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（大学名：亜細亜大学）（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≫ 

 亜細亜大学は、「学校教育法の定めるところにより、広く一般教育に関する知識を授けるとともに深く専

門の学術を研究教授するをもって目的とし、特に日本及び亜細亜の文化社会の研究と建設的実践に重点を

置き、もって亜細亜融合に新機軸を打ち出す人材を育成するをその使命とする」と学則第１条に掲げてい

る。 
そして、「自助は独立に通ず」「真の協力関係とは自立した人間同士の協力関係である」との本学創設者

太田耕造の「自助協力」の教えを建学の精神とし、この精神を身につけ、アジアにおいて、自由と協調を

図り、人々の文化交流、経済交流を活発に行い、アジアを始めとする世界の興隆に貢献する人材を育成す

ることを使命としている。 

≪構想の目的≫ 

異文化の環境に適応でき、現場に対応できる「行動力あるアジアグローバル人材」の育成 

上述の教育理念の下、主としてアジア太平洋地域を中心として、＜現地でのインターンシップの充実＞

と＜留学制度（送り出しと受入れ）の整備強化＞を図り、現地感覚を持って、わが国とアジア地域をつな

ぐことが出来る＜行動力あるアジアグローバル人材＞育成の教育基盤を構築することが本構想の目的で

ある。こうした人材は、むろん長期的にはグローバル企業等の経営幹部に育っていくことを期待されるが、

当面は、異質な文化環境や複雑な現地事情に果敢に挑戦し、現場で汗を流すことを厭わない、現在のわが

国にとって不可欠な人材を意味している。 
これを達成するために、従来から積み重ねてきた国際教育の経験・蓄積を踏まえ、企業との教育連携、

国内外の企業・地域での現地実習、現地体験、外国語の実践的運用能力の修得を核とした教育を実施し、

さらにその成果を測定するために＜グローバル・ビジネスリテラシーアセスメントシステム＞を開発し、

評価、検証の上、教育内容を再構築するサイクルに結びつける。これらを通じて＜行動力あるアジアグロ

ーバル人材＞の育成を実のあるものにする。 
なお、本学は経営学部、経済学部、法学部、国際関係学部（以下、本学部）の 4学部からなる。本学部

は、国際経済学、国際政治学、比較社会学、文化人類学等を包摂した総合的、学際的な学部として平成 2
年に開設された。さらに本年度（平成 24 年度）より、異文化コミュニケーションや地域研究（外国研究）

などのダイバーシティ（多様性）の学習を中心に据える多文化コミュニケーション学科を開設し、あわせ

て国際関係学科の教育課程をグローバルガバナンスの学習により力点をおくものへと再編した。本構想は

この両学科にまたがるものとして設定されている。さらに本構想の成果を基軸に、将来的に、本学の理念

に沿って、全学的なグローバル人材教育の強化を図ることを念頭においている。 
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②  大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

本学の教育理念に基づき、以下の三つを教育目的としている。 
すなわち、（1）国際社会で貢献できる有為な人材の育成――国際社会、特にアジアの融合を目指して貢

献できる人材を育成することを目標とし、自国文化及び異文化を理解し共感でき、国際社会において広く

コミュニケーションできる人材を育成する教育、（2）人間性重視の教育――人間性豊かな人材を育成する

ことを目標とし、建学の精神「自助協力」を体得し、周囲との調和を図りながら、率先して行動し得る人

材を育成する教育、（3）創造力あふれる人材の育成――新しい社会を積極的に創造する人材を育成するこ

とを目標とし、社会の変化に対して深い洞察力を持ち、社会の課題を主体的に分析し、その解決に向けて

実践できる能力を備えた人材を育成する教育、である。 
 国際関係学部はこの教育の目的を達成すべく設置されており、これを構成する 2学科は以下のような人

材の育成を目標として掲げている。 
［国際関係学科］ 

政治・法律・経済・社会にわたる学際的専門教育、発信力を重視した英語教育並びに幅広く深い教養教

育を通して、国際的視野と総合的判断力を養い、世界の国際関係と国際社会における我が国の役割を理解

し、時代の要請に応じて国際社会の平和と発展に貢献できる有為な人材を育成する。 

［多文化コミュニケーション学科］ 

国境を越える多文化間交流の歴史と現状についての教育、国際関係についての基礎教育、発信力を重視

した英語教育並びに幅広く深い教養教育を通して、多様な文化背景を持つ人々をつなぐ高いコミュニケー

ション能力を養い、文化の相互尊重の視点に立って、アジアをはじめとする世界諸地域における多文化間

の交流と協力を促進できる有為な人材を育成する。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

近年のグローバルな経済、社会のダイナミックな変動のもと、観光、労働、留学その他、人の大量な移

動が起こり、世界の「多文化社会」状況が進行している。この変化の中でこれからの日本の若者には、「多

文化社会」化するであろう日本、そして日本にとどまらず海外で働き、生き抜く力が求められている。 
この時代の要請に応えるため、本学部は、その育成すべき人材像を、異文化の環境に適応でき、現場に

対応できる＜行動力あるアジアグローバル人材＞として明確化し、それを以下のように具体化してとらえ

る。 

(1) 国内外の企業や地域で活躍できる現地体験と現地知識を有する 

仕事の現場、地域の生活における問題解決のための情報収集、分析、創造的思考、チームワー 

ク、リーダーシップ、コミュニケーション、規律や柔軟性などの総合的な力の必要性を知り、 

また、その力を持つ。 

(2)異文化コミュニケーションを円滑に行い現地に容易に適応できる 

  異なる文化への尊敬と理解、その違いを受け入れる柔軟性、人柄、そしてなによりも異なる 

環境での生活に耐える身体とその管理の知識を持つ。 

(3)外国語の実践的運用能力がある 

  国際語として使用される英語の最低限の運用ができ、さらに高度な英語力、当該地域の言語 

  を運用できる。 

(4)社会科学の知識を備え、それを活用して活躍できる 

 時代と社会のグローバルな動きに対し常に関心を持ち、考え、行動するために、その基礎 

となる社会科学の知識を持ち、事象の分析力、論理的思考力を備えている。 

  

もとより、これらはその一つをもって足るというものではなく、これらを総合した人材として想定され

るものである。 

以上を踏まえた、具体的な活躍イメージは、①アジア太平洋地域に順応し、②その地域の言語（外国語）

を生活とビジネス交渉の場面において駆使し、③主としてマネジャーとして現地企業・支店等を統括して、

日本との橋渡しをする人材である。 
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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】 

本構想で想定する＜行動力あるアジアグローバル人材＞として修得すべき具体的能力は、以下のような

ものである。 

 

(1) 国内外の企業や地域で活躍できる現地体験と現地知識を有すること 

すなわち、以下のようなビジネスリテラシー 

国内外の企業・地域で求められる姿勢、行動についての知識、経験、実践能力の素養。 

国際ルールあるいはスタンダードを理解し、遵守する規範意識や、倫理観、規律。 

決断力、主体性、自律性、積極性。 

状況把握力、交渉力、チームワーク力。 

 

(2) 異文化コミュニケーションを円滑に行い現地に容易に適応できること 

すなわち、以下のようなグローバルリテラシー 

外国における的確な状況把握能力、危機管理能力、異文化適応力、柔軟性、外国での精神的安定（ス

トレス耐性）、体調維持（保健医療知識と自己管理力）。 

 

(3)外国語の実践的運用能力があること 

  TOEIC®700 点の英語、実用レベルのアジア太平洋地域言語。 

  （地域言語；韓国語、中国語、インドネシア語、ヒンディー語、アラビア語、スペイン語） 

・英語スーパーコース* 学生20名は TOEIC®800点が目標。 

  ・アジア夢カレッジ** 学生は第 1学年終了時、中国語検定3級、卒業時 2級。 

 

(4)社会科学の知識を備え、それを活用して活躍できること 

国際関係に関する高度な知識の習得 

  外国諸地域や異文化に関する高度な知識の習得 

情報の分析能力と発信能力（プレゼンテーション能力等） 

 

 

*英語スーパーコースとは、両学科から選抜した英語習熟度が高い学生（希望者）に対し、高いレベルかつ

長時間の英語学習機会を組み込んだ教育課程を提供する特別プログラムのことである。このコースに所属

する全学生は、米国・アリゾナ州立大学英語習得コース（Arizona State University=ASU、American 
English and Culture Program）に留学する。各学年約 20 名、合計約 80 名が所属する。 
 
**アジア夢カレッジとは、各学部の教育課程と独自の中国関連科目群を統合させた特別プログラムのこと

である。中国に関心の強い全学部生の希望者の中から選抜された学生約 80 名（うち本学部学生は約 20名）

が所属する。このコースに所属する学生には、中国・大連外国語学院への留学と周辺企業でのインターン

シップ（計約 5か月）が必修となる。 
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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 70 人 100 人 110 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  6 人 6 人 8 人 9 人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

255 人 295 人 255 人 256 人 291 人 291 人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 264 人 329 人 280 人 289 人 324 人 324 人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   93.2％ 90.7％ 92.3％ 92.6％ 

国
際
関
係
学
部

 

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC® 700 点以上 40 人（6 ） 70 人（6 ） 100 人（8） 110 人（9） 

海外留学経験者数 255 人 295 人 255 人 256 人 291 人 291 人 

 

３ カ 月 未 満 1 人 1 人 0 人 0 人 34 人 34 人 

３カ月～１年 254 人 294 人 255 人 256 人 257 人 257 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 264 人 329 人 280 人 289 人 324 人 324 人 

目標設定の考え方 
数年前より TOEIC®600 点を全員に達成させることを学部目標として指導してきた。本構想ではこれを強化し、

最終年には TOEIC®700 点を 34%の学生が達成することを目標とする。 

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。



8 
（大学名：亜細亜大学）（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） 

下記の通り 

（指標・水準設定の考え方） 

 下記の通り 

（達成する学生数設定の考え方） 

 下記の通り 

 
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） 36 人 63 人 90 人 100 人 

対象となる学生数（B） 280 人 289 人 324 人 324 人 

達成する割合（A/B） 12.9％ 21.8％ 27.8％ 30.9％ 

（対象：国際関係学部） 

（測定指標・達成水準） 

（1）グローバル・ビジネスリテラシーアセスメント水準点、（２）TOEIC®700点、 中国語検定2級（「アジア夢カレッジ」学生）、その他の

外国語はそれと同等の基準、（３）科目評価のグレードポイント平均2.4、（４）留学経験またはそれと同等の経験 

 以上、（1）～（4）をすべて満たすこと。 

（指標・水準設定の考え方） 

グローバルリテラシー・ビジネスリテラシーの程度、外国語の社会的通用度、基礎的及び専門的知識、などを評価できる指標とした。 

（達成する学生数設定の考え方）現行の数値に加え、構想で達成可能な数を設定した。 

 
国際関係学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 36 人 63 人 90 人 100 人 

対象となる学生数（B） 280 人 289 人 324 人 324 人 

達成する割合（A/B） 12.9％ 21.8％ 27.8％ 30.9％ 
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

 

１．学内多言語化の推進 

(1) 平成 24 年度末までに、英語科目名をシラバスに明記するとともに、科目内容が英語で確認できるよ

う整備する。 

(2) 平成 24年度末までに、大学ホームページの英語版・中国語版・韓国語版のリニューアルを行う。 

(3) 平成 24 年度末までに、外国人教員へのサポートの一環として学内規程の英語による簡易版を作成す

る。 

 

