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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

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「国内的にも国際的にも開かれた大学であることを基本的性格」とし「変動する現代社会に不断に対応

しつつ、多様性と柔軟性とを持った新しい教育･研究の機能及び運営の組織を開発する」ことを建学の理念とし

ている。この理念に基づき、本学の中期目標･計画として「知の全ての分野において幅広い教育研究活動を展開

することが可能な総合大学として、個性と自立を基軸とし、世界が直面する問題の解決に主体的に貢献する人

材の創出を目指した教育研究を充実･強化」するとともに、特に教育の目標として「高度で先進的な研究に裏打ち

された学士課程から博士課程までの教育を通じて学生の個性と能力を開花させ、豊かな人間性と創造的な知力

を蓄え、自立して国際的に活躍できる人材を育成する」ことを掲げている。 

≪構想の目的≫ 

グローバル化が加速する中で、平和構築、多文化共生、貧困や格差の改善、地球環境など人類が直面する課

題は複雑化、広域化の一途をたどっている。世界の文化や民族の多様性、持続性のある経済と社会の在り方に

ついて、各地域の固有な地場についての深い理解に立脚してアプローチすることが求められている。これらの課

題は、グローバル化の時代にあっても、フィールド調査に基づき、世界各地域の歴史や文化、社会構造に通じ、

学際性を基本的方法論とする地域研究が先ず中心となって取り組むべき課題である。 

グローバル化と新興国の経済成長の結果、途上国の現状は著しい変化を遂げている。これまでの研究の蓄積

に基づく地域の知は、時代にそぐわないものもあり、研究にもイノベーションが求められている。特に新興国では

急速な経済成長に伴い中間所得層が拡大しており、新興国における新たな市場の獲得が今後の日本経済の活

性化や雇用創出に死活的な意味を持つ。新たな市場には 40 億人といわれる BOP 人口が含まれ、ローカルの多

様なニーズに見合った経済活動を展開することが、経済主体には益々要求されている。こうした市場の開拓は、

貧困層の生活改善やエンパワーメントに繋がることは研究により実証されており、国際協力を推進する上でも大き

な潜在力を持つと考えられている。また、BRICS 等の新興国の台頭で国際秩序の多極化が加速している。今後

日本が名誉ある国際的な地位を築く上において、いわゆる｢グローバルサウス｣をいかに取り込み、その連携の下

に世界において影響力を行使し、地球規模の課題に応えられるかが決定的となることは疑いない。 

こうしたニーズに応えるには、グローバルな課題への深い教養とともに、英語と現地語を運用し、地域の文化、

社会、経済について深い理解に基づき、新興国のニーズを適確に把握し、人的ネットワークを築き上げ、それを

基礎に課題に適切に対応できる能力をもつ人材が不可欠になる。 

この目標達成のため、本構想では大学全体のグローバル化につなげることを目指して次の取組を実施する。 

ローカル最適なグローバル人材の育成（人社系グロ－カル人材育成プログラム） 

本構想は、建学の理念である国際性、学際性に基づく教育基盤を継承･発展させ、グローバルな活躍の基礎と

なる深い教養とコミュニケーション能力を修得すると同時に、新興国の文化や社会、人々の行動様式に精通し、

ローカルなニーズを適確に汲みとることができ、多様な市場に適した人材、現場での問題解決に貢献できる人材

を育成することにより、地域研究の教育の質を飛躍的に高め、急務となっている新興諸国での日本の国際競争

力の強化、外交･経済戦略への貢献につなげる。 

上記の人材育成には、学士課程のみでは不十分である。現地語の修得とインテンシブな専門的訓練、1 年以

上のフィールド調査が必須である。学士及び修士課程における地域研究の教育資産を活用し、三学期制から二

学期制への移行を視野に、両課程を統合し、学士課程後半で大学院の科目を履修、海外での留学(フィールド

調査)とインターンシップを組み込み、一貫した教育プログラム｢地域研究イノベーション学位プログラム｣を構築

する。早期修了をも視野に入れ、5～6 年での修了による学位(国際学ないし地域研究)を授与する。 

同時に学士課程では就職活動が留学を躊躇させ、留学する場合は 5 年での卒業を強いられるという現状、ま

た、修士課程ではフィールド調査を加味すると 3 年での修了を余儀なくされる現実がある。一貫制教育プログラム

の構築によってその隘路を打破し、学部 3～4 年次の修学のブランクを埋めるとともに、高度な国際感覚と地域理

解力を持つ即戦力として国際社会で貢献できる人材を育成することが可能となる。 

留学先としては、本学が海外拠点を持つ中国、北アフリカ、中央アジア、ベトナムを中心とする ASEAN 主要国

と、中南米では APEC 加盟国で日本との経済連携協定(EPA)を結ぶメキシコ、ペルー、チリに加え、ブラジルの協

定校を対象とする。同時に、JICA、JETRO 等政府系の国際協力機関と関連国際機関、日系企業等でのインター

ンシップを組み込み、キャリアパスへの学生の動機付けを強化し就職につなげる。 
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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】 

≪本学の教育目的・特色≫ 

本学は、学士課程(学群)における教育の目標とその達成方法、教育の改善方法を含む教育の枠組みを、教育

宣言「筑波スタンダード」として社会に公表しており(平成20 年)、本質を究める確かな基礎力と柔軟な思考力に裏

打ちされた創造性を養う、国際的な活躍の礎となる豊かな教養とコミュニケーション力を育む、などの教育目標を

掲げている。 

筑波スタンダードと対をなす教養教育スタンダードでは、現在の社会で求められる世界水準の教養を備えた人

材を養成することを教育目的としている。教養教育カリキュラムの改革やアクティブラーニング導入による教養教

育プログラムの開発・実践を進め、専門性と社会性を支える豊かな教養を含む全学的なカリキュラムを実現した

(①専門教育を支える幅広い基盤教育、②専門人・社会人としての高度なコミュニケーション能力を身に着けるア

カデミック・リテラシー、③専門に偏ることのない豊かな人間性と高い倫理感を涵養するヒューマニティー、④社会

に応える目的意識を形成するキャリア科目)。 

また「大学院スタンダード」においては、「グローバル化した社会における国際的なリーダーとなる人

材の育成」を方針の一つとし、修士課程では「グローバルな視野と専門的実務的な能力を併せ持ち、社会

に貢献する高度専門職業人を育成する」ことを教育目標に掲げている。 

 

≪国際性、学際性を重視した教育プログラム≫ 

 本学は、多くの大学が採用しているような専門分野ごとの分け方ではなく、建学の理念に基づく国際性及び学

際性を重視して編成されている。 

本構想が対象とする人文社会系の二つの学群、人文・文化学群、社会・国際学群は、それぞれの特色に応じ

た次の教育目標を掲げている。 

[人文・文化学群]  

異文化に対する十分な理解力を持つと同時に、日本文化の発信力を持ち、優れたコミュニケーション能

力を習得し、国際的にも活躍できるチャレンジ精神旺盛な人材を育成する。 

[社会・国際学群]  

社会科学を中心に、地球環境やリスク、情報工学などの理系分野も加え、国際的発信力、理解力、コミ

ュニケーション能力を備え、国際場裏で活躍できるグローバル人材を育成する。 

人文・文化学群と社会・国際学群は、国際性と学際性に基づき、人文科学、社会科学の立場から地域研究を

ベースとしたコースや科目群を配し、グローバルな視点とともに地域の知の習得に基づく特色のある人材育成を

目指している。社会・国際学群においては G30 プログラムが 3 年目を迎え、特に国際総合学類においては JTP

対応の英語科目が多数開講されている。 

大学院人文社会科学研究科は、「幅広く柔軟な思考力を養い、人文科学・社会科学の高度な専門性をグ

ローバルな視点から現代世界の多様な問題へと関連づけ解決を模索する力を養う」ことを教育目標に掲げ

ている。本プログラムの対象となる前期課程の国際地域研究専攻は、国際性、学際性、実践性に教育目標

を据え、具体的には次の目標を掲げる。 

［人文社会科学研究科博士前期課程国際地域研究専攻］ 

特定の国家や地域社会の内在的総合的理解を目指す「地域研究（area studies）」を通じて、国際貢献や国際

協力の現場で活躍できる高度な専門職業人、また広い視野をもった特定地域の専門家を育成する。 

建学の理念に基づき、1975 年、地域研究研究科が修士課程に開設されて以来（2008 年人文社会科学研究科

の国際地域研究専攻に改組再編）、地域別の 10コースを設け、産、官、学の各界に 1600名の修了生を輩出して

きた。また国際地域研究専攻は併設する英語プログラム（国際関係論短期特別プログラム、中央アジア特別プロ

グラム、G30 中央アジア国際関係・公共政策プログラム）により、ASEAN 及び中央アジアからの留学生を多数受

け入れており、専攻全体で、英語で開講される科目が 70 科目を超えるなど国際性の日常化が進んでいる。 

 

 



6 
（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

 

≪国際発信力の強化支援プログラム≫ 

また人文社会科学研究科は、大学院教育ＧＰとして開始した人文社会科学系異分野融合教育 IFERI の成果を

引き継ぎ、Ｈ22 年に履修証明プログラム「国際交渉力強化プログラム(GNP)」を開始し、専攻・研究科を横断した

実践能力、国際的な発信能力の育成への支援を行なっている。平成 23 年から大学の世界展開力強化事業とし

て採択された「人社系グローバル人材養成のための東アジア・欧州協働教育推進プログラム(TRANS)」を開始し

（Ｈ23～27 年度）、学士課程（日本語・日本文化コミュニケータ養成プログラム）・修士課程（日独韓協働学位プロ

グラム）・博士課程（現代日本国際比較研究プログラム）の 3 プログラムを統合的に推進し、日本文化発信力の強

化につなげる試みを実践している。 

 

≪育成すべきグロ－バル人材像≫ 

以上の背景に鑑み、本構想において育成すべきグローバル人材像を、次のように提唱する。 

英語及び対象地域に係る言語の充分な運用能力を有し、広く俯瞰的な教養の基礎に立ち、当該地域の文

化、社会、経済、政治にわたる専門的な知見を備えた人材、地域固有の視点に鋭い感受性を有し、異文化へ

の共感を備えて人的ネットワークの構築を積極的に行ない、当該国や地域の問題の把握とその解決に果敢

に挑戦することのできる人材 

具体的には以下の素養と能力を兼ね備えた人材の育成を目指す。 

① 地域の多様性と個性をローカルな論理を通じて内在的に把握できる力。 

② 地域のニーズを、地域の知の蓄積とフィールドワークを通じて把握し、途上国における多くの課題（貧困、

教育、衛生、格差等）の解決へと応用できる力 

③ 深い教養と比較の論理に裏打ちされ、地域の知を相対化できる能力 

④ 問題解決にあたっては、日本の開発経験に基づき説得できる発信力 

⑤ 官民を含む広義の国際協力の現場で活躍できる即戦力 

⑥ 地域から世界へ、ローカルに学び普遍的な知の体系への貢献ができる奥深い洞察力 

 

≪即戦力を持つ人材と研究者へのキャリアパス≫ 

新興国に関連した教育プログラムにより、対象地域の構造と動向に関する深い理解を獲得し、またグローバル

CSR など新興国や BOP 市場における企業活動のあり方について十分訓練を受け、フィールド調査の実施と、現

地での日本の企業や国際協力機関、国際機関などにおけるインターンシップを通じて、企業、官庁、NGO 等で

のニーズに対応した即戦力となる人材を育成する。 

同時に、より体系的で高度な学際分野での研究の深化を通じて、地域の専門家としての育成を希望する修了

生については、人文社会科学研究科が擁する博士後期課程 8 専攻のうち、とくに国際公共政策専攻、国際日本

研究専攻などに進学し、大学やシンクタンク等の研究者、国際機関での就職により、学術及び国際社会への貢

献を目指す。 

 

≪大学教育全体のグローバル化への先駆け≫ 

 本構想により育成されるグローバル人材は、大学教育全体のグローバル化に向けて本学が取り組む推進事業

によって育成が期待されるグローバル人材の先駆的・模範的な事例を提供し、大学全体の教育組織に波及的な

効果が期待されるものである。 
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③  設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

人材育成のための教育課程と求められる具体的能力 

≪学士と大学院前期課程一貫の教育課程≫ 

 

Ⅰ．学士課程（１，２年）人文・文化学群、社会・国際学群 

   ・学際性及び国際性に基づく教養科目を幅広く習得し、重厚なリベラルアーツの基盤形成 

   ・地域研究の基礎科目を習得 

   ・英語開講科目等を通じたインテンシブな英語力の習得 

   ・現地語の基礎を習得 

・一貫制プログラムへの選抜、２学群から２０名 

 

Ⅱ．学士課程（３，４年） 

    ・大学院の授業科目を受講し、高度な専門科目とともに地域研究科目の履修 

  ・英語プログラムによる英語開講科目等の履修を通じた英語力の維持と向上 

  ・「グローバルサウス」を対象とした国際関係、BOPビジネス、グローバル CSR等の 

科目履修 

    ・対象とする地域の言語をインテンシブに習得：アラビア語、ロシア語、インドネシ 

ア語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語など 

    ・４年次には指導体制を決定し（主査 1名、副査 2名）、研究と修学の方向付けを行う 

    ・言語能力、専門科目、地域研究科目についての総合的評価に基づき大学院に推薦 

    ・４年次７月卒業論文を提出、７月大学院推薦入試、９月早期卒業 

   

Ⅲ．大学院博士前期課程（１，２年）国際地域研究専攻 

  ・１０月秋入学 

  ・フィールド調査法など方法論を習得 

  ・２年次の前期まで協定校へ留学（留学先で１０単位の取得義務化） 

・海外でのインターンシップの実施（単位化） 

・留学の期間、スカイプ等で論文指導を実施 

    ・１年次後期で論文提出、修了（早期修了） 

・２年次前期で論文提出、修了 

    ・２年次後期で論文提出、修了 

 

 ローカル最適なグローバル人材 

●新興国での日本の国際競争力の強化に向けたニーズに応える。 

●１年間のフィールド調査の実施を標準終了年限の中で義務づけ、地域研究の革新的効果に繋げる。 

●大学教育のグローバル化推進に資する。 

 

≪求められる具体的能力≫ 

 本学が目指す大学全体のグローバル化推進のための取り組みの一環として実現が期待される。 

 

グローバル人材育成の基礎となる教養教育の充実 

教養教育スタンダードにおける 4 目標(基盤教育、アカデミック・リテラシー、ヒューマニティ、キャリア)を基盤に、

多様性への理解･対応能力、自己表現力、未来志向的でポジティヴな思考と実践力、世界の中で尊敬・信頼さ

れる個人としての教養と人格を身につけさせるためのグローバル・リベラルアーツを展開する。 

 

外国語運用能力のレベルアップ 

グローバル人材の基礎的能力として英語運用力は必須である。「実践的英語力」を修得するためには、スピー

チ、プレゼンテーション、ディスカッションなどを取り入れた授業を強化する。本学では、こうした方向へのカリキ

ュラムの転換を終えている。 

地
域
研
究
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

TA として留学生の活用、英語で開講されている学群、大学院の授業などを通じて、集中的に英語運用能力を

強化する。 

●国際共通語としての英語力の達成目標 

前期学士課程（１，２年）終了時の「英語力スタンダード」 として TOEFL-ITP 550 点 (iBT 80 点、TOEIC 730

点)を満たす学生に対し、一貫制プログラムへの選抜の条件とする。 

 

二言語の修得 

世界各地のローカル社会に最適化した人材を育成するためには、多様性に富んだ外国語運用能力が必須で

ある。協定校での関連科目の履修、フィールド調査の実施に耐えられる運用能力の獲得を目指す。 

対象の新興国における言語をインテンシブに習得するため、学士課程の第二外国語と博士前期課程の文化言

語研究科目を充実させることにより、短期間に修得させる。 

アラビア語、インドネシア語、タイ語、ポルトガル語については、新たに履修プログラムを用意する。 

●海外留学には、各言語による上級の国際スタンダードの達成を義務化する。 

 

ダイバーシティを理解し、活用する柔軟な思考 

講義、演習、海外留学、インターンシップ等を通じて以下の能力・経験を身につけさせる。 

●異文化および異分野を理解するための基礎知識及び専門的訓練 

●留学生や、専門分野の異なるグループにおける協働体験を通した現場におけるダイバーシティ経験、主体

性、協調性、自己発信力および信頼関係に基づく人的ネットワークの構築法 

●ファシリテーション、グループワーク、ネットワーク形成による問題発見・課題解決の基礎理論に関する知識と

実践経験 

 

対象国、関連地域を理解する方法と枠組み、地域に関する幅広い知識の習得 

 博士前期課程国際地域研究専攻に開設された中東・中央アジア、東南アジア、東アジア、ラテンアメリ

カ研究領域の科目を履修し、地域の特性を学問的に捉える。 

 

対象地域を相対化できる能力 

 比較と、横断的な視点から対象国の特性をより適確に捉える。 

 

世界における日本人としての教養と道徳心 

「世界の中の日本人」として活躍するために、日本の歴史、文化を学びその根底に流れる精神・道徳を理解し、

実践・発信できる力を身につけさせる。 

●日本の歴史、文化、社会に関する基礎的知識と発信能力 

●新興国にとって関心のある日本の近代化、開発経験に関する深い理解と発信能力 

●学内外でのボランティア活動や国際教育実習を通した他者への思いやりと道徳 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」 
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。 

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

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  34人 44人 58人 96人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  17人 22人 26人 44人 

海外留学経験者数 
（Ｂ） 

13人 14人 39人 58人 94人 136人 

卒業［予定］者数 
（Ｃ） 426人 409人 448人 433人 409人 400人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   12.5％ 18.5％ 29.3％ 45.0％ 

人
文
・
文
化
学
群 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-ITP 5５0 10人（ 5 ） 16人（ 8 ） 26人（10） ４８人（20） 

海外留学経験者数 4人 4人 15人 26人 50人 72人 

 

３ カ 月 未 満 0人 0人 5人 14人 28人 40人 

３カ月～１年 4人 4人 10人 12人 22人 32人 

１ 年 超 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 254人 240人 259人 259人 246人 240人 

目標設定の考え方 
・学生の20%がグローバル共通言語である英語力TOEFL-ITP550点以上取得することを目指す。 

・学生の30%が海外留学を経験することを目指す。 

社
会
・
国
際
学
群 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-ITP 5５0 24人（ 12 ） 28人（ 14 ） 32人（16 ） 48人（24） 

海外留学経験者数 9人 10人 24人 32人 44人 64人 

 

３ カ 月 未 満 0人 0人 14人 20人 28人 40人 

３カ月～１年 9人 10人 10人 12人 16人 24人 

１ 年 超 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 172人 169人 189人 174人 163人 160人 

目標設定の考え方 
・学生の30%がグローバル共通言語である英語力TOEFL-ITP550点以上取得することを目指す。 

・学生の40%が海外留学を経験することを目指す。 

人
社
系
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
う
ち
数
） 

修了時の外国語力スタンダード TOEFL-ITP550 -人（0 ） 4人（ 0 ） 20人（ 0 ） 20人（ 0 ） 

海外留学経験者数 -人 -人 -人 4人 20人 20人 

 

３ カ 月 未 満 -人 -人 -人 0人 5人 5人 

３カ月～１年 -人 -人 -人 4人 15人 15人 

１ 年 超 -人 -人 -人 0人 0人 0人 

修了［予定］者数 -人 -人 -人 4人 20人 20人 

目標設定の考え方 
注）本目標は、上記人文・文化学群及び社会・国際学群の目標値に加え、そのうち数として、人社系グローカル

人材育成プログラムへの進学・履修者に対する上位目標を設定するもの。 

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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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

 

