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1,410,035
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26年度
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298,280

28年度

263,720

38,29021,400

事業規模 297,345

125,260

25年度

260,000千円各年度補助金申請額の上限

７．本事業経費
（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

年度（平成）

38,29010,260

補助金申請額
内
訳

246,700

17,020大学負担額

259,495

24年度

280,935

259,990

269,755

27年度 合　計

1,284,775
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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1 ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

 関西学院大学はキリスト教主義に基づき、初代学長C.J.L.ベーツが提唱した“Mastery for Service （奉

仕のための練達）”をスクールモットーとして掲げている。それは、隣人や社会への貢献のために学び続け

自己を研鑽することを意味しており、創立当初から国際性を持ち社会貢献ができる世界市民（World

Citizen）を育てることが本学の教育理念となっている。事実、これを反映して、産業界を中心に国内外で

社会に貢献している人材を多く輩出している。 

≪構想の目的≫  

１．「新基本構想」の展開 

創立 120 周年を迎えた平成 21 年、長い歴史の中で共有してきたスクールモットーの現代的意義をあら

ためて確認し、グローバル社会への貢献を一つのキーワードとして「新基本構想」を定めた。この「新基

本構想」に基づき、国際戦略本部の設置、海外への学生派遣の推進、英語力向上の推進、国際機関等との

連携強化、海外大学との連携交流の推進、英語による授業提供の拡大など、数多くの事業を展開中である。

 

２．実践型グローバル人材育成システムの構築 

この「新基本構想」中でも最も注力しているものの一つが、世界的視野をもって産業界で活躍できる人

材、言い換えれば、「実践型グローバル人材」の育成である。本構想では、この「実践型グローバル人材」

を育成するための教育システムを構築することを目的としている。 

実践型グローバル人材を育成するためには、言語教育科目の拡充のみならず、海外インターンシップを

含む新たな実践科目の設置が必要となる。さらに、学生の自覚とモチベーションを高揚させるために、下

図のような、登録制と証明書（Certificate）による全学的な規模の三つのコースを新設する。この構想の

ためには、新たなカリキュラムの構築や教員配置、留学を促進する支援体制の強化、海外派遣のための奨

学金の制度設計、教員のグローバル教育力向上など、ヒトと資金が必要となってくる。これらのコース設

定や支援体制が相互に有機的に結びついてこそ、世界的視野を持って産業界で活躍できる「実践型グロー

バル人材」の育成が可能となる。 

 

産業界・国際
機関との連携

実践型グローバル人材育成システム 概念図

教員のグローバル
教育力の向上

・短期教育留学制度の実施
・英語による授業科目の拡大
・海外FD事例紹介
・FDセミナー開催 etc

留学を促進する
支援体制の強化

・留学カウンセラーの配置
・各種説明会/相談会の開催
・留学総合情報Webサイトの

構築 etc

ライフ
デザイン

科目

グローバル
科目

+ +

言語教育科目

実践科目派遣にむけて
語学力・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を

Brush up！

5ﾚﾍﾞﾙの習熟度ｸﾗｽ
4つの

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸト型英語学習

リーダー
養成科目

+

実践科目

<グローバルリーダー>
国連学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
国際社会貢献活動

<グローバルエキスパート>
交換留学・認定留学

<グローバルシティズン>
海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

中期留学

【グローバルリーダーｺｰｽ】
Certificate Program

国際社会の発展に
貢献できるリーダー

を育成

【グローバルシティズンｺｰｽ】
Certificate Program

多様な文化や社会の中で
他者と協調して社会貢献

できる人材を育成

【グローバルエキスパートｺｰｽ】
Certificate Program

高度で実践的な語学力と
コミュニケーション力を活かし、
専門性を発揮できる人材を育成

キャンパス・学習環境の
グローバル化

・自習・協働学習ｽﾍﾟｰｽの拡充
・e-Learning環境の整備
・英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ活動支援
・文書等の複数言語化 etc

150名

500名

50名

コア科目 コア科目

Be a world citizen !
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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≫ 

目的：“Mastery for Service”を体現する「世界市民」の育成 

 スクールモットー“Mastery for Service ”には、プロテスタンティズムを基礎として「社会への貢

献」と「産業界での活躍」の理念が矛盾することなく共存している。本学は、まさに、この“Mastery for 

Service”を体現する「世界市民」を社会に送り出すことを教育目的としている。そして、この目的の達

成に向けて以下に示す三つの特色ある教育を行ってきた。 

 

特色１：国際性 

 本学がアメリカ人宣教師によって創立されたという経緯から、その特色の第一は国際性にある。創立

当初から外国人宣教師による英語の授業が行われており、絶えず海外に目が向けられてきた。そのこと

もあり、昭和54年にはアメリカの南メソジスト大学と交換留学制度も設けられた。その後、協定校を増

やし、現在では34ヵ国・地域の140の大学・機関と協定を結んでいる。また、交換留学、中期留学、カ

ナダ研究、海外インターンシップ、国連関係プログラムなど、多彩なプログラムを設定してきた。昨年

度の「大学の世界展開力強化事業」では、「カナダ研究科目」などを基礎にした日加大学協働・世界市民

リーダーズ育成プログラム「クロス・カルチュラル・カレッジ」が採択された。さらに、言語教育に関

しては、平成 4 年に言語教育研究センターを立ち上げ、中・上級レベルの言語教育を全学的に行ってき

た。 

 

特色２：学際性 

本学は、学園紛争の後、学部横断的な学際科目「総合コース」を多数設置するなど、学部間の垣根を

低くしてきた。そのことは、平成 9 年から実施されている複数分野専攻制と、これを発展させた 4 年間

で二つの学位が取れるジョイント・ディグリー制度（平成17年度「先導的大学改革推進委託」事業に採

択）に表れている。また、国際教育・協力センター提供の「インドネシア交流セミナー」、「日本・東ア

ジア研究プログラム」や、本学独自の「「関学」学」、「災害復興学」などの学際科目も設けている。さら

に、汎用性スキルを養う科目として、平成23年度より「スタディスキルセミナー」を全学的に開講して

いる。このように、本学の特色の二つ目は学部間の垣根の低さ、いわば、学際性にあるといえる。 

 

特色３：実践性 

 もう一つの特色は実践的なカリキュラムの導入である。全学科目として、「地域フィールドワーク」や

平和学特別演習「ヒロシマ」などの現場に密着した実践型科目が設けられている。また、キャリア教育

としてのライフデザイン科目群（平成18年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に採択）のなか

に、インターンシップ演習やインターンシップ実習などの科目、さらには、産業界と連携した「キャリ

アゼミ」など実践型の科目を多く配置してきた。これらの実践的な全学科目と各学部のカリキュラムに

よる専門教育とが相まって、東証一部上場企業への学生の就職率が 25％を超えるなど、本学は産業界に

多くの優秀な人材を輩出してきた。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

１．実践型グローバル人材像 

 上記で示した教育の特色から、本学のグロ 

ーバル人材像として、国際性は当然のことな 

がら幅の広い視野と実践力をもち、産業界で 

活躍できる「実践型グローバル人材像」が浮 

かび上がってくる。この「実践型グローバル 

人材像」として、右の図のような人材像を追 

求する。 

国際社会の中で活躍するためには、日本人 

としてのアイデンティティや主体性を持ち、 

経験と知識に裏付けられた世界観と倫理観、 

さらには、チャレンジ精神や使命感を持って 

  専門的知識・技能 

国際的知識・技能 
マネージメント 

知識・技能 

実践型 

グローバル人材 

確立した個人 
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いることが求められる。これは、実践型グローバル人材の基盤をなすものである。 

この「確立した個人」を基礎として、「国際的知識・技能」「専門的知識・技能」「マネジメント知識・

技能」の三つの知識・技能を備えた人材が「実践型グローバル人材」と考えられる。特に、実践力とし

て必要なのはマネジメント知識・技能であり、本学のグローバル人材像の特色をなすものである。これ

からのグローバル人材は、高い外国語力・コミュニケーション能力や専門的知識だけでなく、こうした

能力・知識を有機的に用いて、全人類にとって解決を必要とする課題を発見し解決の糸口を見出すため

の総合力が求められる。 

 この実践型グローバル人材像の最も先端的な具体例として、国連ボランティア計画との協定によって

平成16年から継続している「国連学生ボランティア」プログラムの成果を挙げておく。これは、開発途

上国の国連カントリーオフィスなどに単身 6 ヶ月間派遣するものであり、与えられた業務を完遂して帰

国した学生には次のような具体的な成長が顕著に見られる。 

①外国語力・コミュニケーション能力向上に継続的に取り組んでいる（外国語力・コミュニケーション

能力） 

②学びに対して意欲的になり、指示されなくても自分で考えて動く（主体性・積極性、責任感）  

③物怖じせず、追い込まれても優先順位を考え課題をまとめる（チャレンジ精神） 

④日本を再評価し、異文化に興味を持つ（異文化理解と日本人としてのアイデンティティ） 

⑤社会等の動向に関心を持ち、社会的正義感を持って行動できる（公共性・倫理観） 

また、本学キャリアセンターが海外展開に積極的な日本企業70社から新卒者に求める英語能力の水準

をヒアリング調査したところ、大半の企業から「検定試験の数字より、国際的な場面で課題解決に向か

って協働できるチームワーク能力が重要」という声が上がった。 

本学では、「国連学生ボランティア」プログラムの成果および産業界へのヒアリング調査の結果から、

グローバル人材としての具体的な能力に関するヒントを得たと言える。このヒントを基に実践型グロー

バル人材が持つべき能力を定めていく。 

 

２．学生の多様性と実践型グローバル人材育成コースの設計 

上記①～⑤の特性こそ、本学が目指す「実践型グローバル人材」の端的な例である。以下、本構想に

おける三つのタイプの人材像とその育成のためのコース設計を示す。本学のような私立大学では、学生

の特性、長所、志向は一様ではなく多様性を持っている。この多様性こそが、これまで本学の学生が相

互に切磋琢磨する環境を育み、有為な人材を産業界に送り出す一つの源泉となってきた。この学生の質

の多様性を生かすために、上で述べた知識・技能のウェイトによって、「グローバルリーダー」「グロー

バルエキスパート」「グローバルシティズン」の3タイプのグローバル人材像を設定する。 

１）「グローバルリーダー」 

多様な文化的背景の人が集まる中で、明確なビジョンを持ち、論理的に問題解決の道筋を見いだ

し、タフなチャレンジ精神で目標を成し遂げる人材である。こうした人材には、国際社会でのリー

ダーに不可欠な国際性、マネジメント能力も求められる。この人材を育成するために、「グローバ

ルリーダーコース」を新設する。このコースでは単身で開発途上国等の国・地域へ赴き、任務を遂

行するという実践科目を必修とする。さらに、海外実践学習の事前学習と事後学習にも力点を置き、

将来の国際社会でリーダーとなる人材を育成するコースである。 

２）「グローバルエキスパート」 

高い水準の外国語力とコミュニケーション能力を活かして、専門的知識・技能を発揮できる人材で
ある。この人材を育成するために「グローバルエキスパートコース」を新設する。学部教育を通じ
て高い専門性を培うとともに、高度な外国語力とプレゼンテーション力・ディスカッション力等を
トレーニングする。その上で、海外留学によって国際的な競争環境の中で自己研鑽できる人材を育
成するコースである。 

３）「グローバルシティズン」 

グローバルなビジネス現場で活躍するには、様々な関係者に対する興味と関心に基づく理解、他者

とのチームワークや協調性が求められる。そして、課題解決に向けて共に汗をかくことを厭わない

責任感がなければならない。このような人材を育成するために、「グローバルシティズンコース」を

新設する。このコースでは、専門性とともに、グローバル化した世界のさまざまな文化圏の学生と

の交流に努め、共にプロジェクトやプログラムを作り上げ、成し遂げる体験を重視する。そして、

異文化の中でも他者と協調して社会貢献できる人材を育成するコースである。 

6 
（大学名：関西学院大学）（申請区分：全学推進型） 



 

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

１．「実践型グローバル人材」の具体的能力 

「実践型グローバル人材」に求められる知識や能力は、「確立した個人」を基礎に、高い「専門的知識・

技能」、優れた「国際的知識・技能」、そして実践的な「マネジメント知識・技能」から成り立っているが、

「国連学生ボランティア」プログラムなどの本学の教育経験と産業界からのメッセージにより、これらの

知識・技能の具体的能力を以下のように抽出し分類した。また、コースごとの具体的能力は表 1 のように

なる。 

１）確立した個人 

「確立した個人」の形成に必要なのは、自律的な態度と社会に貢献しようとする意識・姿勢であり、

その主な具体的能力は、①主体性・アイデンティティ、②チャレンジ精神（使命感）、③公共性・倫

理観の三つから構成されている。 

２）専門的知識・技能 

   「専門的知識・技能」の獲得は、所属する学部等における専門的な学習を通じてなされるものであ

り、主な具体的能力は、①専門的知識・視座、②専門的スキルの二つから構成される。 

３）国際的知識・技能 

   「国際的知識・技能」とは、多種多様な価値観や文化が混在する国際的な場において、専門的知識・

技能を遺憾なく発揮するために必要とされる知識・能力であり、主な具体的能力は次の四つである。

①外国語力、②コミュニケーション能力、③異文化理解力、④ICTスキル 

４）マネジメント知識・技能 

   国際的な場で多様な他者と協力して論理的に問題解決を図っていくには、国際的知識・技能実践を

通じた専門的知識・技能だけではなく、人間力ともいうべき総合的な「マネジメント知識・技能」が

求められる。その主な具体的能力は、①協調性・柔軟性、②課題発見力・解決能力、③リーダーシッ

プから成ると考えられる。 

表１ 各コースとそこで求められる具体的能力 

基本 
カテゴリー 

主たる具体的能力（Can do） 
リーダ
ー 

エキス
パート 

シティ
ズン 

主体性・アイデン
ティティ 

自分のおかれている環境、自分の強み・弱みを
理解する  自分の考えを持つ 

◎ ◎ ○ 

チャレンジ精神
（使命感） 

やるべきことを貪欲に探求し、他者の一時的な
評価に左右されない 

◎ ○ △ 

確立した個人 

公共性 
倫理観 

社会・政治・経済に関心を持つ 
社会的正義感を備えている 

◎ ◎ ◎ 

専門的知識・技能 専門能力 高い専門能力を身につけ、スキルを発揮できる ◎ ◎ ○ 

外国語力 標準的な話し方の会話の要点を理解できる 
現代の問題についての記事や報告を正確に読み
理解できる 
関心のある話題について明瞭で論理的に書くこ
とができる 
文法、文型や決まり文句を正確に使うことがで
きる 

◎ ◎ ○ 

コミュニケーシ
ョン能力 

議論に積極的に参加し自分の意見を説明できる
人の発言を引き出し、理解を確認したり、話を
展開させることができる 

◎ ○ ○ 

異文化理解力 海外の文化を興味関心を持って受け入れられる ◎ ○ ◎ 

国際的知識・技能 

ICTスキル ICTコミュニケーションツールが使える 
図や表を用いたプレゼンテーションができる 

○ ○ △ 

協調性・柔軟性 独善的、自己中心的行動ではなく、他者と協働
できる 

◎ ○ ◎ 

課題発見力・解決
能力 

論理的に問題の分析、プロジェクトの企画・形
成ができる 
情報の収集・分析・活用ができる 

◎ ◎ ○ 

マネジメント知
識・技能 

リーダーシップ 手順とビジョンを示す 
多様な意見を取りまとめる 

◎ ○ △ 

凡例:◎は十二分に、○は十分に、△は必要最小限を表している。  
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２．具体的能力の育成手段と評価方法 

 次に、修得した知識・能力については、表 2 のように、その能力の到達度を各種指標に応じて測定・評

価する。評価者は本プログラムにかかわる教員および学生自身が主に行うが、実践活動の成果発表会など

では、産業界や国際機関より招聘する有識者による外部評価も行う。また、定期的に学生の学習到達度確

認およびプログラムアセスメントを行い、その改善に結びつける。 

 

表２ 具体的能力の育成手段とその評価方法 
測定指標 基本 

カテゴリー 
具体的 
能力 

育成手段（科目） 
何を 誰が いつ 記録 

主体性・ア
イ デ ン テ
ィティ 

日本の伝統と文化ほか 
グローバル実践系科目 

行動様式 教員
学生

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

チ ャ レ ン
ジ精神 (使
命感) 

グローバル実践系科目、グロ
ーバルゼミⅠ・Ⅱ 
総合コース「人生論」 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員 学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

確立した個人 

公共性 
倫理観 

世界市民論、「関学」学 
キリスト教学、グローバル実
践系科目 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員 学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

専門的知識・技能 専門能力 学部専門科目 学習内容
理解度 

教員 学習時 成績 

外国語力 インターミディエイト、アド
バンスト、スーパー・アドバ
ンストなどの習熟度別語学
科目 

TOEIC/ 
TOEFL 

教員 学習時 成績 
ポートフォリオ 

コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ
ン能力 

Language & Communi.な
どのコミュニケーション科
目、グローバル実践系科目 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員
学生

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

異 文 化 理
解力 

English for CCS(6 科目)、
Inter.Pol.&Econ. 、 Inter. 
His.& Cul. 、グローバル実
践系科目 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員
学生

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

国際的知識・技能 

ICTスキル ICT 演習ほか 
AcademicWriting&Present
ation、グローバルゼミⅡ 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員
 

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

協調性・柔
軟性 

プロジェクトマネジメント
系科目 
グローバル実践系科目 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員
 

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

課 題 発 見
力・解決能
力 

PM 系科目、国際情報分析 
グローバル実践系科目 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員
学生

学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

マネジメント知
識・技能 

リ ー ダ ー
シップ 

連携講座「グローバル時代の
リーダー」、グローバル実践
系科目、グローバルゼミⅡ 

学習内容
理解度 
行動様式 

教員 学習時 
授業外学習 

成績 
ポートフォリオ 

 