２．海外実習プログラムの開発 

(1) 平成 26年度4月までに、海外でのインターンシップ科目の実施体制を完了させる。（拡充のための開

発調査は継続する。） 

(2) 平成 26年度4月までに、海外でのフィールド調査科目の実施体制を完了させる。（拡充のための開発

調査は継続する。） 

 

３．英語力向上のための環境整備 

(1) 平成 26年度 4月までに、特に高い英語力を有する選抜学生（20名）のためのコース「英語スーパー

コース」教育課程の一環として、英語でのゼミ教育及び論文指導を行う体制を整える。 

(2) 平成 25年度 10月までに、「英語スーパーコース」には届かないが潜在的に高い能力を備えた最大 40

名の学生を対象に、少人数によるアメリカ派遣留学制度の実施準備を整える。 

 

４．成果測定ツールの開発 

(1) 平成 24年度末までに、「ビジネスリテラシー（リーダーシップ力・問題解決力・コミュニケーション

力）」及び「グローバルリテラシー（環境適応能力・言語適応能力）」という着眼点で、学生の成長度

合いを測定するための＜グローバル・ビジネスリテラシーアセスメントシステム＞を開発し、次年度

からの運用を開始する。 

(2) 平成 25 年度中に、上述アセスメントをペーパーベースから WEB ソフトに発展させ、当該年度から運

用を開始する。（その後、改善・改良は継続する。） 
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目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

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

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

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

海外留学者数  （Ａ） 
306 人  

（306 人） 

337 人  

（337 人） 

371 人  

（371 人） 

408 人  

（408 人） 

449 人  

（449 人） 

494 人  

（494 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

学士課程在籍者 
306 人  

（306 人） 

337 人  

（337 人） 

371 人  

（371 人） 

408 人  

（408 人） 

449 人  

（449 人） 

494 人  

（494 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 6,419 人  6,372 人  6,351 人  6,395 人  6,531 人  6,567 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
4.8％  

（  4.8％） 

5.3％  

（  5.3％） 

5.8％  

（  5.8％） 

6.4％  

（  6.4％） 

6.9％  

（  6.9％） 

7.5％  

（  7.5％） 

目標設定の考え方 

現在でも留学者（希望者）は多いことが本学の特徴であるが、事業期間中にさらにこの比率を伸ばすことを計

画している。これは、本構想に述べたような留学制度の充実によって可能な数値である。 

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） 
89 人  

（ 89 人） 

217 人  

（217 人） 

0 人  

（  0 人） 

306 人  

（306 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） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

0 人  

（  0 人） 

学士課程在籍者 
89 人  

（ 89 人） 

217 人  

（217 人） 

0 人  

（  0 人） 

306 人  

（306 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 6,419 人 6,419 人  6,419 人  6,419 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.4％  

（   1.4％） 

3.4％  

（   3.4％） 

0％  

（    0％） 

4.8％  

（  4.8％） 
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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） 
512 人  

（   104 人） 

480 人  

（   １０４人） 

495 人  

（  10９人） 

510 人  

（  １１４人） 

520 人  

（  １２０人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

１５人  

（  0 人） 

15 人  

（  0 人） 

15 人  

（  0 人） 

15 人  

（  0 人） 

15 人  

（  0 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

78 人  

（  9 人） 

８０人  

（  9 人） 

８２人  

（  9 人） 

８５人  

（  １０人） 

８８人  

（  10 人） 

学士課程在籍者 
373 人  

（ 77 人） 

３１２人  

（ 77 人） 

３２０人  

（ ８０人） 

３２８人  

（ ８２人） 

３３２人  

（ ８５人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等） 

46 人  

（ 18 人） 

７３人  

（ 18 人） 

７８人  

（ ２０人） 

８２人  

（ ２２人） 

８５人  

（ ２５人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

428 人  

（  99 人） 

403 人  

（  94 人） 

415 人  

（  98 人） 

428 人  

（  101 人） 

436 人  

（  104 人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 6,372 人  6,351 人  6,395 人  6,531 人  6,567 人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
8.0％  

（  1.6％） 

7.6％  

（  1.6％） 

7.7％  

（  1.7％） 

7.8％  

（  1.7％） 

7.9％  

（  1.8％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
6.7％  

（  1.6％） 

6.3％  

（  1.5％） 

6.5％  

（  1.5％） 

6.6％  

（  1.5％） 

6.6％  

（   1.6％） 

目標設定の考え方 
本学の留学生比率は高いほうではあるが、震災や原発事故、円高によって 24 年度は減少した。しかし、非漢

字圏を含め短期での受入れを増やしたり海外での積極的な募集活動などで現在の人数を最低限維持させる。 

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（中国香港含む） 400 人  345 人  

２ 韓国 32 人  21 人  

３ 台湾 13 人  10 人  

４ ミャンマー 9 人  7 人  

4 マレーシア 9 人  8 人  

６ カンボジア 7 人  7 人  

6 ベトナム 7 人  3 人  

８ ネパール 6 人  6 人  

8 インドネシア 6 人  5 人  

１０ タイ 4 人  2 人  

その他 スリランカ等 19 人  14 人  

合 計  512 人  428 人  
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（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型） 

 

 

③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 

 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 

授業数（Ａ） 
26 回  29 回  32 回  34 回  36 回  

全授業数（Ｂ） 1262 回  1262 回  1262 回  1262 回  1262 回  

割  合（Ａ／Ｂ） 2.1％  2.3％  2.5％  2.7％  2.9％  

目標設定の考え方 

国際関係学部の専門科目を中心として、専任教員もしくは非常勤講師が担当する、英語による講義を行

うクラスを増設する。 

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） 63 人  65 人  67 人  69 人  71 人  

 うち外国人教員 29 人  29 人  29 人  29 人  29 人  

総教員数（Ｂ） 159 人  162 人  163 人  164 人  165 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 39.6％  40.1％  41.1％  42.1％  43.0％  

目標設定の考え方 

本学では、すでに外国人教員の割合が高く、平成 28 年度へ向けては日本人教員の海外研究活動者(1

年以上)を毎年 2 名ずつ派遣することを目指す。 

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） 
50 人  51 人  51 人  52 人  52 人  

総教員数（Ｂ） 159 人  162 人  163 人  164 人  165 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 31.4％  31.5％  31.3％  31.7％  31.5％  

目標設定の考え方 

今後の教員補充は、採用数の半数以上を博士号取得者とすることを目指し、すでに在籍する未博士号取

得者へは研究活動制度の充実を図る。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 6,372 人  6,351 人  6,395 人  6,531 人  6,567 人  

総教員数（Ｂ） 159 人  162 人  163 人  164 人  165 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 40.1  39.2  39.2  39.8  39.8  

目標設定の考え方 

教員あたりの学生数を 40 人以下での継続を目指す。 
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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®700 点以上、中国語検定 2 級
以上、「ハングル」能力検定 2 級以上、

海外勤務歴・留学歴 2 年以上 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職

員数（Ａ） 
13 人  13 人  14 人  15 人  16 人  

事務系職員総数（Ｂ） 143 人  144 人  144 人  144 人  144 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 9.1％  9.0％  9.7％  10.4％  11.1％  

目標設定の考え方 

留学生の出身国を考慮し、本学では、英語力・中国語力・韓国語力、または相当する

国際経験を持つ人材を必要とする部署に配置している。今後のより円滑な国際交流業務

には、語学力及び国際理解の素養を身につけた職員の増加が必要と考える。よって、語

学力向上や様々な国際経験につながる研修（学内語学研修、生涯学習講座受講、短期語

学留学、海外交流大学視察等）によりレベルアップを図る。これらの言語を使用して種々

の業務に携われる能力（亜細亜大学事務職員外国語力スタンダード：TOEIC®700 点以

上、中国語検定 2 級以上、「ハングル」能力検定 2 級以上等）を持つ事務職員を 5 年後

に現在より 3名以上増加することを目指す。 
注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

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

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

（本構想における取組内容） 
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様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

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

【現状】 

本学の教育目的を実現するために、教育研究のグ

ローバル化を進めている。 
海外の大学・教育機関との協定締結と運用 

アメリカ地域 6、中国地域 28、ASEAN・他アジア地

域 17、ヨーロッパ系 6、世界計57の大学・教育機関

と協定を結び、下記の研究交流、共同学位取得制度、

派遣留学等のプログラムを実施し、また協定大学か

ら、中国語教育のために客員教員を招へいしている。 

海外研究の奨励 

 専任教員が、海外の大学や学術研究機関等で専門

分野の研究に従事する特別研究奨励制度(1年間)、

海外研究制度(1年間)があり、毎年複数の教員が利

用している。その他、短期での海外研究活動及び国

際学会参加のための経費補助制度があり、海外での

研究活動を奨励している。制度の適用を受けた教員

は、研究成果を公表し、学内外で情報共有が図られ

ている。 

共同学位取得プログラムの実施 

中国・大連外国語学院と覚書を締結し、最初の 2

年間を中国で、3～4年次は本学で専門教育を行うも

ので、国際関係学部を含め、4学部で実施する。（平

成 21年度から累計83名） 

留学制度・海外学習プログラム 

（1）アジア夢カレッジ-キャリア開発中国プログラ

ム-（AUCP）：5か月間の中国留学（1か月のビジネス・

インターンシップを含む） 

（2）亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）：5か

月間のアメリカ留学（国際関係学部国際関係学科は

必修で、他学部他学科も原則希望者全員留学可能） 

（3）亜細亜大学グローバルプログラム（AUGP）：3

～6週間の短期留学（世界 12の国/地域へ派遣） 

（4）交換・派遣留学生制度（AUEP）：1年間の協定

校への留学（選抜学生は授業料免除以外に宿舎費/

奨学金を支給） 

以上のプログラムに累計 13,551名が参加してき

た。 

学内国際交流 

学友会、留学生会を主体とした活動を奨励する一

方、交流促進の場として新たに国際交流ラウンジを

設置した。交流イベントや各国映画鑑賞による異文

化理解セッション等を実施している。 

 

【本構想における展開】 

協定の見直し・再締結による教育研究交流の実質化 

協定のグローバル基準化、形骸化した協定の改廃、

単位互換のための科目の内容と評価基準等に関する

情報交換と研究、海外研究者との共同研究、海外協

定校での本学教員による授業担当を実施していく。 

さらに、アジア地域の政治/経済動向を見据え、本

学の教育ミッションであるアジア融合に寄与する人

材育成のため、中国・韓国の他、ASEAN を重視した

新たな展開を図る。 

企業との教育連携の拡大 

 一部のプログラムで行っている企業との国内外で

の教育連携を ASEAN地域、他プログラムに応用展開

する。そのために、現在の協力企業・団体（製造業、

サービス業、情報通信業その他、国内 36 社・海外

25社/3公的機関）との関係の強化と教育連携の再検

討、共同研究を進める。また、新たな協力企業の開

拓を図る。 
留学制度・海外学習プログラムの新展開 

 上述の企業連携の強化とともに、留学プログラム

の改善・改革に取り組む。 

半期の派遣を中心としてきた留学制度の期間延長

を検討するとともに、短期留学の新たな形式の開発

を図り、語学だけでなく、インターンシップや企業

訪問を伴う自己テーマ研究などを取り入れ、職業観

の涵養を最大限重視する。 

留学の成果測定も単なる語学試験の点数によるも

のでなく、環境適応力や主体性、問題解決力、リー

ダーシップ等、行動要素に着眼した指標で学生一人

ひとりの成長を確認する。 

学内・地域での国際交流の促進 

 現在本学では 23 の国/地域から、428 名の留学生

を受け入れている。円高と震災の影響が懸念される

中、本学では短期での留学生受入れを促進し、日本

人学生と外国人留学生が共に学び合う環境整備に取

り組む。 

また、武蔵野市及び周辺地域にも多くの滞在外国

人が居住している。その環境を生かして、学内外の

国際交流の機会、場の形成を図る。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 

○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の

実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

 平成 24年度より、本学部は新たな教育課程を編成

した。平成 25年度にはこの課程での 1,2年生が在籍

することになるため、これ以降、課程が実体的意味

をもつようになる。これまでも本学部は国際通用性

向上のために課程を編成してきたが、今次の教育課

程にはこの要素が、より一層含まれる。 

 

