明し単位互換を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯海外留学を促進する制度等の導入—————————＞

 海外留学を促進する制度は、全学ではこの留学ガイ

ダンスのみである。各専攻・学科では、個別に資金を獲

得しそれを運営しながら制度化している。キャンパスア

ジアや世界展開力を獲得した部局と、ISD が制度として

運営している。世界展開力強化事業（タイプ B-II 型）大

陸間デザインプログラムでは、現在２名のアマヌエンシ

ス候補者を養成している。本年度の留学の派遣・受入

の事務については既に十分な知識を持ち、現在は協

働する大学の授業の構造と千葉大学の授業の構造をリ

スト化しており、教員と同等の学務に関する知識の獲得

を行っている。 

  

への申請を増加させ、獲得させる。 

 さらに大学のグローバル化により基金化を目的とした

寄付等により、学内独自の奨学金制度の設計を新た

に行う。現在留学生受入れの独自の奨学金であるグロ

ーバル・スチューデント・スカラーシップ・プログラム（現

在の留学生に実施しているエクセレント・スチューデン

ト・スカラシップの留学版）を制度化し、平成２５年度は

年間１０名程度から１年間の奨学を行い、５年後には２

０名規模の奨学システムを全学で構築する。 

 

◯ラーニング・アグリメントと単位互換 

 留学中の授業科目は、専門科目については各部局

において既に厳格に管理されている。本プログラムで

は、単位互換されない授業科目や日本文化などの事

前・事後の授業科目、現地での体験学習なども単位化

し、仮想副専攻「国際日本学」を取得できるようにす

る。単位は主専攻と同様に厳格に管理する。したがっ

て、留学中の単位は、以下の２つのカテゴリーに分け

て管理する。 

１．卒業単位・修了単位とする場合 

 千葉大学の授業科目に対して留学先大学の成績を

認定する。この場合、成績表には認定する授業科目が

記載される。また相手先大学のどの授業を履修したか

がわかるように、現在の成績システムの構築を検討す

る。 

２．余剰単位・仮想副専攻単位とする場合 

 相手先大学名と授業名を記載する。成績も相手先大

学のものをそのまま記載する。単位数については、変

換し、日本の単位数にする。 

 この２つの方法で行い、留学前・留学中・留学後のす

べてについてどのような学習を行ったかを一目でわか

るような成績管理を検討する。これは、留学先の成績

がすべて反映できない（例えば、留学先の現地語など

は単位互換の対象にならない等）という不具合を解消

し、学習したものはすべて成績表に反映されるという思

想で新たな成績管理を行うものである。 

 

◯その他・制度のパッケージ化と学外への波及 

 本構想を学内だけではなく、他大学への波及のため

に、本取組すべてを SKIPWISE プログラムとしてパッケ

ージ化し、グローバル人財育成で連携している

SIXERS の国内６大学（岡山大学・新潟大学・金沢大

学・熊本大学・長崎大学および千葉大学）に展開可能

なものとする。特に、全学で展開するグローバル人財

専用の学務職員アマヌエンシスは、グローバル人財専

用の授業の履修の方法や、履修に関するディスクリプ

ションを徹底して支援する。留学先の相談、予定校の

決定から、そのための４〜６年間の履修設計まで、教

員と同等の相談を行えるようにするもので、高度な学

務の知識を有し、かつ海外の大学を良く知る人財を育

成する。アマヌエンシスは、グローバル・リソーセスに

所属し全学部を網羅する。平成２８年度には１部局２

名、全学２０名程度のアマヌエンシスを育成する。 
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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】 

◯留学中と帰国後のサポート——————————————＞

◯履修アドバイザーの現状と ISD————————————＞

 留学した学生には、毎月レポートを提出させている。

これは、指導教員あるいは担任と ISD にオンラインで送

付される。内容は、授業に関することと生活（健康管理

など）に関することの両方である。学修における管理

は、単位の互換と連携して実施している。各学科の留

学と学務担当の教員は、授業及び単位に関しての管

理を行い、学部四年生の卒業研究や、修士課程・博士

課程における研究の学修管理は指導教員が行う。 

 世界展開力強化事業「大陸間デザイン教育プログラ

ム」では、学務に特化した職員としてアマヌエンシスを

採用している。アマヌエンシスは、教員と同様に学務に

関する知識を有し学生の履修をアドバイスしている。 

 

◯グローバル人財の就職支援—————————————＞ 

 留学で学生が心配するのが就職である。就職活動に

近い学年で留学する場合は、学生と密に連絡を取るこ

とで、学生の希望を各企業に伝え、グローバル人財が

就職可能であるかを確認している。逆に、留学経験の

ある学生は、海外の企業への可能性が広がり優位なこ

ともある。今後はさらに産業界からの意見を集約し、連

携することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

◯緊急時・災害時のリスク管理—————————————＞ 

 危機管理については、留学生課と ISD が主体となり、

外部の危機管理サービスを平成２３年度より導入してい

る。「留学生危機管理サービス OSSMA（オスマ）」（日本

エマージェンシーアシスタンス株式会社）と、大学で契

約し、留学昨年は SSSV の学生に適用、本年度から交

換留学生に拡大していく。 

 

【本構想における取組】 

◯留学前・留学中・留学後のトータル支援 

◯アマヌエンシスとISD 

 本構想で留学した学生も、今までと同様に毎月レポ

ートを提出させる。また、IEC のある拠点への留学につ

いては、ビデオミーティングを月に１度開催する。生活

に関する管理は ISD が行い、学修管理はアマヌエンシ

スが行う。両者が連携することでトータル支援を実施す

る。アマヌエンシスは、学部の専門科目についても十

分な知識を有している。そのための研修等も本取組で

構築していく。帰国後は、３０日以内に、学科・専攻単

位での留学報告会を開催する。合わせて全学の留学

報告会は、今の１回から２回に増やす。 

 

 

 

◯産業界と連携したインターン支援や就職支援 

 本構想は、国際的キャンペーンで、国内の日本企業

や海外の企業にも本事業を積極的に広報する。本プ

ログラムの特徴は、多様な修学年限により、就職に不

利にならないような構造になっていることである。例え

ば、人文社会科学領域では、B7B1 の学部の４年前期

で早期卒業し、入社前に半年間留学する学生は、就

職活動の始まる３年後期と４年前期は日本にいるため

就職活動に問題はない。このようなプログラムを産業

界に広報し、グローバル人財がスムースに就職できる

ようにする。また、国際インターンシップなども実施する

ことで、留学前でもグローバル人財と企業が出会う機

会が増加し、スムースな就職につながる。 

 

◯グローバル危機管理委員会の設置 

 危機管理としては、万が一の緊急時においては、本

学のグローバル危機管理組織で対応する。そのため

に、グローバル・リソーセスには、グローバル危機管理

委員会を構築し、有事に対応できるマニュアルを作成

するとともに、有事発生時には１２時間以内に招集し対

応策を実行する。また、昨年度より契約している民間

の留学専用危機管理サービスの OSSMA の活用を予

定している。 

 また、そればかりではなく、現地の海外校友会のネッ

トワークを 大限に利用し、安全な生活が送れるように

することで、より一層の安心感を与える。 
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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】 

◯入試における TOEIC スコアの活用—————————＞

 工学研究科では、３年編入の英語の入試にTOEICの

成績を利用する。本年度実施される平成２５年度選抜よ

り行われ、英語の入試は行わずに TOEIC のスコアのみ

で英語の採点を行うものである。 

 医学薬学府は修士の入学試験の一部として TOEIC

の点数の提出を義務づけている。入試における英語の

１／３をこの TOEIC の英語の点数として分配している。

TOEIC のスコアで実践力を、独自の試験でリーディン

グとライティングを評価している。そのため３年時に全員

に TOEIC を受けさせている。 

 工学研究科では一部の専攻が、修士の入学試験とし

て、TOEIC の成績を用いている。英語の試験は課せず

に TOEIC の点数のみを得点として加算している。工学

研究科では、今後全専攻において TOEIC 成績で入試

を行う予定でいる。そのため３年時に TOEIC を受験さ

せ、アチーブメントも兼ねた成績管理を行う予定でい

る。入試では TOEIC の成績を要求しているが、留学希

望者には TOEFL および IELTS を受験することを推奨

し、スコアを変換している。 

 工学研究科では、大陸間デザイン教育プログラム（世

界展開力）では、早期卒業を伴うものであり、２年後期

（４セメスター）において GPA および TOEIC・TOEFL・

IELTS の成績を提出し、特別選抜を実施し大学院に入

学させている。現在では７５０点以上を条件としている。

終的な派遣予定者の選定は３年後期に行い、留学

前に大学院への特別入学などを始めている。 

 

