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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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≫ 

本学は 1885（明治 18）年に英吉利法律学校として設立されて以来、「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学

の精神とユニバーシティ・メッセージ「行動する知性。-Knowledge into Action-」のもと、(1)「實地應

用ノ素ヲ養フ」ための基礎・基本を重視した教育、(2)社会の課題を自らのものとして捉えるための問題発

見・解決力を涵養する応用教育、(3)幅広い教養と異文化に対する理解力・コミュニケーション能力を基礎

とする感性と人間力の養成、の３つを中心に実地応用を行うに足る能力と素養を涵養し、もって社会に貢

献することを教育理念としている。このように、本学の伝統は「実学教育」にあるが、それは表層的な知

識や技能の修得ではなく、知識・技能を基に知性を磨き、それを社会のために発揮する力の「素」の修得

を目的とする。本学は、すべての学生に対して、建学の精神を基底とする「実学」の伝統を基礎とする環

境の中で、生きた知識を吸収し、切磋琢磨しあうことによって、グローバル社会における「行動する知性」

を修得する「實地應用ノ素ヲ養フ」ための実学教育の場を形成することを高度に志向している。 

そこで、本学は、平成 24 年５月に学部長・研究科長会議において「中長期教学基本構想 2012」を策定

し、そこにおける７つのビジョンの一つとして「『實地應用ノ素』を修得したグローバル人材の育成～グロ

ーバルキャンパスと世界に存在感のある大学の実現～」を掲げたところである。同ビジョンでは、とりわ

け、グローバル化推進のための体制整備と教育基盤の確立、キャンパスのグローバル化、国際的な教育研

究プロジェクト実施のための海外ネットワークの確立、卒業生が国際舞台で活躍するための支援基盤整備

等の細目を定めており、これをもとにグローバル人材の育成を全学的に推進することとしている。 

≪構想の目的≫ 

知識基盤社会の到来とグローバル化の急速な進展に伴って、多様で複雑化した地球規模での問題が顕在

化しており、現代社会は、社会情勢、産業構造及びビジネス環境をはじめとする様々な分野において、ま

すます予測困難な状況に直面している。このような状況の下において、高等教育機関は、地球規模での諸

課題に的確に対応できるグローバル人材を養成することが強く求められている。 

とりわけ、今日の日本社会においては、グローバル人材が求められる場面・局面が極めて多様化してお

り、こうした多様性に応えるグローバル人材を輩出することが、６学部・７大学院・３専門職大学院・９

研究所を有する総合大学たる本学の社会的使命である。そこで本構想においては、キャンパスのグローバ

ル化をはじめとして教育環境を整備するとともに、新たな方法論に基づく留学プログラムや専門教育科目

の開発を含む教育内容の充実を通じて、こうした多様なグローバル人材を育成することを目的とする。 

ところで、本構想では、養成すべきグローバル人材像として３つの類型を設定しているが、これは上述

した、今日求められるグローバル人材の多様性に対する本学の取組を示すものである。もとより、どのよ

うな場面・局面であっても、異文化理解を基底とするコミュニケーション能力はグローバル人材に必須の

ものであるが、たとえば、海外で活動するＮＧＯのスタッフには当該地域の宗教・文化・慣習等について

の深い教養と高度な全人格的調整能力が必要となるのに対して、国際取引を中心とする企業のビジネスパ

ーソンには、会計や法律といった特定の分野における専門的知見が強く求められることとなる。 

そこで本学は、本構想の下で養成するグローバル人材像として、グローバル社会の政策立案を担う「グ

ローバル・リーダー」、高い専門性をもって政策を精緻化する「グローバル・スペシャリスト」、幅広い教

養とコミュニケーション能力で政策実施を担う「グローバル・ジェネラリスト」の３つを設定し、本学の

全ての学生が主体的にグローバル化に取り組むことができる環境を整備する。とりわけ、これまで本学が

培ってきた「実学」教育の伝統と成果を生かし、今後のグローバル化社会で重要性が増す「グローバル・

スペシャリスト」の育成に先駆けて取り組む。 

なお、本構想が志向する３つのグローバル人材の育成には、学内組織体制の整備や学修機会の質的・量

的拡大のみならず、人材像に即したカリキュラムの開発が不可欠である。本構想においては、学際的・国

際的カリキュラムの開発、改良を行うのみならず、当該取組期間中に、それらのカリキュラムを統合・発

展させた形での新学部設置を検討し、本取組で得た知見と成果をもって、我が国の高等教育のグローバル

化に資するよう努めるものである。 
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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≫ 

本学では、①で述べた教育理念の下、これを具体化した人材育成の目的を「知識や技能を表層的に使いこ

なしている人材ではなく、社会の課題を見出し、それに応え、新たな社会価値を創出しうる実力をもった人

材」「社会の様々な分野で中核となって活躍する、広い教養と高い知性を兼ね備えた専門的職業人」の養成

とし、実学を一つの伝統として、その教育内容や手法さらには教育環境を発展させてきた。 

もとより、「実学」は、社会のニーズに対応するものであるが、今日のグローバル化が進展する社会にお

いては、日本におけるこれまでの「分野別縦割教育」のあり方自体が問題となる。すなわち、学問・技術を

着実に高度化させる一方で、各専門領域を融合させて学際的分野を創出することが、今日における「実学教

育」の基礎であり、本学の研究教育はそれを実践してきたところに特色がある。 

すなわち、本学は、その教育内容・手法に関して、各学部ごとの体系的専門的教育カリキュラムの恒常的

な見直しを基礎として、多くのプログラムを開発・改良し続けている。その代表的なものとしては、学際的

かつ問題発見・解決型の学部横断型教育（例：「Faculty Linkage Program(FLP)」制度）、本学の持つ国際的

ネットワークや多層的人脈を生かしたフィールドワークやインターンシップ等の実践教育、専門知識を正確

に伝える語学力を涵養する実践的コミュニケーション教育、入学時から卒業時までの一貫したキャリア形成

支援プログラム等が挙げられる。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

【３つのグローバル人材像】 

本学が育成しようとする「現代社会で活躍するための『實地應用ノ素』を修得したグローバル人材」は、

各学部・研究科の課程における学修による深い専門知識に加えて、国際社会でその知識を活用するための日

本語および外国語によるコミュニケーション能力を修得し、幅広い教養に支えられた自文化・異文化の理解

に基づくアイデンティティを持つ人物である。特に、グローバル環境の中で自己を相対化する能力を身につ

け、周りの人間や環境を大切にしつつ、自らの価値を十分に自覚し、主体的・積極的に責任感・使命感を持

って現代的課題に取り組む人物を育成する。より具体的には、次頁【構想の概念図】に記載の教育環境を整

備し、総合大学の利点を活かして、次の３タイプのグローバル人材を育成するが、この構想の特徴は、「グ

ローバル・ジェネラリスト」を基底となる人材像（全学生がまず目指すべき人材像）として位置付け、その

上で「グローバル・リーダー」と「グローバル・スペシャリスト」という人材像を措定することにある。 

【グローバル・ジェネラリスト（ＧＧ）】 

 ＧＧは、本学が養成しようとするグローバル人材像の基底を構成する。すなわち、本学での学修によって、

各自のキャリア展開に応じてグローバル対応力を発展させることのできる基礎的能力、すなわち、共通語と

しての英語による基礎的コミュニケーション力、自文化への体系的理解、文化的差異への理解力及び対応力

を身につけた人材である。本学は、(1)各学部でのリベラルアーツ教育及び専門教育、(2)Global C-compass

（p.7 目標設定シート１③、p.13 同シート２④参照）を活用した在学期間を通じての自己評価、(3)多様な

文化的背景を持つ学生が形成するインターナショナル・ビレッジでの体験、(4)各種の国際的イベント、を

主要な手段として、この人材を育成する。 

【グローバル・リーダー（ＧＬ）】 

 ＧＬは、本学での学修によって、異文化・多文化理解力と高度な外国語コミュニケーション能力を身につ

け、グローバル化社会における政策立案に参与する人材像である。本学は、上記(1)～(4)に加えて、(5)英

語によるイマージョン型教育、(6)多言語教育、(7)学部段階における中・長期留学、(8)FLP教育、を主要な

手段として、この人材を育成する。なお、総合政策学部及び文学部の各語圏文化専攻は、その専門教育の目

標自体がこの人材像育成と親和性が高いものであり、それぞれ特徴ある取組でＧＬ養成を推進する。 

【グローバル・スペシャリスト（ＧＳ）】 

 ＧＳは、本学の伝統である実学教育を通じて、主専攻分野における専門的知識・技能を修得した上で、こ

れらをグローバル社会で発揮するために、当該専門領域での外国語コミュニケーション能力（たとえば、「法

律英語」力、「国際ビジネス英語」力等）を修得し、グローバル社会における政策を精緻化することを担う

人材像である。本学では、上記(1)～(4)に加えて、(9)日本語（母語）による専門教育を前提とする外国語

による専門教育、(10)専門科目を学ぶ短・中期留学、(11)海外調査、(12)フィールドワーク、(13)協定校と

の合同授業、(14)国際インターンシップ、(15)国際会議派遣、(16)大学院進学、を主要な手段として、この

人材を養成する。 
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◎海外留学・異文化体験の機会拡大 

 留学・海外調査支援プロジェクト 

○外国語・教養・異文化理解の学修を主眼と

した留学の推進 

○フィールドワーク等の実施を主眼とした短

期留学・海外調査支援 など 

   海外協定校との共同教育プログラムの開発・

推進プロジェクト 

○遠隔授業の実施 

○共通カリキュラム・成績評価の実施 など 

   国際学術団体等との連携推進プロジェクト 

○OECD、国連、EUとの連携 

○DAAD、フランコフォニー大学機構等との連

携教育 など 

   海外ネットワーク構築推進プロジェクト 

○留学生会との交流、中国、タイ、インドネ

シア等各国の白門会との交流促進 

○国際共同研究ネットワークの強化 など 

◎グローバル人材の指標開発 

 Global C-compass開発運営プロジェクト 

『知性×行動特性』学修プログラムの拡充に

よる人材指標開発・ポートフォリオの作成 

◎実践的な外国語教育の充実 

 外国語力強化プロジェクト 

○海外留学のための外国語教育の実施 

○専門知識をグローバルに活かすための外国

語教育カリキュラム・評価尺度の開発 など 

◎専門教育を生かした研究力・就業力アップ 

 研究発信推進プロジェクト 

○海外の学会・会議等への参加・発表 

○国内での国際シンポの企画・開催 など 

   グローバルキャリア・サポートプロジェクト 

○国内・海外インターンシップの機会拡大 

◎キャンパスの国際化推進 

 キャンパス国際化推進プロジェクト 

○キャンパス・イベントを通じた日本人学生

と留学生との交流機会の促進 

○インターナショナル・ウィーク等の国際的

な行事の開催 など 
 

 
 

 

★教職員の質の向上、インフラ整備 

 ＦＤ・ＳＤ推進プロジェクト 

○全学および各学部のＦＤ活動 

○外部機関を活用した教職員研修の実施など 

   キャンパス環境（インフラ）整備 
○ワンストップ・サービスの体制強化 

○国際寮の設置・充実 など 

 

建学の精神 “實地應用ノ素ヲ養フ” 
理念・目的、教育目標を具現化した実学重視の学士課程教育 

図 1：中央大学グローバル人材育成 
推進事業の構想概念図 

高度な外国語運用の力・深い

教養に支えられた専門知

識・技能修得を保障する教育 

 

 

幅広い教養と高度な語学力

を修得し、中長期留学などを

通してグローバル化対応能

力を身につけ、さらにその知

識を活かした専門性を身に

つける。 

専門性をグローバルに発揮できる力の 

獲得を保障する教育 

 

 

学士課程で主専攻分野の探求を深め専門

科目の内容を十分に学修したうえで、留

学、海外調査、海外インターンシップ、

国際会議等に参加することによって、専

門領域の知識を現実社会に適用した経験

を得、その経験を通して専門知識をグロ

ーバルに発揮する技術を身につける。 

異文化に対する興味を持ち、専門的な知

識を身につけることを保障する教育 

 

本学各学部のカリキュラムに沿った学修

を通じて、グローバル化への基礎的な対

応能力（「Chuo Common Cores」）を身につ

け、グローバル化されたキャンパスで異

文化を実体験しつつ、各学部で行われる

専門科目を学修する。 

実学の知識

とコミュニ

ケーション

技術を持つ

グ ロ ー バ

ル・ジェネ

ラリスト 

知識・技能

を国際社会

に応用する

力を持つ、

高いレベル

の「實地應

用」の実践

者としての

グ ロ ー バ

ル・スペシ

ャリスト 

自文化・異

文化を深く

理解し、教

養・専門知

識・高い外

国語コミュ

ニケーショ

ン技術を備

え、政策立

案を行うグ

ローバル・

リーダー 
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③  設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

本事業により本学が育成しようとするグローバル人材は、前頁②に示した通り、(1)「グローバル・ジェ

ネラリスト」、(2)「グローバル・リーダー」、(3)「グローバル・スペシャリスト」の３つのタイプに区分

されることから、それぞれに応じて、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力を以下に示す。 

 

１．グローバル・ジェネラリスト（ＧＧ） 

ＧＧに求められる能力は、グローバル社会の中でのビジネス実務を着実に遂行することができる素養で

ある。尐子高齢化が進行する日本社会においては、今後必然的にグローバル化が加速するが、そこでは人・

物・財・情報の国境を越えた移動がごく日常的に生じることとなる。そこで本学では、全ての卒業生・修

了生について、どのようなビジネスに関わるにせよ必要とされる「グローバル化への基礎的対応能力」を

修得させるものとする。たとえば、本学学部卒業後、外国人労働者が多数勤務する工場の品質管理部門で、

従業員の背景文化の違いから生じるトラブルを防ぎ、従業員の相互理解を促し、そのモチベーションを高

め、生産性と品質の向上に資する能力が、ＧＧに求められるものである。 

具体的な能力としては、次のものがある。 

(1) ビジネス現場における英語コミュニケーション能力 

(2) 自文化への体系的理解力 

(3) 文化的差異への理解力及び対応力 

(4) 前提としてのいわゆる社会人基礎力 

そこで本学では、まず、(1)～(4)全体に係るものとして、学部等を超えて全学部学生が共通して身につ

けるべき基本知識・思考様式・表現力について、「Chuo Common Cores」という基準を設定し、学生に修得

を求めるものとする。その上で、各学部の特性を活かした教養・外国語・専門科目の学修に加え、全学共

通の短期留学プログラム（米英仏独のプログラムあり。今後拡大予定）や映像言語メディアラボによる特

設外国語講座による外国語力・異文化理解力の修得のほか、特に本事業において、(a)グローバル社会にお

ける社会人としての基礎的能力養成システム、(b)インターンシップによる実地教育、(c)キャンパスでの

国際イベントを実施し、上記(2)～(4)を強化する。 

(a)に関しては、ＧＧ人材養成にとってまず必要な、学生自身が現に有する能力を的確に認識し、どのよ

うな能力を伸長させるべきかを把握し、いわゆる社会人基礎力涵養の出発点となるシステムを整備する。

本学は、これまで、理工学専門教育の分野における「段階別コンピテンシー育成教育システム」（平成 21

年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」採択）と、キャリア形成一般に資する「『知性×行動特性』

による就業力育成教育」（平成 22年度文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」採択）を推進しており、

その重要なツールとして、「コンピテンシー自己評価システム『C-compass』」を開発・運用中である。

C-compassは、学生全員が在学期間を通じて、自らの行動特性を評価し（６分野 28項目レベル 0から 4の

5段階）、そこから不足する能力涵養に資する講義等の本学が有するリソースの提示を受け、学修に反映す

ることを支援するコンピュータ・システムである。さらに、平成 24年度には C-Searchとして、コンピテ

ンシー伸長対策（どの授業を履修するかなど）も検索可能なシステムを開発した。グローバル人材育成の

ための指標としては、従来、主として点数表示された外国語能力が用いられているが、本事業では、これ

に加えて、試験等によって評価しづらい対人コミュニケーション能力等についても、自己評価と客観的事

実の両面で在学期間を通じて記録し、学生が常に自己参照と再評価を繰り返し、その能力伸長に資するよ

う拡張し、Global C-compassとする。本取組では、ＧＧ人材に求められる Global C-compass上の自己評

価値を設定して具体的な目標とするが、より精度の高いものとするため、現状では特定値をあえて宣言せ

ず、平成 24年度中に設定のための研究プロジェクトを開始する。 

２．グローバル・リーダー（ＧＬ） 

ＧＬは、異文化・多文化理解力と高度な外国語コミュニケーション能力を身につけ、グローバル化社会

における政策を立案・実施する人材像である。たとえば、本学学部卒業後に大学院修士課程を経て、国際

公務員となり、30～40歳代で、開発途上国において、地域コミュニティ・企業・行政等と緊密な連携の下

に、小学校を建設し、かつ安定的にコミュニティが小学校を運営するための基盤整備を行う国際的支援プ

ロジェクトのチームリーダーとなるような人材がこれにあたる。 

ＧＬが修得すべき具体的能力としては、次のものがある。 

(1) 高度な英語又は他の外国語によるビジネス・コミュニケーション能力 
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(2) 異文化（キリスト教文化、イスラム文化、東アジア的儒教文化など）に対する理解能力 

(3) 尐なくとも１つの外国地域について文化・社会・経済・政治システムを鳥瞰できる能力 

(4) 異文化環境の中での生活に対応する能力 

(5) 複眼的思考で現実的問題に対処する能力 

そこで本学では、ＧＧ養成のための方策に加え、英語によるイマージョン型教育、中・長期留学、FLP

教育を主要な手段として、この人材を育成する。 

本学は、平成 24年度現在、協定校に１年間送り出す交換留学生を 131名募集している一方、利用者は

69人に留まっており、本事業によって留学支援英語プログラムを整備し、交換留学による留学人数を募集

枠上限まで増加する。また留学に係る単位数上限を現在の 30単位から 60単位に増やすと同時に、海外留

学奨学金を充実させ１年超の留学を推奨する。これにより TOEFL iBT で 100点に達する人数を平成 28年

度には 75人とする。このような方策によって修得される水準の外国語力が、ＧＬに必要な能力である

（(1)(3)(4)関係）。 

また、本学のカリキュラムのうち、FLPは学部横断・課題解決型教育プログラムとして設定され、現在、

５つのプログラムで計約 700人が学んでいるが、そのうち特に「国際協力」は「グローバル・リーダー」

の養成に適したプログラムとなっている。本事業においては、同プログラムの一層の充実に加え、「紛争解

決」「平和構築」「安全保障」「人権保障」などグローバルかつ学際的な新テーマを取り上げ、英語による討

論を中心とした課題発見・解決型演習と留学を組み合わせたプログラムを展開し、グローバル・リーダー

を養成する（(2)(5)関係）。なお、現在、実際に国連などの国際機関・学術機関等で働く「グローバル・リ

ーダー」になるには、大学院の学位がその採用条件となっていることから、海外の大学院（特に欧米の大

学院）を志向する学生を支援し、平成 30年度には海外の大学院に入学する学生（大学院卒を含む）を 30

人輩出する（(1)～(5)関係）。 

またＧＬ人材に求められる Global C-compassの自己評価値は、ＧＧよりも高いものとなるが、これにつ

いても研究プロジェクトの成果により設定する。 

３．グローバル・スペシャリスト（ＧＳ） 

ＧＳは、本学の伝統である実学教育を通じて、主専攻分野における専門的知識・技能を修得した上で、

これらをグローバル社会で発揮するために、当該専門領域での外国語コミュニケーション能力（たとえば、

「法律英語」力、「国際ビジネス英語」力等）を修得し、グローバル社会における政策の精緻化を担う新た

なソーシャル・エンジニアたる人材像である。たとえば、グローバル化の進展により、日本法を準拠法と

する英文契約書の必要が高まっているが、英語は日本法ではなくコモン・ローと結びついた言語であり、

両法システムに対する体系的理解なしには、この契約書を作成することはできない。ＧＳは、こうしたこ

とに対応できる人材である。 

ＧＳが修得すべき具体的能力としては、次のものがある。 

(1) 法・経・商・理工・文・政策科学等の主専攻分野における専門的知識の活用力 

(2) 主専攻分野についての専門的知見を英語又は他の外国語で議論できる能力 

(3) 専門的知識を社会システム全体の中で位置付けることができる教養力 

従来の大学教育においては、上記のうち(2)を修得させることに困難があったが、本学は、本事業におい

て、その実学教育の伝統の上に、新たな教育カリキュラム及び教材等を開発し、この能力を修得させる。 

たとえば、法学部では、香港大学からの留学生と共に英語で学ぶ法律専門科目を平成 25年度から開設す

る。また海外短期集中プログラム（法律分野）を協定校と協力して設定する。また、経済・商・理工学の

分野でのＧＳは、まず日本語で専門知識を学修し、次にそれぞれの専門分野に合った形（例えば双方向遠

隔授業やフィールドワークなど。詳しくは様式１、２参照）で、グローバル人材として必要な知識・意識・

技術を身につける。特に上級年次の学生に対しては、専門領域に特化した短期集中プログラム（協定校と

の連携科目を含む。）を整備する。文学部では、特にＳＥＮＤの考え方に則って新たな日本語教育プログラ

ム（様式１、２参照）を開設し、13ある専攻における専門的知識と同時に、現代日本語・日本文化紹介技

術をもつＧＳを育成する（(1)(2)関係）。 

なお、ＧＳには高度な専門性が必要であることから、この人材の多くには大学院進学が期待されている。

そこで、協定校大学院への留学に加え、大学院への進学を支援するプログラムを用意し、上記(1)～(3)の

能力涵養に資するものとする。 
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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  

  351 人 458 人 571 人 662 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  182 人 229 人 304 人 341 人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

184 人 226 人 279 人 345 人 701 人 903 人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 6259 人 5900 人 5690 人 5893 人 6055 人 5841 人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   8.1％ 9.7％ 16.6％ 21.3％ 

法
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 730 90 人（ 70 ） 100 人（70 ） 120 人（90 ） 130 人（90） 

海外留学経験者数 46 人 50 人 50 人 52 人 142 人 176 人 

 

３ カ 月 未 満 37 人 40 人 40 人 40 人 125 人 155 人 

３カ月～１年 9 人 9 人 10 人 12 人 1４人 1６人 

１ 年 超 0 人 1 人 0 人 0 人 ３人 ５人 

卒業［予定］者数 １４６０人 １５５６人 １４１０人 １４５８人 １５５１人 １３８６人 

目標設定の考え方 

長期留学を毎年 2 名ずつ増やすことを目標とする。TOEIC については学部として受験を推奨し、より多くのス

コアを収集する。なお TOEIC７3０に対応する TOEFL、英検、独検、仏検等の能力達成者も含むことにする。

現在の海外研修制度を単位授与が可能な形に整備し、平成 2５年度の 2 年生から適用する。4 年生向け短期留学

を平成 27 年度までに整備し、28 年度から実施する。 

経
済
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 700 ２０人（１８） ３０人（２４） ４０人（３０） ５０人（３６ ） 

