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550,564117,298７．本事業経費
（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

120,000千円

大学負担額

114,765補助金申請額

25年度 26年度年度（平成）

各年度補助金申請額の上限

109,814117,29895,029

27年度24年度

大学名：愛知県立大学　申請区分：特色型）

113,658

28年度

95,029

内
訳

合　計

550,564

114,765事業規模 109,814

113,658
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（大学名：愛知県立大学    ）（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≫ 

●本学の理念 
１「知識基盤社会」といわれる 21世紀において、知の探求に果敢に挑戦する研究者と知の獲得に情熱を燃

やす学生が、相互に啓発し学びあう「知の拠点」を目指す。 

２「地方分権の時代」において、高まる高等教育の需要に応える公立の大学として、良質の研究とこれに

裏付けられた良質の教育を進めるとともに、その成果をもって地域社会・国際社会に貢献する。 

３ 自然と人間の共生、科学技術と人間の共生、人間社会における様々な人々や文化の共生を含む「成熟

した共生社会」の実現を見据え、これに資する研究と教育、地域連携を進める。 

●外国語学部の教育目的 
外国語学部は、外国語の高度で実践的な運用能力を身につけ、それを基礎として外国諸地域の社会、政

治、経済、歴史、文学、文化、思想ならびに言語に関する専門的知識を獲得し、国際社会に関する深い理

解を養うとともに、世界の中で自らの文化の意義を自覚し、「グローバルな多文化共生」の実現に向けて、

国際社会に活躍の場を見出し、あるいは地域の国際化に貢献しうる人材の育成を目指す。（学部履修規程

第 2 条） 

≪構想の目的≫ 

 本構想は、上に掲げた大学の理念と学部の教育目的をふまえ、愛知県立大学の次期中期計画（平成 25
年度～平成 30 年度）における外国語学部の人材育成方針「21世紀国際社会を創造し、地域社会に貢献す

るグローバル人材の育成」を達成するため、「学士課程における発展的留学制度を通したグローバル・キ

ャリア育成プロジェクト」として構想されたものである。 
本プロジェクトの目的は、愛知県の公立大学として、「国際社会」と「地域社会」の両方で貢献できる

グローバル人材を育成することである。特に強調したいのは「愛知県という地域の特徴をふまえ、外国語

学部の強みと地域社会の教育的資源を生かして、地域社会で必要とされるグローバル人材を育てる」とい

う側面である。それは、この地域がもつ以下の２つの特徴、社会的要請と密接に関係している。 
第一に、愛知県は日本の産業集積地として重要な地位を占め、大企業だけでなく中小企業においてもグ

ローバル展開している企業が非常に多い。それに伴い「グローバル人材」の不足が指摘されている。これ

は別の言い方をすれば、地元の公立大学として、そうしたニーズに十分に応えるような人材育成が強く求

められているということである。 
第二に、愛知県は南米系住民をはじめ多数の外国人が居住しているという地域特性がある（県内外国人

登録者数 201,268 人＝県人口の 2.71％。1 位ブラジル 55,310、以下、中国 47,784 、韓国・朝鮮 37,612、 
フィリピン 26,436、ペルー7,530。愛知県多文化共生推進室、2012 年）。このため、行政、医療、教育、

警察等の分野で地域社会が抱える課題も多く、そのための人材ニーズが極めて高い。それは「外国人問題」

に対する社会的要請であると同時に、実は愛知県が「グローバル人材候補」の宝庫でもあることを示して

いる。実際、本学部でも多様なエスニック・バックグランドを持つ学生が年々増えているのである。 
本学外国語学部では、毎年多数の学生が海外に出ており「内向き」と言われる若者像とはかなり異なる

（平成23年度に3か月以上の留学に出た者は231名。うち3年生が126名＝外国語学部3年生の約37％）。

しかし、海外協定大学の少なさもあり、留学の多くが単位認定を伴わない語学留学であることに加え、こ

れまで大学として留学前の指導体制や留学後のフォローが不十分であったため、「行かせっぱなし」になっ

ていた面は否定できない。本構想では、外国語学部学生の 60％以上が留学するという目標を設定した上で、

留学前→留学中→留学後のプロセスを、グローバル人材を育てる一貫した発展的教育課程としてとらえ、

各段階で必要な能力を育てる体系的なプログラムを実施する。帰国後も地元の企業や自治体、NPO/NGO、

海外協定大学と連携したフォローアップ・プログラム（インターンシップ、国際学生共同プロジェクト等）

を行い、高度な語学力だけでなく、グローバル・キャリアに必要な普遍的能力を身につけさせる。 
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

●愛知県立大学の教育研究目的（学則第 1条） 

愛知県における知の拠点として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、豊かな人

間性と高い知性を備え、かつ、国際性、創造性および実践力に富む有意な人材を育成するとともに、文化

の創造と発展ならびに福祉の向上に寄与することを目的とする。 

●本学の特色 
１ 多言語教育と少人数教育：外国語学部では10 カ国語以上の授業を開講。専攻言語の授業は 1 クラス

19人以下、第二外国語は 1クラス 30人以下を標準とした教育体制を維持。図書館内に 8カ国語の「外国

語多読コーナー」を設け、毎年「多言語競演レシテーション大会」を開催するなど課程外教育も重視。 

２「外向き志向」の学生：平成 23年度に 1セメスター（3か月）以上の留学をした学生数は 252名、うち

231名が外国語学部生（3年生が 126名を占め、これは同学部 3年生の約 37％）。留学先は 10カ国以上。 

３ グローカル性：学生の６割以上が県内出身者（岐阜、三重、静岡を加えると８割近く）というローカ

ルな大学である一方、外国人居住者が特に多い地域の公立大学であるため、「潜在的グローバル人材候補」

の入学者が増加している 

４ 地域連携・地域貢献：公立大学として県内の自治体と連携協定を締結。小学校での外国語活動、外国

籍児童生徒の教育支援に学生を派遣。医療通訳を目指す「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」を開講。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

１ 人材像： 上記の教育目的、特色、および本学のディプロマ・ポリシー(次頁参照)を踏まえ、①国際

社会と地域社会の両方に関心を持ち貢献できる人材、②グローバル社会に対して受動的姿勢ではなく、主

体的に考え、構想し、行動できる人材、を育成する。具体的には、「態度」「能力」「知識・スキル」の３

つの観点において以下の要素を持った人である。 
 
●本プロジェクトを通じて育成するグローバル人材像    

I 
態度 

1 グローバルかつグローカルな視点： 国際社会の動向のみならず、日本や地域社会との関

連性を意識したグローカルな視点を持ち、多文化共生社会に関心を持つ人。 
2 主体性： 常に問題意識を持ち、主体的に考え、判断し、行動することができる人。 
3 積極性とチャレンジ精神： 机上で考えるだけでなく実行に移せる人。前例がなくとも自

ら構想し、周囲に働きかけ、積極的に参画していくチャレンジ精神を持つ人。 
4 協調性： チームを形成し、様々な価値観を持つ人と意思疎通を図りながら協働できる人。 
5 責任感・倫理観： 自らの行動に責任を持ち、周囲から信頼される人。 

II 
能力 

1 広義のコミュニケーション力： 様々な価値観を持った人と意思疎通を図りつつ信頼関係

を築くことができる人。対外発信力、対話力、交渉力、ネットワーク構築力がある人。 
2 異文化適応力： 世界の多様性を受け入れ、いかなる環境でも適応し仕事ができるタフさ。 
3 課題発見力・解決力： 常に問題意識を持ち、新しいテーマを見つけ出す鋭い感性を持つ

人。問題を解決したり、新たな構想や価値の創造（イノベーション）に結び付けられる人。 
4 マネジメント能力： 多様な人間集団をまとめていくリーダーシップ、調整力、周囲を促

したり指導する（ファシリテーションとコーチング）能力がある人。 
III 
知識・

スキル 

1 高度な外国語力： 複数の外国語運用能力を持ち、少なくとも１つの言語に関しては、チ

ームの中で、あるいはカウンターパートと協力して仕事を完成させることができる人。 
2 国際教養： 愛知、日本、諸外国に関して、歴史、文化、宗教、習慣、ルール、各国事情

などの知識を持っている人。国際プロトコールやマナーの心得がある人。 
3 プレゼンテーション・スキル： 日本語、外国語を問わず、説得力ある発表、コメント、

質問、議論を行い、あるいは会議をスムースに進めることができる人。 
4 情報リテラシー： 基本的なソフトを使いこなすことができ、情報検索ツールを使ってグ

ローバルな情報収集ができる人。情報セキュリティについての知識がある人。 
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＊愛知県立大学のディプロマ・ポリシー 
本学の教育課程を修了して卒業認定を受けるのは次のような能力・技能・態度を備えている学生である。 
・成熟した共生社会について深く理解し、その実現に向けて貢献しようとする志向性を身につけている。 
・知的基盤社会の担い手として、コンピュータ・リテラシー、コミュニケーション・スキルを備え、適切な

情報収集に基づく複眼的柔軟な思考力を身につけている。 
・学部学科の専門教育で培った学識と、現代の社会的文化的課題を知的に探究する能力を身につけている。 

 
 
２ 育成される具体的な人材の例 
 
①愛知県や東海地方に拠点をおくグローバル企業（特に中小企業） 

産業集積地である愛知県や東海地方では、トヨタをはじめ大企業も多いが、グローバル展開している、

あるいは今後展開を目指している中小企業も非常に多く、「グローバル人材の不足」が指摘されている。 
こうした企業のニーズに応えるため、地域社会を見据え、かつグローバルな視野を持った人材を育てる。 
②商工会議所等の団体 

 海外進出する地元企業をサポートする中間支援組織として、名古屋商工会議所等様々な業界組織がある。

このようなポジションから地域産業の発展をサポートする人材。 
③官公庁（特に地方自治体など）の職員 

愛知県および東海地方には多数の外国人住民が居住していることから、各自治体の国際課や多文化共生

推進室等の部署の重要性が増しており、窓口業務においても様々な制度について外国語で説明できる人材

が求められている。さらに愛知県では大きな国際会議が開催されることも多い（2010 年 COP10 生物多様

性締約国会議、2014 年国連 ESD[持続可能な開発のための教育]の 10 年）世界会議など）。こうしたこと

から、単に外国語ができるだけでなく、国際的視野をもち、各国の制度、価値観の違い、宗教の理解や多

文化の共生に関する深い知識を有する人材が必要とされる。 
④警察官、教員等 

愛知県警および愛知県教育委員会では、警察官や教員の採用試験にあたってポルトガル語、スペイン語、

中国語、タガログ語などに堪能な「語学採用枠」を設けており、実際に本学からも毎年数名が採用されて

いる。愛知県警国際警察センターでは本学卒業生が活躍しており、教育現場では語学力とグローバルな視

野をもった教員のニーズが一層高まっている。 
⑤NPO/NGO、公益法人などのパブリック・セクター 

 ＪＩＣＡ中部センター、公益財団法人名古屋国際センター、同愛知県国際交流協会、ＮＰＯ法人名古屋

ＮＧＯセンター（国際協力団体など 50 団体が加盟する中間支援組織）など、愛知県内には地域社会とつ

ながりを持ちつつ国際交流や国際協力活動に関わる非営利団体が多い。こうした分野では語学力、異文化

適応力、チャレンジ精神、協調性、マネジメント能力などあらゆる要素が必要とされるが、そうした人材

はまだ不足している。 
⑥コミュニティ通訳（医療通訳等） 

 愛知県では医療通訳者の養成とそのキャリア化に力を入れ始めた。本年度からは、県が協定を結んだ病

院に医療通訳を派遣する「あいち医療通訳システム」が本格運用を開始した（英語、スペイン語、ポルト

ガル語、中国語、タガログ語）。高度な言語能力だけでなく、相手の文化への理解など国際教養や広義のコ

ミュニケーション能力が要求されるため、多文化共生への理解やグローバルな視野を持った人材の育成が

求められている。本学は「あいち医療通訳システム推進協議会」の通訳養成専門部会のメンバーであり、

教材開発や認定試験実施などで協力している。また、大学として医療スペイン語、医療ポルトガル語に関

する授業や社会人対象の講座を開講している。 
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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】 

卒業時までに修得すべき知識・技能・能力として、①語学力、②国際教養、③プレゼンテーション・ス

キル、④情報リテラシー、⑤広義のコミュニケーション力、⑥異文化適応力、⑦課題発見・解決力、⑧マ

ネジメント能力、の 8 項目について、以下の通り具体的目標を設定する。 
 

  項 目 具体的能力 主な養成手段と評価 

１ 語学力 ・英語を含む複数の外国語の運用能力。 

（詳細は次頁別表の通り） 

・語学検定等の義務化による定

期的能力測定 

・留学前～留学後までの各段階

に応じた語学トレーニング 

２ 国際教養 ・愛知県および日本に関する一般的知識（歴史、政

治、社会、文化（芸術や伝統芸能など）、産業・経済、

習慣など）を持ち、外国語で発信したり質問に答え

ることができる。 
・外国に関して同様の基礎的知識を持ち、また、国

際情勢を認識し、外国語で意見交換ができる。 
・国際プロトコールや基本的マナー（国によって異

なるもの、国際標準のもの）が身についている。 

・留学前プログラム（留学まで

に客観的な能力をチェック） 
・留学先での実践（ワークショ

ップ等）。結果を自己評価・分

析の上、ポートフォリオで報告

させ、記録を蓄積 
・留学後プログラム（不十分で

あると思われる点の指導） 
３ プレゼン

テーション・ス

キル 

・日本語、外国語を問わず、説得力ある発表、コメ

ント、質問、議論ができ、あるいは会議をスムース

に進めることができる。 

   
  同 上 

４ 情報リテ

ラシー 

・基本的なソフトを使いこなし、文書作成やデータ

の管理、説得力ある資料作成ができる。 
・様々な情報検索エンジンやソフトを使ってグロー

バルなレベルで情報収集を行うことができる。 
・情報セキュリティに関する知識がある。 

・1 年次必修科目「情報処理」

を受講し、情報セキュリティを

含む汎用的スキル・知識を修得

（単位修得していない者は留

学前に必ず修得させる）。 
・本学図書館の情報リテラシー

講習会（目的・レベル別） 
５ 広義のコ

ミュニケーシ

ョン力 

・様々な価値観を持った人と意思疎通を図りつつ、 
信頼関係を築くことができる対話力や交渉力があ 
る。 
・対外的発信能力がある。 
・国の内外を問わず人的なネットワークを構築する 
ことができる。 

・項目２，３と同様 
・留学後プログラムにおける参 
加型、実践型プロジェクト（海 
外協定大学、地元企業、自治体 
等と連携したインターンや国 
際学生共同プロジェクト） 
・インターン先の企業等からの 
客観的評価と指導 

６ 異文化適

応力 

・世界の多様性を受け入れ、いかなる環境でも適応

し仕事ができるタフさを持っている。 
・留学前プログラムにおける基

礎訓練（ワークショップ形式で

の疑似体験など） 
・留学中はポートフォリオを通

じて留学生活を報告させ、必要

な指導を実施。記録を蓄積 
７ 課題発

見・解決力 

・常に問題意識を持ち、課題を探し出す能力がある。 
・問題を解決したり、それを新たな構想や価値の創 
造（イノベーション）に結び付けることができる。 

項目５と同様 
 

８ マネジメ

ント能力 

・多様な人間集団をまとめていくリーダーシップと

調整力、および周囲を促したり指導する能力（ファ

シリテーションとコーチングのスキル）がある。 

同 上 
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○語学力について 
・本学部では、英米学科および国際関係学科のように、第一外国語を英語とし、第二外国語でそれ以外の

言語を履修させる学科と、ヨーロッパ学科（フランス語圏、スペイン語圏、ドイツ語圏の 3 専攻）および

中国学科のように、第一外国語は各専攻言語、第二外国語で他言語（９割以上の学生が英語を選択）を履

修させる学科がある。全ての学生は、少なくとも２つの外国語において一定レベル以上の語学力を身につ

け、特に専攻言語（第一外国語）では卒業時までに高度な運用能力を獲得することとし、具体的には以下

の通り目標を定める。 
 

 専攻言語（第一外国語）として履修する学生 
の目標レベル 
（末尾カッコは達成率目標値％） 

第二外国語として履修する学生の目標レベル 
（英語は卒業時、それ以外は 8 単位修了＝2 年

修了時の能力。末尾カッコは達成率目標値％） 
英語 [英米学科および国際関係学科生/ 卒業時] 

 
TOEFL iBT 88 (PBT 570)点以上、または

TOEIC800 点以上 （70％） 
 

[左記以外の外国語学部生全員/ 卒業時] 
 
TOEFL  iBT 80 (PBT 550)点以上、または 
TOEIC730 点以上 (70%)  

フラン

ス語 
[2 年修了時]実用フランス語技能検定試験

（フランス語教育振興協会）2級（CEFR欧州

共通言語参照枠 B1） 

[卒業時]実用フランス語技能検定試験準 1級

（同 B2）               (いずれも 70％) 

実用フランス語技能検定試験 3級（CEFR欧州

共通言語参照枠 A1）（70％） 

スペイ

ン語 
[2 年修了時]スペイン語検定（日本スペイン

協会）4 級または DELE（セルバンテス協会

/CEFR）A2  

[卒業時 ]スペイン語検定 3 級または

DELE/CEFR B2           （いずれも 70％）  

スペイン語検定 5 級または DELE/CEFR A1

（70％） 

 

ドイツ

語 
[2 年修了時]ドイツ語技能検定試験（ドイツ

語学文学振興会）3級または CEFR A2 

[卒業時]ドイツ語技能検定試験 2級～準 1級

または CEFR B2      （いずれも 70％） 

ドイツ語技能検定試験 4級または CEFR A1

（70％） 

 

中国語 [2年修了時]中国語検定 3級 （70％） 

[卒業時]留学経験者は HSK 5級（100％） 

それ以外の学生は中国語検定 2級（50％） 

中国語検定 3級（50％） 

 