◯在外経験や留学経験—————————————————＞ 

 千葉大学では、これまで積極的に帰国子女のための

特別入試を実施してきた。しかし、近年は希望学生が

増加する一方で、受験生の質の低下が顕著であり、結

果として合格者数は減少している。 

 

 

【本構想における取組】 

◯入試における TOEIC・TOEFL スコアの活用 

 生命科学領域（医学）では、世界の標準に対応し、

将来的に TOEFL による卒業管理を実施することにな

る。そのため、医学・薬学系では、修士課程の入試や

博士課程の入試に、将来的には TOEFL のスコアを適

用する。独自の試験と合わせることで、４技能を総合

的に判断し、かつ、一般および専門に必要なボキャブ

ラリーが備わっているかを判断している。４技能＋ボキ

ャブラリー＝５技能により能力を判断する。スピーキン

グについては、面接試験時に対応することが検討され

ている。 

 自然科学領域の工学研究科では、平成２５年度募集

より英語の試験を実施せずに TOEIC, TOEFL, IELTS 

のいずれかのスコアを提出させ、それらを変換式によ

り一元化し入試に反映させている。この方式を今後全

専攻で展開する。したがって、英語の試験としては、リ

スニングとリーディングの２技能となるが、他の３技能

は面接や専門のテストで評価することにしている。 

 このように、領域により対応が異なっているが、今後

は領域内での共通化、全学での共通化の検討を開始

する。また、TOEIC や TOEFL とは異なり、得点化が難

しい英検に関しても取り込むことを検討している。特

に、５番目の技能としていえるボキャブラリーは、英検

が優れており、英検１級取得者の大学院試験免除等

を検討していく。 

 

 

 

◯在外経験や留学経験の入試への反映 

 現在の帰国子女の受験制限では、帰国後１年以内と

なっており、例えば、高校１年生まで留学していた学

生は対象にならない。そこで、本事業では、これまで

の帰国子女にとらわれることなく、帰国後数年経過で

あっても、留学経験が正当に評価できるような受験を、

アドミッション方式で実施することを検討する。その際

には、一般で英語の能力が極めて優秀な学生につい

ても、グローバル人財候補生としての特別選抜を実施

することを検討する。なお、これらの優秀な帰国子女

等については、外国人と同様に秋期入学の可能性を

検討しており、グローバル人財としての入学を推進さ

せたい。 
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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】 

◯プレイスメントテスト等—————————————————＞ 

 全学で実施している TOEIC によるプレイスメントテスト

は、その後の学力別クラス編制に利用している。現在で

は３段階で、７００点以上は上級クラス、６００点以上は中

級クラスでの希望が可能となっている。また、留学専用

プログラムで行っているコミュニケーション英語授業で

は、８００点程度の特別選抜クラスも設定し、より効果的

な教育を行っている。 

 

◯４技能評価と論理的議論———————————————↘ 

 留学準備の専用英語プログラムでは、コミュニケーシ

ョン英語として、ディスカッションやディベートを中心とし

た、授業を行っている。これは、外部の英語専門授業を

提供する機関と協力し、受講対象者の専門領域のトピ

ックについてのディスカッション、例えば工学部の学生

には、「先端技術」というトピックについて英語のディス

カッションを行う授業を実施している。この授業は 大１

５名の少人数教育であり、全員が９０分の授業時間中６

０分近く会話をするようなプログラムとなっており、密度

の濃い授業となっている。トピックは、一般の英語であり

ながらも、新聞レベルの専門用語を用いたものであり、

学生が内容に対して興味を持ち、かつ、海外での授業

や講義以外での一般知識としての自己の周辺領域に

関する英語でのディスカッションができるようにしている

ものである。一般専門コミュニケーション英語とも呼べる

この領域は教材開発が極めて難しく、現在はブリティッ

シュ・カウンシルと共同で実施している。 

 また、この授業では、授業の開始時期に、クラス分け

のプレイスメントテストを２つの方法により実施している。

１つは、リスニング、リーディング、ライティング、ボキャ

ブラリーのレベルチェックで、これはインターネットによ

るテストで実施している。もう一方は、リスニングとスピー

キングのテストで、インストラクターの観察のもとに９０分

の授業をフルに使用したディスカッションによるレベル

チェックを実施している。このため、授業の初回は必ず

プレイスメントテストが実施され、すべての授業で３クラ

スに分類される。 

 アチーブメントテストも同様に２つの方法で実施してい

る。１つは 終授業における、インストラクターの観察に

よる評価である。これは５つの技能を総合的に判断して

いる。もう１つは、レポートの提出で、これはリーディング

とライティングをチェックしている。このように、留学英語

のプログラムでは、セメスターごとのプレイスメントテス

【本構想における取組】 

◯プレイスメントテスト等 

 現在のプレイスメントテストである入学時における

TOEIC テストはそのまま継続して実施し、途中から２

つのルートを設けて実施する。本事業の対象となる、

SKIPWISE スチューデント としての学生は、全員

TOEFL テストを受験させる。TOEFL テストを受験する

ことで、留学の準備を行うということの動機付けにつな

げる。TOEIC は全学で毎年度の始まりである４月に受

験させる。一方の TOEFL につついては、SKIPWISE 

スチューデントに対して、秋期の 初である１０月に実

施する。これにより、一般の学生については年に１回、

SKIPWISE スチューデントの学生については年に２回

受験させ、つねにアチーブメントを繰り返す。２つの試

験を併用することで、４技能を多角的に評価することが

可能であるとともに、グローバル研究者で必要とされる

TOEFL、グローバル専門職で必要とされる TOEIC と

要求に応じて両方のスコアを提示でき、留学、就職、

進学とあらゆる道に対応が可能となる。 

 

◯４技能＋ボキャブラリー＝５技能の評価 

 本学では、４技能のほかにボキャブラリーを追加し、

５技能を修得させる。ボキャブラリーはさらに２つに分

類して修得させる。１つは一般ボキャブラリーで、もう

一方は専門ボキャブラリーである。特に、専門ボキャ

ブラリーは、研究のために英文論文誌などを読めば自

然と身に付いていくが、本学ではこれを体系化し、各

学部で専門ボキャブラリー辞書と専用のテストを実施

する。一般ボキャブラリーは、英検のボキャブラリーを

ガイドラインとして、パッシブ・ボキャブラリーで１２，００

０語、アクティブ・ボキャブラリーで６，０００語を目指

す。 

 以下がボキャブラリーを含めた５技能の修得に関する

LARCADE を活用したコミュニケーション英語の授業科目

である。各授業は２単位であり、留学プログラムとして付

与され、国際日本学の専攻の単位となる。  

 リスニングは、トータルで年間 １，０００時間以上を自然

に聞いているようにする。スピーキングは、年間 5００時間

を目標とする。毎週、異なるトピックスでスピーチコンテス

トを実施する。コンテスト成績により、留学に関する奨学

金の優先権の付与などのインセンティブを与える。リーデ

ィングは、雑誌１０冊、新刊５冊、コミック３０冊のいずれか

をクリアするようにする。日本の漫画を英語で読むことも

実施する。ライティングは、入学時に英語による自己紹
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ト、アチーブメントテストを徹底して実施している。これ

は、現在外部に委託して実施している。 

 