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

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

（対象：全学） 

（測定指標・達成水準）（全学的な人材育成指標として）ダイバーシティを理解し活用する柔軟な思考と世界の中の日本人としての教養と道徳心： 

学群共通科目「国語」、ダイバーシティ理解並びに日本文化理解・発信に関連する総合科目・専門基礎科目の成績評価において、A 評価が 80％

(GPAが 3.0)以上であること。グローバルメンターとしての教育力と発信力：教職関連の単位を取得していること。 

（指標・水準設定の考え方）教養教育によって習得すべきグローバル人材としての基礎的な素養については、学内の講義・演習に加え、国内外で

の留学・インターンシップ・ボランティア活動による現場での経験を積ませることを重視する。 

（達成する学生数設定の考え方）下記と同じ。 

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） 43人 61人 99人 136人 

対象となる学生数（B） 448人 433人 409人 400人 

達成する割合（A/B） 9.6％ 14.1％ 24.2％ 34.0％ 

（対象：人文・文化学群） 

（測定指標・達成水準） ①表現力を養成する科目や演習科目などの授業評価で A 評価を得ること。②海外での勉学、活動を行うために十分なコミュ

ニケーション能力を備えること。 

（指標・水準設定の考え方） 日本文化発信力を活かした留学を促進するため、表現力及び国際コミュニケーション能力を重視する。 

 

（達成する学生数設定の考え方） 国際交流協定校との協定数を基準とするが、測定指標を達成した学生には積極的に海外留学や海外研修活動へ

の参加を奨励する。 

 
人文・文化学群 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 15人 26人 50人 72人 

対象となる学生数（B） 259人 259人 246人 240人 

達成する割合（A/B） 5.8％ 10.0％ 20.3％ 30.0％ 

（対象：社会・国際学群） 

（測定指標・達成水準） 専門的理解力、柔軟な発想力、コミュニケーション能力、リーダーシップ等を育成する対話型少人数講義での Aの取得率 が

60%以上であること。 

（指標・水準設定の考え方） 社会科学等の分野での理解力、表現力、対話力、リーダーシップを活かした留学を推進するための基礎作りの指標とす

る。 

（達成する学生数設定の考え方） 各年度の学群卒業予定者数に対する目標達成学生の比率がプログラム最終年度において 40％を超えることを目

指す。 

社会・国際学群 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） 28人 35人 49人 64人 

対象となる学生数（B） 189人 174人 163人 160人 

達成する割合（A/B） 14.8％ 20.1％ 30.1％ 40.0％ 

（対象：人文社会科学研究科 国際地域研究専攻） 

（測定指標・達成水準）学士課程・博士前期課程を通じて、国際共通語としての英語能力が TOEFL-ITP550以上、ターゲットエリア（各学生

が研究対象ないし修了後の活動対象とする地域）の地域共通言語学習科目、地域研究専門科目、国際交渉力育成科目、現地実習科目の 80%

以上がＡ評価であること。 

（指標・水準設定の考え方）人社系グローカル人材育成プログラムの育成する人材像に合致した能力を身につけていることを基準とする。 

（達成する学生数設定の考え方）下表の数値は、本事業（人社系グローカル人材育成プログラム）を修了するプログラム生のみを対象とし

た数値であり、100％の目標達成を目指すものである。 

国際地域研究専攻 

（人社系グローカル人材

育成プログラム） 

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 4人 20人 20人 

対象となる学生数（B） 0人 4人 20人 20人 

達成する割合（A/B） 0％ 100％ 100％ 100％ 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

 

④  その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

国際社会へ目を開かせるグローバル志向の魅力ある大学の構築 

本構想を実現するために、国際性豊かで未来志向精神にあふれ、学生と教職員が世界の一員であることを日

常的に実感する「国際性の日常化」が実現したキャンパス作りを進め、学生が国際社会に目を開き、積極的に一

歩を踏み出せる環境と支援体制を整える。 

●筑波大学の強みと実績を生かした特色あるプログラムの実施 

「筑波スタンダード」を更にグローバル化の観点から具現化し、本学の個性を活かした特色ある学群(学士課

程)の教育プログラムを構築し実施する。これに続いて学群教育との有機的連携を持つ大学院プログラムを創設

する。 

プログラムの構築にあたっては、グローバル30事業における経験とノウハウを活用すると共に、本学の強みで

ある、①国際性及び学際性豊かな教育、②全国共同利用拠点として認定された卓越した日本語教育研究、③

体育・芸術系教育研究組織も擁した総合大学、④筑波研究学園都市及び産学官連携の実績、⑤海外拠点なら

びに国際交流協定 246 校を中心とした海外学術連携ネットワークなどを活用して、広く国内外に「グローバル人

材育成のための学びの場」を展開する。 

 

留学支援体制の整備 

学生に国際社会に対する目を開かせ、留学などを通してグローバル人材を目指して自己研鑽することを動機

付けるため、教養教育段階から、授業、セミナー、産業界を含む社会の一線でグローバル人材として活躍する

先人との交流の場の提供、短期海外派遣プログラムを拡充する。 

海外拠点、帰国留学生を含む海外在住の卒業生ネットワーク、協定校を活用した留学関連の情報提供と現

地支援体制を強化する。 

留学に際しての経済的支援については、本学独自の奨学金制度である「つくばスカラシップ」の運用の拡大

に加え、貸与型海外派遣奨学金の新設により、学生の経済的負担軽減に取り組む。 

 

海外拠点を中心とする留学中の学生の安全確保 

本構想を実現し留学への動機づけを促すためにも、留学先での安全の確保と適切な生活指導体制を整え

る。 

新興国での 1 年間の留学を義務づける本プログラムにおいては、留学した学生の安全の確保が何よりも重

要である。 

大学海外拠点を中心とした現地支援体制を強化し、留学先の協定校との綿密な協力の下で、関連情報の収

集、留学先の選定、ホームステイ先の確保等、学生の留学をロジスティックにおいて支援するとともに、当該国

での安全な環境の確保に努める。そのため新興地域で設置されていない南米等での拠点の開設を検討する。 

学生が留学に向けた心得をしっかりと身に着けるための事前準備をプログラムに組み込むことで、安全意識

を徹底させる。 

外務省の渡航情報に基づき、渡航の是非等を判断する。 

指導教員が、留学先での生活の問題や学修の進捗状況を随時また定期的に学生と確認する環境を整え

る。さらに非常時に即応した体制を指導教員、留学生センター、海外拠点との間で整える。 

 

継続的な指導体制の構築 

  留学先での学修については、本学の指導教員が留学先での指導教員との協力の下で確認する体制を整え、

指導を適切に継続し、修士論文の執筆に向けた研究の深化を効果的にサポートする。 

 

グローバル人材に対応したキャリア支援体制の強化 

人文社会科学研究科の開設するキャリア支援共通科目 PFP 科目（ Preparing for Future 

Professional/Professors）との関連を強化する。 

全学で「グローバルキャリア支援室」を創設し、本学と協定関係にある企業などと連携し、インターンシップ先

の開拓を広げるとともに帰国後のキャリアアップ・就職を支援し、出口の確保を図る。 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

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） 
459人  

（360人） 

460人  

（368人） 

660人  

（480人） 

990人  

（720人） 

1,980人  

（1,440人） 

3,300人  

（2,408人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

59人  

（ 39人） 

59人  

（40人） 

88人  

（53人） 

132人  

（80人） 

263人  

（160人） 

590人  

（390人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

82人  

（ 61人） 

82人  

（63人） 

115人  

（82人） 

171人  

（123人） 

343人  

（246人） 

640人  

（500人） 

学士課程在籍者 
318人  

（260人） 

319人  

（265人） 

457人  

（345人） 

687人  

（517人） 

1,374人  

（1,034人） 

2,070人  

（1,518人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 16,797人  16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
2.7％  

（2.1％） 

2.8％  

（ 2.2％） 

4.0％  

（ 2.9％） 

6.0％  

（ 4.4％） 

12.0％  

（ 8.7％） 

20.0％  

（14.6％） 

目標設定の考え方 

●平成25年度の入学生から、「グローバル人材」への動機づけを行うとともに、語学力向上のための施策を実

施し、平成28年度に全学生数に対する留学経験者の割合を20%まで向上させる。 

●一部の学群では、全員の短期海外留学を目指す。 

 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） 
253人  

（247人） 

100人  

（ 79人） 

106人  

（ 34人） 

459人  

（360人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

37人  

（ 36人） 

4人  

（  3人） 

18人  

（  0人） 

59人  

（ 39人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

49人  

（ 49人） 

8人  

（  7人） 

25人  

（  5人） 

82人  

（ 61人） 

学士課程在籍者 
167人  

（162人） 

88人  

（ 69人） 

63人  

（ 29人） 

318人  

（260人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 16,797人 16,797人  16,797人  16,797人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.5％  

（ 1.5％） 

0.6％  

（ 0.5％） 

0.6％  

（  0.2％） 

2.7％  

（  2.1％） 
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 
（H24.5.1） 

平成２５年度 
（H2５.5.1） 

平成２６年度 
（H2６.5.1） 

平成２７年度 
（H2７.5.1） 

平成２８年度 
（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
1,845人  

（105人） 

2,259人  

（ 120人） 

2,485人  

（ 138人） 

2,734人  

（ 155人） 

3,007人  

（ 172人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

527人  

（   0人） 

655人  

（  0人） 

721人  

（  0人） 

793人  

（  0人） 

872人  

（  0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

701人  

（  0人） 

858人  

（  0人） 

944人  

（  0人） 

1,039人  

（  0人） 

1,143人  

（  0人） 

学士課程在籍者 
262人  

（  0人） 

316人  

（  0人） 

348人  

（  0人） 

382人  

（  0人） 

421人  

（  0人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

355人  

（ 105人） 

430人  

（  120人） 

472人  

（  138人） 

520人  

（  155人） 

571人  

（  172人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

1,681人  

（  105人） 

2,055人  

（ 120人） 

2,261人  

（ 138人） 

2,488人  

（ 155人） 

2,736人  

（ 172人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
11.2％  

（    0.6％） 

13.7％  

（  0.7％） 

15.0％  

（  0.8％） 

16.5％  

（  0.9％） 

18.2％  

（  1.0％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
10.2％  

（    0.6％） 

12.4％  

（  0.7％） 

13.7％  

（  0.8％） 

15.0％  

（  0.9％） 

16.5％  

（  1.0％） 

目標設定の考え方 
平成28年度を通した年間目標値については3,640人とする。 

 

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

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

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

れている者 

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

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

【平成2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ 中国 934人  856人  

２ 韓国 255人  221人  

３ 中国（台湾） 64人  62人  

４ ベトナム 58人  56人  

５ タイ 55人  45人  

６ インドネシア 39人  37人  

７ バングラデシュ 29人  26人  

８ モンゴル 25人  25人  

９ マレーシア 23人  23人  

１０ チュニジア 21人  19人  

その他 ブラジル、アメリカ合衆国等 342人  311人  

合 計  1,845人  1,681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） 

1,136回  1,300回 1,500回 2,200回 2,272回 

全授業数（Ｂ） 11,196回  11,000回 10,000回 9,500回 8,956回 

割  合（Ａ／Ｂ） 10.1％  11.8％  15.0％  23.2％  25.4％  

目標設定の考え方 

●外国人教員及び外国語で授業ができる教員の人数を拡充することにより、事業計画時の2倍にする。 

●授業科目の整理統合により、全体として20%の授業科目を削減する。 

●平成28年度に上記2つの条件を満たす25.4％を目標とする。 

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

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国人教員等（Ａ） 311人  321人  334人  350人  368人  

 うち外国人教員 91人  95人  100人  106人  112人  

総教員数（Ｂ） 1,797人  1,800人  1,815人  1,820人  1,825人  

割  合（Ａ／Ｂ） 17.3％  17.8％  18.4％  19.2％  20.2％  

目標設定の考え方 

●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者については、各年度6, 8, 10, 12人

ずつ増加とした。外国人教員数は、各年度4, 5, 6, 6人ずつ増加とした。 

●承継内の教員数は、各年度とも定員の充足率を 24 年度と同率（95.6％）として算出し、承継外の

教員数は、毎年度5人増（平成25年度は3人増）として算出し、総教員数として双方を合算した。 

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） 
1,457人  1,478人  1,508人  1,531人  1,553人  

総教員数（Ｂ） 1,797人  1,800人  1,815人  1,820人  1,825人  

割  合（Ａ／Ｂ） 81.1％  82.1％  83.1％  84.1％  85.1％  

目標設定の考え方 

（A）各年度の退職者と新規採用者の博士号取得率の差、在職者の博士号取得率を踏まえ、毎年1％程

度上昇するものとして算出した。 

  

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） 16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  16,540人  

総教員数（Ｂ） 1,797人  1,800人  1,815人  1,820人  1,825人  

割  合（Ａ／Ｂ） 9.2   9.2   9.1   9.1   9.1   

目標設定の考え方 

（Ａ）は、各年度とも24年度と同じとして算出した。 
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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点 

 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） 

17人  25人  29人  36人  72人  

事務系職員総数（Ｂ） 721人  721人  721人  721人  721人  

割  合（Ａ／Ｂ） 2.4％  3.5％  4.0％  5.0％  10.0％  

目標設定の考え方 

本学では、全ての事務職員が外国語によって留学生や外国人教員とのコミュニケーションが図られるよ

う求めている。「アドミニストレータ・コモンズ」において、体系的に英会話等実践的外国語研修を実

施するとともに、海外での留学生説明会への派遣や海外協定校等での実践的実務研修を実施する。 

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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様式 
（本構想における取組内容） 
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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】 本学は中期目標･計画において、あらゆる面

で「開かれた大学」を目指し、従来の固定観念に捉わ

れない「柔軟な教育研究組織」と次代の「新しい大学の

仕組み」を率先して実現することを基本理念として、世

界の国々や地域に開かれた大学として、国際的通用性

のある教育研究活動の展開と連携交流に積極的に取り

組み、国際的な信頼性と発信力を有する大学を実現す

ることを掲げている。 

《グローバル30事業による国際化の推進》 

平成21年度に開始した国際化拠点整備事業(グロー

バル 30)において、本学は教育研究を通して国際社会

でのリーダーを目指す一方、学生と教職員が世界の一

員であることを日常的に実感する「国際性の日常化」環

境を構築してきた。英語による授業のみで学位が取得

できる｢英語コース｣を学士課程で 3、修士課程で 18、

博士課程で 6 コースを開設した。留学生数は計画時の

1,337 人から平成 22 年には目標値を上回る 2,383 人に

増加した。〘本学は、グローバル３０事業を機関車役と

して大学のグローバル化を推進し、「留学生の受け入れ

機能の強化」について成果を上げた〙 

《グローバル化推進体制の構築》 

グローバル３０事業を推進するため、学長を委員長、

副学長を委員とする「国際化推進委員会」を設置した。

同委員会の下に、個別業務毎に担当副学長を委員長

とする 7 つの小委員会(①英語プログラム等推進、②学

生支援、③学術研究交流、④外国人教員雇用等、⑤

海外拠点運営、⑥つくば市との連携、⑦附属学校国際

教育推進)を置いた。 

《他大学とのネットワーク化による連携活動》 

グローバル 30 事業において、本大学が幹事校となり

14 大学から成る関東･甲信越大学間コンソーシアム及

び筑波大学･東北大学・名古屋大学によるパイロットネ

ットワークを構築し、成果の共有を図った。 

《海外拠点の構築によるグローバル化の推進》 

チュニジア、ウズベキスタン、ベトナム、中国、ドイツ

に事務所を設置した。更に、本大学が幹事校となり日

本･北アフリカ学術連携ネットワークを構築し、グローバ

ル化を推進した。 

《産官学連携》 

日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)と連携協定を結

び、産官リーダーによる学群学生向け授業を開始した。 

《外部評価委員会の設置》 

有識者による第三者評価委員会を設置し、グローバ

ル 30 事業に反映する体制をとった。 

【本構想における展開】 

本構想は、以下のように大学全体のグローバル化推

進の取り組みの一環として行なわれる。 

《グローバル人材を育むキャンパス環境の実現》 

 本学の学際的な教育研究の伝統、グローバル 30 事

業による留学生受入増や国際性が日常化したキャンパ

ス環境実現の取り組みを発展させ、国籍や分野を超え

た学生間の交流と協働をさらに進め、キャンパスにおけ

る「多様性」を日常化させる。加えて、海外拠点･協定

校･海外卒業生ネットワークを活用して日本人学生の海

外留学を促進し、グローバル人材の育成を推進する。 

《教養教育・外国語教育改革及び留学プログラム》 

多様性対応力のあるグローバルリーダー育成の要で

ある教養教育カリキュラムの改革、外国語運用能力向

上のための改革を継続する。また、本学は日本語教育

の全国共同利用拠点、武道や伝統芸術の拠点、筑波

研究学園都市の中核拠点であり、筑波大学の強みを生

かした日本人学生の海外留学プログラムを展開する。 

《教学システム改革及び推進体制》 

世界に通用する国際基準に見合った教学システム

に改革するため、本学｢国際化推進委員会」下の「英語

プログラム等推進小委員会」を発展的に強化し、「国際

通用力ある教育システム推進小委員会」に改組する。 

改革された教学システム施策の実施機構として「グロ

ーバル・ラーニング・コモンズ」を創設し、国際化を推進

する既存の学内組織を連携させ、外国語教育の充実

や留学生支援･海外派遣支援の強化、及び全学的ガバ

ナンス体制を強化する。コモンズ全体を統括するジェネ

ラル･コモンズの下に、学生、教員、事務職員をターゲ

ットに 3 つの実施組織を置く。 

① スチューデント･コモンズ：日本人学生と留学生の一

体的な教育支援、派遣学生支援及び留学生支援 

② ファカルティ･コモンズ：日本人教員の英語による教

授力向上、外国人教員との協働促進 

③ アドミニストレータ・コモンズ：事務系職員のグローバ

ル・リテラシー強化 

《危機管理、帰国後の就職・進学支援体制の強化》 

現在の学生支援機能を強化したグローバルキャリア

支援室を設置し、日本人学生の海外留学に対する動

機づけ及び帰国後のキャリア形成や就職支援を通じた

グローバル人材志向への自信の植え付けを行う。 

また、海外事務所･帰国留学生･協定校とのネットワ

ークを強化し、海外留学先での現地支援、危機管理、

国内外インターンシップ及び就職先の開拓を行う。 
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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】 

《全学的な教学マネジメント》 

本学は中期目標･計画において、「高度で先進的な

研究に裏打ちされた学士課程から博士課程までの教育

を通じて学生の個性と能力を開花させ、豊かな人間性と

創造的な知力を蓄え、自立して国際的に活躍できる人

材を育成する」ことを目標に掲げている。 

 全学的な教学マネジメントの実施体制 

教育目標を達成するために、教育担当副学長が主

宰する「学群教育会議」及び「大学院教育会議」におい

て教学マネジメントの方針を決定している。特に、

グローバル化の推進に関しては、学長が主宰する「国

際化推進委員会」の下に設置された教育担当副学長

が主宰する「英語プログラム等推進小委員会」におい

て方針の策定を行っている。 

 全学的な教養教育マネジメント体制 

 教養教育機構(共通科目)、全学学群教育課程委員

会(共通科目及び専門科目)において、全学的な教育

課程を編成する体制を構築した。 

 