海外留学経験者数 １７人 ３１人 ３８人 ５０人 13５人 17９人 

 

３ カ 月 未 満 １３人 ２３人 ３０人 ４０人 12０人 16０人 

３カ月～１年 ４人 ８人 ８人 １０人 １2 人 １４人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 3 人 5 人 

卒業［予定］者数 １１２４人 １０９５人 １０７０人 １０４８人 １１３１人 １１０１人 

目標設定の考え方 

外国語力の達成者を平成 25 年度２０人から毎年度１０人程度増加させる。なお TOEIC７００に対応する

TOEFL、英検、独検、仏検等の能力達成者も含むことにする。3 か月未満の留学経験者についてはグローバルプ

ログラムを設置し毎年 10 名ずつの増加を達成するほか、現在のゼミによる海外引率を単位認定を伴う独立科目

として整備し、平成 2６年度の３年生から適用する。学部上級生向け短期留学（経済学分野）を平成 27 年度ま

でに整備し、28 年度から実施する。 

商
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 700 ８８人（５０） １００人（５０） １１３人（５３） １２５人（５０） 

海外留学経験者数 ３４人 ２９人 ４０人 ５０人 1６6 人 185 人 

 

３ カ 月 未 満 ２１人 ２１人 ２５人 ３０人 1３8 人 1４5 人 

３カ月～１年 １３人 ８人 １５人 ２０人 25 人 ３５人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 3 人 5 人 

卒業［予定］者数 １２６１人 １２３０人 １２００人 １１７０人 １２００人 １２００人 

目標設定の考え方 

平成 25 年度の TOEIC クラス増設及び留学プログラムの導入を前提に、平成 28 年度 10%達成に向けての漸次

的な目標値を設定した。外国語力スタンダードについても、同様に 10%を目標としている。また、3 か月未満

の留学経験者数に関しては、現在のゼミによる海外引率を単位認定を伴う独立科目として整備し、平成 2６年度

の３年生から適用する学部上級生向け短期留学（商学分野）を平成 27 年度までに整備し、28 年度から実施す

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

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

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

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

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。  

理
工
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 700 18 人（１０  ） ４8 人（ 33  ） ７8 人（ 61  ） ９7 人（ 77 ） 

海外留学経験者数 ７人 １１人 １４人 １５人 21 人 ５8 人 

 

３ カ 月 未 満 ７人 １１人 １３人 １５人 17 人 50 人 

３カ月～１年 0 人 0 人 １人 0 人 2 人 4 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 ２人 ４人 

卒業［予定］者数 １０６０人 ８７７人 ８１１人 ９０５人 ９５１人 ９３５人 

目標設定の考え方 

TOEIC 対策の授業を行う『特別英語』の単位化・習熟度クラス等のカリキュラム改正を実施する。現在の短期留

学プログラムの参加者数増加のため、後楽園キャンパスでの事前学習授業を実施する。4 年生向け短期留学を平

成 27 年度までに整備し、28 年度から実施する。 

文
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード ※ 下記参照 
７５人 

（１０） 

１００人 

（２０） 

１２０人 

（３０） 

１４０人 

（４０） 

海外留学経験者数 ５８人 ６０人 ６５人 ８０人 １1３人 １5５人 

 

３ カ 月 未 満 ３６人 ４３人 ４５人 ６０人 ９０人 １30 人 

３カ月～１年 ２２人 １７人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ３人 ５人 

卒業［予定］者数 １１０１人 ９２４人 ９３４人 １０１９人 ９２７人 ９３９人 

目標設定の考え方 

ACE プレイスメントテストの活用、長期留学奨励奨学金・学外活動応援奨学金の利用促進、海外の大学との双方

向遠隔授業、授業の一環としての海外学生引率、サマースクールへの参加奨励、日本語教員養成プログラムの新

設等により、海外留学の人数を増加する。 

※ 次のいずれか、またはこれと同等以上の語学力とする。TOEFL iBT 79 以上、TOEIC 730 以上、IELTS 6.5

以上、ドイツ語検定３級以上、フランス語検定３級以上、中国語 HSK 検定５級以上 

総
合
政
策
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード 

TOEFL IBT 80 

TOEIC 730 

※第 2外国語留学基準 

（どれか1つを満たす） 

60 人（ 24  ） 80 人（ 32 ） 
100 人

（ 40  ） 

120 人

（ 48 ） 

海外留学経験者数 22 人 45 人 72 人 98 人 124 人 150 人 

 

３ カ 月 未 満 7 人 15 人 50 人 65 人 80 人 95 人 

３カ月～１年 15 人 29 人 20 人 30 人 40 人 50 人 

１ 年 超 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 

卒業［予定］者数 253 人 218 人 265 人 293 人 295 人 280 人 

目標設定の考え方 

英語力 TOEFL IBT 80 点、TOEIC 730 点、第 2 外国語留学基準以上のどれかをクリアーするとして、英語に

ついては現行のデータの上側標準偏差＋に設定する。その内から 60%の学生が留学することを目標とすると共

に、最終的にその他の学生を含めて 70%に設定する。 

※ドイツ語…独検 3 級合格者で、 卒業時 2 級取得を目指す 

フランス語…フランス語検定 3 級合格程度 卒業時 2 級取得を目指す 

中国語…HSK4 級合格程度または中国語検定試験 3 級合格程度 

韓国・朝鮮語…ハングル能力検定試験 3 級合格程度 

アラビア語…以下の 2 条件を満たすこと：①辞書を使ってアラビア語の新聞を読むことができる／②正則アラビ

ア語による簡単な日常会話ができる 

マレー・インドネシア語…インドネシア語検定 D 級合格程度 卒業時 B〜C 級 

ロシア語…東京ロシア語学院のロシア語能力検定試験 3 級合格程度 

ペルシャ語…以下の 4 条件を満たすこと：①ペルシャ語文法をほぼ理解していること／②ペルシャ文字を読解で

きること／③ペルシャ語による簡単な日常会話ができること／④ペルシャ語 1,2 年次の単位を取得しているこ

と、または取得予定であること 

ヒンディー・ウルドゥー語…以下の 3 条件を満たすこと：①ヒンディー語の基礎的会話に支障のない程度の会話

力が身についていること／②基本的な文法をマスターし、中等教育程度の文章を理解できること／③１,2 年のヒ

ンディー語の単位を修得していること、または取得予定であること 
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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） 

・3 つのタイプのうち、全体としては、「グローバル・ジェネラリスト」の観点から述べる。 

（1）単位を伴う国際インターンシップは卒業生のうち 300 名（5%）が経験する。 

（2）キャンパスにおける国際イベント（インターナショナル・ウィーク等）参加者：卒業生のうち、2000 名（34.2%）が何らかの形で

国際イベントに参加する。 

（3）Global C-compass における学生の「行動特性」レベルについては、平成 25 年度中に設定する。 

（指標・水準設定の考え方） 

（1）本事業においては、Global C-compass によって、グローバル人材としての学生の「行動特性」を測定する。開始時から、全学生が

目標とする値を新たに設定する。。 

（2）単位を伴う留学のうち、国際インターンシップは特にグローバル人材として重要な経験である。 

（3）Global C-compass の使用を基盤として、学生が主体的に広く学内のリソースを利用して、授業以外の場面で国際連携に触れる場面

が活用できる体制を整え、その効果が出るようにする。 

（達成する学生数設定の考え方） 

（1）本学の育成するグローバル人材は意見表明、討論、合意形成のいずれにおいても、知識・感性・行動力が備わった人物（目標設定シ

ート１②最終段落参照）であることから、グローバルな場面で、このような行動を行うことができる人物が、本学卒業生の 50%となる

ようにしたい。 

（2）単位を伴う国際インターンシップについては、現在年間平均約 20 名の参加がある。一方、教員による学生の海外引率は平成 20 年

から平成 22 年の 3 年間で 1,614 人（年平均 538 名）ある。このうち多くはゼミ等による海外調査であるが、これには、国際インタ

ーンシップ、短期留学等も含まれているため、実質的には年平均 300 名程度が何らかの形で、海外の企業・地方自治体・国際機関・学

校等を訪問している。本事業による海外拠点の整備によって、ほぼ同数の学生（300 名）が、単位を伴う国際インターンシップという形

で、海外の実社会を経験できるようにしたい。 

（3）平成 23 年度に開いた 2 回のインターナショナル・ウィークおよび駐日米国大使講演会には、合計で約 1，000 名の参加者があった。

本事業によって、参加者数を２倍にしたい。 

次の表は（1）から（3）のうち、（3）の数である。 

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） １２５０人 １５００人 １７５０人 ２０００人 

対象となる学生数（B） ５６９０人 ５８９３人 ６０５５人 ５８４１人 

達成する割合（A/B） 22.0％ 25.5％ 28.9％ 34.2％ 

（対象：法学部） 

（測定指標・達成水準） 「法のグローバル・スペシャリスト」として、本学において開講する協定校との共通科目「英語で法を学ぶ」プ

ログラム、あるいは「短期集中プログラム（法律分野）」の参加者数（実数）を 115 名とする。 

（指標・水準設定の考え方） 「日本法」を基礎に「英語で法を学ぶ」プログラム、または、「短期集中プログラム(法律分野)」に参加する

ことにより、本学学士課程「法のグローバル・スペシャリスト」を育成する。 

（達成する学生数設定の考え方） 平成 25，26 年度は 60 名、平成 27、28 年度 115 名が共通プログラムで学び、平成 27、28 年度

は 30 名が短期留学に参加する（うち、半数は両方に参加）。 

法学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ６０人 ６０人 １１５人 １１５人 

対象となる学生数（B） １４１０人 １４５８人 １５５１人 １３８６人 

達成する割合（A/B） 4.3％ 4.1％ 7.4％ 8.3％ 

（対象：経済学部） 

（測定指標・達成水準） 「経済のグローバル・スペシャリスト」として、本学において開講する英語による「経済を英語で学ぶ」Global 

Economics 科目あるいは「短期集中プログラム（経済分野）」の参加者数（実数）を 85 名とする。 

（指標・水準設定の考え方） 本学の経済学専門科目を基礎に英語による「経済を英語で学ぶ」Global Economics 科目あるいは「短期集

中プログラム（経済分野）」に参加することにより、「経済のグローバル・スペシャリスト」を育成する。 

（達成する学生数設定の考え方） 平成 25，26 年度は 60 名、平成 27、28 年度 115 名が Global Economics で学ぶ。平成 27、28

年度は 30 名が短期留学に参加する（うち、半数は両方に参加）。 

経済学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ６０人 ６０人 １１５人 １１５人 

対象となる学生数（B） １０７０人 １０４８人 １１３１人 １１０１人 

達成する割合（A/B） 5.6％ 5.7％ 10.2％ 10.4％ 
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（対象：商学部） 

（測定指標・達成水準） 「商学のグローバル・スペシャリスト」として、本学において開講する英語による「ビジネス等を英語で学ぶ」

科目あるいは「短期集中プログラム（商学分野）」の参加者数（実数）を 85 名とする。 

（指標・水準設定の考え方） 本学の商学専門科目を基礎に英語による「ビジネス等を英語で学ぶ」科目あるいは「短期集中プログラム（商

学分野）」に参加することにより、「商学のグローバル・スペシャリスト」を育成する。 

（達成する学生数設定の考え方） 平成 25，26 年度は 60 名、平成 27、28 年度 115 名が「ビジネス等を英語」で学ぶ。平成 27、

28 年度は 30 名が短期留学に参加する（うち、半数は両方に参加）。 

商学部 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 ６０人 １１５人 １１５人 

対象となる学生数（B） １２００人 １１７０人 １２００人 １２００人 

達成する割合（A/B） 5.0％ 5.1％ 9.6％ 9.6％ 

（対象：理工学部） 

（測定指標・達成水準） 「理工のグローバル・スペシャリスト」として、英語による理工学専門科目並びに英語プレゼンテーション等を

学んだあと、「短期集中プログラム（理工学分野）」に参加する。平成 28 年度の実数を５０名とする。 

（指標・水準設定の考え方） 理工学部は専門科目・実験実習等に時間を割く必要があるため、英語でも効率的に学べるよう、専門に特化

したプログラムが必要である。平成 25 年から平成 27 年までは１０名程度を対象としたパイロットプログラムを開く一方で、学士課程に

おいても理工学を英語で学べるよう協定校と協力して、教材、教授法、評価等について十分に準備をし、平成 28 年度からは４０名対象の

短期留学プログラムを開始する。 

（達成する学生数設定の考え方） 平成 27 年度までは１クラス分（１０名）、28 年度に４クラス分（４０名）の「短期集中プログラム（理

工学分野）」を実施する。 

理工学部 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） １０人 １０人 １０人 ４０人 

対象となる学生数（B） ８１１人 ９０５人 ９５１人 ９３５人 

達成する割合（A/B） 1.2％ 1.1％ 1.1％ 4.3％ 

（対象：文学部） 

（測定指標・達成水準） SEND の修了生について、平成 28 年度の実数を 60 人とする。 

（指標・水準設定の考え方） 文学部は 13 専攻からなる文学、哲学、歴史学を中心とした「人」を学ぶ学部であり、これらの専門に加え、

日本語・日本文化を紹介する SEND プログラム（「参考」参照）に参加することで、日本人を深く理解し、世界に紹介できる「グローバル・

スペシャリスト」となる。 

（達成する学生数設定の考え方） SEND 修了生は平成 26 年度 15 人、27 年度 30 人とするが、SEND 受け入れが始まる 27 年度の影

響で平成 28 年度の実数を 60 人とする。 

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） ０人 １５人 ３０人 ６０人 

対象となる学生数（B） ９３４人 １０１９人 ９２７人 ９３９人 

達成する割合（A/B） ０％ 1.5％ 3.2％ 6.4％ 

（対象：総合政策学部） 

（測定指標・達成水準）英語力 TOEFL IBT 80 点または TOEIC 730 点または第 2 外国語留学基準以上を満たすものとする。 

（指標・水準設定の考え方）英語については現行のデータの上側標準偏差＋に設定する。 

第 2 外国語の基準は 英語以外の外国語の留学条件としての到達目標と卒業時の目標として下記の条件ですでに運用している。 

ドイツ語…独検 3 級合格者で、卒業時 2 級取得を目指す     フランス語…フランス語検定 3 級合格程度 卒業時 2 級取得を目指す 

中国語…HSK4 級合格程度または中国語検定試験 3 級合格程度  韓国・朝鮮語…ハングル能力検定試験 3 級合格程度 

アラビア語…以下の 2 条件を満たすこと：①辞書を使ってアラビア語の新聞を読むことができる／②正則アラビア語による簡単な日常会話

ができる 

マレー・インドネシア語…インドネシア語検定 D 級合格程度 卒業時 B〜C 級   

ロシア語…東京ロシア語学院のロシア語能力検定試験 3 級合格程度 

ペルシャ語…以下の 4 条件を満たすこと：①ペルシャ語文法をほぼ理解していること／②ペルシャ文字を読解できること／③ペルシャ語に

よる簡単な日常会話ができること／④ペルシャ語 1,2 年次の単位を取得していること、または取得予定であること 

ヒンディー・ウルドゥー語…以下の 3 条件を満たすこと：①ヒンディー語の基礎的会話に支障のない程度の会話力が身についていること／

②基本的な文法をマスターし、中等教育程度の文章を理解できること／③１,2 年のヒンディー語の単位を修得していること、または取得予

定であること 

（達成する学生数設定の考え方）英語または第 2 外国語の基準を満たすグローバル人材を 40％以上育成する。 

総合政策学部 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 80 人 100 人 120 人 

対象となる学生数（B） 265 人 293 人 295 人 280 人 

達成する割合（A/B） 22.6％ 27.3％ 33.9％ 42.9％ 
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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】 

■新しい教育メソッドとしての「グローバル・スペシャリスト（ＧＳ）育成プログラム」 

今日不足しているグローバル人材が、基底となる日本文化のみならず、現代日本の制度や技術について、

専門的知見を有し、かつこれを外国語で正確にコミュニケーションできるＧＳである。たとえば、グロー

バル化の進展により、日本法を準拠法とする英文契約書の必要が高まっているが、英語は日本法ではなく

コモン・ローと結びついた言語であり、両法システムに対する体系的理解なしには、この契約書を作成す

ることはできない。こうしたニーズに応えるグローバル人材がＧＳであり、本学は、本事業の取組の一と

して、ＧＳ育成のためのカリキュラムや教材・教授法を含むプログラム開発を行うとともに、その成果を

シンポジウム等を通して国内外の大学に発信し、グローバル人材育成教育の発展に寄与する。 

主なものとして、(1)専門科目の内容を外国語で理解・発信できるスキル習得のカリキュラム・教材の

開発、(2)学生の専門にあった、多様な目的・時期・方法を持つ留学制度及び効果測定尺度の開発、(3)専

門知識を身につけた学部上級年次生及び大学院生を受益者とする大学間協定や学術団体との協定の締結

と利用方法の開発がある。いずれについても、平成 24年度に基本設計を行い、翌年度の学内手続を経て、

平成 26年度から実施段階へ移行する。なお教材・評価方法の開発は、年次進行に合わせて深化させる。 

■Global C-compassの開発および活用のシステム構築 

前述したように、本学では平成 23年度より C-compass（コンピテンシー自己評価システム）の運用を開

始している。本事業ではこれを発展させた Global C-compass を開発し、学生の主体的な取り組みを支援

する。開発の方向性は、次の２点である。第１に、コンピテンシーの項目としてグローバル社会に関する

指標を新たに設定する。第２に、自己評価の前提として、学生の活動に係る客観的事実（たとえば、学内

で実施される国際行事運営への参加）を体系的に記録できるようにし、学生が恒常的に自己の能力進展と

活動の関係を把握できるようにするとともに、経歴書作成システムとしても利用可能とする。なお、この

客観的事実記録機能を活用して、活発な活動を行った学生を選び出し、サーティフィケートやアワードを

与える。 

また本取組の進展に伴い、本学が学生に対して提供するリソースは、量的・質的に拡大・複雑化するが、

Global C-compassでは、これらを活動履歴の一覧表の形で表示し可視化する。たとえば、現国際交流セン

ターが所管する各種留学プログラム、法学部「やる気応援奨学金」（学生自身の計画に基づく海外留学・

海外体験を支援する奨学金。渡航者数は平成 21～23年度合計で 263人）、文学部の同様の制度等について、

学生は Global C-compass上で一覧できるようにする。 

■海外拠点及びキャンパス内インターナショナル・ビレッジ整備と海外での学修活動質保証 

本学では、単位が与えられる短期留学プログラムや国際インターンシップのほか、大学院および学部の

ゼミを中心に、教員が学生の海外引率を積極的に行っており（平成 20～平成 22年度合計、学部 129件・

学生数延べ 1,340 人、大学院（専門職を含む）66件・学生数延べ 274人）、大学院生の海外での活動に対

する補助件数も多い（平成 20～平成 22年度海外調査補助 26件、海外学会発表補助 378件）。本事業では

これを発展させるため、(1) 海外拠点を積極的に整備し、それらを活用した海外引率学修活動の質保証強

化、(2)本学国際化のための複合施設「インターナショナル・ビレッジ」整備による海外学修の事前・事

後活動強化、(3)フィールドワークやインターンシップに重点を置いた新プログラムの開発（「週末留学」

「新 FLP」など）を行う。 

■新教育組織設置プロジェクト 

現在、本学には、複数の「国際」を冠する学科（法学部国際企業関係法学科、経済学部国際経済学科、

及び総合政策学部国際政策文化学科）が存在しており、それぞれ特色ある教育を展開しているが、本取組

期間中に、グローバル人材育成を主たる目的とする新教育組織を検討し、早い時期での開設を目指す。詳

細は今後の議論に委ねられているが、「国際関係」「地球社会」を対象とする学際的教育・集中的な外国語

教育・中長期間の留学等によって、高いコミュニケーション能力を備えたＧＬを養成するカリキュラム等

が検討されている。 

■ＧＧ・ＧＬ育成のためのデジタル教材と配信プラットフォーム 

国境を越えた授業展開や自律的学修を支援するツールとして、ＩＣＴの活用がある。本取組では、ＧＧ・

ＧＬ育成に資するコンテンツを開発するとともに、その配信プラットフォームを開発・活用した教育を展

開する。 
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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

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

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

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

海 外 留 学 者 数  （Ａ） 
214 人  

（129 人） 

306 人  

（220 人） 

487 人  

（284 人） 

717 人  

（382 人） 

924 人  

（473 人） 

1041 人  

（572 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

9 人  

（  2 人） 

4 人  

（  1 人） 

9 人  

（  1 人） 

12 人  

（  4 人） 

12 人  

（  7 人） 

15 人  

（ 10 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

2 人  

（  0 人） 

4 人  

（  2 人） 

3 人  

（  1 人） 

6 人  

（  3 人） 

10 人  

（  5 人） 

25 人  

（ 15 人） 

学士課程在籍者 
203 人  

（127 人） 

298 人  

（217 人） 

475 人  

（282 人） 

699 人  

（375 人） 

902 人  

（461 人） 

1001 人  

（547 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 28158 人  27648 人  27556 人  27589 人  27520 人  27566 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
0.8％  

（  0.5％） 

1.1％  

（  0.8％） 

1.8％  

（  1.0％） 

2.6％  

（  1.4％） 

3.4％  

（  1.7％） 

3.8％  

（  2.1％） 

目標設定の考え方 

既存の短期留学プログラム数の増加、「週末留学プログラム」や海外実態調査を交えた新たな留学プログラムの

開発、海外留学者に対する奨学金制度の充実、国際寮やキャンパス内での留学生との交流の場の充実を通じて、

留学者数の飛躍的増加を図る。 

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） 
116 人  

（ 72 人） 

94 人  

（ 57 人） 

4 人  

（  0 人） 

214 人  

（129 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

2 人  

（  0 人） 

3 人  

（  2 人） 

4 人  

（  0 人） 

9 人  

（  2 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

2 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

2 人  

（  0 人） 

学士課程在籍者 
114 人  

（ 72 人） 

89 人  

（ 55 人） 

0 人  

（  0 人） 

203 人  

（127 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 28158 人 28158 人  28158 人  28158 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
0.4％  

（  0.3％） 

0.3％  

（  0.2％） 

0.0％  

（  0.0％） 

0.8％  

（  0.5％） 
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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 