◯アカデミックライティング—————————————————↗

 アカデミックライティングについては各部局により実施

している。工学部では工業英語を中心としたアカデミッ

クライティングの授業を行っている。生命科学領域で

は、既に十分な能力を有している学生の国際論文の対

応のためアカデミックライティングの特別授業を実施し

ている。 

 

◯留学先での専門科目の履修能力———————————↗

 留学準備における授業は、２つに分かれる。１つは上

記のような専門領域のトピックを扱いながらも英語のコミ

ュニケーションスキルを向上させる授業、もう一方は英

語での演習を中心としてプレゼンテーションを中心とし

た授業である。後者は、専門科目のレベルをキープす

る授業であり、留学後もスムースに先方の授業にとけ込

めるようにするものである。専門用語の修得も兼ねてお

り、特殊な単語をきちんと理解することで、専門のボキャ

ブラリーの向上を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 現在の語学教育と本事業での５技能教育 

介や CV を作成させることより始める。これを毎年更新

させるとともに、レポートを定期的に書かなければなら

ない履修の構造にする。ボキャブラリーは、一般ボキ

ャブラリーでは、英語教材の貸し出しを行うとともに、

NHK の英語講座、テレビ、ラジオで使用している日常

会話におけるボキャブラリーを利用する。専門ボキャ

ブラリーは、各部局で辞書を作成し、言い回しや引用

を知識として身に付け、アカデミックライティングにつ

なげる。 

表２ コミュニケーション英語授業科目と内容の一例 
Listening 
L１ CALL 専門上級 専門英語の CALL  
L２ CNN スチューデントニュース 500 時間マラソン 
L３ 日本映画を英語で見る １５本＋レポート 
L4 クラシック映画を鑑賞する １５本＋レポート 
Speaking 
L１ Chat Time 4５時間インタビュー 
L２ Presentation Battle １５回 
L３ Speech Contest 年４回で２単位 
L４ USA TODAY を語ろう １５回 
Reading 
R1 英文新刊書を読む ５冊 
R2 アメリカンコミック １５冊 
R3 英字新聞で学習 １５週 
R4 Business Week を読みこなす １５週 
Writing 
W1 Introduction and CV １５週 
W2 Lyrics Pops ５作品 
W3 Lyrics Hip-Hop ５作品 
W4 Impression of Books １５週 
Vocabulary 
V1 一般ボキャブラ― １０，０００語 
V2 専門ボキャブラリー中級 ２，０００語 
V3 専門ボキャブラリー上級 ５，０００語 
V4 サイエンスボキャブラリー ５，０００語 

 

 

 

 1,000時間以上のリスニングマラソン 
 映画や音楽を楽しむ 
 TOEFLで能力を評価 
 授業例 CALL専門上級 
  CNNスチューデントニュース 

日本映画を英語で見る 

 500時間以上のスピーキング 
 スピーチコンテスト毎週実施 
 留学英語のインタビューテストで評価 
 授業例 Chat Time 
  Presentation Battle 

Speech Contest 

 雑誌10冊，新刊５冊，コミック30冊 
 漫画も英語の教科書に 
 レポートで評価 
 授業例 英文新刊書を読む 
  アメリカンコミック 

英字新聞で学修 

 入学時に英語による自己紹介とＣＶ作成 
 毎年更新 
 定期的なレポートで評価 
 授業例 Lyrics Pops 
  Lyrics Hip-Hop 

Impression of Books 

 一般ボキャブラリーは15,000語 
 専門ボキャブラリー 各部局で辞書作成 
 独自のボキャブラリーテストを実施 
 授業例 一般ボキャブラリー 
  専門ボキャブラリー中級 

専門ボキャブラリー上級 

プレイスメントテスト TOEIC 入学時全学実施 
 薬学 大学院入試でTOEIC 
 工学 大学院入試で一部TOEIC 

アチーブメントテスト 留学英語のみ実施 
 インタビューとディスカッション観察
 レポート提出 

能力別英語授業 ３レベルで実施 
 上級英語・中級英語・一般英語 

留学英語 専門科目 各部局で実施 
 プレゼンテーションとディスカッション中心 

留学英語 ３レベルで実施 
 コミュニケーション英語 特別 上級 中級 
 ディスカッション中心 トピックは一般専門領域 

アカデミックライティング 工学部・工業英語 
 生命科学系 国際論文指導 

LISTENING 

SPEAKING 

READING 

WRITING 

VOCABULARY 

実施されている支援と保証 

５技能で保障
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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】 

 本取組は、学長主導のもとに、学長直下の新たな機構として「グロ

ーバル・リソーセス」を設置し推進する。本事業は、４つの新たな取

組を設定している。この取組に関しては、学生部・教務課、留学生

課、ISD、学生支援課、就職支援課、学術国際部・国際企画課、先

進科学センター、国際教育センターおよび海外ブランチのIECオフ

ィスが推進する。グローバル・リソーセスは、専任の教職員と全学の

国際展開企画室および学術推進企画室の室員で組織し、実質的

な運営を行う。また、各学部に存在する国際化推進委員会等の委

員会が各部局での推進担当となる。 

 外部評価には、現在の経営協議会で年３回状況を報告し評価を

いただく。幸いにして、現在の経営協議会の外部有識者の多くが千

葉大学の国際化およびグローバル人財育成について積極的であ

り、今後も貴重な評価をいただくことで常に改革を実施する。 

 留学から帰国した学生は、SAとして機能するほかにも、本プログラ

ムの評価に参加する。学生の意見を集約し、事前学習の改善や留

学での課題の解決を本事業で構築する留学システムに取り組んでいく。 図９ 取組のマネジメント体制 
  

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。 

  
◯取組成果の公表 
 本事業のすべての取組は、可能な限りリアルタイムにウエッブで公開する。SKIPWISE という緩やかな活動を積
極的に実施することで、国際的なキャンペーンを実施する。学生からの意見も積極的に取り入れたウエッブを展
開し、生きた情報を生きた時間内に公開する。また、成果については、毎年開催される大学改革シンポジウムで
国際的に公開する。大学改革シンポジウムの開催について今まで以上に学外に公開し、多くの企業人と大学人
を招聘して成果を広く公開する。本年度は１１月の大学祭に開催予定であり、学内に限らず広くグローバル人財
戦略に関する事業内容を公開することをめざす。 
 未来のグローバル人財の候補生である高校生に対しては、夏と秋（大学祭と同時開催）のオープンキャンパス
で、各部局の取組と全学の取組を紹介し、グローバル・キャンパス・千葉大学を示し、留学は特別なことではなく
カリキュラムの一環としている大学であることを紹介していく。 
 学内には、これ以外にも、年間150件近く行われているFDにおいて、２０件程度が本事業関連のものを開催す
るようにし、学内全体で教員・職員および学生に事業の展開状況とこれからの目標を理解してもらう。 
 
◯国内大学のグローバル化への貢献 
 本事業の SKIPWISE は、その事業化プロセスのエビデンスをきちんと取り、 終的には留学に関するすべての
システムをパッケージ化しマニュアルを構築することで、他の大学でも導入可能なものとする。現在までに、留学
に関する業務のシステム化のために、留学関連書類を集めると、１３０種あまりが存在することがわかっている。本
事業では、これらをシステムとして構築し、既存の学務システムとリンクさせることで、円滑な遂行を行う。このシス
テムの公開も含めて、同一規模の学生数や学部を有しグローバル展開を予定している大学には、情報を提供す
る。情報は常にアップデートし、他大学のグローバル化の推進に貢献する。 
 中でも、飛び入学や早期卒業を伴う留学システムによるスーパー・グローバル人財の育成は、千葉大学が先駆
的に実施し、今後の普及展開を行いたいと考えている。 
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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】 