シラバスの充実・多言語化 

 現在、シラバス様式は、全学的に統一されており、

「科目名称、科目の趣旨、授業内容、到達目標（理

解のレベル）、授業方法、半期 15回の各授業のテー

マ、評価方法・基準、教科書・指定図書」が明記さ

れ、内容的・形式的に国際的通用性を持つものであ

る。ただし、表記言語は基本的には日本語のみであ

る（海外との単位互換のために、英語名称を付して

いる）。 

 

教育課程の体系化と留学単位の認定 

 教育課程は、国際関係学科、多文化コミュニケー

ション学科ともに次のような体系をもつ。 

外国語については低学年で徹底的に学習した後、

単位化された留学（AUAP、AUCP、AUGP）によって実

践的運用力を養う。高学年には、専門に即した英語

科目（外国語科目）を配置している。 

専門科目としては低学年で学科生として不可欠な

概論的科目を、基礎的な必修科目として履修する。

続いて学年を経るに従い、学生の学習プラン、将来

プラン、興味に応じて選択可能な各論に進んでゆく。

高学年では、外国でのフィールド調査やインターン

シップも単位を認定する科目として設置される。な

お、リサーチ型（課題解決型）、参加型（アクティブ・

ラーニング）科目としてのゼミナール（ゼミ）は、4

年間一貫して全員必修である。 

これらを効果的に学ばせるために、年間取得単位

を 44単位に制限している。これによって各科目をお

ろそかにすることなく、十分に余裕をもって学習す

ることができる。 

なお、交換派遣留学（AUEP）で修得した単位は、

最大で 40単位まで認定される（外国で履修した科目

のシラバスを学生が帰国後提出し、単位認定の申請

をする）。 

 

 

【本構想における取組】 

シラバスの充実・多言語化 

国際的な標準である英語によるシラバスの整備を

進める。まず手始めに、すでに存在する英語での科

目名称をシラバスにも記載する。つづいて、内容面

の整備を進める。 
 

教育課程の体系化と留学単位の認定 

ナンバリング・・・現在、学年別（難易度別）・コー

ス別・授業形態別に適正なバランスをとりつつ科目

を体系的に配置している。これらは「入門」「概論」

「ゼミ」などで識別されるようになっている。 
これに加え、本構想期間に科目属性の識別マーク

である、ナンバリングの導入のための準備及び検討

を行う。協定大学であるウェスタンワシントン大学

やアリゾナ州立大学、大連外国語学院などの事例を

調査し、相互の単位交換の際、科目ナンバーで教育

課程における科目の位置付けに関する情報の共有を

目指す。その他、交換派遣留学（AUEP）によって

修得した単位を本学単位として認定するためにも国

際標準の教育課程の表現様式と調整する。 
 
英語スーパーコースでの高度な専門英語・・・低学

年での英語教育は、おおむね充足しているが、高学

年での英語強化が不足していた。平成 24 年度に導

入した教育課程では、英語スーパーコース学生には、

日本語での専門ゼミ（3 年）、総合ゼミ（４年）の内

容を、別に設ける英語ゼミでも扱うことによって、

高度な、専門的な英語を習得させることにし（平成

26 年度より）、英語教育の体系を充実、強化する。 
 
インターンシップ科目やフィールド調査科目の充

実・・・平成 26 年度より、留学以外の形で上記科

目にて学生に現地経験を積ませる。そのための準備

を始める。 
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産業界との協力関係 

グローバル人材育成教育への企業の参画も本学の

大きな特徴である。インターンシップや就職に関す

る講座への協力にとどまらず、本学では「アジア夢

カレッジ」学生が、協賛企業に向けて留学と学修の

成果報告会を開催する。一方、留学先の大連外国語

学院では、現地日系企業の社員が中国ビジネスにつ

いての科目の運営に関わっている。このような、語

学、現地体験、就業経験に企業が参画したシステム

のもとで、学生はグローバル人材になる研鑽を積ん

でいる。当然、留学前教育、留学後教育にも産業界

からの人材が携わる。 
 
学習習慣と自発的学習姿勢養成のための組織的取組 

 これまで、学習習慣に関する指導として、内容に

関する試験実施を前提とした課題図書の学習、試験

範囲を指定した漢字自習の指示などを行ってきた。

また、グローバル人材の基本要件としての英語教育

のために E-ラーニングを導入して、自習を促してき

た。自発的な学習に取り組む学生が増加したことは

一定の成果である。ただし、一部の学生は、まだこ

のシステムを十分に活用していない。 
 

国際通用性向上への学生自身の取組 

入学直後に行う新入生オリエンテーションである

「出会いの広場」を高学年の学生が主体的に運営し

ている。同オリエンテーションでは、英語ネイティ

ブ教員や外国経験のある教員による履修指導や留

学・外国生活に関する相談等を通じて、本学部での

学修内容や学生生活を紹介する。これによって、新

入生がグローバル人材に向けた卒業までの 4年間の

学習計画や留学計画を設計することが可能になって

いる。 
 さらに、学生が主体的に行う諸活動（留学生パー

ティ、地域言語説明会、ゼミ長会議、優秀卒論発表

会、留学・インターンシップ経験者による帰国報告

会、4 年間の学習成果をまとめた卒業報告会）も学

部教育に有益となっている。 
 

産業界との協力関係 

本構想期間を通して、教育に関する産業界の意見、

要望などを収集、集約する。その成果を教育課程、

教育プログラムの運営、改善に反映させる。この関

係をさらに恒常的にするために、法人だけでなく特

定の個人にアドバイザーとして協力をいただき、グ

ローバル人材育成教育の質を高める工夫を行う。 
 
 
 
 
 
 

学習習慣と自発的学習姿勢養成のための組織的取組 

本構想の中で、学生個々人の英語教育のための E-

ラーニングシステム使用状況をモニターできる仕組

みを確立する。このためには、教員、事務職員以外

にも、E-ラーニングを通した英語教育に精通する人

員の確保も必要である。モニタリングの結果から、

学習時間が不足する学生への注意喚起などを行う仕

組みを確立する。 
 
 

国際通用性向上への学生自身の取組 

国際関係学部のグローバル教育あるいはダイバー

シティ教育を学生自身が支え、活性化する仕組みを

作る。「出会いの広場」に代表される諸活動への参加

により、学生の能動的姿勢を涵養する。 
そのために、国際交流ラウンジ等を利用して、カ

ンバセーションクラブ等の活動を行い、外国語コミ

ュニケーションの機会を増加させる。 
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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】 

 本学での発信ツールとしては、ホームページと印

刷物ということになる。印刷物では、広報紙（広報

アジア）と自己点検・評価報告書である。 

 この自己点検・評価は、毎年全学的に実施し、理

念・目的・教育目標、学科の教育内容・方法等、研

究活動と研究環境など全 13 項目にわたる検証を行

い、これを報告書にまとめ、別冊でデータ編として、

教員の研究活動、学生数と留学生数、卒業生数や休

学・退学者数、就職状況、外国人教員を含めた教職

員数、海外留学した学生の人数などを盛り込んでい

る。この自己点検・評価に関しては、教育情報全般

について印刷物と共にホームページでも大学基準協

会の認証評価結果として掲載している。 

 また、海外の大学との交流協定や覚書などの締結

の際には、その都度、広報紙やホームページで掲載

している。 

 

【本構想における取組】 

 従来の内容に加え、3 年目を迎えた中国・大連外

国語学院とのダブル・ディグリーの内容や状況につ

いて、各種ツールを駆使して発信する。スタート時

には広報紙などで扱ったものの、実際に軌道に乗っ

た現在では特段これに関する情報を発信していな

い。震災・原発事故以降での編入生の減少への対策

として、大学の受入実態を正確に伝える。 

 また、自己点検・評価の結果や内容については、

主要項目やデータ、英語での公開を準備する。 

取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

【これまでの取組】 

外国人教員の招へいとサポート 

 平成元年、１年次からの生きた英語教育を実施す

るため、ネイティブ教員 23人（当時）を招へいし、

英語教育センターの所属とした（現在は 21人）。民

間アパートを借り上げ、主にそこを宿舎としている

教員へのサポートや対応には、ネイティブのスタッ

フを専任あるいは嘱託として配置した。他にも、在

外公館派遣員経験者やアメリカへの 1年以上に及ぶ

留学経験者を充てた（国際交流担当職員＝14名）。 

海外協定大学への対応 

 海外の協定大学と交流、業務連携について、ネイ

ティブ（英・中）や留学経験者（英・中・韓）など

が専任、嘱託として対応している。ネイティブ以外

の語学能力向上については、留学生との対応や既存

協定大学への出張などを機会として充てている。 

多言語化 

 平成 20 年、23 年に大学全体での避難訓練を実施

したおり、留学生、ネイティブ教員への母国語によ

る避難案内書の作成・配布を行った。ネイティブ教

員との契約は日文・英文で締結しているが学内規程

などの文書についての多言語化は未着手である。 

【本構想における取組】 

現地研修への対応 

 予定されているフィールドワークに関わるエリア

をカバーできる体制構築を目指す。担当教員や現地

で勤務経験のある企業人（日本貿易振興会など）と

の連携、１か月程度の語学研修の受け入れ先大学と

の協力などによって推進する。 

職員の能力向上策  

従来からの英語講座に加えて TOEIC®対策講座を

開設するほか、英語圏や中国・韓国への語学研修プ

ログラムへの参加などによって能力向上を図り、各

事務部署でワンストップで対応できる環境を整え

る。 

多言語化 

 未着手であった学内規程（学則、人事、教学関係

など）や各種手続き書類の、特に外国人教員に関連

する箇所を抜粋し英訳するなど多言語化に向けた対

応を始める。キャンパス再開発計画に合わせ、キャ

ンパス案内図、学内の看板、サインを英語、中国語、

韓国語でも表示する。ホームページに関しても、多

言語化に向け順次リニューアルを行う。 
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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】 

 本学部は、学部としての 3つの特徴（①必須の海

外留学、②英語力の取得、③4 年一貫のゼミ）を掲

げ、特に、学部創設以来、5か月のアメリカ留学で

ある AUAP への参加を義務付けるなど、海外留学

を学部教育の中心においてきた。すなわち、これが

本学及び本学部の特色に応じた取り組みであった。 
 
 
 
現在の留学プログラム 
 
表１ 現在の留学プログラム 

英語 

    
語

学 
インターンシップ 異文化理解 

アメリカ ＡＵＡＰ ※   ◎① 

  ＡＵＡＰ（ＡＳＵ） ◎   ◎② 

その他の外国語 

中国 ＡＵＧＰ ※ ○③ ○③ 

  「夢カレッジ」 ◎ ◎ ◎ 

          