（H24.5.1） 

平成２５年度 

（H2５.5.1） 

平成２６年度 

（H2６.5.1） 

平成２７年度 

（H2７.5.1） 

平成２８年度 

（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
898 人  

（  87 人） 

937 人  

（ 117 人） 

977 人  

（ 148 人） 

1020 人  

（ 173 人） 

1052 人  

（ 191 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

77 人  

（  0 人） 

78 人  

（  0 人） 

79 人  

（  0 人） 

81 人  

（  0 人） 

82 人  

（  0 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

125 人  

（  8 人） 

138 人  

（ 17 人） 

146 人  

（ 31 人） 

155 人  

（ 37 人） 

159 人  

（ 42 人）） 

学士課程在籍者 
612 人  

（  0 人） 

618 人  

（ 18 人） 

634 人  

（ 24 人） 

650 人  

（ 30 人） 

667 人  

（ 36 人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

84 人  

（ 79 人） 

103 人  

（ 82 人） 

118 人  

（ 93 人） 

134 人  

（106 人） 

144 人  

（113 人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

733 人  

（  82 人） 

752 人  

（  94 人） 

784 人  

（ 121 人） 

828 人  

（ 140 人） 

853 人  

（ 154 人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 27648 人  27556 人  27589 人  27520 人  27566 人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
3.2％  

（ 0.3％） 

3.4％  

（ 0.4％） 

3.5％  

（ 0.5％） 

3.7％  

（ 0.6％） 

3.8％  

（ 0.7％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
2.7％  

（ 0.3％） 

2.7％  

（ 0.3％） 

2.8％  

（ 0.4％） 

3.0％  

（ 0.5％） 

3.1％  

（ 0.6％） 

目標設定の考え方 
アカデミックライティング・ラボの充実、外国語による授業の増設、海外協定校との教員・学生交換の活性化

等により、外国人留学生の受入増を図る。 

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 中華人民共和国 549 人  418 人  

２ 大韓民国 239 人  215 人  

３ 台湾 20 人  13 人  

４ マレーシア 16 人  16 人  

５ フランス 8 人  8 人  

６ タイ王国 7 人  7 人  

6 ベトナム社会主義共和国 7 人  7 人  

6 アメリカ合衆国 7 人  7 人  

９ 英国 6 人  6 人  

9 香港 6 人  6 人  

その他 フィリピン、インドネシア等 33 人  30 人  

合 計  898 人  733 人  
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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 
 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 
授業数（Ａ） 

156 回  178 回 204 回 231 回 246 回 

全授業数（Ｂ） 4866 回  4862 回 4855 回 4873 回 4873 回 

割  合（Ａ／Ｂ） 3.2％  3.7％  4.2％  4.7％  5.0％  

目標設定の考え方 

教員の海外協定校での集中講義等を通じたグローバル教育力の向上を図りつつ外国語による授業数の

増加を図り、外国人留学生の受入促進と同時に日本人学生の海外留学に対するインセンティブを付与し

ていく。 

 
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） 350 人  360 人  366 人  372 人  377 人  

 うち外国人教員 27 人  28 人  28 人  30 人  30 人  

総教員数（Ｂ） 719 人  724 人  728 人  727 人  727 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 48.7％  49.7％  50.3％  51.2％  51.9％  

目標設定の考え方 

海外での研究・教育経験のある教員採用、本学教員による在外研究制度活用を通じて、研究・教育の両

面におけるグローバル化の促進を図る。 

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） 

375 人  390 人  401 人  407 人  413 人  

総教員数（Ｂ） 719 人  724 人  728 人  727 人  727 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 52.2％  53.9％  55.1％  56.0％  56.8％  

目標設定の考え方 

理工学部においては、原則として博士学位取得者を採用しており、その他の学部、専門職大学院研究科

においても、専任教員採用において可能な限り博士学位取得者を採用、大学院における研究指導体制の

充実を図る。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 27648 人  27556 人  27589 人  27520 人  27566 人  

総教員数（Ｂ） 719 人  724 人  728 人  727 人  727 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 38.5  38.1  37.9  37.9  37.9  

目標設定の考え方 

教員１人当たりの学生数は一定の水準を維持することとし、少人数教育の場を設けることによって双方

向型の授業や課題発見・解決型の授業を展開し、学生が主体的に学ぶ意欲を引き出すよう務める。 
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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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

外国語力スタンダード TOEIC 730 点(PS レベル B)以上 

 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） 

２５人  ４２人  ４７人  ５２人  ５７人  

事務系職員総数（Ｂ） ４３６人  ４４８人  ４４８人  ４４８人  ４４８人  

割  合（Ａ／Ｂ） ５.７％  ９.４％  １０.５％  １１.６％  １２.７％  

目標設定の考え方 

海外協定校との教員・学生交換活性化と協同教育プログラムの開発、海外拠点構築の推進、外国人教員・

留学生の受入促進、海外派遣教員・学生に対する危機管理体制整備の推進のため、これらの業務に対応

可能な外国語力を有する事務職員を計画的・継続的に養成する。 

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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（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

 
 

 

 

 

 

様式 

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

 

 様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

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

【現状】 

○大学の戦略的な目標等における、教育研究のグロ

ーバル化推進の位置付け 

中央大学は平成22年の創立125周年を迎えるにあ

たって、建学の精神を改めて確認するとともに、そ

の延長線上にある 21世紀の本学の課題として、「①

人間性・国際性豊かな人材の育成、②世界で活躍す

るプロフェッショナルの育成、③世界レベルの研究

成果の発信・交流、④都市・地域と一体となった知

的資産の創造と活用、⑤以上の大学づくりを実現す

るためのキャンパス整備」を掲げている。 

また、平成 23年度の重点事業方針において、本学

は、最も力を注ぐべき課題として「国際化の推進」

を定め、学術文化の発展に貢献するための具体的取

組として、特に①学生の送り出しと受け入れを増加

させるための教育内容・方法の見直しと強化､②研究

成果の向上と国際的な発信、の２点について重点的

に実施したところである。その一つとして、本学は

同年度に全学部・大学院・専門職大学院でカリキュ

ラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーを策定した

が、そこにおいては、全ての部局がグローバル人材

育成に言及している。 

○大学のグローバル化の推進に関する展開 

本学における国際化推進は、昭和 56年に制定され

た「中央大学国際交流に関する規程」（規程第 701

号）が定める枠組み、すなわち各学部・研究所等の

研究教育機関ごとの国際交流を基本とし、国際交流

センターが総合調整の下に支援するという枠組みを

基本としてきた。その中で法学部の国際インターン

シップ、やる気応援奨学金をはじめとする学部・大

学院独自の留学支援や学生・教員交流、研究所によ

る研究者交流・共同研究推進が行われてきている。 

平成 22年には、本学の国際化を加速することを目

的とした臨時の会議体が設置され、その議論を経て、

日本人学生と海外留学生が施設を共有する国際寮２

棟の開設、国際交流センター改組を含む国際戦略の

ための機構設置の端緒が開かれた。平成 24年７月に

は、国際化対応組織の全面改組を行い、国際連携推

進機構を設置する。 

現在、本学の協定校は 125校あり、平成 20年度か

ら平成 22年度までの教員海外学生引率は学部 129

件、参加学生のべ 1,340人、大学院 66件、参加学生

のべ 274人である。平成 24年 5月現在の海外留学生

は 25の国・地域からの 750人である。 

【本構想における展開】 

■大学の戦略的な目標等における、教育研究のグロ

ーバル化推進の位置付け 

本学は、研究教育のグローバル化を最重要な課題

と認識し、平成 24年５月に、学長の主宰の下、学部

長・研究科長会議で策定した「中長期教学基本構想

2012」において、「『實地應用ノ素』を修得したグ

ローバル人材の育成～グローバルキャンパスと世界

に存在感のある大学の実現～」を定めている（目標

設定シート１①参照）。そこでは、６細目と 34施策

を設定しているが、これは、実学の伝統に基づく本

学の研究力強化を起点として、本学が誇る人的・組

織的ネットワークを積極的に活用した教育力強化及

び学生のグローバル人材としてのキャリア形成支援

に至る総合的なものとなっており、これを踏まえた

教育改革（学部・学科設置検討を含む）に全学を挙

げて取り組んでいるところである。 

■グローバル化の推進のための体制強化 

本学は、総合学園構想のもと、国際化についての

迅速な意思決定と実施のための体制を整備するた

め、平成 24年７月に、学長を機構長とする「国際連

携推進機構」を設置する。同機構は、国際連携推進

会議と国際センターを包含し、本学の戦略的なグロ

ーバル化推進に係る基本方針を策定する機能を担う

ものであり、同機構の設置により、従来から実施し

てきた海外協定校との交流を中心とする「国際化」

に加えて、グローバル人材養成のための全学的基盤

が整備されることになる。 

また、本機構のリーダーシップの下、各学部・大

学院・専門職大学院・研究所、および全学的組織と

しての映像言語メディアラボ、ITセンター、教育セ

ンター（平成 25年４月設置予定）、入学センター、

キャリアセンター等の専門部局が、それぞれの特性

を活かしながら、一体となってグローバル化を推進

する体制を整備する。 

なお、本学の設置者たる学校法人中央大学は、グ

ローバル化社会における新たな教育改革の必要性を

強く認識し、平成 24年度から 10年間に亘って、「教

育力向上特別予算」を措置することを決定している。

当該予算の具体的な使途等については、現在検討中

であるが、本年度については、上記体制整備のほか、

グローバル人材育成のための教育研究環境整備、海

外拠点整備等を行うことを予定している。 
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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】 

○シラバスの充実・多言語化 

 本学では IT システムによるシラバス提示および

科目登録を行っており、全ての科目について統一フ

ォーマットで提示している。シラバスの多言語化に

ついては、当該授業での教員の使用言語によって記

述されており、例えば、英語で行われる英語の授業

については、シラバスも英語で記述されている。 

○体系的なカリキュラム整備  

専門教育科目は、各学部とも学科・専攻毎に設置

されており、おおむね導入科目群、基本・基幹科目

群、関連科目群、応用科目群のように年次(セメスタ

ー)を追って履修するように順次性をもって配置さ

れている。また、学部によって異なるが、分野ごと

の位置付けを明らかとする工夫がなされている。 

外国語科目については、履修クラス指定を含む強

い順次履修の仕組みを採用しており、段階的な学修

を促している。他方、健康・スポーツ科目、総合教

育科目などについては、学生の学修関心に応じた履

修ができるよう、規制は緩やかなものとしている。 

○ＧＰＡなど厳格な成績評価とその活用 

 成績評価は、Ａ～Ｅの５段階評価による絶対評価

を原則とし、シラバスに掲載した方法・基準に基づ

いて行っている。法学部等においては、Ａ評価を上

位 20％以内に制限し、成績評価の一層の厳格化を図

っている。GPA は主に給付奨学生選抜や留学プログ

ラムへの参加者選抜、入試形態別入学者の成績追跡

評価、推薦入学制度における指定校の選抜等に活用

している。 

○履修可能な上限単位数の設定 

本学では、各年次における適切な学習量に配慮す

るために、全学部で年次別最高履修単位制を導入し

ており、さらに、法・文学部においては、学部指定

科目の単位修得状況による進級制限制度を２年次か

ら３年次進級時に適用している。商・理工学部にお

いては、修得科目を基準として上級年次配当科目履

修制限制度がある。 

○学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立 

 本学では、上記年次別最高履修単位制により、履

修科目の学習に必要な予習・復習の時間を確保する

とともに、さらに余裕のある学生に対しては、本学

の実学教育の伝統に基づき、正課外授業や自律的学

修に資する環境を提供することに努めている。 

 本学のキャンパスでは、正規カリキュラム外で法

科大学院進学および司法試験合格のための課外講座

【本構想における取組】 

■学士課程教育の質的向上に向けた取組 

○体系的なカリキュラムの整備 

本構想における体系的なカリキュラムの整備につ

いては、既述の３つの人材像に即したカリキュラム

開発のため、グローバル人材育成推進委員会の下に

「グローバル人材育成カリキュラム開発ＷＧ」を設

置し、各学部等と連携して検討作業を行う。先行し

て検討されている具体例としては、まず、ＧＧに対

応するものとして、学部等を超えて全学部学生が共

通して身につけるべき知識・思考・表現力たる「Chuo 

Common Cores」の設定が挙げられる（目標設定シー

ト１③参照）。また、ＧＬについては、より充実した

留学（単なる語学留学を超えて、留学先地域におけ

る異文化理解等を促進することのできる留学を含

む）を支援するため、「全学共通留学支援英語プログ

ラム」を設定する。さらにＧＳについては、専門科

目の内容を外国語で正確に、かつ、異文化を背景と

する人々に伝えることを可能とする表現を学ぶこと

を目的の一とする新たなタイプの専門科目群を各学

部において設定する（例：Comparative Law in 

English（法学部：平成 25年度開講予定）、Academic 

English（文学部：平成 24年度開始）など）。 

なお、コース・ナンバリング制の導入については、

各専門領域の特性に応じて、目的を教育の国際的通

用性向上と、学習過程の体系的理解の深化に区分し

た上で、それぞれ、各学部におけるディプロマ・ポ

リシーを具現するために導入に向けた開発を行う。 

○シラバスの充実・複言語化 

実学教育を理念とする本学では、シラバスは、単

なる授業日程表ではなく、各科目のもつ特性を明ら

かとし、履修学生が十分な事前準備や復習を行うた

めの基礎資料であると位置付けている。そのため、

記述言語を日本語とするか、他言語あるいは多言語

とすべきかについては、当該科目の特性に依存する

ことになる。そこで、この取組では、一律のシラバ

ス多言語化を行うのではなく、履修学生の準備・復

習等に多言語化された情報提供が有意である場合に

は、コース・マテリアルを開発し、これを公開する

方法を検討する。他方、各科目がグローバル人材育

成の観点から、どのように位置付けられるかについ

ては、記述言語に関わらず重要な情報となることか

ら、これを明確にするため、新たなシラバス・フォ

ーマット等の開発を行う。なお、インターネット上

で公開するシラバスについては、大学教育内容の国
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として設定されている法職講座カリキュラムおよ

び、日商簿記検定、公認会計士試験、税理士試験受

験のための経理研究所が運営する講座、カリキュラ

ム外の外国語、より高度な外国語を学ぶための映像

言語メディアラボによる特設 LL講座、文化や教養を

高めるクレセント・アカデミーによる講座等が開か

れており、CALL教室も自律学習用に開放している。 

施設面では、中央図書館をはじめ各学部図書室・

演習室、FLP 専用ミーティングルームを完備してお

り、多摩学生研究棟“炎の塔”には学生の学術団体

（学術に関しては、法学会、経済学会、商学会、英

米法研究会、政治学会、統計学会、証券研究会、文

学会、海空法研究会、EDP 会計研究会）の活動のた

めの研究室のほか、国家試験受験団体の活動の場も

あり、演習室も設けられている。 

さらに、多摩キャンパスには留学生と日本人学生

の交流のためのグローバル・ラウンジがあり、また、

法学部、経済学部には留学のための支援室が設置さ

れ、留学生体験談・国際舞台で活躍する卒業生の講

演会などを開催している。 

○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 

 本学は、社会における学問の有用性を理解させ、

学生の主体的な学びを引き出すため、国内外インタ

ーンシップの充実、法曹界や産業界からの講師招聘、

１年次から尐人数・双方向型の授業実施に取り組ん

できた。また、本学の建学の精神、理念・目的、教

育目標を踏まえ、これらの尐人数教育の場を中心と

して国内外実態調査などのフィールドワークを含む

課題発見・解決型授業の充実に取り組んできた。 

また、学部横断的な取組として、本学はファカル

ティリンケージ・プログラム（FLP）を設けており、

現在、「環境」「ジャーナリズム」「国際協力」「スポ

ーツ・健康科学」「地域・公共マネジメント」の５つ

のプログラムで約 700 人の学生が学んでいる。FLP

では、各学部授業科目を有機的にリンクさせて、学

部・学科の枠を超えた新しい知的領域を体系的に学

修し、学際的な観点からの専門知識の修得と問題発

見・解決能力向上に努めている。FLP の眼目である

演習科目では、異専攻の学部生が集い、調査・討論

を行う、いわゆるアクティブ・ラーニングの手法を

用いて、多角的に課題解決方策を探求している。ま

た、見学調査、国内外実態調査などのフィールドワ

ークや専門家の招聘により、実践的な教育活動を展

開している。なお、副専攻並びに FLPは、制度とし

ては北米の大学におけるマイナー・ディグリーに相

当するものであり、学生の人気や社会的評価も高い。

海外引率も盛んに行われており、本学が誇る充実し

たプログラムとなっている。 

際的情報公開の観点から、ホームページの多言語化

とも連動させ、多言語表示を行う。 

○ＧＰＡなど厳格な成績評価とその活用 

GPA は、学生の正規履修科目（特に相対評価が可

能な技術的要素が強い科目等）に係るトータル・パ

フォーマンスを示す指標として有効であるが、一方

では、グローバルなキャリア形成に係るコンピテン

シーを表示する等の目的には、必ずしも適さない面

がある。そこで、本構想では、GPA の利点を活用す

るため、科目特性の評価を行うとともに、順次適切

な科目から到達基準枠を設定し厳格な成績評価を行

う。また、他大学（外国大学を含む。）と共同で実施

する授業については共通評価尺度を開発する。 

○学生の主体的な学びを引き出す新しい試み 

Global C-compass（目標設定シート④参照）を活

用し、学生の主体的学びを支援するほか、教育課程

外の学修を促すために新たに全学生対象の留学支援

英語プログラムを開設し、コーディネーターを配置

した留学英語学習・留学準備支援室を設置する。ま

た、中央図書館の一部を主体的な共同学習の空間と

するほか、多摩・後楽園両キャンパスにインターナ

ショナル・ラウンジを設け、海外留学生と日本人学

生の相互語学教育や留学のための情報交換の場を設

け、主体的な学びの場を提供する。 

○海外協定校・国際学術団体との共同授業・共同プ

ログラムの開発 

本学は 125の協定校があり、その一部とは交流成

果に基づき学部・大学院における共同授業やデュア

ル・ディグリーの設定が進んでいる。例えば法学部

では、平成 24年度から香港大学との協定に基づくプ

ログラムを開始する。本構想においては、世界トッ

プクラスの大学との連携により、本学の教育課程の

国際通用性向上を図る。 

■課題解決型の能動的学修のための取組 

○アクティブ・ラーニング等 

現在本学では、外国大学との間で、同時双方向の

テレビ会議授業と海外フィールドワークを組み合わ

せた授業を複数講座展開しているが、今後、超短期

留学（たとえば、週末を利用して１泊２日の海外渡

航を１学期中に複数回組み合わせる学修形態（週末

留学プログラム））とテレビ会議授業を組み合わせた

授業を増加させ、さらに学生の主体的参加度を高め

たアクティブ・ラーニング環境を全学的に創出する。 

また、学生主体の学部横断・課題解決型教育プロ

グラムである FLPについては、特に従来の「国際協

力プログラム」を一層充実させて、新プログラムと

して「紛争解決」「平和構築」「安全保障」「人権保障」

などグローバルかつ学際的なテーマを取り上げ、英

語による討論を中心とした課題発見・解決型演習と

留学を組み合わせた学修プログラムを展開する。 
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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】 

○項目例との関係 

本学では、常に主体的、積極的に情報公開を行い、

説明責任を果すために、公式 Webサイトに「情報公

開」セクションを設け、「自己点検・評価報告書」「大

学基礎データ」「中央大学研究者情報データベース」

「３つのポリシー」のページを整備している。主な

開示項目は次のとおりである。 

（１）教育活動の規模や内容等 

①学生に関する基本的な情報（大学院における学

位授与数、専任教員１人当たりの在籍学生数、学部・

学科の退学者数、就職・大学院進学状況）、②明確な

方針に基づく教育課程とその水準 各学部の概要、

教育研究上の目的、３つのポリシー、学びの特徴、

学科紹介、教育課程、講義内容等、③外国人教員数 

④専任教員の教育・研究業績、⑤教育外部資金の採

択状況 「国公私立大学を通じた大学教育改革の支

援事業」「科学研究費補助金採択状況」 

（２）教育の国際連携 

①協定校一覧、②国内外ネットワークへの参加状

況［United Nations Academic Impact Initiative］ 

（３）大学の戦略 理事会基本方針［基本理念、到

達目標、検討課題］、事業計画、事業報告等 

（４）海外へ留学を希望する学生への対応 

①国外留学制度（中・長期留学（交換留学・認定

留学）、短期留学）、留学体験談 ②海外 OB･OGの活

動、海外卒業生組織の紹介 

（５）外国人留学生への対応 

留学生数、留学生ガイダンス、生活関連情報、奨

学金、就職活動、各種イベント、国際寮、学部及び

大学院の留学生入試等 

（６）外部評価等の実施状況 

認証評価結果報告・自己点検・評価報告書［全文］ 

○海外への発信等 

英語、簡体字、韓国語の大学案内のほか、英語、

簡体、繁体、韓国語を用いた Webサイトを開設し情

報発信している。平成 23年に英語版 Webサイトの改

修を行い、海外発信のツールの改善と情報量増加が

なされた。また、特に研究成果については、本学ウ

ェブサイト上の研究者情報を Read＆Researchmapや

J-Globalと連動させ、研究所・学部等の紀要に外国

語論文を掲載し、中央大学出版部では欧文書籍を出

版している。また、国際交流センターが NAFSA等の

催しに出席して本学の案内をしているほか、中国国

際青年中心日本事業部などを通して、大学紹介に努

めている。 

【本構想における取組】 

■基本的な考え方 

本学は、単なる情報開示ではなく、その実像を正

確に社会に発信し、国内外の社会的信頼を得ること

が、本学の研究及び実学教育の成果を社会に還元す

る基礎であると考え、左欄に示した項目のみならず、

研究教育に関する情報を積極的に発信する。 

■戦略的な国内外への教育情報の発信 

○Web サイトの整備 日本語サイトの全面改修（平

成 24年度）と外国語による大学案内の充実に加え、

特に現在ある簡体・繁体・韓国語版の Webサイトの

改築を含め、アジア諸言語による情報発信を拡大す

ると同時に、その発信体制を整備する。 

○海外協定校等におけるイベント 日中法学者交流

（法学部）や理工学部、経済学部の研究教育交流は、

研究者個人ではなく、組織として教員・学生が交流

するものであって、協定校のみならず相手国・地域

への波及効果も高い。この経験を活かし、本学への

関心を高めるために、本学の研究教育を紹介する国

際イベントやシンポジウムを海外協定校等で実施す

る。これは海外拠点の拡大、協定校と海外同窓会を

基盤としたネットワーク構築と並行して行う。 

○海外協定校を通じたＧＬ・ＧＳリソースの発信    

他言語圏でのＧＬ・ＧＳの活動に資するものとし

て、本学教員執筆編集の書籍を国際的評価の高い協

定校を通じて出版する。日本法に関する書籍（中国

語版）を中国政法大学から継続的に出版し、今後同

様の取組を拡大する。また、Web を通じてもこうし

た取組を行う。 

○国際学術誌等への研究成果発表の促進 研究成果

のグローバルな社会還元として、国際学術誌等への

研究成果公表が重要であることから、これを支援す

るとともに、世界大学ランキングでの評価向上に取

り組む。理工系では既に英語による専門情報発信が

定着していることから、本取組ではＧＳ育成と連動

した研究者向けライティング・ラボの設置等により、

文系分野を中心に教員・大学院生の海外向け論文発

表を増やす。 

○国際団体、国際学術団体との提携 本学は、国連

Academic Impact Initiative（UNAI）において、日

本における情報・取組推進のハブの役割を担ってい

る。また、日本ではじめてフランコフォニー大学機

構に加盟が認められ、DAAD（独）とも連携のための

交渉が進んでいる。このような国際学術団体との連

携により、各団体の持つネットワークを利用して、

本学での取組を世界に向かって発信する。 
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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】 