《学士課程教育の質的向上に向けた取り組み》 

平成 23 年度から「教育の実質化」と「教育の質保証」

を確保することを目的として、教学システムの改革に着

手した。 

① 筑波スタンダードの見直し 

・教育の目標と達成方法及び教育の枠組みを教育宣

言として公表(平成 20 年)した筑波スタンダードを、グ

ローバル化の進展を考慮して見直している。 

② 人材養成目的に沿った学位プログラム化の取組 

・学長のリーダシップの下に、学位を与える課程(プロ

グラム)中心の考え方を整理し、既存の教育組織と並

存する学位プログラムを確立しながら、既存の教育

組織にも必要な改革を加える。 

・インターディシプリナリーな学位プログラムの創設を

進めた。 

③ 国際化及び秋入学に適した学期制度改革の検討 

・グローバル化への対応を考慮して、現行の 3 学期制

(Ⅰ学期 4～7 月、Ⅱ学期 8～11 月、Ⅲ学期 12～3

月)を、平成 25 年度からセメスター(前期、後期)制に

変更することを決定し、移行の準備作業を進めた。 

④ 教育課程の国際通用性向上策の検討及び導入 

・社会の信頼に応える学士課程教育を実現するため

に、学士課程教育の実質化のためのフレームワーク

策定の検討を開始した。 

【本構想における取組】 

《国際通用性向上のための教学マネジメント推進体制

の改革》 

 全学的な教学マネジメント施策の策定 

国際化推進委員会の下に「国際通用力ある教育シス

テム推進小委員会」を設置し、「学群教育会議」と連携し

て、教学マネジメントの改革を策定する体制とする。 

 改革された教学システム施策の実施 

「グローバル・ラーニング・コモンズ」のジェネラル・コ

モンズにおいて策定された国際通用性向上策を全学

的に実行する。 

《国際通用性向上のための新たな取組》 

① 国際基準に見合う「筑波スタンダード 2.0」の策定 

 外国語力のスタンダードの明確化など、グローバル

化の進展にふさわしい教育の目標と達成方法及び

教育の枠組みを教育宣言「筑波スタンダード 2.0」とし

て日本語及び英語で公表する。 

② グローバル人材育成の基礎となる教養教育と外国

語教育の充実（グローバル･リベラルアーツ） 

・現在 1 年次のみで行っている英語科目を改革し、入

学から卒業まで一体的に学修し、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)を修得させ

る体制を構築する。 

・TOEFL など語学力の客観的評価を定期的に行う体

制を構築し、学修にフィードバックする。 

・英語を国際共通語としつつ、ドイツ語、フランス語、中

国語、ロシア語、スペイン語、朝鮮語、アラビア語等の

多言語と背景にある文化の学習環境を構築する。 

・グローバルコミニュケーション能力の基礎となる、日

本語で自己の意思を的確に表現し伝達する能力を

修得させる教養教育科目「国語」の必修化を拡大す

るとともに、外国語によるコミュニケーション能力の向

上を見据えた内容へ改善する。 

・日本語、日本文化など、日本人としてのアイデンティ

ティーを学び、発信できるカリキュラムを構築する。 

③ 国際化及び秋入学に適した学期制度改革の実施 

・春入学及び秋入学の実施、海外の大学との入学･卒

業時期、海外留学、留学生受け入れ時期の整合性

を取りやすくするため、平成 25 年度から現行の 3 学

期制を改革し、春学期を4～9月、秋学期を10～3月

とするセメスター制(2学期制)を導入する。 

・すべての授業科目を学期完結型にする。 

・更に春学期及び秋学期をそれぞれ 3 モジュールに

区分し、年間で計 6モジュール制(春 A、春 B、春 C、

秋 A、秋 B、秋 C)を導入する。 
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・教育の質的向上を目的として、学士力の明確化を進

めている。 

⑤ 単位制度の実質化の徹底 

・既に設定している学生の履修可能上限単位数 45 単

位(年間)の実質化を図っている。 

・1 単位は 45 時間の学修が必要であることをより現実

化させる方針を定め、現在 FD を進めている。 

・単位制度の実質化について、学期制の見直しガイド

ラインにも記載することとした。 

⑥ シラバスの充実及び多言語化 

・シラバス作成ガイドラインに従ってシラバスを作成す

ることを全学的に徹底した。 

・シラバスの充実及び英語化の検討を開始した。 

・履修登録システム(TWINS)の英語化の検討を開始し

た。 

⑦ ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備 

・教養教育を再構築するなかで、総合科目の改革を

実施した。総合科目の一部でナンバリング制度を開

始した。 

・GPA 制度の全学的な導入に合わせて、ナンバリング

制度の全学的な導入の検討を開始した。 

⑧ GPAなど厳格な成績評価とその活用 

・成績評価の厳格化、国際基準に適合した成績評価

法の検討を行った。 

・既に GPA 制度を導入している教育組織においては

履修指導、主専攻振り分け、大学院の推薦入試の推

薦基準等、学生の教育指導に活用した。 

・年間修得単位が 15 単位未満の学業不振者につい

ては除籍となる旨を学則に規定した。 

⑨ 学修時間の増加･確保による主体的な学びの確立 

・双方向授業やアクティブ･ラーニングなどの課題解決

型の能動的学修を推進した。 

・ディスカッションの導入、Moodle(e-ラーニング)の活

用、クリッカー(教師と学生のコミュニケーションツー

ル)の効果的な活用(医学の総合科目での取組)、外

国語センターでの Call System(語学学修システム)の

活用などを進めた。 

⑩ 入学時から卒業時までの一貫した取組 

・学生の多面性や多様性に配慮して、入試を通じた学

生受け入れや学生の流動化への対応を検討した。 

・総合知教育として、汎用的能力等を身につけるため

のジェネリックスキル、トランスファラブルスキルと履

修モデルの検討を開始した。 

⑪ 秋入学の一部実施 

・学期制度改革に先行して秋入学を一部実施した。 

④ 教育課程の国際通用性向上策の導入 

 平成 23 年度から開始した学士課程教育の実質化の

ためのフレームワーク策定を進め、教育課程に反映

する。 

 平成 24 年度から学士力を明確化するための検討を

開始し、学位の質の保証に反映させる。 

⑤ 単位制度実質化の徹底 

・2 学期制への移行を契機に、年間履修可能な上限

単位数が 45 単位であること、及び 1 単位は 45 時間

の学修が必要であることを更に徹底していく。 

・学修時間のモニタリング法を検討する。 

⑥ シラバスの充実及び多言語化 

・国際基準に適合する改革を行うとともに、シラバスの

英語化を行う。 

・履修登録システム(TWINS)の英語化を行う。 

⑦ ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備 

 国際通用性向上のためナンバリング制を導入する。 

⑧ GPAなど厳格な成績評価とその活用 

 国際基準に適合した成績評価を実現するため、平成

25 年度から GPA制度を導入する。 

⑨ 学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立 

・双方向性授業、能動的学修(アクティブ・ラーニング)

の導入を進めるとともに、オフィスアワーやスチュー

デント・コモンズにおける担当教員との授業時間外で

の交流機会を拡充し、主体的な学びを確立する。 

・ICT (Information & Communication Technology)を活

用した e-ラーニングを導入して、授業時間外に自発

的･主体的に学修できる機会を拡大する。 

⑩ 課題解決･人材養成目的指向型の専門教育の推進 

・地球規模課題の解決及び人類のグローバルな活動

の展開を学際的思考で牽引できる人材を育成する

ため、グローバル･リベラルアーツと連動した課題解

決･人材養成目的指向型の専門教育を行う。各課題

に関連する学群･学類が横断的に連携する分野横

断学位プログラムも創設する。 

⑪ 質保証を伴った海外留学･インターンシップの共通･

専門科目への単位互換の推進 

・ 海外留学･インターンシップ案件に関する実地調査

を含む質の評価基準、留学中のモニタリング及び成

績評価体制の確立、新規科目の創設を含む単位互

換可能な共通･専門科目(｢グローバル科目群｣)の指

定、単位互換手続きの共通化･簡素化を進め、質保

証の伴った海外留学･インターンシップのカリキュラ

ムへの組み入れを行う。 

⑫ 国際通用性のある産学連携教育システムの構築 

 JAPIC(社団法人日本プロジェクト産業協議会)、経団

連など産業界からの講師による授業を開講する。 

・海外インターンシップによる企業体験機会を設ける。 
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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】 

《戦略的教育情報公開及び本学の魅力の発信》 

本学のグローバル化に向けて、下記の戦略的教育

情報について、各種刊行物、WEB、オープンキャンパ

ス、留学説明会等により情報を発信している。 

① 入学者に関する受け入れ方針(アドミッション･ポリシ

ー)、授業料、入学金 

② 奨学金、授業料免除制度学生宿舎情報 

③ 学生数、留学生数、出身国別留学生数、学生の就

職に関する情報 

④ 教育理念･教育目標(筑波スタンダード)、学生が修得

すべき知識・能力、授業科目、授業の方法及び内容

並びに年間の授業の計画、履修モデル、主要科目

の特徴 

⑤ 学修の成果に係る評価及び卒業または修了の認定

にあたっての基準 

また、本学の大学研究センターでは、大学の機能･改

革に関するセミナー活動を国内外の大学･機関と協力

して実施した。 

 

《英語のみでアクセスできるウェブサイトの構築》 

公式ウェブサイトの入口から英語のみでアクセスでき

る一元的なシステム、ビデオやブログを取り入れたコン

テンツの開発、世界最大のソーシャルネットワークであ

る Facebook、Twitter を通じた広報活動を行い、英米加

を中心に世界から年間約 1 万人のアクセスを得るなど

の実績を上げた。 

 

《海外拠点を通じた情報発信》 

日本留学説明会、共同研究の推進、留学生招致を

中心に情報発信を行っている。グローバル30事業にお

いて本学がチュニジアに設置した海外大学共同利用

事務所による日本留学説明会を開催した。 

・ 平成22年2月チュニジア、参加学生約500名 

・ 平成22年2月アルジェリア、参加学生約880名 

・ 平成22年3月モロッコ、参加学生約400名 

・ 平成23年11月チュニジア、参加学生約350名 

・ 平成24年3月モロッコ、参加学生約940名 

また、本学主催による日本･北アフリカ学長会議を開

催し、情報発信を行った。 

・ 第1回：平成22年5月、チュニジア国ガマルタ、日本か

ら19大学、北アフリカから19大学参加 

・ 第2回：平成24年2月、つくば市、日本から23大学、北

アフリカから17大学参加 

このほか、中国、ベトナム、ウズベキスタン、ド

イツにも海外拠点を置き、情報発信を行っている。 

【本構想における取組】 

《ウェブサイト及びセミナー等の拡充と多言語化によ

る教育情報公開の充実》 

これまで進めてきた「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教育情報」について、各

種刊行物、WEB、オープンキャンパス、留学説明会等

での発信を進めるとともに、日英 2 言語化の達成と多言

語化を進める。特に、現在複数ページで公開している

関連情報を一元的にアクセスできるようにし、多言語に

対応した公式ウェブサイトへ改善する。 

また、大学研究センターの研究・セミナー活動を通じ

て大学改革に関する情報発信を行う。 

《教育クラウド基盤整備と国際連携情報が「見えて」「使

える」仕組みの構築》 

本学のコンピュータネットワークを、最新のクラウドコ

ンピューティング技術を用いた「クラウドコンピューティ

ング基盤システム」として再構築する。このクラウドコンピ

ューティング基盤システム上において、国際教育･研究

活動、協定校との交流、インターンシップなどの国際産

学連携情報など本学のグローバル化に関連する情報

の一元的可視化による情報発信と有効活用を目指した

国際業務関連の情報共有･活用システム である

Tsukuba Integrated International Network Navigation 

System (TIINNS)を構築する。 

現在本学が保有･公開している教育･研究情報に加

え、海外拠点の活動、協定校の概要や本学学生が受

講可能な教育プログラム、本学同窓生の国内外勤務

先、国内外の企業･機関におけるインターンシップ、国

際キャリアフォーラムに関する情報等を収集し、データ

ベース化する。これらの情報と既存の情報と併せたイン

デックスを作成し、横断的な検索を可能にする。本シス

テムにより、閲覧者の関心･ニーズに応じて本学の基本

情報、教育･研究･国際連携リソースを一元的に可視化

して、本学への進学･留学希望者への情報提供、大学

間及び産学連携案件を形成し実施する。 

《海外拠点、協定校、卒業生ネットワークを活用した国

外での情報提供》 

海外拠点、本学との学生交流が活発な協定校、海外

の企業･大学･機関に勤務する卒業生を活用し、海外拠

点や協定校での本学広報スペースの設置、刊行物や

プレゼンテーションによる現地での情報発信活動を展

開する。 

また、筑波大学留学説明会の開催、FaceBook を活

用した Internet Caféや卒業生などを「筑波大学アソシエ

イト」と認定し、積極的な協力を仰ぐなど、海外において

もオン･オフラインを併用した情報発信を行う。 
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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】 

《G30事業での事務のグローバル化施策の推進》 

国際関連事務の学内調整・とりまとめを円滑に進める

ために、国際部内にグローバル 30 担当チームを組織

し、事務職員4名及び専任国際アドバイザーを配置し、

国際化対応機能を強化した。 

留学生の増加に対応するため、留学生交流課に事

務職員 1 名を新規配置、教育推進部に外国語担当非

常勤職員 2 名、学生部就職課に就職支援職員 1 名を

採用、本部事務部門に中国語、韓国／朝鮮語、フラン

ス語、ロシア語対応事務職員を配置した。 

系(学群及び大学院)及び支援室には、各英語コース

に職員を配置した(計 7 名)。特に英語コース開設数の

多い生命環境科学研究科及び学群に「グローバル 30

サポートルーム」を設置して職員 5 名(常勤、非常勤)を

配置した。また、人間総合科学研究科(医学系)には「イ

ンターナショナル office」に契約職員 3 名を配置した。 

 全学の連絡調整は、グローバル 30 事務連絡会、グロ

ーバル 30 学群プログラム連絡会、グローバル 30 大学

院プログラム連絡会を通じて行っている。 

《事務系職員の学内 SD 及び短長期海外派遣による国

際感覚の醸成と国際実務能力の向上》 

学内ガバナンス、学生支援、事務体制のグローバル

化に関する諸外国の先進事例を学び、担当者同士が

直接ディスカッションすることによってグローバル化に

対する本学職員の意識改革を促進する目的で、事務

職員を中心としたグループの短期派遣プロジェクトを実

施している。平成21 年度2 件、平成 22 年度3 件、平成

23 年度 3 件を採択し、計 19 名の職員、4 名の教員を海

外へ派遣した。 

学内英語研修により職員の語学能力を向上させると

ともに、受講者のうち一定の語学レベルに達した職員を

海外の留学説明会に派遣し、国際実務を経験させてい

る。平成 24 年度からは、本学のボン事務所に職員を長

期派遣し、海外実務での実務研修を行っている。 

 平成 23 年度は「グローバル大学職員人材育成チー

ム」による検討を行い、海外拠点への長期派遣、海外

協定校の語学コースへの短期派遣、書類等の英語表

記実施、外国人留学生の学内業務への雇用、TOEFL

や TOEIC 等の語学力試験の受験機会を設定した。 

本学大学研究センターでは、大学マネジメントを担う

人材の育成を目的として、｢大学マネジメントセミナー」

及び履修証明プログラム｢大学マネジメント人材養成｣を

実施し、大学職員の能力開発･向上のための活動を実

施している。 

【本構想における取組】 

《事務系職員国際化の強化》 

 本学では、国際性の日常化(語学力維持・向上)にお

ける基本方針(注)を制定し、全ての事務職員が外国語に

よって留学生や外国人教員とのコミュニケーションが図

られるよう求めている。「アドミニストレータ・コモンズ」に

おいて、体系的に英会話等の実践的外国語研修を実

施するとともに、留学生説明会への派遣や海外協定校

等での実践的実務研修を実施する。 

(注)｢国際性の日常化｣の下で、特定の職員のみが国際業務を
担うのではなく、全ての事務系職員が外国語コミュニケーション
能力の維持･向上に努めることを奨励しており、平成25年度から
は係長級以上の職員には英語等の語学職務研修の受講を義務
付ける(TOEIC等受験者を除く)。 

《国際化対応チームの編成》 

部局における国際関連業務の円滑な推進及び本部

との連携強化のため、系(学群及び大学院)及び支援室

に国際連携担当者(教員)と国際マタ―担当者(事務職

員)を配置し、「国際化対応チーム」を編成する。 

本部と部局との連携を密にするために、国際連携担

当者は全学の国際戦略室員、国際マター担当者は全

学の国際事務連絡会委員を兼ねる。 

《アドミニストレータ・コモンズの創設》 

 事務職員のマインドセット(意識改革)、英語を聞く･話

す･読む･書く能力の向上などのソフト面での教育･研修

は、アドミニストレータ・コモンズで実施する。同コモンズ

では、語学研修のほか、海外派遣研修支援、海外事情

研修、英文文書ライティング研修等を行う。 

《学内文書の多言語化》 

グローバル３０事業を契機に進められてきた日英2言

語の公用語化、各種文書及び表示等の 2 言語化を加

速する。更に中国語や韓国語なども含めた多言語化も

行う。このために外国人留学生の学内業務への活用を

拡大する。 

《事務系職員の海外派遣による国際実務能力の向上》 

海外での留学説明会や海外拠点に事務系職員を派

遣し、国際実務を経験させ、国際感覚を肌で身に付

けさせる。また、国際教育交換協議会（CIEE）が実施

している｢エコ･ボランティア｣など多国籍メンバー

によるボランティア体験を通じて国際感覚を醸成さ

せる。また、事務系職員の国際対応能力向上のための

SD を行う。 

大学研究センターにおいては、大学マネジメントのグ

ローバル化をテーマとするセミナーや人材養成プログ

ラム等の SD 活動を実施し、高度な国際対応能力を有

する事務支援のプロフェッショナル人材を育成する。 
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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】 

《日本人学生の海外派遣の状況》 

 59か国･地域の大学･機関と 246国際交流協定、 

207校と授業料不徴収協定を締結 

平成 24 年 5 月現在で 59 か国の大学と 246 協定を

締結している。特に学生交流を含む海外の大学とは

207 校と授業料不徴収協定を締結し、学生の海外留学

を促進している。留学先で修得した単位は、所定の手

続きを経て本学の単位として認定される。また、留学期

間も在学期間として算定されることにより修業年限内で

の卒業が可能である。 

海外に交換留学する学生は、平成 20 年度 221 人、

平成 21 年度 256 人、平成 22 年度 291 人と増加傾向

にある。海外派遣の中には、エジプトのカイロ大学及

びアインシャムズ大学をカウンターパート機関として派

遣する「北アフリカ政治経済研究プログラム」、筑波大

学とカリフォルニア大学の大学間交流協定に基づく

UCT(UMAP 単位互換システム)によるプログラム、カリ

フォルニア大学における研修などを含む包括的教育

プログラムである「筑波大学・カリフォルニア大学学生

交流プログラム」等により派遣している者もいる。 

協定校であるベルリン自由大学への日本人学生の

派遣数は平成 20～23 年度間の合計で 11 名である。

なお、ベルリン自由大学からの受入留学生数は、平成

20～23 年度の合計で 22 名である。 

 海外実習及び海外インターンシップ 

平成20 年度に 112 名、平成21 年度に 109 名、平成

22 年度に 136 名の学生が海外において実習及びイン

ターンシップに従事した。海外インターンシップに関し

ては、旅費を支給する等の支援も行っている。 

学群･大学院ともに海外インターンシップ並びに海

外実習を取り入れる教育組織が増えている。人間総合

科学研究科医学系においては｢武者修行型教育｣の

コンセプトの下、学生自身の企画立案による海外イ

ンターンシップとしてベトナム、台湾の協定校、病

院への学生派遣を行っている。また、生命環境科学

研究科持続環境学専攻環境ディプロマティックリ

ーダープログラムにおいては、留学生、日本人学生

を混在させた海外インターンシップを進めており、

平成 22 年度にはチュニジアへ学生 10 名、モンゴル

へ学生 6 名を派遣した。 

【本構想における取組】 

《全学レベルでの取り組み》 

 グローバル人材育成の基礎となる教養教育（グロ

ーバル・リベラルアーツ）の充実 

教養教育スタンダードにおける 4 目標(基盤教育、ア

カデミック・リテラシー、ヒューマニティ、キャリア)を基盤

に、実践的語学力に加え、多様性への理解･対応能

力、自己表現力、未来志向的でポジティヴな思考と実

践力、世界の中で尊敬・信頼される個人としての教養と

人格を身につけさせるためのグローバル・リベラルアー

ツを展開する。また、T-ACT など学生の自主性を伸ば

す学内プログラムも積極的に活用する。 

 共通科目「国語」によるグローバル時代のコミュニ

ケーション能力の基盤となる表現力の習得 

日本語を母語とする学生に対しては、教養教育科目

「国語」の必修化を拡大し、グローバルコミニュケーショ

ン能力の基礎となる、日本語で自己の意思を的確に表

現し伝達する能力を習得させる。 

 留学生及び SENDプログラムにおける日本人学生

のための日本文化学習プログラム 

本学前身の東京高等師範学校長の嘉納治五郎が創

始した柔道をはじめ、剣道、弓道などの武道ほか、書

道、茶道、華道、武士道、修験道など「道」のつく日本の

伝統文化と精神風土を学ばせる、留学生や初学者向け

の入門プログラム「『道』にみる日本」を開設・提供する。

異文化理解力及び日本文化発信力を養成し、海外留

学先での日本文化の発信のための基礎知識を習得さ

せる。日本人と留学生が混在したクラス編成の中での

日本文化の学習･体験を通して、異文化の視点から日

本文化を捉え、発信する態度の動機付けを行う。 

 多国籍メンバーによる短期海外ボランティアプログ

ラムへの派遣による異文化･多様性経験 

国際教育交換協議会(CIEE)と連携し、同協議会が

運営する「国際ボランティアプロジェクト」「ボランティア

＆ホームステイ」プログラムに夏期・春期休業期間集中

の共通科目として 1-2 年次生を派遣する。多国籍メン

バーによるグループ活動を通して、現場でのコミュニケ

ーション能力、主体性、協調性を身につけさせ、グロー

バル人材への自己研鑽とキャリア形成を動機付ける。 

 本学と附属学校及び海外の教育系大学との連携に
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学群(学士課程)レベルにおいて、生命環境学群生