ポルト

ガル語 
 
    ――― 

ポルトガル語検定 PLE:外国語としてのポルト

ガル語検定センターCAPLE)CIPLE（準初級） 

（50％） 

ロシア

語 
 
    ――― 

ロシア語能力検定試験(東京ロシア語学院/旧

日ソ学院）4級（50％） 

 
・専攻言語（左列）のうち英語に関しては、英語圏の大学または大学院の授業を理解できるリスニング力、

大量の資料を短時間で読みこなせる読解力、発表、質問、議論する際に明瞭な発音で論理的に説明できる

スピーキング力、エッセイ・レポート・論文等、専門的で高度な文章を説得力のある文章で表現できるこ

と、あるいはグローバル・ビジネスの場においてメール、電話、プレゼンテーション、対話、交渉などに

おいてカウンターパートと困難なく意思疎通できるレベルを目指すものである。その他の言語については、

初習外国語であることから英語より若干低いが、いずれも卒業時目標はネイティブの人々と議論し、共同

プロジェクトを計画、実施することが可能なレベルである。 
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目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

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

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

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  40 人 50 人 100 人 228 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  5 人     5 人 15 人 24 人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

23 人 12 人 35 人 45 人 85 人 204 人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 270 人 201 人 364 人 381 人 370 人 340 人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   11.0％ 13.1％ 27.0％ 67.1％ 

外
国
語
学
部
（
英
米
・
国
際
関
係
学
科
） 

卒業時の外国語力スタンダード 

TOEFLiBT 88（PBT570）

または TOEIC800、か

つ目標シート１-③

で定めた第二外国語

（1言語）の能力 

10 人（ ２ ） 15 人（ ２ ） 31 人（ ６ ） 94（10） 

海外留学経験者数 ４人 0 人 8 人 13 人 25 人 84 人 

 

３ カ 月 未 満 0 人 0 人 0 人 0 人 18 人 56 人 

３カ月～１年 ４人 0 人 8 人 13 人 7 人 28 人 

１ 年 超 ０人 ０人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数  72 人 82 人 145 人 154 人 152 人 140 人 

目標設定の考え方 

外国語学部生として「英語＋１言語」の能力を身につけることを前提に卒業時の外国語力スタンダードを設定し

た。したがって、留学を経験して高度な英語力があっても、第二外国語の基準をクリアしていなければ、外国語

力スタンダードを達成したことにはならない。留学目標シート１－③で示した語学力目標値では、英語は 70％

以上、第二外国語は 50～70％以上の達成率を掲げている。これを前提に、卒業者の 3 人に 2 人（67％）以上

が、「高度な英語力」と「第二外国語の基本的運用能力」の両方を有していることを目指す。留学経験者数に関し

ては、外国語学部全体では例年 230 人程度（約 17％）の学生が海外に出るなど、留学希望のポテンシャルは高

いが、現在、英語圏に留学する者のほとんどが、単位認定を伴わない語学学校等への留学となっている。そこで、

平成 24～25 年度は特に留学制度の整備と指導体制の強化に取り組み、26 年度までに現在の留学（ほとんどが

単位修得を伴わない語学研修）を「単位認定をともなう留学」にシフトさせていく。本プログラムは、現 1 年生

が留学準備を開始する平成 25 年度の本格始動を想定しており、彼ら第一期生が卒業する平成 27 年度に一定の

成果を出し、平成 28 年度卒業生において目標の達成を実現する。 

外
国
語
学
部
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
科
） 

卒業時の外国語力スタンダード 

仏、西、独語のいず

れかで欧州共通参照

枠B2または検定試験

同レベル、かつ英語

TOEFLiBT80(PBT550)

または TOEIC730   

25 人（ ２ ） 28 人（ ２ ） 57 人（ 7） 101 人（11） 

海外留学経験者数 10 人 12 人 23 人 26 人 50 人 90 人 

 

３ カ 月 未 満 ２人 12 人 13 人 15 人 25 人 45 人 

３カ月～１年 ８人 0 人 10 人 11 人 25 人 45 人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 159 人 87 人 159 人 166 人 159 人 150 人 

目標設定の考え方 

外国語学部生として「専攻言語＋英語」の能力を身につけることを前提に卒業時の外国語力スタンダードを設定

した。したがって、留学を経験し専攻言語に関して高度な語学力があっても、英語の基準をクリアしていなけれ

ば、外国語力スタンダードを達成したことにはならない。目標シート１－③で示した語学力目標値では、専攻言
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語、英語ともに 70％以上の達成率を掲げている。これを前提に、卒業者の 3 人に 2 人（67％）以上が「フラ

ンス語、スペイン語、ドイツ語のいずれかにおける高度な語学力」と「グローバル・ビジネスで最低限必要な英

語運用能力」の両方を有していることを目指す。留学経験者数に関しては、外国語学部全体では例年 230 人程

度（約 17％）の学生が海外に出るなど、留学希望のポテンシャルは高いが、現在、仏、西、独語圏に留学する

者の多くが、単位認定を伴わない語学学校等への留学となっている。そこで、平成 24～25 年度は特に留学制度

の整備と指導体制の強化に取り組み、26 年度までに現在の留学（ほとんどが単位修得を伴わない語学研修）を

「単位認定をともなう留学」にシフトさせていく。大学に入ってから学ぶ初修外国語であるため、より高度な語

学力を身につけるため 3 カ月以上の留学者数も増やしたい。本プログラムの本格始動時期は、現 1 年生が留学準

備を開始する平成 25 年度を想定しており、彼ら第一期生が卒業する平成 27 年度には一定の成果を出し、平成

28 年度卒業生において目標の達成を実現する。 

外
国
語
学
部
（
中
国
学
科
） 

卒業時の外国語力スタンダード 

ＨＳＫ5 級または中

国語検定 2 級、かつ

英 語 TOEFLiBT80

（ PBT550）または

TOEIC730 

5 人（ １ ） 7 人（ １ ） 12 人（ 2 ） 33 人（ 3 ） 

海外留学経験者数 ９人 0 人 4 人 6 人 10 人 30 人 

 

３ カ 月 未 満 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 15 人 

３カ月～１年 ９人 0 人 4 人 6 人 10 人 15 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 人 人 

卒業［予定］者数 39 人 32 人 60 人 61 人 59 人 50 人 

目標設定の考え方 

外国語学部生として「中国語＋英語」の能力を身につけることを前提に卒業時の外国語力スタンダードを設定し

た。したがって、留学を経験し中国語に関して高度な語学力があっても、英語の基準をクリアしていなければ、

外国語力スタンダードを達成したことにはならない。目標シート１－③で示した語学力目標値では、中国語につ

いては留学経験の有無により 50％ないし 100％、英語は 70％以上の達成率を掲げている。これを前提に、卒

業者の 3 人に 2 人（67％）以上が「中国語における高度な語学力」と「グローバル・ビジネスで最低限必要な

英語運用能力」の両方を有していることを目指す（ただし中国学科では英語以外の言語に関心を持つ学生も一定

数いるため、英語以外で外国語力スタンダードを判断する場合もある）。留学経験者数に関しては、他学科同様、

留学希望のポテンシャルは高いが、現在、ほとんどが単位認定を伴わない語学学校等への留学である。そこで、

平成 24～25 年度は特に留学制度の整備と指導体制の強化に取り組み、26 年度までに「単位修得を伴わない語

学研修（現状）」を「単位認定をともなう留学」にシフトさせていく。大学に入ってから学ぶ初修外国語であるた

め、より高度な語学力を身につけるため 3 カ月以上の留学者数も増やしたい。本プログラムの本格始動時期は、

現 1 年生が留学準備を開始する平成 25 年度を想定しており、彼ら第一期生が卒業する平成 27 年度には一定の

成果を出し、平成 28 年度卒業生において目標の達成を実現する。 

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

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

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

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

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

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

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

（対象：外国語学部） 

（測定指標・達成水準） 

  項 目 測定指標 達成水準 

第一外国語 第二外国語 

１ 語学力 英語 

 

TOEFL iBT (または PBT) iBT88（PBT570） 80(550) 

TOEIC 800 730 

フランス語 実用フランス語技能検定 準 1級 ３級 

欧州共通言語参照枠 CEFR B2レベル A1レベル 

スペイン語 スペイン語検定試験 3級 5級 

欧州共通言語参照枠 CEFR(DELE) B2レベル A1レベル 

ドイツ語 ドイツ語技能検定試験 2級～準 1級 4級 

欧州共通言語参照枠 CEFR B2レベル A１レベル 

中国語 

 

中国語検定 2級 3級 

HSK 5級   ― 

ポルトガル語 ポルトガル語検定試験（PLE-CAPLE）  － CIPLE準初級 

ロシア語 ロシア語能力検定試験  － 4級 

２ 国際教養 a.愛知県および日本に関する一般的知識 
b.諸外国に関する基礎的知識 
c.国際情勢の認識 
d.国際プロトコールや基本的マナー 

左記テーマについて外国語で説明、

意見交換したり、質問に答えること

ができる。国際標準および国によっ

て異なるルールを知っている。 
３ プレゼンテ

ーション・スキ

ル 

日本語・外国語を問わずプレゼンテーションを行う能力 説得力ある発表、コメント、質問、

議論ができる。会議をスムースに進

めることができる。 
４ 情報リテラ

シー 

a.基本的なソフトを使いこなす能力 
b.グローバルな情報収集方法に関する知識・能力 
c.情報セキュリティに関する知識 

文書作成やデータの管理、説得力あ

る資料作成ができる。情報検索エン

ジンやソフトを使ってグローバルな

情報収集ができる。情報セキュリテ

ィに関する知識がある。 
５ 広義のコミ

ュニケーション

力 

a.様々な価値観を持った人との意思疎通および信頼 
関係を構築する能力。 
b.対話力・交渉力 
c.対外的発信能力 
d.人的なネットワークを構築する能力 

様々な価値観を持った人と意思疎 
通を図りつつ、信頼関係を築くこと 
ができる。様々な場面に応じた対話 
力や交渉力がある。対外的発信能力 
があり、国の内外を問わず人的なネ 
ットワークを構築できる。 

６ 異文化適応

力 
異文化や様々な環境に適応する能力 世界の多様性を受け入れ、いかなる

環境でも適応し仕事ができるタフさ

がある。 
７ 課題発見・解

決力 
a.課題を探し出す能力 
b.問題解決力。 
c.構想力・創造力 

常に問題意識を持ち、課題を探し出

す能力がある。問題を解決し、新た

な構想や価値の創造（イノベーショ

ン）に結び付けることができる。 
８ マネジメン

ト能力 
a.リーダーシップと調整力 
b.周囲を促したり指導する能力（ファシリテーションとコ

ーチングのスキル） 

多様な人間集団をまとめるリーダー

シップと調整力、周囲を促したり指

導する能力（ファシリテーションと

コーチングのスキル）がある。 
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（指標・水準設定の考え方） 

 

「目標設定シート１-③」で示した８つの項目を全て満たすことが、我々が目指すグローバル人材のイメージである。これらのうち、語学力

に関しては、外国語学部生として複数の外国語において一定レベル以上の語学力を身につけることが社会的な期待でもあり、専攻言語（第一

外国語）と第二外国語の両方において必要な水準を設定した。第一外国語については学生の 70％がこれを達成すること、第二外国語において

は英・仏・西・独語は 70％、それ以外の言語は 50％の学生が達成することを目標としている。全体としては「卒業時において、3人に 2人（67％）

以上が、英語を含めた複数言語の運用能力（うち 1言語については高度な語学力）を持っている」ことを目指すものである。第一外国語につ

いては、英語は「英語圏の大学または大学院の授業を理解できるリスニング力、大量の資料を短時間で読みこなせる読解力、発表、質問、議

論できるスピーキング力、レポート・論文等、専門的で高度な文章を説得力のある文章で表現できるレベル」を目途とした。それ以外の第一

外国語は初修外国語であることから、英語より若干低いが、いずれも「ネイティブの人々と議論し、共同プロジェクトを計画、実施すること

が可能なレベル」である。第二外国語の英語については、「グローバル・ビジネスの場においてカウンターパートと困難なく意思疎通できる

レベル」を想定し、それ以外の言語については「基本的文法事項を修得し、辞書があれば現地での生活に支障がないレベル」である。 

なお、８つの項目のうち、1（語学力）の達成度については定量的測定が容易であり、2～4についても、本プログラムの中で実習やチェック・

テストを行うことにより、ある程度定量的な目標管理が可能である。他方、5～8は、知識だけではなく実際の体験が不可欠であるため、特に

「留学中の活動」および「留学後プログラム」の中で、ここに掲げた定性的指標に基づいて評価を行う。 

項目 2～8 に関する評価は、本学の通常の成績評価に準じて、S=特に優れている、A=優れている、B=良好である、C=不十分（最低限の水準は

クリア）、D=不可、とし、「全項目において B以上」の評価を得た者を「目標達成者」とする。 

 

 

（達成する学生数設定の考え方） 

 

 上述したように、８つの項目のうち語学力（複数の外国語）の基準をクリアし、かつ項目 2～8の全てでB評価以上を獲得した者を「目標達

成者」とする。本プログラムが本格開始するのが平成 25 年度であることから、平成 25 年度と 26 年度における「達成する学生数」は、その

時点で評価可能な範囲での達成数である。プログラム第一期生（現 1 年生）の卒業年度（平成 27 年度）からは全学生、全項目について評価

し、平成 28年度において「卒業者の 50％が目標を達成」することを目指す。 

 
 

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）  ５人 10 人 37 人 170 人 

対象となる学生数（B） 364 人 381 人 370 人 340 人 

達成する割合（A/B） 1.4％ 2.6％ 10.0％ 50.0％ 

 
 
 



13 
（大学名：愛知県立大学    ）（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】 

１ 教育課程の国際通用性に関する目標 

・シラバスの多言語化：  

平成 25年度用シラバスにおいて一部科目のシラバス多言語化を実施（平成 25年 3月完成）。 

平成 26年度用シラバスで多言語化を完了（平成 26年 3月完成）。  

・ＧＰＡの国際標準化(平成 25年度中に移行) 

・ナンバリングの導入：外国語学部科目は平成 26年度用シラバスで導入（26年 3月）全学は 28年度着手 

・国内外への教育情報の戦略的な発信： 

平成 25年 9月までに、大学案内、ＨＰ上の教育情報等の英語版を完成し、発信を開始。 

・専門職員の配置、職員の能力向上： 

 平成 24年度中（25年 1月）に国際交流室に 2名を増員配置。 

・学内文書の多言語化：平成 25年 4月に作業グループ立上げ、平成 26年 3月に主要な文書の多言語化を

完了。 

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り組み 

・インターンシップなど：平成 25年 4月より準備開始、平成 26年 2月一部試行後、26年度から本格実施。 

３ 教員のグローバル教育力の向上の取り組み 

・教育体制のグローバル化： 外国語による授業の増加を平成 25年 4月より措置（週 12コマ外国語によ

る授業を追加）。平成 26年度はさらに週 24コマ外国語による授業を追加。27年度～28年度にかけ、段

階的に日本人教員担当科目の一部を外国語で実施（週 50コマ相当）。 

・グローバル教育力の向上のため、海外大学からの講師招聘によるＦＤ：第一回を平成 26年度に実施。 

・教員の教育力を評価する取り組み、その結果の人事への反映等： 

昇任人事審査の際にすでに実施済み。平成 25年度中に更に検討。 

・海外協定大学での授業実施等の実践型研修の推進：平成 26年 9月までに開始。 

４ 日本人学生の留学を促進するための環境整備 

・入学時の動機づけ、学生の準備・計画作成支援：平成 25年 4月より開始 

・海外留学プログラムの等の開発支援体制：平成 25年 3月までに暫定的プログラム作成。 

・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、獲得支援：すでに開始済み。 

・ラーニング・アグリーメントへの取り組み：平成 24年 12月までに留学カウンセリング体制を強化。 

・留学中から帰国後におけるサポート： 

平成 25年 5月までにサポート体制およびプログラムを具体化。平成 25年夏期留学者から実行。 

・産業界との連携による留学中および帰国後の就職支援：平成 26年度夏期留学者から試行。 

・緊急時、災害時の対応、リスク管理：平成 25年 7月までにマニュアル化。 

・履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置、学内外での研修等体制の強化。 

 平成 24年 10月から国際交流室にアドバイザーとサポートスタッフを配置。 

５ 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り組み 

・入試における適切な評価： 

推薦入試等特別入試の評価基準の変更、「グローバル人材枠（仮称）」等の検討開始（平成 24年 10月）、

平成 26年入試より漸次導入。 

・学生の語学力向上度の定期的測定と教育効果分析、語学教育へのフィードバック：  

 TOEIC等検定試験の義務化、データ蓄積と指導体制強化（平成 24年 10月から施行、25年度より義務化）。 

・留学前準備教育：平成 25年 4月より留学前プログラムを試行。 

６ 構想の実現に向けた準備体制、準備状況、資金計画 

・準備体制：外国語学部長、国際交流室長を中心とする組織体制強化（すでに開始）。副学長をトップと

する検討会議で、今後の教務、学生支援体制強化を検討中（本構想開始と同時に本格化）。 

・実施状況の評価、改善を図るための学生や外部有識者評価：平成 25年 3月までに第一回外部評価実施。 

・成果の日本語および外国語での公表、報告会、普及等：上記と同様時期に報告を公表。 
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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） 
267 人  

（   50 人） 

275 人  

（   65 人） 

300 人  

（   85 人） 

335 人  

（ 130 人） 

390 人  

（  160 人） 

425 人  

（  ２7０人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（   0 人） 

1 人  

（   0 人） 

1 人  

（  0 人） 

1 人  

（  0 人） 

1 人  

（  0 人） 

1 人  

（  0 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

4 人  

（  0 人） 

2 人  

（  0 人） 

2 人  

（   0 人） 

2 人  

（   0 人） 

2 人  

（   0 人） 

2 人  

（   0 人） 

学士課程在籍者 
263 人  

（  50 人） 

272 人  

（   65 人） 

297 人  

（   85 人） 

332 人  

（ 130 人） 

387 人  

（  160 人） 

422 人  

（  ２7０人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 3470 人  3342 人  3470 人  3470 人  3470 人  3470 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
7.7％  