○国際交流センター事務室 

現在、本学では、全学の国際交流事項を所管し、

また協定校との連絡窓口機能を担う部局として、国

際交流センター事務室がある。同事務室は、国際交

流センター運営委員会と連携して、協定締結・更新

の事務手続き、学生交換（受入・派遣）に伴う連絡

調整、学生に対する相談・支援等について、事務室

職員が対応している。同事務室には語学が堪能な職

員を多く配置しているほか、専門スタッフも雇用し

ている。現在、英語・フランス語・中国語（マンダ

リン）・スペイン語・韓国語での事務対応が可能であ

る。同事務室は、海外からの留学生に対する支援業

務（在留資格に係るものを含む。）の最前線であるが、

留学生への親身な対応については、学生のみならず

協定校からも高く評価されているところである。 

○研究所関連事務室 

本学での研究者交流の多くを担うのは、９つある

研究所であるが、これらのうち、日本比較法研究所・

保健体育研究所・理工学研究所・経理研究所を除く

５研究所については、研究所合同事務室（多摩キャ

ンパス）によるワンストップ・サービスが提供され

ている。４研究所については、所在場所及びその機

能の特殊性から、独立した事務室が設置されている。

これらの研究所では、本学を訪問した外国人研究者

に対して、国際交流センター事務室と連携して事務

サポートを提供しているが、訪問外国人研究者の増

加と、都心キャンパスでの研究活動の拡大に対応す

る体制整備が課題となっている。 

○職員研修 

本学における研究者交流、外国語の授業担当者 

を中心とする外国人教員及び海外留学生の受入数の

増加に対応するため、国際交流センターだけでなく、

学部事務室等、外国人教員・留学生と接触する機会

のある部署の事務職員は、日常的な必要性に鑑みて

自己啓発に励んでいる。本学は、これらの能力を有

するスタッフの充実を図るため、本学の職員研修制

度として「短期海外研修補助制度」を設けており、

さらに必要に応じて本学学生の短期留学への引率を

担わせることにより、自己研鑽に対するモチベーシ

ョンの向上を図っている。 

○学内文書の多言語化 

外国人研究者及び留学生による利用頻度の高い文

書に限定し、日本語に英語を併記する等の形で各部

課室において必要に応じた範囲で進めている段階で

ある。 

【本構想における取組】 

○事務体制整備と職員能力向上 

平成 24 年７月設置の国際連携推進機構をグロー

バル化対応事務の中核と位置付け、スタッフを増強

する。外国人教員へのサポートについては、所属研

究教育機関に加え、国際連携推進機構の事務部門が

支援する。一方、外国人教員の各学部・研究科等で

の教育、各研究所での共同研究等への参加に関して

は、同僚教員による専門家相互の支援に加えて当該

事務室での対応が必要となり、また、共同プログラ

ム開発、短期留学プログラム増加等に伴い、グロー

バルな場面での教務担当職員の国際的事務能力が必

要となる。そこで外部専門スタッフの活用に加え、

職員をグローバルな大学運営のＧＳとして育成する

との観点から、研修を充実させる。具体的には、既

存の職員短期海外研修補助制度を活用するほか、本

事業における海外協定校との人的交流を OJTとして

活発化させる。また、本学は海外協定校のほか、国

連、EUを含む各種国際団体、フランコフォニー大学

機構等との協力関係を構築しており、この関係を活

用した職員能力向上を図る。 

本構想で実施する海外拠点整備については、本学

の協定校、海外白門会（同窓会）のネットワークを

はじめとする海外の大学・学術機関・団体の協力を

得て行うが、その渉外プロセスを職員 OJTの機会と

して活用し、それらの機関の外国人研究者・留学生

の受入に係るノウハウ等を共有する。また、多くの

職員が国際連携推進・グローバル人材育成推進のた

めの業務に貢献ができるよう、ブリティッシュ・カ

ウンシル等の外部機関による研修受講や集合研修等

により、職員の能力向上を図る。 

○学内文書の多言語化 

平成 24 年９月までに国際連携推進会議において

方針を決定し、国際センター事務室と各部署が協力

して、外国人教員・留学生による利用頻度が高いも

のを優先し、外部委託を含めて早急に対応する。こ

れにより、グローバルな大学運営に見識をもつ外国

人教員の大学行政への関与度を高め、本学の運営に

対する協定校等の理解を得ることに資する。 

 他方、雇用をはじめとする法的契約文書作成、知

的財産権等に関する記述を含む海外協定・契約等の

作成業務がこれまでよりも飛躍的に増加し、それら

の業務遂行には特殊な知識が必要となることから、

必要な部署においては専門的能力を持った職員や外

部スタッフを配置する。 
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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】 

■グローバル人材育成に係るこれまでの教育取組 

本学は、「實地應用ノ素ヲ養フ」との建学の精神

のもと、定評のある実学教育を展開してきている

が、その眼目は、社会のニーズに的確に応える人材

の養成にあり、グローバル化が進展する社会におい

てグローバル人材を育成することは、本学に求めら

れる社会的責任であると考えている。 

以下においては、こうした考えに基づき展開して

いる教育取組について示す。 

○外国語教育 

本学では、ほとんどの学部・学科において、英語

を必修外国語として位置付けている。近時では、中

国語等のアジア言語に関心をもつ学生も増加して

いるが、本学では、国際コミュニケーション言語と

しての英語教育を核として、多言語学修を推奨して

いる。特に総合政策学部では、平成 24年度には 10

番目の外国語の授業（ヒンディー・ウルドゥー語）

を開講し、多言語展開に力を入れている。 

○熟達度測定のための外部テストの利用 

ほとんどの入学生が高等学校までに英語のみを

学習しており、また、英語は英語話者の母語である

ことに加えて国際コミュニケーション言語である

ことから、本学では英語熟達度測定のために外部テ

ストを利用して、英語教育の充実を図っている。 

法学部、経済学部、文学部英語文学文化専攻では、

入学時に全員が TOEICを受験している。商学部では

ACE（平成 24年度からは GTEC）を受験している。文

学部（英語文学文化専攻以外）では平成 24 年度か

ら ACE を入学時に全員が受験する。理工学部では

TOEIC IPを実施している。総合政策学部はTOEFL ITP

を入学時１、２年生の７月、12月の計５回受験し、

結果を成績に組み込んでいる。TOEIC 対策について

は、経済学部では英語部会が専門業者の支援を受け

て受験対策をしている。商学部では TOEIC対策クラ

スを３コマ、TOEFL対策クラスを１コマ設けている。 

熟達度テストについては、各学部のニーズに合っ

た試験を実施して、特に１年生入学時には全員受験

（理工学部を除く）させた上で、その結果を習熟度

別外国語授業のクラス分け等に使用しているほか、

複数回の受験を推奨し、受験料補助も行っている。 

【本構想における取組】 

■人材像と取組の関係 

本構想では、育成するグローバル人材像としてＧ

Ｇ・ＧＬ・ＧＳの３つを設定しているが、このうち

ＧＧとしての知識・感性・行動力は全学生が身につ

けるべきものであり、さらにＧＬ又はＧＳを志向す

る学生には、それぞれに応じた能力涵養が求められ

ることになる。すなわち、目標設定シート②及び③

に示したとおり、ＧＧには、(1) ビジネス現場にお

ける英語コミュニケーション能力、(2) 自文化への

体系的理解力、(3) 文化的差異への理解力及び対応

力、(4) 前提としてのいわゆる社会人基礎力、が求

められ、その上に、ＧＬには、(1) 高度な英語又は

他の外国語によるビジネス・コミュニケーション能

力、(2) 異文化に対する理解能力、(3) 尐なくとも

１つの外国地域について文化・社会・経済・政治シ

ステムを鳥瞰できる能力、(4) 異文化環境の中での

生活に対応する能力、(5) 複眼的思考で現実的問題

に対処する能力、またＧＳには、(1) 法・経・商・

理工・文・政策科学等の主専攻分野における専門的

知識の活用力、(2) 主専攻分野についての専門的知

見を英語又は他の外国語で議論できる能力、(3) 専

門的知識を社会システム全体の中で位置付けるこ

とができる教養力がそれぞれ求められる。 

そこで、本学では、それぞれの能力を伸長するた

めの各種取組を複合的に提供する。 

■外国語能力伸長のための取組 

グローバル人材養成の基底の一つである外国語

能力伸長については、熟達度別クラス編成や目的別

外国語科目の開設等の従来からの取組を発展させ

るほか、外部テストを積極的に活用する。従来、本

学では外部テストを、熟達度測定による外国語教育

の目標レベル設定に用いてきたが、本構想において

は、これに加え、学生の主体的学修を促すツールと

しても位置付ける。平成 24 年度に文学部で開設す

る Practice for TOEFLや Practice for TOEIC等の

授業は、その例である。また「推奨」に留めていた

上級学年での受験を必須とし、外国語教育の効果測

定の一助とするよう、全学的調整を図る。 

■外国語による授業等 

本取組では、グローバル人材育成教育の中核の一
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○外国語による授業等 

本学では、学問の国際化やグローバル人材育成の

ため、従来から語学以外の教育を外国語で行うこと

を試みてきた。英語による授業としては、総合政策

学部の Challengers’ Program、文学部の外国語母

語話者による文学・語学の授業、経済学部の

Economics Seminar がある。商学部ではイリノイ州

立大学と共同して、英語による遠隔授業を長く続け

ている。 

専門性が高い取組としては、まず、専門職大学

院・国際会計研究科の国際会計基準の授業がある。

法科大学院の課外授業（ロースクール・アカデミー）

ではボストン大学附属語学センターでの法律英語

とリーガル・ネゴシエーションのコース、および外

国人対象の日本法入門のコースを開講している。理

工学部・研究科では、特に英語によるプレゼンテー

ションの授業に力を入れている。同研究科では、ラ

イティングの授業にも力を入れ、大学院生による国

際学会発表に繋がるカリキュラムを構築している。 

○海外学生引率・国際インターンシップ等 

 本学の海外学生引率の件数並びに学生数(のべ

数、国別)は、下の表１の通りであり、３年間の合

計は大学全体で 195件、1,614人に上る。内容とし

ては、国際交流センターの短期留学プログラムのほ

か、法学部・法科大学院の日中法学者交流、法・商・

総合政策学部・FLP の海外インターンシップ、各学

部・大学院のゼミ等による海外調査、総合政策学部

の海外研修・語学研修、文学・理工学研究科の国際

学会派遣、法科大学院の Study Abroad Program な

どがある。ゼミでの引率は、通常授業の一環として、

担当教員が個別に計画・実施しているものが多い。 
 
表 1：海外引率数（2008-2010） 

 
件数 学生数 

学部 129 1,340 

大学院 26 61 

専門職大学院 40 213 

計 195 1,614 
 
法学部・総合政策学部では、学部の特色を活かし

た国際インターンシップも行われている。国際イン

ターンシップは、国際機関、グローバル企業や海外

企業におけるインターンシップを正規科目として

設置したものであり、グローバル人材育成に繋がる

学生の実践的活動を推進している。法学部では、「国

際」「行政」「NPO・NGO」「法務」の４分野でインタ

ーンシップを授業科目として開設し、ジュネーブの

ILO本部における国際連携推進・問題解決、JICAベ

トナム法整備支援、インドやタイの NGO による貧

困・環境問題解決等、「現場」でのインターンを実

施している。総合政策学部では海外の民間企業や

として、外国語を教授言語とする科目群を、次のよ

うに体系的に整理・整備する。すなわち、（1）学生

の海外留学を動機付け、または留学先での学修の基

礎知識を提供する科目群（主に対応する人材像：Ｇ

Ｇ）、（2）グローバル社会の実相や異文化を直接学

ぶ等、当該科目の内容や教授手法の観点から日本語

ではなく外国語を教授言語とする科目群（同：Ｇ

Ｌ）、（3）日本語で学修した専門知識をグローバル

社会において外国語で運用する能力を伸長するた

めの科目群（同：ＧＳ）である。 

(1）の例としては、平成 24 年度からの文学部新

カリキュラムで導入された「アカデミック外国語」

科目の一部がある。たとえば Introduction to 

Psychologyは、心理学入門講義を英語で行い、留学

先での同系科目受講を支援することに資する。ま

た、同じく新規開講の「スキル・アップ外国語」の

１つである Listening and Note-takingでは、英語

による講義の聞き取りおよびノート作成のトレー

ニングを行う。また、希望学生を対象とした全学的

な留学支援英語プログラムがある。 

(2)の例としては、上記の「アカデミック外国語」

の一部のほか、海外協定校との間で実施する、同時

双方向のテレビ会議授業がある。英語等の外国語を

共通授業言語として、異なる文化的背景を有する学

生同士が学修することで、異文化理解と高度なコミ

ュニケーション能力涵養に資するものである。ま

た、こうした授業の効果をさらに高めるために、総

合政策学部等では、既存の Challengers’Program 

に加えて、デジタル教材とその配信プラットフォー

ムを開発・活用することも計画している（その延長

線上には、ネット上で外国大学との共同コンテンツ

運用も考えられる）。 

(3）の例としては、平成 24 年に法学部が開講す

る「英語による日本法プログラム」がある。もとよ

り日本法は日本語で既述されているものであるが、

グローバル化社会においては、英語で正確に議論す

ることが求められている。しかし、英語は英米法の

言語であることから、日本法に対する先行的理解を

前提として、両法システムの構造的差異を学ばない

限り、正確な議論はできない。このプログラムでは、

こうした観点から、法分野のＧＳを養成するもので

ある。また、同様の趣旨の科目は、大学院でも積極

的に展開する予定である。現在、経済学研究科の「グ

ローバルプログラム」や戦略経営研究科のビジネ

ス・ネゴシエーションとリーダーシップに関する授

業が確定している。 

■海外引率プログラムの整備 

本学では、表１の通り、多くの教員によって海外

フィールドワークや企業実態調査等を目的とした

学生引率が行われているが、これらの中には、海外
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NGO 等でのインターンシップ実績がある。法学部の

参加者は表２の通りである。 
 
表２：法学部国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加者数（2009-2011） 

  2009 2010 2011 計 

スイス 8 8 6 22 

インド 8 6 6 20 

ベトナム 4 3 2 9 

タイ 1 2 3 6 

インドネシア 2 2 2 6 

計 23 21 19 63 

※スイス、インド、ベトナムは教員引率有 
 
なお本学では、正課専門科目としてのアカデミッ

クインターンシップと、学生のキャリア形成支援を

主たる目的とするキャリアインターンシップの２

系列を展開している。朝日新聞社の「2010年版 大

学ランキング」によると、平成 22 年度の大学別イ

ンターンシップ参加学生数において、本学は 863人

で全国第３位である。 

○１年間の長期留学 

 本学の協定校は 125校に上り、そのうち学生交換

の提携を結んでいる大学は 78 校に上る。これらの

協定校への交換留学、それ以外の大学への認定留学

の参加者数は表３の通りである。 
 
表３：長期留学参加者数（2009-2011） 

留学の種類 
 参加者数 

2009 2010 2011 

交換留学 35 41 58 
認定留学 12 21 35 

計 47 62 93 
 
○学生主体の海外渡航 

大学設置の授業やプログラムのほか、法学部のや

る気応援奨学金、経済学部の鈴木敏文奨学金等を受

け、学生が自ら、海外での学習・活動計画を立案し、

渡航している。これらのプログラムでは、大学への

留学以外の活動（例：社会調査、フィールドワーク

等）を目的とする渡航も認めており、本学の特徴あ

る教育システムとなっている。 

平成 21年度～平成 23年度のやる気応援奨学金に

よる海外渡航者は各年 85、96、82 計 263人である。 

○大学院生の海外調査、海外学会研究発表補助 

 本学では、大学院生の海外調査、学会研究発表に

対する補助金がある。受給者数は以下の通りであ

る。 
 
表４：海外調査補助金受給者（2008-2010） 

  2008 2009 2010 計 

海外調査研究 4 12 10 26 

海外学会発表 121 105 152 378 
 

での学修を正規科目の評価対象部分とせずに、教員

と参加学生の自主的な活動としているものも多い

（たとえば、ゼミ活動の自由参加部分としての実施

等）。そこで、これらについて、内容とカリキュラ

ム整備を行い、また、本学が海外に有する人的・組

織的ネットワーク（例：海外の同窓生組織たる白門

会支部）を活用した支援体制の強化を行い、実質の

伴う単位化を図ることにより、ＧＳ養成に資する。 

■新たな留学プログラムの開発と導入 

ＧＧ養成に資するものとしては、現在、異文化体

験・語学研修を主眼とした海外短期留学プログラム

（英米仏独）があり、重要な役割を果たしているが、

本構想では、アジアパシフィック地域の重要性に鑑

み、留学先に豪州・韓国を加える。また、本学では

なく海外協定校主催の同種プログラムについては、

現在単位を付与していないが、内容を精査した上で

単位化を進める。 

ＧＬ養成については、まず、総合政策学部がフィ

ールドワークと国際インターンシップを組み合わ

せたSENDプログラムを開設する準備を行っている。 

学部横断・課題解決型教育プログラムとして社会

的評価が高い FLPについても、ＧＬ養成を主たる目

的として、留学との組み合わせを計画している。既

存の FLP「国際協力プログラム」と新 FLP「紛争解

決」「平和構築」「安全保障」「人権保障」で、英語

による討論を中心とした演習と留学を組み合わせ

た学修プログラムを展開する。この留学について

は、本学ネットワークを活用して、JICA、国連、OECD、

国際人権裁判所、フランコフォニー大学機構、DAAD

等と連携し、時宜に応じたプログラムを提供する。 

ＧＳ養成にとっては、専門科目を学ぶ短期留学や

国際インターンシップが有効な教育手法であり、既

に法科大学院が海外で日本法と外国法との比較法

を学ぶ Study Abroad Program を実施して成果を挙

げているが、学部においても同種のプログラムを導

入する（例：香港大学との学部学生交換）ほか、ILO

本部でのインターンシップを基礎として、新たに設

置する欧州の海外拠点を活用した学修を組み合わ

せたプログラムを開発する等、インターンシップと

短期留学の融合によりＧＳ育成を図る。 

理工系学生におけるＧＳ養成に対する社会的ニ

ーズも高いが、キャンパス内での学修に要する時間

が長いという専門特性があることから、従来型の短

期留学プログラムの役割（異文化体験・語学研修）

と、理工系ＧＳ養成機能を兼ね備えたプログラムを

開発する。現在、プレゼンテーション力を鍛える英

語教育を活かした研究発表を中心とするプログラ

ム（台湾中央大学との応用化学ワークショップ）と、

欧米の大学・企業・研究所での研修・実習を含むプ

ログラム（USデイビスでの研修）を準備中である。
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■産業界等との連携 