物資源学類では、海外協定校との単位互換･インター

ンシップ制度(国際農業研修)により、平成 22 年度にフ

ランスとタイへ学生 30 名を派遣するとともに、タイから

24 名の留学生を受け入れた。人文･文化学群日本語･

日本文化学類においては、平成22年度に同学類の開

設科目「国際教育実習」(2 単位)をモスクワ市立教育大

学の協力の下でモスクワ市において実施し、各年度そ

れぞれ 26 名、20 名の学生を派遣した。本実習では、

モスクワ市立教育大学の教員・学生と交流・討論、日本

語を外国語として学んでいる小中学校の参観、歴史博

物館の訪問を行うとともに、学生をモスクワ市立教育大

学の学生の自宅にホームステイさせた。これらを含め

大学全体では平成 20 年度に 112 名、平成 21 年度に

109名、平成22年度に136名の学生が海外でのインタ

ーンシップに従事した。これらの海外インターンシップ

に関しては、旅費を支給する等の支援も行った。 

 産官からの講師派遣などによる連携 

産業界･官界や社会の現状･人材ニーズの理解、イ

ノベーションマインドの涵養を目的として、本学と協定

関係にある企業、社団法人日本プロジェクト産業協議

会(JAPIC)参加企業及びつくば市周辺に拠点を持つ企

業や国際協力機構(JICA)筑波国際研究センター、財

団法人茨城県中小企業振興公社との連携により、経

済･産業界･官界からの講師によるオムニバス授業

(JICA 国際研修英語プログラムや産学官連携型「環境

型ディプロマティックリーダー育成プログラム」等)を実

施している。さらに実社会における協調力・実践力を身

につけ、学生のキャリア形成に役立てるため、上記企

業や本学と協定を結んでいる日立製作所等の産業界

と、国内インターンシップを推進している。国際機関、

特に途上国で活躍するグローバル人材の育成につい

ては、JICA、中小企業公社、つくば市商工会青年部及

び青年会議所や財団法人日本国際協力センター

(JICE)による人材育成支援プログラムに協力している。 

《学生の自主性の涵養、グローバル人材指向への動機

付け》 

 未来構想大学講座(IMAGINE THE FUTURE) 

未来志向型グローバル人材の育成を図ることを目的

とし、全学学生を対象とした科目(総合科目、自由科目

(特設))として、産業界等と連携し、学外から講師を招聘

して平成 23 年度から開講している。平成 24 年度は 5

科目を開設している。 

① 筑波大学特別講義「大学と学問」：学長をはじめ本

学に関係する研究者･産業人等のトップレクチャー 

② 世界に挑む産業界･官界トップリーダによる連続リレ

ー講義Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ：日本の一流企業で構成する(社)

日本プロジェクト産業協議会(JAPIC）との連携協定

に基づき，産業界･官界で活躍する企業人・官僚等

を講師とした科目 

よる国際教育実習プログラム 

日本語･日本文化学類が現在展開している「国際教

育実習」をさらに発展させ、教職科目における教育実

習科目と連関した科目として全学的に開講する。国内

教育実習期間後に、モスクワに加え、中国、ASEAN 諸

国を中心とした附属学校の提携校及び本学が持つ師

範学校ネットワーク傘下の中学、高校等に派遣し、日

本語の授業を含む教育実習を実施す る (SEND: 

Student Exchange-Nippon Discovery 機能)。 

また、本学附属学校での教育実習期間中における

通常の教育実習に加え、本学附属学校、本学教育開

発国際協力研究センター、グローバル・ラーニング・コ

モンズの連携の下、日本語教育、国際教育のトレーニ

ングを行う。附属坂戸高等学校では、インドネシア、タ

イ、フィリピンの協定高校との連携で、現地での教育実

習を含めた高校生から学群生及び大学院生を対象と

したグローバル教育を担える教育者・指導者を養成す

るためのプログラムを実施する。 

 産業界･各機関との連携による現場と直結した人材

育成の推進 

(社)日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)の講師によ

る「グローバル時代のトップランナーⅠ･Ⅱ･Ⅲ」に加

え、インテル社からの講師による「世界で通用するコミ

ュニケーション力向上講座」を開講する。 

 多国籍メンバーによるチーム単位での国内外インタ

ーンシップの推進 

国内外の企業・機関との連携により、日本人学生・留

学生からなる多国籍チーム単位でのインターンシップ

を実施し、日本語による実地研修に対して日本人学生

が留学生を支援するなど、企業体験に加え、実社会の

中で日本人・外国人が協働して課題解決に取り組む経

験を積ませる。こうしたインターンシップ派遣先の企業

に対してもダイバーシティ経験を通して、留学生、グロ

ーバル人材の積極的な採用を促す相乗効果を狙う。 

 海外留学のパッケージ化(Tsukuba Study Abroad プ

ログラム)による海外留学･インターンシップの体系

的なカリキュラムへの組み込み 

語学留学、海外ボランティア、国内外インターンシッ

プを Tsukuba Study Abroad プログラムとしてパッケー

ジ化し、カリキュラム内の位置付け、修得が期待される

能力･素養をシラバスで明確化する。 

海外留学･インターンシップの内容に応じて単位互

換可能な既存の共通科目･専門科目の指定及び「異文

化体験学習」「海外インターンシップ」などの新設

科目からなる「グローバル科目群」を設定し、共通教育

及び専門教育へ積極的に取り入れる。 

 課題解決型グローバルリーダー育成学位プログラ

ムの実施に向けた取り組み 

 地球環境悪化、資源・エネルギー、広域感染症と医

療、社会格差の拡大、安全･安心、心身の健康の維



24 
（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

③ 青木彰記念講座「ジャーナリズムとメディアの現在」：

日本のマスコミ界で活躍する OB/OG による科目 

④ 勇者の鼓動「未来を創るスポーツ王国論」：スポーツ

ビジネスのプロ(アスリート、マネージャー、CEO)を

講師に迎え、その熱い魂と世界観にふれる科目 

⑤ 創造学群表現学類「OBOG 指導によるクリエイティ

ブ体験講座」：広告、出版、マーケティングなど、クリ

エイティブ業界の第一線で活躍する OB/OG による

ワークショップ形式の科目 

 総合科目 I 「世界の TSUKUBAで学ぶ」 

「開かれた大学」としての本学、及び筑波研究学園

都市との連携による国際活動を学内外の講師を招い

て紹介するとともに、海外留学や留学生との交流を通

した学生ひとりひとりの「国際性の日常化」についての

ディスカッションを行い、「世界に開かれた筑波大学

生」の意識を高めるための科目を 1-2 年次向けの総合

科目として 22 年度から開講している。 

 つくばアクションプロジェクト(T-ACT)  

学生の自発的な提案を、他の学生や教職員と一緒

に実現していく「つくばアクションプロジェクト(T-ACT)」

を、平成21年度から実施した。活動の内容は学問的な

ものにとどまらず、日々の生活に密着したものやボラン

ティア活動まで、幅広く取り上げている。 

本プロジェクトは、学生支援 GP「共創的コミュニティ

形成による学生支援」の援助を受けて設立したもの

で、学生の全人格的な成長という目的を達成するため

に、学生・教員・職員のすべてを大学の人的資源として

捉え、そのネットワークを土台として学生の主体的で多

様な活動を大規模に創出させることを狙っている。 

平成 24 年度 5 月 15 日現在で、15 のプロジェクトが

今年度から新規に進行中であり、うち5件が海外あるい

は留学生との交流を含むものである。 

《留学プログラムの拡充》 

 海外の大学との学部レベル協働プログラム 

国際交流協定に基づく海外の大学との協働プログラ

ムを実施している。また、単位互換制度を利用して海

外で取得した単位を読み替える交換留学生制度を積

極的に利用するように日本人学生に情報提供してい

る。国際総合学類では、交換留学しても 4 年間で卒業

できるように、3 年次のゼミ履修単位を海外留学での成

果をまとめた独立論文の提出で置き換える制度が定着

しており、半数近くの学生が海外経験をしている。 

① 留学生センター：米国 3 大学、豪州 1 大学と 1 学期

～1 年間の単位取得を伴う交換留学プログラムを実

施している。また、英語力が留学要件を満たさない

学生にも留学の機会を与えるため、豪州モナシュ大

学との連携で、英語研修・正規科目併存型交換留

学プログラムを実施している。 

② 外国語センター：学生の語学運用能力を高めるた

め、ドイツ語、中国語、ロシア語について協定校との

持、人と機械と社会の問題などの地球規模課題の解

決、及び人類のグローバルな活動の展開を学際的思

考で牽引出来る人材を育成するために、各課題に関

連する学群･学類が横断的に連携する「分野横断学位

プログラム」の創立に向けた取り組みを行う。現在以下

のプログラム設立を進めている。 

 ナノスケール物造りにおける次世代育成プログラム 

 人支援システムデザインプログラム 

 持続可能な水の安全保障プログラム 

 スポーツルネサンスリーダー養成プログラム 

 日中韓先進特殊教育大学環 

 地球規模課題に挑む適正医科学技術教育プログラム 

●本構想である人文社会系の学群と研究科の専門

性を活かした取り組み 

ローカル最適なグローバル人材の育成：人文・文化学

群、社会・国際学群、人文社会科学研究科 

新興国の文化や社会、人々の行動様式に精通し、

ローカルなニーズを適確に汲みとり、多様な市場に適

応し、問題解決できる人材を育成する。これにより、需

要が高まっている新興国での日本の国際競争力の強

化、外交・経済戦略への貢献につなげる。 

 新興諸国を対象とした人材の育成には、現地語を含

むインテンシブな研修と修士課程での専門的な訓練、

また1年以上のフィールド調査が不可欠である。学士と

修士の教育資産を活用し、二学期制への移行を視野

に、両課程を統合し、学士課程後半で大学院の科目を

履修、留学（フィールド調査）と海外でのインターンシッ

プを組み込み、体系的な教育プログラムを構築する。 

 留学先としては、本学の海外拠点がある中国、北アフ

リカ、中央アジア、ベトナムを中心とする ASEAN 主要

国、APEC 加盟国で日本との経済連携協定（EPA）を結

ぶメキシコ、ペルー、チリにブラジルを加えた中南米主

要国の協定校を対象とする。同時に、JICA、JETRO 等

政府系の国際協力機関と関連国際機関、日系企業等

でのインターンシップを組み込み、キャリアパスへの学

生の動機づけを強化し就職につなげる。 

その他、学群と研究科の特色ある取り組み 

 生命環境グローバル人材育成プログラム：生命環

境学群、生命環境科学研究科 

生物学類、生物資源学類、地球学類は連携して英

語による授業のみで卒業できる日本人学生対象の「グ

ローバルカリキュラム」を作成し、グローバル 30 英語プ

ログラムと連携して日本人学生の国際性を向上させ

る。学生は定員を設けて選抜を行い、途中年次からの

編入にも配慮する。G30 プログラム学生対象の英語に

よる科目、協定校への留学と単位取得の義務化及び

海外インターンシップをカリキュラムに導入する。 

他の日本人学生についても、クラスセミナーや専門

外国語等の授業をグローバルカリキュラムと合同で行う

などして国際性を養う。大学間交流協定校への短期留
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間で語学研修に関する協定を締結し、夏季休業期

間中に短期研修を行い、単位認定している。平成

21年度はバイロイト大学8名、湖南大学6名、サンク

トペテルブルグ大学 5 名、22 年度はバイロイト大学

13 名、湖南大学 3 名の派遣実績がある。 

③ 人文・文化学群日本語・日本文化学類： 平成 13 年

度から授業「日本語・日本文化国際実地研修」とし

て、毎年 10 名前後を協定校であるカターニア大学

（イタリア）、リュブリヤーナ大学（スロベニア）、静宜

大学（台湾）、ボアジチ大学（トルコ）、リヨン第 3 大学

（フランス）に派遣し、現地教員の指導のもとに日本

語教育の実習とインターンシップを実施している。 

④ 社会・国際学群国際総合学類：平成 20 年度から科

学技術衛星「きずな」を活用して、タイ国アジア工科

大学・チュラロンコン大学、マレーシア国マルチメデ

ィア大学との間で、共通授業「国際学特別講義」「パ

ターン認識及び逆問題」「基礎日本漢字」「アジア市

民社会」「アジアにおけるメディア技術とインターネッ

ト」を実施した。 

⑤ 生命環境学群生物資源学類：平成 16 年度から、イ

ンターンシップ科目として「国際農業研修」を開設

し、毎年 15 名程度の学生をカセサート大学（タイ）な

ど協定校に派遣し、実習・調査を通して当該国の農

業の特色や地域性を学ぶ機会を設けている。平成

22 年度は、カセサート大学（タイ）20 名、ボルドー大

学（フランス）10 名の実績がある。 

⑥ アラビア語短期講習：チュニジア政府の奨学金プロ

グラムによりチュニス・アル・マナール大学ブルギバ

現代言語研究所に毎年 4-7 名の学生をアラビア語

集中講座に派遣している。また、平成 23 年度から外

国語センターに初級アラビア語を開講した。 

⑦ 情報学群情報科学類、情報メディア創成学類: 平

成 21 年 4 月から、先端 IT ベンチャー企業(株式会

社アクセル及び株式会社ネットディメンション)との連

携による IT 技術者養成プログラム「組み込み技術キ

ャンパス OJT」を開設し、日本人学生及び留学生が

参加している。 

 留学生と日本人学生が混在して受講する授業 

グローバル 30 英語プログラムでは、カリキュラムを学

群の従来のカリキュラムと相互に共通科目化し、学群

学生がグローバル 30 対象科目を受講することで単位

が得られるように履修細則を変更した。実際に学群学

生は該当の英語授業を受講しており、海外留学の礎に

なっている。 

また、生物学類の専門科目の約 1/2、国際総合学類

では専門科目の約 1/3 の科目が英語で講義をしてい

るために、グローバル 30 カリキュラムと共通科目化して

いるものが多くある。このため、学群学生とグローバル

30 留学生とは同じ授業を受講する機会が増え、学群

の日本人学生が留学生に関心を持ち、海外経験を希

望する者が増えている。 

学と単位取得を推奨し(JASSO の短期派遣制度などを

利用)、帰国後は卒業に必要な単位として認定する。 

上記に加え、大学院(修士及び博士課程)と連携した

プログラムも構築する。 

 多領域と芸術の融合による創造的復興に向けた人

材養成プログラム：芸術専門学群 

全学学生に対する芸術教養教育の実施による文化

的コミュニケーション力の向上、及び国際交流協定校

との共同運営による国際ワークショップの相互実施によ

る実践的国際コミュニケーション力の向上を図る。 

「多領域と芸術の融合による創造的復興に向けた人

材育成プログラム」を構築する。また、サイエンスビジュ

アライゼーション分野では，全学的な研究開発成果の

国際的説得力を大幅に高める教育を行う。  

 近未来のアジア科学ユニオンを牽引する理工学分

野グローバル人材養成プログラム：理工学群、数理

物質科学研究科 

素粒子物理学、光工学、ナノサイエンス分野の最先

端大型研究設備を用いた日本･中国･韓国･ベトナム・

タイの大学間国際協働教育プログラムを実施する。 

学群学生の卒業研究から大学院教育まで一貫して

取り組める体制を構築することにより、理工学分野にお

ける最先端大型研究設備と技術に裏打ちされた各国

の学生混成チームによる自立能動的研究活動を通し

て最先端技術への対応力、国際力、実践力を養う。 

 能動型学修プログラムによる医科学の学士グロー

バル教育：医学群 

医療科学類では、指導的役割を果たす臨床検査技

師の教育課程を維持しつつ、グローバル志向のニー

ズに応えるため新設した国際医療科学主専攻を拡充・

強化する。海外での卒業研究と適性技術教育を導入し

て学生の自立性の涵養を促し、実践的コミュニケーショ

ン能力と自立性を兼ね備えた人材を育成する。 

 多様な文化が混在する環境で協働する人材養成プ

ログラム：体育専門学群 

世界各国からの参加者が多様な文化が混在する

環境で協働して課題を解決する能力を育成するた

めに、米国、欧州、オセアニア、アジアの交流協定

校と連携して英語による短期留学プログラムを実

施し、本学教員と協定校の教員が講師やメンターと

して共同指導に当たる。 

 計量的分析能力とリーダーシップの獲得プログラ

ム：理工学群 

社会工学類では、社会工学及び社会科学の国際的

なコンソーシアム ICPSR (Inter-University Consortium 

for Political and Social Research) が運営するプログラ

ムへの参加を支援し、単なる英語力だけでなく計量的

分析能力を獲得する手段としての英語を学習させると

ともに、国際的な場でのリーダーシップを修得する。 
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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】 