 これらの取り組みは、今後、高等教育推進センターで行う予定の、学生の「エンロールメントマネジメ

ント」プロジェクトとリンクさせ、「グローバル・コンピテンシー」の抽出を行うとともに、本学の教育改

革・経営改革施策立案に際しての有効なデータとして活用していく。 
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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  

 337 人 367 人 414 人 457 人

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

 59 人 74 人 91 人 108 人

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

386 人   424 人  779 人 869 人 973 人  1,005 人

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 4,396 人  5,374 人  5,306 人  5,308 人  5,625 人  5,450 人

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）  15.8％ 17.8％ 18.9 ％ 20.4％

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL550 80 人（ 0  ） 90 人（ ０  ） 95 人（  0 ） 100 人（0 ）

海外留学経験者数 人 人 253 人 288 人 316 人 300 人

３ カ 月 未 満 人  人  60 人 85 人 96 人 100 人

３カ月～１年 人 人 193 人 203 人 218 人 200 人 

１ 年 超 人 人 0 人 0 人 2 人 0 人

卒業［予定］者数 人 人 253 人 288 人 316 人 300 人

国
際
学
部 

目標設定の考え方 
原則的に全員が海外留学を行う学部であり、大学院留学が可能なレベルとして TOEFL550 点（TOEIC770 点）

を外国語力スタンダードとする。新設学部のため現在値はない。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL540 32 人（ 5 ） ３０人（  7 ） ４０人（ 8  ） ５０人（ 10 ）

海外留学経験者数 68 人 77 人 87 人 110 人 120 人 130 人

３ カ 月 未 満 26 人 40 人 30 人 45 人 50 人 55 人

３カ月～１年 42 人 37 人 57 人 65 人 70 人 75 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 449 人 594 人 579 人 532 人 597 人 580 人

総
合
政
策
学
部 

目標設定の考え方 

国際性、学際性を重視する学部であり、英語による専門授業も行われている。よって TOEFL540 点（TOEIC7

１0 点）を外国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在 13.6％だがこれを 24.1％

まで引き上げる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL540 60 人（ 5  ） 65 人（ 6  ） 70 人（ 7  ） 77 人（ 10 ）

海外留学経験者数 131 人 132 人 145 人 155 人 165 人 180 人

３ カ 月 未 満 85 人 78 人 85 人 90 人 95 人 105 人

３カ月～１年 46 人 54 人 60 人 65 人 70 人 75 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 771 人 806 人 755 人 793 人 759 人 770 人

文
学
部 

目標設定の考え方 

言語、文化を専攻する学生が多く、多地域への留学者数が見込め高度な語学能力の向上が期待される。よって

TOEFL540 点（TOEIC710 点）を外国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在

19.9%で、これを 24.7%に引き上げる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 28 人（ 12  ） 33 人（ 13  ） 40 人（  16 ） 42 人（ 18 ）

海外留学経験者数 29 人 27 人 45 人 55 人 65 人 65 人

３ カ 月 未 満 19 人 15 人 30 人 35 人 40 人 40 人

３カ月～１年 10 人 12 人 15 人 20 人 25 人 25 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 645 人 704 人 604 人 644 人 728 人 680 人

経
済
学
部 

目標設定の考え方 

学部教育において求められる実践的コミュニケーション能力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外

国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在 5.2％だが、これを１2.2％まで引き

上げる。 
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卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 45 人（ 10  ） 50 人（ 15  ） 55 人（ 16  ） 58 人（ 18 ）

海外留学経験者数 39 人 51 人 66 人 75 人 82 人 90 人

３ カ 月 未 満 23 人 27 人 40 人 45 人 50 人 55 人

３カ月～１年 16 人 24 人 26 人 30 人 32 人 35 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 649 人 625 人 648 人 661 人 645 人 650 人

商
学
部 

目標設定の考え方 

学部教育において求められる実践的コミュニケーション能力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外

国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在 9.4％だが、これを 17.7％まで引き

上げる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 40 人（ 13  ） 40 人（ 14  ） 45 人（ 17  ） 50 人（ 18 ）

海外留学経験者数 36 人 53 人 81 人 72 人 85 人 87 人

３ カ 月 未 満 19 人 30 人 55 人 40 人 50 人 52 人

３カ月～１年 17 人 23 人 26 人 31 人 35 人 35 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 540 人 708 人 657 人 630 人 655 人 650 人

社
会
学
部 

目標設定の考え方 

本学学士力として考える実践的コミュニケーション能力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外国語

力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在 8.9％だが、これを１6.9％まで引き上げ

る。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 34 人（ 12  ） 38 人（ 15  ） 43 人（ 20 ） 48 人（ 22）

海外留学経験者数 53 人 48 人 50 人 60 人 75 人 78 人

３ カ 月 未 満 44 人 29 人 35 人 40 人 50 人 50 人

３カ月～１年 9 人 19 人 15 人 20 人 25 人 28 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 616 人 753 人 645 人 619 人 685 人 680 人

法
学
部 

目標設定の考え方 

学部教育において求められる実践的コミュニケーション能力に鑑みて TOEFL5２0 点（TOEIC670 点）を外

国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現在 9.6%だが、これを 14.7％まで引き

上げる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 5 人（ 0  ） 6 人（ 1  ） 7 人（ 2  ） 8 人（ 3  ）

海外留学経験者数 24 人 20 人 35 人 34 人 40 人 46 人

３ カ 月 未 満 12 人 7 人 12 人 14 人 15 人 20 人

３カ月～１年 12 人 13 人 23 人 20 人 25 人 26 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 297 人 309 人 345 人 315 人 316 人 300 人

人
間
福
祉
学
部 

目標設定の考え方 

外国語力そのものは他学部と比較し高いとはいえないが、今後留学者数の増加が見込まれることから

TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外国語力スタンダードとする。「全学」で設定した計算値による比率は現

在 6.5％だが、これを 16％まで引き上げる。 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 1 人（ 0 ） 1 人（ 0 ） 2 人（ 0 ） 3 人（1 ）

海外留学経験者数 2 人 3 人 2 人 3 人 4 人 5 人

３ カ 月 未 満 2 人 3 人 2 人 3 人 4 人 5 人

３カ月～１年 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 27 人 39 人 28 人 27 人 35 人 30 人

神
学
部 

目標設定の考え方 

学部教育において求められる実践的コミュニケーション能力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外国

語力スタンダードとする。小規模学部であることから、大幅な増加は困難であるが着実に留学者数を増やし、外

国語力を向上させ、「全学」で設定した計算値において現在の 7.6％から 16.7％まで引き上げる。 
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卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 7 人（  2 ） 8 人（  3 ） 10 人（  4 ） 13 人（ 6  ）

海外留学経験者数 4 人 5 人 5 人 5 人 7 人 8 人

３ カ 月 未 満 4 人 4 人 5 人 5 人 6 人 7 人

３カ月～１年 0 人 1 人 0 人 0 人 １人 1 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 402 人 516 人 417 人 436 人 504 人 460 人

理
工
学
部 

目標設定の考え方 

理系における英語の重要性および入学時の英語力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）を外国語力スタン

ダードとする。理系学部において留学者数を大幅に増加させることは困難であるが、学部英語教育を中心に外国

語能力を向上させることにより、「全学」で設定した計算値による比率を現在の 1.9％から 3％まで引き上げる。

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL520 5 人（ 0  ） 6 人（ 0  ） 7 人（ 1  ） 8 人（ 2  ）

海外留学経験者数 人 8 人 10 人 12 人 14 人 16 人

３ カ 月 未 満 人 8 人 9 人 11 人 12 人 13 人

３カ月～１年 人 0 人 1 人 1 人 2 人 3 人 

１ 年 超 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 人 320 人 375 人 363 人 385 人  350 人

教
育
学
部 

目標設定の考え方 

入学時の英語力に比するとかなり挑戦的な目標になるが、本学学士力に鑑みて TOEFL520 点（TOEIC670 点）

を外国語力スタンダードとする。資格取得を主とする学部であり留学者の大幅増加は困難であるが、学部英語教

育を中心に外国語能力を向上させることにより、「全学」で設定した計算値による比率を現在の 2.5％から 4.6％

まで引き上げる。新設学部のため、平成 23 年度数値はない。 

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

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

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

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

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の

設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。

１．グローバルリーダーコース（対象：全学） 

（測定指標・達成水準） 

①基本カテゴリー（確立した個人、専門的知識・技能、国際的知識・技能、マネジメント知識・技能）に含まれる授業科目の成績がGPA3.0

以上 

②コース指定科目修得単位数40（実践科目への準備推奨科目12単位、実践科目16単位、帰国後推奨科目12単位） 

③TOEFL550相当以上 

④授業外学習も含めた本学独自のポートフォリオにおいて、具体的能力に設定した基準（「◎十二分に」、「○十分に」、「△必要最小限」）

を満たすこと 

この4条件を満たした学生には証明書（Certificate）を与え、学長より顕彰する。 

（指標・水準設定の考え方） 

 本学がこれまでの教育実践を通して育成してきた学生の特性、知識・技能を踏まえ、三つのタイプの「実践型グローバル人材」として必

要と考えられる指標とレベルを設定。授業科目の成績に関してはGPA(0-4)の平均値。 

（達成する学生数設定の考え方） 

 留学等実践科目への準備推奨科目、留学等の実践科目、帰国後推奨科目を修了する学生数を、平成23年度までの実績を踏まえて算出。 

平成27年度までの学生は、現在のプログラム参加学生を踏まえ算出。 

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） 10 人 20 人 30 人 50 人

対象となる学生数（B） 5,306 人 5,308 人 5,625 人 5,450 人

達成する割合（A/B） 0.2％ 0.4％ 0.5％ 0.9％

２．グローバルエキスパートコース（対象：全学） 

（測定指標・達成水準） 

①学部科目含め全体の成績がGPA2.8以上 

②コース指定科目修得単位数30（実践科目への準備推奨科目8単位、実践科目10単位、帰国後推奨科目12単位） 

③TOEFL550相当以上 

④授業外学習も含めた本学独自のポートフォリオにおいて、具体的能力に設定した基準（「◎十二分に」、「○十分に」、「△必要最小限」）

を満たすこと 

この4条件を満たした学生には証明書（Certificate）を与え、学長より顕彰する。 

（指標・水準設定の考え方） 

 「グローバルリーダーコース」に同じ。 

（達成する学生数設定の考え方） 

 「グローバルリーダーコース」に同じ。 

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） 60 人 90 人 120 人 150 人

対象となる学生数（B） 5,306 人 5,308 人 5,625 人 5,450 人

達成する割合（A/B） 1.1％ 1.7％ 2.1％ 2.8％

３．グローバルシティズンコース（対象：全学） 

（測定指標・達成水準） 

①学部科目含め全体の成績がGPA2.5以上 

②コース指定科目修得単位数30（実践科目への準備推奨科目8単位、実践科目12単位、帰国後推奨科目10単位） 

③TOEFL500相当以上 

④授業外学習も含めた本学独自のポートフォリオにおいて、具体的能力に設定した基準（「◎十二分に」、「○十分に」、「△必要最小限」）

を満たすこと 

この4条件を満たした学生には証明書（Certificate）を与え、学長より顕彰する。 

（指標・水準設定の考え方） 

 「グローバルリーダーコース」に同じ。 

（達成する学生数設定の考え方） 

 「グローバルリーダーコース」に同じ。 

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） 200 人 300 人 400 人 500 人

対象となる学生数（B） 5,306 人 5,308 人 5,625 人 5,450 人

達成する割合（A/B） 3.8％ 5.7％ 7.1％ 9.2％
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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】 

 
目標 1：ナンバリングの導入 
 先行事例として、平成 24 年度から経済学部で実施。経済学部の実施方法を参考に、全学への波及を目
指す。提供カリキュラムの見直しに対応しやすくするため、ゾーン・ナンバー制を中心に推進する。平成
28年度までに、11学部のうち7学部への導入をめざす。 
 
目標 2：グローバル企業への採用者増 
 グローバル人材を特に必要とする東証一部上場企業への就職率を、現在の 25.2％から平成 28 年度には
33.3％へと引き上げる。業種別では、本学卒業生のうち海外で活躍するケースの多い金融・商社・情報に
関して重点的に引き上げる。 
 
目標 3：外国人教員数の増加 
平成24年度において外国人教員数は87名であるが、平成28年度においては104名とする。 

 
目標 4：協定大学数と交流学生数の増加 
現在 140 校の協定大学・機関、約 800 名の交流学生を、さらに、平成 28 年度までに協定大学・機関を

200校、交流学生数を約1,150名に増加させる。 
 
目標 5：海外インターンシップ受け入れ先の増加 
現在海外で 16 ヶ所の海外インターンシップ受け入れ先を確保している。本構想においては、海外同窓

会支部の全面的バックアップのもと、平成28年度までに北米、アジア圏を中心に24ヶ所に増加させる。
 
目標 6：シラバス、ホームページ、学内文書等の英語訳の作成 
 平成25年度に予定している新シラバスシステム移行に合わせ、シラバスの英文による公表を実施する。
広報室が所管する大学Webサイト英語版の充実を図る。また、学部個別Webサイト英語版の充実をはかる。
学内文書多言語化のスタートとして英文書化を実現する。 

 
目標 7：日本語指導補助・日本文化紹介活動への学生参加の促進（SENDプログラム） 
すでに一部の語学留学プログラムに組み込まれているCommunity Outreachプログラムに日本語・日本文

化を紹介するモジュールを追加し、他の既存語学留学プログラムにも拡充する。派遣者数を、現在の42名
から、平成28年度に242名とする。 
また、本学では日本語教育センターが「日本語を教えたい人のためのセミナー」を、国際学部が授業科

目「言語習得と日本語教育」を開講している。本構想において新たに「日本の伝統と文化」関連科目を充
実させ、さらに日本語教育センターにおいて講義･実践科目「日本語教育基礎」、演習科目「日本語教育基
礎演習」を平成25年度に新たに開講し、それぞれ年間240名、120名の履修を可能とする。 
 
目標 8：教員のグローバル力向上のための教育留学の実施 
 平成26年度から教育留学制度を実施する。平成28年度までに計12名の教育留学を実現する。 
 
目標 9：実践的コミュニケーション能力を保証する英語教育への転換 
 言語教育研究センター提供英語科目の教育成果を、「能力記述枠組み（Can Do List）」を含むポートフ
ォリオによって示す。TOEICなどの相対的数値評価にとどまることなく、学習到達度を言語知識および言
語運用能力の両側面から説明することが可能となる。また、これにより、語学学習への内的動機付けを強
化することが期待される。評価者の育成を平成29年度までに英語ネイティブ教員を中心に重点的に行い、
実績を踏まえて各学部語学教育へ活用を波及させる。 
 
目標 10：産学連携授業の拡大 
 本学では、既に産業界や国際機関との連携による科目を15科目開講している（平成24年度現在）。本構
想においては、さらに連携の絆を強め、産業界や国際機関との連携による科目を30科目とする。学生にラ
イフデザインを考える場とするとともに、「実践型グローバル人材」としての研鑚の場とする。 
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目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

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

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

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

海外留学者数  （Ａ） 
789 人  

（771 人） 

839 人 

（819 人）

910 人 

（890 人）

984 人 

（964 人）

1,085 人  

（1,065 人） 

1,154 人 

（1,134 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

0 人 

（  0 人）

0 人 

（  0 人）

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

4 人  

（  4 人） 

5 人 

（  5 人）

6 人 

（  6 人）

7 人 

（  7 人）

8 人  

（  8 人） 

9 人 

（  9 人）
 

学士課程在籍者 
785 人  

（ 767 人） 

834 人 

（ 814 人）

904 人 

（ 884 人）

977 人 

（ 957 人）

1,077 人  

（1,057 人） 

1,145 人 

（1,125 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 22,403 人  23,408 人 23,700 人 23,714 人 23,954 人  24,194 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
3.5％  

（   3.4％） 

3.6％ 

（    3.5％）

3.8％ 

（    3.8％）

4.1％ 

（    4.1％）

4.5％  

（    4.4％） 

4.8％ 

（    4.7％）

目標設定の考え方 

本構想における留学促進策のひとつである協定校の拡大と、外国語力スタンダードをアップさせる。これによ

り、毎年対前年度比 10％の留学者数増加を図る。現在全学生の 3.5％ある海外留学者比率を、4.8％にまで引

き上げる。 

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） 
405 人 

（387 人）

384 人 

（384 人）

0 人  

（  0 人） 

789 人 

（771 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

1 人  

（  1 人） 

3 人 

（  3 人）

0 人  

（  0 人） 

4 人 

（  4 人）
 

学士課程在籍者 
404 人  

（386 人） 

381 人 

（381 人）

0 人  

（  0 人） 

785 人 

（767 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 22,403 人 22,403 人 22,403 人  22,403 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.8％ 