本学は、卒業生との連携を含め、強い実業界・産

業界との連携体制を確立している。具体的には、実

務家が通常授業を担当する科目を設置しているほ

か、アドバイザーとしての招聘、さらには、インタ

ーンシップ企画での連携等が活発に行われている。 

○通常授業における取組等 

本学では、全学部において「インターンシップ科

目」「実務家教員による授業科目」「ゲストスピーカ

ー制度」を採用している。キャリア教育なども含め、

「實地應用」の観点から、実学と社会との関係に配

慮した教育を行っている。特に、本学同窓会組織で

ある「学員会」と連携した教育取組が定着している

ことは大きな特徴である。例えば、全学部で行われ

ている「キャリア教育」、法学部での弁護士・検察

官・裁判官による「法曹論」、商学部での産業界等

で活躍する卒業生による「働くこと入門」は、こう

した連携によって初めて可能となったものである。 

本学の学部・大学院・専門職大学院では、法曹界・

ビジネス界をはじめ多種多様な分野から多くの講

師を招いているが、単に１回の講演会講師を委嘱す

に留まらず、本学専任教員との懇談会を開催し、授

業改善に向けた意見を取り入れることも多く試み

られている。これをさらに公式の制度化したものと

して、専門職大学院におけるアドバイザリーボード

があり、今後全学的な制度として活用する予定であ

る。 

○インターンシップ等における取組等 

卒業生組織である学員会、とりわけ実業家卒業生

の支部である「南甲倶楽部」や法律家支部である「法

曹会」等は、学生のインターンシップの受入先企業

等の窓口として、本学に重要なパートナー機能を提

供している。 

○国際機関、国際学術団体との連携 

本学では、従前より様々な形で国際機関、国際団

体との連携を行っている。例えば、平成７年に開設

した中央大学図書館国際機関資料室では、国連委託

図書館資料、EU情報センター資料、WTO・OECD・ILO・

IMF・WB の各資料を所蔵し、研究・教育に役立てて

いる。 

また本学は、国連が国際的に進めている国連憲章

の精神の実現に向けた高等教育機関の取組である

UN Academic Impact Intiative（UNAI）に参加して

おり、日本における情報・取組推進のハブの役割を

担っている。  

また、理工学部においては無錫市のコニカミノルタ

社の研究所・工場での国際インターンシップ、ドイ

ツバイエル社での国際インターンシップなどの国

際産学連携プログラム準備も進んでいる。 

また文学部においては、SENDプログラムを開始す

る。これは複数の海外研修と日本における教育課程

を組み合わせたものであり、参加者は、春休みに英

国国際教育研究所の日本語教師養成課程を受講し、

次年度前期に本学で関連科目を受講後、夏休みに本

学協定校で１週間の異文化理解・日本文化紹介と３

週間の日本語教育実習を行う。２つの異なる国・地

域への留学、専攻科目と日本語・日本文化に対する

理解を深める教育を通して、教養と行動力を備えた

人材を育成する。 

■外国大学との共同授業等 

本構想では、新たなタイプの留学を要素とする外

国大学との共同授業を展開する。 

平成 24 年度開始の文学部における日台韓４大学

共同授業は、前期に４回の遠隔授業、夏休みに全受

講生が集合参加する 10 日間のフィールドワーク、

９月に講師が各大学を訪問しての「まとめ」を行う

ものである。この遠隔同時授業とフィールドワーク

を組み合わせた授業は、専門的知識の習得のみなら

ず、英語コミュニケーション力と受講生間の人間関

係形成を通した社会通用性の涵養にも繋がるため、

本構想ではこうした取組を全学に拡大する。また、

この延長線上に、海外協定校との共同授業として、

全学的に「週末留学プログラム」を計画・実施する。

これは、航空機による移動時間が概ね片道４時間以

内に立地する協定校と協力し、(1)テレビ会議によ

る授業、(2)週末を利用した日帰り又は１泊での本

学又は協定校での授業（フィールドワークを中心と

する）を組み合わせ、英語を教授言語として実施す

る。従来の短期留学では、授業進行に併せて学生が

調査や予習復習を行うことに困難があったが、この

プログラムは、それを可能とするものである。 

■学外組織・団体・産業界等との連携 

本事業においては、グローバル人材の育成という

目的からして当然に社会、特に産業界との連携が重

要である。そこで本学は、本取組による人材育成が

社会的ニーズに合致しているかどうかを恒常的に

検証するために、アドバイザリーボードを設置し、

柳井俊二国際海洋法裁判所長、田中克郎ＴＭＩ総合

法律事務所長、藤沼亜紀日本公認会計士協会前会長

をはじめ、多分野から第一級の方々を招聘する。 

また、海外インターンシップについては、本学同

窓会海外支部等の協力を得る体制を整備するほか、

特にＧＳ人材育成用教材開発については、企業法務

担当者等の専門実務家を含めた研究開発プロジェ

クトを随時設置するものとする。 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

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

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

■教員任用における取組 

本学は、各学部等の教育及び研究の遂行に最も適

した人材の採用を第一としているため、全学として

外国人採用を優先する明確な方針を掲げてはいな

いが、専任教員採用にあたっては、各学部とも海外

を含め広く公募しており、書類審査と模擬授業等を

含む面接審査を行い、研究業績だけでなく教育力も

含めた厳正な審査による教員採用を行っている。 

また、上述のとおり教育・研究上の能力と適合性

が任用基準であることから、外国語・外国文化の教

育研究を担当する者を中心に、外国人教員や外国語

ネィティブの教員を多数配置している。特に、総合

政策学部では、外国語科目教育の充実のため、授業

担当者として、外国から招聘する外国人の兼任教員

である外国人外国語契約講師を採用している。 

「目標設定シート３」に記載のとおり、本学の外

国人教員の総数は 27 人であるが、外国での教育研

究経験等を有する専任教員は 48.7%に上っている

（いずれも平成 24年度）。本学は、国際的な視点か

らの課題解決にあたり、外国人教員及び海外での教

育経験のある日本人教員の視点が非常に有効であ

ると認識しており、そうした視点が重視される専門

領域を中心に、それら人材を登用する。 

 

■在外研究等を通じた教育力向上の取組 

本学には、研究・教育の向上と発展に寄与するこ

とを目的として、学術の研究・調査のため専任教員

を一定期間海外に派遣する制度（「在外研究制度」）

があり、派遣期間には長短（１年、６カ月、３カ月

の３通り）があり、柔軟な利用が可能となっている。

毎年 15 人程度が派遣対象となり、海外の大学等で

研鑽を積み、爾後の教育に反映している。  

また、教員の海外出張数(全ての目的を含む)は平

成 20年度：473 件、平成 21 年度：629 件、平成 22

年度：543 件となっている。この中には、法学部教

員による日中法学者交流や、理工学部応用化学科の

台湾中央大学との交流、法科大学院における Study 

Abroad Program（香港・メルボルン）など、外国に

おいて本学教員が教育を担当するものが数多く含

まれており、教員の教育力向上に資するものとなっ

ている。 

【本構想における取組】 

■教員任用における取組 

本構想の推進により、平成 24 年度以降、各学部

での外国語による授業が増加し、海外協定校との学

生交流の実質化が推進されるなど、本学教員にはさ

らなるグローバル教育力向上が求められる。もっと

も、本学が育成する人材像（ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ）と

それに対応する教育プログラムのあり方からして、

教員に求められる「グローバル教育力」も多様であ

る。そのため、教員任用に際しては、担当科目・領

域の特性に応じたグローバル教育力の評価を行う

よう、全学的に方向付けを行うものとする。 

■チーム体制による教育力向上の取組 

本学には、海外での研究教育経験のある教員や海

外での学位取得者が相当数在籍しており、また、現

に客員教員として外国大学での教育を担当する者

も多い。これらの教員が有する教育メソッドやノウ

ハウを共有することにより、本学のグローバル教育

力全体の向上を図る。具体的には、チーム・ティー

チングやＦＤを活用するほか、異なる地域での客員

教員経験を有する教員同士による教育メソッド開

発に取り組む。特に、協定校からのＧＳ型留学生を

受け入れる場合、その教育は短期集中コースとなる

ことが多いことを利用して、こうした教育力向上の

機会を数多く設定することを計画している。 

たとえば、法学部で実施する「英語による日本法

プログラム」では、外国大学での教育経験のある専

任教員がコーディネーターとなり、その下に、国際

法務の経験のある若手の弁護士・実務家・研究者を

含む教育チームを構成した上で、英語による正確な

日本法紹介のための教材研究開発を行い、これに基

づいて、オムニバス及びチーム・ティーチングでの

授業を実施する。授業実施後には、必ず、フィード

バック用のミーティングを行い、本取組期間中を通

じて、教材の改訂作業を続けるものとする。 

また、本取組では、外国協定校教員の協力を得て、

グローバル教育体制の整備を行う。具体的に予定さ

れているものとしては、テレビ会議システムを利用

した遠隔授業の共同開発がある。この枠組みの下、

海外協定校の教員に本学の教育を担当してもらう

ことにより、本取組初年度から充実したグローバル

教育を展開することを可能とするとともに、本学教

員のグローバル教育力の強化に資するものとする。 
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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】 

○グローバル教育力向上のための取組 

本学では中央大学ＦＤ推進委員会が大学全体の

ＦＤ推進を担っており、各学部・大学院研究科は、

それぞれの組織体制と手法をもって、ＦＤ活動に取

り組んでいる。 

本学では、グローバル教育力向上のためのＦＤと

して、(1)組織的教育手法や教材開発、(2)教員研修、

(3)自主的研究会活動が行われている。 

(1)については、本学では、これまでもグローバ

ル人材養成に関する公的資金を受けており、その成

果が生まれている。たとえば、法科大学院「グロー

バル化に対応した法曹人養成プログラム」（平成 20

年度文部科学省「専門職大学院等における高度専門

職業人養成教育推進プログラム」採択）や、理工学

研究科「国際水環境理工学人材育成プログラム」（平

成 22 年文部科学省「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」採択）などがある。 

(2)については、ブリティッシュ・カウンシルや

経団連が主催したグローバル人材育成シンポジウ

ム等に教職員が積極的に参加している。また、そこ

で得られた知見について、広く同僚教職員にも共有

するため、講師を本学に招聘して、研究集会を行う

等の活動も行っている。 

(3)については、たとえば、本学英語担当教員が

全員所属する中央大学英文学会がある（平成 21 年

大会では英語教育関連を扱い約 50人が参加）。 

○教員の教育力の評価 

教員の教育力評価は、学生による授業評価アンケ

ートによるものが中心である。特に、本学法科大学

院では、学生の授業評価・意見に基づいて「ベスト・

ティーチャー賞」を授与し、選考理由を広く公表す

ることにより、教員の教育力向上へのインセンティ

ブを図ると同時に、教員相互の授業参観等を通じ

て、受賞者の授業への取組を共有するなどして、さ

らなる教育力の向上に努めている。 

○海外の大学における教育活動 

本学では、協定校等で授業等を担当する制度があ

り、多くの教員が、異文化環境の中で講義を担当し、

教育力向上に努めている。また、これ以外にも、学

生を引率する海外研修プログラムにおいて、受入大

学学生と本学学生を同時に対象とする講義を行な

っている事例も多い。こうした異なる文化背景をも

つ学生を同時に教育することは、極めて重要な OJT

の機会となっている。 

【本構想における取組】 

■教育手法の開発 

３つのグローバル人材像に基づく教育のために

は、それらに応じた教育手法の開発が必須であり、

この中には、(1)教材開発、(2)教授法開発、(3)カ

リキュラム開発が含まれる。このうち、(1)(2)につ

いては、個別科目ごとの差異が大きいが、本取組で

は、これを人材像ごとに集約し、異なる科目担当者

間であっても、協力して教材・教授法開発を行う環

境を整備する。(3)については、本学ＦＤ推進委員

会とグローバル人材育成推進委員会の連携の下、恒

常的に教育成果をとりまとめ、各学部・大学院等に

対して、カリキュラム開発の支援を行う。 

■ＦＤの活性化 

これまでのＦＤ活動に加え、本取組においては、

国際連携推進機構や各学部を核として、教員のグロ

ーバル教育力育成強化のために、効果的なＦＤを組

織的に展開する。同時に、国際団体・企業・協定校

との交流等を通して、グローバル人材育成に係る情

報収集を行い、ＦＤ・ＳＤ研修会に反映する。また、

ＦＤ活動の眼目の一つたる優れた教育実践の共有

のため、本取組の中で評価の高い授業担当者（海外

協定校の教員を含む。）による公開授業等を実施す

るほか、本学及び他大学教員の海外教育経験を共有

するために、国内外の高等教育研究者等を招いてＦ

Ｄ研究集会を実施する。また、外国語による授業実

施スキル習得のための学内研修会を実施するほか、

外部研修会への教員派遣を行う。これらの研修では

特に「英語によるプレゼンテーション」の指導力向

上を図る。 

さらに、所属学部長や同一専門分野の教員との面

談等を通じた教員サポートを充実させる。 

■教員の教育力の評価 

既存の教育力評価の仕組みは、学生による授業評

価アンケートや担当クラス学生集団のグレード・ポ

イント向上率解析等を中心とするものであるが、こ

れらは、教育実施時点での評価指標であり、いわゆ

るアウトカム評価は十分にはなされていない。しか

しながら、本事業は、グローバル人材を育成すると

いう中長期的目標を達成しようとするものであっ

て、短期的な視点からのみならず、たとえば本学の

グローバル人材教育を受けた者の 10 年後の視点で

教育を評価することも必要である。そこで、本取組

においては、既存の教育力評価の仕組みを活用しつ

つ、新たな枠組みの開発に取り組むものとする。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

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

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

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

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す

ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

■留学への動機付け等 

○入学時オリエンテーション等 

 新入生に対しては、学部オリエンテーション等を

通して、留学制度、留学奨学金、必要な語学力・学

習方法、TOEFL 等の解説、留学体験紹介、個別相談

等を実施している。また、学生の留学体験記を本学

Web サイトで公開し、留学への関心を高めている。

留学相談は、履修・単位認定等の学業面は各学部事

務室、留学先の大学等の情報面は国際交流センター

にて随時受け付けている。 

○国際交流センター、各学部による留学支援等 

 国際交流センターでは海外留学資料が常時閲覧

可能であり、職員が個別相談にあたっている。年２

回の海外留学フェアのほか、学部と連携して留学報

告会を実施している。法学部のリソースセンター

は、奨学金・留学・インターンシップ・短期語学留

学などの資料・教材を揃え、講演会や座談会などを

実施し（平成 23 年度は３回）教員および運営担当

学生が支援・提供している。理工学部では留学生交

流サロン・国際交流相談窓口を設置し、月に数回国

際交流センター職員が出向いて外国人留学生や海

外留学希望者の相談・支援を行っている。 

○キャンパスにおける行事 

本学ではこれまで法学部による外務省協賛「外交

講演会」など、数多くの外国人講演会を開催してき

た。近年では中央大学創立 125周年記念行事（平成

22年）として、ジャック・アタリ氏の講演会などを

開いた。平成 23 年度からはインターナショナル・

ウィークを開催し、第１回（テーマ：フランス）同

第２回（テーマ：イギリス）では各国駐日大使の講

演、留学生による各国の紹介、貴重図書展示、映画

の夕べ、学術シンポジウム、生協協賛フェアなどを

行った。同年 11 月には学生が主体となってアメリ

カ大使講演会を実施した。これらの行事は、学生の

興味関心喚起に有効でありアンケート結果からは、

対象国への親近感を強め、新たな学びへの意欲を喚

起されたとの結果が読み取れることから、留学への

動機付けとしても一定の価値があると考えられる。 

【本構想における取組】 

■留学への動機付け等 

○入学時オリエンテーション等 

従来の取組に加え、啓蒙冊子『グローバル人材に

なろう』（仮題）を作成し、新入生を含む学生全員

に配布する。この冊子では、(1)グローバル社会の

構成者としての自覚促進、(2)本学が提供するグロ

ーバル人材育成教育のためのリソースを紹介、(3)

留学に必要な準備や支援体制等を明らかにする。 

国際連携推進機構の整備に伴い、各学部で行われ

てきた交流会を系統的に再編・実施して、日本人学

生と外国人留学生が直接交流する機会を増やし、新

たに開設する短期留学への参加を促す。 

また、本学がＧＧ・ＧＬ・ＧＳの多様なグローバ

ル人材育成を行っていることを周知し、その上で、

在学期間を通じて、学内国際行事やグローバル人材

育成・啓蒙行事への参加記録を Global C-compass

に記録できるようにして、学生の意識啓発を行うと

ともに、学生の計画作成支援を行う。 

○インターナショナル・ラウンジの開設等 

多摩キャンパス 11 号館にあるグローバル・ラウ

ンジをキャンパス中心部にあるヒルトップに移動

し「インターナショナル・ラウンジ」と改め、海外

放送受信設備や留学のための資料を整え、留学相談

員を置くほか、グローバル企業等で活躍する著名人

による連続講演会を開催し、社会が求めるグローバ

ル人材像とロール・モデルを学生に示す。後楽園キ

ャンパスにも同様の施設を置く。また、本事業の進

展に併せて、多摩キャンパスに国際化複合施設イン

ターナショナル・ビレッジを設置し、日常的にグロ

ーバル社会を体感できるものとする。 

○キャンパスにおける国際的行事・企画 

インターナショナル・ウィークを核とする国際行

事（講演会・シンポジウム・食文化体験・資料展示

等）を恒常的に実施する。現在、実施が計画されて

いるものには、平成 24 年度６月のインターナショ

ナル・ウィーク第３回（テーマ：ドイツ）、同 10月

元ユネスコ事務局長松浦氏の講演会を中心とした

ユネスコ・デー、国連デー、EUデーなどがある。 



31 
（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型） 

 

○研究交流を通した留学動機付け 

 法学部・法務研究科・法科大学院では、日中法学

者交流として、平成 20年に中国政法大学（北京）、

平成 21 年に山東大学（山東省）、平成 22 年に中央

大学（東京）でシンポジウムを開催し、教員と学生

が参加した。経済学部では、平成 23 年に仁川大学

から教員と学生が来学して研究交流を行い、その

後、本学教員と学生が仁川大学を訪問し、シンポジ

ウムを行った。また、理工学部・理工学研究科では、

平成 23年に本学教員が国立台湾中央大学を訪問し、

ワークショップを開催した。これらの交流には、学

生が参加する場面も多く、学生における留学への動

機付けを与えている。 

○国際寮、短期留学プログラムにおけるＴＡなど 

平成 23 年度に開設した２つの国際寮では、外国

人留学生と日本人が共同生活をしている。寮生にと

っては、日常生活そのものが異文化体験であり、海

外留学への動機付けともなっている。また本学では

国際交流センター主催の留学生のための国内短期

研修旅行（平和セミナーなど）のアシスタント、大

学院留学生の日本語指導チューターなどの制度が

あり、これらを通した外国人留学生との交流が海外

留学への興味関心を喚起している。 

○単位取得を伴う海外留学プログラムの開発支援 

海外留学プログラムの開発支援については、海外

大学との学生交流協定の促進を担う国際交流セン

ターが担ってきたが、教育そのものを担う学部・大

学院研究科との調整が必要であり、本事業において

改革に取り組むべき課題の一つである。短期留学の

開設及び運営については、規程に基づき、国際交流

センター運営委員会が設計・運営している。長期留

学は、協定校との協議に基づいて国際交流センター

が個別に対応している。 

○海外留学に関する基準・情報の事前提供およびラ

ーニング・アグリメント 

本学では、国際交流センターにおいて、本学の留

学制度（留学条件、留学手続き、留学に伴う単位の

認定と帰国後の履修、留学中の学費、留学に伴う奨

学金）及び留学準備を掲載した冊子『国外留学の手

引き』を発行し、必要に応じて担当職員が説明して

いる。単位認定や帰国後の履修については、各学部

事務室の留学担当者が相談に応じている。 

○海外留学促進制度等の導入推進 

海外留学を経済的側面から支援する制度として、

学費減免や奨学金制度がある。交換留学及び認定留

学については、申請により学費減免が受けられるほ

か、「国外留学生奨学金」（要審査）が給付される。

これら全学的制度に加え、４学部においては、独自

の奨学金制度により海外留学・海外インターンシッ

プを奨励している。 

○研究交流を通した留学動機付け 

特にＧＳ育成にとっては、研究者のグローバルな

活動に関わり、海外研究者との接触機会を得ること

は重要な契機であり、こうした機会を体系的に整備

する。当面の計画としては、日本比較法研究所の研

究者交流への学生参加（直近では、華東政法大学）、

理工学部・理工学研究科の国立台湾中央大学とのワ

ークショップ第２回（平成 24年）、文学部の大連大

学におけるシンポジウムを契機とする交流がある。 

○国際センター、各学部による留学支援等 

国際連携推進機構の設置に伴い、留学先の大学の

情報、帰国後の就職に係る相談などに対応可能なス

タッフの充実を図る。同機構スタッフに加えて学部

事務室職員を短期留学に同行させ、協定校と深い交

流を図り、グローバル人材像に対応したプログラム

の全体像を把握させる。これにより、留学や履修等

に係る相談について、国際プログラムと学部ごとの

専門教育課程のバランスに配慮した高度なアドバ

イスを行うワンストップ・サービスを実現する。 

■単位取得を伴う海外留学プログラムの開発支援 

海外留学プログラムには、全学主導のもの（主と

してＧＧ・ＧＬ型）と各教育部門の教育課程上の要

請が契機となるもの（主としてＧＬ・ＧＳ型）があ

るが、国際連携推進機構の設置に伴い、副学長や学

長専門員といった全学的機能を果たす教員スタッ

フを海外留学プログラム開発支援に投入し、後者に

ついても全学的な支援を行う体制を整備する。ま

た、教員個人の努力によって維持されている単位を

伴わないプログラムのうち、全学的あるいは教育部

局全体の観点から有効性が認められるものについ

て、これを単位化するための支援体制を整備する。 

■海外留学に関する基準・情報の事前提供およびラ

ーニング・アグリメント 

既刊『国外留学の手引き』をより充実させ、Web

上で公開するとともに、留学相談員を増員して親身

な情報提供を行うほか、留学の多様化に伴って対応

も複雑化するため、窓口担当の事務職員研修を充実

させる。帰国後の単位や卒業期の変更等の重要なラ

ーニング・アグリメントに関する情報については、

Ｑ＆Ａ等共有ＤＢを作成し、さらに学生に対して口

頭ではなく文書で提示する体制を整備する。 

■海外留学促進制度等の導入 

本学には多彩な奨学金制度があるが、現在、奨学

金制度の見直しを進めており、その中で留学支援奨

学金の充実を検討している。他方で、フランコフォ

ニー大学機構、DAAD等の学術団体との連携を進め、

より多くの外部奨学金を提供可能にする。また、卒

業生の団体である学員会を含め、各方面からの留学

奨励資金形成のために寄付を募るほか、本学の「教

育力向上特別予算」を活用する。 
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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】 

○留学中から帰国後におけるサポート 

国際交流センター発行『国外留学の手引き』には、

本学の単位認定、帰国後の履修、就職活動について

の記載があり、学生はこれを参考にしている。また

留学中の日本人学生のために、国際交流センター事

務室では国・地域毎に担当者を配置し、健康管理や

学修管理などについて主にメール・電話でのやり取

りを通してサポートしている。 

○産業界との連携等による就職支援 

留学から帰国する時期が春の場合、企業採用活動

開始と同時期となるため、該当学年の学生に対して

は、留学先からインターネットの環境設定を行い、

Webを通じたエントリーシートの提出を行うよう、

国際交流センターとキャリアセンターから指導し

ている。帰国時期が６月以降となる場合は、企業の

採用活動がほぼ終了しているため、帰国後すぐに本

学キャリアセンターを訪問し、求人情報を把握する

よう指導している。留学から帰国する時期は派遣先

により異なるため、キャリアセンターでは、帰国し

た学生からの就職相談に対し、個別の対応を行って

いる。本事業においては、産業界と連動した留学経

験者のキャリア形成支援の枠組みを検討すること

が重要な課題である。 

○緊急時、災害時の対応のためのリスク管理 

留学先が本学の協定校である場合は、派遣先大学

において危機管理がなされているが、協定校以外で

は危機管理に関する情報を本学が十分に把握して

いない。そこで、近年、学長、国際担当副学長、国

際交流センター職員が海外にある同窓会組織（海外

白門会）を積極的に訪問し、リスク回避への協力を

依頼している。また発展途上国においては、学長を

はじめとする本学関係者が JICA の各国拠点を訪問

し、緊急時・災害時の対応およびインターンシップ

受け入れ等の依頼を含めた協力要請をしている。学

生の海外渡航状況は国際交流センター及び学部事

務室において把握しており、平成 23 年に発生した

ニュージーランド地震の際も学生の安否確認は速

やかに実施できた。しかし、本構想においては、学

生の海外渡航数が飛躍的に増加すると考えられる

ことから、新たな体制作りを行う。 

【本構想における取組】 

■留学中から帰国後におけるサポート 

○Global C-compass・保健センター・国際センター 

帰国後の学業生活充実には、留学前の精緻な計画

策定が重要であり、各学部と国際センターが緊密に

連携して学生を支援する（様式４①参照）。学生生

活の全期間を通じて、キャリア形成支援・就業対策

に Global C-compassを活用するが、留学先での活動

もそこに記録して、帰国後の学修や就業活動に資す

る学生ポートフォリオの作成を行い、帰国後のキャ

リアセンター・学部を中心とするキャリア形成支援

に活用する。留学前後の健康管理については、保健

センター（専任所長医師が常駐）が支援を行う。 

○海外ネットワークによるサポート体制構築 

 留学中の学生サポートについては、左欄に述べた

海外白門会による協力体制のほか、本取組において、

海外拠点を設置・拡大し、留学生の危機・リスク管

理、留学先との連絡、インターンシップ、海外実態

調査活動の支援、学生の海外での就職を含めたキャ

リアサポート等のための体制を確立する。また同時

に協定校及び海外白門会による海外ネットワークの

拡大を図り、本学学生の安全を守りつつ、より広域

に亘る活動を可能とする環境を整備する。 

○産業界との連携等による就職支援 

本学は、キャリアセンターを中心に、キャリア形

成支援を積極的に展開し、高い成果を挙げているが、

本取組では、特にＧＬ・ＧＳキャリア形成につなが

る支援体制を強化する。具体的には、産業界等の有

識者によるアドバイザリーボード（様式２参照）を

核としたＧＬ・ＧＳの就業支援に係る体制強化、海

外インターンシップ受入先企業・団体との連携によ

る対学生情報提供強化、キャリアセンター・外部専

門家講師による留学予定者向け就職セミナー、留学

中の学生に対するＩＣＴを活用した情報提供、留学

先の海外拠点における情報交換会などを行う。 

○緊急時、災害時の対応のためのリスク管理 

外国での活動には、日本国内とは異なるリスクが

伴うことから、複数の部局での検討を基礎とする重

層的リスク管理を行う体制を確立する。また、教職

員の危機管理研修（海外実施を含む）によるノウハ

ウ蓄積、協定校・海外白門会・連携先企業等をハブ

とする多拠点情報集約、外部専門家の登用等を行う。 
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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４技能の評価 