 本構想に限らず、大学のグローバル化は 重要項目である。その中の一つに、留学生の受入れと日本人学生

の派遣に関連した事項として、「入学時期の在り方に関する検討委員会」が平成２４年１月に学内設置され、「中

長期的な入学時期の在り方の方向性について」と題して中間報告がなされた。この中では、秋入学での外国人

や帰国子女の入学、飛び入学を利用した多様な入学時期の検討が既に開始されている。アクティブ・ラーニング

においては、平成２４年３月に完成したアカデミック・リンク・センター（未来型図書館）で様々なプログラムが実施

されている。中期計画においては、今後３年間で、既存コンテンツの電子化や、オンライン化に関連して、グロー

バル化に必要なコンテンツ開発等が計画されている。 

 一方の留学支援については平成２２年より ISD で実施しているが、現在は専任職員５名の体制で運営してお

り、今後の拡大に備えている。本年度は、業務の ICT 化を目指し、１３０種あまりの留学に関わるすべての書類が

有する情報を部局と一元管理を行うためのシステム作りを準備している。LARCADEは学生部を主体として、 終

的な計画を立案している。特に、イングリッシュカフェは、授業ではない新しいアクティブ・ラーニングとして様々

な仕掛けを企画している。これらに関連する学生総合支援センターは平成２４年度秋期に完成予定で、就職支

援課や学生支援課が、現在 VIRSMALL の実行計画を検討している段階である。また、国際インターンについて

も、千葉圏域の企業とのグローバル化に関する包括的な連係についての討議を開始した。 

 以上のように、取り組むべき４つの大きな項目それぞれに準備を始めており、千葉大学独自でも実施可能なこ

とから実行に移している。したがって、構想の実現に向けての十分な準備がなされており、スムースな実施が可

能となっている。 

 

【平成２４年度】 

 グローバル・リソーセスをはじめとする全機能の設置と、学内リソースとの連携。教員および事務の人財確保と、

学生の選定によるパイロットプログラムの実施。 

１．グローバル・リソーセスの設置（組織・メンバーの決定、学内委員会との連携方法の検討） 

２．留学プログラムのシステム化（１３０書類のシステム化と現成績システムとの連携） 

３．多様なプログラムの設置と履修課程の整備（飛び入学・早期卒業・秋期入学・帰国子女・AO 入試など） 

４．モデルケースとなる人財の選定と留学支援 

５．SKIPWISE の国際キャンペーンの立案と実施 

６．日本文化アクティブ・ラーニングのカリキュラム構築 

７．LARCADE の設置と運営 実施展開項目の優先順位付けと ISD との連携検討 

８．VIRSMALL の設置と運営 実施展開項目の優先順位付けと学生支援課・就職支援課との連携検討 

９．コミュニケーション英語のインストラクターの採用と実施 

１０．アマヌエンシスの採用および学内人財の機能転換 

【平成２５年度】 

 多様なプログラムの設置に関する案内開始。一部早期卒業の実施開始。平成２５年度入学の学生の履修課程

より適用。パイロットプログラムによる学生の留学開始。学部２−４年生対象。コミュニケーション英語の本格実施。

１．グローバル・リソーセスの拡大と機能別運営 

２．留学プログラムのシステムの検証と実行 

３．多様なプログラムの設置に関する詳細検討 

４．モデルケースのパイロットプログラムによる学生の留学開始 スーパー・グローバル人財の実施（早期卒業） 

５．SKIPWISE の国際キャンペーン展開 海外大学（日本事務所）を招聘した留学案内の開催 

６．日本文化アクティブ・ラーニングの実施 

７．専門科目の英語によるアクティブ・ラーニングのカリキュラム構築 

８．LARCADE でのスピーチコンテストなどの各種アクティビティの実施 

９．VIRSMALL での国内グローバルインターンシップの募集開始 インターンシップのシステム構築 

１０．コミュニケーション英語の全実施（年間１００授業程度） 

１１．学内事務のグローバル研修の拡大（年間１０名程度） 

1２．教員のグローバル英語教育研修の実施（年間９〜１２名） 
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【平成２６年度】 

 外部評価委員による中間評価。海外の協定校による中間評価の実施と、専門の英語授業の本格実施。コミュ

ニケーション英語の多階層化。LARCADE での留学生の SA システムの本格的な稼働 

１．中間評価の実施 FD 研修やグローバル人財育成シンポジウムの開催 多角的な中間評価を実施（２回実施）

２．留学プログラムのシステムの検証と実行（継続項目） 

３．多様なプログラムの入学案内を正式リリース 

４．モデルケースのパイロットプログラムの一期生の帰国  LARCADE での留学学生の SA システムへ 

５．SKIPWISE の国際キャンペーン展開 国別留学フェアの実施  

６．日本文化アクティブ・ラーニングの実施 コンテンツアーカイブの検討 

７．専門科目の英語によるアクティブ・ラーニングのカリキュラムの見直し 

８．LARCADE での新たなアクティビティの募集 学生主体のラーニングコンテンツの見直しと拡大 

９．VIRSMALL での国内グローバル・インターンシップの実施 

１０．コミュニケーション英語の全実施（年間１００授業程度） 

１１．学内事務のグローバル研修の拡大（年間１０名程度）継続と他の研修の開発検討 

1２．教員のグローバル英語教育研修実施（年間９〜１２名）継続と他の研修の開発検討 

【平成２７年度】 

 プログラムの見直しと強化。中間評価を踏まえた留学システムのブラッシュアップ。他大学へのシステムの供給

の開始。国内大学を対象とした拡大留学フェアの実施。自立化への準備。自立化後の資金等の準備。 

１．中間評価結果を踏まえた留学システムのブラッシュアップ 自立化計画の策定 

２．留学プログラムのシステムの検証と実行（継続項目） 

３．多様なプログラムの入試要項の配布と入試の実施 

４．モデルケースのパイロットプログラムの二期生の帰国  LARCADE での留学学生の SA システムの拡大 

５．SKIPWISE プログラムの国内大学への広報開始 プログラムの公開と配布 

６．日本文化アーカイブを利用したアクティブ・ラーニングの実施  

７．専門科目の英語によるアクティブ・ラーニングのアーカイブ化の開始 

８．LARCADE での新たなアクティビティ実施 学生主体の SA を利用した留学への誘い 

９．VIRSMALL での海外でのグローバルインターンシップの実施 

１０．コミュニケーション英語の全実施（年間１００授業程度）カリキュラムのレビューと継続 自立化の準備 

１１．学内事務のグローバル研修の拡大（年間１０名程度）継続と他の研修の開発検討 

1２．教員のグローバル英語教育研修実施（年間９〜１２名）継続と他の研修の開発検討 

【平成２８年度】 

 自立化への計画開始。自己資金のファンド化の検討。国内他大学との連携開始。国際および国内への自立化

前のキャンペーンの実施。 

１．留学システムの自立化への計画開始 

２．留学プログラムのシステムの 終調整 パイロットプログラムからの情報のフィードバック 

３．多様なプログラム第一期入学 入学後のインタビュー実施と結果のプログラムへのフィードバック 

４．モデルケースのパイロットプログラムの三期生の帰国  

５．SKIPWISE プログラムの国内大学への公開と配布 

６．日本文化アーカイブを利用したアクティブ・ラーニングの継続実施  

７．専門科目アーカイブを利用したアクティブ・ラーニングの実施  

８．LARCADE での留学サポートの充実 留学帰国学生によるサポート体制の構築 

９．VIRSMALL の機能強化 国内・海外インターンシップ拠点としての強化 

１０．コミュニケーション英語の全実施（年間１００授業程度）カリキュラムのレビューと継続 自立化の準備 

１１．学内事務のグローバル研修のレビューの実施  

1２．教員のグローバル英語教育研修のレビューの実施 
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（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型） 

  