（   1.7％）

1.7％ 

（   1.7％）

0.0％  

（    0.0％） 

3.5% 

（   3.4％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 

（H24.5.1） 

平成２５年度 

（H2５.5.1） 

平成２６年度 

（H2６.5.1） 

平成２７年度 

（H2７.5.1） 

平成２８年度 

（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
９１５人  

（ １１７人） 

９６５人 

（   １２４人）

1,008 人 

（   １４４人）

1,051 人  

（   １６４人） 

1,094 人 

（   １８４人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

２６人  

（   １人） 

２９人 

（   １人）

３２人 

（   １人）

３５人  

（   １人） 

３８人 

（   １人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

１１６人  

（   ３人） 

１２６人 

（   ３人）

１３６人 

（   ３人）

１４６人  

（   ３人） 

１５６人 

（   ３人）

学士課程在籍者 
６６０人  

（   ０人） 

６９０人 

（   ０人）

７００人 

（   ０人）

７１０人  

（   ０人） 

７２０人 

（   ０人）

 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

113 人  

（   １１３人） 

１２０人 

（   １２０人）

１４０人 

（   １４０人）

１６０人  

（   １６０人） 

１８０人 

（   １８０人）

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

６９７人  

（  １１７人） 

７５０人 

（   １２４人）

７９３人 

（   １４４人）

８３６人  

（   １６４人） 

８７９人 

（   １８４人）

全 学 生 数  （Ｃ） 23,408 人 23,700 人 23,714 人 23,954 人 24,194 人

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
３．９％  

（  ０．５％） 

４．１％ 

（  ０．５％）

４．３％ 

（  ０．６％）

４．４％  

（  ０．７％） 

４．５％ 

（  ０．８％）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
３．０％  

（  ０．５％） 

３．２％ 

（  ０．５％）

３．３％ 

（  ０．６％）

３．５％  

（  ０．７％） 

３．６％ 

（  ０．８％）

目標設定の考え方 
【学部】海外の高等学校等からの推薦入学制度の拡充、海外入試広報の強化 

【大学院】理工学研究科国際修士プログラム設置、協定大学からの本学大学院への推薦入試制度の拡充 

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

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

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

れている者 

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

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

 

【平成 2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ 中国 ４０３人 ３７８人  

２ 韓国 ３０８人 １５１人  

３ アメリカ ５２人 ５０人  

４ 台湾 １８人 １７人  

５ インドネシア １４人 １３人  

６ 朝鮮 １３人 ０人  

７ カナダ １１人 １１人  

８ ノルウェー １０人 １０人  

９ フランス ８人 ８人  

１０ ベトナム ７人 ３人  

その他 ドイツ、サウジ、ウガンダ等 ７１人 ５６人  

合 計  ９１５人 ６９７人  
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 
 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 

授業数（Ａ） 
208 回 214 回 220 回 240 回 250 回

全授業数（Ｂ） 4,224 回 4,242 回 4,242 回 4,286 回 4,286 回

割  合（Ａ／Ｂ） 4.9％ 5.0％ 5.2％ 5.6％ 5.8％

目標設定の考え方 

「実践型グローバル人材育成」科目の新設、外国人教員等の採用、教員の海外教育留学制度及び教材の

翻訳費を補助する制度によって外国語による授業科目を増加させていく。 

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） 195 人  208 人 215 人 230 人  235 人 

 うち外国人教員 87 人  93 人 96 人 100 人  104 人 

総教員数（Ｂ） 531 人  533 人 534 人 570 人  570 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 36.7％  39.0％ 40.3％ 40.4％  41.2％ 

目標設定の考え方 

本学の場合、1 年以上の国外での教育研究留学経験者は 100％に近い。（A）は国外の大学での学位取

得者と外国人教員に限定した。今後の教員採用に際しては、一定数以上の海外での学位取得者を採用す

る。また、外国人教員の採用も積極的に進める。 

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） 
402 人  417 人 423 人 460 人  465 人 

総教員数（Ｂ） 531 人  533 人 534 人 570 人  570 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 75.7％  78.2％ 79.2％ 80.7％  81.6％ 

目標設定の考え方 

本学においてはすでに多くの博士学位取得者を雇用している。今後の新規採用に際しても、基本的に博

士学位取得者を採用する。 

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） 23,408 人 23,700 人 23,714 人 23,954 人 24,194 人

総教員数（Ｂ） 53１人 533 人 534 人 570 人 570 人

割  合（Ａ／Ｂ）  44.1 44.5 44.4 42.0 42.4

目標設定の考え方 

本学は私立の総合大学であるが、S/T 比改善の努力を行っている。大教室以外の授業科目については、

1 クラスあたりの学生数は着実に少数にしていく。 
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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 800 等 

 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） 

45 人  
（100 人） 

55 人 
（125 人）

65 人 
（1５０人）

75 人  
（175 人） 

85 人 
（200 人）

事務系職員総数（Ｂ） 408 人  408 人 408 人 408 人  408 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 
11.0％  

（24.5％） 

 13.5％ 

（30.6％）

15.9％ 

（36.8％）

18.4％  

（42.9％） 

20.８％ 

（49.0％）

目標設定の考え方 

本学における外国語力スタンダードは「発話力の高い外国語力を備えた事務職員」であり、「実践型

グローバル職員」を求めていく。 

導き出される（Ａ）は「高度なレベルの発話ができる外国語力を備えた事務系職員数」とし、（）内

の数値は「日常的な発話ができる外国語力を備えた事務系職員数」とした。 

前者は、 

①「新基本構想」の「多文化が共生する国際性豊かなキャンパスを実現する」のために大きな推進力と

なる職員であり、海外協定校との連携強化、教育・研究に関する海外への発信を実行する。 

②海外の高等教育機関を訪問・調査し、必要な場合実地研修に従事して、教育・研究プログラムに関す

る政策立案ができる職員である。 

①及び②については、積極的な外国語活用を期待し、外国語を業務の中で使用することが頻繁な部課

への所属配置を想定する。TOEIC800 点保持者を増加させる。 

後者は、 

③「新基本構想」の「多文化が共生する国際性豊かなキャンパスを実現する」に対応する職員であり、

キャンパス内で外国人教員・学生等とコミュニケーションを取り、国際化されたキャンパスの形成

に寄与する。所属部課については外国語活用の頻度は問わない。 

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

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

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

（本構想における取組内容） 
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様式１ 

様式１全体で５ページ以内  

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

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

【現状】 

【グローバル化の推進】 

１．大学のグローバル化に向けた戦略 

本学のスクールモットー“Mastery for Service ”

は、「産業界での活躍」と「社会への貢献」を含意し

ている。 

平成 21 年にグローバル社会への貢献を一つのキ

ーワードとして「新基本構想」を定めた。この「新

基本構想」に基づき、国際戦略本部の設置、海外へ

の学生派遣の推進、英語力向上の推進、国際機関等

との連携強化、海外大学との連携交流の推進、英語

による授業提供の拡大など、数多くの事業を展開中

である。 

 

２．グローバル化推進のための組織改革 

 これまで、本学の国際化は、国際教育・協力セン

ターを中心に、「国連セミナー」をはじめとする教育

プログラムの提供や交換留学先の紹介などの留学支

援サービスを提供してきた。その結果、年間約 800

名の学生を何らかの形で海外へ送り出している。 

また、今後の大学のグローバル化に鑑み、国際戦

略本部を設置し大学のグローバル化を一層推進する

体制を整えた。 

 

 

 

 

 

３．グローバル人材育成システム 

 これまで、交換留学、中期留学、「国連学生ボラン

ティア」プログラム、「インドネシア交流セミナー」

など、いくつかの個別のプログラムが国際教育・協

力センターによって提供されてきた。他方、言語教

育研究センターにおいて、英語インテンシブプログ

ラム（IEP）が開講されているが、海外留学プログラ

ムと英語を中心とした語学教育が緊密に連携した教

育システムとは必ずしもなっていない。 

 

【本構想における展開】 

【グローバル化の推進】 

１．大学のグローバル化に向けた戦略 

本構想においては、三つのタイプの「実践型グロ

ーバル人材像」を明確に定め、各タイプに必要な具

体的知識・能力を体系的な教育システムによって育

成することを目的としている。 

学生のモチベーション向上と意識付けのための登

録制の導入や、コースワークを達成した学生への証

明書（Certificate）の発行など、全学的な枠組みを

構築する。また、この枠組みの構築と育成された人

材が、学部の専門教育にもプラスの波及効果を与え

ると考えられる。 

 

２．グローバル化推進のための組織改革 

 この全学的な枠組みを構築するために、学長の下

に「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」を

設置する。この下で、全学的に抜本的な組織改革を

行い、各コースのカリキュラムの開発・改良は当然

のこと、学生の留学や海外インターンシップ、さら

には、就職指導までを一元的に統括する新たなグロ

ーバル人材育成システムを構築する。これらによっ

てグローバル化を推進し、平成28年度に海外留学等

派遣学生を約 1,200 名とし、「実践型グローバル人

材」として測定指標の水準を満たしたうえで証明書

（Certificate）を与えられる学生数を約700名とす

る。 

 

３．グローバル人材育成システム 

 具体的なグローバル人材育成システムとして、三

つのコースの育成する人材像に応じて言語教育科

目、実践科目をコアとするコースワークを設定する。

学生は、原則 1年次にコース登録を行い、それぞれ

のコースワークに従って、これらの科目を体系的に

履修する。さらに、コースごとに定められた留学や

インターンシップなどの実践科目を履修する。その

際、新たな実践科目派遣のための奨学金制度を設置

する。実践科目においては、従来からの国際社会貢

献センター（ABIC）や産業界との連携、NGO などと

の協定を活用していく。さらに、これらのコースの

基礎として、教職員のグローバル化、留学や海外研

修の支援体制などを推進していく。また、本学は同

窓会の活動が盛んであり、海外同窓会支部との連携

も強化する。 
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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】 

【学士課程教育の質的向上に向けた取組】 

 本学では、教育の質保証および国際通用性向上の

観点から、3 ポリシー（入学者受入方針、教育課程

編成・実施方針、学位授与方針）の設定を始め、教

務部を中心に大学全体としてこれまで以下のような

取り組みを行ってきた。 

 

 

 

１．主体的学習を促進するシラバスの整備 

 本学では、シラバス記述様式を統一するとともに、

作成要領による記述内容を高度化し、精粗を無くす

取り組みを行ってきた。また、学生の主体的な科目

選択と学習の深化を促進する観点から、学生にとっ

て具体的で理解しやすいものとなるよう取り組みを

進めてきた。 

また、単位制度の実質化の観点から、1 年間に履

修可能な単位を各学部とも 50 単位未満に設定して

いるが、授業外学習をどのように授業内容に組み込

むかが今後の課題となっている。 

 

 

 

２．学生の体系的な学びを促進する取組 

◇カリキュラム・マップと履修モデル 

本学では、学位授与方針と科目間の関係性を明示

するため、各学部でカリキュラム・マップを設定し

ている。また、科目履修の順次性・段階性をわかり

やすく表現した履修モデルを公開している。 

◇ナンバリング 

経済学部では、平成24年度から科目のナンバリン

グ（ゾーン・ナンバー制）を導入した。 

 

 

 

 

 

【能動的学習を推進する教育方法の改善】 

１．アクティブ・ラーニングの推進 

 本学では、ほぼすべての学部で導入演習、3・4年

生の研究演習を開設し、必修科目として設定するな

ど、双方向型のアクティブ・ラーニングを推進して

きた。一方、所属学部問わず、多様な興味関心ある

学生やさらに活発に学びたい学生のニーズに応え、

【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】 

本学では、平成23年度に「全学的な教育改善およ

び教育の充実に向けた取組の推進に関する基本方

針」を定め、平成24年度から取り組みをスタートさ

せた。 

本構想では、教育体制・体系等に関する国際通用

性向上を目指した先行事例としての取り組みを全学

に拡大し推進する。 

 

１．主体的学習を促進するシラバスの整備 

 本学では、平成25年秋より新シラバスシステムに

移行し、以下のような記述項目を設定する。 

・授業計画は各授業回別に記述 

・授業外学習内容の明示 

・教科書、参考文献は図書検索機能とリンク 

・成績評価の種別、割合と基準の明示 

・関連科目・事前履修科目の明示 

・オフィスアワーの曜日・時限等の明示 

これらの取り組みを推進し、単なるコースカタロ

グとは異なる「授業の工程表」化を推進し、授業時

間外も含めた学生の主体的学習と国際通用性を向

上、促進させる。 

 

２．学生の体系的な学びを促進する取組 

◇カリキュラム・ツリー 

本構想では、各学部で設定したカリキュラム・マ

ップの高度化を目指す。カリキュラムの階層性と順

次性を可視化できる「カリキュラム・ツリー」の設

定を推進する。 

◇ナンバリング 

本構想では、教育課程の国際的な通用性（留学に

伴う大学間の単位認定作業円滑化等含む）向上の観

点から、階層性や履修の順次性を意識した科目のナ

ンバリング（ゾーン・ナンバー制）導入を促進し、

平成 28 年度までに、11 学部のうち 7 学部への導入

を目指す。 

 

【能動的学習を推進する教育方法の改善】 

１．アクティブ・ラーニングの推進 

新設する3コースのうち、「グローバルリーダーコ

ース」では「グローバルゼミⅠ・Ⅱ」を中心に、チ

ューター教員指導の下、15名程度のゼミで国際機関

への派遣前および帰学後の各 1年間、綿密な学習を

行う。また、その他にも英語で授業を行う「教育開
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全学科目（所属学部に関係なく履修可能）において

も「地域フィールドワーク」「学際ゼミ」「スタディ

スキルセミナー（論理的文章表現力育成・プレゼン

テーション力育成・コミュニケーション能力育成な

ど4種類提供）」などの科目も提供している。これら

は、プロジェクト・ベースド・ラーニング（PBL）型

教育やアクティブ・ラーニングの手法を用いて学生

の主体的かつ能動的な学習意欲の喚起に努めてき

た。 

 

 

 

 

２．実践科目を中心とした体系的学習プログラム 

 現在でも実践科目は開講されているが、体系的な

学習プログラムにはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．評価の厳格化と実質化 

１）GPA制度と評価の厳格化 

 本学では、平成17年よりGPA制度を導入し、学習

意欲を喚起するとともに、学生の自己管理力の育成

にも努めてきた。なお、セメスター終了時には成績

上位者を顕彰する制度も有する。それに加え、多様

な成績評価の推進や学生による授業評価にも積極的

に取り組んできた。 

２）学習成果の測定と把握 

 本学では、ラーニング・マネジメントシステム

（LMS）を平成 22年度より導入し、課題等の提出・

返却機能を用いた到達度確認ができる仕組み作りに

取り組んできた。ただし、学生の学習到達度を測る

指標の設定や到達度を明示する学内的な仕組みが十

分に進んでいるとは言い難い。 

 

４．教員の教育力の向上 

 本学における FD 活動では、狭義の FD＝授業評価

結果を受けた授業改善報告作成等による教員個人の

教育改善と、広義のFD＝学部・研究科による組織的

な教育力向上に向けた課題の共有と改善と位置づ

け、取り組みを行ってきた。 

発論」「国際環境論」に加え、「プロジェクト・マネ

ジメントⅠ・Ⅱ」などの科目も少人数のチーム学習

を行う。さらに、「国連学生ボランティア」や国際機

関等での「国際社会貢献」を経て、帰学した後は学

習アドバイザー（Learning Assistant）としても後

輩学生の指導にあたる。さらに、「世界市民グローバ

ルフォーラム」ではラーニング・モデルとして、高

校生や在学生の国際意識を高揚させる役割も担う。

なお、「グローバルリーダーコース」専用の学習ル

ームを設置し、授業時間外での英書通読会や自主勉

強会などにも活用し、学生の主体的・意欲的な学習

を支援する。 

 

２．実践科目を中心とした体系的学習プログラム 

 本構想では、外国語力が主な派遣のハードルとな

っていた各種留学プログラムに関する問題点を解消

する。具体的には派遣前・帰学後の学習科目を履修

モデルとして複数提示する。派遣前には主に「日本

の伝統と文化」「日本と国際社会の諸関係」などの科

目の履修を促進する。さらに、これらの履修と平行

し、外国語力向上の習熟度別インテンシブプログラ

ムを履修し、派遣に必要とされる外国語力の底上げ

に努める。また帰学後は、英語で実施する科目の履

修、交換留学生と共に学ぶ科目での履修などを促進

し、さらなる国際化を推進する。 

 

３．評価の厳格化と実質化 

１）GPA制度と評価の厳格化 

 本構想で新設する 3コースでは、その修了要件に

GPAを設定し、GPAの利活用による学習意欲・成果の

促進に取り組む。卒業・修了時に学生が修得すべき

具体的能力と対応した多面的な評価を導入し、何が

でき、何ができなかったのかを具体的に明らかにし、

学習のさらなる改善を促す。 

２）学習成果の測定と把握 

 本構想では、卒業・修了時に学生が修得すべき具

体的能力と対応した多面的な評価により、学習到達

度を測定するとともに、その結果を学生にフィード

バックするシステムを構築する。 

その結果等も踏まえ、すでに導入している LMS を

利活用し、学生・教員間の双方向性を高める。 

 

４．教員の教育力の向上 

 本構想では、教員のグローバル教育力の向上施策

として、新たに帰国後の英語による授業の開講を条

件とした教員の短期教育留学制度を実施する。また、

高等教育推進センターを中心に海外大学における先

端的なFDに関する事例紹介、公開シンポジウムを開

催し、教育および教員の国際通用性の向上施策を実

施する。 
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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】 

【グローバル化に向けた戦略的な教育情報の発信】

１．自己点検・評価の公表 

 本学では、「関西学院評価推進委員会」を組織し、

全学的な体制の下、評価情報分析室が教育・研究情

報およびデータの公表を行っている。 

 日英両言語で公表している「大学基礎データ」は、

「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学

に関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる

項目の例」をほぼ網羅する形でまとめられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他教育情報の発信 

 戦略的な国内外への教育情報の発信に関し、これ

までの取り組みでは、国際化を精力的に進めてきた

学部を中心に、Web サイトやパンフレットを用いた

積極的な情報提供を複数言語で実施してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】 

【グローバル化に向けた戦略的な教育情報の発信】

１．自己点検・評価の公表 

 本学のPDCA（Plan Do Check Action）サイクルの

ための組織立った活動は、国内外で一定の評価を得

ており、今後それをさらに進展させる。平成25年度

に 2回目の機関別第三者評価が実施されることにな

っており、教育情報の発信にも積極的に取り組んで

いくこととなる。 

本構想において、大学自己点検･評価報告書の英文

化を実施する。本学の現状と課題を全世界に発信す

ることが可能となる。 

 新たに英語で公表する主な項目は、①大学の教育

理念・目的、②入学者受入方針、③教育課程編成・

実施方針、④学位授与方針、⑤シラバス、⑥履修モ

デルなどである。 

 さらに、本学Webサイト上で発信されている教育情

報を「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の

大学に関する情報の海外発信の観点から公表が望ま

れる項目の例」の項目順に沿って整理･体系化し、よ

り効果的な情報の発信を行う。 

 