本学各学部では、各種入学試験の実施にあたり、

外国語能力を重視する傾向にあるが、一般入試で４

技能全体を評価するには困難があるため、特別入試

等でこれを適切に評価するよう努めている。 

中等教育段階までの外国語力を特に重視する入学

試験として、「英語運用能力特別入学試験」（法学部、

商学部で実施）、「自己推薦・海外帰国生等入学試験」

（経済学部で実施）、「ドイツ語・フランス語・中

国語・スペイン語特別入学試験」（商学部）、「公

募推薦入学試験」（総合政策学部）を実施している。 

これらの特別入学試験においては、出願段階で一定

の外国語力（例：TOEFL iBT68 点以上）を求めるだ

けでなく、国語等の日本語能力を問う筆記試験（学

部によっては外国語や小論文）を課している。さら

に各学部のアドミッション・ポリシーに合致してい

るか、教育課程への適応可能性の高い人物かどうか

を精査する目的で面接試験を行い、語学力以外の側

面まで含めたバランスのとれた人物を選考してい

る。なお、出願資格として求めている TOEFL等の点

数は、リスニング、スピーキング、リーディング、

ライティングの４技能を正確に評価するため、いず

れも団体受験のスコアによる出願は認めていない。

また、４技能のうち、スピーキング・リスニングに

ついては、文学部人文社会学科英語文学文化専攻な

ど、外国語が基盤となって行う専門領域を持つ選考

においては、推薦入試の面談などにも一部組み込ま

れている。 

○留学経験や在外経験等の適切な評価 

在外経験を特に重視する入学試験として「海外帰

国生等特別入学試験」（法学部、商学部、文学部）、

「自己推薦・海外帰国生等入学試験」（経済学部）、

「自己推薦入学試験・海外帰国生等特別入学試験」

（理工学部）がある。これらの入学試験においては、

国語、外国語等の筆記試験と面接試験を課し、各学

部の教育課程への適応可能性を精査している。 

また、附属学校からの進学については、留学経験

のある生徒には学部等の選択について優先枠を設け

ているほか、学校推薦入試における面接でも、通常、

受験生の様々な経験についての質問を行っている。 

【本構想における取組】 

○入試における４技能の適切な評価 

 本学では、平成 24 年度の一般入試だけでも４万

人を超える志願者を有しており、４技能のうち特に

スピーキング能力を公正に測定・評価するための試

験実施体制を整備することには困難が伴う。そこ

で、口頭による英語使用が得意な受験生を対象とし

た特別入試の募集人数増のほか、学校推薦入試にお

ける英語による面接、在外経験・留学経験の一層の

重視、TOEFL等熟達度測定テストの積極的活用を検

討する。附属校の生徒については、中高大連携教育

の中核的要素として外国語教育を強化し、本学の国

際化推進の中心的役割を果たす生徒・学生の育成に

努め、生徒の実践的英語力・留学経験を大学進学判

定に反映させるだけでなく、早期進学や秋入学の候

補者とすることや、ギャップタームを利用した留学

支援を導入すること等を早急に検討する。また、外

国に設置されている日本人学校（上海日本人学校に

ついて下記参照）との連携を深め、語学力・コミュ

ニケーション力を重視した入試を展開する中で、４

技能について総合的評価を行うものとする。 

○留学経験や在外経験等の適切な評価 

本学は、海外の日本語学校、日本人学校との連

携・協定・指定校化を進め、留学生や在外経験のあ

る学生を積極的に受け入れ、キャンパスの国際化を

推進するとともに、こうした者がＧＬ・ＧＳに成長

することを支援する。そこで、在外経験を重視した

特別入試について、その質的充実に加え、また今後

受入枠も拡大していく。その具体的な取組の一つと

して、本学は平成 24 年１月に、重要性の増すアジ

ア地域の拠点に所在する上海日本人学校を支援す

る「上海高等部協力大学会議」に加盟し、本学教員

等の派遣による講演会・模擬授業等の開催、本学の

附属高等学校教員との人的交流の実施に向けた準

備を進めているが、さらに、同校卒業生に対する指

定校枠の設置について検討を始めている。 

個別学部の取組としては、総合政策学部で「公募

推薦入学試験」に代えて在外経験を重視した特別入

学試験制度の平成 27 年度の導入を検討しているほ

か、グローバル人材育成と連動する新学部構想にお

いては、外国語の４技能の測定・評価に基づく秋入

試の実施、在外又は留学経験を基礎とする多文化理

解力を重視した学生選抜制度導入を検討する。 
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制 
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構

想を必ず記載してください。） 

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

果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

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

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

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

【これまでの取組】 

■入学時プレイスメントテストの結果に基づく習熟

度別語学クラス編成など効果的な語学教育 

○語学力測定と語学教育へのフィードバック 

本学では効果的な語学学習を実施する目的で、６

学部中４学部において、入学時プレイスメントテス

トを行い、その実施結果に基づく習熟度別語学クラ

スの編成によって語学教育へフィードバックしてい

る。これにより、学生の習熟度に応じた内容の授業

を設定し、異文化理解に必要な基礎能力と国際化に

対応した外国語能力を修得できるように配慮してい

る。プレイスメントテストは、それぞれの学部・専

攻の外国語教育の目的及び学生のレベルに合わせ

て、TOEIC（法学部、文学部の英語文学文化専攻）、

GTECと TOEICの併用（商学部）、TOEFL（総合政策学

部）、ACE（文学部の英語文学文化専攻を除く全ての

専攻）が採用されている。習熟度別編成を行ってい

ない経済学部、理工学部でも TOEICの無料受験（団

体受験）の機会を学生に複数回与えている。 

○教育効果の分析と語学教育へのフィードバック 

文学部英語文学文化専攻の他、多くの学部ではプ

レイスメントテストと同種の試験を年度末に実施

し、教育効果の測定・分析を行っており、授業運営

に活用している。例えば、総合政策学部では、学部

開設以来、英語運用能力試験である Institutional 

TOEFL（IT）を年３回実施し、その結果を語学担当教

員が分析して、爾後の英語教育の改善に反映させる

よう努めている。直近の取組み例としては、平成 22

年度から英語の必修単位数の増加が挙げられる。文

学部英語文学文化専攻でも、学年共通期末テストと

個別クラス学年末テストを組み合わせた評価を行っ

ている。 

 

■論文作成能力の養成 

本学では、外国語による論文作成のためのアカデ

ミック・ライティング能力育成に取り組んでいる。

例えば、法学部では、１年次配当の「英語（Ｃ）

Writing」の授業で、法律、政治、国際的な問題につ

いてリサーチを行い、レポートを書ける能力を伸ば

し、２年次配当の「英語（Ｄ）Writing」でさらにエ

ッセイを書ける能力を伸ばす授業を実施し、３年次

以降の「上級英語」においてアカデミック・ライテ

ィングの能力を高めるための授業を実施している。

【本構想における取組】 

■入学時プレイスメントテストの結果に基づく習

熟度別語学クラス編成など効果的な語学教育 

○ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ人材像に対応した本学の挑戦 

本学では、入学時プレイスメントテストの結果に

基づく習熟度別語学クラス編成を積極的に導入し

ており、現在未導入の経済及び理工学部でも TOEIC

の団体受験を既に実施し、順次導入する基盤を確立

しているところである。 

ところで本学は、その実学教育の経験から、習熟

度別クラスの設置は学部低学年の外国語教育への

効果が強く、本構想の目的である人材育成のうちＧ

Ｇ・ＧＬ育成に直接役立つが、専門知識を生かすＧ

Ｓの育成に関しては、別の方策が必要であると考え

ている。すなわち、ＧＳには専門領域ごとの独特な

コミュニケーション・スキルが必要であることか

ら、本学では、従来型外国語教育を超えた

ESP(English for Specific Purposes)の考え方に基

づく教授法・教材・評価法を研究開発し、学習者の

目的に合わせて教授する「目的別編成クラス」のカ

リキュラムに結実させるプロジェクトを実施し、そ

の成果を国内外の高等教育界に提示する。この開発

プロジェクトには、英語学、英語教育学のみならず、

異文化理解の専門家や法学・経済学等の各実学分野

の専門家の知見を総合することが必要であること

から、総合大学としての本学の特長を最大限活用

し、グローバル人材育成推進委員会の下に設置する

「グローバル人材育成カリキュラム開発ＷＧ」をこ

のプロジェクトの中核とする。 

■教育効果の分析と語学教育へのフィードバック 

○Global C-compassの活用による外国語習得支援 

TOEIC,TOEFL 等の結果を成績評価に加味するな

ど、テストの波及効果を利用した学習促進方法を積

極的に検討する。また、外国語学習の効果を学生自

身が把握していないことが多いことから、学習成果

を継続的に Global C-compass に記録できるように

システムを改良し、学生の主体的取組を促すととも

に、学生自身に現状把握を行わせ、語学スキルの修

得に自発的に取り組ませる。 

○ESP自律学習プログラムの開発 

上述した ESP教授法・教材・評価の開発に並行し

て、外国語学習の自律学習プログラム化、すなわち

チューターの助けを借りつつ、自分にあった学習
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商学部の英語のアドヴァンスト・コースは、平成 12

年度開設以来、アカデミック・ライティングの指導

も視野に入れて運営されている。総合政策学部では、

英語のクラス編成（A・B・C・Dグループ）のうち、

上位２グループ（C・Dグループ）については、アカ

デミック・ライティングの授業を実施している。 

 

■論理的説明、議論力養成の少人数語学教育等 

外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を

養成するための尐人数語学教育等の実施状況につい

ては、法学部では１・２年次配当の「英語Ａ／Ｂ」

の Listening & Speakingの一部の授業においてこれ

を実施している他、商学部では英語のアドヴァンス

ト・コースの定員を 20名までとし、プレゼンテーシ

ョンやディスカッションを実施している。理工学部

では平成 23 年度から外国人専任教員によるプレゼ

ンテーション科目を設置し、総合政策学部では平成

22年度より、外国語を教授言語として専門科目を学

ぶ Challengers’Programを実施している。このプロ

グラムは、英語を通じて人文学、社会科学、自然科

学系の様々な分野の内容を学び、専門知識とその習

得に必要な概念や英語を学んでいくためのものであ

り、設置科目数は 40を超える。授業は、語学そのも

のの学習ではなく、科目内容の習得に重点が置かれ

た、いわゆる Content–based Language Teachingで

ある。 

 

■留学先での専門科目履修を目的とした準備教育 

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については、学生

に留学の動機を与えた専門演習担当教員が個人的に

指導する等の対応がなされ、正規の授業は開講して

いなかったが、平成 24年度からの文学部新カリキュ

ラムで対応することとなった。たとえば、スキル・

アップ外国語群（Reading and Vocabulary Building、

Listening and Note Taking など）において、留学

希望者に対して留学先での専門科目履修を目的とし

た準備教育を開講している。 

現在、多摩キャンパス映像言語メディアラボでは

６限以降 CALL教室を開放し、学生の自律学習支援を

行っているが、稼働率の向上が課題となっており、

機材更新やチューター等を配置することが検討され

ている。 

 

法・教材を選んだ上で目標を設定し、自身の習得進

捗状況を把握し、必要に応じて設定目標を変更しつ

つ、外国語学習を進めるシステムの開発を行い、本

事業期間中に利用を開始する。 

○語学教育へのフィードバック 

従来の教育効果分析は、語学授業の成績のみを基

礎資料として、教員ごとに行われることが多く、フ

ィードバックも限定的であったが、上記 Global 

C-compassと ESP自律学習プログラムで蓄積される

情報を分析することで得られる新たな知見を活用

して、教育手法のみならずクラス編成方法等へのフ

ィードバックを可能とする。 

■論文作成能力の養成 

外国人留学生の日本語ライティング力向上を目

的として、大学院ライティング・ラボにおいて個別

指導を行っているが、平成 25 年度にはこれを学士

課程へも拡大し、英語論文作成指導も行う。 

■論理的説明、議論力養成の少人数語学教育等 

○新 FLPによるグローバル・リーダー養成 

ＧＬを主たる人材像として、課題発見・解決力と

外国語による論理的説明力・ディベート力・論文作

成能力を高めるため、本学独自の教育システム FLP

に、英語による討論と海外留学を組み入れ、尐人数

演習を核とする新プログラム（新 FLP）を導入する。

現在の FLPは、１年次で選考された学生が２年次～

４年次まで一貫して履修するプログラムであるが、

新 FLPでは、さらに TOEFL iBT 80点以上を履修条

件とし、入学者選抜において在外・留学経験や英語

運用能力を特に評価した者に対する教育責任を果

たす。新 FLP のテーマは「紛争解決」「平和構築」

「安全保障」「人権保障」など学際的かつ国際的な

内容とし、２年次前期に英語による討論を行う演習

科目とテーマ関連講義科目を履修し、２年次後期か

ら３年次前期の１年間に海外留学を行うことを義

務付ける。帰国後は、英語での論文執筆を義務付け、

論文内容のプレゼンテーションと討論を英語で行

う演習とテーマ関連講義科目を提供する。なお、留

学先での取得単位の認定制度を改正し、１年間留学

しても４年間で卒業できる体制を整備する。 

○留学先での専門科目履修を目的とした準備教育 

準備教育のため「留学英語学習支援室」（多摩）

や「留学支援英語プログラム」を設置し、欧米での

学部・大学院受講に必要な英語力涵養教育（目標

値：TOEFL(iBT)100）とアカデミック・スキル教育

を提供するほか、CALL教室を充実させる。 

また人材モデルにより留学先で学ぶ専門科目に

違いがあることに対応した科目群を提供する（例：

ＧＧ：文学部「アカデミック外国語」、ＧＬ：新 FLP、

ＧＳ：法学部「英語による日本法」等）。 
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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】 

本構想は、本学の建学の精神、理念・目的、教育目標、平成 24 年５月に学部長・研究科長会議が策定

した「中長期教学基本構想 2012」に従って、学士課程教育と各種支援プログラムを有機的にリンクさせ

て行う。平成 24 年７月に設置される国際連携推進機構の下に置く国際連携推進会議が審議・決定する本

学の国際化に関する基本政策及び方針を踏まえ、図２の組織体制を基盤として行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2：グローバル人材育成推進に向けた全学的組織体制 
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本構想は、学長の下に設置する「グローバル人材育成推進委員会」を中心として推進する。取組みの成

果については、推進委員会の下に置かれる自己点検・評価ＷＧが第一次評価を行い、同委員会がアドバイ

ザリーボードの意見を踏まえて総括する。また、大学評価委員会は、全学ＰＤＣＡサイクルとの緊密な連

携を保ちつつ、本取組を評価するが、その際、本取組に基づく教育を受けてＧＬ・ＧＳとして活躍する卒

業生や大学院進学者による本取組への評価を、中長期的ＰＤＣＡサイクルの一部として組み込む。 

国際連携推進機構は、全学的な立場から本学の国際連携推進を行う機構であり、「グローバル人材育成」

においても重要な役割を果たす。国際連携推進会議は、本学の国際連携推進の基本方針を策定する。同会

議には、専門委員会として学外メンバーを加えたグローバル人材育成推進アドバイザリーボードを置き、

グローバル人材育成推進事業の実施に関する多面的評価と必要に応じた提案・改善勧告および公的資金使

用に関する助言を行う。全学の国際化に係る具体的計画の策定は、国際センターに設置する国際委員会が

これを扱い、国際センターがこれを実施する（事務担当：国際センター事務室）。 

 グローバル人材育成推進のための活動（プロジェクト）は、国際連携推進機構との連携を取りつつ、各

部局が実行する。重要なものは以下のとおり（図２参照）。(1)学生の国際交流、留学に伴う単位認定、正

規授業としてのインターンシップ・海外調査支援を含む学士課程教育及びＦＤ活動等（各学部及び各学部

事務室）、(2)インターンシップの実施等キャリア支援（キャリアセンター）、キャリア支援のために必要

な事項に対する全学的観点からの複合的かつ継続的な検討（キャリア教育委員会）、(3)Global C-compass

を含む「『知性×行動特性』学修プログラム」運営・推進（「知性×行動特性」学修プログラム実行委員会）、

(4)教員の教育能力開発のためのＦＤ活動（ＦＤ推進委員会）、(5)ＩＣＴを活用したグローバル人材育成

の基盤整備（情報環境整備センター）、(6) EU情報センター及び国連寄託図書館機能と情報整備面での教

育研究支援等（図書館）、(7)グローバル人材育成に係る教学関連組織間の各種調整等（学事部）。 

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。 

■本構想に関わる取組成果の公開 

本事業推進期間中においては、本学公式 Webサイト内に本学のグローバル人材育成に関する特設ページ

を開設し、本取組に関する情報の集約化を図り、本学のグローバル人材育成に向けた取組の全体像を積極

的かつ継続的に広く発信する。すなわち、本取組の推進主体である「グローバル人材育成推進委員会」の

下に設置する「運営推進ＷＧ」が、取組の内容・経過・各種イベント等の情報をとりまとめ、ステークホ

ルダーごと（たとえば、留学中の者を含む在学生、本学で学ぶ留学生、グローバル人材を採用しようとす

る企業・団体等の人事担当者、海外のパートナー大学・国際機関、教員、高等教育関係者等）に整理した

上で発信できる体制を整備する。上記特設 Webサイトは、当面は日本語及び英語の２言語とするが、平成

26年度を目途に、簡体字・繁体字・韓国語による情報発信も開始する。 

また、本学には大学案内、学部案内のほか、学生・卒業生・父母を繋ぐ広報誌『Hakumon ちゅうおう』、

父母連絡会が発行する『草のみどり』、本学の教職員向け『Chuo Vision』等があり、これらの媒体を用い

た本取組の紹介も積極的に行う。さらに、本事業の関連イベントについても、各種メディア媒体のほか、

学生相互間の交流を促進するため、本学公認学生団体による学内新聞紙を通じた広報を行う。 

■他の大学のグローバル化推進に貢献する取組 

本事業推進期間中においては、本学が設置する外部有識者による「グローバル人材育成推進アドバイザ

リーボード」の意見とそれに対する対応策を、Webサイトを通じて広く一般に公開するのみならず、同種

の取組を行っている国内の大学に対して提供し、それぞれの取組の特徴や効果について分析検討を加える

ことが可能となるよう努める。 

他方で、本事業が一定程度遂行された段階において、本取組において開発する各種カリキュラムやＩＣ

Ｔ技術について、その運用スキームに係る情報公開を行う。すなわち、本取組において本学は、(1)ＧＬ・

ＧＳ養成のための教材・教授法・カリキュラム開発、(2)Global C-compassを中心とする新たなグローバ

ル人材育成メソッドを開発することとしているが、これらについて、国内外の高等教育界及び産業界に対

して、シンポジウム等を開催して公開するほか、本学刊行物を通じても広く紹介するものとする。 

以上を通じて、本学は日本と世界のグローバル人材育成に取り組んでいる組織等と連携し、変化する時

代における人材育成メソッドのさらなる進化に寄与するものとする。                            
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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】 

1) 学部長・研究科長会議による「中長期教学基本構想 2012」策定（平成 23、24年） 

2) 「国際連携推進機構」設置（平成 24年７月） 

3) 国際寮２棟開設（平成 23、24年） 

【平成２４年度】 

※以下において【ＧＧ】等の記号は、当該個別取組と関わりが深いグローバル人材像を示す。 

1) グローバル人材育成 Webサイトの設置【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

2) 学生向けの冊子『グローバル人材になろう』(仮題)の発行・配布【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

3) 国際遠隔授業・フィールドワーク科目の開設・実施（文学部）【ＧＬ】 

4) “Introduction to Psychology”等のアカデミック外国語の授業開始（文学部・全学）【ＧＳ】 

5) ＳＥＮＤ開始（文学部・総合政策学部）【ＧＬ】 

6) ＩＣＴを活用した利用した海外大学との共同プログラムの準備（総合政策学部）【ＧＧ・ＧＬ】 

7) 留学支援英語プログラムの設置・運営開始（全学）【ＧＬ】 

8) インターナショナル・ラウンジ設置（全学）【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

9) グローバル人材育成教育のための教材・教授法・評価法開発開始【ＧＬ・ＧＳ・ＧＧ】 

10) Global C-compassの開発（全学）（パイロット版運用開始）【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

11) 教育機器整備（全学）【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

12) 新型短期留学・国際インターンシップ・海外拠点整備等のための協定校・国際機関・海外同窓会との

交渉開始（全学）【ＧＬ・ＧＳ】 

13) 「グローバル人材育成推進アドバイザリーボード」による年度活動結果の点検・評価(以後継続) 