（     1.4％） 

8.2％  

（     1.9％） 

8.6％  

（    2.4 ％） 

9.7％  

（    3.7 ％） 

11.2％  

（    4.6％） 

１2.2％  

（     7.8％） 

目標設定の考え方 

本構想では、外国語学部学生の 60％（816 人）が、卒業までに海外学術交流協定校及び協議校に留学を経験す

ることを目標としている、つまり、毎年約 240 人の外国語学部の学生（全学の約７％）が留学を経験する。留学

者数だけでみると、昨年度は 231 人の外国語学部生が留学をしているので、目標値はほぼ達成している。しかし、

海外学術交流協定校への留学となると、現在は留学者の１０％程度である。本シートの目標は、留学者総数の割合

を増加させるのではなく、カッコ内に示す「諸外国の大学等との学生交流に関する協定等に基づき派遣される学生

数」を留学者数と同等の数値にあげるよう設定している。また、この数値には、本構想とは別途「大学の世界展開

力強化事業」で企画している大学間交流の年間留学者を含んでいる。 

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） 
15 人  

（   15 人） 

244 人  

（   35 人） 

8 人  

（   0 人） 

267 人  

（   50 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 

0 人  

（   0 人） 

3 人  

（   0 人） 

1 人  

（   0 人） 

4 人  

（   0 人） 

学士課程在籍者 
15 人  

（   15 人） 

241 人  

（   35 人） 

7 人  

（   0 人） 

263 人  

（   50 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 3470 人 3470 人  3470 人  3470 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
0.4％  

（    0.4％） 

7.0％  

（    1.0 ％） 

0.2％  

（   0 ％） 

7.7％  

（     1.4％） 
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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） 
71 人  

（    10 人） 

97 人  

（    37 人） 

106 人  

（    46 人） 

111 人  

（    51 人） 

116 人  

（    56 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

6 人  

（   0 人） 

6 人  

（  0 人） 

6 人  

（   0 人） 

6 人  

（   0 人） 

6 人  

（   0 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

17 人  

（   0 人） 

17 人  

（   0 人） 

17 人  

（   0 人） 

17 人  

（   0 人） 

17 人  

（   0 人）） 

学士課程在籍者 
31 人  

（   0 人） 

32 人  

（   0 人） 

36 人  

（   4 人） 

40 人  

（  9 人） 

45 人  

（   14 人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

17 人  

（   10 人） 

42 人  

（   37 人） 

47 人  

（   42 人） 

48 人  

（   42 人） 

48 人  

（  42 人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

71 人  

（    10 人） 

97 人  

（    37 人） 

106 人  

（    46 人） 

111 人  

（    51 人） 

116 人  

（    56 人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 3342 人  3470 人  3470 人  3470 人  3470 人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
2.1％  

（   0.3 ％） 

2.8％  

（    1.1％） 

3.1％  

（    1.3％） 

3.2％  

（    1.5％） 

3.3％  

（    1.6％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
2.1％  

（    0.3％） 

2.8％  

（    1.1％） 

3.1％  

（    1.3％） 

3.2％  

（    1.5％） 

3.3％  

（    1.6％） 

目標設定の考え方 

海外学術交流協定校を増加させることによって、本学への留学生も増加することが見込まれる。年間２～３校

の協定校増加で、留学生４～５名程度の増加（26 年度から）。また、本構想とは別に「大学の世界展開力強化

事業」で企画している大学間交流の年間受入留学生（予定）を含んでいる（2５年度）。博士・修士課程の学生

増加は、本構想が意図している範囲ではないため、現状通りと仮定した。 

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 41 人  41 人  

２ ベトナム 10 人  10 人  

３ 韓国 6 人  6 人  

４ インドネシア 5 人  5 人  

５ フランス 2 人  2 人  

６ ドイツ 2 人  2 人  

７ 台湾 2 人  2 人  

８ イタリア 1 人  1 人  

９ ミャンマー 1 人  1 人  

１０ ブラジル 1 人  1 人  

その他  0 人  0 人  

合 計  71 人  71 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） 

９回  ３２回  80 回  130 回  180 回  

全授業数（Ｂ） 5640 回  5640 回  5640 回  5640 回  5640 回  

割  合（Ａ／Ｂ） 0.2％  0.6％  1.4％  2.3％  3.2％  

目標設定の考え方 

本プログラムで新規雇用する外国人教員 6 名（英語２名、仏、西、独、中各１名）とプログラム教員

（学科横断プログラム２名）が、年間４科目の授業を外国語で行う（平成２５年度）。さらに平成 26

年度からは、現有の 12 名の専任外国人教員も年間４科目の専門科目を外国語で行う。さらに、外国語

学部の日本人教員で海外での教育研究を１年以上有する教員（約 50 名）は、特に留学生が参加し外国

語でおこなうことが有益と思われる科目年間１科目を外国語でおこなう（平成２７、２８年度に徐々に

移行）。 

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） 57 人  65 人  65 人  66 人  67 人  

 うち外国人教員 20 人  28 人  28 人  28 人  28 人  

総教員数（Ｂ） 218 人  222 人  222 人  222 人  222 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 26.1％  29.3％  29.3％  29.7％  30.2％  

目標設定の考え方 

外国語学部の教員のうち、外国人教員等数は、全体の約７割近くを占めている。本構想では、新たに外

国人教員を６名とプログラム担当教員２名を増員する予定である。また、２８年度までの新規採用予定

者 6 名についても、外国での教育研究経験のある教員を一部採用し、外国人教員等の比率を全学の教

員の約 3 割まで引き上げる。 

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） 
109 人  110 人  111 人  114 人  115 人  

総教員数（Ｂ） 218 人  222 人  222 人  222 人  222 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 50.0％  49.5％  50.0％  51.4％  51.8％  

目標設定の考え方 
今後の新規採用専任教員は博士号保持者であることを前提に設定した。専任教員採用予定数は、現在の

ところ平成２５年度、２６年度は各 1 名、２７年度３名、２８年度１名である。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 3342 人  3470 人  3470 人  3470 人  3470 人  

総教員数（Ｂ） 218 人  222 人  222 人  222 人  222 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 15.3 15.6  15.6 15.6  15.6  

目標設定の考え方 本学の特徴である少人数教育は徹底されているので、現状維持する。 
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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 TOEIC800 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） 
4 人  5 人  7 人  9 人  11 人  

事務系職員総数（Ｂ） 104 人  104 人  104 人  104 人  104 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 3.8％  4.8％  6.7％  8.7％  10.6％  

目標設定の考え方 

留学生の増加、海外協定大学への教員の派遣、受入に伴う業務のために、スタンダードを満たす職員を

学務課 4 名配置、庶務課 2 名配置する。海外からの問い合わせに対応できるよう、入試広報課でスタ

ンダードを満たす職員を 1 名配置する。 

目標を達成し大学の国際化を促進するため、現職員の英語力強化を SD の指標の一つに定め、TOEIC

受験を奨励し（平成 25 年度より）、毎年 2 名の目標達成者を輩出する（平成 26～28 年度）。 

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】 

○大学の中期目標（平成 19年度～24年度） 

愛知県立大学は、平成１９年度に法人化され、平

成２１年度に県立看護大学と統合、学部学科の再編

を行い「グローバルな多文化共生を目指す」ことを

掲げ「新・県立大学」がスタートした。その過程で

策定された中期目標では、国際交流の推進のため、 

①学術交流協定校の拡充、②外国人研究者の受入や

若手研究者の派遣への積極的な取り組み、③海外へ

の留学生派遣や受入を促進するための奨学金や海外

への広報活動の方策の充実、等の目標が掲げられた。 

○学術交流協定の拡充と国際交流室の設置 

現在の学術交流協定締結状況は、北米地域７大学、

ヨーロッパ地域６大学、アジア地域５大学、中南米

地域２大学、合計２０大学となっている。特に現中

期目標が設定された平成１９年以降９校増加してい

るのは顕著である。更なる学術交流協定校拡充のた

め、平成２３年１０月に大学全体の国際交流に関す

る業務の統合部署として国際交流室を設置し、海外

での教育研究経験を有し、国内の大学における国際

交流関連業務に携わってきた専任教員を室長として

採用した。 

○外国人研究者受入・若手研究者の派遣 

外国語学部では、専攻言語の専任教員（任期付、

定数１２名）を国際公募している。本学は、常に海

外の新しい教育、社会、文化の情報を取り入れ、魅

力的な教育内容を維持するよう取り組んでおり、特

に若手外国人研究者の受入に力を入れている。また、

学内の研究者に対しては学内の競争的資金による長

期学外研究制度を設け、年間約３名の研究者を海外

の教育・研究機関に長期派遣している。国内外の人

材交流により、教育研究のグローバル化を推進し、

学生の教育に還元することを重要視している。 

○留学生の派遣・受入状況 

本学では授業料減免制度を国内の学生だけでなく

海外からの留学生にも適用している。現在、１０カ

国から約７０名の留学生を受け入れているが、その

うち９割弱の留学生がこの制度を利用している。海

外協定大学からの交換留学生に対しては、授業料の

相互免除が適用され、留学生増加の一助となってい

る。本学からは毎年２０～３０名程度の学生を交換

留学生として協定校に派遣しているが、それ以外に

毎年２００名を超える学生が、主として語学研修を

目的に世界各地に留学している。 

【本構想における展開】 

○大学の次期中期目標（平成 25 年度～30 年度）に

向けた取り組み『地域社会に貢献するためのグロー

バル化構想』 

高等教育の「国際化」や「国際水準の質の保障」

は、本学においても最重要課題の一つである。同時

に、愛知県の公立大学として、高等教育の成果を地

域社会に還元するという重要な役割がある。本構想

も「国際社会と地域社会に貢献する人材を育てるた

めの大学のグローバル化事業」として推進していく。 

○グローバル化推進のための制度整備 

本学は海外 20 大学との間で学術交流協定を締結

しているが、学生の交換や研究交流などが活発に行

われているとは必ずしも言えない。その要因の一つ

は、海外の大学との交流を統括するための組織的基

盤が弱く、人員が不足していることにある。 

本構想では外国語学部の６割の学生が学士課程

教育の一環として単位認定を伴う留学を経験し、グ

ローバルに通用する人材となることを目標としてい

る。その実現のためには本学における国際標準的な

カリキュラムと評価制度の整備、教育体制の構築が

不可欠である。本構想は 4年の修業年限内で卒業を

可能とする留学制度と留学支援の取り組みを想定し

ているが、それには学術交流協定大学の一層の増加

と、留学先大学での適切な教育、実質的な単位互換

制度の構築が大前提となる。 

○そのための組織と人員の強化 

留学を視野に入れた 4年間の学修計画とその履修

指導、入念な留学前カウンセリング、留学後の学修

計画とキャリア支援の体制を整備し、その仕組みを

実質的に機能させていくためには、軸となって業務

を担うマネジメント・スタッフと、留学と履修情報

を管理するシステムの構築が不可欠である。 

また、派遣と受け入れが双方向的関係であること

を考えると、学術交流協定大学からの短期及び長期

の留学生受け入れ体制の整備も重要である。派遣お

よび受け入れの両面で留学生の数が増大すれば、彼

らをサポートする全学的組織およびそれを担う教

員、事務職員の充実は必須である。それが実現すれ

ば、学術交流協定大学との教員や職員の交換研修、

国際FD研究、留学から帰国した学生を中心にした国

際学生会議の取り組み等、さらに大学全体のグロー

バル化と活性化を推進する好循環をもたらすこと

になるであろう。 
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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】 

○体系的なカリキュラムの整備 

平成１９年度の法人化による組織改編に伴い、大

学全体の教育研究の充実と教育改革を進めることを

目的とする「教育研究センター」が新設された。教

養教育や導入教育・キャリア形成支援教育から、

全学に関わる専門教育に至るまで、体系的なカリ

キュラムを各学部が営むための企画と運営、また

学部間調整を担うことにより、全学的な教学マネ

ジメントが実施されている。 

 

 

○シラバスの充実 

学生にとってシラバスは授業内容の概要を知る唯

一の手段であり、教員にとっても授業の学習効果の

ある履修を促すための一つの手段となっている。 

本学では、長年、シラバスの原型である「授業内

容一覧」の冊子を作成し学生に配布するなどして、

授業内容の公開に取り組んできた。平成 20年度から

はシラバスの記載内容（授業目的、授業計画、成績

基準等）の明確化にも積極的に取り組んでいる。記

載内容に不備が無いかを、各学部学科の教務担当教

員が一つ一つ丁寧に確認し、不備がある場合には、

担当教員に加筆・修正等が指示される。したがって

シラバスの完成度はほぼ 100%に近く、全学部の全授

業のシラバスを学生ポータルシステムに公開すると

ともに、印刷物を窓口に設置している。こうした取

り組みは、学生の授業に対する興味や意欲向上を促

すとともに、体系的なカリキュラムとしての履修指

導をする際にも役立っている。 

 

 

○ＧＰＡの導入 

本学では、平成２０年度まで、成績評価の基準と

して平均値（修得した単位の成績をＳは５点、Ａは

４点、Ｂは３点、Ｃは２点、Ｄは０点として合計し

た点数）÷（履修した授業科目数）を使用し、早期

卒業の判断基準などに使用してきた。 
平成２１年度からＧＰＡ制度を導入し、学生の成

績表にはＧＰＡ（成績のＳ=５点、Ａ=４点、Ｂ=３
点、Ｃ=２点、Ｄ=０点とし、その合計を履修した授

業科目で除した点数）を表示し、学生ポータルシス

テムで公開している。 
 現時点では、ＧＰＡを卒業や進級の要件としては

【本構想における取組】 

○体系的なカリキュラムの整備 

全学的な教学マネジメントの強化や、体系的なカ

リキュラムを企画・実施していくために、平成２４

年度から「教養教育センター（仮称）」の設置が予定

されている。グローバル化の時代と社会に適応しう

る「学士力」を身に着けた人材を養成することを目

標に、①成熟した共生社会を担うための幅広い人間

力の基礎を養う教養教育の実施、②全学年を通した

体系的なキャリア教育の実施、③全学部生の英語力

の強化、④社会人基礎力の涵養や豊かな人間性の形

成につながる教育の企画と運営を行う。 

 

○シラバスの国際標準化と多言語化（平成 26年度） 

 本学におけるシラバスは学生にとって充実した内

容となっているが、本構想では更に国際通用性やグ

ローバルな教育体制を意識し、①国際標準的なシラ

バスとなるよう項目の更なる充実、②シラバスの多

言語化、③学外者への公開、を段階的に全学的に実

施する。 

外国語学部のシラバスの将来的構想として、レベ

ルに応じた段階的な専攻言語でのシラバス作成を促

進する。現在、外国語学部の語学科目（上級レベル）

において、各専攻言語でのシラバスの記載が進んで

おり、今後は、中級レベルの授業においても、専攻

言語での記載を進め、授業内容の確認から専攻言語

を使用することにより、留学先での履修登録に支障

がないようにするための訓練の一つとする。また、

初級レベルでは日本語のシラバスを併用すること

で、授業の選択ミスが無いようにする。 

こうしたシラバスの多言語化は、受け入れ留学生

の授業選択の一助にもつながる。 

 

○ＧＰＡによる成績の厳格な成績評価（平成 25 年

度） 

 現在は、ＧＰＡ制度が学生にも浸透し、成績を確

認する際には、ＧＰＡの点数を意識する学生も増え、

高得点を維持するために評価を下げないよう勉学に

取り組む学生が多くなっている。 

本構想におけるＧＰＡは、国際的な質保証の観点

からも重要な指標となるため、国際標準的な評価基

準方法を導入し、厳格な成績管理を目指す。その上

で、今後は、留学を視野に入れて 4年間のカリキュ

ラムを考える学生への学習ロードマップの成績面に
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採用しないこととしているが、取得単位とともに成

績評価に対する学生本人の自覚を促すとともに、優

秀学生顕彰、交換留学生の決定、大学院推薦、所属

ゼミ決定、就職推薦、早期卒業などに利用し、優秀

学生の選抜に役立っている。 
 

 

○外国語学習支援体制 

本学生の自主的な外国語学習を推進するために、

外国語学部を基礎として設置された高等言語教育研

究所が中心となり、課程外で、以下のような多様な

外国語学習支援を行っている。 

 

① 多言語競演レシテーション大会の開催 

毎年 1回、本学の外国語教育活動の一環として、様々

な外国語で述された文学作品などの暗唱（リサイト）

を競い合う「多言語競演レシテーション大会」を開

催している。本大会は、本学の授業で学べる外国語

や(留学生向けの)日本語を対象とし、外国語学習の

成果とプレゼンテーション能力を、競い合い、発表

する場として、大きな意義を持っている。学生は自

主的にレシテーション大会への参加を決め、暗唱す

る内容は、教員が選んだ文学作品等の一節だけでは

なく、学生自身が選ぶこともできる。さらに、音楽・

映像・プレゼンテーションソフトなどを活用した、

本人の自主性にまかせた暗唱のパフォーマンスが繰

り広げられることも本大会の特色となっている。昨

年度の大会では英語・フランス語・スペイン語・ド

イツ語・中国語・ロシア語・ポルトガル語・朝鮮語・

日本語の９言語が発表された。このような多言語の

暗唱大会の開催は、全国的にも非常に珍しく、本学

の外国語教育の多様性を如実に物語っている。 

 

② 外国語多読用図書の充実 

図書館に特別に設置した「外国語多読コーナー」（英

語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、

ポルトガル語、ロシア語、日本語の 8ヶ国語）の外

国語多読用図書の充実をはかっている。 

 