２．その他教育情報の発信 

今後、特に海外の大学との連携強化を目指すため、

これまで国際化に重点を置いてきた総合政策学部、

国際学部、経営戦略研究科（専門職大学院）、国際教

育・協力センター以外の部局においても、Web によ

る情報の発信や、外国語パンフレット等の作成など

各種情報を複数言語で発信していく。 

 大学全体の情報発信として、広報室において本学

Web サイト英語版の再検討を行う。海外で必要とさ

れるコンテンツ、発信方法、ターゲットを明確にし、

本学の活動内容を理解しやすい Web サイトとして情

報発信の有用なツールとする。 

 また、各学部においても Web サイトの多言語化を

進め、教育情報の詳細や学生活動等を海外へ発信し

ていく。 

 さらに、本構想の教育システムは、教育課程の国

際通用性を格段に進化させるため、本構想独自の

Web サイトを独自に立ち上げ、コースプログラムの

情報、科目の詳細な内容、海外実践活動の紹介等を

概念図も含めてわかりやすく掲載し、全世界に向け

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】 

【グローバル化に対応した職員配置と能力向上】 

 

 

１．グローバル化に対応した職員配置 

 本学は、業務上外国語を必要とする部課へ外国語

力の高い職員を配置してきた。また、カナダ拠点と

してカナダ・トロントに関西学院トロントオフィス

を開設し、トロント大学に職員を常駐させている。

 近年は、比較的外国語能力が高い人材を採用する

ことができている。また、極めて外国語力の高い職

員を、契約職員や嘱託職員として積極的に雇用する

ことで、通訳などの専門的な業務をカバーしてきて

いる。 

 

２．事務職員の能力向上 

海外研修として、トロント大学（カナダ）、吉林大

学、蘇州大学（以上中国）等での職員研修を実施し、

外国語力向上を図るため、毎年 2名ずつの職員を派

遣してきた。近年は、希望する国・機関での研修を

実施。多言語の外国語力向上と業務への応用に生か

すことができるようなスタイルに変更している。 

また、自己啓発研修などでも語学学校へ通学する

ための研修費補助、通信教育教材での研修支援援助

などを実施してきた。自己啓発研修後、外国語力を

活用して留学生や外国人教員との対応に従事するこ

とが可能になるなどの成果を上げてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育環境のグローバル化への対応】 

１．学内文書の多言語化 

各部課での窓口対応、案内文書の多言語化につい

て、現状はそれに秀でた職員に委ねられている状況

である。 

 

【本構想における取組】 

【グローバル化に対応した職員配置と能力向上】 

本構想を契機に、採用と研修の両面で全学的に職

員のグローバル化を推進する。 

１．グローバル化に対応した職員配置 

 今後の採用に際しては、外国語力はもちろんのこ

と、グローバル人材として重要な知識・技能を備え

ているかどうかを選考要素とし、積極的なグローバ

ル人材確保を進める。また、本構想にある「実践型

グローバル人材」育成プログラム修了学生の採用も

視野に入れ、人材活用を行う。 

また、今後も、専門的な知識・技能を必要とする

「主に通訳などの業務」等については、契約職員や

嘱託職員などの雇用を継続していく。 

 

２．事務職員の能力向上 

本構想において、職員研修制度の中で以下のよう

な「グローバル職員育成研修」を実施する。 

◇「異文化コミュニケーション研修」（毎年20名）

◇「日常英会話（英会話初級）」（毎年16名） 

◇「ビジネス英会話（初、中、上級）」（年各30名）

◇「ビジネス英語 電話、E-MAIL」（毎年16名） 

◇「海外研修(2週間～8週間)」（毎年2名程度） 

◇「グローバル職員育成プログラム」（毎年1名） 

「グローバル職員育成プログラム」では、半年間の

海外研修（海外の大学におけるインターンシップを

含む）を実施し、大学のグローバル化に対応できる

能力習得を目指す。 

「グローバル職員育成研修」の実施によって、 

①「多文化が共生する国際性豊かなキャンパスを

実現する」ために大きな推進力となる職員 

②海外の高等教育機関を訪問・調査し、教育・研

究プログラムに関する政策立案ができる職員 

③「国際化されたキャンパス」に対応する職員を

育成する。 

①と②を合わせて平成 24 年度現在 45 名 11.0％を

平成28年度85名 20.8％とする。また、③について

は平成24年度現在100名 24.5％を平成28年度 200

名 49.0％とする。 

 

【教育環境のグローバル化への対応】 

１．学内文書の多言語化 

外国人教員、海外からの留学生の増加に伴い、学

内文書の多言語化を進める。まずは、学内諸規程、

会議資料等の英文化を実施する。さらに、中国語、

朝鮮語への対応についても合わせて進める。 
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様式２ 

様式 2 全体で４ページ以内  

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

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

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十分

に図られているか。 

【これまでの取組】 

【教育目的や特色に応じた魅力ある取組】 

１．本学の教育目的と特色 

本学初代学長（第4代院長）C.J.L.ベーツが提唱

したスクールモットー“Mastery for Service（奉

仕のための練達）”は、隣人や社会への貢献のため

に学び続け自己を研鑽することを意味しており、創

立当初から国際性を持ち社会貢献ができる世界市

民を育てることが本学の教育目的である。この教育

目的を達成するために、「国際性」、「学際性」、「実

践性」を特色とする多様なプログラムのシーズを学

内に有している。 

 

 

【目標の達成に必要な取組内容】 

１．実践型グローバル人材像の構成要素 

「国連学生ボランティア」プログラムにおける教

育実践、および、企業に対する本学独自のアンケー

ト調査から個別能力に関するヒントを得た。このヒ

ントに基づき、実践型グローバル人材に必要な構成

要素として、「確立した個人」「専門的知識・技能」

「国際的知識・技能」「マネジメント知識・技能」

を抽出できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．組織の自己点検と成績評価 

組織の自己点検としては、学長を中心とする自己

点検・評価委員会を設置し、大学教育についての自

己点検・評価の取り組みを全国に先駆けて取り組ん

【本構想における取組】 

【教育目的や特色に応じた魅力ある取組】 

１．教育目的と特色を活かした構想 

  本学教育の特色、「国際性」「学際性」「実践性」

を活かし、「実践型グローバル人材育成」のための

教育システムを全学的に構築することが本構想の

目的である。この目的を達成するために、大学全体

の戦略的グローバル化、教職員の能力向上、キャン

パスの学習環境整備、海外派遣への支援体制強化等

を推進し、学部の枠を超えた「グローバルリーダー」

「グローバルエキスパート」「グローバルシティズ

ン」の3タイプの実践型グローバル人材育成コース

を設置する。 

 

【目標の達成に必要な取組内容】 

１．実践型グローバル人材の育成 

この三つのコースでは、「実践型グローバル人材」

に必要な「確立した個人」「専門的知識・技能」「国

際的知識・技能」「マネジメント知識・技能」の具

体的能力を育成する。そのため、①派遣前、派遣後

教育を含めた教育課程の体系化、②成果指標の導

入、③「リーダー養成科目」群の新設を実施する。

１）入学から卒業までの体系的学びの過程 

 本構想では、入学直後から卒業まで、以下のよう

に段階的な学生の学びを授業・授業外学習・個別指

導を通じて提供する。 

ステージⅠ：グローバル社会でのキャリアを見据え

た学習計画の作成 

ステージⅡ：能動的な学習による「個人の確立＋3

領域の知識・技能」の獲得 

ステージⅢ：海外での実践学習 

ステージⅣ：学習と経験の内在化、および実践力の

の活用 

この段階的な学習過程を実現するために、入学時

点から登録制度を導入し、カリキュラムの進捗に応

じた体系的な学習指導を行う。 

２）成果指標に基づくCertificate プログラム 

 グローバル人材に必要な三つの知識・能力を、 

①GPA、 ②単位数、 ③TOEFL、 

④授業外学習を含めた独自のポートフォリオ 

の四つの視点から定性的・定量的指標で評価する。

そして、一定の到達水準に達した学生に対し証明書
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できた。その取り組みは一定の評価を受けているも

のの、上でも述べたように、学習成果を何で測るの

か等の取り組みが遅れている。これに関しては、高

等教育推進センターを中心に IR の推進が計画され

ている。 

 また、平成17年よりGPAを導入し、教育の国際通

用性の向上に向けて取り組んできた。しかし、学習

成果（Learning outcome）を示す指標開発の取り組

みは遅れていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育課程における体系的な位置づけ】 

１．教育課程の体系性 

 本学では海外大学との交換留学制度を昭和 54 年

度に南メソジスト大学(アメリカ)と開始している。

当初は受入学生を対象に英語で授業する科目群を

開講してきたが、平成 10 年から日本人学生も受講

できる現在の「日本・東アジア研究プログラム」に

改組し、学内にいながら外国人学生と英語で勉強で

きる制度を整えた。 

しかしながら、国際教育プログラムを含めグロー

バル人材の育成を目指した教育プログラムの体系

化については、高度化への取組がスタートしたばか

りである。特に科目のナンバリングやコースワーク

の設定が、教育課程の国際標準に鑑みて取り組みが

遅れており、教育の実質化に向けて今後も計画的に

取り組みを推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Certificate）を与える。また、本構想では、定

性的な評価と定量的な評価を対応させることで学

生の学習到達度測定と提供プログラムのアセスメ

ントを試みる。 

３）「リーダー養成科目」群の新設 

 本学は、グローバルリーダーの養成に必要な要件

を「単独・長期間・開発途上国で業務遂行できる学

生の育成」の中で体得した。その要件とは、「確立

した個人」として主体性、チャレンジ精神や公共

性・倫理観のほかに、課題発見力・解決能力ととも

に明確なビジョンを示すリーダーシップである。こ

れらの能力を養成するため、「リーダー養成科目」

群を新設し、少人数のチューター制クラスによって

学生を鍛えるのが、本構想において最もチャレンジ

ングな「グローバルリーダー」育成コースである。

単なる知識・技能の提供だけではないため、派遣前

後の学びの充実に加え、派遣中もチューターによる

モニタリングビジットを実施するなど、入学から卒

業までの全人的教育である。 

 

【教育課程における体系的な位置づけ】 

１．教育課程の体系性 

 本構想の教育課程は、これまで提供されていた全

学科目に新規科目を加え、新たに「リーダー養成」

科目群を設置して、グローバル人材育成のためのカ

リキュラムを構築する。そのカリキュラムは、下図

のように、五つの科目群を四つのレベルに分け体系

的に提供する。 

 
グローバルリーダー

コース必修コア科目ベーシック科目

「実践型グローバル人材」育成教育カリキュラム概要

総合コース「人生論」

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実習

キャリアゼミ

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ演習

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ講義

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝと自分
ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝと仕事

ゾーン
ナンバー

100

200

300

400
国連学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
国際社会貢献活動

交換留学・認定留学

海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

中期留学

国連セミナー
海外学生交流ｾﾐﾅｰ

外国語研修

ｽｰﾊﾟｰ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ
・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ﾌﾟﾚ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ﾌﾟﾚ・ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ
・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

その他学部開講科目

グローバルゼミⅡ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄⅡ
教育開発論
国際環境論

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄⅠ
国際情報分析

グローバルゼミⅠ

英語による専門科目

International Politics
＆Economy

International History
＆Culture

日本語指導科目

日本の伝統文化

世界市民論
留学とｷｬﾘｱ設計

職業を通じた国際貢献

ライフ
デザイン

科目

グロー
バル
科目

言語
教育
科目

リーダー
養成
科目

実践
科目

また、この体系的なカリキュラムを履修させるた

めには、学生の意識付けが必要となる。そこで、1

年次からの登録制を導入し、海外インターンシップ

や留学に関する情報の提供、および、正課外での指

導を系統的に行っていく。さらに、履修モデルの活

用により、海外から帰学後の事後学習で外国語力や

専門知識等のレベルアップを促進する。 
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２．教育課程の概要 

１）言語教育 

◇英語科目の充実 

外国語教育のうち英語については、高度な言語運

用能力を養成するために、専門英語への導入を図る

学部英語教育とコミュニケーション能力養成を図

る言語教育研究センター提供科目という二つの教

育体制が緩やかに連携・協力関係を維持しながら運

営されてきた。言語教育研究センターでは、英語運

用能力を高めるためのインテンシブプログラムと

して、中～上級で3階層の習熟度別クラスを設定し

ている。 

◇多言語化の推進 

インテンシブプログラムは、フランス語、ドイツ

語でも展開し、コミュニケーション能力養成のため

の習熟度別語学教育を実施してきた。選択科目とし

ては、フランス語、ドイツ語以外にも、ロシア語、

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア

語、中国語、朝鮮語、インドネシア語も開講し、年

間10,000人以上の学生が英語以外の外国語学習を

行っている。中国語、朝鮮語、スペイン語は全学提

供され、言語コーディネーターを配置し、集約的に

運営・実施している。 

２）国際教育プログラム 

現在、正課科目（国際科目群・国連科目群）とし

て、講義・演習科目を含み多数の科目を提供してい

る。交換留学、中期留学、海外インターンシップ、

外国語研修など、学生のレベルや希望に合わせて多

様な留学プログラムを提供している（平成23年度実

績：約800名派遣）。 

◇交換留学 

世界34カ国・地域の140の海外協定大学・コンソ

ーシアムと連携して実施している。 

◇中期留学 

１セメスター間にわたり外国語能力の向上に注

力させる。英語とフランス語で留学が可能である。

◇海外インターンシップ 

海外でのビジネス英語教育と就業体験を組み合

わせた取り組みとなっている。 

◇外国語研修 

約１カ月程度の期間、海外の大学で外国語の研修

に参加する。 

◇国連関係プログラム 

国連と連携しての「国連学生ボランティア」プロ

グラムや、国連本部での学生研修を行う「国連セミ

ナー」など、国連との間で特色あるプログラムも実

施している。 

さらに、平成23年度の「大学の世界展開力強化事

業」にも採択され、大学の国際化に向けて着実に取

り組みを行ってきている。 

２．教育課程の概要 

１）「言語教育科目」群（必修） 

◇習熟度別語学教育の拡充とプレイスメントテス

トの実施 

各実践科目派遣の前提条件となる語学力・コミュ

ニケーション能力向上は必須事項である。本構想で

は、英語インテンシブプログラムを5レベルに拡充

する（受講者数：1,350→2,150）。また、これらの

実現のためにネイティブ教員を9名増員する。提供

する教育プログラムのアセスメントと学生の学習

の動機付けのために 1 年次にTOEIC/TOEFLを利用し

たプレイスメントテストの受験、3 年次に到達度テ

ストとしてTOEIC受験を義務付ける。スコアデータ

のトレースと授業における学習到達度の測定を通

じ、学生の学習の動機付けを行う。 

２）「実践科目」群（必修） 

 海外体験型の「実践科目」を教育カリキュラムの

中心に据え、「言語教育科目群」と相互補完的な関

係を有するように設計する。「グローバルリーダー」

コースでは、国連以外の国際機関等も受入先とする

国際社会貢献活動科目の開発や、「グローバルエキ

スパート」コースでは新たな協定大学の開拓も行

う。「グローバルシティズン」コースは、提携大学

や機関との緊密な連携関係を活かし、Community 

Outreachプログラムなど「実践活動」要素を増強し

た科目内容を構築する。 

 また、「国際学生セミナー」に新たな国や地域を

さらに加えて拡大し、異文化の学生たちとの協働プ

ロジェクトの機会を提供する。 

「実践型グローバル人材」に必要な「確立した個

人」「専門的知識・技能」「国際的知識・技能」「マ

ネジメント知識・技能」の三つの技能と具体的な「実

践科目」の関係は下図のようになる。 

 

３）「リーダー養成科目」群（必修） 

「グローバルリーダー」コースを主たる対象とし

て提供する。配置される科目はすべて少人数のアク

ティブ・ラーニングで行われる。その中心となる「グ
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◇国際学生セミナー 

言語や文化の違う学生が一緒に過ごし、国際的な

問題などの共同研究やディスカッション、視察見学

等を行う「インドネシア交流セミナー」、「トルコ

交流セミナー」を実施している。 

３）教養系科目 

 本学では、社会の動向を多様な視点から学ぶ学際

的な学びの重要性から、昭和45年に「総合コース」

を開設した。本コースは40年以上経た現在もそのテ

ーマを変えながら、提供し続けている。また、平成

17年からは「ライフデザイン科目」の提供をスター

トさせている。 

 本学では、これらの教育課程を全学の学生を対象

に提供してきた。しかしながら、これらが全体とし

て有機的な連関で提供されてきたとは言いがたく、

そのため学生の将来計画や学習テーマに応じたコ

ースワークを明示・推奨するまでにいたっていない

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．産業界等との連携 

１）インターンシップと教育コンテンツの共同開発

本学ではインターンシップの受入先を独自に多

数開発しているが、派遣に際しての準備学習として

のインターンシップ講義・演習の科目が複数クラス

設定されており、産業界との連携は充実した内容と

なっている。また、産業界との連携・提携した科目

では、野村ホールディングス㈱（商学部）、㈱三井

住友銀行（経済学部）等と連携した科目の提供が行

われている。また、国連と連携した「国連学生ボラ

ンティア」などに加え、国際協力機構（JICA）やABIC

等国際機関・団体との連携講座を開設してきた。 

 

 

ローバルゼミⅠ・Ⅱ」では、チューター教員指導の

下、15名程度のクラスで、国際機関等への実践科目

派遣前・帰学後の各1年間、綿密な学習を行う。そ

の他、英語で授業を行う「教育開発論」「国際環境

論」に加え、「プロジェクト・マネジメントⅠ・Ⅱ」

などの科目でも少人数のチーム学習を行う。 

さらに、国際機関等から帰学した後は、L.A.