《国際公募による外国人教員及び海外での教育経験等

を有する日本人教員の配置》 

グローバル 30 事業における教育プログラム推進のた

めに、平成 22 年度末までに外国人教員 21 名、日本人

教員2名を採用した。外国の有力専門誌や新聞への公

募情報の掲載やウェブサイトの活用など、様々な方策

を併用して優秀な外国人教員の招聘や国際的な教育

研究活動実績のある日本人教員の採用に努めた。例

えば、米国ワシントン大学日本研究学科長兼教授と同

校准教授を、同大学のサバティカル制度を活用して本

学グローバル３０担当教員として招聘した。日本人教員

については、英語コースの留学生向けに英語で日本

語・日本事情等の講義を担当する教員と、留学生のた

めのカウンセリングを担当する教員を各 1 名採用した。 

本学では通常の教員配置枠とは別に、特別枠として

36 名の外国人教員配置枠及び 27 人の留学生対応教

員枠を設定しており、WEB サイトや外国の有力専門誌

への募集案内及び JREC-IN への登録などにより、広く

外国人及び海外経験を有する日本人に求人情報を提

供している。また、各部局においても、専門教育の必要

性に応じて、承継枠（テニュア・トラック）で外国人教員

を雇用している。 

《外国語による授業実施率》 

 平成 24 年度における外国語による授業科目数は

1,136 科目であり、全授業科目数 11,196 科目の 10.1%

にあたる。国際総合学類ではグローバル 30 の授業科

目を除いて、一般学生向け全授業科目数の 30%を超え

る科目が英語で教えられている。 

《外国人教員等比率》 

 外国人教員数は 91 人(平成 24 年)、外国人の非常勤

教員まで含めると 161 人(平成 22 年)であった。常勤の

外国人教員と 1 年以上外国での教育研究に従事した

経験を持つ常勤教員を含めると 311 人、総教員数

1,797 人に対する割合は 17.3%である。 

《教員の博士号取得率》 

 教員で博士号を取得している人数は、平成24年度に

おいて 1,457 人であり、総教員数の 81.1%にあたる。 

《教員あたりの学生数》 

平成 24 年度の総学群生数は 9,853 人、総大学院生

数は 6,687 人、総学生数(日本人及び外国人の正規の

学生数)は 16,540 人である。総教員数は 1,797 人であ

り、教員あたりの学生数は 9.2 人である。 

【本構想における取組】 

《国際公募による教員の募集》 

 本学の公式 WEB サイトにおいて、教員及び職員の

募集案内をしている。外国人教員及び海外の大学で

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募集にあたっては、国際公募を

行うことを基本とする。また、WEB サイトによる公募案

内表記は少なくとも日英 2 言語で行う。 

《外国語による授業実施率を25%に》 

外国人教員及び外国語で授業ができる日本人教員

数を拡充することにより、外国語で行う授業数を本事

業の最終年度において事業計画時の 2 倍にする。 

また、学群における教育課程の学位プログラム化を

推進することにより、授業科目の合理的設計が可能に

なる。授業科目の整理統合により、全体として 20%の授

業科目を削減する。 

外国語による授業科目数の拡充と全体の授業科目

数の見直し再編により、外国語による授業科目数の全

授業科目数に占める割合を 25%とする。 

《外国人教員等比率を20%に》 

 グローバル 30 事業で雇用した外国人教員のうち優

秀者をテニュア枠に移行させ、グローバル 30 外国人

教員数を維持する。また、新たに外国人教員を採用す

る際には、36 名の任期付外国人教員配置枠のうち、

日本人教員と同様に学内業務を遂行できる外国人教

員は任期の定めのない職とすることを可能にする。 

新規教員の採用に当たっては、外国人教員及び海

外の大学での教育研究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採用を考慮す

る。特別枠である 36 名の外国人教員配置枠及び 27

人の留学生対応教員枠の採用にあたっても、同様に、

外国人教員及び海外の大学での教育研究経験又は

国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教

員の採用を考慮する。 

《教員の博士号取得率》 

本学教員の採用に当たっては、博士号取得者又は

博士号取得見込者とすることを原則とする。 

《教員あたりの学生数》 

教員あたり学生数は平均して10人未満とするが、留

学生には留学生対応教員、海外派遣日本人学生には

指導教員を定め、きめ細かく対応する。 
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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】 

《FD及び海外大学からの講師招聘による FD》 

本学では、全学 FD 委員会と各教育組織の FD 委員

会が相互に連携して継続的に教育の質の向上に取り

組む全学的なFD体制が整備されている。平成23年度

は、「大学におけるグローバル人材養成講演会」、「筑

波障害学生支援研究会」、「学生生活支援・キャリア支

援教職員 FD」など、7 回の FD 研修会を開催した。 

グローバル30事業では、上記に加え、グローバル30

学群プログラム連絡会が中心となって英語コースの質

保証に必要な FD 活動を推進した。生命環境学群、社

会・国際学群、医療科学類では、平成 23 年 4 月から専

門科目も含めて本格的なグローバル 30 英語プログラム

の授業が始まっている。これらの科目の大部分は、これ

まで日本人教員により日本語で教えられてきたもので

あり、英語での教育への切り替えに伴い、日本人教員

を対象とした FD 研修が極めて重要となる。このため、

平成 23 年 5 月に、英語で授業を行う日本人教員の英

語教授技術向上を目的に、グローバル 30 事業で雇用

した外国人教員を講師に FD セミナー「英語で授業を

する方法」を開催し、教授法の具体的な指導を行った。

研修の模様及び教材を DVD に収録し、英語で授業を

行っている日本人教員に配布した。 

平成23年10月にカリフォルニア大学サンディエゴ校

教授を招聘して、「グローバルな環境の中で求められる

プレゼンテーションスキル」に関する FD 研修会を実施

した。本プログラムは、グローバル 30 関東大学間コンソ

ーシアムに参加している大学の教員も参加した。 

大学研究センターでは、国内外の高等教育研究者・

政策担当者の参加･協力を得て、大学マネジメントや教

育の質の向上等に関する研究会やセミナー等の活動

を実施している。 

《教育力評価及び人事への反映》 

本学では、平成 19 年度の試行を経て、平成 21 年度

から「大学教員業績評価指針(平成 21 年５月)」に基づ

き、「大学教員業績評価」を実施している。評価は、前

年度の活動を対象に、毎年度全学一斉に実施される。 

教員は、「教育」「研究」「社会貢献・学内運営」「セン

ター・診療・附属学校」の各領域にわたって自己点検・

評価を行い、自己点検・評価票を部局評価委員会に提

出する。自己評価は S, A, B, C の 4 段階で行われる。 

部局評価委員会は、提出された自己点検・評価票に

基づいて評価を行い、業績優秀な教員を全学評価委

員会に報告する。評価結果は、全学及び各組織にお

【本構想における取組】 

《FD及び海外大学からの講師招聘による FD》 

生命環境学群、社会・国際学群では、専門科目も含

めて本格的なグローバル 30 英語プログラムの授業が

進展しており、平成 24 年度には 4 年次生まで揃うこと

になる。ゼミ指導や卒業研究指導、進路指導などを含

め、これまで以上に多くの教員が留学生指導に関わっ

ていく。 

また、平成 28 年度までに、全学で開設している

11,196 科目を 8,956 科目に精選するとともに、英語で

教えている 1,136 科目を 2,272 科目に増加させ、全体

として25%以上を英語で教える科目に切り替える目標と

している。このため、これまで以上に日本人教員を対

象とした FD 研修が重要となる。 

新設するグローバル・ラーニング・コモンズのファカ

ルティ･コモンズが、本学の外国人教員及び海外から

の招聘講師による FD 研修等を実施する。 

また、大学研究センターにおいては、国内外の大学

や高等教育政策研究機関と連携し、グローバル化の

下での大学改革やグローバルな教育の質保証等をテ

ーマに研究会やシンポジウム等を開催する。 

《グローバル教育力向上のための取組》 

これからの重要な課題は、自走するポストグローバ

ル 30 事業における「留学生受け入れ機能」の維持発

展、及び本構想による「日本人学生の海外派遣促進

機能」の充実である。本学が目指す国際性の日常化

においては、「学生と留学生の一体化」「教員の国際

化と意識改革」「事務職員の国際化」が柱となる。これ

らは、新設するグローバル・ラーニング・コモンズにお

いて一体的に推進する。 

特に｢教員の国際化と意識改革｣において、外国人

教員には日本での教授法の伝授及び日本文化や日

本人のメンタリティーに関する教育、日本人教員には

英語での教授法の教育を行う。英語力向上を希望す

る教員には、実践的英語力向上のための研修を行う。 

文部科学省が日本人学生の異文化理解を促すこと

を目的として平成 24 年度から開始した SEND (Student 

Exchange –Nippon Discovery)プログラムとの関連で

は、海外で「日本語・日本文化」の普及支援を行う学生

を指導する教員のサポートも行う。 

《教育力評価及び人事への反映》 

平成 21 年度から実施している「大学教員業績評価」

を引き続き外国人教員を含めたすべての常勤の教員
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いて、組織運営等の改善のための資料としている。ま

た、教員の処遇を行う際の参考資料としている。 

さらに、全学においても業績優秀と認定された教員

を対象に、学長による「BEST FACULTY MEMBER 表

彰」を実施しており、表彰式では表彰された各教員から

活動実績に関する講演も行っている。 

また、教育 PDCA サイクルの推進を平成 23 年度から

導入し、国際化のための教育・研修を行っている。 

《研究者情報システムTRIOS》 

 本学では、平成 18 年から「研究者情報システム

TRIOS」において、大学教員の教育・研究に係る情報

データベースを構築している。TRIOS による研究者情

報は、研究成果の社会への還元、共同研究等の推進、

各部局等の組織及び大学教員の評価、その他法人の

業務の遂行に資するために公開している。 

《学生による授業評価》 

各学期末に授業評価を実施し、結果を各授業担当

教員に伝えて改善の参考にするとともに、共通科目

について評価結果を公表し、相互に刺激し合うなど

教育の質の向上につなげている。 

《海外の協定大学での授業実施等の実践型研修》 

本学の日本人教員の海外派遣数は、平成 20 年度 

1,792 名、平成 21 年度 2,012 名、平成 22 年度 2,258

名と年々増加している。特に本学では、教育研究活動

等における国際連携及び本学職員の国際化を図ること

を目的として、学内公募により長期海外派遣・短期海外

派遣、イベント・フォーラムの実施等を助成する「筑波大

学国際連携プロジェクト」を実施し、教員の海外教育研

究活動を支援している。このうち長期派遣事業として、

平成 21 年度から平成 23 年度まで毎年度 2 件を採択

し、計 6 名の教員を派遣した。 

重点交流協定校の一つである英国シェフィールド大

学とは学術プログラムを実施しており、教員及び学生の

派遣に対する旅費の助成を行い、平成 21 年度には教

員 3 名・大学院生 3 名、22 年度に教員 2 名･大学院生

3 名、23 年度には教員3名・大学院生1名を派遣した。

海外インターンシップ及び海外実習の実施において

は、日本人教員を派遣し現地教員との協力の下で進め

た。 

また、人文社会科学研究科では、平成 22 年度から

サバティカル休暇制度の試行を開始し、取得者 6 名の

うち 3 名が海外で研究活動を行うなど、海外での調査

研究活動の促進につなげた。 

全授業と専攻運営のすべてを英語で行っているビジ

ネス科学研究科プロフェッショナル専攻では、毎年 1 週

間程度、海外提携校が主催するFD研修に全教員が参

加し、英語で研修を受けるとともに提携校の外国人学

生向けに英語で授業を行う実践型研修を行っている。 

を対象に実施する。 

評価領域「教育」「社会貢献・学内運営」「センター・

診療・附属学校」には、「国際教育貢献」の観点から、

英語による授業の実施、留学生のゼミへの受け入れ、

日本人ゼミ学生の海外派遣、海外大学での研修型授

業への参加、語学力、海外留学プログラムの企画立案

への貢献などの活動について記載を求める。 

部局では、上記活動を評価の観点として積極的に

評価し、評価結果は、昇任・昇格・処遇などの人事に

活用する。また、「BEST FACULTY MEMBER 表彰」に

おいて「国際教育貢献」が顕著な教員を積極的に対象

者として取り上げる。 

《研究者情報システムTRIOS》 

「研究者情報システム TRIOS」において「国際教育

貢献」に関する情報を入力することにより、国際教育貢

献の実績を明確に把握する。 

《学生による授業評価》 

これまでと同様に、各学期末に授業評価を実施し、

結果を各授業担当教員に伝えて改善の参考にすると

ともに、共通科目について評価結果を公表し、相互に

刺激し合うなど教育の質の向上につなげる。 

《海外の協定大学での授業実施等の実践型研修》 

本学は、平成 24 年 5 月現在で 59 か国の大学と 246

協定を締結している。提携校との国際交流を更に進め

るとともに、協定校での本学教員の授業等による実践

型研修の機会を増やす。 

学内公募により実施している「筑波大学国際連携プ

ロジェクト(長期派遣、短期派遣、イベント・フォーラム

形成)」において、海外の協定大学での授業を実施す

る取組みを重視することにより、教員の英語による教育

力を向上させる。 

《海外分室又は海外教室の開講による実践型研修》 

海外拠点事務所を設置しているチュニジア、ウズ

ベキスタン、ベトナム、中国、ドイツでは、現地事

務所のサポートにより、協定校における本学教員に

よる授業の実施と、さらにこれを発展させた海外教室

を一部実施する。 

本学は、我が国初めてのアフリカ大陸における海外

大学共同利用事務所をチュニジア国に開設し、アフリ

カ及びアラブ諸国と日本との国際交流に貢献してき

た。チュニジア国政府には、日本の大学の協力による

教育施設を誘致したいとの意向があり、本学を中心と

した協力大学による日本の大学の海外分室又は海外

教室を開設し、日本の大学の国際化にも寄与するプロ

ジェクトのフィージビリティ･スタディを行う。 
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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】 

《新入学当初の授業「フレッシュマンセミナー」》 

 本学では、新入学当初に受講する最初の科目として

1 年次の 1 学期に「フレッシュマンセミナー」を開講して

いる。フレッシュマンセミナーにおいて、世界の中で活

躍する人材に求められる能力、留学を含めたキャリア

形成、国際共通語としての英語力の向上の重要性を教

育して、留学に対する動機付けを行っている。 

《海外の大学との協働プログラムの開発》 

 各学群では、単位取得を伴う海外留学プログラムを

学群の創意工夫によって実現している。 

《留学準備プログラムの実施による留学支援》 

留学生センターでは、留学に必要な TOEFL スコア

向上のための TOEFL セミナー、TOEFL 夏期集中講

座、TOEFL スペシャルレッスン(年 3 回)の開催及び

TOEFL-ITP(年 2 回)を実施している。 大学院入試で、

TOEFL を活用している専攻は複数ある。社会・国際学

群では、海外経験をした上級生が海外経験を後輩に

語る「留学体験の会」を年 2 回開催して、留学計画を考

える学生が多くなっている。 

《本学独自の奨学金による海外留学促進制度》 

海外留学中安心して修学に専念できる環境を確保

することを目的に、平成 21 年度に創設した「つくばスカ

ラシップ」の中で特に海外留学支援制度を創設した。ま

た、「つくばスカラシップ」の財務基盤を固めるために、

平成 22 年度に筑波大学基金事業室を設置し、「筑波

大学基金 TSUKUBA FUTURESHIP」による募金事業を

開始した。 

海外留学支援制度には、交換留学支援制度(協定校

に 3カ月～1年派遣する日本人学生に月額8万円を支

給)と、短期海外研修支援制度(夏季休業等の期間に海

外の大学等で実施される短期研修プログラムに参加す

る学生に 10 万円を支給)を設けている。 

《海外拠点による情報の収集・提供》 

本学は、チュニジア国チュニス市に、全国の大学の

国際交流支援を行う筑波大学海外大学共同利用事務

所(BUTUJ)を開設している。このほか、本学の国際戦

【本構想における取組】 

《海外へのモチベーション向上の取組》 

 入学直後の動機付けの推進 

入学直後の初修科目「フレッシュマンセミナー」及び

キャリア関連科目での海外留学や語学力向上の動機

付けを全学群で実施する。 

 海外留学の単位科目化とカリキュラム上の位置づ

けの明確化 

海外留学・海外インターンシップ参加への目的意識

を持たせるため、それぞれのカリキュラム上の位置付

けと到達目標を明確化するとともに、単位化・単位読み

替え可能な共通科目・専門科目群からなる「グローバ

ル科目群」を設定し、Tsukuba Study Abroad プログラ

ムとしてシラバス上で公開する。 

 グローバル・ラーニング・コモンズによる取組 

「スチューデント・コモンズ」において、日本人学生

の海外留学支援を行う。日本人学生に対する海外留

学への動機付け、留学に向けた学生の準備･計画作

成支援、海外留学準備セミナーや学内留学フェア等

の留学を促進するための取組を行う。 

《海外の大学との協働プログラムの開発支援》 

｢国際通用力ある教育システム推進小委員会｣及び

｢ジェネラル・コモンズ｣が単位取得を伴う海外留学プ

ログラムや海外大学との協働プログラムを開発する。 

下記の取組により、学群学生の視野を広め、留学や

海外語学研修など海外経験に対する意欲を高める。 

① 外国語で行う授業の増設 

② 日本人学生が留学生と直接触れ合う授業の設置 

③ 日本人学生が異文化圏出身者と積極的に対話でき

る環境の構築 

《学生の海外派遣に係る経済的支援の拡大》 

本学独自の奨学金制度であるつくばスカラシップに

ついては、平成 24 年度から発足した連携・渉外室によ

る卒業生ネットワークの強化や、「アソシエイト制度」に

よる高額寄付者の特典付与、リサイクル業者との連携

による古書等の売却を通した寄付制度の拡充を行い、

原資となる「TSUKUBA FUTURESHIP」を増額する。 

SA (Student Assistant)、TA (Teaching Assistant)、
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略の下に、本学独自の海外拠点を下記のとおり開設し

ている。 

① 北アフリカ･地中海事務所：チュニジア国チュニス市 

② 中央アジア事務所：ウズベキスタン国タシケント市 

③ ホーチミン事務所：ベトナム国ホーチミン市 

④ 中国事務所：中国北京市及び上海市 

⑤ ボン事務所：ドイツ国ボン市 

海外拠点では、海外留学を希望する学生に提供す

る海外大学情報の収集及び学生への情報提供、海外

での留学の効果を上げるための環境作り、学生の修学

及び生活支援、緊急事態に備えた危機管理体制作り

及び緊急時の対応、卒業後帰国した留学生による卒業

生ネットワークの構築などを行い、本学学生の海外留

学及び海外インターンシップを支援する。 

《留学に関する情報の提供・発信》 

 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関

する情報に関しては、国際交流協定に基づく大学の情

報を、学群ごとに学生に提示してきた。今後は、国際業

務関連の情報共有・活用システム(TIINNS)を構築して、

一元的な情報収集・提供を行う。 

《ラーニング・アグリメント》 

 現状では、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

に関する情報は、各学群がそれぞれ学生に開示して

いる。今後は、グローバル・ラーニング・コモンズが学群

と連携して、上記情報を収集・開示するとともに、国際

業務関連の情報共有・活用システム(TIINNS)に一元的

に情報を掲載する。 

《セミナーなどによる留学を促進する制度の実施》 

留学生センターは、本学の学生交流協定校等への

交換留学を目指す学生を対象とした海外留学説明会

を年 3 回実施し、交換留学に必要な準備、留学先大学

の選択方法、英語圏の大学の留学に必要なTOEFLに

ついての説明及び各種奨学金の情報を提供すること

で学生の海外留学を支援している。23 年度は合計で

186 名が参加した。 

留学生センターは、夏季休業期間及び春季休業期

間を利用して毎年度 2 回、海外での英語研修を実施し

ている。平成 21 年度はオーストラリア、ニュージーラン

ドで計56名、平成22年度はオーストラリア、ニュージー

ランドで計 78 名、平成 23 年度はオーストラリア、ニュー

ジーランド、カナダで計 90 名が参加した。 

《多言語環境キャンパスの構築による動機付け》 

グローバル 30 事業の進展によって、平成 20 年に

1,500人であった留学生が平成22年に2,300人に増加

し、日本人学生と留学生が共に学ぶ環境が整った。学

長主催による「留学生交流会」を毎年開催し、留学生と

日本人学生の交流機会を提供している。 

学内キャンパスに多国語環境スペースを構築し、

TF (Teaching Fellow)をグローバル・チュータと位置付

け帰国後のインターン雇用によって、留学中の学習意

欲を維持させるとともに、経済的負担を軽減を図る。 

《海外拠点を活用した海外分校／海外教室の開設》 

 海外拠点を活用して海外分校／海外教室を開講し、

現地の協定校の学生と留学した日本人学生との共生

の場を創出する。 

《留学に関する情報の提供・発信》 

国際活動関連の情報共有･活用システム(TIINNS)