韓国 ＡＵＧＰ ※   ○ 

          

          

そのほか ＡＵＧＰ ※   ○ 

の地域         

 
        

 
<注> 
AUAP(ASU)とは、平成 22 年に国際関係学部の

TOEIC®スコア上位者を対象に開設された、アリゾ

ナ州立大学（ASU）に派遣するプログラムの略称。 
※課題あり／○一定の対応が出来ている／◎本学

の理念に相応しい十分な対応が出来ている 
① 現地学生とのルームシェア 
② 現地でのホームステイ 
③ 本学独自の企業視察・研究プログラム 
 
 

【本構想における取組】 

 本学部のこれまでの取組を継承し、本申請書の

冒頭、<育成するグローバル人材像>（5ページ）と

して掲げた（1）から（4）を養成するため、本構

想では次の取組を用意している。 

① 「多文化インターンシップ」の開設 

② 「多文化フィールドスタディ－」の開設 

③ 「アジア夢カレッジ」型キャリア開発留学プロ

グラムの中国以外での開設 
④ 「アジア夢カレッジ」学生以外の学部学生に対

するグローバルキャリア教育の提供 
⑤ 留学生との相互学習等、双方向の教育の導入 
 
表２ 本構想における取組 

英語 

    
語

学 
インターンシップ 異文化理解 

アメリカ ＡＵＡＰ ※ ◎ ◎ 

  ＡＵＡＰ（ＡＳＵ） ◎ ◎ ◎ 

その他の外国語 

中国 ＡＵＧＰ ※ ○ ○ 

  「海外フィールド」     ◎ 

  「夢カレッジ」 ◎ ◎ ◎ 

韓国 ＡＵＧＰ ※   ○ 

  「海外フィールド」     ◎ 

  「夢カレッジ」 ◎ ◎ ◎ 

そのほ ＡＵＧＰ ※   ○ 

かの地 「海外フィールド」     ◎ 

域 「夢カレッジ」 ◎ ◎ ◎ 

 
（１）「多文化インターンシップ」の開設 

（「多文化」学科 3・4年科目） 
 多様性の受容能力の向上、職業観の涵養を目的と

して、多民族タウンが存在している北米ロサンゼル

ス・サウスベイ地区において、製造業・サービス業

等約 80 社の「日系企業」を中心に、英語を使用し

たインターンシップを実施するプログラムを開設

する。 
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（１）AUAP 
 本学部は本プログラムへの参加を必須としてい

る。このため、学部として、以下の周到な派遣前準

備・帰国後のフォローアップなど、4年一貫で留学

支援を行ってきた。 
① 派遣前準備 
「オリエンテーションゼミ」（現地インタビュー準

備）（1年次前後期）「事前研修会」 
② 帰国後のフォローアップ 
英語による専門選択科目（「英語で学ぶグローバリ

ゼーション」「英語で学ぶ国際協力」「英語で学ぶ地

域研究」） 
但し、AUAP では希望者全員を派遣するため、英

語のレベルに応じ学生の間に留学プログラムに対

する多様なニーズが存在している。このため、異文

化体験を重視する既存の AUAP プログラムに飽き

足らないアドバンスレベルの学生に対応し、英語力

の強化に重点を絞ったプログラムを整備する必要

性が出てきた。 
 
（２）AUAP(ASU) 
 英語力の強化のため、平成 22 年、学部独自のプ

ログラムとして、1 年次前期の TOEIC®スコア上位

者 20 名（前後）に対応した AUAP(ASU)を開設し

た。このプログラムでは、特にこれまでの AUAP
での学習プログラムに加え、以下の新たな試みがな

されている。 
・ホームステイ 
・国際クラスでの学習 
 本プログラムは、英語力の伸びで見る限り、英語

学習プログラムとしては著しい成果を収めた。その

一方で、グローバル人材育成に不可欠のインターン

シップ等、キャリア教育に関する課題が残った。 
 

（３）AUGP 
AUAP から帰国後、学生が必修科目として学習す

るアジア太平洋地域言語（地域言語）についても、

当該地域への留学プログラム（AUGP）への参加を

奨励している。 
 地域言語 6言語中、アラビア語を除く 5言語（韓

国・中国・インドネシア・インド・スペイン）に 
ついては、3 週間から 5週間の語学学習・異文化体

験プログラムが学内に整備されている。 
 
（４）「アジア夢カレッジ－キャリア開発中国プロ

グラム－」 
本プログラムは、近年のグローバル人材像の変化

に合わせキャリア教育を前面に打ち出した、文字通

りグローバル人材育成のためのプログラムである。

（平成 16 年「現代 GP」＜人材交流による産学連

（２）「多文化フィールドスタディ－」 
（「多文化」学科 3・4年科目） 

 夏季休暇期間中、中国、韓国、ベトナム、フィリ

ピンにおけるフィールド調査を実施するため、通年

科目として、事前準備・現地調査・報告プレゼンテ

―ション等の作業を一年かけて行う。また本科目の

導入科目として「フィールドワーク入門」「国際保

健ベーシックス」等を 1年次科目として開設する。 
 
（３）「アジア夢カレッジ」型キャリア開発留学プ

ログラムの中国以外での開設 
「アジア夢カレッジ」の協賛企業の多くは中国以

外でも海外事業を展開している。本構想では「ア

ジア夢カレッジ」が培ってきた産業界とのネット

ワークを利用・拡大し、中国語地域以外へのキャ

リア開発留学プログラムを展開すべく、本構想期

間中、以下の地域をはじめとする新規展開地域へ

の視察を含む事前準備を行う。 
 
（a）「キャリア開発韓国プログラム」 
  日系・韓国系企業でインターンシップを行い、 
 韓国企業の視点を踏まえグローバル化に対応し

た人材を養成する（使用言語；韓国語）。 
(b)「キャリア開発シンガポールプログラム」 
 日系・華人企業の視点を踏まえたグローバル化

に対応した人材を養成する（使用言語；英語、中

国語）。 
 
 以上の構想が実現された場合、グローバル人材 
育成のための就業力が意識された教育プログラ

ムが、英語圏・アジア太平洋地域で幅広く実施さ

れることになる。特に企業から要請の高い地域

（中国・韓国・ASEAN）の専門性をもった人材

養成のための制度が本構想で実現されよう。 
 
 以上、本構想期間中、既存の留学プログラム

（AUAP・AUAP[ASU]・AUGP・AUEP・「アジ

ア夢カレッジ」）に、新規開設科目・プログラム

が加わり、学生は学習言語・研究テーマに応じた、

多様なキャリア教育・異文化体験が可能になる。 
 
表３地域言語別状況 

 目標管理※ 長期留学 短期留学 

中国語 ◎ ◎ ◎ 

韓国語 ◎ ◎ ◎ 

インドネシア語 ○ ◎ ◎ 

ヒンディー語 ○  ◎ 

アラビア語 ○   

スペイン語 ○  ◎ 
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携教育＞採択） 
同プログラムでは、国内 36・海外 25社/公的機関

の協賛企業・団体との連携のもと、4年一貫のキャ

リア教育の体系を築き上げている。 
 またグローバル人材育成を強く意識し、グローバ

ル人材の 3要素を実現するため、以下の取り組みを

実施している。 
① 語学力；外部評価に基づく派遣条件の設定。（1

年次における中国語検定試験で 3級以上の取得

が留学のための絶対条件。中国語スピーチコン

テスト等、学習成果の外部への発信） 
② 主体性他；協賛企業・団体（国内 36・現地 25

社/公的機関）との連携の下、グローバル人材に

求められる以下の教育プログラムを開発。 
・派遣前事前教育（1年・2 年次前期） 

中国理解；「中国キャリア開発入門Ⅰ・Ⅱ」「現

代アジアの人と生活」「現代アジアと中国」、中

国語スピーチコンテスト／キャリア支援；「キャ

リアデザイン」「適職入門」各Ⅰ－Ⅲ 
・留学期間中（2 年次後期） 
 「中国の仕事と生活」、「海外インターンシップ」 
・帰国後のフォローアップ（3・4年次） 
 中国理解；「現代アジアとキャリアデザイン」／ 
キャリア支援；「キャリアプラン」Ⅰ－Ⅲ、国内 
インターンシップ 

③ 異文化理解 
派遣先大学・インターンシップ企業における 
現地学生・従業員との共同生活 

 フィールド調査 インターンシップ 履修者数 

中国語 ◎ ◎ 30 

韓国語 ◎ ◎ 20 

インドネシア語 ◎ ◎ 20 

ヒンディー語 ○  10 

アラビア語   10 

スペイン語 〇  20 

※目標管理とは外国語を使用したインターンシップ

に対応し、一定レベル以上の外国語習得を派遣条件

とする到達度管理を意味する。例；中国については、

中国語検定 3級以上。 
 
 また本構想の実現後には、学習言語別、教育プロ

グラムの整備状況は以下のようになる。 
 
・5 要素（目標管理・長期留学・短期留学・フィー

ルド調査・インターンシップ）が完備した言語（中

国語・韓国語・インドネシア語）の履修者比率 
 履修者 70名（「多文化」学科に占める割合；70／
110＝63％） 
・３要素（以上）言語（中国語・韓国語・インドネ

シア語・ヒンディー語・スペイン語）の履修者比率 
 履修者 100 名（「多文化」学科に占める割合； 
100／110＝90％） 
 
（４）「アジア夢カレッジ」学生以外への 4年一貫の

グローバルキャリア教育の提供 

 「アジア夢カレッジ」学生以外に対しても、協賛

企業のネットワークを利用したインターンシップ

を含む 4 年一貫のグローバルキャリア教育を実施

する。 
 
（５）留学生との相互学習等、双方向の教育の導入 
 具体的には以下を実施することで、日本人学生の

海外への関心・語学力の涵養、留学生の日本理解・

日本語力の向上を目指す。 

 ① 留学生との相互学習 

② 留学生 TA（外国語） 

③ 留学生との共同フィールド調査（日本・海外） 
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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】 

研究・教育組織 

本学部では、教員採用にあたり、研究者人材デー

タベースに日本語、英語両方で公募する。これによ

って、募集分野の外国人候補者も募集情報を得るこ

とができる。この公募によって、現在、学部には韓

国籍専任教員、英国籍専任教員がそれぞれ一名在籍

する。なお、英語教育センター（1,2 年次の英語担

当）のホームページ上では、英語によるネイティブ

教員の公募を行っている。さらに、3,4 年次での英

語による授業を増やすために期限付き特任教員の

配置を行っている（平成 20 年から 25 年度まで）。

英語及びそれ以外の開講言語の教育には、最低1名

のネイティブ教員を配置している（英語、中国語、

韓国語、インドネシア語、ヒンディー語、アラビア

語、スペイン語）。 

 

教員の外国での研究制度 

本学には外国での特別研究奨励制度、海外研究制

度がある。制度として存在するだけでなく、現実に

積極的に運用されている。教員は原則として採用

後、教育経験5年を経て、この資格を得る。この制

度の下で研究し、帰国した後には、学部主催の研究

会で研究発表することになっている。これ以外に

も、短期での海外研究に対する補助制度があり、こ

れも利用されている。 

 

外国での研究経験や国際機関経験教員の在籍 

本学部に赴任する以前に、外国での研究経験者、

すなわち修士＝博士前期、博士後期課程在籍者、在

外公館での専門調査員、国連機関勤務者であった教

員が在籍している。 

 