（Learning Assistant）として、後輩学生の指導に

あたるとともに、ラーニング・モデルとして、高校

生や在学生の国際意識高揚の推進役も担う。 

授業時間外でも、本プログラム専用の学習ルーム

（3 室）を活用した英書通読会や自主勉強会なども

実施し、学生の意欲的な学習を積極的に支援する。

４）「グローバル科目」群（選択必修） 

本構想では、これまで全学科目として提供してい

た科目に加え、グローバルな視野／視座の修得を目

的とした国際理解関係科目、日本人としてのアイデ

ンティティや日本文化に対する理解を確立させる

科目を充実させる。海外実践科目派遣前の履修はも

とより、帰国後も開発途上国からのJICA研修員との

ディスカッションなど、世界観の構築を支援する。

また、本構想を契機に日本語常勤教員を増強し、

新たな日本語教育科目を新設する。講義・実践の「日

本語教育基礎」（40名定員）と演習の「日本語教育

基礎演習」（20名定員）を各学期3クラス開講する。

 体系的な日本語教育科目と日本文化理解科目等

は、「実践科目」群におけるCommunity Outreachプ

ログラムとともにSENDプログラムとして実施する。

５）「ライフデザイン科目」群 

 既存のキャリア教育である「ライフデザイン科

目」の履修を促し、最低1科目を履修させる。これ

によって、現在の産業界で求められる能力や世界の

動きに関心を持たせる。 

 

３．産業界との連携 

１）インターンシップと教育コンテンツの共同開発

 本構想では、海外インターンシップを拡大し、現

在の16カ所から24カ所程度まで増加させる。また、

企業や国際機関からの教育コンテンツ提供や共同

開発、人材の派遣について、今後30科目まで倍増さ

せていく。 

２）外部評価の実施 

 本構想における評価は、学内者および学外有識者

によって構成される「実践型グローバル人材育成イ

ニシアティブ評価委員会」がこれを行う。また、学

生の成果発表の場としても開催される「世界市民グ

ローバルフォーラム（＝公開シンポジウム）」にお

いて、学外有識者と学生、教職員とのディスカッシ

ョンの場を設定し、広く社会からの評価を受けられ

るように取り組む。 
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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】 

【教育体制のグローバル化】 

１．外国人教員の採用 

 現在では34カ国・地域、140の協定大学・機関を

持ち、かつ、各学部における教員採用においても、

外国人教員を従前から積極的に採用してきており、

平成24年度で87人にのぼる。 

 

 

 

 

２．海外で教育・研究経験を有する教員の採用 

本学では、1 年以上の海外における教育・研究留

学経験者はほぼ 100％に近い。また、海外の大学で

の学位取得者は、平成24年度で108人を数える。 

また、平成 22 年度開設の国際学部では、開講科

目の37％が外国語による授業科目であり、所属教員

の45％が外国籍の教員であり、36％が外国における

教育経験を持つ。また、「日本・東アジア研究プロ

グラム」を中心に、英語での授業科目を年々充実さ

せており、そのために国際的な教育研究経験をも

ち、英語で授業のできる日本人教員や外国人教員を

積極的に採用している。 

 

３．国際公募形態の新規採用 

学生の英語によるコミュニケーション能力を強

化するために、全学的に国際公募による英語常勤教

員を配置している。また、学部教員の公募採用にお

いては複数の学部ですでに教員の国際公募を実施

している。 

 

 

【本構想における取組】 

【教育体制のグローバル化】 

1．外国人教員の採用 

外国人教員の採用に関しては、平成 25 年度より

毎年 4～5 人ずつ増員することを計画し、本構想の

完成年度である平成 28 年度においては、最少でも

104人の外国人教員を確保する。また、外国人教員

の採用にあたっては、日本への留学経験の有無を評

価対象とするなど、本学の留学生受入れ政策と送り

出し政策の融合を念頭に置く。 

 

２．海外で教育・研究経験を有する教員の採用 

国際学部では、FD の一環として、各セメスター

一度の他教員による授業の見学が義務付けられて

いる。英語による授業の改善に有効なのは、英語ネ

イティブ教員による講義ではなく日本人教員によ

るものを見学することであるとの多くの声が出た。

この国際学部の経験を踏まえ、現行の外国人教員

の採用促進に加え、海外で学位を取得した任期制の

若手日本人教員の採用をいくつかの学部で推進す

る。このような採用を行うことによって、本学教員

が彼らから学ぶ場を用意し、英語による授業実施の

技術移転を図る。 

 

３．国際公募形態の新規採用 

 学問分野の特性を考慮する必要はあるが、原則と

して教員の新規採用・補充人事については公募形態

をとり、可能な限り外国語による授業担当が可能な

者を採用する。平成 28 年度までに定年退職を迎え

る教員の補充人事（年 10～20 名）においては、原

則、外国語での授業が担当できる者を採用する。 

外国語による授業の提供が可能であるがその機

会のない教員にインセンティブを付与することに

より、全ての学部において年間2コマの外国語開講

科目を平成28年度までに設置する。それに先立ち、

平成 25 年度からは、各学部が英語によるオムニバ

ス講義を提供できる環境を整備する。 

 既に専門科目担当教員の過半が英語開講科目を

担当している国際学部については、平成 28 年度ま

でに、全教員が単位化された外国語による開講科目

を担当する態勢を整える。 
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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】 

１．グローバル教育力向上とFD活動 

教員のFDについて、特に国際性の向上のために、

昭和 29 年に大学側が経費を負担する外地留学の制

度（学院留学制度）を導入した。昭和 52 年には若

手教員の海外での学位取得を支援するランバス留

学の制度、昭和 53 年には海外からの客員教授を常

時招聘する制度（海外客員教員制度）を整備し、キ

ャンパス内でも教員陣の国際交流を促進するなど、

教員の国際化に古くから積極的に取り組んでいる。

そのほか、高等教育推進センターでは教育力のため

の全学的な FD 活動を精力的に行っており、成果を

公表している。また、言語教育研究センターでは、

英語教育をはじめ各語学教育に関する教材や教育

法を検討するための研究会を定期的に開いている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．海外からの客員教員の招聘 

 本学は毎年カナダから第一線で活躍する客員教

員を招聘し講義等を実施している。客員教員につい

ては、前述の海外客員教員制度を持っている。学術

研究および教育の発展並びに学術交流の推進に寄

与するため、「長期（1年）」、「中期（6ヶ月）」、「短

期（3ヶ月）」の期間に各学部において教育・研究に

従事する。現在、6カ国から21名の教員が9学部・

2センターに所属している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】 

【グローバル教育力向上のための取組】 

１．グローバル教育力向上とFD活動 

本学では基本的に教員の自主性によって英語に

よる開講科目が増えてきた経緯があり、これまで、

英語開講科目担当教員の外国語力ないしは講義そ

のものが問題化したことはなかった。学生による授

業評価の結果をみても、日本語による開講科目との

間に大きな違いは見られない。しかし、平成 22 年

度の国際学部設立を踏まえ、英語開講科目を担当す

る日本人教員にヒアリングを実施したところ、彼ら

の多くが日本語による開講科目を担当するのと同

等の自信をもって講義に臨んでいるわけではない

ことが判明した。本学では博士後期課程学生を対象

に教授法セミナーを提供しているが、今後は、英語

による授業の教授法に関するFDセミナーを開放す

ることで、広く英語による授業提供可能者を育成す

る。 

グローバル教育力の向上は、英語による開講科目

に限定される話ではない。グローバル化の進展とと

もに複合化する諸問題に、国籍を越えたチームで立

ち向かい、解決策を提示するためのスキルを学生に

修得させる必要がある。この目的を達成するため、

本学における国連関係の授業の蓄積を活用し、プロ

ジェクト・マネジメントの初歩的な手法・思考法を

学生に教授できる教員を増やすべく、FD を実施す

るとともに、教員向けのハンドブックを作成する。

 

２．海外からの客員教員の招聘 

 平成 25 年度より、本学の協定校もしくはその候

補校から若手の教員を招聘し、主に海外留学から学

期途中で帰国する学生向けの集中講義の担当を依

頼する。また、FDをとおして本学教員が彼らから学

ぶ場を用意し、英語による授業実施の技術移転を図

る。大学間の事務職員同士のパイプのみならず教員

同士のパイプも構築し、学生移動に係る危機管理能

力を強化することが付随的な目的となる。 

 

３．国際学部独自の取組 

 平成 22 年に創設された国際学部においては、英

語の授業のみで卒業に必要な単位を修得できる。こ

のため、日本人教員による英語開講科目が多い。し

かしながら、上でも述べたように、英語開講科目を

担当する日本人教員は必ずしも自信を持って授業

を行っているわけではない。彼らの不安を取り除
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【教育力向上のためのインセンティブ】 

これまで、教育力向上をインセンティブによって

図るということは実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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】 

１．教員の海外留学制度 

 学院留学制度では、現在長期（1 年）9 名、短期

（6ヶ月）14名を毎年送り出している。さらに、本

学の教育に貢献する人材を養成するため、36歳未満

の若手の専任教員、もしくは将来本学の教育を担う

大学院在籍中もしくは修了者を2年間海外に繰り出

すランバス留学制度を実施している。このように、

本学はその創立の経緯から、教員養成においては常

に世界を視野に入れており、今後もこの方向に沿っ

て教員を養成していく。 

き、より多くの教員が英語による科目提供を行うよ

う動機付けを行うために、国際学部では、以下の取

り組みを実行する。 

全学的なFDと並行して学部レベルのFDにおいて

も、年に複数回、クラスルーム・イングリッシュを

含む英語による授業の教授法に関する FD セミナー

を加え、英語開講科目担当者の不安を取り除き、さ

らに多くの教員が英語による科目を提供すること

を図る。 

 

【教育力向上のためのインセンティブ】 

１．教材の外国語化への助成制度の創設 

 教員の作成した教材の外国語化に関しての助成

金制度を発足させる。また、英文のライティングへ

の教職員サポートを開始する。 

 

２．ベスト・ティーチャー賞等の顕彰制度推進 

 学生による授業評価等の結果を踏まえ、部局ごと

にベスト・ティーチャー賞等の顕彰制度を推進す

る。 

 

【海外の大学における教育活動を通じたグローバ

ル教育力向上の取組】 

１．教員の海外留学制度 

本構想において、平成 26 年度より「教育留学制

度」を実施する（派遣留学者は2年後の派遣者を事

前に決定する必要があるため、送り出しは平成 26

年度からとなる）。年4名、3年間で12名の派遣を

予定する。教育留学制度への参加要件は、帰国後に

１セメスターの外国語による授業を新たに開講す

る者または既に外国語開講科目を担当している者

とし、留学中は留学先機関において実践型の研修を

行う。なお、インセンティブ供与と、研究者同士の

繋がりが海外大学に留学する本学学生の危機管理

に有効に作用することを踏まえ、現地研究者との共

同研究も奨励する。 
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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・留学準備・支援体制】 

１．留学への動機付け 

年2回、留学情報を含む国際教育プログラム案内

冊子を発行し、各種留学募集説明会を開催してい

る。また、入学直後の新入生対象全学オリエンテー

ションで、留学制度説明会を開催している。さらに、

海外協定校の担当者による留学説明会や、留学を経

験した学生から生の声を聞く機会として「留学相談

会」等を開催している。 

 

 

 

 

２．留学準備･支援体制 

留学準備をサポートするものとしては、留学準備

授業科目の設置がある。具体的には、「留学とキャ

リア設計」「留学のための英語」等の科目や、英語

による専門科目を設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

【海外留学プログラムの開発を支援する体制】 

本学では基本的に留学プログラムは単位取得（認

定）を原則としている。平成 21 年度以降の国際化

推進体制のもと、NAFSA、APAIE、EAIE等の国際カン

ファレンスに積極的に参加し、協定校の増加、単位

取得（認定）を伴う留学プログラムの増設を進めて

いる。 

また、「国連セミナー」や国連ボランティア計画

（UNV）との協定に基づく「国連学生ボランティア」

プログラム等の特色ある実践的留学制度を設けて

いる。 

 

 

 

【本構想における取組】 

【留学への動機付け・留学準備・支援体制】 

１．留学への動機付け 

合格発表時点で、実践型グローバル人材育成コー

スへの登録を開始する。さらに、新入生全員に、新

たに作成するキャリアデザインシートを配布し、世

界市民としての将来の目標設定を入学直後から意

識づける。学生に、入学から卒業の流れの中に、留

学と国際経験を重点事項として位置づけた学生生

活を設計させる。また、目標設定のために、考え方

や記入方法などをレクチャーするワークショップ

を開催する。また、年1回海外協定校から担当者を

招き、学内で海外留学フェアを開催する。 

 

２．留学準備･支援体制 

留学カウンセリングコーナーを二つのメインキャ

ンパスに設置し、複数名の留学アドバイザーを常駐

させる。さらに、留学を経験した学生を留学希望者

の相談員として雇用する「Student Advisor制度（仮

称）」を設ける。これにより、多くの本学協定校に

実際に留学した学生から、留学希望者が直接的に情

報を得ることが可能となる。なお、Student Advisor

は留学アドバイザーの補助も行う。 

また、「入学前英語インテンシブコース」で、留

学を視野に入れた語学教育の意義付けを行う。 

 

【海外留学プログラムの開発を支援する体制】 

単位取得（認定）を前提とした留学先の拡大を図

るため、積極的に海外のカンファレンスに参加し教

育機関との提携を行う。あわせて、新規留学プログ

ラム開発、留学プログラム運用支援、広報体制強化

のために契約職員を採用する。また、すでに一部の

語学留学プログラムに組み込まれているCommunity 

Outreachプログラムに日本語・日本文化を紹介する

モジュールを追加し、他の既存語学留学プログラム

にも拡充する。さらに、今後新たに設ける語学留学

プログラムにもボランティア活動など語学学習以

外の要素を取り入れ、留学先コミュニティと実践的

に関わる内容とするために、協定大学と協力しプロ

グラム開発を行う。 
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【留学情報の提供】 

現在留学情報の提供は主に本学Webサイト、資料閲

覧コーナー、メールマガジン、掲示、を通じて行っ

ている。 

本学のWebサイトには、国際教育プログラムの情

報のほか、協定校リストとそのWebサイトのURLを

掲載している。また、海外からの留学生と本学学生

の交流の場である「グローバルラウンジ」と国際教

育・協力センターの両方に資料閲覧コーナーを設置

し、在学生が自由に閲覧できるようになっている。

さらに、毎週メールマガジンで留学に関する情

報、最新の国際関連イベント情報、TOEIC/TOEFL 等

の情報を配信している。 

この他、毎年2回発行している国際教育プログラ

ム案内冊子や掲示を通じて、具体的な留学プログラ

ム募集要領や、留学支援を目的とした本学独自の奨

学金情報、学外団体の奨学金情報を発信している。

またこの情報は、留学決定者には直接個別に案内

している。 

 

【ラーニング・アグリーメント】 

帰国後に単位認定を行う学生に対して、単位認定

制度や帰国後の単位認定等の手続きについて、各学

生が所属する学部と国際教育・協力センターが連携

して留学出発前に説明をしている。 

英語・フランス語中期留学プログラム、海外イン

ターンシップ等の参加者には、授業科目として事前

にシラバスが提供され、授業内容と成績評価方法が

明示されている。 

 

【海外留学を促進する制度等の導入】 

留学する学生を対象とした本学独自の支給型留

学奨学金を複数種設けている。 

また、本学の協定校以外の大学への留学も学位授

与権を有している大学に限り「認定留学」として認

め、単位認定を行っているほか、「認定留学助成金」

として本学の授業料の半額を上限に経費支援して

いる。 

さらに、留学から帰国した学生が授業科目を履修

する上で不利にならないよう 3～4 年生の必修科目

であるゼミ科目について、弾力的に履修できるよう

配慮しているほか、学期途中に帰国した学生が当該

学期に授業を履修できるような集中科目を設けて

いる。 

【留学情報の提供】 

新たに「留学総合情報Webサイト（仮称）」を設け

る。Webサイトでは、①単位認定情報、②各協定校

への留学経験者による情報、③各協定校からの留学

生による情報、④海外で活躍する卒業生からの情

報、⑤学内外の奨学金情報、⑥ビザ情報、⑦留学先

でのCommunity Outreach情報、⑧留学生活情報、⑨

留学経験者による就職活動リポート、⑩危機管理情

報等の提供を行うほか、⑪留学Web出願機能、⑫Web

フィードバック機能（アンケート機能）も盛り込む

。さらに、各協定校での単位認定手続きプロセス説

明・単位認定申請書類をまとめた冊子を作成し、留

学事前研修で配布してガイダンスを行う。 

また、インターネットによる情報収集技法のオリ

エンテーションを行う。これは、留学準備期間に留

学先で履修する科目を適切に選択するため、協定校

の情報収集を効率的に行うためのものとなる。 

留学決定者への個別の情報提供について、今後は

留学アドバイザーを活用してより充実させていく。

 

【ラーニング・アグリーメント】 

留学アドバイザーによるカウンセリングを実施す

る。また、留学帰国者によるStudent Adviserによ

るピア･サポートも実施する。さらに、新たに設け

る「留学総合情報Webサイト（仮称）」の単位認定情

報ページを活用し、きめの細かい情報提供を行う。

Webサイトには、過去に協定校に留学した学生が履

修した授業科目とその科目がどのように単位認定

されたかを確認できる機能等を盛り込む。 

 