により、学生自らが自分の目的に合った留学プログラ

ムを検索し、現地情報、利用可能な奨学金、留学に必

要な手続き、連絡調整責任者や相談できる留学経験

者などの情報を一元的に得られるようにする。 

Facebook, Twitter, Skype を用いて海外で活躍する

卒業生、帰国留学生、留学経験のある上級生から留

学体験談、留学準備、現地生活情報などについて、学

生の視点での情報収集・個別相談体制を構築する。 

日本人学生、帰国留学生の卒業生ネットワークを活

用し、卒業生が在籍している海外大学への留学や勤

務している国内外の企業でのインターンシッププログ

ラムのシーズを発掘する。こうした情報は、TIINNS に

集約し、一元的に可視化する。 

《留学情報の提供(ラーニング・アグリメント)》 

学生が海外留学する際に、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の提供

及び留学指導は、グローバル・ラーニング・コモンズの

スチューデント・コモンズと直接の指導教員が連携して

行う。 

《キャリア形成への留学制度活用の奨励》 

本学の学生のキャリア支援ツールであるつくばキャ

リアポートフォリオ(CARIO)と自己成長診断システム

(SAGASU)において、海外留学がキャリア形成のため

の有効な選択肢であることを明確に示し、留学により

自己が成長したことを実感できるようにする。また、

CARIO 及び SAGASU の内容を見直し、現代社会のグ

ローバル人材に対するニーズを反映したキャリア形成

を学生が主体的に行うことを支援する。 

《海外留学を促進する制度》 

① グローバル 30の成果・資産の活用 

英語で開講されている科目の日本人学生による受

講を促進する。外国人教員による海外インターンシッ

プ先を開拓し、日本人学生の海外派遣を促進する。 

② 産業界及び官界との連携 

産業界･官界のリーダーを講師として招聘し、世界の

最前線で活躍できるよう学生のスキルアップを図る。 

③ 日本人学生の異文化体験機会の創設 

留学生をグローバルチュータ(SA、TA、TF)としてイ

ンターン雇用し、留学生に対する教育指導面での改
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様々な国からの学生間の交流機会を提供するととも

に、日本人学生の留学への動機付けをしている。「英

語だけではなく日本語やどの国の言葉も OK！」という

コンセプトのもと「Cosmos Cafe Internationale」、及び

昼食を持ちよって、英語でおしゃべりしながら，一緒に

ランチタイムを過ごす、「Cosmos Café（ランチタイム）」を

実施している。また、つくば市周辺の日本人、外国人が

気軽にコミュニケーションを楽しむ場として、「City 

Chat Café」を定期的に週末に開催し、市内の多くの外

国人及び日本人が参加し、交流の場となっている。 

革、及び留学生と日本人学生との交流機会の創出面

での改革を進める。また、日本人と留学生の間で相互

にピアーチュータになる制度を設ける。 

④ 宿舎を活用した留学生との協働生活・交流促進 

平成 25 年度末には、学生宿舎全体（60 棟 3,927

室）の 5 割を超える 31 棟（1,826 室）が改修整備され

る。日本人学生と留学生の混住型を進め、日常生活

を通じた交流の場を創出する。 

⑤ 多言語環境の創出 

学内の多国語環境スペース作りを継続支援し、日

本人学生の留学への動機作りに役立てる。 

 

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】 

《健康管理や学修管理など》 

 これまでは、留学中における健康管理や学修管理は

学生が所属する学群･学類及び指導教員が行ってい

る。 

 

《総合相談窓口の設置》 

平成21 年度からスチューデントプラザ内に総合相談

窓口を設置した。総合相談窓口では日本人学生・留学

生を問わず相談に応じている。1 学期は、月、火、金の

午後の 3 日間（ただし、夏休み期間中は週 1 日）、2 学

期以降は月、火、木、金の午後の 4日間開室している。

相談述べ件数は、288 件であった。平成 22 年度も、

月、火、木、金の午後の 4 日間開室（ただし、夏休み期

間中は週 1 日）し、相談述べ件数は、357 件に増加し

た。 

 

《企業との連携による各種セミナーの実施》 

企業との連携により、キャリア・就職支援講座、企業

説明会、インターンシップなどを開催している。 

 

《留学生に対する就職支援》 

日本で就職を希望する留学生を対象としたキャリア・

就職支援講座や企業説明会、インターンシップなどの

就職支援策を展開した結果、平成 22 年度において特

に日本国内で就職した留学生が増加した。 

 

《緊急時や災害時のリスク管理》 

これまでは、緊急時や災害時のリスク管理は学生が所

属する学群･学類及び指導教員が行っている。 

【本構想における取組】 

《留学中及び帰国後のサポート体制》 

各学群において、留学中の学生それぞれに対して

指導教員を指名し、モニタリング・履修指導を行う。 

ジェネラル・コモンズはグローバル・キャリア支援室と

連携して、海外拠点、協定校、海外の企業・機関に勤

務する卒業生、現地日本人による人的ネットワークを

構築し、現地受け入れ校との連携により、留学先にお

ける学生の生活サポート、留学先におけるインターン

シップサポート、留学先における学生のリスク管理(緊

急時、災害時の対応)を行う。 

《グローバル・キャリア支援室による就職支援》 

新たにグローバル・キャリア支援室を設置して、帰国

後のキャリア・アップ及び就職支援を行い、帰国後の

キャリアへの自信付けを行う。また、留学中における健

康管理や学修管理などを、海外拠点及び留学先と連

携しサポートする。 

《危機管理体制》 

「海外安全オリエンテーション」の受講を留学前に義

務付け、自己リスク管理への注意喚起・必要最低限の

知識を習得させる。また、「現地安全事情オリエンテー

ション」により、派遣先特有の治安、健康上の注意、文

化的禁忌事項についての情報を周知する。 

留学中の学生の滞在先、健康状態について各支援

室及び本部で情報共有を行う。国際部及び支援室の

職員に海外リスク管理教育を受けさせ、迅速なリスク管

理を行う。 

《履修アドバイザーによる研修の体制》 

スチューデント・コモンズにおいて、留学を促進する

ための研修支援を行う。そのために、履修アドバイザ

ー、サポートスタッフ等を配置する。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

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

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

《入試における４技能評価の利用》 

本学の一般入試は大学入試センター試験の「外国

語」を受験することを義務付けており、同試験におけるリ

スニング･リーディング･ライティング能力の評価を判定

に用いている。また、体育専門学群及び芸術専門学群

以外の学群の個別学力検査で「外国語」を課しており、

本学のカリキュラム履修に必要なリーディング･ライティ

ング能力を評価している。 

《英語による面接の実施》 

グローバル 30 学群英語コース「生命環境学際プログ

ラム」「社会国際学教育プログラム」「国際医療科学人養

成プログラム」では、外国人教員による面接を課してい

る。また、社会・国際学群国際総合学類では、推薦入

試、後期日程試験、私費外国人留学生入試及びAC入

試(現在は行っていない)など、面接を課している入試に

おいて、面接官チームの一人を外国人教員として英語

会話力を評価している。 

《TOEFL等のスコアの入試への活用》 

グローバル 30 の入学試験においては、TOEFL, 

IELTS, TOEIC など、また私費外国人留学生入試では

TOEFL(一部 TOEIC)による英語力成績の提出を義務

付け、合否の判定資料としている。なお、大学院専攻に

おける入学試験においては、多くの専攻で TOEFL、

TOEIC の提出を義務付けている。 

《入学志願者の留学経験や在外経験等の評価》 

帰国生徒を対象とした特別選抜(第 2 学期推薦入試)

を全国の国立大学に先駆けて昭和 53 年から導入し、

毎年 20-30 名が 8 月に入学している。また、「国際科学

オリンピック特別入試」として、生物学、地学、地理、数

学、物理、化学、情報の国際科学オリンピックに出場し

た者や、その代表者選考会等において一定の成績を

収めた者、並びに未踏 IT 人材発掘・育成事業の未踏

ユースに採択された者を対象とした入試を実施し、海

外経験に加え専門分野で秀でたポテンシャルを持つ学

生を受け入れている。 

AC 入試においては、留学経験や在外経験等を考慮

してきた。社会・国際学群国際総合学類では、推薦入

試、後期日程試験、私費外国人留学生入試、及び AC

入試(現在は行っていない)など、面接を課している入試

において、留学や在外経験等を面接の中で評価してい

る。 

【本構想における取組】 

《入試における４技能評価の利用》 

大学入試センター試験でのリスニング能力の評価

に加え、本学の推薦入試、後期日程試験、私費外国

人留学生入試等において、外国語科目におけるスピ

ーキング等の 4 技能の能力評価の導入を検討する。 

《英語による面接の導入》 

グローバル 30 の入学試験において課している外国

人教員による面接を通じた 4 技能の評価を入試段階

で取り入れる。 

また、第 2 学期推薦入試及び面接を課す入試にお

いて、学群における英語による面接を導入する学群数

の拡大、さらに全学群での実施へと拡大する方策を検

討する。 

AC 入試では外国語でのコミュニケーション能力が

入学後の教育に重視されている教育組織の面接にお

いて、専門性に関係した問題発見・解決能力に加え、

外国語での表現力を評価項目に取り入れる。 

《TOEFL等のスコアの入試への活用》 

平成 21 年度からグローバル 30 の入学試験に導入

した英語力指標値(TOEFL, IELTS, TOEIC など)の提

出による英語力評価の活用について、一般入試も含

めて実施を検討する。 

《国際バカロレア等の活用》 

文部科学省が法令改正を検討しているインターナ

ショナルスクール卒業者に対する大学入学資格の拡

大を参考にし、国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア

など、外国の大学入学資格の保有者の受け入れにつ

いて実施する。 

また、国際的な評価団体(WASC, CIS, ACSI)の認定

を受けた在外外国人学校の修了生の受け入れについ

ても法令改正を見極めながら検討する。 

推薦入試において、学業成績に加えて、語学力、

海外経験を積極的に評価することを周知する。 

《入学志願者の留学経験や在外経験等の評価》 

従来の帰国生徒特別入試、国際科学オリンピック特

別入試、AC 入試を継続するとともに、その中での留学

経験や在外経験等を評価することを他の学類等に拡

大する。 
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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】 

《習熟度別クラス編成による効果的な語学教育の実施》 

入学直後に、全員に対してプレイスメントテストを実

施している。入学時の語学力に応じた習熟度別クラス

編成を行い、語学教育の実を挙げた。 

《学生の語学力向上度の測定》 

英語力評価のために、学群 3 年次生全員を対象に

TOEFL-ITP試験を実施している。 

《「グローバル化への対応力」及び「多様性への理解

力」を目的とした外国語教育の改革》 

 外国語教育の改革 

地球規模課題の解決に自立的に貢献出来る人材を

育成すべく、「グローバル化への対応力」及び「多様性

への理解力」を卒業時に有する学士力と位置付け、23

年度に外国語教育カリキュラムを一新した。英語および

それ以外の外国語である初修外国語とも、2 年次生に

対しても必修科目を開設し、長期にわたり教養外国語

科目を必修科目として選択できるようにした。 

 英語における 4 技能育成及び異文化理解のための

教育体制 

共通科目「英語」は、「一般学術目的の英語」に重点

を置き、学群の専門英語と連携しながらグローバル化

への対応力としての学術研究の場での英語運用能力

の養成を基本目的とした。共通科目「英語基礎」「異文

化と英語」「総合英語」を 1 年次の必修科目として開講

し、リスニング・スピーキング・リーディング・ライティン

グ能力及び異文化理解能力の基礎を身につけさせて

いる。これらの科目については、コンピューターや視聴

覚教育機器を積極的に導入している。「総合英語」で

は、学術的な場面で実際に英語が「使える」ようになるこ

とを目指して、4 技能を総合的にバランスよく養うことを

目的として、すべてのクラスにおいて CALL システムを

活用した教育を実施した。さらに、一部の英語のクラス

で言語を専門とする大学院生をティーチング・フェロー

(資格審査と十分な研修を経た TA に対して与えられる

称号及び待遇で、学士課程の教育に参画する資格と

将来の大学教員としての資質を証明するもの)として授

業運営に参画させ、授業の内容に幅を持たせた。 

一方、「異文化と英語」科目において、多様性への理

解力を養う教育を実施した。文化に関するテーマで英

語による討論、発表、リサーチを行う比較的少人数のグ

【本構想における取組】 

《習熟度別クラス編成による効果的な語学教育の継

続実施》 

入学時のプレイスメントテストを引き続き実施し、共

通科目「英語」の 1 年次必修科目において、プレイスメ

ントテストに基づいた習熟度別クラス編成を行う。 

《語学力向上度測定の全学実施の義務化》 

英語運用能力の評価のため、3年次に実施している

TOEFL-ITP 試験の受験を全学生に義務付ける。スピ

ーキングテストや ICT (Information and Communication 

Technology)を用いたスピーキング力テストなどの導入

を検討する。 

《「グローバル化への対応力」及び「多様性への理解

力」に加え、「実践的語学力」の習得のための外国

語教育の改革の更なる推進》 

 実践的語学力向上の取組の強化 

「グローバル化への対応力」及び「多様性への理解

力」の涵養を目指したこれまでの外国語教育改革の取

り組みをさらに発展させ、国際舞台の最前線で各学群

が育成する学士力を最大限に発揮するための英語を

中心とした「実践的語学力」の習得を目的に、4 年間を

通した体系的カリキュラムを強化する。 

 少人数クラス編成の拡充、個別指導の機会の導入

などによる 4 技能と異文化理解力育成のための教

育体制の強化 

1-2 年次必修の共通４科目を基盤に、英語母語話

者教員、留学生を含む英語運用能力の高い大学院生

をティーチング･フェロー(TF）として活用し、少人数クラ

ス編成によるスピーチ、プレゼンテーション、ディベー

ト、ディスカッションの実践演習を通して英語運用力、

他者の意見の理解、表現力を向上させる。また、視聴

覚教材、e-Learning の授業への積極的活用によるリス

ニング能力を向上させる。特にプレゼンテーション、ア

カデミック・ライティングなどの自己表現力の向上につ

いては、グローバル・ラーニング・コモンズのステュー

デント・コモンズにおける英語母語話者教員及びティ

ーチング･フェローによる個別指導体制を構築する。 

 専門語学教育における実践力の強化 

各学群の専門性に応じた英語運用能力の向上のた

めに、専門の英語への橋渡しである 2 年次の「専門英

語基礎演習」の内容をグローバル社会の最前線で専

門性を発揮できる能力を向上させることに重点を置い
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ループワークを積極的に取り入れた。 

 各学群の専門性に応じた語学教育 

2 年次においては専門分野の英語への橋渡しとなる

「専門英語基礎演習」を必修科目として開講し、英語母

語話者教員によるプレゼンテーション、アカデミックライ

ティングなど発信能力を習得させている。本科目は「英

語プレゼンテーション演習」、「アカデミック・ライティン

グ」、「科学英語演習」、「メディア英語演習」、「学術英

語講読」、「翻訳演習」、「テストテイキング演習」等の下

位科目から成る。 

3 年次以降には、各学群の専門分野に応じた外国語

運用能力を深めるための専門外国語科目を開講してい

る。 

《多言語教育の充実》 

英語以外の外国語である共通科目の「初修外国語」

は、学群の専門教育とも連携しながら、多様性や地域

性の理解を通して地球的視野の獲得を目指すものとし

た。従来のドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア

語、中国語、朝鮮語に加え、アラビア語も必修外国語と

して履修できるように導入した。これらの言語科目に

は、それぞれの言語の背景となる文化圏の理解や、講

読・作文・会話の演習を通した高度な言語運用能力の

習得のための科目も開講している。また、ドイツ語、中

国語については特設自由科目として3週間の夏期現地

語学研修プログラムを実施している。さらに、初修外国

語の自学自習を支援するために、視聴覚教材を豊富に

所蔵しているメディアライブラリーを整備した。 

《留学前準備教育と海外語学研修の実施》 

学生の外国語にふれる時間を増やし、自学自習の促

進を図るために、外国語センターの CALL 教室を自習

室として開放した。チエル社のクラウド型 e-Learning 教

材「スーパー英語」の導入と共に Moodle の活用を促進

することによって自学自習用のコンテンツを強化した。 

また、留学生センターによる「TOEFL セミナー」や、

TOEFL 試験受験準備教材の提供、外国語センター開

講科目「テストテイキング演習」における TOEFL の内容

に準拠したテキストの使用により、外国留学を目指した

英語運用能力の向上のための学習機会の提供や学習

法の指導を行っている。 

夏期休業を利用したオーストラリア、ニュージーランド

への語学研修を実施し、実地でのコミュニケーション能

力の向上、異文化理解の機会を設けている。 

《外国語教育の改善・FD》 

上記の教育改革の効果を確認するため授業アンケ

ートを実施し、FD を通じて授業改善を進めている。 

て科目の新設を含めて充実させる。3 年次以降の専門

外国語については、大学院共通科目として開講して

いる情報伝達力・コミュニケーション力養成科目群を学

群生の専門に応じて選択必修･自由科目として履修さ

せ、単なる専門文献講読にとどまらない、アカデミック

コミュニケーション、ディスカッションに関する実践力を

高める。特に、プレゼンテーション、アカデミック・ライ

ティングなどの自己表現力の向上については、専門外

国語科目に加え、グローバル・ラーニング・コモンズに

おける英語母語話者教員およびティーチング･フェロ

ーによる個別指導を行うとともに、CALL 教室による自

学自習の機会を拡充する。 

 実践的語学力を重視した多言語教育の強化 

英語以外の外国語運用能力について、グローバル

化への対応力と多様性への理解力という二つの学

士力を養成するべく、初修外国語の基礎と当該言語

の文化圏の理解に関する科目の人文社会系以外の

学群においても選択必修科目化する。 

これまでの中国語、ドイツ語現地研修に加えて、多

言語の現地研修プログラムの拡充による実践的言語

運用能力の向上を図る。こうした海外語学研修プログ

ラムの新規案件作成・実施・参加学生の現地における

サポートに海外拠点を積極的に活用する。 

これらの言語の客観的な習熟度の評価のため、

DELF/DALF、HSK など国際通用性をもった各国語能

力検定の受験を促す。 

《留学前準備教育と海外語学研修の充実》 

現在の取り組みに加えて、TOEFL の公式模擬試験

教材である TOEFL iBT Complete Practice Testによる

英語能力の自己点検・課題発見の機会をグローバル・

ラーニング・コモンズにおいて提供し、語学教員による

個別履修指導により、弱点を克服させる。 

英語母語話者教員、ティーチング･フェロー、海外

留学経験のある上級生による海外留学模擬授業をグ

ローバル・ラーニング・コモンズで開催する。海外の大

学での授業の形態、ノートの取り方、レポートの書き方

など授業参加の留意点を具体的に紹介・指導し、留学

先の授業にスムースに適応できるように実践的コミュニ

ケーション能力や心構えを身に付けさせる。 

協定校との連携による海外語学研修についても、受

け入れ人数の拡大及び習熟度に応じた多彩なコース

の開発を進め、単位取得を伴う特設科目とする。当初

は学群の専門性に応じ、自由･選択必修科目とするも

のの、本事業最終年度を目途に、全学群での選択必

修科目化を目指す。 

《外国語教育の改善・FD》 

外国語教育の改革にあたって、共通科目に携わる

教員と専門の英語に携わる教員が一同に集まり、外国

語教育の理念･目的、情報や問題点を共有し、全学的

な見地から FD を定期的に行う。 
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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。 