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 

 本構想に限らず、大学のグローバル化は 重要項目である。終了後は、事業で構築したプログラムを 大限

に活用し運営していく。特に、アマヌエンシスは、機能改革を行った事務職員が該当し、教員と同様に重責を担

うものである。本事業で利用する設備であるアカデミック・リンク・センター、学生支援センター等の施設は、既に

整っており、本事業で新たに設備を構築するものはない。これらの既存の設備に対して人的リソースを投入し、シ

ステムを５年間で構築し、その後は粛々と改革を続けながら事業を展開する。 

 予算の多くを占める人件費は、５年間の間に常勤化等を検討しながら徐々に自立化に向けて展開する予定で

ある。定年等の自然減分をこれらの新たな教員および職員の採用に割り当てる。 

 

 ５年間の目標設定は決して簡単な数字ではない。しかし、即効性を求め、劇的な変革を実施し、その後にそれ

らを維持する。５年間に企業等と連携し、留学に関するファンドを設置することも検討している。また OB 会ネットワ

ークによる奨学金の設置も事業計画としては存在する。これら自助努力を５年間継続して実施し、さらには、積極

的な国際的キャンペーンで基金を設置し実施する。 

 

 以上のように、取り組むべき４つの大きな項目それぞれについては自立後も十分に実施可能であると考えてい

る。千葉大学独自でも実施可能なことから実行に移しており、その点では自立化後も無理なく事業を継続でき

る。したがって、構想の自立化についても既に十分な準備がなされており、５年後もスムースな継続が可能と考え

られる。 

 

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】 

 本事業では、平成２４年度から平成２６年度までに物品費の計上をしている。施設の準備は既に平成２３年度

に設置されたアカデミック・リンク・センターや平成２４年度中に竣工される学生総合支援センター（仮称）を利用

し、これらの一部を機能転換することで、本事業の施設として利用する。取組期間の前半部分に実施し、自立化

後は自己資金により改訂を実施する。 

 

【人件費・謝金】 

 実施期間中に採用を予定している、インストラクターとアマヌエンシスに係る人件費となる。インストラクターは、

終了後も各学部の経費を原資として運用する。アマヌエンシスは、５年間で年間２名を常勤化する計画でいる。

なお、仮想副専攻「国際日本学」については、計画終了後は普遍教育等の教育機能強化のための予算を申請

することを考えている。グローバル化による授業を学内の通常授業として展開する予定である。 

 

【旅費】 

 現在、協定校との戦略的な研究やプロジェクトには、大学の国際化の予算が充当されている。本事業期

間は、これらの予算は主に学生の留学費用の補助として使用する予定である。自立化後は、これを継続し、

学生旅費については、本予算を原資としてスムースに継続運営できるようにする。また、現地とのコミュニ

ケーションのためには、教員や職員が赴くことが必要であるが、自立化後は現在の国際化の予算と寄付等の基

金により実行する。 

 

【その他】 

 学生の留学奨学金のシステムは極めて大切なものである。これは、事業期間中も独自の資産として運営する

予定でいるが、事業終了後も積極的に展開していきたい。本構想段階では、グローバル・スチューデント・スカラ

ーシップ・プログラム（仮称）を予定しており、 終的には２０名規模で本学独自の奨学金を適用する。 

 



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

88,000 10,000 98,000
79,000 10,000 89,000
12,000 12,000 目標設定シート1 P6 12行目

8,000 8,000 様式4 P36 1行目

15,000 15,000 様式2 P29 9行目

9,000 10,000 19,000 様式1 P25 1行目

4,000 4,000 様式2 P29 9行目

5,000 5,000 様式2 P29 2行目

5,000 5,000 様式2 P29 2行目

5,000 5,000 様式2 P29 2行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

9,000 9,000
2,000 2,000 様式1 P22 4行目

3,000 3,000 様式1 P22 4行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

56,200 20,000 76,200
48,500 20,000 68,500
20,000 10,000 30,000 目標設定シート1 P6 13行目

24,000 10,000 34,000 目標設定シート1 P6 16行目

4,500 4,500 目標設定シート1 P5 5行目

7,700 7,700
600 600 様式3 P33 14行目

600 600 様式3 P33 5行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 2行目

500 500 様式6 P40 11行目

42,500 42,500
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 34行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 34行目

20,000 20,000 目標設定シート1 P6 34行目

4,000 4,000 様式3 P32 31行目

3,000 3,000 様式3 P33 5行目

500 500 目標設定シート1 P6 33行目

1,000 1,000 様式6 P40 11行目

73,300 73,300
20,000 20,000
10,000 10,000 目標設定シート1 P6 10行目

6,000 6,000 様式3 P33 14行目

3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

9,000 9,000
3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000 様式6 P40 下段1行目

800 800
300 300 様式6 P40 11行目

500 500 様式6 P40 11行目

900 900
500 500 様式6 P40 下段1行目

400 400 様式6 P40 下段1行目

3,000 3,000
1,500 1,500 様式6 P41 中段9行目

1,500 1,500 様式6 P41 中段10行目

39,600 39,600
14,000 14,000 目標設定シート1 P7 5行目

15,000 15,000 目標設定シート1 P7 5行目

5,000 5,000 様式3 P33 14行目

5,000 5,000 目標設定シート1 P6 34行目

600 600 様式1 P22 4行目

合計 260,000 30,000 290,000

（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

・コミュニケーション英語用マルチスタジオ機材

・評価会議　（会議室代等）

・国内郵送費

・TOEIC補助　2,000円×7,000名
・TOEFL補助　15,000円×1,000名

・教員用英語授業トレーニング　外部委託

・国際郵送費

・VIRSMALL光熱水料

・報告書作成　1,000部×@3,000円

・キャンペーン用印刷物 4,000×500円
・パンフレット作成 　４,000部×1,000円

③会議費

・ビデオ会議システム学内整備　４拠点×2,000

⑤光熱水料
・LARCADE光熱水料

⑥その他（諸経費）

・グローバル・リソーセス・プレゼン・スタジオ
・グローバル・リソーセス事務用パソコン設備
・LARCADE　マルチディスカッションボード

・LARCADE　アクティブラーニングスペース用設備

④通信運搬費

平成２４年度
・コピーリース　100×６ヶ月
・職員研修費用　1,000×５名
・教員研修費用　1,000×５名

・研修会等

②消耗品費

・一般事務ソフトウエア等

・外国教員招聘　500×６名
・留学フェア開催

・職員協定校IEC等の打合せ ＠300×10校×2名

・外国教員招聘　100×６名
・FD研修招聘教員　100×６名

・アマヌエンシス１０名 半期　2,000×10名

・インターンシップ企業等国内旅費

［その他］
・評価委員国内旅費 100×10名

②印刷製本費

・ウエブサイト構築

①外注費
・コミュニケーション英語　外部委託

・SA @1,000円×50時間×６ヶ月×20名

［旅費］

・インストラクター８名 半期　3,000×８名

・協定校職員研修 @4,000×５校×１名

・事務職員３名　経営・総務・経理　半期1,500×３名

・評価委員謝金　50×10名

・教員協定校IEC等の打合せ ＠400×10校×2名

①人件費

・スタジオ用プリンターインキ
・教材開発用文具

・VIRSMALL　サロン型ミーティングルーム
・VIRSMALL　デジタルサイネージボードシステム

・文具等

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

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

・ウエブサイト運営費用

②謝金

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】

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

・留学事務システム構築（特注）

［人件費・謝金］

・LARCADE　ネットワークシステム
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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

63,500 63,500
54,000 54,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 12行目

12,000 12,000 様式4 P36 1行目

5,000 5,000 様式2 P29 9行目

9,000 9,000 様式1 P25 1行目

12,000 12,000 様式2 P29 2行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

9,500 9,500
2,000 2,000 様式1 P22 4行目

3,000 3,000 様式1 P22 4行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

2,500 2,500 目標設定シート1 P6 13行目

76,700 30,000 106,700
69,000 30,000 99,000
30,000 10,000 40,000 目標設定シート1 P6 13行目

30,000 18,000 48,000 目標設定シート1 P6 16行目

9,000 2,000 11,000 目標設定シート1 P5 5行目

7,700 7,700
600 600 様式3 P33 14行目

600 600 様式3 P33 5行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 2行目

500 500 様式6 P40 11行目

44,000 44,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 34行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 34行目