【海外留学を促進する制度等の導入】 

留学や海外インターシップのため奨学金制度を新

たに設ける。特に、「グローバルリーダーコース」

の修了者は国際機関への志望が高くなり、大学院進

学率が上がることが予想される。そこで、「実践型

グローバル人材育成」システムを修了し、引き続き

大学院へ進学する学生（年2名程度）に奨学金を給

付する「グローバルリーダー奨学金」を創設する。

さらに、経済的な事情により長期留学が困難な学

生に配慮し比較的安価に留学できる地域・協定校で

1ヶ月程度の短期プログラムを開発する。 

また、現在TOEFL450～549点を参加条件としてい

る英語中期留学プログラムについて、参加条件に幅

を持たせたプログラムを増設し、参加学生の層を広

げる。 

学生が授業終了後に留学準備を行える場として、

「グローバルラウンジ」を授業実施期間中の平日夜

間開放する。この夜間開放にあわせ、無料ミニ

TOEFL/TOEIC講座を定期的に開催する。 
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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･帰国後のサポート体制】 

１．学習管理・サポート体制 

一部留学プログラムでは、留学を科目として設定

し、留学期間を数学期に細分化し、学期毎に成績評

価をつけることで学生の学習を管理している。ま

た、交換留学等により派遣先大学で通常の授業を履

修している者については、学期毎に履修登録科目と

成績の報告を義務づけている。 

 

２．健康管理 

渡航前に本学保健館による留学中の基礎的な健

康管理オリエンテーションを行っている。また、留

学プログラム参加にあたっては健康診断の受診を

義務づけている。 

 

【産業界との連携による就職支援】 

留学参加者全員を対象に、留学前に帰国後の就職

活動についての講演を行っている。帰国後には就職

セミナーやコンサルタント・留学経験者による講演

等を行っている。また、海外同窓会支部の協力を得

て、海外で働く同窓による講演会・交流会を現地で

実施している他、学生の英文履歴書作成指導等を実

施している。 

 

 

【危機管理体制】 

緊急対応マニュアルを整備している。また、留学

中の緊急連絡体制を明確にし、留学前オリエンテー

ションで案内している。最も留学派遣者数の多いカ

ナダにはトロントオフィスを設け、本学専任職員を

配置して危機管理にも対応している。 

また、学生には留学中の事故や病気に備えて旅行

保険への加入を義務づけている。さらに、事故発生

時に本学職員が留学先に赴き対応するためのオー

ガナイザー保険に加入している。 

 

【サポート体制や研修体制】 

留学プログラムを運営する本学国際教育・協力セ

ンターには、英語または中国語が堪能なスタッフを

配置している。また、ビザや渡航についての専門知

識を持ったアドバイザーを配置している。同センタ

ーの職員は海外協定校スタッフと常に連携を取っ

ており、緊急時にも速やかに対応できる体制が整っ

ている。 

【本構想における取組】 

【留学中･帰国後のサポート体制】 

１．学習管理･サポート体制 

これまでの管理制度をより強化するため、留学カ

ウンセリングコーナーを二つのメインキャンパス

に設置し、複数名の留学アドバイザーを常駐させる

。これに加えて、留学を経験した学生を留学希望者

の相談員として雇用する「Student Advisor制度（仮

称）」を設ける。 

 

２．健康管理 

旅行保険会社等が提供している留学期間中のメン

タルサポートサービスを新たに導入する。また、専

門医等に海外から相談できるサービスによって、留

学先でのトラブルを未然に防ぐ。 

 

【産業界との連携による就職支援】 

留学中の学生のために学内開催の留学セミナーや

企業説明会の情報を、配布資料等とあわせてWeb配

信する。また、留学により通常の就職活動シーズン

より遅れて帰国した学生を対象とするキャリアセ

ミナー、学内企業説明会を実施する。さらに、英文

履歴書作成、英語面接指導、就職全般指導を行う「グ

ローバルキャリアワークショップ（仮称）」を実施

する。 

 

【危機管理体制】 

スタッフディベロップメントとして、危機管理対

応研修を導入する。さらに、過去のトラブル事例を

まとめてアーカイブ化する。また、海外に広く支店

網を持つ旅行保険会社と提携する。事故等が発生し

た際に、本学のスタッフが現地に到着するまでの初

期対応に支店スタッフの支援を受ける。 

また、新設する「留学総合情報Webサイト（仮称）」

に危機管理に関するページを設け、随時情報提供を

行う。さらに、オーガナイザー保険の見直しも行う。

 

【サポート体制や研修体制】 

留学帰国後の単位認定や科目の履修指導につい

て、スタッフディベロップメントや人事交流を実施

する。履修アドバイザーの役割を担う学部教務スタ

ッフと、留学全般のサポートを行う国際交流部門職

員の相互連携を深める。一方、留学業務担当スタッ

フには、留学カウンセリングも含めた学生カウンセ

リング研修を受講させる。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内  

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

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

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

【４技能を適切に評価する入試制度】 

高等学校段階における外国語能力を適切に評価す

るためのAO入学試験を、既に11学部のうち9学部

で導入している。さらに、国内の高等学校において

インターナショナル・バカロレア（IB）資格を有す

る生徒を受け入れる入学試験についても、国際学部

が既に実施している。平成24年度入試において110

名の外国語能力を有する入学者を確保している。 

推薦入学においても、同一法人内の高等学校や、

提携や協定を行っている高等学校と連携し、推薦基

準や学習の指標として一定の英語能力の習得を求め

ている。特に、英語教育に特色と実績のある系列校

および提携校からの入学生など、一定以上の外国語

能力優秀者が多く入学してくる。 

 

【留学経験等を適切に評価する入試制度】 

高等学校段階における外国語能力・留学経験や海

外体験を適切に評価するためのAO入学試験を6学部

で、海外在留体験を有する生徒を受け入れる帰国生

徒入試を全 11 学部で既に導入し、「海外での体験」

を有する生徒を積極的に受け入れている。なお平成

24年度入試において、AO入学試験では33名、帰国

生徒入学試験においては 41 名の生徒を受け入れて

いる。 

 

【本構想における取組】 

【４技能を適切に評価する入試制度】 

TOEFL、TOEIC、英語能力検定試験等の資格試験結

果を評価し外国語力を有する生徒を確保する入学

試験を、AO入学試験から独立させ全学で実施する。

募集人員を増やし、毎年度200名の入学者の確保を

目標とする。また、IBを出願資格に追加する。 

同一法人内の高等学校や、提携や協定を行ってい

る高等学校と連携し、外国語力に秀でた生徒の育成

に大学が協力することにより、留学や海外体験に強

い意欲を持つ生徒を安定して受け入れる。対象校の

生徒の受け入れ総数は600名である。 
推薦入学制度において、外国語力、IB資格などを、

留学経験、海外体験とともに出願資格として推薦依

頼を行う。30校程度の指定を目標とする。 

 

【留学経験等を適切に評価する入試制度】 

AO入学試験において、留学経験等の適切な評価を

行う入学試験を独立させ、全学で実施する。募集人

員を増やし、毎年度100名の入学者の確保を目標と

する。 

海外の高等学校と連携し、海外体験を有し高い外

国語力を持つ生徒 15 名を目標として、海外協定校

推薦入学者として確保する。 

推薦入学制度において、留学経験、海外体験など

を、外国語力、IB資格とともに出願資格として推薦

依頼を行う。30校程度の指定を目標とする。 

帰国生徒入学試験の出願資格を見直し、海外にお

ける在住経験をもつ海外在留邦人生徒や、帰国生徒

の受け入れをさらに推進する。 

 

【志願者確保のための取組と追跡調査】 

上記の入学試験とともに、従来から一般入学試験

において外国語力を評価する入試を実施してきた

本学では、多くの海外経験に情熱のある学生を受け

入れてきた。そこで、本構想を契機に、入試説明会

の開催や告知広告の実施によって、本構想のカリキ

ュラム内容、入試制度等を幅広く広報する。こうす

ることによって、本学がこれまで以上に「グローバ

ル人材育成」を重視することを周知する。 

さらに、入試制度の効果検証のために、入試制度

毎の追跡調査を実施する。 
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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。） 

○ 学生の外国語力向上度の測定（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外国語力試験の実施等）による

教育効果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

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

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

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

【これまでの取組】 

【効果的な語学教育】 

１．プレイスメントテストの実施 

プレイスメントテストはTOEFL-ITPおよび TOEIC、

TOEFL、Oxford Placement Testを用い実施。 

 

２．習熟度別語学クラスの編成 

専門性などを考慮した学部独自プログラムによ

る習熟度別語学クラス（国際、総合政策、人間福祉）

と言語教育研究センター提供の英語インテンシブ

プログラム（IEP）を利用した習熟度別語学クラス

（文、法、社会、商、神、経済）という2形態の習

熟度別語学教育を実施している。言語教育研究セン

ター提供の英語インテンシブプログラム（IEP）は、

下図のようなインターミディエイト（TOEFL 420

点）、プレアドバンスト（TOEFL 450点）、アドバン

スト（TOEFL 500点）の3レベルから成り、以下の

特長を持つ。 

①全クラス専任ネイティブ教員が担当、②上記の

TOEFL基準点をクリアした意欲のある学生のみが参

加できる週3回の集中的少人数英語教育、③平成4

年より既に 20 年の経験と実績、④参加学部全学生

数のうち約上位10％が受講。 

 

インターミディエイト・イングリッシュ（ＩＭ）
プレアドバンスト・イングリッシュ(Pre-Ad)

アドバンスト・イングリッシュ(Ad)TOEFL420～

TOEFL475～

TOEFL500～

IEP：300名

IEP：750名
IEP：300名

英語コミュニケーション(EC)Ⅰ・Ⅱ･Ⅲ

English Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

英語コミュニケーションⅣ・Ⅴ・Ⅵ

English Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

英語アドバンスト・トピックス

English Ⅶ・Ⅷ

学部：800名
学部：800名

学部：300名

・TOEFL等を基に習熟度別英語クラスを開講
・全学生が受講できる英語インテンシブ・イングリッシュ(IEP)

 

 

 

 

 

３．飛び級制度・単位認定制度 

TOEFL530 点以上取得した学生は 1 年生の秋学期

よりアドバンストが履修可能。各学部別習熟度教育

でも各種試験による単位認定制度がある。 

【本構想における取組】 

【効果的な語学教育】 

１．プレイスメントテストの実施 

 TOEICを主たるプレイスメントテストとして、他

のテストの評価をTOEICの評価で規準化する。 

 

２．習熟度別語学クラスの編成 

平成 28 年度までに各学部の上位 20%程度が英語

インテンシブプログラム（IEP）履修者となること

を目指す。 

コミュニケーション能力育成のための言語教育

は全学的に IEP が担い、ネイティブ教員も 9 名を

増員する。 

IEPは以下2レベルを新設し、5レベルの習熟度別

語学教育に拡大する。プレインターミディエイト

（新設）は、英語力中位層全体の底上げを図り、

IEP受講レベルに達することを目的としている。ま

た、スーパーアドバンスト（新設、TOEFL550 点以

上）は、帰国生徒、留学経験者および上位学習者

に対する高次学習の機会とする。 

以上のような取り組みにより、現在 1,350 名の

履修者を2,150名まで拡大する。 

 

Critical Writing コース

地域文化発信 コース

留学支援コース

キャリア英語コース

ネイティブ教員による
アクティブラーニング
形式の授業

プロジェクト型英語学習

グローバル人材に相
応しい高次学習の
機会を与える

IEP：100名

学部：1000名

TOEFL550～

IM

Pre-Ad

AdTOEFL420～

TOEFL475～

TOEFL500～
スーパー・アドバンスト

イングリッシュ

TOEFL400～
2013年より新設

2013年より新設

プレインターミディエイト
イングリッシュ

IEP：250名

IEP：1000名

IEP：400名

IEP：400名
ＥＣ Ⅰ・Ⅱ･Ⅲ

English Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ＥＣ Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

English Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

英語アドバンスト・トピックス

English Ⅶ・Ⅷ

学部：1000名

学部：500名

インターミディエイト
クラスで学ぶ学生の
ための準備クラス

・レベル、クラス数ともに進化した習熟度別教育
・プロジェクトコースを新設し、より実践的な学習が可能に！

３．飛び級制度・単位認定制度の拡大・柔軟化 

入学時の英語力に応じ更に幅広い高次科目の履

修機会を提供し、学生の習熟度レベルにあった学

習を促進する。8学部まで拡大を目指す。 
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【教育効果の分析と語学教育へのフィ-ドバック】

平成 21 年度より入学時および 3 年次に全学一斉

TOEICを受験させており、外国語力向上度や達成度

を学生自身が把握し、学習に活かすよう指導を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

【アカデミック・ライティングの指導体制】 

TOEFL500 点以上を履修基準とするネイティブ教

員による上限 12 名の少人数制授業「Academic 

Writing & Presentation」を開講している。また、

専門領域のアカデミックイングリッシュを勘案し

た各学部ライティングの授業（国際、総合政策、人

間福祉）を開講している。 

 

 

 

【少人数語学教育等】 

本学には、2学部に所属しているかのように体系

的に組まれた複数分野専攻制（Multidisciplinary 

Studies：MDS）があるが、MDSのひとつである英語

コミュニケーション文化副専攻プログラムは上限

12 名の少人数クラスで全て英語によって授業を行

っている。 

 

【留学前準備教育】 

英語コミュニケーション文化副専攻プログラム

の「Language & Communication」「Culture & Society」

は全てネイティブ教員による英語のみを利用した

授業を行っており、海外での授業履修を想定した学

習ができるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【外国語能力を向上させる総合的な取組】 

自律学習促進のために、平成 22 年度より全学生

を対象にTOEIC e-Learningを導入した。また、学

生が学び、集い、学生活動を融合させる空間として

神戸三田キャンパスに「KSCコモンズ」を着工した

（平成25年 4月完成予定）。 

【教育効果の分析と語学教育へのフィ-ドバック】

TOEICに加え「ヨーロッパ共通参照枠」に基づく

能力記述枠組みを学習目標および向上度指標に取

り入れていく。また、コミュニケーション能力に

おける教育効果の分析をIEPより開始する。平成28

年度までにこの体制を整備し、実践的外国語力の

変化を複眼的に捉える。さらに、各学部、言語教

育研究センターおよび教務部が持つ学生の語学学

習情報を統一し、IR機能やポートフォリオを用い

て教育効果の分析に活かす。 

 

【アカデミック・ライティングの指導体制】 

新たに、ネイティブ教員によるプロジェクト遂

行型授業「Critical Writing」を新設し、論理的

ライティング力、批判的読解力を育成する。学術

的英文作成も行う。さらに、授業時間外の個別指

導体制を強化し、ネイティブ教員による論文執筆

や留学準備のためのライティング活動支援事業

（ライティングセンター）として機能を集約し拡

大する。 

 

【少人数語学教育等】 

 現行のMDSを拡充するとともに、「地域文化発信

プロジェクトコース」および「キャリア英語コー

ス」を新設する。ネイティブ教員によるアクティ

ブ・ラーニング形式の授業であり、10 名程度の少

人数でディスカッション、総合プレゼンテーショ

ン能力、スピーチ力を育成する。 

 

【留学前準備教育】 

留学生活において必須となる論理的思考力、批

判的読解力、ディスカッション力を徹底的に鍛え

る科目として「留学支援コース」を新設する。留

学希望者には必要に応じて、新設する四つのいず

れかのプロジェクト型英語学習のコース履修を推

奨し、効果的に留学を支援する。 

新入生を対象に新設する「入学前英語インテンシ

ブコース」では、入学時の学習動機付けを維持し、

留学を含めた 4 年間の学びの道筋を学生が主体的

に描く。習熟度診断およびポートフォリオ教育を

含む。 

 

【外国語能力を向上させる総合的な取組】 

留学試験の主力であるTOEFL-iBT、TWEに関して

のe-Learning自習学習環境を全学的に導入する。

キャンパスに、語学学習および留学生との交流、

語学活動を主体とする多機能言語学習エリアを提

供し、教材、情報、人を集約することにより学習

者同士の仲間意識や情報交換を促進し、正規授業

以外の幅広い語学学習サポートに繋げる。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内  

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

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

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

【本構想における取組】 

【構想のマネジメントを統括する学内推進体制の構築】 

１．実践型グローバル人材育成イニシアティブによる全学的推進体制の構築 

本構想の舵取り役である「世界市民育成プロジェクト」事務局は、現在学長室に設置されている。平成

25 年 4 月からは「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」として強化し、学長自らがトップを務め

る。イニシアティブの下には「推進委員会」と「評価委員会」を置き、大学本部に事務局を設ける。 

推進委員会は、教務機構、国際戦略本部およびその他学内各部署の主要メンバーで構成する。こうする

ことで、本構想における諸活動を学長の下で直接推進できる体制とする。事務局には事務職員を複数名配

置し、全学的推進体制を確立する。 

 

２．進化を加速するマネジメントを確立するための組織改編 

平成25年 4月から、教務部を教務機構に改編する。また、国際戦略本部の組織を見直し、「実践型グロ

ーバル人材」育成を一層推進するにふさわしい組織へ改組する。 

教務機構は、現在、学長の下に並列的に存在する共通教育センター、高等教育推進センター、言語教育

研究センターなどをその管轄下に置き、機構長は副学長が務める。この改編により、全学あげての言語教

育プログラムの拡充と、本構想のカリキュラム部分を、教務機構において統括的に推進することが可能と

なる。 

国際戦略本部は、新中期計画における国際化戦略を推進するため、学長の下に置かれている。平成 24

年 4月、前駐ドイツ特命全権大使・元国連大使を副学長・国際戦略本部長に招聘した。国際戦略本部長（構

想責任者）は、教務機構長・副学長（実施責任者）とともに常時連携を取り合いながら、カリキュラムと

国際化戦略の整合性を図り、本構想を強力に推進する。 

これらの組織はすべて「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」の構成メンバーとなり、構想の実

現に向ける。これによって、教務機構が提供していないキャリアセンター提供科目、国際教育プログラム

などを束ね、学長のリーダーシップの下「実践型グローバル人材」育成システムを推進する。 
 
【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】 

１．「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」による全学的評価体制の構築 

「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」の下に「推進委員会」とともに置かれる「評価委員会」

は、学内委員とともに、グローバル人材育成に実績のある学外者（産業界、NPO/NGO等各機関）から委員

を迎える。 

さらに、本構想は全学の教育改革のPDCAサイクルを回すことに繋がるため、全学組織である「関西学院

評価推進委員会」における自己点検・評価の対象となる。 
 
２．教育の質保証の仕組みの構築 

本構想における学生の具体的能力測定のために、平成25年度から高等教育推進センターが、学生の「エ

ンロールメントマネジメント」に取り組む。また、今年度発足を予定している「大学IRコンソーシアム」

に大学での加盟を予定している。そこでの調査によって、学生時代の学びについて教学IRを可能とする。

さらに、経済界の協力を得ての卒業生実情調査を、今年度の文科省補助金事業である「大学間連携共同教

育推進事業」に申請する。 

エンロールメントマネジメント、教学IR、卒業生調査を組み合わせた教育の質保証の仕組みを構築し、

「実践型グローバル人材」の育成を検証できる仕組みとする予定である。 
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取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