③ 外国語（英語・スペイン語）多読活動の推進 

外国語多読用図書を用いた英語多読活動を推進す

るために、English Spaceを実施している(週 1回)。 

同様に、スペイン語の多読活動も行っている(週 1

回)。これらの活動時には、本学部の学生をアシスタ

ントとして常駐させており、English Space は、学

生同士の英語によるコミュニケーションの場になっ

ている。 

 

④ CALL教室を利用した外国語自主学習支援 

CALL 教 室 を 利 用 し て 、 学 生 の 語 学 試 験

おける数値目標と位置付ける。ＧＰＡ得点（大学で

の学習達成度）と検定試験のスコア（語学能力の指

標）両側面から、学生の現時点でのグローバル人材

達成度を判断し、留学先、留学期間、留学する大学

の選択、留学先での単位取得、留学後の履修科目を

指導する。 

 また、成績を数値化することにより、ＧＰＡデー

タベースの基盤をつくることで、留学期間や、留学

中の学習効果との相関関係を調査し、今後の留学や

履修相談の根拠データとする。 
 

○ナンバリングの導入（平成 26年度完成） 

カリキュラムの体系化をより明確化し、学生の履

修管理と海外大学との単位互換の促進のために、ナ

ンバリング制の導入を検討。ナンバリングの導入は、

海外からの留学生の履修支援にもつながる。全学的

な導入に先立ち、外国語学部の科目からナンバリン

グに相当する番号を付し、国際標準化を促進する。 

 

○学生が履修可能な上限単位数の設定（平成 25 年

度） 

現在本学の履修可能な上限単位数は年間 48 単位

となっている。上限以上の単位修得を希望する場合

は、教務委員会の許可を得なくてはならない。 

 本構想では、単位互換を伴う留学をして 4年間で

卒業を目指すものである。適切な時期の学修時間と

学修量を確保するため、プログラムの単位と他の授

業の単位を合わせた履修可能上限単位数と同時に下

限単位数を設定する。（アカデミックアドバイジング

の徹底） 

 
○ポートフォリオによる学習支援（平成 24 年度試

行、平成 25 年度本格導入） 
学士課程教育の成果ラーニング・アウトカムズを

サポートするための情報プラットフォームとして、

ポートフォリオを導入する。本取り組みでは、「留学

前プログラム」「留学先での活動」「留学後プログラ

ム」を軸として、入学時から卒業まで一貫した学び

のフローが構築されており、様々な学修データを蓄

積することで、各々の学生にあった教育方法を導く

ことを可能にする。また、大学内だけでなく学外や

留学先での学修を支援することにより、学修時間の

増加を促すとともに主体的な学びの確立を支援す

る。具体的には、以下のコンテンツやデータの蓄積、

指導の手段として活用する。 

①入学時オリエンテーションに基づいた学修計画の

記録作成 

②危機対応オリエンテーション、「日本文化紹介」研

修の記録作成 

③タスク・シラバスに基づいた課題解決型の語学研
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（TOEFL/TOEIC/IELTS）受験のための自主学習支援を

行っている。(週 1回) 

 

修用 e-learning 

④協定大学の事務職員による説明会・相談会用コン

テンツ作成、レポート作成 

⑤ＧＰＡ、検定試験のデータ保管 

⑥「プレゼンテーション研修」「国際プロトコール」

「比較文化論」「協定大学の教員による語学研修」の

コンテンツ、レポート作成 

⑦留学前カウンセリングの学生カルテ（留学前の目

標設定、TOEIC・TOEFL等の検定試験の記録） 

⑧留学中、教員からのフォロー、大学との連絡ツー

ル、留学中の学習支援ツール、留学日記の作成、留

学学生相互のコミュニケーションツール 

⑨留学終了後、本学の学期が始まる間のボランティ

ア、インターンシップ等の記録 

⑩留学後カウンセリングの学生カルテ（留学目標達

成度、留学後から卒業までの履修指導、TOEIC・TOEFL

等の検定試験の記録） 

⑪「リサーチ・発信プロジェクト」「留学体験談・説

明会」「地域居住の外国人へのアンケート調査プロジ

ェクト」コンテンツ、レポート作成 

⑫キャリア支援用カルテ（４年間の学びの振り返り、

就職活動の記録） 

⑬卒業生と在学生を結ぶ就職支援ツール 

⑭大学（学部）としてのデータ蓄積と分析 
 

○多言語自主学習支援センター（仮称）の設置 

英語のみならず、専攻言語での単位修得を目的と

した留学を促進し、多言語を駆使することができる

グローバル人材を育成するためには、カリキュラム

外で、学生が自律して計画的に学習をすすめる必要

がある。そこで、これまで高等言語教育研究所が中

心となってすすめてきた多言語教育強化活動を集約

した拠点センターを設ける。 

ここでは、学生の自主的な語学学習を促す学習機

材、ツールを用意するとともに、ネイティブ教員お

よび事務スタッフが常駐し、曜日・時間帯により様々

な言語の学習プログラムを提供する。また、外国語

のサロンとして学生が授業時間の合間や放課後に気

楽に立ち寄り、外国語に触れる時間を増やすなど、学

生のアクティブな学びの場とする。 
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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】 

 本学ホームページでは「教育情報の公表」のペー

ジを設け、「大学の教育研究上の目的」、「教育研究上

の基礎組織」、「教員情報」「学生の入学卒業後の進路

状況」「授業に関すること」「学修の評価、卒業認定

基準等」「教育研究環境」「授業料その他の費用」「学

生支援」について公表し、国内への教育情報の発信

は十分に実施されている。現在、ホームページの一

部は英語に翻訳されているが、上記の情報は国外発

信用に翻訳されていない。しかし、各学部独自で英

語版ホームページ（一部３か国語）の開設に着手し、

カリキュラムや教員情報などを発信している。 

 また、国内の高校生向けに制作した大学案内 DVD

をもとに、海外の学生や大学にも情報を発するため

英語字幕付きの DVDを製作し、海外からの訪問者な

どに大学を紹介する役割を果たしている。 

【本構想における取組】 

 本構想の取組課題である学術交流協定大学の拡充

を図るため、戦略的に大学情報の発信を展開するの

は優先事項であり、全学的な体制を整備する必要が

ある。そのため、平成２４年度１０月からこれまで

学長の諮問機関であった広報小委員会を、全学的な

組織に位置づけ戦略的に情報発信を実施する。特に 

① 英語を主としたホームページの多言語化、 

② 国際的な評価・分析の視点を含めた公表内容の 

検討、などに着手する。本プログラムが本格始動す

る平成２５年度には英語版を完成させ、平成２６年

以降は徐々に多言語化していく。 

また、海外での大学フェアに出展する際の大学紹

介ツールである大学案内の英語版を制作する（平成

２５年度）。現大学案内を単に英訳したものを製作す

るのではなく、本学の魅力に加え、愛知県と愛知県

で学ぶことの魅力を紹介し、海外の学生、大学を惹

きつける内容とする。大学案内 DVDにも同様の視点

を盛り込み、ホームページ上で動画を流し、広く大

学の魅力を発信していく。（平成２６年度） 

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】 

平成２３年度１０月より、大学全体の国際交流に

関する専門部署として、国際交流室が設置されてお

り、責任者として、海外での学位や教育研究経験の

ある教員を配している。また、専門職員として、ア

メリカ合衆国で学位を取得し、就業経験もある職員

を雇用している。 

外国人学生や教員（専任・非常勤）と十分なコミ

ュニケーションが可能なレベルの英語運用能力を有

する職員が、学内の教育研究支援課や学務部など学

内各部署に配置されている他、国際学等の修士号を

持つ職員も数名存在する。外国人教員が専任、非常

勤ともに多い外国語学部では、一部の学内文書は英

語に翻訳し、教員とのコミュニケーションを図って

いる。このように、大掛かりな事務体制の国際化は

図られていないが、必要箇所を強化する対策を取っ

てきている。 

【本構想における取組】 

 国際交流を強化するために、国際交流室に、英語

＋αの語学運用能力があるスタッフを 2名増員し配

置する（平成２４年度）。その他の言語圏の留学生に

対応するために、留学から帰国した学生をスチュー

デントアシスタントとして雇用し、多言語に対応可

能な国際交流室とする(平成２７年度)。 

留学生の増加に対応するため、学内各部署におい

ても、既存の職員の英語運用能力の強化をスタッフ

ディベロプメントの課題の一つとする（平成２５年

度）。TOEICの目標スコアを 800点に設定し、平成２

８年度には１０％の職員が目標達成できるよう、本

学の授業を利用した勤務時間内の語学研修や TOEIC

受験を奨励する。 

 教育体制の国際化のための制度や仕組みづくりを

推進するために、学術交流協定校と事務職員の短期

派遣研修制度を組織し、職員間の交流を実施する（平

成２６年度より開始）。こうした制度を支える仕組み

として、学内のサインや主要文書の多言語化が必要

である。学内文書多言語化ワーキンググループを組

織し（平成２５年度）段階的に多言語化に取り組む。 
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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】 

学内の様々なセクションで、グローバル人材育成

の一助を担うと思われる活動は以下のとおり実施

されているが、これらの活動が有機的に関連してい

るか否かは検証されていない。しかしながら多くの

機会を提供することで、学生の自律した選択、主体

的な学修により、グローバル人材と呼べる学生を育

成してきたと言える。 

 

○英語連続セミナー 

平成 19 年度の法人化を機に開始された「魅力あ

ふれる大学づくり関連事業」の取り組みとして、授

業すべてを英語で実施している教養教育科目が、

「グローバルな視野とコミュニケーションのため

の英語連続セミナー」である。本事業は、多くの学

生が必要としている英語力について、従来のように

授業で学習する対象としてではなく、いわば「国際

共通言語」としての役割に注目して大学内に英語の

みによるコミュニケーションの場を創設する試み

である。すでに英語が社会のさまざまな場面でコミ

ュニケーションのツールとして使われていること

を、英語母語者に限らずさまざまなゲストの話を英

語で聞くことで実感し、英語学習への意欲の向上を

もたらすと同時に、国際人として必要なグローバル

な視野の獲得及びコミュニケーション能力の向上

を図っている。 
 
○医療ポルトガル語スペイン語講座 
愛知県にはポルトガル語スペイン語を母語とす

る中南米出身者が数多く居住し、医療現場や日常的

な場面でのコミュニケーション支援のニーズは非

常に高い。「医療ポルトガル語スペイン語講座」は

外国語学部および看護学部の教育研究の経験を活

かした事業として、平成 19 年度に文部科学省が公

募した｢社会人学び直しニーズ対応教育推進プログ

ラム｣のひとつとして採択され、3 年間文部科学省

委託事業として運営された。平成 21 年に国の助成

期間を終了した後も、社会的ニーズに応えるため、

大学独自で医療スペイン語、医療ポルトガル語に関

する授業や社会人講座を開講し、地域に貢献できる

グローバル人材を育成している。地域でのコミュニ

【本構想における取組】 

 本構想の実施主体である外国語学部では、毎年学

生の 17％程度が留学する。日本人学生の内向き志

向が指摘される中、外向き志向の高い学生が多いの

が特徴的である。また、留学制度は十分に整備され

たものとは言えないため、多くの学生が自力で留学

の道を拓いているのも特徴的である。この長所とい

える特徴を活かし、学士課程における留学を支援す

る仕組みを整備することで、留学体験をグローバ

ル・キャリア育成につなげることが本構想の主目的

である。 

○プログラムの流れ 

 本プログラムの概要は、以下のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEP 4 
A-7．留学前カウンセリング 

B-3．「プレゼンテーション研修」  B-4．「比較文化論」 

B-5．協定大学の教員による語学研修 

 

 

STEP 6 
 

A-11．留学体験談・説明会 / 発表会 

A-12．「学生共同プロジェクト」 

留
学
前
プ
ロ
グ
ラ
ム 

STEP 1 
A-1．入学時オリエンテーション  A-2．学習計画 

STEP 2 
A-3．基礎的学力の強化・専攻外国語運用能力の養成 

A-4．「現地での生活・危機対応オリエンテーション」 

STEP 3 
A-5．専攻外国語運用能力の強化 

A-6．「日本文化紹介」 

B-1．課題解決型の語学研修 

B-2．協定大学の事務職員による説明会・相談会 

B-6．目標設定 

 

B-7．検定試験受験 

STEP 5 留学先での学習 

A-9． 「リサーチ・発信プロジェクト 1」  

A-10．「リサーチ・発信プロジェクト 2」  

B-6．定期

的報告 

留
学
先
で
の
活
動 

B-6．報告書 B-7．検定試験受験 
留
学
後
プ
ロ
グ
ラ
ム STEP 7 キャリア支援 
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ケーション支援のためには、高度な語学力と通訳ス

キルの他に、特定分野の知識、異文化理解力、高い

倫理観などを身につけている必要があり、本学の講

座はこうした点も含め高い評価を受けている。その

成果として、愛知県では本年度から県が協定を結ん

だ病院に医療通訳を派遣する「あいち医療通訳シス

テム」がスタートした（英語、スペイン語、ポルト

ガル語、中国語、タガログ語）。本学は「あいち医

療通訳システム推進協議会」の通訳養成専門部会で

教材開発や認定試験実施などを担当している。 
 

○多言語競演レシテーション大会 

 外国語学部の特徴的な科目群に、諸地域言語と西

洋古典語がある。教養科目の第２外国語ではなく、

世界の言語ギリシャ語、ラテン語、アイスランド語、

朝鮮語、イタリア語、カタロニア語、インドネシア

語など、実にバラエティに富んだ語学を学ぶ機会を

提供している。こうした語学学習の発表の機会とし

て、多言語によるレシテーション大会を毎年開催し

ている。この取り組みは、世界各国の言語への興味

から、その社会や文化への関心を喚起する一助とな

っている。 

 
○特別講義「企業のトップに聞く」 
カリキュラム改革の一環として、平成２０年度か

ら「企業トップに聞く」という名称で、教養科目の

特別講義を開講している。この講義では、「元気な」

と形容される中部地方の企業活動の責任者として

日々活躍する企業トップの方々を講師に招き、地域

や国、世界の経済発展にどのように貢献しているの

か、また企業としての環境問題やコンプライアンス

へどのように取り組んでいるのかを学生にダイレ

クトに伝えることで、現代社会の動きをより身近に

学生が学べる機会としている。また、一人の人間と

しての考え方や心構えを聞くことにより、学生に卒

業後の自分の将来像を考え、将来へ向けて学生生活

を有意義に過ごすための動機づけとなる講義であ

る。 
 
○ＪＩＣＡボランティアセミナー 
地域社会との連携活動を組織的に推進する総合

的な大学の窓口である「地域連携センター」が主催

し、「ＪＩＣＡボランティアセミナー～国際協力と

いうシゴト～」を開催し、平成２３年度は４１１名

の学生が参加した。このセミナーはＪＩＣＡの事業

概要の説明と、青年海外協力隊経験者によるボラン

ティア活動体験談の講演をとおして、国際協力のあ

り方や国際理解の促進について学ぶとともに、現実

的にどのような国際的ボランティア活動ができる

のか、また活動に参加していくためのプロセスを明

 本プログラムは、「留学前プログラム」「留学先で

の活動」「留学後プログラム」から成る（A は留学

する学生全員を対象、B は 9～10 ヶ月間留学する学

生を対象）。その詳細は、以下のとおりである。 

○留学前プログラムの充実（明確な目標設定、必要

なスキルと国際教養の修得） 

 学生の留学先での生活および勉学の支援を目的

とし、以下の留学前プログラムを実施する。 
①入学時オリエンテーション (A-1)：入学時に留学に

関するオリエンテーションを開催し、学生に留学の

意義、異文化理解の重要性を理解させる。 

②学修計画 (A-2)：留学を含めた履修モデルに基づ

く、留学を視野に入れた 4 年間の学修計画を学生に

作成させる。 

③基礎的学力の強化・専攻外国語運用能力の養成 

(A-3)：1 年次では主に全学共通教養教育を通して、

基礎的な学力、広い視野、歴史的な観点、多元的な

視点と思考法の育成をめざす。また各学科の専門教

育において、専攻外国語の運用能力を養成する。 

④「現地での生活・危機対応オリエンテーション」 

(A-4)：留学に際して必要となる基本的な情報（生活

慣習、禁忌行動、マナー等を含む）および国際標準

的なプロトコールに関する研修を行う。また、トラ

ブルや異文化ショックなど予期せぬ状況への対応

方法に関するオリエンテーションを開催する。異文

化間トレーニングを行い、本学の外国人教員や留学

経験者なども含めたディスカッションを通して、異

文化に対する適応能力を高める。さらに学生・保護

者・本学間の、安全・危機管理を目的としたネット

ワークを構築する。 
⑤専攻外国語運用能力の強化 (A-5)：2 年次後期ま

でに少人数クラスで、聞く、話す、読む、書くスキ

ルを高めながら、日常のコミュニケーション場面だ

けでなく学問研究で外国語を駆使できる力を養う。 

⑥現地の人々との交流を促進する「日本文化紹介」の

研修 (A-6)：留学を成功させるためには、語学研修

や大学での勉学のみならず、現地の人々と交流する

ことが不可欠である。そこで、留学前に、日本およ

び日本文化に関するトピック（例：書道、相撲、食

文化）について、学生が当該外国語で紹介する準備

研修を実施する。本学の外国人教員の指導のもと、

本学への留学生や留学体験者と共に準備を行う。 
⑦タスク・シラバスに基づいた課題解決型の語学研修 

(B-1)：従来の大学における文法シラバスを中心とし

た外国語学習ではなく、学生が現地で遭遇すると予

想される言語行動場面を中心に、課題解決に特化し

たタスク・シラバスを軸とした研修を行う（タス

ク・シラバスの例：大学での事務的手続き、申請書

作成）。この研修にあたり、カリキュラム開発およ

び教材開発を行い、学生が自主学習できるように
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確にすることを目的としている。国際的な舞台で働