20,000 20,000 目標設定シート1 P6 34行目

5,000 5,000 様式3 P32 31行目

3,000 3,000 様式3 P33 5行目

1,000 1,000 目標設定シート1 P6 33行目

1,000 1,000 様式6 P40 11行目

75,800 75,800
18,200 18,200
10,000 10,000 目標設定シート1 P6 10行目

6,000 6,000 様式3 P33 14行目

1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

1,200 1,200 様式6 P40 下段1行目

9,000 9,000
3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000 様式6 P40 下段1行目

4,800 4,800
4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

300 300 様式6 P40 11行目

500 500 様式6 P40 11行目

1,600 1,600
1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

600 600 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000
1,000 1,000 様式6 P41 下段10行目

1,000 1,000 様式6 P41 下段11行目

40,200 40,200
14,000 14,000 目標設定シート1 P7 5行目

15,000 15,000 目標設定シート1 P7 5行目

5,000 5,000 様式3 P33 14行目

5,000 5,000 目標設定シート1 P6 34行目

1,200 1,200 様式1 P22 4行目

合計 260,000 30,000 290,000

（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

・コミュニケーション英語用マルチスタジオ機材

①人件費

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・シンポジウム開催

・スタジオ用プリンターインキ
・教材開発用文具
・一般事務ソフトウエア等
・文具等
［人件費・謝金］

①設備備品費

・コピーリース　100×12ヶ月

・ビデオ会議システム学内整備　海外４拠点×3,000

・留学事務システム構築（特注）
・グローバル・リソーセス・プレゼン・スタジオ
・LARCADE　システムメインテナンス
・VIRSMALL　システムメインテナンス
②消耗品費

平成２５年度

・アマヌエンシス１０名　年間　4,000×10名
・インストラクター８名　年間　6,000×８名
・事務職員３名　経営・総務・経理　年間3,000×３名

②謝金
・FD研修招聘教員　100×６名
・外国教員招聘　100×６名
・SA @1,000円×50時間×６ヶ月×20名
・評価委員謝金　50×10名
［旅費］
・教員協定校IEC等の打合せ ＠400×10校×2名
・職員協定校IEC等の打合せ ＠300×10校×2名
・協定校職員研修 @4,000×５校×１名
・留学フェア開催
・外国教員招聘　500×６名
・インターンシップ企業等国内旅費
・評価委員国内旅費 100×10名

・LARCADE光熱水料

［その他］
①外注費
・コミュニケーション英語　外部委託
・教員用英語授業トレーニング　外部委託

・評価会議　（会議室代等）
・研修会等

・ウエブサイト更新
・ウエブサイト運営費用
②印刷製本費
・報告書作成　1,000部×@3,000円
・パンフレット作成 　４,000部×1,000円
・キャンペーン用印刷物　4,000×500円
③会議費

・職員研修費用　1,000×５名

④通信運搬費
・国内郵送費
・国際郵送費
⑤光熱水料

⑥その他（諸経費）
・TOEIC補助　2,000円×7,000名
・TOEFL補助　15,000円×1,000名
・教員研修費用　1,000×５名

・VIRSMALL光熱水料
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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

63,500 63,500
54,000 54,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 12行目

12,000 12,000 様式4 P36 1行目

5,000 5,000 様式2 P29 9行目

9,000 9,000 様式1 P25 1行目

12,000 12,000 様式2 P29 2行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

9,500 9,500
2,000 2,000 様式1 P22 4行目

3,000 3,000 様式1 P22 4行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

2,500 2,500 目標設定シート1 P6 13行目

76,700 30,000 106,700
69,000 30,000 99,000
30,000 10,000 40,000 目標設定シート1 P6 13行目

30,000 18,000 48,000 目標設定シート1 P6 16行目

9,000 2,000 11,000 目標設定シート1 P5 5行目

7,700 7,700
600 600 様式3 P33 14行目

600 600 様式3 P33 5行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 2行目

500 500 様式6 P40 11行目

44,000 44,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 34行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 34行目

20,000 20,000 目標設定シート1 P6 34行目

5,000 5,000 様式3 P32 31行目

3,000 3,000 様式3 P33 5行目

1,000 1,000 目標設定シート1 P6 33行目

1,000 1,000 様式6 P40 11行目

75,800 75,800
18,200 18,200
10,000 10,000 目標設定シート1 P6 10行目

6,000 6,000 様式3 P33 14行目

1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

1,200 1,200 様式6 P40 下段1行目

9,000 9,000
3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000 様式6 P40 下段1行目

4,800 4,800
4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

300 300 様式6 P40 11行目

500 500 様式6 P40 11行目

1,600 1,600
1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

600 600 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000
1,000 1,000 様式6 P42 上段10行目

1,000 1,000 様式6 P42 上段11行目

40,200 40,200
14,000 14,000 目標設定シート1 P7 5行目

15,000 15,000 目標設定シート1 P7 5行目

5,000 5,000 様式3 P33 14行目

5,000 5,000 目標設定シート1 P6 34行目

1,200 1,200 様式1 P22 4行目

合計 260,000 30,000 290,000

（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

・コミュニケーション英語用マルチスタジオ機材

・VIRSMALL光熱水料

・国内郵送費
・国際郵送費
⑤光熱水料
・LARCADE光熱水料

⑥その他（諸経費）

・TOEFL補助　15,000円×1,000名
・教員研修費用　1,000×５名
・職員研修費用　1,000×５名

平成２６年度

・コピーリース　100×12ヶ月

・TOEIC補助　2,000円×7,000名

・キャンペーン用印刷物　4,000×500円

・評価会議　（会議室代等）
・研修会等
④通信運搬費

・ウエブサイト更新

・報告書作成　1,000部×@3,000円

③会議費
・シンポジウム開催

・ウエブサイト運営費用
②印刷製本費

・パンフレット作成 　４,000部×1,000円

・インターンシップ企業等国内旅費
・評価委員国内旅費 100×10名
［その他］
①外注費
・コミュニケーション英語　外部委託
・教員用英語授業トレーニング　外部委託

・FD研修招聘教員　100×６名

・教員協定校IEC等の打合せ ＠400×10校×2名
・職員協定校IEC等の打合せ ＠300×10校×2名
・協定校職員研修 @4,000×５校×１名
・留学フェア開催
・外国教員招聘　500×６名

・外国教員招聘　100×６名
・SA @1,000円×50時間×６ヶ月×20名
・評価委員謝金　50×10名
［旅費］

①人件費
・アマヌエンシス１０名　年間　4,000×10名

②謝金

・インストラクター８名　年間　6,000×８名
・事務職員３名　経営・総務・経理　年間3,000×３名

・一般事務ソフトウエア等
・文具等

・教材開発用文具

［人件費・謝金］

・スタジオ用プリンターインキ

・LARCADE　システムメインテナンス
・VIRSMALL　システムメインテナンス

・グローバル・リソーセス・プレゼン・スタジオ

②消耗品費

①設備備品費

・ビデオ会議システム学内整備　海外４拠点×3,000

・留学事務システム構築（特注）

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
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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

63,500 63,500
54,000 54,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 12行目

12,000 12,000 様式4 P36 1行目

5,000 5,000 様式2 P29 9行目

9,000 9,000 様式1 P25 1行目

12,000 12,000 様式2 P29 2行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

9,500 9,500
2,000 2,000 様式1 P22 4行目

3,000 3,000 様式1 P22 4行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

2,500 2,500 目標設定シート1 P6 13行目

76,700 30,000 106,700
69,000 30,000 99,000
30,000 10,000 40,000 目標設定シート1 P6 13行目

30,000 18,000 48,000 目標設定シート1 P6 16行目

9,000 2,000 11,000 目標設定シート1 P5 5行目

7,700 7,700
600 600 様式3 P33 14行目

600 600 様式3 P33 5行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 2行目

500 500 様式6 P40 11行目

44,000 44,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 34行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 34行目