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

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

【得られた成果の公表･普及】 

１．現在の情報提供体制とその内容 

 本学では、法人・大学に両属する広報室が各部署と連携して教育情報を効果的に発信している。さらに、

自己点検・評価に関する事項については、これも法人・大学両属の評価情報分析室がデータを集積し、教

育情報の公表として適切に情報発信を行っている。 

 情報発信は、主に大学案内等の冊子やインターネットを中心に行っている。新中期計画の一施策「海外

広報の拡充」によって、インターネットによる英語および中国語での情報発信が強化されている。 

 また、現時点で既に「大学基礎データ」「教育活動の規模や内容」「国際連携」「大学の戦略」「日本人・

外国人留学生への対応」について日英両言語で情報発信が完了している。 

 

２．本構想における取組 

 英語版ホームページについて、新中期計画「海外広報の充実」が重要な施策であること、また、本事業

によってこれまで以上に多くの学生が海外へ出て行くことから、広報室において「海外への情報発信」に

ついて、ターゲット層の見直しを含めたWebサイトの再検討を実施する。 

 また、「実践型グローバル人材育成イニシアティブ」が本学広報室と連携し、本構想独自のWebサイトを

構築し、日本語および英語で逐次情報を発信していく。これまで同様、本学の公式Webサイトの充実をは

かりながら、相互リンクを貼る本構想独自のWebサイトにおいては、本構想の目的やグローバル人材像が

概念図等も掲載して容易に把握できるようにする。同時に、自己点検評価報告書の英文によるWebサイト

上での公開も実現する。 

 さらに、本構想は本学だけの取り組みで終わるのではなく、関西の各大学、国内でグローバル人材育成

を目指す他大学の参考とする。そのために、Webサイトによる情報提供だけなく、本構想を紹介するDVD

やパンフレットを作成し、海外協定大学、国内の各大学、企業に配布する。 

 

【他の大学のグローバル化推進への貢献】 

１．「世界市民グローバルフォーラム（仮称）」の開講 

 新しく設置される「グローバルリーダー科目」群の中で、本学発の先導的取り組みとして「世界市民グ

ローバルフォーラム（仮称）」を開催する。このフォーラムは、国内外に「“Mastery for Service”を体

現する世界市民」を浸透させるため、毎年シンポジウムも開催する。聴講者は、「グローバルリーダー」

コース等の学生中心に全学に開放し、他大学・一般にも広く開放する。 

さらに、フォーラムで本構想の内容や成果について、本学のみならず多くの高校生・大学生・一般に公

表することは、波及効果を最大限にするためにも重要である。また、こういった機会を利用して、学生が

産官学の有識者からグローバル人材についてのレクチャーを受けることは、多くの啓示を得ることが可能

となる。さらに、本構想において「実践型グローバル人材」として経験を積んだ学生に、有識者とのディ

スカッションや他の学生や多数の聴衆の前で発表の機会を与えることは、極めて有意義な機会となる。 

 

２．「グローバル人材育成関西地区大学連携ネットワーク（仮称）」の創設 

本事業における本学に期待される役割は、関西および西日本におけるグローバル人材育成のトップラン

ナーとなることである。そこで、グローバル人材育成に関する関西の大学連携メカニズム「グローバル人

材育成関西地区大学連携ネットワーク（仮称）」（以下、ネットワーク）創設を提唱する。 

ネットワークは、年2回程度各大学持ち回りで開催する。ネットワークでは、グローバル人材育成に関

する経験の交流、ベスト・プラクティスの紹介、問題点の共有と解決のための意見交換、関西地区の面的

な取り組みの促進、大学間連携の促進、合同ワークショップ等の開催等につき議論する。 

本学は、そのための第1回目の連携ネットワークの主催校となる。同時に、その後もコーディネーター

（ファシリテーター）の役割を果たす用意があることを提案する。参加校は「阪神地区大学ネットワーク」

や大学コンソーシアムひょうご神戸に加盟している諸大学を想定する。各大学の梅田キャンパスを利用す

ることにより、関東や関西の産業界の参加も得られやすくなるといったメリットが考えられる。 
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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】 

・「新基本構想」のキーコンセプトにグローバル化社会への貢献を明記 

・学長の下に全学横断の「世界市民育成プロジェクト」を設置。事務局において全学調整を実施 

・前駐ドイツ大使・元国連大使を本構想責任者、副学長・国際戦略本部長として招聘 

・理事会、大学評議会において本構想について説明・了承 

【平成２４年度】 

・職員「グローバル職員育成研修」スタート 

・語学学習・留学ポートフォリオ開発、初版印刷 

・英語インテンシブプログラムの成果測定 

・入学前英語インテンシブコース開始 

・留学アドバイザー配置 

・留学総合情報Webサイト（仮称）構築 

・職員危機管理対応研修開始 

・大学の自己点検評価報告書の英文化実施 

【平成２５年度】 

・「実践型グローバル人材育成システム」稼動、学生登録、授業開始 

・「日本語教育基礎」「日本語教育基礎演習」授業開始 

・言語教育常勤教員を増員（年次整備） 

・語学学習・留学ポートフォリオを導入、CEFRに準拠した能力記述枠組みの開発 

・英語インテンシブプログラムの追跡調査 

・キャリアデザインシート運用開始 

・Student Advisor制度運用開始 

・無料TOEIC/TOEFL講座運用開始 

・職員カウンセリング研修開始 

・留学セミナー等Web配信開始 

・外国語力に秀でた者、海外体験・留学経験等を有する者を対象とした入学試験導入 

【平成２６年度】 

・教員短期教育留学制度スタート 

・語学学習・留学ポートフォリオ改訂 

・英語インテンシブプログラムの成果測定・追跡調査 

・言語教育担当教員の評価者研修開始 

・Tutor制度運用開始 

・グローバルキャリアワークショップ（仮称）運用開始 

・留学帰国者のためのキャリアセミナー運用開始 

【平成２７年度】 

・大学入学後の留学経験や海外体験の実績について追跡調査実施（入学試験制度毎） 

・英語インテンシブプログラムの成果測定・追跡調査 

・新規中期留学プログラム運用開始 

・新規海外インターンシッププログラム運用開始 

【平成２８年度】 

・「実践型グローバル人材育成システム」4年間修了者卒業 

・ポートフォリオの多言語化 

・語学学習・留学ポートフォリオ改訂 

・英語インテンシブプログラムの成果測定・追跡調査 

・文系全学部で外国語力に秀でた者、海外体験・留学経験等を有する者を対象とした入学試験の導入完了
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

１．基本的考え方 

 本学において本構想に申請することは、本学の「新基本構想」（平成21年～平成30年の10年間）にお

ける具体策を加速度的に実現するにとどまらず、本事業の目的とする「実践型グローバル人材育成システ

ム」を全学的に展開すること、ならびに学外（関西一円）に波及させることにつながる。 

２．中長期計画との関係 

次期中期計画（平成26年～平成30年）は、本構想の内容を反映し、財政期間終了後の事業展開を確約

する。 

３．語学教育の展開 

 本構想で実現する言語運用能力を重視した語学教育を全学および多言語に拡大する。そして学部の独自

性を尊重しつつ言語教育研究センターを中核とする語学教育の全学提供を拡大する。 

４．「実践型グローバル人材育成システム」の発展 

 「実践型グローバル人材育成システム」を構成する三つのコースは、その修了者の状況を検証し、発展

させていくこととなる。本構想で新たに採用する教員は、退職者補充等の際に専任化する。 

５．留学プログラムの展開 

 留学プログラムについては、本構想による留学支援制度の拡充と協定校増加による留学プログラムの増

加によって、期間終了後さらに充実していくこととなる。 

６．「世界市民グローバルフォーラム」の継続 

 年 1回産官学の著名人による講演と「実践型グローバル人材育成システム」参加学生による報告会等を

継続して実施し、関西におけるグローバル人材育成モデルの波及を実現する。 

７．「グローバル人材育成関西地区大学連携ネットワーク（仮称）」の継続 

 採択大学とともに関西一円に波及を目指す本ネットワークの継続と拡大を実現する。 

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。 

 「実践型グローバル人材」育成計画は、「新中期計画」とそれに続く次期中期計画において重要なファ

クターであり、資金投入を抑制することはない。全ての事業について PDCA サイクルを回すことが求めら

れており、そこでの検証を実施し、学生にとって効果のある事業には、まさしく学生生徒納付金の極めて

有効な使途として、集中的に資金を投入することとなる。 

【物品費】 

 年度更新については、各部局の予算計上によって実施する。 

 新規入れ換え時の予算については、各部局からの事前申請によって、年次的に整備される。 

【人件費・謝金】 

 言語教育研究センターで新たに採用する言語教育特別教員9人については、構想段階からその継続雇用

について法人の了解が得られている。さらに、プログラム参加者の状況によっては増員についても検討す

ることが法人から了解されている。 

 科目担当教員や、特別契約教員については、今後毎年10名から20名の定年退職者の補充について、原

則海外経験を持った教員や外国籍の教員で置き換えることとしており、それらの教員の中から担当者を割

り当てることとなる。 

 「世界市民グローバルフォーラム」等の開催費については、大学の持つ「大規模講演会」の予算枠を利

用して継続して実施する。 

【旅費】 

 本構想における旅費等必要経費は、特別経費ではなく、大学改革のための必要経費という考え方である。

そのため、授業開講やフォーラム招聘、その他必要な出張等のための旅費については、経常経費の中から

予算を配分することになる。 

【その他】 

 「グローバル職員研修」については、新基本構想と新中期計画の中でも重要項目であり、現時点で既に

期間終了後の負担について法人の了解が得られている。 

 



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

56,590 7,020 63,610
50,420 7,020 57,440

720 720 様式1②54行目

49,700 6,300 56,000 様式5②70行目

720 720 様式6①9行目

6,170 6,170
500 500 様式1②54行目

3,870 3,870 様式5②70行目

800 800 様式4②30行目

1,000 1,000 様式6①9行目

26,200 26,200
26,200 26,200
12,000 12,000 様式2 114行目

2,000 2,000 様式2 130行目

5,600 5,600 様式2 23行目

1,800 1,800 様式6①9行目

4,800 4,800 様式4①25行目

8,200 8,200
6,000 6,000 様式4①37行目

2,200 2,200 様式6①9行目

155,710 10,000 165,710
10,000 10,000
10,000 10,000 様式5②11行目

24,500 24,500
10,000 10,000 様式3②57行目

250 250 様式5②57行目

500 500 様式4①13行目

13,750 13,750 様式6②16行目

2,925 10,000 12,925
95 95 様式4①37行目

200 200 様式4②44行目

200 200 様式6②41行目

2,430 10,000 12,430 様式1④20行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式6②25行目

117,285 117,285
20,800 20,800 様式5①39行目

7,000 7,000 様式6②30行目

13,000 13,000 様式2 95行目

20,000 20,000 様式2 45行目

4,000 4,000 様式2 45行目

21,200 21,200 様式2 23行目

300 300 様式4①37行目

28,360 28,360 様式6②20行目

2,520 2,520 様式4②33行目

105 105 様式4①37行目

合計 246,700 17,020 263,720

（大学名：　関西学院大学　）（申請区分：全学推進型 ）

・実践科目開拓（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ13件@100万）

・国際学生セミナー開拓・実施

・キャリアデザインシート開発&作成（7000部@50）

・高校生への構想広報（説明会,広告,DM）

・コース判定システム導入
・コース学習ポートフォリオ開発

・グローバルシンポジウム（新聞社共催）

③会議費
・協定校打合せ（30名@3150）

・大学連携ネット

・オーガナイザー保険（840名@3000）
・海外送金手数料

・留学関係コーディネート
・Webサイト、自己点検報告書英文化

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

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

②謝金

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

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・コース学習ルーム設備一式
・言語教育設備一式

［人件費・謝金］
①人件費

・留学セミナー等消耗品一式

・コース非常勤講師（15名@40万×4/12）

①外注費

・コース学習ルーム・コース関係消耗品一式
・言語教育関係ソフト（1200件@1700,600人@3050)

［旅費］

・契約職員（2名@360万×3/12）
・国際セミナー契約職員（1名@600万×4/12,2名@360万×6/12）

・TOEIC全学受験外注経費

・留学プログラム調整旅費（20名@30万）

［その他］

・イニシアティブ事務局設備一式
②消耗品費

・イニシアティブ事務局消耗品一式

・

・コース任期制教員（3名@1200万×4/12）

・留学アドバイザー、アルバイト

・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ調整旅費（国内20回@5万、海外4回@30万）

②印刷製本費
・教材開発（外国語化）（5冊@200万）

・その他（留学用７千部,構想用12万部、DVD1000等）

・言語導入教育用ポートフォリオ（500部@20）

・グローバル職員研修

・
・

④通信運搬費
・構想冊子等郵送料（1万部@100）
⑤光熱水料
・

平成２４年度

・留学関係研修

⑥その他（諸経費）

・
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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

5,675 720 6,395
200 720 920
200 200 様式4②23行目

720 720 様式4①25行目

5,475 5,475
405 405 目標2③12行目

3,870 3,870 様式5②70行目

200 200 様式4②30行目

1,000 1,000 様式6①9行目

129,040 7,200 136,240
128,640 7,200 135,840
36,000 6,000 42,000 様式2 114行目

14,000 1,200 15,200 様式2 139行目

12,000 12,000 様式2 23行目

13,200 13,200 様式2 23行目

28,000 28,000 様式5②15行目

14,400 14,400 様式6①9行目

11,040 11,040 様式4①25行目

400 400
400 400 様式6①33行目

12,200 12,200
2,400 2,400 様式2 47行目

7,200 7,200 様式4①86行目

400 400 様式6①33行目

2,200 2,200 様式6①9行目

112,580 2,340 114,920
17,350 17,350
15,000 15,000 様式5②11行目

950 950 様式4①86行目

1,400 1,400 様式6②16行目

11,300 11,300
10,000 10,000 様式3②57行目

250 250 様式5②57行目

350 350 様式4①13行目

700 700 様式6②16行目

15,945 2,340 18,285
95 95 様式4①37行目

5,360 5,360 様式4②44行目

200 200 様式6②41行目

10,090 2,340 12,430 様式1④20行目

200 200 様式6①9行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式6②25行目

66,985 66,985
13,000 13,000 様式5①39行目

7,000 7,000 様式6②35行目

13,000 13,000 様式2 95行目

300 300 様式4①37行目

7,250 7,250 様式4①86行目

17,400 17,400 様式2 23行目

4,200 4,200 様式4① 28行目

2,000 2,000 目標2④25行目

2,730 2,730 様式4②33行目

105 105 様式4①37行目

合計 259,495 10,260 269,755

（大学名：　関西学院大学　）（申請区分：全学推進型 ）

・言語導入教育用ポートフォリオ（5000部@50）

・海外送金手数料

・シラバス英文化
・オーガナイザー保険（840名@3000）

・留学関係コーディネート
・TOEFL/TOEIC講座運用
・国際学生セミナー開拓・実施
・留学関係フェア開催、コーディネート、翻訳料

・キャリアデザインシート作成（7000部@50）

・その他（報告書500部@700,留学用7000部@50）

・帰国留学生就職セミナー備品

・言語教育関係ソフト（1200件@1700,600人@3050)

・イニシアティブ事務局消耗品一式

・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ調整旅費（国内20回@5万、海外4回@30万）

・契約職員（4名@360万）

①人件費

・英語常勤（4名@700万）

・日本語常勤（2名@700万）･非常勤（3名@40万)

・コース修了者表彰（270名@1500）

・外部評価委員旅費（4名×2回@5万)

・留学セミナー関係消耗品一式

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［その他］

・留学アドバイザー2、アルバイト2、TUTOR4、SA2

②謝金

①設備備品費

・留学アドバイザー設備備品
②消耗品費

［物品費］

・コース任期制（3名@1200万)･非常勤（15名@40万）

［人件費・謝金］

②印刷製本費
・教材開発（外国語化）（5冊@200万）

・外部評価委員謝金（4名×2回@5万)

・実践科目モニタリングビジット（8名@30万)

・TOEIC全学受験外注経費

［旅費］

・留学プログラム関係旅費（24名@30万）

①外注費

・保守･管理経費
・Webサイト等運用経費

③会議費
・協定校打合せ（30名@3150）

④通信運搬費
・冊子等郵送料（1万部@100）
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・高校生への構想広報（説明会,広告,DM）

・留学関係研修・セミナー・カンファレンス
・大学連携ネット

・イニシアティブ会議費
・グローバル職員研修

・国際セミナー契約職員（1名@600万,2名@360万）
・国際セミナー任期制（1名@1200万）

・グローバルシンポジウム（新聞社共催）
・実践科目開拓（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ13件@100万）