【平成２５年度】 

1) グローバル人材育成に資する新教育組織設置（国際関係・地球社会領域等）申請（又は届出）【ＧＬ】 

2) 外国語を重視した入学試験・飛び級入学等の検討（附属学校との連携強化を含む。）【ＧＬ】 

3) 新プログラム（英語による専門科目授業）開始（法・経済・商・理工学部）【ＧＳ】 

4) ライティング・ラボの拡大（大学院・全学）【ＧＧ・ＧＬ】 

5) 海外拠点の設置開始【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

6) 海外イベント・シンポジウム・国際出前授業等の開始【ＧＧ】 

7) ＩＣＴを活用した海外大学との共同プログラム開始（総合政策学部・全学）【ＧＧ・ＧＬ】 

8) 協定校との職員交流準備開始 

9) 多様な新型短期留学（週末留学等）準備 

【平成２６年度】 

1) グローバル人材育成に資する新教育組織設置（国際関係・地球社会領域等）【ＧＬ】 

2) グローバル・スペシャリスト養成のための短期留学開始(法・経済・商・理工学部)【ＧＳ】 

3) ＳＥＮＤによる海外留学生受け入れ開始（文学部）【ＧＧ】 

4) 多様な短期留学（週末留学等）開始（全学）【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

5) Global C-compass（本格版)運用開始（全学）【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

6) 本事業中間評価・本構想による取組の成果に関するシンポジウム開催（以後年１回開催） 

【平成２７年度】 

1) 香港大学等とのダブルディグリー（等）開始（大学院）【ＧＳ】 

2) 新 FLP開始（全学）【ＧＬ】 

3) 海外（特に欧米)の大学院への進学希望者援助体制の確立【ＧＬ・ＧＳ】 

4) グローバル人材育成に特化した、協定校との共同授業等を取り入れた新学部構想の検討【ＧＬ】 

5) 協定校との職員人材交流開始 

【平成２８年度】 

1) 本事業による新規取組の全面実施【ＧＧ・ＧＬ・ＧＳ】 

2) 本構想による取組成果報告シンポジウム開催 

3) 本プログラムで実施した取組のうち、効果測定可能な事業に関するデータ分析。継続事業の選択。 

4) 「グローバル人材育成推進アドバイザリーボード」「大学評価委員会」による本事業の総括 
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

本学は、グローバル社会における新たな教育改革の必要性を強く認識し、平成 24年度から 10年間に亘

って「教育力向上特別予算」を措置することとしており、財政支援期間終了後においても、グローバル人

材育成に係る以下の各種取組を継続的に展開する。 

（１）本取組で開発したリソースの継続的利用・改良  本取組では、(1)ＧＬ・ＧＳ養成のための教材・

教授法・カリキュラム開発、(2)Global C-compassを中心とする新たなグローバル人材育成メソッドを開

発するが、グローバル社会の急速な進展に伴い、これらのうちいくつかは、常に改良・更新する必要があ

る。そこで、本取組で開発したリソースを継続的に利用するのみならず、改良・更新する。 

（２）総合学園構想の下での中・高・大学・大学院を通じたグローバル人材育成  本学では平成 24 年

7月から、総合学園構想の下で、中・高・大学・大学院を通じたグローバル人材養成プロジェクト連絡協

議を開始し、附属学校からの秋入学制度実現に向けた検討を行う。また、Global C-compass に蓄積され

た情報を解析し、国際社会において活躍する人材をより多く輩出するよう努める。 

（３）ダブルディグリー／ジョイントディグリーの本格導入  ＧＬ・ＧＳにおいては、大学院課程での

ダブルディグリーが有効な人材育成手法であること考えられることから、これを積極的に推進する。この

際、イギリス系の修士課程が１年間のプログラムを中心とすることに着目し、これを活用する。外国大学

とのジョイントディグリーについては、法令等の整備を待って検討を行う。 

（４）遠隔授業とＩＣＴを融合させたグローバル人材育成教育の展開  グローバル人材育成教育には、

遠隔授業が有効な手段であるが、これをさらに活性化するために、ＩＣＴ技術との組み合わせによる教育

手法を発展させる。 

（５）協定校や学術団体との連携の強化  協定校や学術団体との共同研究においても、個人レベルから

学生を交えたグループ交流に中心を移し、産業界・学会等との協力も一層強化する。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

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

してください。 

本事業の財政支援期間終了後の事業展開については、本学の経常予算及び教育力向上特別予算をもって

措置することを原則とする。 

 

【物品費】 

本事業の財政支援により導入した設備備品の老朽化に伴う更新を行うほか、様式６④（１）及び（４）

での取組に必要な物品費として、ＩＣＴを活用したグローバル人材育成の強化に必要な情報機器（クラ

ウド型コンピューティング環境構築に必要なネットワーク環境整備を含む。）等を整備する。 
 
【人件費・謝金】 

学生活動支援に直接関わる部門・事業に係る人件費、教材・教授法・カリキュラム開発に係る謝金に

ついては、積極的にこれを措置する。アドバイザリーボードについては、その重要性に鑑み、財政支援

期間終了後も常設機関化し、これに必要な経費については優先的に措置する。 
 
【旅費】 

海外拠点開発や新プログラム設定は、財政支援期間の早い時期に行うこととし、留学支援のためのネ

ットワーク作りは、財政支援期間中に一応完了する。国際機関・国際学術団体・協定校等とのやり取り

も財政支援期間中に良好な関係を築き、爾後については、ＩＣＴを活用したコミュニケーションにより

経費の節減を図る。その他の旅費のうち、学生の海外への送り出しの増加に直接的効果が期待できる取

組（例：海外拠点の安定的な運営のための教職員出張等）にかかわるものについては、これを積極的に

措置する。 
 
【その他】 

本学のグローバル人材育成事業についての情報発信については、財政支援期間終了後においても、こ

れを優先的に措置する。学生の留学等については、奨学金が重要であるが、特に海外白門会や本学と関

連の深いグローバル企業・国際関連団体等からの篤志を募ることとし、これらによる直接支援を拡大・

継続できる環境を整備する。 

 



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

110,084 110,084
108,942 108,942

・多摩C 遠隔授業システム（据置型） 14,067 14,067 様式2 p27 19行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾗｳﾝｼﾞ(多摩、後楽園)備品:机・椅子・PC等 6,800 6,800 様式4 p30 20行目

・総合政策IT利用授業用設備 16,000 16,000 様式2 p25 29行目

・CALLシステム導入費用*[2式(多摩)＋1式(後楽園)] 67,850 67,850 様式5 p35 45行目

・留学支援英語センター機器（プロジェクター等） 475 475 様式5 p35 41行目

・PC（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ,事務局用）(250千円*15台) 3,750 3,750 様式1 p21 18行目他

1,142 1,142
・留学支援英語プログラム各種消耗品 480 　 480 様式5 p35 42行目

・国際連携推進機構事務消耗品 340 　 340 様式1 p19 20行目

・ESP教材等開発用各種消耗品 322 322 様式5 p34 17行目

45,796 45,796
44,575 44,575
2,000 2,000 様式1 p22 10行目

7,000 7,000 様式4 p32 12行目

・留学支援英語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(4,000千円)、講師(85千円*5人) 4,425 4,425 様式1 p20 15行目

・留学、国際交流相談員(年俸4,000千円*1/2年*1人) 2,000 2,000 様式4 p30 23行目

5,000 5,000 様式5 p34 17行目
・「英語で教える法」など教材等開発員(500千円*5人*4種類) 10,000 10,000 様式5 p34 27行目

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ/短期留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(2,500千円*3人) 7,500 7,500 様式1 p22 18行目

・専従事務補佐職員(550千円*3人) 1,650 1,650 様式1 p23 3行目

・学内文書・Web翻訳スタッフ（2,500千円*2人） 5,000 5,000 様式1 p23 31行目

1,221 1,221
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｳｨｰｸ等ｲﾍﾞﾝﾄ講師料(55,555円*10人) 555 555 様式4 p30 32行目

・ＦＤ講師謝礼(55,555円*6人) 333 333 様式3 p29 24行目

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ謝金(55,555円*1回*6人) 333 333 様式2 p27 42行目

26,500 4,800 31,300
文学部遠隔同時授業授業(下見300千円*3人) 900 900 様式2 p27 18行目

1,500 1,500 様式2 p26 42行目

・総合政策SEND下見(400千円*2人)、引率(600千円*1人) 1,400 1,400 様式2 p27 2行目

・総合政策IT授業（打ち合わせ：400千円*2人) 800 800 様式2 p25 29行目

・従来型短期留学引率(600千円*8人) 4,800 4,800 様式2 p26 11行目

5,400 5,400 様式2 p26 13行目

・海外拠点・国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開発(400千円*2人*3ヶ所) 2,400 2,400 様式4 p32 17行目

・新型短期留学開発（600千円*3人*4学部） 7,200 7,200 様式2 p26 9行目

・協定校、海外学術団体訪問（500千円*3人*3ヶ所） 4,500 4,500 様式1 p22 38行目

・協定校での出版等打ち合わせ（400千円*3人*2校) 2,400 2,400 様式1 p22 15行目

20,077 42,860 62,937
10,440 26,000 36,440

・Global C-compassソフト開発費 5,000 5,000 様式1 p21 15行目

・ICT授業ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ開発費 18,000 18,000 様式2 p25 29行目

・ICT授業教務ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ開発費 8,000 8,000 様式2 p25 29行目

・『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材になろう』開発 5,440 5,440 様式4 p30 3行目

900 900
・CALLｼｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(250円＊2種類) 500 500 様式5 p35 45行目

・派遣留学ｲﾍﾞﾝﾄｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(50円*2,000部) 100 100 様式4 p30 25行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ等国際ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 300 300 様式4 p30 32行目

48 48
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄ会議（24千円*2回） 48 48 様式6 p37 3行目

2,000 2,000
・海外通信回線料 1,000 1,000 様式2 p25 29行目

・海外郵便料 1,000 1,000 様式6 p37 ②5行目

4,274 4,274
・SENDに関わる評価ｼｽﾃﾑ委託費 494 494 様式2 p26 42行目

480 480 様式1 p23 28行目

300 300 様式3 p29 27行目

・語学ﾃｽﾄ受験費用(TOEIC,TOEFL,独,仏,中国語等) 3,000 3,000 様式2 p24 26行目

2,415 16,860 19,275
・国際寮（2ヶ所）運営費 16,860 16,860 様式1 p19 34行目

・CALLシステムライセンス料（6,000人分）6カ月 2,415 2,415 様式5 p35 45行目

合計 202,457 47,660 250,117

（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型）

④通信運搬費

⑥その他（諸経費）

平成２４年度

②印刷製本費

・従来型新短期留学(下見700千円*3人引率600千円*1人)*2カ所

③会議費

⑤その他（委託費）

・職員研修費(留学生対応研修等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ480千円*1回
・教員研修費(英語での討論・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ300千円*1回

①人件費

・海外ﾈｯﾄﾜｰｸ構築ｽﾀｯﾌ(10,000千円*1/2年+4,000千円*1/2年)

［人件費・謝金］

・GS教材（ESP等特殊な外国語教育）開発主任（年俸5,000千円*1/2年*2人）

②謝金

［旅費］

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成Web構築+ﾒﾝﾃ補助(年棒4,000千円*1/2年)

・文学部SEND、IIEL:引率(700千円*1人)、実習先への事前視察(400千円*2人)

［その他］
①外注費

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

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

　　　　　　　  　　　○○人*＠○○○円

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

②消耗品費
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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

26,766 26,766
22,387 22,387

・多摩C 遠隔授業システム（可搬型） 4,385 4,385 様式2 p27 26行目

16,752 16,752 様式2 p25 29行目

・PC（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ,事務局用）250千円*5台 1,250 1,250 様式1 p21 18行目

4,379 4,379
・留学支援英語プログラム各種消耗品 960 　 960 様式5 p35 42行目

・国際連携推進機構事務消耗品 340 　 340 様式1 p19 20行目

・遠隔授業システム用ソフト 2,759 2,759 様式2 p27 22行目

・ESP教材等開発用各種消耗品 320 320 様式5 p34 17行目

128,734 8,552 137,286
127,400 8,274 135,674

・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾗﾎﾞ講師(時給3,000円*8h*210日*2人) 10,080 10,080 様式1 p20 35行目

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成Web構築+ﾒﾝﾃ補助(年棒4,000千円*2人) 8,000 8,000 様式1 p22 10行目

・海外ﾈｯﾄﾜｰｸ構築ｽﾀｯﾌ(10,000千円+4,000千円) 14,000 14,000 様式4 p32 12行目

・アカデミック外国語教材開発担当 1,000 1,000 様式2 p25 21行目

・留学支援英語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(8,000千円)、講師(204千円*5人) 9,020 9,020 様式1 p20 15行目

・留学、国際交流相談員(年俸4,000千円*1人) 4,000 4,000 様式4 p30 23行目

10,000 10,000 様式5 p34 27行目

・「英語で教える法」など教材等開発員(1,000千円*5人*4種類) 20,000 20,000 様式5 p34 27行目

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ/短期留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円*3人) 15,000 15,000 様式1 p22 18行目

・専従事務補佐職員(1,100千円*3人) 3,300 3,300 様式1 p19 20行目

・学内文書,Web翻訳ｽﾀｯﾌ(6,500千円*2人) 13,000 13,000 様式1 p22  9行目

・留学・協同教育Pｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(6,000千円+5,000千円) 11,000 11,000 様式4 p31 12行目

・国際ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円) 5,000 5,000 様式4 p30 32行目

・ICT授業サポーター(5,000千円) 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

・国際寮RA(10人)、運営ｽﾀｯﾌ(1人) 7,274 7,274 様式1 p19 35行目

1,334 278 1,612
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｨｰｸ他ｲﾍﾞﾝﾄ講師講演料(55,555円*12人) 667 667 様式4 p30 32行目

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ謝金(55,555円*2回*6人) 667 667 様式2 p27 42行目

・FD研究集会講師謝金(55,555円*5人) 278 278 様式3 p29 24行目

44,100 4,800 48,900
・文学部遠隔同時授業引率(300千円*2人*2ヶ所) 1,200 1,200 様式2 p27 19行目

3,900 3,900 様式2 p26 42行目

・総合政策SEND下見(400千円*5人)、引率(600千円*5人) 5,000 5,000 様式2 p27  4行目

・総合政策IT授業（打ち合わせ：400千円*8人) 3,200 3,200 様式2 p25 29行目

・従来型短期留学引率(600千円*8人) 4,800 4,800 様式2 p26 11行目

8,000 8,000 様式2 p26 19行目

・新型短期留学開発（600千円*3人*4学部） 7,200 7,200 様式2 p26  9行目

・協定校、海外学術団体訪問（500千円*3人*5ヶ所） 7,500 7,500 様式1 p22 38行目

・協定校での出版等打ち合わせ（400千円*3人*2校) 2,400 2,400 様式1 p22 15行目

3,900 3,900 様式1 p22 19行目

1,800 1,800 様式4 p31 37行目

58,850 143,187 202,037
33,350 13,000 46,350

・Global C-compassソフト開発費 20,000 20,000 様式1 p21 15行目

・簡体・繁体・韓国語等Web更新経費 12,000 12,000 様式1 p22 10行目

・国際イベント通訳、機器借用　 1,350 1,350 様式4 p30 31行目

・ICT授業ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 8,000 8,000 様式2 p25 29行目

・ICT授業教務ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

5,280 5,280
4,080 4,080 様式4 p30  3行目

・従来型短期留学告知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(250円*2種類) 500 500 様式2 p26 11行目

・派遣留学ｲﾍﾞﾝﾄｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(50円*2,000部) 100 100 様式4 p30 25行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ等国際ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 300 300 様式4 p30 32行目

・国際イベント告知用ﾌﾗｲﾔｰﾊﾟﾝﾌ印刷費(50円*6,000部） 300 300 様式4 p30 31行目

48 48
･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄ(4,000円＊2回＊6人) 48 48 様式6 p37 3行目

6,000 6,000
・海外通信回線料 3,000 3,000 様式2 p25 29行目

・海外郵便料 3,000 3,000 様式6 p37 ②5行目

4,565 96,347 100,912
・語学ﾃｽﾄ受験費用(TOEIC,TOEFL,独,仏,中国語等) 75,547 75,547 様式2 p24 26行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ通訳、映画上映、会場設営等 1,681 1,681 様式4 p30 28行目

20,800 20,800 様式2 p25 29行目

960 960 様式1 p23 28行目

600 600 様式3 p29 27行目

・SENDに関わる評価ｼｽﾃﾑ委託費 1,324 1,324 様式2 p26 42行目

9,607 33,840 43,447
120 120 様式1 p22 19行目

・国際寮（2ヶ所）運営費 33,720 33,720 様式1 p19 34行目

・CALLシステムライセンス料（25,000人分） 9,607 9,607 様式5 p35 45行目

合計 258,450 156,539 414,989

（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型）

平成２５年度

・『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材になろう2013』学生用26,000部 教職員1,200部

④通信運搬費

⑤その他（委託費）

③会議費

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｻｰﾊﾞｰ委託費（800円*26,000人分）
・職員研修費(留学生対応研修等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ(480千円*2回)
・教員研修費(英語での討論・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ(300千円*2回)

⑥その他（諸経費）
・国際イベント雑費（国旗、写真撮影料等）(30千円*4回)

・海外拠点・国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開発・引率(400千円*2人*10ヶ所)

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・海外出前授業(400千円*2ヶ所+500千円*1ヶ所)*3人

・職員能力向上の為の人的交流準備（300千円*2人*3ヶ所）
［その他］
①外注費

②印刷製本費

［人件費・謝金］
①人件費

・GS教材（ESP等特殊な外国語教育）開発主任（年俸5,000千円*2人）

②謝金

［旅費］

・文学部SEND、IIEL:引率(700千円*2人)、実習先への引率(500千円*5人)

①設備備品費

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置初期費用(1教室設置1,000人分)

②消耗品費

＜平成２５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

13,309 13,309
8,195 8,195

・後楽園C 遠隔授業システム（可搬型） 4,385 4,385 様式2 p27 26行目

3,810 3,810 様式2 p25 29行目

5,114 5,114
・留学支援英語プログラム各種消耗品 960 　 960 様式5 p35 42行目

・国際連携推進機構事務消耗品 474 　 474 様式1 p19 20行目

・遠隔授業システム用ソフト 2,760 2,760 様式2 p27 22行目

・ESP教材等開発用各種消耗品 920 920 様式5 p34 17行目

129,067 8,274 137,341
127,400 8,274 135,674

・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾗﾎﾞ講師(時給3,000円*8h*210日*2人) 10,080 10,080 様式1 p20 35行目

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成Web構築+ﾒﾝﾃ補助(年棒4,000千円*2人) 8,000 8,000 様式1 p22 10行目

・海外ﾈｯﾄﾜｰｸ構築ｽﾀｯﾌ(10,000千円+4,000千円) 14,000 14,000 様式4 p32 12行目

・アカデミック外国語教材開発担当 1,000 1,000 様式2 p25 21行目

・留学支援英語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(8,000千円)、講師(204千円*5人) 9,020 9,020 様式1 p20 15行目

・留学、国際交流相談員(年俸4,000千円*1人) 4,000 4,000 様式4 p30 23行目

10,000 10,000 様式5 p34 27行目

・「英語で教える法」など教材等開発員(1,000千円*5人*4種類) 20,000 20,000 様式5 p34 27行目

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ/短期留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円*3人) 15,000 15,000 様式1 p22 18行目

・専従事務補佐職員(1,100千円*3人) 3,300 3,300 様式1 p19 20行目

・学内文書,Web翻訳ｽﾀｯﾌ(6,500千円*2人) 13,000 13,000 様式1 p22  9行目

・留学・協同教育Pｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(6,000千円+5,000千円) 11,000 11,000 様式4 p31 12行目

・国際ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円) 5,000 5,000 様式4 p30 32行目

・ICT授業サポーター(5,000千円) 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

・国際寮RA(10人)、運営ｽﾀｯﾌ(1人) 7,274 7,274 様式1 p19 35行目

1,667 1,667
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｨｰｸ他ｲﾍﾞﾝﾄ講師講演料(55,555円*12人) 667 667 様式4 p30 32行目

・本事業シンポジウム講演料(55,555*6人) 333 333 様式6 p38 33行目

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ謝金(55,555*2回*6人) 667 667 様式2 p27 42行目

63,700 4,800 68,500
・文学部遠隔同時授業引率(300千円*2人*2ヶ所) 1,200 1,200 様式2 p27 19行目

3,900 3,900 様式2 p26 42行目

・総合政策SEND引率(600千円*8人) 4,800 4,800 様式2 p27 4行目

4,800 4,800 様式2 p25 29行目

・従来型短期留学引率(600千円*8人) 4,800 4,800 様式2 p26 11行目

・新型短期留学開発（600千円*3人*6学部） 10,800 10,800 様式2 p26  9行目

8,000 8,000 様式2 p26 19行目

・多用型・新FLP短期留学他引率(500千円*2人*11ヶ所) 11,000 11,000 様式2 p26  9行目

・協定校、海外学術団体訪問（500千円*3人*5ヶ所） 7,500 7,500 様式1 p22 38行目

・協定校での出版等打ち合わせ（400千円*3人*2校) 2,400 2,400 様式1 p22 15行目

5,400 5,400 様式1 p22 19行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのための招待講演（700千円*3人） 2,100 2,100 様式6 p38 33行目

1,800 1,800 様式4 p31 37行目

52,612 143,187 195,799
17,500 13,000 30,500

・Global C-compass維持拡大費 7,500 7,500 様式1 p21 15行目

・簡体・繁体・韓国語等Web更新経費 5,000 5,000 様式1 p22 10行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ他国際ｲﾍﾞﾝﾄ通訳、機器借用 5,000 5,000 様式4 p30 31行目

・ICT授業ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 8,000 8,000 様式2 p25 29行目

・ICT授業教務ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

11,380 11,380
4,080 4,080 様式4 p30 3行目

1,800 1,800 様式1 p22 19行目

・従来型短期留学告知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(250円*2種類) 500 500 様式2 p26 11行目

・派遣留学ｲﾍﾞﾝﾄｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(50円*2,000部) 100 100 様式4 p30 25行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ等国際ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 900 900 様式4 p30 32行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾎﾟｽﾀｰ･ﾌﾗｲﾔｰ 1,500 1,500 様式6 p38 33行目

・本事業中間報告書(Global C-compassを含む) 2,500 2,500 様式6 p38 33行目

2,120 2,120
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄ(4,000円*2回*6人) 48 48 様式6 p37  3行目

・本事業中間評価会議(4,000円*3回*６人) 72 72 様式6 p38 33行目

・本事業シンポジウム(準備会議+中間報告会)開催費 2,000 2,000 様式6 p38 33行目

6,000 6,000
・海外通信回線料 3,000 3,000 様式2 p25 29行目

・海外郵便料 3,000 3,000 様式6 p37 ②5行目

6,005 96,347 102,352
・語学ﾃｽﾄ受験費用(TOEIC,TOEFL,独,仏,中国語等) 75,547 75,547 様式2 p24 26行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ通訳、映画上映、会場設営等 1,681 1,681 様式4 p30 29行目