くことができる人材となるためには大学で何を学

ぶべきなのか、学生が具体的な将来ビジョンを持つ

ことで日々の学修に目的と意欲を持たせ、主体的な

学びの確立を促している。 

CALL 教育のコンテンツ（e-learning など）にする。 
⑧協定大学の事務職員による説明会・相談会 

(B-2)：協定大学から事務職員を招いて、本学にて当

該大学の説明会および個別相談会を開催する。 
⑨留学前カウンセリング (A-7)：GPA 得点から本学

での学習到達度度を確認し、検定試験の合格レベ

ル、取得点数などから語学力を確認する。また修得

単位数の状況から、留学期間中での単位互換可能科

目の選択をするとともに、4 年間で卒業するための

履修カウンセリングを行う。 

⑩国際社会に発信する能力養成を目的とした「プレゼ

ンテーション研修」 (B-3)：グローバルに活躍する人

材養成をめざし、国際社会で自身の意見を事実とと

もに明確に発信する訓練を行う。具体的には、国際

社会および日本社会の時事問題等を中心に、学生が

当該外国語でリサーチし、発表の練習をする。また、

留学経験者や本学への留学生と共にディスカッシ

ョンも行う。 
⑪専攻外国語による「比較文化論」の開講 (B-4)：外

国人教員と日本人教員が担当する「比較文化論」を

開講し、留学前の履修を必須とする。日本人教員が

日本語での講義を実施し、基本的な内容を学習した

後、外国人教員による講義を聴くことにより、学生

が内容に関するスキーマを活性化でき、理解が促進

できる。このような準備段階（海外の大学における

専門教育に対応するための外国語学習）を経ること

により、留学先での学習がよりスムースに始めるこ

とが期待できる。 
⑫協定大学の教員による語学研修 (B-5)：協定大学

から当該外国語の教員を招聘し、本学にて従来留学

時に行っていた語学研修を留学前に実施する。 
⑬目標設定・定期的報告（STEP 5）・達成度報告書

（STEP 6）(B-6)：学生に留学前の目標設定を提出さ

せ、留学中に学習目標の達成度などを定期的に報告

させ（STEP 5）、留学後に学習目標の達成度に関す

る報告書を提出させる（STEP 6）。またこれらの情

報を本学で一括管理し、留学前プログラムの改善お

よび今後の留学希望者への情報提供に活用する。 
⑭検定試験受験 (B-7)（STEP 6 にも該当）：留学前と

留学後（STEP 6）に検定試験の受験を義務づけ、

留学中の語学力の向上をチェックする。 
○留学先での活動実践（現地学生との共同プロジェ

クト） 

留学先における通常の授業に加え、現地学生との協

働ないし現地社会と連携したプロジェクトを計画

し、実行する。本プログラムが目指す人材像や必要

な能力（目標設定シート１－②③参照）の獲得を意

識した活動実践とする。以下はその具体例である。 

⑮本学学生と外国人学生による「リサーチ・発信プロ

ジェクト 1」 (A-9)：本学からの派遣留学生と現地の
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学生が、日本と相手国、愛知県と相手国の市町村に

共通する社会問題・地域問題などをテーマに設定す

る（下記⑱のアンケート調査も利用可）。設定した

テーマに関して、各自・各グループがインターネッ

トなどを利用して資料を収集し、議論を行い、問題

解決のための提案を作成する（本学学生は（専攻）

外国語で、外国人学生は可能なら日本語で）。本学

HP に、学生による発信の場を作成し、ここに作成

した提案をアップし、広く社会に発信する。なお、

社会問題・地域問題に対する住民の「意識調査」を

実施するのも有意義と思われる。 
⑯本学学生と外国人学生による「リサーチ・発信プロ

ジェクト 2」 (A-10)：上記⑮を本学の留学中および留

学後の学生と現地外国人学生、本学に留学中の外国

人学生で実施する。その際には、インターネット会

議システムなどの導入が必要となる。 
○留学後プログラム（語学力の更なる向上のための

教育、実践型プロジェクト、地元企業や自治体での

インターンシップなどを含む地域貢献など） 

 留学での学びの確認と、留学後の専門性を深める

学修として、以下の留学後プログラムを実施する。

留学先での学習に加え、留学終了後から本学の学期

が始まる間のボランティア、インターンシップの機

会を通してキャリア養成への意識を高める。 

なお全ての学生に留学後の検定試験を義務付け、留

学先での語学力アップを確認する（⑭を参照）。留

学先大学での修得単位を本学の単位として互換す

るとともに、卒業までのカリキュラムを構築する。 

⑰留学体験談・説明会 / 発表会 (A-11)：留学後の

学生による、留学希望者への体験談・留学の意義・

説明会 / 発表会を開催する。 
⑱学生共同プロジェクト(A-12)：留学での経験を生か

して、たとえば以下のようなプロジェクトを実施。 

a) 県内居住の外国人に必要な支援等のアンケート 
調査を実施し、その結果をもとに、留学経験者を中

心に本学学生が実施可能な支援を企画、実施する。 
b) 海外協定校の学生と共通の関心テーマについて 
共同で調査し、必要な提案やポジション・ペーパー

の作成と発表を国際共同プロジェクトとして実施

する（多言語で発表）。 
⑲キャリア支援：愛知県から海外へ進出している企

業や県内に拠点を持つ外国企業、観光産業、地方自

治体、国際交流や国際協力事業を行っている

NPO/NGO 等でインターンシップを行い、キャリア

支援へ結びつけるとともに、地域社会に貢献する。 

研修先の企業等が当該学生の活動を評価して大学

および学生にフィードバックする。大学と企業等が

情報を共有しつつ協力し、留学後の学生のキャリア

形成を支援していく。 
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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】 

本学では、外国語教育を担う外国人語学専任教員

の採用は、国際公募を実施し、研究者人材データベ

ースだけでなく、世界高等教育市場プールからの優

秀な人材の確保のために、英語圏の協定大学での学

内周知や、QS 等海外機関のネットワークを活用し

た国際公募の展開を開始している。この取り組み

は、常に海外の最新の語学教育内容、社会、文化な

どの情報を取り入れ、魅力的な教育内容を維持し、

学内の他の教育研究にも効果を及ぼすことを意図

しているからである。また専任教員の採用において

も国籍を問わず、優秀な研究者を獲得するため、外

国籍の教員は各学部に在籍している。 

 また、本構想の主体である外国語学部の教員に関

しては、1 年以上の海外における教育研究経験、ま

たは学位の取得をしたものが、全体の 5割を占めて

おり、また現在も多くの教員が学生の長期休暇に合

わせて海外での研究活動を実施している。さらに近

年は、教員人事による国際力の強化のみならず、毎

年３名程度の客員研究員を海外から受入れ、活発な

共同研究がすすめられている。外国語学部の修士課

程にあたる国際文化研究科の教員の中には、毎年１

セメスターは本学での教育研究に従事し、１セメス

ターはアリゾナ州立大学の教授として教育研究に

従事している教員もいる。このように、本学、特に

外国語学部では、国際的な教育研究経験を持った教

員を積極的に活用している。 

先に述べた学生の長期休暇期間の短期海外研究

のみならず、現教員のグローバルな教育研究の向上

のため、学内の競争的資金である長期学外研究制度

を設けている。この制度を利用し、年間約３名の教

員を海外の教育機関、研究機関に派遣している。 

こうした海外との人材交流により、教育研究のグ

ローバル化を推進し、教育現場への還元を行ってい

る。 

 

【本構想における取組】 

これまで、海外から雇用した外国人専任教員は、

専攻言語の語学教育に従事し、最新の教育内容や現

地の社会、文化の紹介を教育現場で展開してきた。

彼らは、最低でも修士号を取得し、さらに高等教育

における教育研究の経験を有する者であるが、これ

までは語学を中心とした教育に携わっていた。こう

した優秀な人材に、彼らの専門分野を外国語で教育

する科目を増やし、人材育成と教育現場の活性化を

図る（平成２６年度）とともに、本構想における留

学前教育と留学後教育と連携させ、プログラムの強

化を図るものとなる。 

一方、外国語学部の約５割の教員が、海外での学

位取得や 1年以上の教育研究経験を有している。こ

うした日本人教員にも、年間１科目外国語による専

門教育科目を担当させ、外国語による授業を増加し

教育現場のグローバル化を促進する（平成２７年

度）。そのためには、十分なファカルティ・ディベ

ロプメント、研修の機会が必要であり、学術交流協

定校の教員との交流や、協定校における授業実践な

どを経験する制度を整え、更なる能力開発を行う。 

学術交流協定校の教員とは、ファカルティ・ディ

ベロプメントを意図した短期間の相互交流のみな

らず、海外学術交流協定校科目を開設し、留学前の

語学ブラッシュアップや留学準備教育を行う（平成

２６年度）。こうした学内のグローバル化教育体制

により、学生の円滑な留学生活への移行を促す。 
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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】 

本学は「良質の研究とこれに裏付けられた良質の

教育を進めるとともに、その成果をもって地域社

会・国際社会に貢献する」を理念として掲げている。

教育・研究・社会貢献にわたる「大学の力」を向上

させるには、個々の教員の努力や能力に負うところ

も大きいが、組織的な努力によって強められるもの

でもある。そのため本学では、平成１１年度から全

講義に対する授業アンケートを実施し、さらに平成

１５年度からはＦＤ研究会を実施している。特に平

成２１年度からのＦＤ研究会では、専門家の話を聞

き討論するだけに収まらず、実質的な授業改善につ

ながる「ＦＤワークショップ」や学生と意見を交換

する場「－あなたと作る－県大白熱教室」を開催し、

多様化し、積極化しつつある。この背景には、平成

１９年度に本学の組織改編に伴い「全学的なＦＤの

企画・実施」「学生による授業評価」「教員による相

互評価、授業評価」の企画・実施を行う「教育研究

センター」の配置があり、組織的に教育力向上の取

り組みを実施してきた。 

一方で、教員の取組を自律的に評価し社会への説

責任をするために、平成１８年度より、教育、研究、

大学運営、学外活動にかかわる教員の自己点検・自

己評価を全教員に義務付け、報告書をまとめ公表し

ている。また、平成２３年度より、「教員評価制度」

を導入しているが、この制度は、全教員を対象に勤

務実績の段階評価を行うという種のものではなく、

毎年教員総数の１５％を上限に、誰の目から見ても

優れた実績を残した教員の活動をポジティブに評

価し、それを給与に反映させる仕組みである。特に、

研究に関してはＦＤ研究会などを通じて認められ

たすぐれた教育実践や実績が対象となる。そして、

これら評価の基礎となるのが、これまで実施してき

た自己点検・評価制度とその報告書である。 

また、外国語学部独自の人事規程では、海外にお

ける論文発表は、国内のものより高い評価を受ける

ものとなっている。 

このように、教育力向上のための様々な取り組み

は、関連性をもちながら実施されている。 

【本構想における取組】 

 本構想におけるグローバル人材育成のためには、

学生を教育する教員のグローバル意識を高めるこ

とは重要である。これまで、本学では教育力向上の

取組は実施してきたが、「グローバル教育力」とい

う視点は十分ではなく、グローバル人材育成を図る

ためには、組織的な取り組みが必要である。 

 本構想では、海外学術交流協定校と、学生のみで

はなく教職員を含めた人材交流を実施し、教育さら

には大学全体のグローバル化を推進する。 

具体的には、①学術交流協定校との共同ＦＤの実

施、②教員の相互派遣、を実施する。 

 学術交流協定校との合同ＦＤでは、講演を含む

研究会、「英語で授業や研究発表をするための実践

講座」など、グローバル化を意識したテーマを設定

しワークショップを実施する（平成２６年度）。こ

うしたＦＤ研究会の総括として、いくつかの学術交

流協定校から“ベスト・プロフェッサー”を招聘し、

近隣大学と合同国際ＦＤシンポジウムを開催する

（平成２７年度）。同時に、留学から帰国した学生

を中心に国際学生ＦＤを組織し、本学の教育と海外

の教育の事例紹介や意見交換会を実施する。 

 また、学術交流協定校に、留学前教育や留学後の

フォローアップ教育を目的とした教員の派遣を依

頼し、プログラムの強化を図る。また。本学の教員

も派遣し、現場の教育活動に参加し、教員の教育力

向上を目指す取り組みを推進する。（教員の相互交

流）。 

 こうした教員の交流やＦＤは、本学の教育をより

一層国際標準的なレベルへと高めると考える。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

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

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

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

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

ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

○入学時からの動機付け、学生の準備・計画作成支

援 
平成 23 年 10 月に設置された国際交流室は、今年 

度より新入学生オリエンテーション時に全学生に

協定大学の所在国や留学生の出身国等の紹介を実

施しているほか、留学カウンセリングを行ってい

る。 
スペイン語圏専攻では、新入生ガイダンス時に協 

定大学（メキシコ）での夏期集中講座を紹介してい

る。２年次の夏には毎年 15 名程度の学生が夏期講

座に参加するが、参加者には事前研修を 3 回程度実

施して指導を行っている。 
その他の学科専攻では、留学から帰国した学生と 

本学に留学中の学生を交えた留学報告会を開催し、

早期に学生への動機づけを図っている。 
留学説明会を外国語学部では夏と冬の 2 回、全学 

的には春に 1 回実施している。 
英米学科の授業において、Grammar & Basic  

Writing（1 年次～）、Academic Writing I～III（2
～4 年次）、Communicative English（1～3 年次）、

Research & Discussion I～III（2～4 年次）、英語で

の卒論など、留学準備教育と実質的に重なる学部科

目を開講している。 
TOEFL、英検等成績を単位認定に活用している。 
全学生に入学時、1 年修了時、2 年修了時 CASEC

の受験を課し、英語運用能力の向上を意識付けてい

る。 
単位互換を伴う留学を希望する学生は、留学 4 ヶ

月前に教務委員会に「留学願」を提出し、履修計画

を立てる制度となっている。 
 
○ 単位修得を伴う海外留学プログラム等の開発へ

の支援 
現在、協定大学への交換留学、協定大学以外への

認定留学、大学付属・民間の語学学校などに毎年 250
人以上の学生を送り出している。そのうち、3 か月

以上の留学では、海外大学で科目を履修して本学の

単位として認定する際、学科ごとに一定の縛りがあ

【本構想における取組】 

○入学時からの動機付け、準備・計画作成支援 

①早期からの動機づけ 

本構想では、学士課程教育の一環として留学制度

を組み込み、本様式２のフローチャートに示したよ

うに、『学びのステップ１：学修計画』として、入

学時からの動機づけを行い、基礎学力の修得を促

す。『学びのステップ４：留学前カウンセリング』

による留学・履修計画までが非常に重要である。 
入学時のオリエンテーションで、多彩な留学の形

態を早期に示し、新入生の留学意欲を喚起する。ま

た、留学中の学生からの協定校に関する最新情報の

収集を更に進めて、海外留学情報の共有システムを

構築する。具体的には、送り出した学生が留学中の

体験、学習成果などを克明に記し、その情報に他学

生が在学中いつでもアクセスし参考にできるよう

なポートフォリオの導入、多種多様な海外留学の選

択肢を学生に紹介するHPや紙媒体を活用した積極

的な広報を展開する。 
②留学説明会・共同留学フェア 

昨年度まで年 1 回の開催に留まっていた全学留

学説明会を平成 24 年度から春と秋の 2 回実施し、

国による学期開始時期の違いに対応する。また、国

際交流室が主催する留学説明会や協定大学の教職

員を交えた隔年での共同留学フェアを相互実施す

る（平成 26 年度）。 
③留学カウンセリングの充実 

留学の準備、計画作成の支援として、常勤の留学 
カウンセラーを配置し、留学相談や情報提供を充実

させる。文化体験、企業等へのスタディツアー、語

学研修、交換留学、認定留学、インターンシップ、

サービスラーニング、ボランティアなど、本学が提

供する多彩な海外留学オプションを可視化し、学生

のニーズ、在籍年数、言語能力、専門分野等に応じ

た留学支援を充実させる。また、卒業までのプログ

ラムサポートを徹底するため、履修モデルを明確に

明示し、アカデミックアドバイザーと履修科目の確

認を徹底し、卒業時までの履修計画を作成する体制

を整備する。また、海外大学での開講科目のコー
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って単位不足感が学生側にあるため、休学しての留