以上のように、教育組織、教員組織のグローバル

化には一定の対応を行ってきている。 

 

【本構想における取組】 

研究・教育組織 

今後も、専門分野の教員の採用に当たっては幅広

く、多言語による教員公募を行う。また、低学年の

英語教員の募集には、従来どおり、英語を使用する。 

 

平成 25 年度以降も期限付き特別任用教員（また

は、非常勤教員）のような形の採用により、日本語

以外での専門分野（3,4年次）の講義を増やす。こ

れによって、高学年の専門分野の多言語化を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

教員の外国での研究制度 

外国での特別研究奨励制度、海外研究制度、短期

での海外研究に対する補助制度は、教育・教員組織

のグローバル化に有用なので、今後も積極的に活用

する。研究のみでなく、海外での在籍大学、研究機

関での教育も奨励する。 

 

 

 

 

外国での研究経験や国際機関経験教員の在籍 

社会的ニーズの高い分野の専門教員を採用する

際に、海外での経験に留意する。 
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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】 

学内におけるグローバル教育力向上の取組 

グローバル教育力向上の視点から、学内の FD 活

動に積極的に参加した。特に学部外国人教員の視点

をも交えた外国語教育に関する FDを推進した。 

 

具体的には以下のとおりである（平成 20-23年） 

・国際関係学部の英語教育システムの構築と検証 

・英語による専門科目教育のための教材開発 

・後期ゼミにおける効果的な指導法及びゼミ活性 

化策の検討 

・国語・導入教育試行プログラムについて 

・英語による専門科目教育の強化について 

 

以上のように学内 FD 活動とりわけ英語、国語教

育の方法に関して積極的に取り組んでいる。 

 

「アジア夢カレッジ」における FD 活動‐産学連携

による FD活動 

同プログラムでは平成 16 年の開設以来、毎年、

企業連携協議会を年2回開催し、グローバル人材に

関する意見交換等、毎年、プログラムの検討会を実

施している。 

 

 

 

教育力評価システム 

教員の「教育研究業績書」中、教育業績を記入す

る欄が用意されている。本学部では、昇格の際、教

育に関する業績も参照される。 
 
 
 
海外大学での教育活動 

協定大学での科目開設 

「アジア夢カレッジ」では現地大連外国語学院で

「中国の仕事と生活」を開設している。当該科目で

は、「アジア夢カレッジ」学生及び現地で日本語を

学ぶ中国人学生に対して、現地大連の日系企業担当

者が日系企業の活動に関して授業を行い、本学の教

員がそのコーディネートをしている。 
 
 

【本構想における取組】 

学内におけるグローバル教育力向上の取組 

AUAP 派遣先 3大学との共同 FD活動 

AUAP 派遣先大学とは定期的にコンソーシアムを

開催している。こうした機会を利用し、派遣先大学

教員が参加した留学プログラムに関する共同 FD 活

動を実施し、その成果を教育プログラムに反映させ

る。 

 

「アジア夢カレッジ」における FD活動‐産学連携

による FD活動の強化 

本構想期間中、「アジア夢カレッジ」関係教員以

外の教育への参加を求め、キャリア教育の視点から

FD活動を実施し、学部の教育活動に反映させる。 

 

現地インターンシップ先（中国系）との FD活動の

推進 

中国側のプログラム関係者（大連外国語学院・大

連市政府・中国系企業）とのキャリア教育に関する

共同 FD 活動を展開し、その結果を教育プログラム

に反映させる。 

 

 

 

 

 

教育力評価システム 

教員のグローバル教育へのインセンティブ向上

として、「多文化インターンシップ」「多文化フィー

ルドスタディ」での実践に関する学外広報活動を推

進する。 

 

 

海外大学での教育活動 

本学が AUAP・AUCP（「アジア夢カレッジ」）など

を実施している協定大学に対して各種教育プログ

ラムを提供する。例えば、本学教員による現代日本

に関する集中講義なども提案する。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

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

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

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

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

動機づけ/留学準備 

本学では入学式翌日に新入学生全員を対象に海

外留学説明会を開催し、入学当初から留学意欲を喚

起している。その後、約 1か月半の留学フェアを実

施し、留学冊子を活用し個別相談も行う。 

出発前には独自開発のハンドブックを用い、最大

全 10 回（15 時間）に亘り現地での学習、生活、異

文化理解、就職・キャリア（ビジネスマナー含む）、

留学目標設定などをテーマに研修を実施している。 

 

支援体制・情報提供 

留学プログラムの開発にあたっては、学部代表教

員及び関連部署職員で構成される運営（実行）委員

会を設置し、学内でのコンセンサスを経て実行に移

す体制が整備されている。 

留学先大学や奨学金等に関する情報は国際交流

課で集約し、学内掲示板やネットワークの活用によ

り提供している。 

科目情報や単位認定制度に関しては、各学部の

「履修の手引」を通して学生に伝え、保護者にも説

明している。 

 

留学促進のための取組み 

留学経験者で構成される学生サポート組織やイ

ンターン学生制度があり、留学促進活動や留学に不

安を抱く学生のための個別相談にも応じる体制を

整備している。 

経済面での支援では留学経費の分割納入を可能

とするほか、本学独自奨学金制度を設置して、成績

上位者だけでなく、家計急変による留学困難な学生

への支援も行う。交換派遣留学制度では多くの大学

が授業料免除措置のみを行う中、本学では留学先宿

舎費を免除し、10～20万円の奨学金も支給する。 

 また通常海外旅行傷害保険の対象とならない持

病を抱える学生が安心して留学できるよう、保険サ

ポート企業との契約により留学先でも無料で治療

を受け、帰国後の手続きも代行する制度を立ち上げ

た。 

【本構想における取組】 

動機づけ/留学準備  

 海外留学の「ライブ感」を伝えるため、WEB会議

システムや情報端末を利用し、留学中の学生との意

見交換や留学成果の発表等を計画している。 

一方、ビジネスの最前線で活躍している企業人や

卒業生から留学とキャリアとの関連性について解

説してもらい、ディスカッションを行う機会を設け

る。 

 

 

支援体制・情報提供 

 ASEANの重点化を検討中で、情報収集と人的ネッ

トワーク構築の拠点となる事務所を１か所開設す

るための具体的な調査・準備を始める。 

電子ブック作成ソフトを活用し、学生が留学ハン

ドブックや冊子等の情報を常に手元の携帯端末で

閲覧できるシステムを構築する。 

 保護者への対応として、資料を発送するととも

に、ご家庭での IT 環境が整えば WEB 会議システム

等を利用し、情報提供やコンサルティングを行う。 

 

 

留学促進のための取組 

国際的に活躍している人材による、全学生に対し

ての海外体験の重要性に関する講演シリーズを計

画する。 

経済的理由で留学を断念している学生への支援

をさらに強化するため、以下の取組みを行う。 

・約1万 3千人の留学経験卒業生に寄付金を依頼す

る。 

・留学促進を目的とした学外奨学金獲得のため、専

門家に助言を求める。 

・授業料及び宿舎費を免除する条件下で運用できる

交換派遣留学制度対象大学を増やす。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 

○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。 

【これまでの取組】 

留学中～帰国後サポート 

 留学中は現地スタッフから学生の学習・生活状況

に関する報告を毎週受けている。精神的・身体的不

調を訴える学生がいる場合には、電話で本学カウン

セラーによる日本語サポートを受けられる体制が

ある。 

 帰国前には学内手続きに関する情報を事前に書

面で通知、日本では帰国学生専用に履修相談会及び

健康診断を実施している。 

 

就職支援 

本学では「キャリアにつながる海外留学」をテー

マに掲げ、キャリア支援課と有機的に連携し留学前

から帰国後までの一貫した支援体制をとっている。 

学生の真の成長ぶりを把握するため、就職情報関

連企業とも連携し、独自の「アセスメント」開発に

着手する。[留学前－留学中－帰国後]のトータルな

時間の流れの中で、(１)リーダーシップ、(２)コミ

ュニケーション力、(３)問題解決力、(４)環境適応

力、(５)言語適応力の５つの能力要素毎に数値やグ

ラフで留学成果を可視化するもの。出発前にまず各

人が診断を受け、同時に明確な目標を設定して留学

させ、帰国後に検証を行う。 

留学中、学生はアセスメント診断を基に当初目標

設定した項目の進捗状況を確認、現地スタッフから

の助言とともに修正を行う。 

米国では英文履歴書作成指導や英語での模擬面

接も含めた「ジョブフェア」の開催に加えて革新的

な取り組みをしている企業を訪問するなど、学生の

就業意識向上を図っている。 

産官学連携を最大の特徴とする「アジア夢カレッ

ジ」では、理念・主旨に賛同いただいた企業を協賛

企業として登録し（国内 36 法人）、日本では自己研

究テーマ発表時の指導や就職活動に対するサポー

トを受けている。他方、中国では 25 社/3 公的機関

において1か月に及ぶインターンシップ学生の受入

れを依頼している。さらには現地オムニバス講義

「中国の仕事と生活」への講師派遣をお願いしてい

る。講師は、現地日系企業の総経理(支店長クラス

の総代表者)が多く、多業種企業から 15名の講師を

招き、本学の学生のみならず、現地学生も受講可能

としている。 

【本構想における取組】 

留学中～帰国後サポート 

 WEB会議システムを利用し、留学中の学生への遠

隔指導を行う。具体的には、課題の進捗状況を教員

が確認できるだけでなく、学生の健康状態をチェッ

クし、必要に応じてアドバイスやカウンセリングを

行うことができる。また、このシステムにより学生

の希望に応じて帰国後の本学における履修相談も

実施可能とする。 

 

 

就職支援の工夫 

留学成果の評価に関しては、企業との協議を重

ね、要素毎に育成の観点となる具体的な能力を明確

化し（例.主体性、達成志向、課題発見力、交渉力

等）測定ツールとなる＜グローバル・ビジネスリテ

ラシーアセスメントシステム＞に基づくアセスメ

ント・シートを 24年度中に完成させる。 

さらに同ツールを WEBソフトに発展させ、いつど

こでもアクセスを可能とし、留学中に経験したエピ

ソードを「記憶」でなくリアルタイムで「記録」で

きる体制を構築する。 

その記録を学生一人ひとりのポートフォリオと

して帰国後の育成・指導や就職活動に活用できるよ

うにする。 

国内では、協賛企業を拡大するとともに、グロー

バル企業の適任者に、講演やディスカッションを通

じた留学前後の学生指導を依頼する。 

 留学先では訪問先企業、インターンシップ受入れ

先企業をさらに開拓（企業数を増加し)、幅広い業

種での体験機会を学生に提供する。 

 学生の目標達成をより積極的に支援するため、留

学中の一定の期間で教職員が現地に赴き、直接指導

する体制も整える。 

 日本国内での就職機会の縮小に対応して、アジア

を中心とした海外での就職活動を大学として促進

する。その準備として、国際交流課スタッフととも

に就職担当スタッフが各地に赴き、現地企業のニー

ズ調査を行う。留学中の学生を対象に、就職セミナ

ーを開催するなど、現地就職活動のサポートを提供

する。 

適切なキャリア指導を行うためにも、学生の成長

度を把握できるアセスメント・シートを早期に完成
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帰国後オリエンテーションでは各人が目標達成

度を確認するとともに、上述のアセスメント診断を

受け、自分の成長度を測定しつつ「強みと弱み」を

明確に把握し、キャリア支援課からアドバイスを受

けながら就職活動に臨む。 

 