20,800 20,800 様式2 p25 29行目

960 960 様式1 p23 24行目

900 900 様式3 p29 27行目

・SENDに関わる評価ｼｽﾃﾑ委託費 2,464 2,464 様式2 p26 42行目

9,607 33,840 43,447
120 120 様式1 p22 19行目

・国際寮（2ヶ所）運営費 33,720 33,720 様式1 p19 34行目

・CALLシステムライセンス料（25,000名分） 9,607 9,607 様式5 p35 45行目

合計 258,688 156,261 414,949

（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型）

⑥その他（諸経費）

平成２６年度

・国際イベント雑費(国旗、写真撮影料等)(30千円*4回)

④通信運搬費

⑤その他（委託費）

③会議費

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｻｰﾊﾞｰ委託費(800円＊26,000人分)
・職員研修費(留学生対応研修等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ480千円*2回
・教員研修費(英語での討論・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ300千円*3回

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・海外出前授業(400千円*2ヶ所+500千円*2ヶ所)*3人

［その他］
①外注費

・職員能力向上の為の人的交流準備（300千円*2人*3カ所）

②印刷製本費
・『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材になろう2014』学生用26,000部 教職員1,200部

①人件費

・GS教材（ESP等特殊な外国語教育）開発主任（年俸5,000千円*2人）

［旅費］

・文学部SEND、IIEL:引率(700千円*2人)、実習先への引率(500千円*5人)

②謝金

・海外拠点・国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開発・引率(400千円*2人*10ヶ所)

・総合政策・全学IT授業(打ち合わせ:400千円*3人*4学部)

①設備備品費

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置(3教室設置3,000人分)
②消耗品費

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［人件費・謝金］

［物品費］

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・海外出前授業ﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、資料
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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

5,649 5,649
1,270 1,270
1,270 1,270 様式2 p25 29行目

4,379 4,379
・留学支援英語プログラム各種消耗品 960 　 960 様式5 p35 42行目

・国際連携推進機構事務消耗品 340 　 340 様式1 p19 20行目

・遠隔授業システム用ソフト 2,759 2,759 様式2 p27 22行目

・ESP教材等開発用各種消耗品 320 320 様式5 p34 17行目

152,568 8,274 160,842
150,900 8,274 159,174

・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾗﾎﾞ講師(時給3,000*8h*210日*2人) 10,080 10,080 様式1 p20 35行目

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成Web構築+ﾒﾝﾃ補助(年棒4,000千円) 4,000 4,000 様式1 p22 10行目

・海外ﾈｯﾄﾜｰｸ構築ｽﾀｯﾌ(10,000千円+4,000千円) 14,000 14,000 様式4 p32 12行目

・アカデミック外国語教材開発担当 1,000 1,000 様式2 p25 21行目

・留学支援英語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(8,000千円)、講師(204千円*5人) 9,020 9,020 様式1 p20 15行目

・留学、国際交流相談員(年俸4,000千円*1人) 4,000 4,000 様式4 p30 23行目

10,000 10,000 様式5 p34 27行目

・「英語で教える法」など教材等開発員(1,000千円*5人*4種類) 20,000 20,000 様式5 p34 27行目

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ/短期留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円*3人) 15,000 15,000 様式1 p22 18行目

・専従事務補佐職員(1,100千円*3人) 3,300 3,300 様式1 p19 20行目

・学内文書,Web翻訳ｽﾀｯﾌ(6,500千円*1人) 6,500 6,500 様式1 p22 9行目

・留学・協同教育Pｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(6,000千円+5,000千円) 11,000 11,000 様式4 p31 12行目

・国際ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円) 5,000 5,000 様式4 p30 32行目

・ICT授業サポーター(5,000千円) 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

・国際寮RA(10人)、運営ｽﾀｯﾌ(1人) 7,274 7,274 様式1 p19 35行目

・新FLP対応コーディネーター　(5,000千円*2人) 10,000 10,000 様式2 p27  8行目

・新FLP特任教員(8,000千円*2人) 16,000 16,000 様式2 p27  8行目

・SEND受入れ担当職員(4,000千円*2人) 8,000 8,000 様式2 p26 42行目

1,668 1,668
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｨｰｸ他ｲﾍﾞﾝﾄ講師講演料(55,555円*12人) 668 668 様式4 p30 32行目

・本事業シンポジウム講演料(55,555円*6人) 333 333 様式6 p38 33行目

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ謝金(55,555円*2回*6人) 667 667 様式2 p27 42行目

53,400 4,800 58,200
・文学部遠隔同時授業引率(300千円*2人*2ヶ所) 1,200 1,200 様式2 p27 19行目

3,900 3,900 様式2 p26 42行目

・総合政策SEND引率(600千円*6人) 3,600 3,600 様式2 p27  4行目

・総合政策・全学IT授業（打ち合わせ：400千円*4人) 1,600 1,600 様式2 p25 29行目

・従来型短期留学引率(600千円*8人) 4,800 4,800 様式2 p26 11行目

・多用型・新FLP短期留学他引率(500千円*2人*12ヶ所) 12,000 12,000 様式2 p26  9行目

8,000 8,000 様式2 p26 19行目

・新型短期留学継続交渉　(600千円*2人*4学部) 4,800 4,800 様式2 p26  9行目

・協定校、海外学術団体訪問（500千円*3人*5ヶ所） 7,500 7,500 様式1 p22 38行目

・協定校での出版等打ち合わせ（400千円*3人*2校) 2,400 2,400 様式1 p22 15行目

3,900 3,900 様式1 p22 19行目

・職員能力向上の為の人的交流（900千円*1人*3か所） 2,700 2,700 様式4 p31 37行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのための招待講演（600千円*3人） 1,800 1,800 様式6 p38 33行目

45,512 143,187 188,699
15,000 13,000 28,000

・Global C-compass維持費 5,000 5,000 様式1 p21 15行目

・簡体・繁体・韓国語等Web更新経費 5,000 5,000 様式1 p22 10行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ他国際ｲﾍﾞﾝﾄ通訳、機器借用 5,000 5,000 様式4 p30 31行目

・ICT授業ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 8,000 8,000 様式2 p25 29行目

・ICT授業教務ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

7,080 7,080
・『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材になろう2015』他各種パンフ 4,080 4,080 様式4 p30  3行目

・従来型短期留学告知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(250円*2種類) 500 500 様式2 p26 11行目

・派遣留学ｲﾍﾞﾝﾄｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(50円*2,000部) 100 100 様式4 p30 25行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ等国際ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 900 900 様式4 p30 32行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾎﾟｽﾀｰ･ﾌﾗｲﾔｰ 1,500 1,500 様式6 p38 33行目

2,120 2,120
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄ(4,000円*2回*6人) 48 48 様式6 p37  3行目

・本事業中間評価会議(4,000円*3回*６人) 72 72 様式6 p38 33行目

・本事業シンポジウム(準備会議+中間報告会)開催費 2,000 2,000 様式6 p38 33行目

6,000 6,000
・海外通信回線料 3,000 3,000 様式2 p25 29行目

・海外郵便料 3,000 3,000 様式6 p37 ②5行目

5,705 96,347 102,052
・語学ﾃｽﾄ受験費用(TOEIC,TOEFL,独,仏,中国語等) 75,547 75,547 様式2 p24 26行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ通訳、映画上映、会場設営等 1,681 1,681 様式4 p30 28行目

20,800 20,800 様式2 p25 29行目

・SENDに関わる評価ｼｽﾃﾑ委託費 2,464 2,464 様式2 p26 42行目

960 960 様式1 p23 28行目

600 600 様式3 p29 27行目

9,607 33,840 43,447
120 120 様式1 p22 19行目

・国際寮（2ヶ所）運営費 33,720 33,720 様式1 p19 34行目

・CALLシステムライセンス料（25,000名分） 9,607 9,607 様式5 p35 45行目

合計 257,129 156,261 413,390

（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型）

・職員研修費(留学生対応研修等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ480千円*2回
・教員研修費(英語での討論・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ300千円*2回
⑥その他（諸経費）

平成２７年度

①外注費

③会議費

②印刷製本費

④通信運搬費

⑤その他（委託費）

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｻｰﾊﾞｰ委託費（800円*26,000人分）

・国際イベント雑費(国旗、写真撮影料等)(30千円*4回)

・GS教材（ESP等特殊な外国語教育）開発主任（年俸5,000千円*2人）

②謝金

［旅費］

・文学部SEND、IIEL:引率(700千円*2人)、実習先への引率(500千円*5人)

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・海外出前授業(400千円*2ヶ所+500千円*1ヶ所)*3人

［その他］

・海外拠点・国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ引率・継続交渉(400千円*2人*10ヶ所)

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］
①人件費

①設備備品費
・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置(1教室設置1,000人分)
②消耗品費
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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

5,649 5,649
1,270 1,270
1,270 1,270 様式2 p25 29行目

4,379 4,379
・留学支援英語プログラム各種消耗品 960 　 960 様式5 p35 42行目

120 　 120 様式5 p34 27行目

・国際連携推進機構事務消耗品 340 　 340 様式1 p19 20行目

・遠隔授業システム用ソフト 2,759 2,759 様式2 p27 22行目

・留学支援英語P教材作成用消耗品 100 100 様式1 p20 15行目

・ESP教材開発用各種消耗品 100 100 様式5 p34 17行目

147,568 8,274 155,842
145,900 8,274 154,174

・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾗﾎﾞ講師(時給3,000円*8h*210日*2人) 10,080 10,080 様式1 p20 35行目

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成Web構築+ﾒﾝﾃ補助(年棒4,000千円) 4,000 4,000 様式1 p22 10行目

・海外ﾈｯﾄﾜｰｸ構築ｽﾀｯﾌ(10,000千円+4,000千円) 14,000 14,000 様式4 p32 12行目

・アカデミック外国語教材開発担当 1,000 1,000 様式2 p25 21行目

・留学支援英語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(8,000千円)、講師(204千円*5人) 9,020 9,020 様式1 p20 15行目

・留学、国際交流相談員(年俸4,000千円*1人) 4,000 4,000 様式4 p30 23行目

10,000 10,000 様式5 p34 27行目

・「英語で教える法」など教材等開発員(1,000千円*5人*4種類) 20,000 20,000 様式5 p34 27行目

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ/短期留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円*3人) 15,000 15,000 様式1 p22 18行目

・専従事務補佐職員(1,100千円*3) 3,300 3,300 様式1 p19 20行目

・学内文書,Web翻訳ｽﾀｯﾌ(6,500千円*1人) 6,500 6,500 様式1 p22  9行目

・留学・協同教育Pｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(6,000千円+5,000千円) 11,000 11,000 様式4 p31 12行目

・国際ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(5,000千円) 5,000 5,000 様式4 p30 32行目

・ICT授業サポーター(5,000千円) 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

・国際寮RA(10人)、運営ｽﾀｯﾌ(1人) 7,274 7,274 様式1 p19 35行目

・新FLP対応コーディネーター　(5,000千円*1人) 5,000 5,000 様式2 p27  8行目

・新FLP特任教員(8,000千円*2人) 16,000 16,000 様式2 p27  8行目

・SEND受入れ担当職員(4,000千円*2人) 8,000 8,000 様式2 p26 42行目

1,668 1,668
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｨｰｸ他ｲﾍﾞﾝﾄ講師講演料(55,555円*12人) 668 668 様式4 p30 32行目

・本事業シンポジウム講演料(55,555円*6人) 333 333 様式6 p38 33行目

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ謝金(55,555円*2回*6人) 667 667 様式2 p27 42行目

52,400 4,800 57,200
・文学部遠隔同時授業引率(300千円*2人*2ヶ所) 1,200 1,200 様式2 p27 19行目

3,900 3,900 様式2 p26 42行目

・総合政策SEND引率(600千円*6人) 3,600 3,600 様式2 p27  4行目

・総合政策・全学IT授業（打ち合わせ：400千円*4) 1,600 1,600 様式2 p25 29行目

・従来型短期留学引率(600千円*8) 4,800 4,800 様式2 p26 11行目

11,000 11,000 様式2 p26  9行目

8,000 8,000 様式2 p26 19行目

・新型短期留学継続交渉　(600千円*2人*4学部) 4,800 4,800 様式2 p26  9行目

・協定校、海外学術団体訪問（500千円*3人*5ヶ所） 7,500 7,500 様式1 p22 38行目

・協定校での出版等打ち合わせ（400千円*3人*2校) 2,400 2,400 様式1 p22 15行目

・職員能力向上の為の人的交流（900千円*1人*3か所） 2,700 2,700 様式4 p31 37行目

3,900 3,900 様式1 p22 19行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのための招待講演（600千円*3人） 1,800 1,800 様式6 p38 33行目

48,512 143,187 191,699
16,500 13,000 29,500

・Global C-compass維持費 5,000 5,000 様式1 p21 15行目

・簡体・繁体・韓国語等Web更新経費 5,000 5,000 様式1 p22 10行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ他国際ｲﾍﾞﾝﾄ通訳、機器借用 5,000 5,000 様式4 p30 31行目

・本事業データ集約 1,500 1,500 様式6 p38 33行目

・ICT授業ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 8,000 8,000 様式2 p25 29行目

・ICT授業教務ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ費 5,000 5,000 様式2 p25 29行目

8,580 8,580
・『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材になろう2016』他各種パンフ 4,080 4,080 様式4 p30  3行目

・従来型短期留学告知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(250円*2種類) 500 500 様式2 p26 11行目

・派遣留学ｲﾍﾞﾝﾄｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷(50円*2,000部) 100 100 様式4 p30 25行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ等国際ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 900 900 様式4 p30 32行目

・本事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾎﾟｽﾀｰ･ﾌﾗｲﾔｰ 1,500 1,500 様式6 p38 33行目

・本事業総括報告書 1,500 1,500 様式6 p38 33行目

2,120 2,120
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄ(4,000円*2回*6人) 48 48 様式6 p37  3行目

・本事業総括評価会議(4,000円*3回*６人) 72 72 様式6 p38 33行目

・本事業シンポジウム(準備会議+成果報告会)開催費 2,000 2,000 様式6 p38 33行目

6,000 6,000
・海外通信回線料 3,000 3,000 様式2 p25 29行目

・海外郵便料 3,000 3,000 様式6 p37 ②5行目

5,705 96,347 102,052
・語学ﾃｽﾄ受験費用(TOEIC,TOEFL,独,仏,中国語等) 75,547 75,547 様式2 p24 26行目

・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｳｨｰｸ通訳、映画上映、会場設営等 1,681 1,681 様式4 p30 28行目

20,800 20,800 様式2 p25 29行目

・SENDに関わる評価ｼｽﾃﾑ委託費 2,464 2,464 様式2 p26 42行目

960 960 様式1 p23 28行目

600 600 様式3 p29 27行目

9,607 33,840 43,447
・国際イベント雑費(国旗、写真撮影料等)(30千円*4回) 120 120 様式1 p22 19行目

・国際寮（2ヶ所）運営費 33,720 33,720 様式1 p19 34行目

・CALLシステムライセンス料（25,000人分） 9,607 9,607 様式5 p35 45行目

合計 254,129 156,261 410,390

（大学名：中央大学）（申請区分：全学推進型）

・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｻｰﾊﾞｰ委託費（800円*26,000人分）

⑥その他（諸経費）

平成２８年度

・職員研修費(留学生対応研修等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ480千円*2回
・教員研修費(英語での討論・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ等)ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ300千円*2回

［その他］
①外注費

②印刷製本費

③会議費

④通信運搬費

⑤その他（委託費）

［旅費］

・文学部SEND、IIEL:引率(700千円*2人)、実習先への引率(500千円*5人)

②謝金

・多用型・新FLP短期留学他引率　(500千円*2人*11ヶ所)
・海外拠点・国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ引率・継続交渉(400千円*2人*10ヶ所)

・海外ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・海外出前授業(400千円*2ヶ所+500千円*1ヶ所)*3人

②消耗品費

［人件費・謝金］
①人件費

・「英語で学ぶ専門科目」・ESP教材開発用各種消耗品

・GS教材（ESP等特殊な外国語教育）開発主任（年俸5,000千円*2人）

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・ICT活用海外大学共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置(1教室設置1,000人分)

44



様式８

（大学名：中央大学）（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。

文部科学省による国際化拠点整備事業補助金により、現在経費措置を受けている取組
プログラム名：キャンパス・アジア中核拠点形成支援
選定年度：平成22年度
取組名称：「国際水環境理工学人材育成ブログラム」
（選定取組の概要）
  本取組は、我が国の産業界と行政の風土ならびにその利点に習熟し、かつ国ごとの歴史・文
化・風土を尊重する国際的視野を持った高度専門職業人としての水環境・水処理技術者を育成
し、日中韓を中心とする地域の水環境に関して、総合的かつ抜本的な改善がなされるよう支援
する取組である。

日本学術振興会の国際交流事業により、現在経費措置を受けている取組
事 業 名：二国間交流事業・共同研究（ハンガリー:HAS）
  受入期間：2011.4.1～2013.3.31
  申請者名：橋本　秀紀
  取組名称：知能化空間における動物行動学に基づくコミュニケーションモデルに関する研究
事 業 名：二国間交流事業・共同研究（フランス:CHORUS）
  受入期間：2011.12.31～2014.12.30
　申請者名：唐橋　文
　取組名称：古代メソポタミアの経済における女性の役割
事 業 名：外国人特別研究員（一般）
　受入期間：2011.11.29～2013.11.28
　申請者名：西田　治文
　取組名称：古花粉学による日本の中～後期中生代の古植史及び環境についての対応
事 業 名： 外国人招へい研究者（短期）（第1回)
　受入期間：2012.4.1～2013.3.31
　申請者名：米津　明生
　取組名称：ナノスケール固体・流体力学の連成解析によるエネルギー変換の高効率化
事 業 名：外国人招へい研究者（短期）（DAADから）
　受入期間：2013.2.1～2013.3.31
　申請者名：新井　誠
　取組名称：メザニン・ファイナンス証書の仕組みと証券化

日本学術振興会の国際交流事業に現在申請中の取組
事 業 名：外国人特別研究員（一般）（第2回）
　申請者名：唐橋　文
　取組名称：紀元前３千年紀後半のシュメール語経済文書から得られる数学的知識
事 業 名：外国人特別研究員（一般）（第2回）
　申請者名：若林　茂則
　取組名称：イタリア語の接辞に関する母語話者と非母語話者の知識の相違
事 業 名：外国人特別研究員（欧米短期）（第5回）
　申請者名：細野　助博
　取組名称：持続可能なグローバルシティとしての東京の在り方
事 業 名：外国人招へい研究者（短期）（第2回)
　申請者名：山下　誠
　取組名称：有機－無機ハイブリッド型分子の合成と応用：典型元素とヘテロポリ酸の効率的
            利用
事 業 名：国際研究集会
　申請者名：諏訪　裕一
　取組名称：第３回国際硝化会議
事 業 名：国際研究集会
　申請者名：阿部　幸信
　取組名称：第７回中国中古史青年学者国際会議
                                                                               以上
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46 
（大学名： 中央大学 ）（申請区分：全学推進型 ） 

 

（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SEND の概要 

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

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

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

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

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SEND の概要】本構想には２種類のＳＥＮＤプログラムが含まれている。 

■２回の短期留学を含む日本語教育プログラム：文学部 

日本語教育・異文化理解に興味がある学生が、2 年生後期終了までにその基盤となる科目*を学び、2

年生の春休みに英国国際教育研究所（IIEL）**で日本語教育に関する専門科目を学び、さらに 3 年生の

前期に再び本学で所定の科目の授業***を受けた後、3 年生の夏休みに本学海外協定校等で日本語教師 TA

として日本語教育、日本文化紹介を行う。この海外協定校等は、ＩＩＥＬの卒業生が日本語教師を勤める

本学協定校（中国、韓国、台湾、東南アジア、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパを含む）が原則だ

が、他の協定校、中高等学校等となる場合もある。本プログラムは、2つの海外経験を通して、学生の異

文化理解を促すだけでなく、日本語・日本文化を深く理解し、将来、日本と外国との架け橋となる GSの

育成を目指す。なお、本学の留学生受入れ体制を整備し、本プログラム修了者のうち希望者を日本語指導

チューターとして日本語・日本文化を教えるプログラムを新設し、海外留学生を受け入れる。 
 

*文学部開講の「言語学 AB」「社会言語学 AB」「日本語教育 AB」「日本語教育方法論」「国際理解教育」

「多文化教育学」のうち 6 単位を含む。また、アカデミック外国語の履修を奨励する。 

**英国国際教育研究所（ホームページ：http://www.iiel.org.uk/index.html）は、ロンドンに本部を置

く国際教育研究機関で、日本語教師養成講座等を運営し多くの日本語教師を輩出している。本学協定

校のうち、カーディフ大学、コペンハーゲン大学、香港大学などで卒業生が教鞭をとっている。 

***所定の科目は、上述の「基盤となる科目」の未履修科目 6 単位とする。 
  
＜IIEL 日本語教師養成講座プログラムの内容＞ 

言語学 言語学分野研究概説  

日本語学 文法の基礎概念、日本語教科書指導項目整理、音声・音韻、文字・表記、語彙・意味 

日英語対照研究 日英語対照研究   コミュニケーション原論 コミュニケーション学概説 

外国語教授法 理論概説、基本用語の整理、授業構成と教案・板書計画、学習活動、教材教具、日本語

教科書概説、Micro-teaching、Experimental Learning     日本語教師のための英語 英語で説明す

る日本語文法 

日本語試験分析 国際交流基金日本語能力試験、英国における日本語試験概説（GCSE／GCE、他） 

日本語教育学 日本語教授法各科目 教育実習 実習ガイダンス、学内教育実習、モデル授業参観、他。 

■フィールドワークと異文化交流を主体としたプログラム：総合政策学部 

総合政策学部では、中国復旦大学の協力により現地工場実習と現地企業への日本語教育・文化紹介を行

なうプログラム（2005 年度）及びフランスパリにて現地の新聞社・旅行社等においてフランス語によっ

てインターンシップを実施し同時に日本語・日本文化紹介を行うプログラム（2006 年度）を実施した。

この経験を生かし、平成 24年度には①台湾における大学生への日本語教育と異文化理解のプログラム（８

月）、②カリフォルニア州立大学サクラメント校を拠点とした現地企業（キッコーマン、月桂冠）および

農場訪問による日本の食文化の海外普及に関する研究と関連文化交流を含むプログラム（９月）、③カリ

フォルニア大学ディビス校でのグローバルスタディーズとしての日本及び東アジア研究交流（平成 25年

２月）を実施する。以降は、総合政策学部で履修可能な 10言語の使用地域まで、対象地域を広げる。 

（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 ５0 人 80 人 90 人 100 人 11５人 

学生の受入 ０人 1０人 4０人 55 人 7０人 
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