 本構想のマネジメントを統括する推進体制 

グローバル３０事業の開始にあたって、学長を委員

長とする「国際化推進委員会」を設置し、本学の国際

化に係る事項の全学決定機構とした。本構想は、全

学の最高決定機構である「国際化推進委員会」が統

括し、全学の実施機構である「グローバル・ラーニン

グ・コモンズ」が推進する体制とする。 

 個別業務ごとに設置する小委員会の改組 

グローバル 30 事業において、国際化推進委員会

の下に、個別業務毎に、各担当副学長を委員長とす

る 7 つの小委員会を設置している。 

本構想においては、教育担当副学長を委員長とす

る「英語プログラム等推進小委員会」を発展的に強化

し、「国際通用力ある教学システム推進小委員会」に

改組する。新たな国際化推進委員会の下に、全学教

学システムのグローバル化推進体制を構築する。 

 グローバル・ラーニング・コモンズの創設 

「グローバル･ラーニング･コモンズ」では、現在、学

内に独立して存在する国際化を推進する部局、セン

ターを連携させ、単にこれまでの外国語教育の充実

や留学生支援･海外派遣支援の強化に留まらず、学

生、教員、職員のグローバル化に必要な様々な支援

を統合的に、一貫して進める。 

グローバル･ラーニング・コモンズに、グローバル化

のための企画及び全学共通施策を実施するジェネラル･ 

コモンズを置き、学生対応のスチューデント・コモンズ、教員対応のファカルティ･コモンズ、事務職員対応のアド

ミニストレータ･コモンズを統括する構成とする。 

特にスチューデント･コモンズでは、学生が容易に利用できる相談室･自習室を備えたスペースを設置するとと

もに、各学群(エリア)支援室･関連センター、図書館にキオスク端末を備えた分室を設置し、留学情報のオンライ

ンでの入手、留学･キャリア個別相談のアポイントメント、e-ラーニングコンテンツの利用を可能にする。 

 グローバル･キャリア支援室の創設 

日本人学生の留学への動機付け、帰国後のキャリア形成・就職を支援することで日本人学生の自信付けを行

うことにより、グローバル人材育成を促進する。また、海外拠点等と連携して、海外留学の危機管理を統括する。 

 現地で日本人留学生を支援する海外拠点の取組強化 

 北アフリカ、中央アジア、ベトナム、中国、ドイツにある海外拠点に加えて、グローバル 30 関東甲信越大学間コ

ンソーシアム及び日米研究インスティチュートを活用して、卒業した留学生によるネットワークの構築、海外留学

及びインターンシップの支援を行う。更に、各海外拠点では、帰国した卒業生や元本学教員に加えて、現地駐在

の日本大使館、JICA 事務所、民間企業、日本語教師等と連携して、現地で日本人留学生を支援する環境を構

築する。また、現地でのセキュリティー情報を収集し、安全面でのサポートを行う。 

《評価体制》 

 グローバル 30 事業で実施した評価体制を基盤に、本構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学
生・教職員、有識者及び連携する企業関係者による評価の仕組みを構築する。外部評価委員会に加えて、内部
評価として本学監事や大学研究センターによる評価を実施する。 

＊黒地部分が本構想で創設する組織を示す。 



36 
（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

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

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

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

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

《成果の公表・普及》 

 日本語及び外国語による公表 
最新のクラウドコンピューティング技術を取り入れて、利便性･柔軟性・発展性に富んだ「教育クラウド基盤」を

構築し、その上で WEB サイトをリニューアルして本取組を通じて得られた成果と教育情報を公開する。特に、新
たに構築する国際業務関連情報共有・活用システム(TIINNS)により、国際連携情報や卒業生ネットワーク情報を
簡単に「見えて」「使える」ようにする。本取組で得られた成果は関東甲信越大学間コンソーシアムの参加大学に
情報提供するほか、報告会や発表会を開催して、各大学や学生、産業界へ普及する。また、大学研究センター
等が実施する他大学の学生、教員、職員が参加できる公開のFD研修会やSD研修会を通じて成果を普及する。 

 大学研究センターによる研究・セミナー活動と成果の公表･普及 
本学の大学研究センターは国内有数の高等教育研究機関として、大学の機能に関する総合的研究とともに、

実践可能なモデル開発、施行及び提供等を行っている。同センターのセミナーや人材養成プログラムは広く国
内の他大学にも公開され、我が国の大学全体のマネジメントや教育の質の向上に寄与している。引き続き大学
のグローバル化等をテーマにこうした活動を充実・強化する。 

 筑波研究学園都市に根ざした産学官連携ネットワーク 
経団連、JAPIC(日本プロジェクト産業協議会)、インテル社、筑波研究学園都市にある研究所などの産業界、

及びつくば市などの官界に情報を提供し、産官学が一体となってグローバル人材の育成に取り組む。 

《国内大学のグローバル化への貢献》 

 短期留学プログラム、インターンシップなどグローバル人材育成科目の他学への開放 
本学が実施する短期集中留学プログラム、インターンシップ、連携企業による科目の履修を他大学の学生に

開放し、特に海外留学、インターンシップで学生のニーズに合ったプログラムを共有する。また、関連講義を「筑
波大学オープンコースウェア」で開放し、e-ラーニングによる学習、講義ノウハウを他大学へ普及する。 

 海外拠点の相互利用による留学中のサポート体制の共有 
本学が有するチュニジア、ウズベキスタン、ベトナム、ドイツ、中国の各事務所について、双方向の学生交流の

ための海外大学共同利用事務所化を進め、現地におけるサービス･人的ネットワークを他大学の要請にも応じて
供与する。さらに、他大学と本学の海外拠点のネットワーク化を進め、学生の留学中の現地生活サポート、危機
管理体制の拡充とノウハウの共有を進める。 

 日本・北アフリカ学長会議 
グローバル人材の育成に関する学長クラスの意見交換の場として、筑波大学の主催による日本-北アフリカ学

長会議を開催している。第1回は平成22年5月にチュニジア国ガマルタで開催され、日本から19大学が参加し
た。第2回は平成24年2月につくば市で開催され、日本から27大学が参加した。第3回はモロッコ国で開催を予定
している。同会議の活動を通して国内大学のグローバル化に貢献する。 

 関東甲信越大学間コンソーシアム 
関東甲信越地域の大学との国際関連教育及び業務における連携・協力の場として、筑波大学が主催校とな

り、14 大学からなる関東甲信越大学間コンソーシアムを平成 23 年度に結成した。平成 23 年度は 2 回の全体会
合を開き、2 回の FD シンポジウム、新潟大学との共催によるスプリングスクールの開催、筑波大学が開発した
「ICT を活用した e-ラーニングによる日本語自習システム」の提供、及びメールを利用した情報交換を行った。こ
のネットワーク活動を更に進展させる。 

参加大学は、筑波大学、筑波技術大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、山梨大学、総合研究大学院大
学、新潟大学、高崎健康福祉大学、流通経済大学、つくば国際大学、千葉大学である。 

 筑波大学・東北大学・名古屋大学とのパイロットネットワーク 
筑波大学、東北大学、名古屋大学は、国際関連教育及び業務における連携・協力の場としてパイロットネット

ワークを平成 23 年度に結成した。平成 23 年７月にキックオフ会合を行い、第 2 回日本・北アフリカ学長会議では
筑波大が主催校、東北大、名古屋大、九州大が共催校となるなど、相互の活動での連携・協力を進めてきた。こ
のネットワーク活動を更に進展させる。 

 筑波大学・千葉大学との海外事務所の相互利用 
関東甲信越大学間コンソーシアムの一環として、筑波大学のホーチミン事務所と千葉大学のインドネシア大学

事務所の相互利用を推進する。さらに、海外事務所の相互利用について、同コンソーシアム参加大学及びパイ
ロットネットワーク参加大学に呼びかける。 

 日米研究インスティチュート 
筑波大学、東京大学、九州大学、京都大学、慶應義塾大学、同志社大学、立命館大学、早稲田大学が参加し

て、日米研究インスティチュートを結成している。本機構を活用して特に米国とのネットワークによるグローバル人
材育成のための大学間連携を推進する。 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

【構想実施に向けた準備状況】 

 本学はグローバル30事業に採択された平成21年度から、外国人留学生受け入れを中心とした筑波大学の

国際化に向けた施策を拡充・強化してきた。 

 日本人学生の海外留学に向けた海外協定校との学生の協働プログラムの実施に向けた準備作業を進めた

(平成 23 年度世界展開力強化事業採択「人社系グローバル人材育成のための東アジア・欧州協働教育推

進プログラム; 人文社会科学研究科)。 

 本部国際戦略室において、国際通用力ある教学システムの改革に向けた施策について検討・立案してき

た。 

【平成２４年度】 

 現行の 3 学期制を前期・後期の 2 学期 6 モジュール制への移行準備作業を行っている。 

 改革する「教学システム」の方策を策定する機構として、現行「国際化推進委員会」の「英語プログラム等推

進小委員会」を発展的に強化して、「国際通用力ある教育システム推進小委員会」を発足させる。 

 学長の下に学内構成員の「国際性の日常化検討 WG」を設置し、「グローバル・ラーニング・コモンズ」の実

施案を関連担当副学長が策定し、次年度の発足に向けて組織体制の整備、要員の配置を行う。 

 次年度の「TSUKUBA Study Abroad プログラム」実施に向けて、海外留学･インターン案件の質保証に関す

る現地調査、「グローバル科目群」の選定、成績評価･単位認定の基準･手続きの策定を行う。人文社会系

の２学群から２０名のプログラム候補生を選抜する。 

 外国語、地域研究、新興国経済に関する教員の配置を行う。 

 プログラムの実施にあたり、南米など必要な海外事務所の設置を行う。 

【平成２５年度】 

 4 月より、現行 3 学期制を前期後期の 2 学期 6 モジュール制に移行する。 

 4 月より、「グローバル・ラーニング・コモンズ」を発足し、海外留学生及びその家族、海外派遣日本人学生、

日本人教員、外国人教員・研究員及びその家族、事務職員に対する国際化教育・研修を実施する。 

 本構想によるグローバル人材育成プログラムをスタートさせる。 

 1-2 年次の海外体験、3-4 年次のインターンシップを中心に、「TSUKUBA Study Abroad プログラム」の部分

運用を行う。 

 本学独自の「つくばスカラシップの拡充」、海外拠点事務所による派遣学生の支援環境の構築を進める。 

【平成２６年度】 

 本年度を本事業における各システム構築･整備の完成目標年度とし、「グローバル・ラーニング・コモンズ」、

「グローバル・リベラルアーツ」、「TSUKUBA Study Abroad プログラム」などの取り組みの本格的運用を進め

る。 

 グローバル30事業の財政支援期間終了後における外国人留学生の受け入れプログラム及び本事業による

日本人学生の海外派遣プログラムを総合的に運営し、国際多様性の日常化を推進する。 

 ７月の推薦入試、９月の早期修了の実施。１０月から１期生協定校へ留学。 

【平成２７年度】 

 外部評価委員会、本学監事、大学研究センターによる評価に加え、25 年度入学者の TOEFL-ITP テスト成

績と取り組み実施前の比較分析を含む本事業の取り組みの進捗状況とインパクトの総合的な検証を行い、

必要に応じて改善措置を講じる。 

 セミナー等による成果報告、本事業によって構築・強化されたグローバル人材育成に関する本学のリソース

の他学との相互利用を本格的に実施し、本学の成果の対外的波及を進める。 

 財政支援期間終了後に向けた事業展開策をまとめる。 

 １期生、１月論文提出、３月修了(早期修了) 

【平成２８年度】 

 目標設定した外国語力スタンダード及び海外留学経験者数を達成する。 

 前年度に引き続き、本事業の総合評価、特に取り組みのインパクトの前年度との比較評価を行い、本事業

財政支援期間終了後の事業展開策に反映させる。 

 前年度に引き続き、本学の成果の対外的波及を進める。 

 財政支援期間終了後の事業展開策の実施に向けた組織・人的体制の整備を行う。 
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

グローバル人材の育成は、本学の建学の理念に合致するものであり、第二期中期目標･中期計画(平成 22～

27 年度)の前文において明確にその方針を示している。したがって、財政支援期間終了後においてもその方針

が変わることはない。財政支援期間が終了する平成 28 年度末に当初の目標が達成されることを想定して、財政

支援が終了した後も、達成目標を更に向上させるために下記の取り組みを引き続き行う。 

① 本補助金で雇用された教職員のうち、その業績が高く評価された者を承継枠(テニュア・トラック)に組み入れ

ていく。 

② 学位プログラム化を更に進め、学群ごとに開設されている授業科目を学位プログラムごとに再編成すること

によって合理化を図る。 

③ グローバル 30 事業の成果も活用しながら、英語による授業の実施率を高め、日英両言語で行われている科

目を整理統合して合理化を図る。 

④ グローバル・ラーニング・コモンズの業務と関連する留学生センター、外国語センター、国際部、教育推進

部、総務部職員課、学生部キャリア支援室の機能を見直し、効果的な国際化推進体制を構築する。 

⑤ 外国人留学生及び国際力が向上した日本人学生を SA (Student Assistant)、TA (Teaching Assistant)、TF 

(Teaching Fellow)としてインターン雇用し、外部企業にアウトソーシングしていた業務の一部を学内で対応す

る体制を築くとともに、教える立場からの経験を学生に積ませる。 

⑥ 「つくばスカラシップ」の財務基盤を固めるために平成 22 年度に設置した筑波大学基金事業室の活動を強

化し、留学生及び海外派遣日本人学生の支援を強化する。 

⑦ 学内経費で教職員の国際化を支援している国際連携プロジェクト事業(招聘、長期派遣、短期派遣、イベン

トフォーラム形成)を見直し、更に効果の高いものに合理化を図っていく。 

⑧ 外部資金プロジェクトに積極的に応募して資金の獲得に努めるとともに、必要な経費については学内予算

に組み込んでいく。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

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

してください。 

【物品費】 

 既存組織の見直しを行い、大学全体で合理化を図ることとするため、事業展開に必要な経費については学内

予算で充当する。特に、本事業で購入したものも含む備品については、更新・メンテナンスのための予算準備・

執行を計画的に行う。 

 

【人件費・謝金】 

 グローバル 30 事業で掲げたとおり戦略的に外国人教員比率を高めていく計画であることから、本事業で雇用

した外国人教員については事業実施期間中から順次承継枠(テニュア・トラック)に組み入れて雇用を継続してい

く。既存組織の見直しを行い、大学全体で合理化を図ることとするため、事業展開に必要な人件費や人員配置

は維持していく。 

 

【旅費】 

 教職員の国内外の旅費については、基本的に学内予算で充当することとし、国際連携プロジェクト経費などに

よる戦略的な運用を図る。 

 

【その他】 

 既存組織の見直しを行い、大学全体で合理化を図ることとするため、事業展開に必要な経費については学内

予算に組み込んでいく。積極的・戦略的な事業展開を促すために、運営費交付金の一部を学内競争的資金化

することをさらに進め、学内公募プロジェクト型の予算･人員配分を行うことによってグローバル人材育成の学内

での取り組みを事業実施期間終了後においても継続させ活性化させる。 

 

 



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

37,500 1,000 38,500
7,500 7,500
7,500 7,500 様式1③右10行目

30,000 1,000 31,000
2,500 2,500 様式1①右23行目

3,000 3,000 様式1①右23行目

2,500 2,500 様式1①右41行目

2,000 1,000 3,000 様式1①右41行目

20,000 20,000 様式1③右17行目

33,670 33,670
32,650 32,650
4,500 4,500 様式1①右23行目

2,400 2,400 様式1①右23行目

3,750 3,750 様式1①右23行目

12,000 12,000 様式1①右23行目

4,000 4,000 様式1①右37行目

6,000 6,000 様式1③右37行目

1,020 1,020
70 70 様式3②右15行目

350 350 様式4①P30右43行目

300 300 様式6 41行目
300 300 様式4①P30左49行目

16,000 16,000
500 500 様式6②17行目

1,000 1,000 様式4①P30右43行目

1,000 1,000 様式6 28行目
6,000 6,000 様式2 P23右35行目

1,500 1,500 様式2 P23右35行目

5,000 5,000 様式1④右34行目

1,000 1,000 様式3②右15行目

13,280 9,150 22,430
10,000 9,150 19,150

1,350 1,350 様式5②右7行目

3,000 3,000 様式5②右30行目

4,800 4,800 様式1③右16行目

5,000 5,000 様式4①右18行目

5,000 5,000 様式5②右30行目

1,000 1,000
1,000 1,000 様式1①右23行目

1,300 1,300
300 300 様式4①右18行目

1,000 1,000 様式6②32行目
500 500
500 500 様式1①右23行目

480 480
480 480 様式1①右23行目

合計 100,450 10,150 110,600

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

・e-learning教材開発委託
②印刷製本費
・事業紹介パンフレット

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

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

・TIINNSシステム開発・構築委託

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
・テレビ会議システム（2,500千円×3式）

［人件費・謝金］
①人件費

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用PC
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用事務用品 

・教職員研修派遣旅費（500千円×10人）

・外部評価謝金（30千円×5人×2回）

・企業・他大学からの講師招聘旅費（100千円×10人）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ教員（9,000千円/年×1人×0.5年）

・学生チューター経費（50千円/月×20人×6ヶ月）

［旅費］

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ事務職員（2,500千円/年×3人×0.5年）

・留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（8,000千円/年×3人×0.5年）

・FDセミナー講師謝金（35千円×2人）

・TOEFL-ITP実施（3千円×450人）

・Cosmos Café, City Chat Café等謝金（30千円×10回）

・引率教員旅費（500千円×3回・人）

・外部評価委員旅費（100千円×5人×2回）

・FDセミナー講師招聘旅費（500千円×2人）
［その他］

・e-learningシステム保守（300千円×10）

①外注費

②消耗品費

・海外拠点用事務用品

・単位互換等打合せ・海外派遣先調査旅費（500千円×12回・人）

・国内の大学との意見交換（100千円×5回・人）

・企業・他大学からの講師謝金（35千円×10人）

・就職支援職員（8,000千円/年×1人×0.5年）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ非常勤講師(120千円×20コマ)

・海外拠点用PC

・

④通信運搬費
・国内外への資料発送費

・海外留学準備セミナー委託

平成２４年度

③会議費
・学内留学フェア実施
・国内大学間ネットワーク会合実施

・
・カラー複合複写機保守借料（80千円×6ヶ月）

・
⑤光熱水料

・
⑥その他（諸経費）

・教材、図書

・
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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

920 920

920 920
500 500 様式1①右23行目

420 420 様式1①右41行目

73,870 73,870
72,500 72,500
18,000 18,000 様式1①右23行目

3,000 3,000 様式1①右23行目

7,500 7,500 様式1①右23行目

24,000 24,000 様式1①右23行目

8,000 8,000 様式1①右37行目

12,000 12,000 様式1③右37行目

1,370 1,370
70 70 様式3②右15行目

700 700 様式4①P30右43行目

300 300 様式6 41行目
300 300 様式4①P30左49行目

29,000 15,000 44,000
1,000 1,000 様式6②17行目
2,000 2,000 様式4①P30右43行目

1,000 1,000 様式6 28行目
5,000 5,000 様式2 P23右35行目

2,000 2,000 様式2 P23右35行目

7,500 7,500 様式1④右34行目

1,000 1,000 様式3②右15行目

7,000 13,000 20,000 様式3②P28右26行目

2,500 2,500 様式6②27行目
2,000 2,000 様式4①右30行目

16,210 11,150 27,360
1,350 9,150 10,500
1,350 1,350 2,700 様式5②右7行目

3,000 3,000 様式5②右30行目

4,800 4,800 様式1③右16行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

13,300 2,000 15,300
300 300 様式4①右18行目

2,000 2,000 様式6②32行目
3,000 2,000 5,000 様式3②P28右26行目

3,000 3,000 様式6②27行目
5,000 5,000 様式4①右15行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

960 960
960 960 様式1①右23行目

合計 120,000 26,150 146,150

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

・国際連携教職員派遣プログラム

・学生海外留学支援

・海外留学準備セミナー委託

 [その他]