リスク管理 

危機管理体制に関しては、外務省発信の危険情報

や派遣先大学からの情報を基にプログラムの実施/

中止/延期等の判断基準をガイドラインとして整備

し、プログラムの安全な運営に最大限努めている。 

 出発前研修では留学先で想定される危機に関す

るケーススタディを行い、危機回避のため独自に定

めているプログラム・ルールの周知を図る。 

 大学が法人契約を結ぶことにより参加学生全員

に海外旅行傷害保険の加入を義務付けており、緊急

時連絡先リスト(カード)を配布、24時間対応の日本

語相談電話窓口を設けている。また、学生には一斉

メールが配信できる大学指定の携帯電話を持参す

るよう奨励しており、一部プログラムでは無料貸し

出しを開始した。 

 留学先での天災等の緊急時には、学内関係者によ

る「海外派遣留学危機管理対策会議（学長、専務理

事、副学長、国際交流委員長、教務委員長、学生委

員長、学部長及び短期大学部長、学生センター部長、

国際交流センター部長、国際交流課長、その他学長

が指名する者で構成）」にて対応を決定する。この

ために緊急連絡網を整備しており、迅速に関係者を

招集することが可能となっている。 

 

サポート体制 

派遣先大学には専用オフィスがあり、プログラム

担当専任スタッフが常に在室して学生の教学・生活

面サポートに当たり、バイリンガルスタッフも含め

緊急時やトラブルが発生しても迅速に対応できる

体制をとっている。 

10人に1人の割合で現地学生をアドバイザーとし

て雇用、または現地学生ルームメイトの協力のもと

日常生活でも気軽に相談をすることができる。毎週

1 回は学生と、本プログラム担当スタッフが定例ミ

ーティングを行い常に生活状況を把握している。 

プログラム改善のための見直しは毎年度実施し

ており、本学・留学先大学関係者が一堂に会した年

1 回の会議と年数回のテレビ会議を開催するか、本

学教職員が現地に出向き意見交換を行っている。 

させ、WEBソフトに発展させる。 

 

 

 

 

 

リスク管理の充実 

 一斉メールを配信できる大学指定の携帯電話や

情報端末を活用し、更なる危機管理体制の強化を図

る。そのために、携帯電話を準備できない留学参加

学生への携帯電話機の無料貸し出し枠を増やす。 

また、週末や休暇旅行期間中でも学生の所在地を

確認できる「緊急時位置情報確認ソフト（GPS機能）」

を導入するとともに、緊急時に音声でメッセージを

一斉送信できるソフトも活用する予定である。 

 留学先大学スタッフと本学担当者との連絡体制

強化に関しては、携帯情報端末(携帯電話等)を有効

に活用する。 

また、安全管理と有事の際の迅速な対応のため、

学生が集中する留学重点地域での拠点事務所開設

を目指し、現地調査を始める。 

海外の危機管理企業を視察し、ノウハウを学内の

対応に活かす。具体的には、危機を想定して海外派

遣留学危機管理対策会議のメンバーを含め、学内関

係者が迅速かつ適切に対応できるか検証するため、

民間の危機管理機関と連携し、危機対応シミュレー

ションを実施する。 

 

 

 

サポート体制の強化 

現行のサポート体制を更に強化するため、以下の

取り組みを計画する。 

・ 本学国際交流担当スタッフと現地担当者との

ミーティングを行う。 

・ 本学教学担当スタッフが現地大学担当者との

ミーティング及び学生指導を行う。 

・ 本学就職担当スタッフが現地企業採用担当者

とのミーティング及び学生指導を行う。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

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

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

入学試験における英語の取り扱い 

本学が行う通常の入試では、英語（主として読み

書き、単語、熟語など）が課される。しかし、リス

ニング、スピーキングは課されない。推薦入試では

これらの能力を評価するために実用英語検定 2級取

得者を優遇する（リスニング、スピーキングを含め

たトータルな英語力評価）。すなわち、実用英語検定

2 級の取得者は、入学試験で英語最高点取得者と同

じ点数を自動的に与えられる。これによって、筆記

試験だけでなく、総合的な英語能力評価としている。

入学試験において実用英語検定 2級と同じ扱いをす

る公的な検定は以下のとおりである。 

TOEFL® PBT 470 

TOEFL® iBT 52 

TOEIC® 500 

TOEIC® Bridge 155 

GTEC 600 

 

以上の通り、推薦入学試験などの調書に記入され

た、英語能力、留学経験、海外経験については、こ

れを適切に評価する仕組みが確立されている。 

さらに、本学部は、入学試験として大学入試セン

ター試験も使用している。ここでの英語は、リスニ

ングも含んだものとなっている。 

 これに加えて、秋季に行う推薦入学試験で合格し、

入学が確定した学生には E-ラーニングへのアクセ

ス権の賦与（推薦入学者による入学確定者は合格発

表後）を行っている。中等教育段階で必ずしも十分

とはいえない英語能力を、入学までの半年で、一定

の水準にまで引き上げておく試みである。 

 

 

中国語（「アジア夢カレッジ」） 

 既習者（入学時、中国語検定 3級レベル以上取得

済み）には、特別クラスを開設し、少人数クラスで、

2 年次後期の大連派遣まで、レポート作成を含む 4

技能向上のための徹底した指導が、週 3回行われて

いる。また留学期間中も一定レベルに到達した学生

については、中国人学生のクラスで専門科目を履修

させている。 

 

【本構想における取組】 

入学試験における英語の取り扱い 

受験生の数、会場、試験担当教員などの制約があ

り、これまでは本学の通常の入学試験にはリスニン

グやスピーキングは含まれていない。しかし、トー

タルな英語運用能力が必要とされていること、中等

教育段階でもトータルな英語教育が根付きつつあ

ることを考慮すると、語学に関する入試形態を再考

する時期であろう。 

本事業の中では、現在のような通常の入学試験に

おける筆記試験以外に、リスニングやスピーキング

などの試験が可能か否か、検討を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

入学前の E-ラーニングへのアクセス権の賦与に

関してはこれを継続する。その際、自発性に委ねつ

つも、中等教育を妨げない範囲での課題や到達目標

を与えることを検討する。その過程で、いくつかの

高等学校との情報交換も行う計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国語（「アジア夢カレッジ」） 

現在のような、学生の中国語習熟度に応じた学習

指導体制の整備を継続してゆく。 
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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】 

英語のクラス編成 

国際関係学科では、1 年次の英語クラス編成を習

熟度別に行っている。習熟度の高いクラスを特別に

設け、その他をさらに 7 段階にわけてクラスを編成

している。1クラスを約 25名構成とし、このクラス

編成のために入学直後に TOEIC®を受験させている。 

多文化コミュニケーション学科ではアドバンスト

クラスを設けていないが、上から習熟度順に 5段階

にわけておよそ 25名でクラスを編成する。 

TOEIC®を利用し、習熟度を数値で計測して、それ

による少人数のクラス編成を行っており、4 技能を

訓練し、能力向上を目指している。 

 

アメリカ留学 

2 年次に、国際関係学科生は全員が、多文化コミ

ュニケーション学科は希望者全員が、ワシントン州

の 3 大学に分散して、亜細亜大学用に設計されたク

ラスで英語を学び、異文化を体験する。 

 

 

英語スーパーコースでのアカデミック英語 

 平成 24年度教育課程において導入された「英語ス

ーパーコース」は、両学科からの選抜学生を対象と

する。このコースには、3,4年次に1セメスターに 1

科目、合計 4 科目のアカデミック英語すなわち専門

分野の英語読解、論文作成（アカデミックリーディ

ング・ライティング）の訓練科目が設置されている。

また、1 年次後期と２年次前期に通常学生よりも１

科目ずつ多くの基礎的アカデミック英語履修を義務

付けられている。卒業までに合計６科目のアカデミ

ック英語を付加的に学べるような教育課程が編成さ

れた。 

 

 

 

英語の達成度測定と FD 活動 

本学部における英語の達成度は、定期的な TOEIC®

受験によって測定される。この受験は学生にとって

義務であり、受験料は大学納付金に組み込んである。

1 年次の 4 月には、クラス編成のために受験する。

次に前期の成果を見るために 1年次の 8月、後期の

【本構想における取組】 

英語のクラス編成 

TOEIC®で習熟度を計測し、それによってクラスを

編成し教育を行いつつ、自宅学習として E-ラーニ

ングに取り組ませる。その成果を次回の TOEIC®で

確認する、というシステマティックな取り組みは、

開始してまだ数年である。この成果を本構想の中で

確認し、評価点や改善点を見出す。 

教育に際しては、TA、教育支援要員などをつけて、

英語習熟度が高いクラスの更なるてこ入れを図る

とともに、英語の学習能力が著しく劣る学生への指

導も強化することを計画している。 

 

 

アメリカ留学の拡張 

本構想期間中には、ワシントン州立3大学以外の

英語教育コース（English as a Second Language）

との協定を結び、さらに 20 人規模の学生を留学さ

せる。国際的クラスでの英語学習とホームステイの

経験により、実践的な英語能力が強化される。 

 

英語スーパーコースでのアカデミック英語の強化 

従来は教育課程の中に開設されておらず、平成

24 年度後期から開講される１年次のアカデミック

英語と、これに引き続き平成 27年度までに順次開

講される高学年でのアカデミック英語の効果的な

クラス運営と教育方法を確立し、個々の学生の専門

分野での英語力強化を図ることが、本構想期間の課

題である。 

 

 

 

 

 

 

 

英語の達成度測定と FD 活動 

これまで 4 年次の TOEIC®受験を義務化せず、本

人の判断に任せていたが、本構想期間の取り組みと

して４年次での受験を強く推奨する。そのために、

学内での受験機会を設定するとともに、学生の受験

費用負担の軽減を図る。それとともに、左記の平成
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成果を見るために 1年次１月に受験する。同様に、2

年次の 6月、１月、3年次の 8月、1月と合計７回の

受験が義務付けられている（国際関係学科）。これに

関連して、平成 23 年度の FD プロジェクトで E－ラ

ーニング取り組み時間と TOEIC®ポイントの関係性

についての研究を行った。 

 

地域言語（韓国語・中国語・インドネシア語・ヒンディー

語・アラビア語・スペイン語） 

 本学部は、英語に加えアジア太平洋地域の言語の

習得を必修としている。このため地域言語について

も、初・中級（週 3 回）、上級（週 1 回）と連続 3

年間学習機会を保証してきた。1 年次前期にオリエ

ンテーションとして、当該言語使用地域の言語・社

会の講義である「地域研究入門」を受講させた上で、

言語選択をさせることで学習言語のダイバーシティ

を確保している。複数クラスの設置可能な言語（韓

国語・中国語・スペイン語）の場合、言語の状況に

応じて習熟度別クラスを開設している。 

 

「アジア夢カレッジ」（中国語） 

 1 年次 3 月までの中国語検定 3 級以上の合格を、

プログラム継続上の必要条件としている。 

（１）達成度測定 

 「アジア夢カレッジ」学生には入学後、中国語に

ついて計4回外部試験の受験が義務化されている。 

（２）習熟度別クラス編成 

 1 年次前期末に実施する到達度試験の結果に基づ

き、後期から習熟度別クラスとなっている。中国語

検定受験に備えた補講（計 2回）でも、事前の 1か

月間（各回 50 時間前後）、習熟度別の班に分かれ学

習している。 

（３）外国語による専門教育 

 3年次通年で、中国語による専門講義（「中国語コ

ミュニケーションⅢ・ⅣC 組（上級）」）を受講して

いる。この講義では、中国人教員が中国経済に関す

る講義・論文指導を行う以外に、中国人留学生と中

国経済に関するテーマでのディベートを行ってい

る。 

23年度 FDプロジェクトの方法をより深化させて、

教育効果の評価を継続して行う。結果をフィードバ

ックして、次の教育課程の設計に生かす。これを実

施するために統計分析を行いうる人材を一時的に

雇用する。 

 