平成２５年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

5,485 5,485

5,485 5,485
615 615 目標2③12行目

3,870 3,870 様式5②70行目

1,000 1,000 様式6①9行目

143,920 14,200 158,120
143,120 14,200 157,320
36,000 6,000 42,000 様式2 114行目

14,000 1,200 15,200 様式2 139行目

12,000 12,000 様式2 23行目

13,200 13,200 様式2 23行目

42,000 7,000 49,000 様式5②15行目

14,400 14,400 様式6①9行目

11,520 11,520 様式4①25行目

800 800
400 400 目標2④42行目

400 400 様式6①33行目

9,500 9,500
2,400 2,400 様式2 47行目

4,500 4,500 様式4①86行目

400 400 様式6①33行目

2,200 2,200 様式6①9行目

100,630 7,200 107,830
22,350 22,350
20,000 20,000 様式5②11行目

950 950 様式4①86行目

1,400 1,400 様式6②16行目

11,200 11,200
10,000 10,000 様式3②57行目

500 500 様式5②57行目

350 350 様式4①13行目

350 350 様式6②16行目

11,185 7,200 18,385
100 100 目標2④42行目

95 95 様式4①37行目

5,360 5,360 様式4②44行目

200 200 様式6②41行目

5,230 7,200 12,430 様式1④20行目

200 200 様式6①9行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式6②25行目

54,895 54,895
8,000 8,000 様式5①39行目

7,000 7,000 様式6②35行目

300 300 様式4①37行目

7,250 7,250 様式4①86行目

17,400 17,400 様式2 23行目

1,900 1,900 様式4① 28行目

2,000 2,000 目標2④25行目

2,940 2,940 様式4②33行目

105 105 様式4①37行目

8,000 8,000 様式3②69行目

合計 259,535 21,400 280,935

（大学名：　関西学院大学　）（申請区分：全学推進型 ）

・シラバス英文化

・国際学生セミナー開拓・実施
・留学関係フェア開催、コーディネート、翻訳料

・グローバルシンポジウム（新聞社共催）
・留学関係コーディネート
・TOEFL/TOEIC講座運用

・海外送金手数料
・オーガナイザー保険（980名@3000）

・教員短期教育留学（4名@200万)

平成２６年度

①設備備品費
・

・コース修了者表彰（410名@1500）
②消耗品費

・イニシアティブ事務局消耗品一式

［物品費］

［人件費・謝金］

・言語教育関係ソフト（1200件@1700,600人@3050)

①人件費

・英語常勤（7名@700万）

・Webサイト等運用経費

・留学アドバイザー2、アルバイト2、TUTOR8、SA2

②謝金
・言語教育評価者研修謝金

［旅費］
・外部評価委員謝金（4名×2回@5万)

・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ調整旅費（国内20回@5万、海外4回@30万）

・実践科目モニタリングビジット（8名@30万)

・契約職員（4名@360万）

・留学プログラム関係旅費（15名@30万）
・外部評価委員旅費（4名×2回@5万)

②印刷製本費

・TOEIC全学受験外注経費
・保守･管理経費

［その他］
①外注費

・言語教育評価者研修

・その他（留学用7000部@50）

・教材開発（外国語化）（5冊@200万）

・キャリアデザインシート開発&作成（7000部@50）
・言語導入教育用ポートフォリオ（10000部@50）

③会議費

・大学連携ネット

・高校生への構想広報（説明会,広告,DM）

⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）

・グローバル職員研修
・イニシアティブ会議費
④通信運搬費
・冊子等郵送料（1万部@100）

・協定校打合せ（30名@3150）
・留学関係研修・セミナー・カンファレンス

・国際セミナー任期制（1名@1200万）
・国際セミナー契約職員（1名@600万,2名@360万）

・日本語常勤（2名@700万）･非常勤（3名@40万)
・コース任期制（3名@1200万)･非常勤（15名@40万）

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

5,695 5,695

5,695 5,695
825 825 目標2③12行目

3,870 3,870 様式5②70行目

1,000 1,000 様式6①9行目

143,920 28,200 172,120
143,120 28,200 171,320
36,000 6,000 42,000 様式2 114行目

14,000 1,200 15,200 様式2 139行目

12,000 12,000 様式2 23行目

13,200 13,200 様式2 23行目

42,000 21,000 63,000 様式5②15行目

14,400 14,400 様式6①9行目

11,520 11,520 様式4①25行目

800 800
400 400 目標2④42行目

400 400 様式6①33行目

9,500 9,500
2,400 2,400 様式2 47行目

4,500 4,500 様式4①86行目

400 400 様式6①33行目

2,200 2,200 様式6①9行目

99,940 10,090 110,030
27,750 27,750
25,000 25,000 様式5②11行目

950 950 様式4①86行目

1,400 1,400 様式6②16行目

400 400 様式5①39行目

11,700 11,700
10,000 10,000 様式3②57行目

1,000 1,000 様式5②57行目

350 350 様式4①13行目

350 350 様式6②16行目

8,295 10,090 18,385
100 100 目標2④42行目

95 95 様式4①37行目

5,360 5,360 様式4②44行目

200 200 様式6②41行目

2,340 10,090 12,430 様式1④20行目

200 200 様式6①9行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式6②25行目

51,195 51,195
4,000 4,000 様式5①39行目

7,000 7,000 様式6②35行目

300 300 様式4①37行目

7,250 7,250 様式4①86行目

17,400 17,400 様式2 23行目

1,900 1,900 様式4① 28行目

2,000 2,000 目標2④25行目

3,240 3,240 様式4②33行目

105 105 様式4①37行目

8,000 8,000 様式3②69行目

合計 259,055 38,290 297,345

（大学名：　関西学院大学　）（申請区分：全学推進型 ）

・言語導入教育用ポートフォリオ（20000部@50）

・大学連携ネット

・協定校打合せ（30名@3150）
・留学関係研修・セミナー・カンファレンス

・外部評価委員旅費（4名×2回@5万)

・契約職員（4名@360万）

・留学関係フェア開催、コーディネート、翻訳料

・シラバス英文化

・グローバルシンポジウム（新聞社共催）
・留学関係コーディネート
・TOEFL/TOEIC講座運用
・国際学生セミナー開拓・実施

［旅費］

・留学プログラム関係旅費（15名@30万）

［物品費］
①設備備品費
・

・コース修了者表彰（550名@1500）

・イニシアティブ事務局消耗品一式

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

②消耗品費

・留学アドバイザー2、アルバイト2、TUTOR8、SA2

②謝金
・言語教育評価者研修謝金
・外部評価委員謝金（4名×2回@5万)

［人件費・謝金］
①人件費
・コース任期制（3名@1200万)･非常勤（15名@40万）

・日本語常勤（2名@700万）･非常勤（3名@40万)

②印刷製本費
・教材開発（外国語化）（5冊@200万）

・実践科目モニタリングビジット（8名@30万)

・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ調整旅費（国内20回@5万、海外4回@30万）

・TOEIC全学受験外注経費

・Webサイト等運用経費
・保守･管理経費

［その他］
①外注費

・入試形態毎追跡調査経費

・海外送金手数料

・キャリアデザインシート開発&作成（7000部@50）

・その他（留学用7000部@50）

・イニシアティブ会議費
④通信運搬費
・冊子等郵送料（1万部@100）

・グローバル職員研修

③会議費
・言語教育評価者研修

・オーガナイザー保険（1080名@3000）

⑤光熱水料
・

・高校生への構想広報（説明会,広告,DM）
⑥その他（諸経費）

・言語教育関係ソフト（1200件@1700,600人@3050)

・教員短期教育留学（4名@200万)

平成２７年度

・国際セミナー任期制（1名@1200万）
・国際セミナー契約職員（1名@600万,2名@360万）

・英語常勤（9名@700万）
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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

5,920 5,920

5,920 5,920
1,050 1,050 目標2③12行目

3,870 3,870 様式5②70行目

1,000 1,000 様式6①9行目

143,920 28,200 172,120
143,120 28,200 171,320
36,000 6,000 42,000 様式2 114行目

14,000 1,200 15,200 様式2 139行目

12,000 12,000 様式2 23行目

13,200 13,200 様式2 23行目

42,000 21,000 63,000 様式5②15行目

14,400 14,400 様式6①9行目

11,520 11,520 様式4①25行目

800 800
400 400 目標2④42行目

400 400 様式6①33行目

9,500 9,500
2,400 2,400 様式2 47行目

4,500 4,500 様式4①86行目

400 400 様式6①33行目

2,200 2,200 様式6①9行目

100,650 10,090 110,740
27,750 27,750
25,000 25,000 様式5②11行目

950 950 様式4①86行目

1,400 1,400 様式6②16行目

400 400 様式5①39行目

12,050 12,050
10,000 10,000 様式3②57行目

1,000 1,000 様式5②57行目

350 350 様式4①13行目

700 700 様式6②16行目

8,295 10,090 18,385
100 100 目標2④42行目

95 95 様式4①37行目

5,360 5,360 様式4②44行目

200 200 様式6②41行目

2,340 10,090 12,430 様式1④20行目

200 200 様式6①9行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式6②25行目

51,555 51,555
4,000 4,000 様式5①39行目

7,000 7,000 様式6②35行目

300 300 様式4①37行目

7,250 7,250 様式4①86行目

17,400 17,400 様式2 23行目

1,900 1,900 様式4① 28行目

2,000 2,000 目標2④25行目

3,600 3,600 様式4②33行目

105 105 様式4①37行目

8,000 8,000 様式3②69行目

合計 259,990 38,290 298,280

（大学名：　関西学院大学　）（申請区分：全学推進型 ）

・グローバルシンポジウム（新聞社共催）
・留学関係コーディネート
・TOEFL/TOEIC講座運用
・国際学生セミナー開拓・実施

［その他］
①外注費

・コース任期制（3名@1200万)･非常勤（15名@40万）

②謝金

・日本語常勤（2名@700万）･非常勤（3名@40万)

・英語常勤（9名@700万）
・契約職員（4名@360万）
・留学アドバイザー2、アルバイト2、TUTOR8、SA2

・教材開発（外国語化）（5冊@200万）

・キャリアデザインシート開発&作成（7000部@50）

・その他（最終報告書500部@700,留学用7000部@50）

・TOEIC全学受験外注経費
・保守･管理経費
・Webサイト等運用経費
・入試形態毎追跡調査経費
②印刷製本費

・言語導入教育用ポートフォリオ（20000部@50）

・海外送金手数料
・教員短期教育留学（4名@200万)

　・

・オーガナイザー保険（1200名@3000）

平成２８年度

・高校生への構想広報（説明会,広告,DM）
⑥その他（諸経費）

・留学関係フェア開催、コーディネート、翻訳料

・シラバス英文化

③会議費
・言語教育評価者研修

・イニシアティブ会議費
④通信運搬費

・大学連携ネット

・協定校打合せ（30名@3150）
・留学関係研修・セミナー・カンファレンス

⑤光熱水料

・言語教育評価者研修謝金
・外部評価委員謝金（4名×2回@5万)
［旅費］

・留学プログラム関係旅費（15名@30万）
・外部評価委員旅費（4名×2回@5万)

・実践科目モニタリングビジット（8名@30万)

・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ調整旅費（国内20回@5万、海外4回@30万）

・冊子等郵送料（1万部@100）

・グローバル職員研修

［人件費・謝金］

　・
②消耗品費

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・国際セミナー任期制（1名@1200万）
・国際セミナー契約職員（1名@600万,2名@360万）

①人件費

①設備備品費

・コース修了者表彰（700名@1500）
・言語教育関係ソフト（1200件@1700,600人@3050)

・イニシアティブ事務局消耗品一式
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様式８

（大学名：　関西学院大学　）（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。

【経費措置期間中の取り組み】
①［平成23年度世界展開力強化事業（タイプB：米国等との協働教育の創成支援）］
　本学とカナダの3大学が連携し、異文化理解やコミュニケーション力を持ち、多文化を共生さ
せながら、グローバル社会の持続的な発展と日本の成長に寄与するリーダーシップを持つ世界市
民を育成する。
　本プログラムは、大きくは本学学生の「グローバル人材育成」のひとつであるが、1プログラ
ムに対する経費であり、本申請案件とは経費の面において厳密に区別しており、重複はない。

②[平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）]
　以下13プログラムが採択されている。すべて経費面において厳密に区別しており、重複はな
い。
　インドネシア交流セミナー、トルコ交流セミナー、Cross-Cultural College: Asian Studies
Summer School & Joint Seminar、日本ポーランド合同セミナー：グローバリズムの現代的課
題、日中韓大学共同セミナー：東アジアの経済統合の推進に向けた日中韓協力の課題、フィール
ド調査から学ぶ開発経済学とカンボジアの現状、Cross-Cultural College: Asian Studies
Summer School & Global Internship、Cross-Cultural College: Global Career Seminar、短期
集中日本語・日本文化学習コース（夏季）、短期集中日本語・日本文化学習コース（冬季）、短
期集中日本語・日本文化学習コース（USAC）、国連セミナー、マインツ大学ドイツ語海外研修

③日本学術振興会の国際交流事業の補助金等
(a) 二国間交流事業共同研究（フランスとの交流事業）
　　期間：平成23年12月1日～平成26年11月30日　1件採択
(b)平成23年度日本学術振興会外国人特別研究員
　　期間：平成23年4月25日から平成25年4月24日　1件採択
(c)平成24年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）
　　期間：平成25年2月1日から平成25年3月31日　　1件採択
(d)平成24年度JSPSサマー・プログラム
　　期間：平成24年6月12日から平成24年8月22日　1件採択
いずれも欧米の大学および研究者との交流に係るものであり、本構想との関連はない。

【申請中または申請を予定している取組】
①［平成24年度グローバル人材育成推進事業（タイプB：特色型）
　本学の設定するグローバル人材育成目標を達成するにあたり、平成22年の開設当初から、学内
で最も先導的な取組を実施してきた国際学部において申請を予定している。そのため、全学にグ
ローバル化推進を波及させる取組については本申請案件と重複する。

②［平成24年度世界展開力強化事業（申請区分Ⅰ）］
　日本・アセアン協働「ビジネスカレッジ」－多文化理解を通じたビジネスリーダー育成―
　ASEANの５大学とともにコンソーシアムを形成して、ASEANで活躍するビジネス・エキスパート
を育成するプログラム。本プログラムは、大きくは本学学生の「グローバル人材育成」のひとつ
であるが、１プログラムに対する経費であり、本申請案件とは経費の面において厳密に区別して
おり、重複はない。

③［平成24年度大学間連携共同推進教育事業］
　本プログラムは、教育の質保証の仕組みを構築するため、経済界の協力を得ての卒業生実情調
査を実施する。参加大学は同志社大学、北海道大学、大阪府立大学、甲南大学、琉球大学と本学
である。学生のEMIR、教学IRとともに本申請案件を検証できる仕組みとなるが、本プログラムに
関する経費は一切本申請案件には計上しておらず、厳密に区別されており、重複はない。
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47 
（大学名： 関西学院大学 ）（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】 

１．これまでの取組 

 本学「日本語教育センター」では、平成 15 年から正課外のセミナー「日本語を教えたい人のためのセ

ミナー」（受講者30名／年）を開講している。また、平成22年開設の国際学部では、「言語習得と日本語

教育」がカリキュラムとして設定されている。（受講者25名／年）。 

日本語指導補助の取り組みとしては、本学からの交換留学生が米国・ドレイク大学において日本語授業

の Teaching Assistant（TA）を勤める取り組みを行っている（年間 2 名程度）。また、カナダ･トロント

大学への留学生がボランティアとして日本語教育に携わるプログラムも同大学の協力を得て整えている

（年間20名程度）。さらに、インドネシア交流セミナー、トルコ交流セミナーでは本学の学生と両国の学

生が2週間の集中的な文化交流を行っている（年間各40名、計80名）。 

  

２．本構想における取組 

１）日本理解科目の設置 

本構想において、「実践型グローバル人材」育成システムに登録する学生への科目を新設する。これま

でも、本学の受験者層や在学生から多くのニーズがありながら、体系的に提供できなかった「日本人アイ

デンティティ」科目と「日本語教育」科目を以下のとおり新設する。 

「日本の伝統と文化」関連科目を3科目程度開講し、伝統芸能などを体系的に身につけることを可能と

する（受け入れ受講者210名／年）。 

日本語教育補助に関しては、これまでのセミナーや授業科目に加え、本構想を契機に日本語教育科目を

新設する。科目は講義と実践を組み合わせた「日本語教育基礎」(40 名定員)と少人数演習科目「日本語

教育基礎演習」(20 名定員)を各学期 3 クラス開講する。（年間受け入れ受講者 360 名）。日本語常勤教員

を2名新たに雇用し、これまでよりも体系的な日本語教育指導を可能とする。 

 

２）中期留学プログラムにおけるCommunity Outreachの拡大 

上記日本理解科目を受講することにより得た知識・教養を実践する場として、現在一部英語中期留学プ

ログラムに導入しているCommunity Outreachを拡大する。これは現地で集中的に英語を学んだ後、現地の

学校や企業等複数の団体を訪問し、合計で約2週間のボランティア活動をするものである。この活動に日

本語と日本文化を紹介するモジュールを組み込む。さらにCommunity Outreachを他の英語中期留学プログ

ラムにも新たに導入する（年間220名）。また、今後新規開発する短期プログラムにおいても同様のプロ

グラムを組み込む。これらのプログラムへの参加を希望する学生に対しては、留学までの履修モデルを示

し、渡航前準備科目として上記日本理解科目の受講を推奨する。以上を通じ、本学学生が日本人としての

アイデンティティを見失うことなく、異文化理解や自国文化の伝達を体験することが可能となる。 

 

３）日本語科目のLA（Learning Assistant）制度との連携 

 このプログラムの修了者は、日本語教育センター提供科目に L.A.（Learning Assistant）として採用

する。 

（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 42 人 132 人 192 人 212 人 242 人

学生の受入 88 人 93 人 98 人 103 人 108 人 
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