学が主流となっている。また、現在交渉中の海外大

学含めて、現行では、学生交流の細則（授業料相互

不徴収を含む）を取り決めている全学レベルの協定

校が 9 大学に留まっている。そのため、留学意欲の

高い外国語学部学生の留学ニーズを満たすには交

換学生枠が大幅に不足しており、留学先での授業料

を支払う認定留学か語学研修に甘んじざるを得な

い状況となっている。 
こうした状況を打破すべく平成 23 年 10 月に設 

置した国際交流室では、主要言語圏の学術交流協定

大学の拡充と国際教育プログラムの開発を進め、留

学意欲の旺盛な本学学生のニーズに応えるための

短期交換留学の実質化と活性化など重要課題に取

り組んでいる。 
 
○ 諸外国の大学の留学等や奨学金に関する一元的 
な情報収集・提供、獲得に向けた支援 
国際交流室では、留学に関する書籍や雑誌類と合 

わせて、学術交流協定大学のプログラム案内冊子を

揃えている。 
海外留学のための奨学金情報は、学内の電子掲示

板や国際交流室の閲覧用ファイルを通じて学生に

周知している。 
学外の奨学金を利用した留学者数は毎年 3～6 名

程度にとどまっている。外国語学部では成績優秀者

を対象に独自の「留学助成金」制度があり、年間 6
～10 名の学生がこの奨学金（一人あたり 15 万円ま

たは 30 万円を給付）を受けている。 
一部の交換留学中の学生から現地の手続きや留

学生活についての最新情報等の提供を受け、国際交

流室で留学希望者に公表している。 
 
○ 留学先での修得可能な科目や帰国後の単位認定 
手続き等に関する情報の事前提供 
学部（年 2 回）および国際交流室（年 1 回）で定 

期的に開催している留学説明会で、帰国後の単位認

定に関する手続きについて説明している。 
学内委員会として国際交流推進委員会があり、協 

定大学ごとに「部会」が設けられている。各部会の

担当教員、教務委員、および国際交流室専任教員が

学生に対し個別に修得可能科目や出願手続きにつ

いて指導している。 
 

ス・ディスクリプションへのアクセスや履修方法に

ついての情報を国際交流室で一元化し、国際交流担

当専任教員が学部の国際交流推進委員会の協定校

担当部会教員と連携しながら、必要に応じて適宜 
アドバイスし、渡航前に帰国後の単位認定を見据え 

た状態で学生を送り出す態勢を充実させる（平成 
25 年度）。 
④短期留学受け入れプログラム 

留学生交流の両輪として不可欠な短期留学特別

受入れプログラムの充実と広報も日英両語で順次

進める。（平成 25 年度）。 
⑤スムースな単位互換のためのナンバリング 

海外大学との単位互換が円滑に進むよう、本学開 
講科目のナンバリング（101～332 等）およびコー

ス・ディスクリプションの英語化を進めて海外大学

へ発信する。（平成 26 年度完成） 
○留学前教育の充実 
日本人学生が円滑に留学生活へと移行し留学の 

学習効果が最大限になるように、全学共通科目お 
よび各学科の専門科目の中で、留学前準備教育を 
目的として活用できる既存の科目に加え、新たにプ

レゼンテーション、ネゴシエーション、ディスカッ

ション、ミーティング、ノート・テイキング、アカ

デミック・ライティング、エッセイ・E メール・履

歴書の書き方、専攻言語による専門分野の入門コー

スを順次開講して留学予備軍のプールを拡大する。 
また、TOEFL/IELTS や諸外国語検定試験（HSK、

独検、仏検、韓検等）の受験対策コースを開講する

（平成 26 年度）。 
全学部生向けTOEIC  IP試験を大学負担で毎年実

施し、語学学習への動機づけを図る。また、英語圏

大学への留学の際の出願要件であるTOEFLの事前

準備として活用できるTOEFL ITP（団体試験）を

年 4 回学内で実施し、受験料も一部補助し、留学の

動機づけを図る。（その他言語圏に関しては、英語

に準ずる補助を行う（平成 24 年度）。 
○協定大学の数的拡大、短期交換留学の活性化と協

定の多様化 

協定締結にあたっては、交流の実質化の基盤を当 
初から整えるために、極力学生交流細則との抱合せ

で交渉を進め、協定大学の数的拡大を図ると共に、

短期間の留学がより長期の留学のきっかけとなる

よう段階的なプログラムの提供にも配慮する。 
協定の種類も学部や大学のニーズに応じて、ダブ 

ルディグリーや職員交換など多様化を図り、学生交

流を堅固に支える仕組みを作る。また、アジア太平

洋大学交流機構（UMAP）へ加入し、同地域内大学間

での学生交流を進める。また、短期間で円滑な協議

を進めるために、ＴＶ会議システムを導入する（平

成 24 年度）。 
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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】 

 学生支援課では、長短期にかかわらず海外に行く

学生には「海外旅行届」の提出を義務付け、常に連

絡が取れる状況を維持している。また、1 年間休学

して留学する学生が最も多い外国語学部の学務担

当では、全留学生に対し海外でＷｅｂコンタクトが

取れる状態になった時点で、メールで担当者に連絡

することを義務化しており、常にコンタクトが取れ

る状態を維持している。そのため、海外滞在中から

帰国後の履修登録や学籍異動の相談、また留学延長

の相談など、種々の相談に適宜メールで対応してい

る。 
例えば、新型インフルエンザが海外で蔓延した際

には、即時に全留学生とコンタクトを取り、安否確

認を実施した。また最近の事例では、海外で地震発

生時等緊急時に、被災国に留学中の学生の安否確認

を、先方大学の担当者と国際交流室の連携により迅

速に行うことができた。 
帰国後のキャリア支援に関しては、本学ではほと

んどの学生が休学して留学をしてきたため、帰国後

円滑に就職活動へと移行している。また、海外留学

が盛んなため、キャリア支援室が休学留学して帰国

した学生に対して、留学経験のエントリーシートへ

の記載や専門的なカウンセリングの提供など就職

支援を積極的に行っている。 
 

【本構想における取組】 

 本構想では、学生は学術交流協定大学へ留学する

ため、先方大学の国際オフィス窓口担当者と本学担

当者と連携して組織的な学生の健康管理、学修管

理、危機管理を実現するための態勢を強化する。そ

のために、諸外国の大学と即時に連絡、メール等の

やりとりができる語学力のあるスタッフを 2 名増

員する（平成 24 年度）。 
人的支援体制のみでなく、ポートフォリオを導入

することで、留学者の生活、学修などの蓄積された

情報を基に、帰国後の学修管理や健康管理の指導を

実施する（平成 26 年度）。 
 現在、留学先での震災等緊急時には、先方大学の

担当者と本学国際交流室の連携で留学中の学生の

安否確認などを実施しているが、今後は全学レベル

の体系的なリスクマネジメントやマニュアル化を

充実させるべく準備を進めている（平成 25 年度）。 
 帰国後は、円滑に就職へと移行できるように、帰

国後と新学期の始まるギャップ期間に、留学後プロ

グラムの一環としてインターンシップ・プログラム

を用意し、学生のニーズに合わせて、本学のキャリ

ア支援室でマッチングを行う。また、海外留学中で

もキャリアを意識できるように、海外開催の就職フ

ェア（ディスコ・インターナショナル等）などの情

報を留学中の学生に提供する（平成 26 年度）。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

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

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

○一般入試 

一般入試では、センター試験と本学の個別学力検

査において英語の筆記試験を課して、語彙力、読解

力、そして特にライティングの力を測定するととも

に、センター試験のリスニングにより、基本的なリ

スニング力を測る。なお、前期、後期試験とも、英

語の筆記試験とリスニング試験の配点比率が 4対１

になるように設定されており、比較的リスニング能

力を重視している。 

・前期日程〔配点〕（配点合計 / 英語・外国語） 

センター試験 450 / 150（内リスニング 70） 

個別学力検査 350 / 200 

合   計 800 / 350（内リスニング 70） 

・後期日程〔配点〕（配点合計 / 英語・外国語） 

センター試験  500 / 200（内リスニング 40） 

○推薦入試 

推薦入試においては、出願資格として、高校での

英語の成績の他、英検（準 1級以上）、TOEFL（PBT 533, 

iBT 72点以上）、TOEIC (650点以上) 等の基準を設

けることにより、英語力を適切に評価している。こ

れに英語の筆記試験、リスニング、および面接があ

る。筆記試験では、高度な英語を読解できるリーデ

ィング力および語彙力を測り、リスニングでは、基

本的な会話、簡単なパッセージ等が英語で理解でき

るかを問う。また、面接では、英語をどのように学

んできたのか、留学経験があるかなどを尋ねる。 

○帰国生徒特別入試および外国人留学生特別入試 

 帰国生徒対象の入試を設けることにより、本学で

は、留学や在外経験等といった経歴を持つ者を高く

評価しており、入学後も他の学生に好影響を与えて

いると評価されている。 

その入試では、英語の筆記試験、小論文、そして

面接が課される。筆記試験で、日常生活レベルの英

語力だけでなく、専門的な内容も読んで理解できる

か、そして、文法的な間違いのない論理的な英語が

書けるかどうかを調べる。また、英米学科の面接で

は、英語で質問を行い、リスニングおよびスピーキ

ング力を検査するとともに、どのような環境で勉強

をしてきたか、どのようなことが役に立ったかなど

を尋ねる。 

【本構想における取組】 

○高校生向けの公開講座や模擬授業、学部・学科

ガイダンスの拡充 

「グローバル人材育成プログラム」の存在や魅力

を広く高校生にアピールする。また、昨年度より実

施している高大連携講座『ことば、文化、社会・・・

外国を知る』は非常に好評を得て終了している。こ

の講座を拡充し「グローバルな視野」を持った高校

生に対し、本学への入学の動機づけとなるようにす

る（平成 24年度）。 

○入試制度改革の検討 

グローバル人材に求められる基本的な能力（積極

性や協調性、コミュニケーション力や調整力など）

を有する者の入学を促進するため、次のような入試

制度の改革を検討する。 

○一般入試（後期日程） 

現在は実施されていない個別学力検査に「英語に

よる面接（オーラル・コミュニケーション）」を加

えることで、受験生にひろく個別学力検査による逆

転の可能性を示し、当該プログラムに適した人材の

入学を促進する。 

○推薦入試 

TOEFL、TOEIC の成績を重視する観点から、英語

の学業成績に関して、現行の「出願資格」にある「外

国語(英語)の3年次1学期まで(2期制の学校では3

年次前期まで)の評定平均値が 5段階評価で 4.0以

上であること」を除外する｡ 

英語の学業成績に関する現行の「出願資格」に加

え、中等教育段階までの留学経験や自主的活動・ボ

ランティア活動への参加などを要件を課す。 

現在は帰国生徒および外国人留学生の特別入試

（英米学科）のみで実施されている「日本語及び英

語による面接」を導入する。 

日本国内外より応募の可能な「グローバル人材枠」

を新たに設ける（平成 26年度入試から、推薦入試

枠を活用）。海外留学・居住経験、英語を含む外国

語力等を精査する。 

○入学予定者に対する留学への動機づけ 

 入学予定者に対し、入学前の春休み期間に在学生

向けに開講される英語集中クラスに参加を促すこ

とにより、英語力をさらに伸ばし、留学に対する動

機付けを行う。 
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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】 

○本学の外国語教育に関する体制は、高等言語教育 

研究所が中心となって全体的方針を定め、授業運営 

等の実務は外国語科目小委員会が担当している。 

○専攻言語のクラスは基本的に 19人以下、第二外国 

語のクラスは 30人以下を標準としており、これを超 

える場合にはクラスを増設するといった措置がとら 

れ、少人数教育が維持されている。 

○新入生全員に CASEC を実施し、これにより英語

を専攻としない学科・専攻（フランス語圏専攻・ド

イツ語圏専攻・スペイン語圏専攻・中国学科）の英

語クラスを習熟度別編成（上級クラス２、中級クラ

ス５）としている。英語 IA, IIA, IIIA (IIIA は選択

科目)では、4 技能の能力向上を目的としつつ、学生

の専門分野に関連する授業を展開し、専門的な内容

でも英語で理解できるよう、リーディング力に力を

入れている。英語 IB, IIB, IIIB (IIIB は選択科目)で
は、スピーキングを中心として、オーラル・コミュ

ニケーション力を伸ばす授業である。 
 また英語を専攻言語とする英米学科・国際関係学

科でも、英語クラス分けにCASEC を利用している。 
○1 年次終了時にも CASEC を受験させ、その結 
果を 2 年次の習熟度別クラス編成に利用している。 
さらには、1 年次、2 年次末に実施の CASEC の結 
果を、英語 IB, IIB の後期の成績５０％として反映 
することにより、外部に対する成績評価の説明責任 
を果たしている。 
○英米学科においては、1 年次より初歩的なライ 
ティングクラス（Grammar & Basic Writing）、2～ 
4 年次にはAcademic Writing I, II, III (III は選択科 
目)を提供している。これは、4 年次の卒論を英米学 
科全員が英語で書く必要があるためである。クラス 
サイズも約 15 名と少人数教育を行っている。また、 
授業はすべて英語である。 
○英米学科 1～3 年次にCommunicative English 
を必修科目として配当している。内容は英語そのも 
のを教えるのでなく、「英語で」教えるものである。 
内容は多岐にわたり、たとえば、イギリスの文学作 
品を読み、内容について話し合い、さらに調査した 
結果をエッセイとして提出する授業や、英語を公用 
語とする地域研究の授業など、英語による講義、ゼ 
ミに近い。いずれの授業も全て英語で行われる。 

【本構想における取組】 

○現在は全学共通科目として、英語 I(A,B), II(A,B),  
III(A,B) (III は選択科目)を必修としている学科・専 
攻（外国語学部ではフランス語圏専攻・ドイツ語圏 
専攻・スペイン語圏専攻・中国学科）のみにおいて、 
CASEC で習熟度別クラス編成および成績への反 
映をおこなっているが、英語を専攻言語とする英米 
学科や国際関係学科でも有効に活用する。 
 また、留学後の学生の英語力が維持するために、 
語学科目でなく、専門教育を英語で行う授業を増 
やしていく。 
 
○外国語学部生全員がTOEIC を毎年受験するこ 
とを義務化とし、各自の試験結果等を管理させ、 
ポートフォリオに蓄積する。各学年に到達目標を明 
確化させる。各学科の目標値は以下のとおりであ 
る。 

 １年

生 
２年生 ３年生 ４年生 

英米・国際

関係目標 
650 680 700 800  

その他学科 600 650 680 730 

達成者数 70％ 70％ 70％ 70％ 
  
外国語学部生の 7割以上が上記の目標点数に到 

達できることを目標とする。また、英語 IIIA,B が 
現在、選択授業となっているが、これを選択必修と 
し、TOEIC で一定レベルの得点を獲得したものの 
みに履修を許可するといった可能性を現在検討し 
ている。この他、留学希望者向けに TOEFL-ITP 
テストを年 4 回学内で実施し、TOEFL 受験料補助 
を行う。（他言語に関しては、ITP がないため、英 
語に準ずる語学検定試験の補助を行う）。 
 また、学期中または長期休暇中に、「英語力ＵＰ 

カウンセリング」を随時開催する。そこでは、まず、 
CASECを受験させ、そのスコア分析を教員が行 
い、英語力でどの分野が弱く、どのような勉強をす 
れば英語力アップにつながるかなどについてアド 
バイスを行う。 
 
○留学対策クラスのひとつとして、論文作成用のラ 
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2~4 年次に開講する Research & Discussion I, II, 
 III (III は選択科目)では、学生が自主的にリサーチ 
を行い、発表を行う技術を磨く。資料や関連論文を 
集める能力を伸ばすだけでなく、英語での発表、質 
疑、専門的な内容を議論できる能力を身につける。 
○英語以外の専攻言語に関する教育においても、「会 
話」「作文」といった授業は基本的に１年次から全て 
外国語のみで行われている（文法、講読等は日本語）。 
３・４年次科目として「上級○○語」「時事○○語」 
「ビジネス○○語」といった、より高度で実践的な 
授業が展開されている。これらの授業は、本構想に 
おける専攻言語の語学力スタンダードとほぼ同等レ 
ベルである。 
○外国語学部各学科・専攻では専攻言語によるア 
カデミック・ライティング、プレゼンテーション、 
ディスカッションの能力は必須条件となっている。 
英米学科では卒論は英語で執筆することが義務付け

られており、それ以外の学科・専攻では、日本語に

よる卒論と同時に 5～9 枚程度で専攻言語による卒

論要旨を作成、提出することが義務付けられている。

さらに卒論に対しては日本語による口頭試問のほか

ネイティブ教員による外国語口頭試問（ディフェン

ス）が行われ、両方に合格しなければ単位認定され

ない。このように、本学部では卒論は専門知識、思

考力、リサーチ力、語学力のすべてが要求される「最

後の関門」になっており、卒業者の能力を保障する

機能を担っている。外国語で高度な内容を議論・発

表できるようにするという目標により、学部の全体

的目標と留学前準備教育は多くの点で重なってい

る。この結果、毎年、数名が卒業後海外の大学院に

留学している。 
○主に 1 年生向けの半期科目として「英語連続セミ

ナー」を毎年開催しており、所属学科を問わず受講

できる。そこでは、英語母語話者に限らず、国際的

コミュニケーションツールとして英語を使っている

人を毎回招いており、講義、質疑は全て英語で行わ

れる。本学部における人気科目の一つである。 
○8 カ国語の「外国語多読図書コーナー」を図書館

内に配置している。年に数回、そのコーナーをスピ

ーキング力を伸ばしたい学生を対象とする外国語空

間として活用している。 

イティングのクラスを設け、少人数クラスにするこ 
とにより、きめの細かい指導を行う。また、留学願 
書提出時に必要となる、英語のエッセイなどの指導 
も含む。 
 
○高度な内容を議論するクラスとして、現在、英 
米学科で Communicative English および 
Research & Discussion というクラスが少人数授 
業で行われているが、その他の学科・専攻では、コ 
ミュニケーション向けのクラス（英語 IB, IIB, IIIB 
など）を現在約３０名のクラスサイズを２０名程度 
にまで減少させることにより、各学生の発話機会 
を増やし、他者との議論をより活性化させる。 
 
○留学対策クラスとして、先に述べた「論文作成」、 
「講義ノート・テイキング」、「TOEFL/IELTS 対 
策」などを学期中だけでなく、休み期間中に短期集 
中コースとして開講する。１年次から希望者全員に 
受講できるようにし、一部のクラスは入学前の入学 

予定者にも開放する。 
 
〇語学学校ではなく大学に留学することができる 
者でも、いきなり学部の授業にスムースに入ってい 
ける学生は非常に限られており、ほとんどの学生 
は、留学先の大学が提供する語学研修を経たうえで 
学部の授業を受けることを許可されている。そこで 
本プログラムでは、協定大学で提供されている語学 

研修を本学の長期休暇中に日本で行うことによっ 
て、留学してすぐに語学研修以外の科目も履修でき 
る体制をサポートする。これにより留学生の経済的 
負担を軽減するだけでなく、語学研修だけに終わら 
ない内容のある留学体験を促すことができる。 
上記研修の内容については、最初の数回は協定校の 
教員を本学に招聘し、授業を行ってもらうが、以降 

は本学の教員が教育内容を引き継ぐことにより、

財政的に継続可能なものにする。また協定校におい

て外国語教育法等を専攻する大学院生のインター

ンシップ先として、本学を提供し、本学で当該外国

語の授業を行ってもらう。 
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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。 