 

地域言語（韓国語・中国語・インドネシア語・ヒンディ

ー語・アラビア語・スペイン語）の充実 

多文化コミュニケーション学科では、従来、2年

次に開始していた地域言語の履修を、１年次に開始

するなど、3年次の海外でのインターシップ及びフ

ィールド調査を強く意識し、地域言語の位置づけを

強化している。 

 

英語及び地域言語については、履修者の状況に応

じた対応が取られている。各言語の達成度目標は以

下の通り。 

 

英語 TOEIC®  700 点 

韓国語（「ハングル」能力検定） 3級 

中国語（中国語検定） 3級 

インドネシア語（インドネシア技能検定） B級 

スペイン語（スペイン語技能検定） 4級 

アラビア語、ヒンディー語には適切な公的検定がな

いので、現地での生活が可能なレベルが目標 

 

英語スーパーコース：TOEIC® 800 点 

「アジア夢カレッジ」：中国語検定 2級 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

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

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

【本構想における取組】 

本構想は、国際関係学部が主体的に取り組むもので、建学の精神「自助協力」に基づき、国際社会とり

わけアジア諸国で真に活躍できるグローバル人材育成を図るものである。国際関係学部では平成 11 年 4

月開設以来継続して政治・経済・社会・文化にわたる学際的専門教育、地域言語及び地域研究教育、発信

力を重視した英語教育並びに幅広く深い教養教育を通して、時代の要請に応じた国際社会の発展に貢献で

きる有為なグローバル人材育成に尽力してきた。 

本学では、学長の下に国際交流委員長が指名され、毎月2回開催される教学面での全学的協議機関の「学

部長会」構成員となっている。国際交流プログラム及び外国人留学生の受入れなどグローバル人材育成に

係る構想は、国際交流委員長の下に「国際交流委員会」が担い、各学部及び関連事務部門からなる委員に

より毎月定例で具体的な教育プログラムの企画立案、実施、課題や問題点などに対する改革改善への取組

等に係る。 

「学部長会」構成員： 

学長、副学長、教務委員長、各学部長、事務局長、教学部門事務部長 

「国際交流委員会」構成員： 

国際交流委員長、各学部教務主任、国際交流センター部・課長、教学部門事務部長 

 

【構想へ向けた推進体制】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（図 1）推進体制組織図 
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国際関係学部では、平成 24年 4月、新たなグローバル人材育成を目指し、従来の国際関係学科に加え

国際的視野と総合的判断力を備え、異なる文化間のコミュニケーションを促進する能力を持ち、わが国と

アジアを始めとする世界諸地域との交流と協力の担い手を育成する多文化コミュニケーション学科を新

たに開設し、2学科体制とした。 

 図 1に示したように本構想では、国際関係学部教授会が主体的にグローバル化を見据えた社会科学教育

分野の再構築を目指し、講義形式の授業充実に加え、新たに人間形成を含めた参加型ゼミ形式授業の充実

を図る。また、留学制度とリンクした達成水準を数値化した外国語教育の強化、及び海外での語学以外の

現地体験科目（インターンシップ、フィールドスタディー）を増設し単位化した。さらには本学が積極的

に受け入れている外国人留学生と日本人学生が同じキャンパス内で相互に刺激し合いながら学びあう相

互学習・異文化コミュニケーション環境をより充実させることを目指している。 

 本構想の実現すべき達成目標は目標設定シートのとおりであり、達成状況は、国際関係学部カリキュラ

ム委員会が毎年達成状況を確認し、本構想全体の評価点検を実施する。さらに外部有識者（公益財団法人

武蔵野市国際交流協会、武蔵野地域五大学連絡協議会等すでに協力関係にある団体へ委嘱）へ依頼し、外

部評価も併せて実施する。 

 評価結果は、国際関係学部教授会のみならず国際交流委員会、学部長会等学内会議体へ報告する。また、

ホームページ等を通し、広く学内外へ公開すると共に今後の改革改善へつなげていく。 

 
 

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

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

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

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

本学では、教育目的として「国際力」「人間力」「創造力」を備えたグローバル人材育成を目指している。

学士課程教育を中心として様々な国際教育プログラムを展開しており、毎年海外留学や海外研修の報告会

を開催するのみならず、大学ホームページや大学広報紙の「広報アジア」を通して取組の内容、実施状況、

成果等を社会へ広く公表している。大学ホームページは、英語、中国語、韓国語への多言語対応も行って

いる。 

 学生の海外への送り出しでは、平成元年から「亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP)」が始まり、毎

年数百名の学生をアメリカの協定大学へ5か月間英語の習得と異文化理解のために派遣しており、派遣人

数はすでに 11,353名を数え、わが国の他大学の同様な取組のモデルになっている。 

 「アジア夢カレッジ」プログラムでは、特に中国大連市日系企業でのインターンシップが組み込まれて

おり、協賛企業を主な対象とした成果報告会が毎年開催され、ユニークな国際教育プログラムとして大い

に評価されている。 

 外国人留学生受入れでは、本学が先駆的な役割を果たしてきたこともあり、国際教育交流協議会（JAFSA)

研修会など、国際化を進める大学関係者の研修会等で頻繁に事例報告がなされ、他大学の参考になってい

る。 

 

 本取り組みについては、年度ごとに成果を取りまとめて成果報告書を作成し、大学ホームページ上で広

く社会に公表する。 

また、完成年度においては(平成 28年度)構想成果シンポジウムを開催し、グローバル人材育成構想成

果の総括を行う予定である。 
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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】 

 「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」によるグローバル人材としての三要素（Ⅰ．語学力・コミ

ュニケーション応力／Ⅱ．主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感／Ⅲ．異

文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー）、さらに幅広い教養と専門性、課題発見・解決

能力、チームワークとリーダーシップ、公共性・倫理観、メディアリテラシー等を有する学生の育成を目

指し、本学国際関係学部カリキュラム及び事務業務を洗い出している。また、本構想推進の為、直接・間

接に、関連する教員・事務部門への本構想内容・取り組み内容を説明し、全学協調体制の構築を行ってい

る。 

【平成２４年度】 

平成 24～28 年度全期間で、本年度を「創設期Ⅰ」として位置づけ、初年度生に対し、グローバル人材

の基本的要件である英語教育と英語以外の語学教育を重点的に行う。また、大学での学習に不可欠な自発

的学習習慣の形成に留意した指導を行う。海外インターンシップやフィールドスタディの実施に向けた現

地調査・ヒューマンネットワークの構築を行う。さらに学内においては、諸設備等のインフラ点検と新規

導入を行う。また、グローバル・ビジネスリテラシーアセスメントシステムの開発に着手し、海外活動の

事前準備・フォローアップ等を目的とするセミナーに関しては、講師等専門家を招へいし、後期分を実施

する。年度末には実施内容のチェックを行い、次年度への改善点を把握する。 

【平成２５年度】 

平成 24～28 年度全期間で、本年度を「創設期Ⅱ」として位置づけ、留学中の遠隔指導（WEB 会議シス

テムの新規利用）などを取り入れた、新たな留学制度の運用に注力する。アセスメントに基づくキャリア

指導等を取り入れたシステマティックな留学体制の整備を行う。また、海外プログラムに対して、「アジ

ア夢カレッジ」協賛企業モデルに基づき、協力企業体制を創設する。体験的海外学習においては、学生た

ちの主体的な取り組みが優先され得る環境創り・提供を目指しつつも、現地での安全性が確保されている

ことを確認したうえで、本パイロットプログラムの実施を行う。 

【平成２６年度】 

平成 24～28 年度全期間で、本年度を「充実期」として位置づけ、学生の将来計画とニーズに応じた指

導体制を確立する。「多文化インターシップ」「多文化フィールドスタディ」等、単位取得を伴う小規模グ

ループでの体験的海外学習を充実・本格化させる。前年度に終えたパイロットケースで得た知見に留意し、

専門家等によるキャリアカウンセリング、セミナーの実施など、帰国後プログラムの充実を図る。また、

英語に関しては専門分野との融合を図りつつ、より高度な運用能力を修得できるよう指導体制を整える。

低学年では海外協力企業からの意見交換等を踏まえ、改善点が反映された上述構想を継続する。 

【平成２７年度】 

平成 24～28年度全期間で、本年度を「拡充期」として位置づけ、課題発見・解決型の科目「総合ゼミ」

を通したグローバル人材育成に留意する。また、アセスメント評価等に基づき個々の学生に対する適切な

就職指導体制を本学キャリア支援課と確立するとともに、学部としての本構想のアセスメントを開始す

る。前年度同様、キャリアカウンセリング等を充実させ、グローバルな経験が、多くの成果となるよう指

導する。低学年では引き続き海外協力企業からの意見交換を踏まえ、改善点が反映された上述構想を継続

する。 

【平成２８年度】 

平成 24～28 年度全期間で、本年度を「完成期」として位置づけ、前年度までにひとまず完成した教育

体制を各方面、特に産業界からの意見に留意しつつ総合的な評価を行い、成果発表を行う。これに基づく

改善を経て、構想終了後の教育体制と海外プログラムの再構築を行う。また、構想報告の作業も併せて行

う。本構想により輩出された学生が、協力企業のみならず、就職先企業等の観点で、＜行動力あるアジア

グローバル人材＞としての資質を有しているか否かの評価を受ける。 
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 本構想の中で確立させるグローバル人材育成のための教育体制に持続性を持たせる。その際、社会的要

請や産業界などの外部協力者／連携者の意見に留意する。 

（１）まず、英語を中心とする外国語学習のシステムを維持し、発展させる。ティーチングアシスタント

による E-ラーニングモニター作業は、マニュアル化などにより効率化した上で、専任教員及び学部副手

が引き継ぐことを基本としつつ、効果的なティーチングアシスタント制度の構築を図る。一部の臨時的な

雇用も考慮する。 

（２）留学やインターンシップを含む海外体験に関する教育もマニュアル化した上でこれを維持し、さら

に本構想期間中に視察や調査（フィージビリティースタディ）を終了した地域への展開を行う。その際、

活動内容面での多様化も図ってゆく。 

（３）外国語教育以外でも構想期間中に臨時雇用に依存した部分については、構想終了後、助成資金での

要員がいなくなってもこの教育及び事務体制の維持が可能なように、マニュアル化や専任教職員の資質向

上を進めておく。このような省力化によって、グローバル人材を持続的に育成することが可能となる。 

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】 

本補助構想で購入する物品については財政支援期間終了後も、学生への教育活動を目的として有効活用

する。機器に不具合が生じた場合に備え、学内予算に修繕費を計上し対応する。 

 

【人件費・謝金】 

新たな取組みを遂行する上で必要となる人員を本補助構想の一環として一時的に雇用するが、完成年度

までには教育・事務運営体制を軌道に乗せ、ノウハウを蓄積し、その後本学専任教職員が対応できる体制

を整えるほか、必要に応じて臨時職員雇用の為の人件費を従来から計上している予算も含め確保し、継続

的に人材育成に取り組む。 

 