②印刷製本費
・事業紹介パンフレット

・FDセミナー講師謝金（35千円×2人）
・企業・他大学からの講師謝金（35千円×20人）

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ非常勤講師(120千円×25コマ)

・学生チューター経費（50千円/月×20人×12ヶ月）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用事務用品

・引率教員旅費（500千円×4回・人）

①設備備品費
・
②消耗品費

・海外拠点用事務用品

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ事務職員（2,500千円/年×3人）

・国内の大学との意見交換（100千円×10回・人）

②謝金

［人件費・謝金］

・学長会議

・FDセミナー講師招聘旅費（500千円×2人）

［旅費］

・外部評価謝金（30千円×5人×2回）

・単位互換等打合せ・海外派遣先調査旅費（500千円×10回・人）

・企業・他大学からの講師招聘旅費（100千円×20人）

・外部評価委員旅費（100千円×5人×2回）

・Cosmos Café, City Chat Café等謝金（30千円×10回）

①外注費
・TOEFL-ITP実施（3千円×450人×2回）
・e-learningシステム保守（300千円×10）

・学内留学フェア実施
・国内大学間ネットワーク・成果普及会合実施
・国際連携イベントフォーラム

・
③会議費

・

④通信運搬費
・国内外への資料発送費

⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・カラー複合複写機保守借料（80千円/月×12ヶ月）

平成２５年度

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ教員（9,000千円/年×2人）

・教職員研修派遣旅費（500千円×15人）

・TIINNSシステム開発・構築委託

・留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（8,000千円/年×3人）
・就職支援職員（8,000千円/年×1人）

・学長会議旅費(500千円×5人)

・

①人件費
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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

920 920

920 920
500 500 様式1①右23行目

420 420 様式1①右41行目

82,870 82,870
81,500 81,500
27,000 27,000 様式1①右23行目

3,000 3,000 様式1①右23行目

7,500 7,500 様式1①右23行目

24,000 24,000 様式1①右23行目

8,000 8,000 様式1①右37行目

12,000 12,000 様式1③右37行目

1,370 1,370
70 70 様式3②右15行目

700 700 様式4①P30右43行目

300 300 様式6 41行目
300 300 様式4①P30左49行目

28,000 14,000 42,000
1,000 1,000 様式6②17行目
2,000 2,000 様式4①P30右43行目

1,000 1,000 様式6 28行目
3,500 3,500 様式2 P23右35行目

3,000 3,000 様式2 P23右35行目

7,500 7,500 様式1④右34行目

1,000 1,000 様式3②右15行目

9,000 11,000 20,000 様式3②P28右26行目

3,000 3,000 様式4①右30行目

8,210 11,150 19,360
1,350 9,150 10,500
1,350 1,350 2,700 様式5②右7行目

3,000 3,000 様式5②右30行目

・TIINNSシステム保守・管理委託 4,800 4,800 様式1③右16行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

5,300 2,000 7,300
300 300 様式4①右18行目

2,000 2,000 様式6②32行目
3,000 2,000 5,000 様式3②P28右26行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

960 960
960 960 様式1①右23行目

合計 120,000 25,150 145,150

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

①設備備品費
・
②消耗品費

・

・国際連携教職員派遣プログラム

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ教員（9,000千円/年×3人）

・就職支援職員（8,000千円/年×1人）

①人件費

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ非常勤講師(120千円×25コマ)

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用事務用品
・海外拠点用事務用品

・外部評価委員旅費（100千円×5人×2回）
・単位互換等打合せ・海外派遣先調査旅費（500千円×7回・人）

・引率教員旅費（500千円×6回・人）

・学生チューター経費（50千円/月×20人×12ヶ月）

②謝金
・FDセミナー講師謝金（35千円×2人）

［旅費］

・企業・他大学からの講師謝金（35千円×20人）
・外部評価謝金（30千円×5人×2回）
・Cosmos Café, City Chat Café等謝金（30千円×10回）

・国際連携イベントフォーラム

・事業紹介パンフレット
・

・国内の大学との意見交換（100千円×10回・人）

・教職員研修派遣旅費（500千円×15人）
・FDセミナー講師招聘旅費（500千円×2人）

・学生海外留学支援
［その他］
①外注費

・企業・他大学からの講師招聘旅費（100千円×20人）

③会議費
・学内留学フェア実施
・国内大学間ネットワーク・成果普及会合実施

・TOEFL-ITP実施（3千円×450人×2回）
・e-learningシステム保守（300千円×10）

②印刷製本費

④通信運搬費

・カラー複合複写機保守借料（80千円/月×12ヶ月）

・
⑤光熱水料
・
・

・国内外への資料発送費

⑥その他（諸経費）

・

平成２６年度

・留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（8,000千円/年×3人）
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ事務職員（2,500千円/年×3人）

・

41



（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

920 920

920 920
500 500 様式1①右23行目

420 420 様式1①右41行目

82,870 82,870
81,500 81,500
27,000 27,000 様式1①右23行目

3,000 3,000 様式1①右23行目

7,500 7,500 様式1①右23行目

24,000 24,000 様式1①右23行目

8,000 8,000 様式1①右37行目

12,000 12,000 様式1③右37行目

1,370 1,370
70 70 様式3②右15行目

700 700 様式4①P30右43行目

300 300 様式6 41行目
300 300 様式4①P30左49行目

26,000 19,500 45,500
1,000 1,000 様式6②17行目
2,000 2,000 様式4①P30右43行目

1,000 1,000 様式6 28行目
3,500 3,500 様式2 P23右35行目

3,000 3,000 様式2 P23右35行目

7,500 7,500 様式1④右34行目

1,000 1,000 様式3②右15行目

4,500 14,500 19,000 様式3②P28右26行目

2,500 2,500 様式6②27行目
5,000 5,000 様式4①右30行目

10,210 12,150 22,360
1,350 9,150 10,500
1,350 1,350 2,700 様式5②右7行目

3,000 3,000 様式5②右30行目

・TIINNSシステム保守・管理委託 4,800 4,800 様式1③右16行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

7,300 3,000 10,300
300 300 様式4①右18行目

2,000 2,000 様式6②32行目
2,000 3,000 5,000 様式3②P28右26行目

3,000 3,000 様式6②27行目
300 300
300 300 様式1①右23行目

960 960
960 960 様式1①右23行目

合計 120,000 31,650 151,650

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

①人件費

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用事務用品

［人件費・謝金］

［旅費］

・学生チューター経費（50千円/月×20人×12ヶ月）

＜平成２7年度＞　　　経　費　区　分

・海外拠点用事務用品

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ教員（9,000千円/年×3人）
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ非常勤講師(120千円×25コマ)

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ事務職員（2,500千円/年×3人）

・留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（8,000千円/年×3人）

②印刷製本費
・事業紹介パンフレット

・企業・他大学からの講師招聘旅費（100千円×20人）

・FDセミナー講師招聘旅費（500千円×2人）

・Cosmos Café, City Chat Café等謝金（30千円×10回）

・国内の大学との意見交換（100千円×10回・人）

・外部評価委員旅費（100千円×5人×2回）
・単位互換等打合せ・海外派遣先調査旅費（500千円×7回・人）

・引率教員旅費（500千円×6回・人）
・教職員研修派遣旅費（500千円×15人）

②謝金
・FDセミナー講師謝金（35千円×2人）
・企業・他大学からの講師謝金（35千円×20人）
・外部評価謝金（30千円×5人×2回）

・TOEFL-ITP実施（3千円×450人×2回）
・e-learningシステム保守（300千円×10）

・国際連携教職員派遣プログラム

・学生海外留学支援
［その他］
①外注費

④通信運搬費
・国内外への資料発送費

・

・国内大学間ネットワーク・成果普及会合実施

③会議費
・学内留学フェア実施

⑤光熱水料

平成２7年度

・
⑥その他（諸経費）

・

・就職支援職員（8,000千円/年×1人）

・学長会議

・カラー複合複写機保守借料（80千円/月×12ヶ月）

・

・国際連携イベントフォーラム

・学長会議旅費(500千円×5人)

・

42



（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

520 520

520 520
320 320 様式1①右23行目

200 200 様式1①右41行目

82,870 82,870
81,500 81,500
27,000 27,000 様式1①右23行目

3,000 3,000 様式1①右23行目

7,500 7,500 様式1①右23行目

24,000 24,000 様式1①右23行目

8,000 8,000 様式1①右37行目

12,000 12,000 様式1③右37行目

1,370 1,370
70 70 様式3②右15行目

700 700 様式4①P30右43行目

300 300 様式6 41行目
300 300 様式4①P30左49行目

29,000 17,000 46,000
1,000 1,000 様式6②17行目
2,000 2,000 様式4①P30右43行目

1,000 1,000 様式6 28行目
3,500 3,500 様式2 P23右35行目

4,000 4,000 様式2 P23右35行目

7,500 7,500 様式1④右34行目

1,000 1,000 様式3②右15行目

9,000 11,000 20,000 様式3②P28右26行目

6,000 6,000 様式4①右30行目

7,610 11,650 19,260
1,350 9,150 10,500
1,350 1,350 2,700 様式5②右7行目

3,000 3,000 様式5②右30行目

・TIINNSシステム保守・管理委託 4,800 4,800 様式1③右16行目

200 200
200 200 様式1①右23行目

4,800 2,500 7,300
300 300 様式4①右18行目

2,000 2,000 様式6②32行目
2,500 2,500 5,000 様式3②P28右26行目

300 300
300 300 様式1①右23行目

960 960
960 960 様式1①右23行目

合計 120,000 28,650 148,650

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

［旅費］

・事業紹介パンフレット
・

①外注費

＜平成２8年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・

・企業・他大学からの講師招聘旅費（100千円×20人）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ非常勤講師(120千円×25コマ)

・e-learningシステム保守（300千円×10）

平成２8年度

③会議費
・学内留学フェア実施

・国際連携イベントフォーラム
④通信運搬費

・教職員研修派遣旅費（500千円×15人）

・国内の大学との意見交換（100千円×10回・人）

②印刷製本費

・

・
・

・国内大学間ネットワーク・成果普及会合実施

⑤光熱水料

・カラー複合複写機保守借料（80千円/月×12ヶ月）

・国内外への資料発送費

・

⑥その他（諸経費）

・TOEFL-ITP実施（3千円×450人×2回）

・外部評価謝金（30千円×5人×2回）

・FDセミナー講師招聘旅費（500千円×2人）

・Cosmos Café, City Chat Café等謝金（30千円×10回）

・学生海外留学支援
［その他］

・外部評価委員旅費（100千円×5人×2回）
・単位互換等打合せ・海外派遣先調査旅費（500千円×7回・人）

・企業・他大学からの講師謝金（35千円×20人）

・国際連携教職員派遣プログラム

②謝金
・FDセミナー講師謝金（35千円×2人）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ教員（9,000千円/年×3人）

・

②消耗品費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ用事務用品
・海外拠点用事務用品

［人件費・謝金］

・留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（8,000千円/年×3人）
・就職支援職員（8,000千円/年×1人）

・

①人件費

・引率教員旅費（500千円×8回・人）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｺﾓﾝｽﾞ事務職員（2,500千円/年×3人）

・学生チューター経費（50千円/月×20人×12ヶ月）
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様式８

（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

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。

【現在経費措置を受けている取組】
平成２１年度国際化拠点整備事業(G30)
・多数の英語コースを開設し、留学生を受入れて教育を行っている。正規学生としての受入れは留学生
のみであるが、英語で行う教育には日本人学生も履修可能になっており、留学生と日本人学生が共に英
語で学ぶ環境を整備してきた。また、本プログラムで採択された外国人教員により、大学全体の教育の国
際化を推進している。

大学の世界展開力強化事業
・人社系グローバル人材養成のための東アジア・欧州協働教育推進プログラム
学士課程から博士課程まで一貫した東アジア・欧州協働教育プログラムを構築し，国際社会の中で日本
の役割を発信する表現力，異なる価値観をまとめる先導力，東アジア・欧州が共同して問題解決に取り組
む国際協調力，国際社会の現場で活躍するための行動力を総合的に涵養する。

博士課程教育リーディングプログラム
・ヒューマンバイオロジー学位プログラム（ヒトが人らしく生きる社会を創る船長育成プログラム)
生命科学、医学、計算科学、物質科学を横断した複合的方法論を駆使して、ヒトの生命の維持、適応、継
承のメカニズムを理解し、これらに関する研究力、専門力を修得した上で、ヒトが人らしく生きる社会の創
造を先導できる国際的トップリーダーを養成する。5年一貫性のプログラムであり、専門力に止まることな
く、目利き力、突破力（企画力、交渉力）、完結力を涵養する。

【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
・オールジャパン協働運営による「つくばイノベーションアリーナ（TIA)連携大学院」の構築
「新成長戦略・国家戦略プロジェクト：世界的な産学官集中連携拠点」（つくばイノベーションアリーナ：TIA
－nano）における次世代人材育成を加速化するため、オールジャパンの強みを終結する革新的な大学間
連携のガバナンスによる組織改革を断行し、我が国の大学改革を先導する新たな教育研究システムを展
開する。

・鹿屋体育大学と筑波大学の連携による体育・スポーツにおける共同専攻の設置
鹿屋体育大学と筑波大学が連携して、スポーツを通じた国際貢献や大学における実践的身体教育（大
学体育）の充実と実践的研究の推進を図れる人材育成の教育基盤を、国内の大学を先導して整備する
ために、大学院の共同専攻の設置を行うものである。

・「治癒学」創成のための千葉大学亥鼻キャンパス高機能化構想による次世代対応型医療人育成（筑波
大学との連携）
医療系3学部（医学・薬学・看護学）と附属病院が集結し、教育研究組織と支援組織の抜本的な機構改革
を基盤に、指導者として次世代の多様なニーズに応える医療人を総合的に育成するとともに、筑波大学と
共同で、「東関東地域高度医療人育成センター」を組織し、輩出する医師が活躍できる社会的、経済的
基盤を構築する。

・環境放射能の動態と影響を解明する先端研究拠点の整備
福島第一原子力発電所事故により生じた温帯多雨地域の環境放射能の動態と長期にわたる環境を科学
的に解明するため、国内外の実績ある大学や研究機関等との互いの強みを生かした緊密な連携と協力
に基づく共同運営を行い、広く世界に開かれ、その英知を結集する環境放射能調査研究の先端的研究
拠点を形成する。
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（大学名：　筑波大学　）（申請区分：　特色型　）

大学の世界展開力強化事業
・持続アジアを牽引するリーダー人財育成のための適正技術教育プログラム
人と環境の健康を脅かす問題を解決するために、自らの意思に基づいて、アジアの課題の特徴を包括的
に捉え、地域に根ざした智（local wisdom）と先端知識を巧みに利用し、様々な学問的背景や国籍の人々
と恊働作業ができる人財を育成する。

・アジアの体育・スポーツの未来を拓くエキスパート人材の育成
武道課程を持ち体育系の学生に特化した鹿屋体育大学の教育・環境と、国際性豊かな総合大学として
の筑波大学の特性を活かし、ASEAN５カ国10大学・機関と共にアジアの体育・スポーツを牽引する人材養
成のプログラムを構築する。

博士課程教育リーディングプログラム
・産業活性化を牽引する学際・国際型リーダー育成プログラム【複合領域型(横断的テーマ)】
理工融合をベースにシステム、ビジネス、多文化理解などの人文系素養も身に付けた「二芸に秀でた」人
材を養成する学位プログラム

・持続可能な水の安全保障学位プログラム【複合領域型(安全安心)】
地球規模、地域規模における国内外の水資源・水環境の量、質に関わる諸問題やリスクに対峙し、自然
科学、技術、人文社会学を俯瞰した学際的な能力により、安全な水資源・水環境を持続的に確保すること
のできるグローバルリーダーを養成する学位プログラム

・人支援システムデザイン学位プログラム【複合領域型（情報）】
人機能の補完・協調・拡張を行うために必要な人の特性に関する横断的な知識を獲得し、人支援に関す
る地球規模課題に取り組む多角的で複眼的な思考力（分野横断力）、産官学にわたる実問題の解決能
力（現場力）、そして成果を世界に広く伝えつつ世界を導くリーダーシップ力（魅せ方力）を備えることによ
り、国際的トップリーダーとなる人材を養成する学位プログラム

・スポーツによるライフイノベーションを先導するリーダー養成学位プログラム【ｵﾝﾘｰﾜﾝ型】
少子高齢化や運動不足などによる「人と社会の活力低下問題」を解決するため、健常者だけでなく、有疾
患者の個性やニーズに合致した安全な運動プログラムの開発に加え、人々が運動したくなる補助用具の
開発や社会環境の改変など、スポーツライフの定着化を促し、人や社会の活力を高める社会技術の開発
と、それを利用した「スポーツによるライフイノベーション(SLI)を先導するリーダー」を養成する学位プログ
ラム
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（大学名： 筑波大学 ）（申請区分： 特色型 ） 

 

（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】 

異文化に対する十分な理解力と日本文化の発信力を持ち、優れたコミュニケーション能力を習得し、国

際的にも活躍できるチャレンジ精神旺盛な人材を育成することを目指して、全学的にもＳＥＮＤを実施す

るが、特に本事業即ちローカル最適なグローバル人材-地域研究イノベーション学位プログラム≪人社系グロ

ーカル人材育成プログラム≫では、次のようなＳＥＮＤの活動を実施する。 

本プログラムに参加し、ＳＥＮＤ活動を実施する学生は、海外留学中に在学する協定大学、または留学

する地域の中等教育学校や日本語学校等で、①日本語・日本文化を紹介し、当該地域における日本への関

心を高め、日本に関する知識を広める活動、②当該地域と日本との政治的・経済的関係の紹介・解説によ

る啓発活動、③当該地域住民とのコミュニケーションを活性化し、交流・親善を促進する活動等を行う。

これは、単に当該地域への日本語・日本文化発信を目的とするだけでなく、ＳＥＮＤ活動を実施するプロ

グラム生にとって、国際性、学際性に基づく地域研究の教育基盤を継承・発展させ、グローバルかつ俯瞰

的な教養の基礎を身に着けると同時に、新興国の文化や社会、人々の行動様式に精通し、ローカルなニー

ズを適確に汲みとることができ、多様な市場に適した人材、問題解決に貢献できる人材を育成するという

重要な教育活動としても位置づけて実施される。 

上記ＳＥＮＤ活動は、プログラム生が、学士課程において留学する場合も、大学院博士前期課程において留

学する場合も、本プログラムを実施する人文・文化学群、社会・国際学群、人文社会科学研究科国際地域研究

専攻が兼ねて実施している以下のような手厚い教育体制による十分な事前指導のもとに行われる。 

《日本語及び日本文化、日本語教育、異文化理解に関する事前学修》 

【学士課程】 

① 人文・文化学群で開設される日本の歴史・文化に関する科目 

② 社会・国際学群で開設される日本の政治・経済・社会に関する科目 

③ 社会・国際学群において英語で開講されるグローバル 30 科目(「日本の文化」「日本の社会」「日本の

歴史」「芸術」) 

④ 人文・文化学群-日本語・日本文化学類開設の日本語教育科目 

⑤ 「e-ラーニングによる日本語自習システム」を用いた学修プログラム 

【大学院】 

① 国際地域研究専攻に設置されている日本語教師養成プログラム（履修証明プログラム）で開講されて

いる日本語・日本語教育科目 

② 国際地域研究専攻において英語で開講される地域研究科目 

③ 人文社会科学研究科が実施する英語プログラム「国際交渉力強化プログラム」が開設する諸科目 

《全学的支援体制》 

① グローバル・ラーニング・コモンズによる事前研修制度 

② 海外拠点事務所によるサポート：協定校、現地の日本語学校等、海外分校／海外教室 

③グローバル・キャリア支援室によるサポート：健康管理、セキュリティー管理、及び帰国後のキャリアサポ

ート 

（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 0人 2人 5人 8人 12人 

学生の受入 0人 2人 5人 8人 12人 
 

 