20,000 20,000 目標設定シート1 P6 34行目

5,000 5,000 様式3 P32 31行目

3,000 3,000 様式3 P33 5行目

1,000 1,000 目標設定シート1 P6 33行目

1,000 1,000 様式6 P40 11行目

75,800 75,800
18,200 18,200
10,000 10,000 目標設定シート1 P6 10行目

6,000 6,000 様式3 P33 14行目

1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

1,200 1,200 様式6 P40 下段1行目

9,000 9,000
3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000 様式6 P40 下段1行目

4,800 4,800
4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

300 300 様式6 P40 11行目

500 500 様式6 P40 11行目

1,600 1,600
1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

600 600 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000
1,000 1,000 様式6 P42 中段10行目

1,000 1,000 様式6 P42 中段11行目

40,200 40,200
14,000 14,000 目標設定シート1 P7 5行目

15,000 15,000 目標設定シート1 P7 5行目

5,000 5,000 様式3 P33 14行目

5,000 5,000 目標設定シート1 P6 34行目

1,200 1,200 様式1 P22 4行目

合計 260,000 30,000 290,000

（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

・コミュニケーション英語用マルチスタジオ機材

・評価会議　（会議室代等）

・ウエブサイト運営費用
②印刷製本費
・報告書作成　1,000部×@3,000円

・留学フェア開催
・外国教員招聘　500×６名

①外注費
・コミュニケーション英語　外部委託

［その他］

・職員研修費用　1,000×５名
・コピーリース　100×12ヶ月

・TOEFL補助　15,000円×1,000名
・教員研修費用　1,000×５名

平成２７年度

・研修会等

⑤光熱水料
・LARCADE光熱水料
・VIRSMALL光熱水料
⑥その他（諸経費）

④通信運搬費
・国内郵送費
・国際郵送費

・TOEIC補助　2,000円×7,000名

・職員協定校IEC等の打合せ ＠300×10校×2名
・協定校職員研修 @4,000×５校×１名

・インターンシップ企業等国内旅費

・教員用英語授業トレーニング　外部委託
・ウエブサイト更新

・パンフレット作成 　４,000部×1,000円
・キャンペーン用印刷物　4,000×500円
③会議費
・シンポジウム開催

・事務職員３名　経営・総務・経理　年間3,000×３名

［旅費］

・評価委員国内旅費 100×10名

・FD研修招聘教員　100×６名

・教員協定校IEC等の打合せ ＠400×10校×2名

・評価委員謝金　50×10名

・外国教員招聘　100×６名
・SA @1,000円×50時間×６ヶ月×20名

・グローバル・リソーセス・プレゼン・スタジオ

・スタジオ用プリンターインキ

②謝金

・教材開発用文具
・一般事務ソフトウエア等

・アマヌエンシス１０名　年間　4,000×10名

・文具等

・インストラクター８名　年間　6,000×８名

［人件費・謝金］
①人件費

［物品費］
①設備備品費

・ビデオ会議システム学内整備　海外４拠点×3,000

・留学事務システム構築（特注）

・VIRSMALL　システムメインテナンス
②消耗品費

・LARCADE　システムメインテナンス

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分
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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

63,500 63,500
54,000 54,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 12行目

12,000 12,000 様式4 P36 1行目

5,000 5,000 様式2 P29 9行目

9,000 9,000 様式1 P25 1行目

12,000 12,000 様式2 P29 2行目

8,000 8,000 様式2 P29 27行目

9,500 9,500
2,000 2,000 様式1 P22 4行目

3,000 3,000 様式1 P22 4行目

2,000 2,000 目標設定シート1 P6 13行目

2,500 2,500 目標設定シート1 P6 13行目

76,700 30,000 106,700
69,000 30,000 99,000
30,000 10,000 40,000 目標設定シート1 P6 13行目

30,000 18,000 48,000 目標設定シート1 P6 16行目

9,000 2,000 11,000 目標設定シート1 P5 5行目

7,700 7,700
600 600 様式3 P33 14行目

600 600 様式3 P33 5行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 2行目

500 500 様式6 P40 11行目

44,000 44,000
8,000 8,000 目標設定シート1 P6 34行目

6,000 6,000 目標設定シート1 P6 34行目

20,000 20,000 目標設定シート1 P6 34行目

5,000 5,000 様式3 P32 31行目

3,000 3,000 様式3 P33 5行目

1,000 1,000 目標設定シート1 P6 33行目

1,000 1,000 様式6 P40 11行目

75,800 75,800
18,200 18,200
10,000 10,000 目標設定シート1 P6 10行目

6,000 6,000 様式3 P33 14行目

1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

1,200 1,200 様式6 P40 下段1行目

9,000 9,000
3,000 3,000 様式6 P40 下段1行目

4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000 様式6 P40 下段1行目

4,800 4,800
4,000 4,000 様式6 P40 下段1行目

300 300 様式6 P40 11行目

500 500 様式6 P40 11行目

1,600 1,600
1,000 1,000 様式6 P40 下段1行目

600 600 様式6 P40 下段1行目

2,000 2,000
1,000 1,000 様式6 P42 下段10行目

1,000 1,000 様式6 P42 下段11行目

40,200 40,200
14,000 14,000 目標設定シート1 P7 5行目

15,000 15,000 目標設定シート1 P7 5行目

5,000 5,000 様式3 P33 14行目

5,000 5,000 目標設定シート1 P6 34行目

1,200 1,200 様式1 P22 4行目

合計 260,000 30,000 290,000

（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

・コミュニケーション英語用マルチスタジオ機材

・評価委員謝金　50×10名

・文具等
［人件費・謝金］
①人件費

・外国教員招聘　100×６名

・事務職員３名　経営・総務・経理　年間3,000×３名

②謝金

・アマヌエンシス１０名　年間　4,000×10名

・留学事務システム構築（特注）
・グローバル・リソーセス・プレゼン・スタジオ

②消耗品費

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

・VIRSMALL　システムメインテナンス
・LARCADE　システムメインテナンス

・ビデオ会議システム学内整備　海外４拠点×3,000

⑤光熱水料
・LARCADE光熱水料
・VIRSMALL光熱水料

・一般事務ソフトウエア等

・国際郵送費

・評価会議　（会議室代等）
・研修会等
④通信運搬費
・国内郵送費

・インストラクター８名　年間　6,000×８名

・職員協定校IEC等の打合せ ＠300×10校×2名
・協定校職員研修 @4,000×５校×１名

・インターンシップ企業等国内旅費

・留学フェア開催
・外国教員招聘　500×６名

・コピーリース　100×12ヶ月

・報告書作成　1,000部×@3,000円
・パンフレット作成 　４,000部×1,000円
・キャンペーン用印刷物　4,000×500円

・教員研修費用　1,000×５名
・職員研修費用　1,000×５名

・TOEIC補助　2,000円×7,000名
・TOEFL補助　15,000円×1,000名

⑥その他（諸経費）

平成２８年度

・シンポジウム開催

［その他］
①外注費
・コミュニケーション英語　外部委託
・教員用英語授業トレーニング　外部委託
・ウエブサイト更新

③会議費

・ウエブサイト運営費用
②印刷製本費

・教員協定校IEC等の打合せ ＠400×10校×2名

・評価委員国内旅費 100×10名

［旅費］

・SA @1,000円×50時間×６ヶ月×20名

・FD研修招聘教員　100×６名

・スタジオ用プリンターインキ
・教材開発用文具

48



様式８

（大学名：千葉大学）（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。

【博士課程教育リーディングプログラム（Ｈ２４申請）】
○「公共学グローカルリーダー育成プログラム」
　人口減少・環境制約・エネルギー基盤の見直しに直面する中で、多様な文化や価値観の存在を
認めつつ、長期的かつ鳥瞰的な観点から社会を構想し行動できるグローバルリーダーを育成す
る。
○「免疫システム調節治療学推進リーダー養成プログラム」
　免疫関連疾患の病因や治療法、治療技術を深く理解し、医学と薬学の幅広い知識と見識を習得
し、トランスレーショナルリサーチや臨床研究を統括指導する能力を有するグローバルリーダー
を育成する。
○「先進科学分子計測リーディング大学院プログラム」
　21世紀のものづくりナノテクノロジーである分子計測を基盤に、独創的な研究による科学の新
分野を切り拓く潜在能力を持ち、横断的・学際的な課題に対して自分なりの論理的な最善解を導
き出せる精神力を持つ人材を育成する。
○「災害看護グローバルリーダー養成プログラム」（主幹高知県立大学、本学は連携校）
　災害看護に関する多くの課題に的確に対応し、解決できる高度な実践能力かつ研究能力を兼ね
備え、国際的・学際的指導力を発揮するグローバルリーダーを看護系５大学院が共同して育成す
る。