【本構想における取組】 

・国際交流の人員の補充 
学部国際交流とプログラム運営コーディネーター教員 2 人 
国際交流室／留学交流（派遣・受入）コーディネーター職員 2 人 

・中規模大学でマンパワーが限られていることを踏まえ、学部、他学部、国際交流推進委員会、国際交流

室および事務局間の連携体制を体系化する。また、国際交流専任教員・職員と学部国際交流推進委員の協

働による海外留学アドバイジング体制を充実させる 
・留学計画書への語学科目以外の専門科目（初級～上級、又はナンバリング）の記述を整備し、協定大学

との単位互換手続きの実現・円滑化、および留学先で修得した科目の単位認定ができるようにする。同

時に、ECTS（欧州単位互換制度）や UCTS（アジア環太平洋単位互換制度）を活用した単位互換への

対応を導入する。（1 学年 60 UCTS 単位、1 学期 30UCTS 単位） 
・ポートフォリオの導入により、学生の学修、健康管理をし、データを蓄積する。また、留学生へのアン

ケートを実施し、蓄積されたデータとともに公開し、報告書を作成する。大学が選んだ外部評価委員（大

学関係者 1名、企業関係者 1名、地方自治体関係者 1名、NPO団体関係者 1名、保護者 1名、高校関係

者 1名）による評価を毎年実施し、プログラムの改善を行う。 

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。 

毎年実施する外部評価の結果を報告書にまとめ、本プログラム専用 Web ページに公表する。また Web
ページには、①留学実績のある学生の就職状況の統計を公表し、留学経験を生かしたキャリアのモデルを

実例として集め蓄積し、他学生に公表することにより、グローバル人材に向けての意識付をする。また、

留学の成果を言語習得の観点から知るために、②学部全体の語学能力検定試験のスコアの推移など、測定

判断が可能な効果を公表する。 
学生による留学報告会を留学の動機づけ、またキャリア支援の一環として実施し、広く留学の成果を学

内で学生に広める。 
最終年度には、本プログラムの結果を研修するために、卒業生、学術交流協定校の担当者、企業、外部

評価委員を交えたシンポジウムの開催をする。その結果最終的に 1 冊の報告書を作成し、関係者に配布か

つ WEB 上で公表し、海外にも本プログラムの成果を発信する。 
 また、本プログラムより得られた成果を、偏差値や知名度、大学イメージなど客観的な指標からも測る

ために、「達成度調査」を業者に委託する。その結果は、別途Ｗｅｂページなどで公表する(平成 28年度)。 

 本プログラムの概要と成果を地域社会全般に広めるために、報告書やＷｅｂページでに加え、広報ツー

ルを戦略的に利用する。 
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

【構想実施に向けた準備状況】 

本学の強みは、昨今の傾向とは裏腹に学生が外向きで留学する者が多いことである。実際、本学では毎

年外国語学部を中心に様々な言語圏（英、西、独、仏、中、韓・朝、露、葡）の国へ 200 人超の学生を

送り出しており、海外留学の需要は多く留学予備軍の基盤も堅固である。しかしながら、協定大学との交

換留学枠が少ないこと、特に要望の多い英語圏の相互不徴収枠が皆無という状態で推移してきていること

などから、休学し留学先機関に授業料を納付しての認定留学や語学留学に学生は甘んじざるを得ない。 
他方、すでに本構想の実現に向けて、前述した主要言語圏の大学との学生交流細則を伴う学術交流協定

の交渉・締結や留学前の言語運用能力の底上げなどに向け、昨年 10 月に国際交流室を設置して動き出し

ており、今後学生の様々なニーズに対応した多彩な海外留学の選択肢を用意すべく、留学制度の整備や内

外とのネットワーク作りに取り組んでいるところである。 
【平成２４年度】 

○単位認定留学：交換・認定留学 65 人（学部科目等履修 40 人、語学研修＋学部科目等履修 25 人） 
○学生交流協定件数：10～12、交換留学生枠：22～24 人、科目等履修生枠（協定校他）：41～43 人 
1．学内体制の整備 
・海外留学の際の最低修得単位数の設定（学期で 15 単位程度） 
・現在、英語特別セミナーおよび外国語科目に留まっている英語による講義の数的拡大に向けての事前

調査（担当教員のコマ数調整可能性等） 
・国際交流室の情報提供システム、カウンセリングシステムの強化 

2．TOEIC の外国語学部生受験開始。その他検定試験（TOEFL ITP 他）の補助開始 
3．現行協定大学他との学生交流細則の締結交渉、短期集中プログラムの交渉 
・1～2 校（北南米、欧州、アジア・オセアニア） 

4．アジア太平洋国際教育会議（APAIE 2013 香港）での情報収集、協定校等との交流協議（3 月） 
5．双方向の学生交流進展のための短期留学生の受け入れ態勢の充実 
・短期留学特別プログラムの素案作成と学内規則の整備 
日本語能力（CEFR、JLPT）と専攻分野に応じた履修対象科目の体系化  
日本語・日本事情（日本の文化・社会）、教養、専門教育各科目の可視化  
特別聴講学生へのオンライン履修登録環境の提供 

6．言語学習支援のための設備投資 
・語学力向上と自主学習支援のための拠点つくり、ソフト、ハードの設備投資 
・ポートフォリオの導入準備 

7．全学留学説明会の春秋 2 回実施の開始 
8．人材の募集、採用 
9. 広報ツールを利用した、プログラム概要や成果の公表 
【平成２５年度】 

○単位認定留学：交換・認定留学 85 人（学部科目等履修 50 人、語学研修＋学部科目等履修 35 人） 
○学生交流協定件数：13～16、交換留学生枠：26～32 人、科目等履修生枠（協定校他）：53～59 人  
1．国際教育プログラムの一部開始 
・留学前準備教育の開始（外国語で実施する授業の増加） 

2．ポートフォリオの導入と多言語学習支援室（仮称）の開設による学習支援体制の構築 
3．教育体制の整備（シラバス多言語化開始、ＧＰＡによる厳格な成績評価、学生が履修可能な上限単位

の設定とアドバイジングシステムの構築） 
4．インターンシップの導入準備 
5. 海外大学数校との学生交流細則と抱合せでの大学間学術交流協定の締結交渉。 

北南米（米、カナダ、メキシコ、ブラジル等）で１～2 校、欧州（西欧、北欧、東欧）で 1～2 校、

アジア（シンガポール、マレーシア、香港中国、タイ、中国、台湾、韓国等）・オセアニア（豪州、

ニュージーランド、南洋諸島諸国）で 1～2 校 
6．主要留学フェア（NAFSA, EAIE, APAIE）を活用しての協定大学の開拓、協定校等との交流協議 
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 ・NAFSA 2014 セントルイス大会、EAIE 2014 イスタンブール大会、APAIE 2015 
7．留学生の緊急時、災害時のリスク管理態勢の構築 
8.  短期留学特別プログラムの構築と年度末（2014 年 3 月）の学生募集開始（受入、派遣） 
9．英語版広報媒体の充実 
 ・国際交流と本プログラムの共同ページ（英・日版）も開設し、海外へ情報発信をする。 
 ・大学案内英語版を製作する。 
10．事務職員のＳＤ（英語能力強化）開始 
11. 入試における「グローバル人材枠」の募集開始 
12．第 1 回外部評価委員会の実施 
【平成２６年度】 

○単位認定留学：交換・認定留学 110 人（学部科目等履修 60 人、語学研修＋学部科目等履修 50 人） 
○学生交流協定件数：16～19、交換留学生枠：32～38 人、科目等履修生枠（協定校他）：72～78 人 
1．第 1 期長期留学派遣開始 
2．インターンシップの導入 
3．学術交流協定校との教職員交流。研修への派遣、合同 FD の開催 
4．学術交流協定校との合同留学フェアの開催（隔年） 
5．英語による専攻科目、日本文化他講義の順次開講 
6．外国語学部科目のナンバリング完成 
7．短期留学特別プログラム開講（夏プログラム）および留学生の受け入れ開始（秋） 
8．主要留学フェア（NAFSA, EAIE, APAIE、QS 各年次大会）での本学の出展、協定校等との交流協議 
・NAFSA 2014 サンディエゴ 

9．海外大学数校（北南米 1～2 校、欧州 1～2 校、アジア・オセアニア１～2 校）との協定締結交渉。 
10．アジア太平洋大学交流機構 UMAP: University Mobility in Asia and the Pacific ）加入 
11．夏期（6～8 月）集中日本語コースの整備 
12．多言語ホームページ、英語版大学紹介 DVD の制作、学内文書 WG を結成する。 
13．「国連 ESD(持続可能な開発のための教育)の 10 年」世界会議（秋開催）へ向けた学生プロジェクト 
14. 第 2 回外部評価委員会の実施 

【平成２７年度】 

○単位認定留学：交換・認定留学 130 人（学部科目履修 70 人、語学研修＋学部科目履修 60 人） 
○学生交流協定件数：19～22、交換留学生枠：38～44 人、科目等履修生枠（協定校他）：86～92 人 
1．留学特別プログラム第 2 期生の派遣、受け入れ 
2．帰国学生による留学報告会の開催 
3．帰国学生のカウンセリング制度開始 
4．専攻言語による専門科目の拡充（日本人教員による） 
5．主要留学フェアでの本学の出展、協定校等との交流協議 
・NAFSA 2015 ボストン、EAIE 2015、APAIE 2016 

6．海外大学数校（北南米 1～2 校、欧州 1～2 校、アジア・オセアニア１～2 校）との協定締結の交渉 
7．夏期（6～8 月）集中日本語コースの設置（2015 年夏） 
8．国際FD 研究会の開催（各国のベストプロフェッサー招集） 
9．第 3 回外部評価委員会の実施 
【平成２８年度】 

○単位認定留学：交換・認定留学 約 240 人（学部科目履修 125 人、語学研修＋学部科目履修 115 人） 
○学生交流協定件数：22～25、交換留学生枠：44～50 人、科目等履修生枠（協定校他）：190～196 人  
1. 留学特別プログラム第 3 期生の派遣、受け入れ 
2. 主要留学フェアでの出展、協定校等との交流協議 
・NAFSA 2016 デンバー、EAIE 2016、APAIE 2017 

3. 海外大学数校との協定締結の交渉（北南米 1～2 校、欧州 1～2 校、アジア・オセアニア１～2 校） 
4. 第二期夏期（6～8 月）集中日本語コース開講 
5．本プログラムの報告を交えたシンポジウムの開催 
6．第 4回外部評価委員会の実施 
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

現在、国際交流とキャリア支援の強化は、愛知県立大学の将来ビジョンの重点課題となっている。本プ

ログラムの構想は、留学を通じたグローバル人材育成を目的としており、大学が掲げる将来ビジョンに焦

点をあてたものである。つまり、本事業は外国語学部だけのプログラムとなっているが、将来的には大学

全体のグローバル化を牽引する役目を担う。 
また、留学プログラムが定着し学生に及ぼす効果、成果が明らかに示されれば、「教育」が使命である

大学は、その実行を継続する必要があり、優秀なグローバル人材を社会に送り出し地域社会に還元する「社

会貢献」の観点からも、本プログラムの果たす役割は重大である。したがって、財政支援期間終了後も大

学として引き続き本事業を継続する。 
それまでにプログラムの開発、学術交流協定校の増加、インターンシップ先の開拓、教育・支援体制の

整備、学習支援施設の整備などはすでに完了し、運営のノウハウも蓄積されている。また、財政支援期間

中に、FD や SD による専任教員や職員の人材育成がなされ、将来的に既存の教職員のみで運営可能なプ

ログラムとなるよう計画されている。その後は、本プログラムが全学的に普及することを想定し、全学的

なプログラム拠点が設立される。その拠点予算から、必要な経費の拠出を予定している。 
また、財政支援で賄っていた各種語学検定補助は、受益者負担の考えから廃止し、プログラム参加者の

み必須受験とする。TOEIC は生協が実施する IP 試験の受験を促す。 
事業の円滑な運営のために、終了後 2 年は学内の競争的資金、大学の後援会等の資金も活用する。また、

本プログラムの成果を社会に発信し、このプログラムで実際に就職をした卒業生、企業、保護者に寄付を

募り、基金を立ち上げる。同時に必要経費の見直しを実施し、3 年後には経常経費で運営できるプログラ

ムとする。 
取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

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

【物品費】 
 本プログラムで実施期間中に導入した「ポートフォリオ」や学習支援の一環として購入した語学学習支

援ソフトや図書、DVD などは、学生の教育環境を維持するためには欠かせないツールであり、学生の成

長と学習成果につながるため、学内の教育経費の予算に組み込む。ポートフォリオは、新たな教育経費と

して予算措置を行う。図書などの教材費に関しては、既存の予算の枠組みで対応できる。広報ツールであ

る英語版大学案内は、学生募集経費として入試広報課に配分される。 
・ポートフォリオ 400 万円 
・英語版大学案内 50 万円 

【人件費・謝金】 
 本構想で強化した外国語教育と留学前教育は、専任教員から非常勤講師に委託し、大学非常勤講師予算

枠から拠出する。国際交流室職員は、本プログラムで語学力を高めた専任事務職員の配置替えをもってあ

て、カウンセリングなどを担当していた学生アルバイトは、引き続き国際交流室運営資金で賄う。多言語

学習支援センターの運営には、契約職員 1 名を引き続き配置し、契約職員予算枠から拠出する。留学から

帰ってきた語学力のある学生を引き続きアルバイトとして雇用する。           
・非常勤講師 8 名×4 科目 600 万円 
・契約職員 1 名 300 万円 
・SA 10 人 x 820 円 x 40 週 40 万円 

【旅費】 
 協定大学の集中的な開拓は、本事業をもって実現できたので、主要留学フェアを通じた新規機関の開拓

にシフトしていく。 
・海外留学フェア参加費用一式 2 名＠70 万円 
【必要な予算措置】 
 ・ポートフォリオと海外留学フェア参加費用（470 万円）は後援会、基金より拠出する。その他の経費

は、大学の経常費で賄う。 
 



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

45,080 45,080
37,080 37,080
1,000 1,000 様式１取組②73行
1,650 1,650 様式１取組①32行

210 210 様式１取組①32行
920 920 様式１取組①32行
300 300 様式１取組①32行

30,000 30,000
様式１取組②122行

500 500 様式１取組②122行
300 300 様式１取組②122行
700 700 様式１取組②122行
200 200 様式１取組②122行
100 100 様式１取組②122行

1,200 1,200 様式4、89行
8,000 8,000
3,000 3,000 様式１取組②122行
3,000 3,000 様式１取組②122行

500 500 様式１取組①32行
500 500 様式１取組②122行

1,000 1,000
14,371 14,371
13,500 13,500
9,000 9,000 様式１取組①32行
3,000 3,000 様式１取組①32行
1,500 1,500 様式１取組②122行
871 871
100 100 様式5取組①13行
197 197 様式4取組①37行
574 574 様式4取組①37行

5,450 5,450
400 400 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
450 450 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行

30,128 30,128
17,050 17,050
1,000 1,000 様式１取組③13行
1,000 1,000 様式１取組③13行
1,000 1,000 様式１取組③13行
1,000 1,000 様式１取組③13行
2,000 2,000 様式１取組③13行
3,844 3,844 様式１取組②73行

500 500 様式5取組②22行
100 100 様式5取組②22行
400 400 様式5取組②22行

1,400 1,400 様式5取組②22行
4,186 4,186 様式5取組②22行

620 620
3,500 3,500
2,500 2,500 様式1取組③18行
500 500 様式1取組③18行
500 500 様式6取組①1行

1,000 1,000
1,000 1,000 様式5取組①13行
514 514
514 514

8,064 8,064
8,064 8,064 様式6取組②13行

合計 95,029 95,029

（大学名：愛知県立大学　　　　　）（申請区分：特色型）

・テレビモニター（60型）と付属品
・ブルーレイなどオーディオ機器一式・付属品
・ヘッドセット20個
・テレビ会議システム　１セット

・外国語学習支援ソフトウェア

・文具代（事務用品等）

②消耗品費

・学習支援センターPCソフトウェア

・外国語書籍、雑誌、新聞、DVD等教材
・教職員用パソコンソフトウェア

④通信運搬費
・運送料、郵便料（国際郵便、メール便）

・教職員用パソコン11台及び付属品
・レーザー複合機3台
・事務用什器（机椅子11台、棚3台等）
・電話機増設（3台）

・多言語学習支援センターPC20台

・多言語学習支援センター什器一式
   (テーブルセット10台、長机6本、棚6台等）

・広報費（地下鉄中吊り2か月間）

平成２４年度

・TOEIC賛助会員入会費

・TOEFL-ITPテスト受験補助@2000×100名×2回分
・各種試験検定補助@3500×400名

③会議費
・高大連携によるKick Offセミナー開催料

⑤光熱水料

⑥その他（諸経費）

・　　　　　　　滞在費　3名@15万円

・北米　滞在費　2名@30万円

・留学カウンセリングSA2名＠820円×120時間
・高大産連携Kick off セミナー講演料

・プログラムコーディネータ2名＠450万円

・多言語学習支援センター専任事務職員1名＠150万円

・事務アルバイト1名＠820×700時間
［旅費］

・プログラム専任事務職員2名＠150万円

・学部ホームページ製作費（英語版含む）

①外注費
・大学ホームページ英語製作費

・協定大学開拓費用　北米渡航費2名@20万円

・アルゼンチン滞在費　2名＠30万円

・スペイン滞在費　2名＠30万円
［その他］

・協定大学開拓費（スペイン）渡航費2名@30万円

・APAIE2013香港　渡航費　3名@20万円

・協定大学開拓費（アルゼンチン）渡航費2名@30万円

・協定大学（メキシコ）開拓費用　渡航費2名@20万円
・メキシコ滞在費　2名@30万円

・英語版大学案内制作費5000部＠500

・国際交流室ホームページ製作費（英語版含む）
・学部、プログラム、国際交流室HP保守契約
・ポートフォリオ2000ID運営費用

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

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

・プログラムホームページ製作費（英語版含む）

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
・ポートフォリオ初期導入費用

・掲示ボード兼パーテーション10枚

・プログラムパンフレット作製費　1000部@500
・年度報告書　500部＠1000

・TOEIC－IPテスト実施費@2,990×1400人

・TOEIC賛助会員年会費

・パソコン保守契約料

［人件費・謝金］
①人件費

②印刷製本費
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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

1,434 1,434

1,434 1,434
334 334
200 200 様式１取組②122行
900 440 様式１取組②122行

78,831 78,831
76,200 76,200
50,400 50,400 様式１取組①32行
16,800 16,800 様式１取組①32行
9,000 9,000 様式１取組②122行
2,631 2,631

591 591 様式4取組①37行
1,968 1,968 様式4取組①37行

72 72 様式6取組②1行
9,220 9,220

600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①79行
560 560 様式4取組①79行

1,200 1,200 様式4取組①79行
560 560 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行

1,200 1,200 様式4取組①79行
640 640 様式4取組①79行

25,280 25,280
15,040 15,040
3,844 3,844 様式１取組②73行
1,000 1,000 様式１取組③13行

500 500 様式１取組③13行
500 500 様式１取組③13行

1,000 1,000 様式１取組④14行
800 800 様式5取組②22行

2,590 2,590 様式5取組②22行
4,186 4,186 様式5取組②22行

620 620
3,500 3,500
2,500 2,500 様式1取組③18行
500 500 様式1取組③18行
500 500 様式6取組①1行

1,108 1,108
504 504 様式4取組①79行
504 504 様式4取組①79行
100 100 様式6取組②1行
800 800
800 800
100 100
100 100 様式１取組②122行

4,732 4,732
100 100 様式5取組②22行
600 600 様式4取組①79行

4,032 4,032 様式6取組②13行

合計 114,765 114,765

（大学名：　愛知県立大学　　　　　　）（申請区分：　特色型）

・パソコン保守契約料

・EAIE参加　3名＠20万円（航空運賃）

・語学専任教員6名@840万円

・図書、DVD等購読料
［人件費・謝金］
①人件費

平成２５年度

・広報費（地下鉄中刷り広告年1回）

⑥その他（諸経費）
・TOEIC賛助会員会費

・年度報告書　500部＠1000
③会議費

・評価委員会開催費（打合せ）
④通信運搬費
・運送料、郵便料（国際郵便、メール便）
⑤光熱水料
・多言語学習支援センター電気代

・評価委員謝金6名@12,000

・協定大学開拓費用（南米）2名×30万円（航空運賃）×2回

・NAFSA等諸会費　＄700×3人×3回
・NAFSA等参加費　＄700×3人×3回

・　　　2名＠2万円×8泊（宿泊費・日当）×2回分

・APAIE参加 3名＠20万円（航空運賃）

・学内文書翻訳

・留学カウンセリング（SA）3名@820×6H×40週
・多言語学習支援センターSA（留学生等含む）10名＠820×6H×40週

・NAFSA参加　3名×20万円（航空運賃）

・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）×2回

［旅費］

・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）×2回

・協定大学開拓費用（欧州）2名×30万円（航空運賃）×2回分

①外注費

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・事務職員3名@300万円（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2名、多言語学習支援センター1名）

・文具代（トナー、紙代、文房具等）

・協定大学開拓費用（北米）2名×20万円（航空運賃）×2回

・プログラムコーディネーター2名＠840万円

・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・外国新聞、雑誌定期購読料

②謝金

・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

②消耗品費

①設備備品費

・各種試験検定補助@3500×370名×2回分

・HP更新契約費

・ポートフォリオ2000ID運営費用

・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・ホームページ製作費

・協定大学開拓費用（アジア）2名×20万円（航空運賃）×2回
・　　　2名＠2万円×5泊（宿泊費・日当）×2回分

・ホームページ製作費(英語版）

・TOEIC－IPテスト実施費@2,990×1400人

・TOEFL-ITPテスト受験補助@2000×100名×4回分

［その他］

・英語版大学案内制作費5000部＠500

・留学フェアブース（NAFSA他）設営費　

②印刷製本費

・プログラムパンフレット作製費　1000部@500
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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

1,100 1,100

1,100 1,100
300 300
200 200 様式１取組②122行
600 600 様式１取組②122行

78,938 78,938
76,200 76,200
50,400 50,400 様式１取組①32行
16,800 16,800 様式１取組①32行
9,000 9,000 様式１取組②122行
2,738 2,738

394 394 様式4取組①37行
1,968 1,968 様式4取組①37行

72 72 様式6取組②1行
64 64 様式3取組②18行
240 240 様式6取組③41行

14,180 14,180
600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
420 420 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①79行
560 560 様式4取組①79行

1,200 1,200 様式4取組①79行
560 560 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行

1,200 1,200 様式4取組①79行
640 640 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①30行
240 240 様式4取組①30行
800 800 様式3取組②18行
520 520 様式3取組②18行

2,000 2,000 様式6取組③41行
600 600 様式6取組③41行

23,080 23,080
14,040 14,040
3,844 3,844 様式１取組②73行

500 500 様式１取組③13行
800 800 様式5取組②22行

2,590 2,590 様式5取組②22行
4,186 4,186 様式5取組②22行

620 620
500 500 様式１取組③13行

1,000 1,000 様式1取組③18行
2,000 2,000
1,000 1,000 様式1取組③18行

500 500 様式1取組③18行
500 500 様式6取組①1行

1,408 1,408
400 400 様式4取組①79行
504 504 様式4取組①79行
504 504 様式6取組②1行
800 800
800 800
100 100
100 100 様式１取組②122行

4,732 4,732

100 100 様式5取組②22行
600 600 様式4取組①79行

4,032 4,032 様式6取組②13行

合計 117,298 117,298

（大学名：愛知県立大学　）（申請区分：特色型）

・パソコン保守契約料

・EAIE参加　3名＠20万円（航空運賃）

・APAIE参加 3名＠20万円（航空運賃）
・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

⑤光熱水料
・多言語学習支援センター電気代

・NAFSA等参加費　＄700×3人×3回
④通信運搬費

①外注費

・多言語（簡体字、スペイン語など）HP製作費

・HP更新契約費

⑥その他（諸経費）

・運送料、郵便料（国際郵便、メール便）

③会議費

・共同留学フェア招聘4名@20万円
・　　　　　4名＠5泊×12千円（宿泊費）
・教職員研修派遣　4名@20万円
・　　　　　4名＠10泊×13千円（宿泊費・日当）

・プログラムパンフレット作製費　1000部@500
・年度報告書　500部＠1000

・英語版大学案内制作費2000部

・英語版大学紹介DVD制作費

・ポートフォリオ2000ID運営費用

［その他］

・事務職員3名@300万円
②謝金
・留学カウンセリング（SA）2名@820×6H×40週

・ＥＳＤ会議参加　10名@$300

・評価委員謝金6名@12,000
・協定校教職員研修派遣　4名@$200

・　　　2名＠2万円×8泊（宿泊費・日当）×2回分

・図書、DVD等購読料

・語学専任教員6名@840万円
・プログラムコーディネーター2名＠840万円

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・文具代（トナー、紙代、文房具等）
・外国新聞、雑誌定期購読料

①設備備品費

②消耗品費

①人件費

・協定大学開拓費用（欧州）2名＠30万円（航空運賃）×2回分

・　　　　　10名＠5泊×12千円（宿泊費）

・協定大学合同留学フェア

・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・協定大学開拓費用（北米）2名＠20万円（航空運賃）×2回

・TOEIC賛助会員会費

・多言語学習支援センターSA（留学生等含む）10名＠820×6H×40週

・NAFSA参加　3名×20万円（航空運賃）

・ESD会議招聘10名@20万円

・広報費（地下鉄中刷り広告年1回）

平成２６年度

・TOEFL-ITPテスト受験補助@2000×100名×4回分
・各種試験検定補助@3500×370名×2回分
・TOEIC－IPテスト実施費@2,990×1400人

・NAFSA等諸会費　＄700×3人×3回

・留学フェアブース（NAFSA他）設営費　

・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）×2回
・協定大学開拓費用（南米）2名＠30万円（航空運賃）×2回
・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）×2回
・協定大学開拓費用（アジア）2名＠20万円（航空運賃）×2回
・　　　2名＠2万円×5泊（宿泊費・日当）×2回分

・　　　　　3名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

［旅費］

②印刷製本費
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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

960 960

960 960
360 360
200 200 様式１取組②122行
400 400 様式１取組②122行

78,794 78,794
76,200 76,200
50,400 50,400 様式１取組①32行
16,800 16,800 様式１取組①32行
9,000 9,000 様式１取組②122行
2,594 2,594
1,968 1,968 様式4取組①37行

394 394 様式4取組①37行
72 72 様式6取組②1行
96 96 様式3取組②22行
64 64 様式3取組②18行

8,616 8,616
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
200 200 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
320 320 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①30行
240 240 様式4取組①30行
800 800 様式3取組②18行
520 520 様式3取組②18行
800 800 様式3取組②22行
336 336 様式3取組②22行

21,444 21,444
12,140 12,140
3,844 3,844 様式１取組②73行

500 500 様式１取組③13行
400 400 様式5取組②22行

2,590 2,590 様式5取組②22行
4,186 4,186 様式5取組②22行

・パソコン保守契約料 620 620
2,000 2,000
1,000 1,000 様式1取組③18行
500 500 様式1取組③18行
500 500 様式6取組①1行

2,172 2,172
336 336 様式4取組①79行
336 336 様式4取組①79行

1,500 1,500 様式6取組②1行
300 300
300 300
100 100
100 100 様式１取組②122行

4,732 4,732

100 100 様式5取組②22行
600 600 様式4取組①79行

4,032 4,032 様式6取組②13行

合計 109,814 109,814
（大学名：愛知県立大学　）（申請区分：特色型）

・EAIE参加　2名＠20万円（航空運賃）

・APAIE参加 2名＠20万円（航空運賃）
・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

⑥その他（諸経費）

④通信運搬費

・留学フェアブース（NAFSA他）設営費　

・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・運送料、郵便料（国際郵便、メール便）

・多言語学習支援センター電気代

・広報費（地下鉄中刷り広告年1回）

⑤光熱水料

平成２７年度

・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・TOEFL-ITPテスト受験補助@2000×100名×2回分

・共同留学フェア派遣4名@20万円

・各種試験検定補助@3500×370名×2回分
・TOEIC－IPテスト実施費@2,990×1400人

・HP更新契約費
・ポートフォリオ2000ID運営費用
①外注費

・　　　　　4名＠5泊×12千円（宿泊費）

・協定大学開拓費用（北米）2名＠20万円（航空運賃） 

・年度報告書　500部＠1000

・英語版大学案内制作費2000部
・プログラムパンフレット作製費　1000部@500

・協定大学開拓費用（南米）2名＠30万円（航空運賃）
・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・NAFSA等参加費　＄700×2人×3回
・国際ＦＤ会議（会場借り上げ費等）

②印刷製本費

③会議費
・NAFSA等諸会費　＄700×2人×3回

②消耗品費
・文具代（トナー、紙代、文房具等）

①人件費

・NAFSA参加　2名＠20万円（航空運賃）

・　　　　　4名＠10泊×13千円（宿泊費・日当）

［旅費］

・留学カウンセリング（SA）2名@820×6H×40週
・評価委員謝金6名@12,000

・教職員研修派遣　4名@20万円

・外国新聞、雑誌定期購読料

・語学専任教員6名@840万円
・プログラムコーディネーター2名＠840万円
・事務職員3名@300万円

・図書、DVD等購読料
［人件費・謝金］

②謝金

［その他］

・国際ＦＤ会議（ベストプロフェッサー教員）　4名@$300
・協定校教職員研修派遣　4名@$200

①設備備品費

・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・　　　2名＠2万円×8泊（宿泊費・日当）

・　　　　　4名＠7泊×12千円（宿泊費）

・TOEIC賛助会員会費

・多言語学習支援センターSA（留学生等含む）10名＠820×6H×40週

・国際FD会議講師旅費　４名＠20万円

・協定大学開拓費用（アジア）2名＠20万円（航空運賃）
・　　　2名＠2万円×5泊（宿泊費・日当）
・協定大学開拓費用（欧州）2名＠30万円（航空運賃）
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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

944 944

944 944
300 300
194 194 様式１取組②122行
450 450 様式１取組②122行

80,472 80,472
76,200 76,200
50,400 50,400 様式１取組①32行
16,800 16,800 様式１取組①32行
9,000 9,000 様式１取組②122行
4,272 4,272
1,968 1,968 様式4取組①37行
1,968 1,968 様式4取組①37行

72 72 様式6取組②1行
64 64 様式3取組②18行
200 200 様式6取組②8行

8,616 8,616
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
280 280 様式4取組①79行
400 400 様式4取組①79行
200 200 様式4取組①79行
600 600 様式4取組①79行
320 320 様式4取組①79行
800 800 様式4取組①30行
240 240 様式4取組①30行
800 800 様式3取組②18行
520 520 様式3取組②18行
800 800 様式6取組②8行
336 336 様式6取組②8行

23,626 23,626
14,640 14,640
3,844 3,844 様式１取組②73行

500 500 様式１取組③13行
400 400 様式5取組②22行

2,590 2,590 様式5取組②22行
4,186 4,186 様式5取組②22行

・パソコン保守契約料 620 620
2,500 2,500 様式6取組②11行
2,300 2,300
1,000 1,000 様式1取組③18行

500 500 様式1取組③18行
400 400 様式6取組①1行
400 400

2,672 2,672
336 224 様式4取組①79行
336 336 様式4取組①79行

2,000 2,000 様式6取組②1行
314 314
314 314
100 100
100 100 様式１取組②122行

3,600 3,600
600 600 様式4取組①79行

3,000 3,000 様式6取組②13行

合計 113,658 113,658

（大学名：　愛知県立大学　　　　）（申請区分：特色型　）

・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・文具代（トナー、紙代、文房具等）
・外国新聞、雑誌定期購読料

②消耗品費

・語学専任教員6名@840万円

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

・図書、DVD等購読料

②謝金
・留学カウンセリング（SA）10名@820×6H×40週

［物品費］
①設備備品費

・プログラムコーディネーター2名＠840万円
・事務職員3名@300万円

［人件費・謝金］
①人件費

・多言語学習支援センター電気代

④通信運搬費
・運送料、郵便料（国際郵便、メール便）
⑤光熱水料

・留学フェアブース（NAFSA他）設営費　
・広報費（地下鉄中刷り広告年1回）

平成２８年度

⑥その他（諸経費）

・NAFSA等諸会費　＄700×2人×3回

・英語版大学案内制作費2000部

・グローバル人材育成達成度に関する調査
②印刷製本費

・プログラムパンフレット作製費　1000部@500

・最終報告書　1000部＠400（英語版）

・協定大学開拓費用（アジア）2名@20万円（航空運賃） 
・　　　2名＠2万円×5泊（宿泊費・日当） 

・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当） 
・協定大学開拓費用（南米）2名@30万円（航空運賃） 
・　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当） 

③会議費

・TOEFL-ITPテスト受験補助@2000×100名×2回分
・各種試験検定補助@3500×370名×2回分
・TOEIC－IPテスト実施費@2,990×1400人

・　　　　　4名@13千円×10泊（宿泊費・日当）

・　　　　　4名@12千円×7泊（宿泊費）

・協定大学開拓費用（欧州）2名@30万円（航空運賃） 
・　　　2名＠2万円×8泊（宿泊費・日当） 

・　　　　　4名@12千円×5泊（宿泊費）
・教職員研修派遣　4名@20万円

・国際シンポジウム（会場借り上げ費等）

①外注費

・HP更新契約費

・最終報告書　1000部＠400（日本語版）

・ポートフォリオ2000ID運営費用

・協定校教職員研修　4名@$200

・NAFSA等参加費　＄700×2人×3回

［その他］

・協定大学開拓費用（北米）2名@20万円（航空運賃） 

・共同留学フェア招聘4名@20万円

・APAIE参加 2名＠20万円（航空運賃）

・EAIE参加　2名＠20万円（航空運賃）

・NAFSA参加　2名＠20万円（航空運賃）
・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・　　　　　2名＠2万円×7泊（宿泊費・日当）

・シンポジウム講師謝金
［旅費］

・シンポジウム招聘4名@20万円

・多言語学習支援センターSA（留学生等含む）10名＠820×6H×40週

・評価委員謝金　6名@12,000
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様式８

（大学名：　愛知県立大学　　　　）（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。

　現在補助金による経費措置を受けている本学の取り組みは、日本学術振興会からの最先端研究
開発戦略的強化費補助金（頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム）のみである。
事業名は、中米古代都市チョルーラのモニュメントと表象：データベースと学術ネットワークの
構築「平成２２年度採択」で、メキシコのラス・アメリカス大学とアメリカのアリゾナ州立大学
を協力機関として若手研究者を長期にわたり海外派遣をするプログラムである。また、現在申請
中の平成２４年度大学の世界展開力強化事業【ASEAN諸国等との大学間交流形成支援】は学部横
断的に運営される日本語教員過程を基盤とする点で、外国語学部学生のみを対象としたカリキュ
ラムに立脚する本構想とは概念的に異なる。使用言語については、「世界展開力強化事業」が基
本的にインドネシア語と日本語を中心に展開されるのに対し、本構想は外国語学部各学科専攻言
語である英・仏・西・独・中の各言語を主軸としており、共通点はない。 なお、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）に申請はしていない。
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（大学名：愛知県立大学     ）（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】 

  

該当なし 

（ＳＥＮD における交流学生数） 

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

学生の派遣 人 人 人 人 人 

学生の受入 人 人 人 人 人 
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