【グローバルＣＯＥ（Ｈ２０～Ｈ２４）】
○「免疫システム統御治療学の国際教育研究拠点」
　世界でも例をみない免疫システム統御による治療学の卓越した国際教育研究拠点を形成し、難
治免疫関連疾患（アレルギー、癌、血管炎、動脈硬化など）を対象にした治療学の教育研究を推
進する。
○「有機エレクトロニクス高度化スクール」
　世界のトップグループを形成してきた有機半導体物性、有機デバイス研究をコアとして、物
性・量子化学理論、ナノ構造物性、スピン関連物性、物性化学分野等、関連する専門分野の教員
を有機的かつ集中的に結集し、進化する有機エレクトロニクスの基幹学理の探究と応用展開およ
び応用面で見いだされる物性ミステリーの解明に関わる研究をベースに教育研究の展開を図る。
【大学の世界展開力強化事業（Ｈ２３～Ｈ２７）】
○「大陸間デザイン教育プログラム」
　本事業は、米国＋欧州＋日本の３つの全く異なるデザイン教育プログラムを有する大学が協働
し、世界に通用するグローバルなデザイナーを育成するものである。未来の日本を担う創造型産
業、特にサービスやコンテンツのデザイン領域において将来活躍が期待できる人材を世界中から
リクルートし、我が国の将来の産業を創成することが可能な人材を育成する。
【大学の世界展開力強化事業（Ｈ２４申請）】
○「ツイン型学生派遣プログラム（ツインクル）」
　千葉大学において教育学研究科院生・学部生と工学、園芸学研究科などの院生の２者が協働
し、本学が世界に誇る先端研究を小・中・高等学校において展開可能な授業へと開発する。さら
に、千葉大学・ASEAN拠点大学コンソーシアムと連携する現地の学校で授業を実施し、ASEANの日
本ファンを育成するとともに大学院生がグローバル人材としての能力を獲得するものである。
○「グローバル時代における看護変革リーダー育成のアジア協働拠点形成」
　ASEAN諸国のインドネシアと、韓国、中国と日本の大学がコンソーシアムを構成し協働して看
護変革リーダー育成のアジア拠点を形成することにより、看護学教育の高等教育化を推進し、ま
た看護師として自律・自立して働くことができるシステム構築を担える看護変革リーダーを育成
する。
【大学の世界展開力強化事業（日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業）】
○「植物環境デザイニングプログラム」（Ｈ２２～Ｈ２６）
　多面的な都市環境において「植物による環境への貢献」を促すことができる技術に関する国際
的な人材「環境園芸デザインプロフェッショナル」の育成を目的としている。応用研究をマネー
ジできる未来のリーダーの育成を本学と日本企業、中韓の大学コンソーシアムとの連携で推進す
る。
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（大学名：千葉大学）（申請区分：全学推進型）

【専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業（Ｈ２４申請）】
〇「チーム医療を基盤とした在宅専門薬剤師養成」
本事業では，在宅療養に必要な看護・介護に関する知識・技能の習得,在宅で必要とされる輸液
療法,バイタルサイン測定の他,在宅患者の関心が高い漢方薬物治療や漢方サプリメントの正しい
知識・技能を習得した薬剤師を育成する。

【基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成（Ｈ２４申請）】
〇「若手基礎研究医指導による研究医の養成」
　本事業では、基礎研究医に至る入口及びキャリアパスを明確にするため、ＳｃｈＰアプライド
及びＳｃｈＰアドバンストにおいて、基礎研究医志望医学生の研究指導を６年一貫教育により行
う。また、先端研究リサーチフェロー制度を新たに設置し、基礎研究を担う若手基礎研究医（Ｒ
Ｆ）を雇用する。ＲＦがリサーチメンターとして、大学院生等を研究指導する体制を構築する。
〇「多様な評価法による診療参加型実習の実質化」
　平成20年に導入したアウトカム基盤型教育（Outcome-based　Education：OBE）に基づき、確
実に卒業コンピテンシー（卒業時に実践できる能力）を達成できる診療参加型臨床実習（クリニ
カル・クラークシップ：CC）を実施する。
〇「国際標準に対応した医学教育認証制度の確立」（主幹東京医科歯科大学、本学は連携校）
　現在国際的に認知されていない日本の医学教育を、国際基準に基づいて評価し、国際的に認証
される制度を構築して医学教育の質を国際的に保証する。そのために、国際基準に準じた日本基
準を策定し、基準に沿って医科大学・医学部の外部評価を参加大学間で試行し、国内認証評価団
体と協同して認証評価制度を構築し、最終的に国際的に認知される認証評価制度を確立する。
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（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】 

 本事業は、全学における留学に関するプログラムを包含しながら推進する。そのため、現在「大学の世界展開

力強化事業【ASEAN諸国等との大学間交流形成支援】」で申請している『ツイン型学生派遣プログラム(ツインク

ル)（Twin College Envoys Program (TWINCLE)）』(教育学研究科・教育学部)における派遣も、本事業で提供する

プログラムと協同で推進する。 

 この、ツイン型学生派遣プログラム(ツインクル)は、構想名のとおり、千葉大学の教育学研究科・教育学部の学

生と他学部・他研究科の学生の２人（ツイン）が一緒にアセアンの小・中・高等学校に赴き、単に日本の紹介をす

るのではなく、大学で行われている日本の科学技術の先端研究をわかりやすい授業として供給するものである。

具体的には、教育学研究科の生物を専攻している学生と園芸学研究科の蔬菜で植物工場を研究している学生

が一緒に、インドネシア大学の関連の小学校に赴き、理科の「植物の発達の仕組み」を、植物工場という最先端

技術でも原理は同じであることと、安全な植物の供給が可能なことを教える、を構想している。本構想では、２週

間、１〜２ヶ月、半年間以上の３つのプログラムを用意し、プログラムを通して、教育学研究科の学生はインドネシ

ア大学や関連小学校とグローバルなカリキュラム開発という研究を行い、園芸学研究科の学生は研究フィールド

としてのインドネシア大学に滞在し熱帯における植物工場の研究を行うことができる。このように、３つのことを同

時に行えるプログラムであるとともに、日本の文化だけではなく、先端技術を教育することで、日本ファンをつくり

将来の留学生候補を育成することも可能である。 

 育成する人財像としては、教育学研究科の学生は、グローバルな視野を持った教育者としての素養を身に付け

ることを目指し、その結果とし

て、帰国後は教員となり、勤

務校においてグローバル人

財育成促進を行うリーダーと

しての役割を担う。研究者と

なった場合には、教育研究

における国際交流の担い手

となることが考えられる。他の

研究科の学生は、多くが企

業に就職し実践的な実務人

財となり、ASEANを含むグロ

ーバルな拠点において日本

の産業の発展に寄与するた

めの基盤を構築することが可

能である。もちろん、研究者

として今後発展するであろう

ASEANと強力なネットワーク

を有した先導的な人財である

とともに、教育に関する広範

な視点を持つ人財として育

成する。              図１０ SENDプログラム  ツイン型学生派遣プログラム(ツインクル) 

（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 40 人 80 人 80 人 80 人 80 人

学生の受入 5 人 16 人 16 人 16 人 16 人 
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