【旅費】 

 本構想期間に、海外における新たなインターンシップの立ち上げやフィールドスタディの現地調整を行

う予定だが、財政支援期間終了後もプログラムを安定的に運営するため、規模や頻度はある程度縮小する

ものの、出張に係る予算は学内予算で計上する予定。 

 

【その他】 

 学内規程やホームページの多言語化に伴う翻訳業務は、財政支援期間内に完成させる予定だが、その後

の細かい修正作業などは本学専任教職員で対応可能と考えている。 

また、企業との連携協議会等に係る会議費については、従来から計上している予算も含め学内で確保し、

開催を継続する。 

 

 



様式７
支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

4,571 4,571
1,707 1,707
1,024 1,024 様式1・18ページ・右下段19行

683 683 様式6・31ページ・下段16行

2,864 2,864
626 626 様式1・17ページ・右29行

1,372 1,372 様式4・24ページ・右3行

866 866 様式4・24ページ・右2行

8,528 8,528
3,375 3,375
3,375 3,375 様式4・24ページ・右12行

5,153 5,153
4,212 様式1・17ページ・右18行

様式4・24ページ・右24行

様式4・25ページ・右26行

様式4・26ページ・右26行

様式4・28ページ・右8行

33 様式6・31ページ・上段12行

908 様式1・17ページ・右29行

25,760 1,265 27,025
2,559 2,559 様式1・16ページ・右14行

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ出張費等 10,029 10,029 様式2・19ページ・右5・6行

様式2・19ページ・右30行

様式2・20ページ・右1・10行

2,131 265 2,396 様式3・23ページ・右34行

・協定大学増加のための出張費等 545 1,000 1,545 様式4・24ページ・右33行

10,496 10,496 様式4・25ページ・右36行

様式4・26ページ・右31行

13,487 13,487
9,840 9,840
9,840 9,840 様式1・18ページ・右下段19行

様式6・31ページ・上段16行

様式6・31ページ・下段16行

2,638 2,638
420 420 様式4・24ページ・右15行

2,218 2,218 様式6・31ページ・下段16行

1,009 1,009
411 411 様式4・24ページ・右18行

598 598 目標設定シート1・6ページ・17・19行

様式1・18ページ・右下段8行

様式4・24ページ・左8行

様式5・28ページ・右39行

合計 52,346 1,265 53,611

（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型）

・

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
・ホームページ多言語化委託費
・成果報告ホームページ開発費

［人件費・謝金］

①外注費
・ホームページ等多言語化に伴う翻訳費

・ナンバリング制導入検討のための出張費

・緊急連絡用等情報端末費

・海外ｵﾑﾆﾊﾞｽ講義ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ出張費等

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

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

・
②消耗品費

・情報発信システムソフトウェア等費用

・海外派遣留学企業訪問・学生面談出張費等

・会議等外部参加者謝礼

・特別講座等外部講師謝礼

・事務等担当スタッフ一時雇用費
・

・国際交流ラウンジ備品費

①人件費

②印刷製本費
・留学案内冊子等製作費

・
・年次報告書等製作費

・
［その他］

・TA等謝金
［旅費］

③会議費
・

・留学促進ポスター・グッズ等

・

・英語教育・研修関連委託費

⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）

④通信運搬費
・

平成２４年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

6,204 6,204
4,952 4,952
1,802 1,802 様式4・24ページ・右2行

105 105 目標設定シート1・4ページ・下段10行

様式4・25ページ・右15行

3,045 3,045 目標設定シート1・4ページ・下段10行

様式4・25ページ・右15行

1,252 1,252
1,016 1,016 様式4・24ページ・右3行

236 236 様式4・24ページ・右14行

29,518 29,518
18,744 18,744
3,444 3,444 様式5・28ページ・右24行

8,100 8,100 様式4・24ページ・右12行

7,200 7,200 様式4・24ページ・右31行

10,774 10,774
7,929 7,929 様式1・17ページ・右18行

様式4・24ページ・右24行

様式4・25ページ・右26行

様式4・26ページ・右26行

様式4・28ページ・右8行

123 123 様式6・31ページ・上段12行

2,722 2,722 様式1・17ページ・右29行

39,455 2,041 41,496
2,562 2,562 様式1・18ページ・右下段9行

10,029 10,029 様式2・19ページ・右5・6行

様式2・19ページ・右30行

様式2・20ページ・右1・10行

2,951 1,041 3,992 様式3・23ページ・右34行

3,042 1,000 4,042 様式4・24ページ・右33行

19,746 19,746 様式4・25ページ・右36行

様式4・26ページ・右31行

1,125 1,125 様式4・26ページ・右22行

31,841 1,109 32,950
7,838 7,838
7,838 7,838 様式1・18ページ・右下段19行

様式6・31ページ・上段16行

様式6・31ページ・下段16行

3,327 1,109 4,436
1,109 1,109 2,218 様式4・24ページ・右15行

2,218 2,218 様式6・31ページ・下段16行

218 218
218 218 様式1・17ページ・右2行

20,458 20,458
19,841 19,841 目標設定シート1・6ページ・17・19行

様式1・18ページ・右下段8行

様式4・24ページ・左8行

様式5・28ページ・右39行

206 206 様式1・18ページ・右下段9行

411 411 様式4・24ページ・右18行

合計 107,018 3,150 110,168

（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型）

［その他］

・特殊技能スタッフ一時雇用費

・緊急連絡用等情報端末費

・海外ｵﾑﾆﾊﾞｽ講義ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ出張費等

・事務等担当スタッフ一時雇用費

①設備備品費
・web会議システム運用費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰｱｾｽﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 開発費

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰｱｾｽﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 運用費

②消耗品費

・情報発信システムソフトウェア費用

②印刷製本費
・留学案内冊子等製作費

・特別講座等外部講師謝礼

・会議等外部参加者謝礼

・職員対象海外研修渡航費

・危機管理企業視察海外出張費等

［旅費］
・TA等謝金

・海外派遣留学企業訪問・学生面談出張費等

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ出張費等

・年次報告書等製作費
③会議費

①外注費
・ホームページ等多言語化に伴う翻訳費

・協定大学増加のための出張費等

・グローバルキャリア教育検討会議
・

・職員対象海外研修授業料
・留学促進ポスター・グッズ等

④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・英語教育・研修関連委託費

平成２５年度

［人件費・謝金］
①人件費

②謝金

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・非常勤講師雇用費

・
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

5,083 5,083
4,847 4,847
1,802 1,802 様式4・24ページ・右2行

3,045 3,045 目標設定シート1・4ページ・下段10行

様式4・25ページ・右15行

236 236
236 236 様式4・24ページ・右14行

29,518 29,518
18,744 18,744
3,444 3,444 様式5・28ページ・右24行

8,100 8,100 様式4・24ページ・右12行

7,200 7,200 様式4・24ページ・右31行

10,774 10,774
7,929 7,929 様式1・17ページ・右18行

様式4・24ページ・右24行

様式4・25ページ・右26行

様式4・26ページ・右26行

様式4・28ページ・右8行

123 123 様式6・31ページ・上段12行

2,722 2,722 様式1・17ページ・右29行

36,785 2,041 38,826
2,562 2,562 様式1・18ページ・右下段9行

10,029 10,029 様式2・19ページ・右5・6行

様式2・19ページ・右30行

様式2・20ページ・右1・10行

2,951 1,041 3,992 様式3・23ページ・右34行

1,497 1,000 2,497 様式4・24ページ・右33行

19,746 19,746 様式4・25ページ・右36行

様式4・26ページ・右31行

28,991 1,109 30,100
4,988 4,988
4,988 4,988 様式1・18ページ・右下段19行

様式6・31ページ・上段16行

様式6・31ページ・下段16行

3,327 1,109 4,436
1,109 1,109 2,218 様式4・24ページ・右15行

2,218 2,218 様式6・31ページ・下段16行

218 218
218 218 様式1・17ページ・右2行

20,458 20,458
19,841 19,841 目標設定シート1・6ページ・17・19行

様式1・18ページ・右下段8行

様式4・24ページ・左8行

様式5・28ページ・右39行

206 206 様式1・18ページ・右下段9行

411 411 様式4・24ページ・右18行

合計 100,377 3,150 103,527

（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型）

①設備備品費
・web会議システム運用費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰｱｾｽﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 運用費

②消耗品費

・

・非常勤講師雇用費
・事務等担当スタッフ一時雇用費

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・情報発信システムソフトウェア費用

①人件費

・特殊技能スタッフ一時雇用費
②謝金
・特別講座等外部講師謝礼

［旅費］

・会議等外部参加者謝礼
・TA等謝金

・職員対象海外研修渡航費

・
［その他］
①外注費

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ出張費等

・海外ｵﾑﾆﾊﾞｽ講義ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ出張費等
・協定大学増加のための出張費等
・海外派遣留学企業訪問・学生面談出張費等

③会議費
・グローバルキャリア教育検討会議

・

・

・ホームページ等多言語化に伴う翻訳費

②印刷製本費
・留学案内冊子等製作費
・年次報告書等製作費

④通信運搬費

・英語教育・研修関連委託費

・職員対象海外研修授業料

⑤光熱水料
・

・

⑥その他（諸経費）

・留学促進ポスター・グッズ等

平成２６年度

36



（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

5,083 5,083
4,847 4,847
1,802 1,802 様式4・24ページ・右2行

3,045 3,045 目標設定シート1・4ページ・下段10行

様式4・25ページ・右15行

236 236
236 236 様式4・24ページ・右14行

29,518 29,518
18,744 18,744
3,444 3,444 様式5・28ページ・右24行

8,100 8,100 様式4・24ページ・右12行

7,200 7,200 様式4・24ページ・右31行

10,774 10,774
7,929 7,929 様式1・17ページ・右18行

様式4・24ページ・右24行

様式4・25ページ・右26行

様式4・26ページ・右26行

様式4・28ページ・右8行

123 123 様式6・31ページ・上段12行

2,722 2,722 様式1・17ページ・右29行

36,413 1,041 37,454
2,562 2,562 様式1・18ページ・右下段9行

10,029 10,029 様式2・19ページ・右5・6行

様式2・19ページ・右30行

様式2・20ページ・右1・10行

2,951 1,041 3,992 様式3・23ページ・右34行

19,746 19,746 様式4・25ページ・右36行

様式4・26ページ・右31行

1,125 1,125 様式4・26ページ・右22行

28,991 1,109 30,100
4,988 4,988
4,988 4,988 様式1・18ページ・右下段19行

様式6・31ページ・上段16行

様式6・31ページ・下段16行

3,327 1,109 4,436
1,109 1,109 2,218 様式4・24ページ・右15行

2,218 2,218 様式6・31ページ・下段16行

218 218
218 218 様式1・17ページ・右2行

20,458 20,458
19,841 19,841 目標設定シート1・6ページ・17・19行

様式1・18ページ・右下段8行

様式4・24ページ・左8行

様式5・28ページ・右39行

206 206 様式1・18ページ・右下段9行

411 411 様式4・24ページ・右18行

合計 100,005 2,150 102,155

（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型）

［物品費］
①設備備品費
・web会議システム運用費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰｱｾｽﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 運用費

・

・事務等担当スタッフ一時雇用費

・情報発信システムソフトウェア費用

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

②消耗品費

［人件費・謝金］
①人件費
・非常勤講師雇用費

②印刷製本費
・留学案内冊子等製作費

・職員対象海外研修渡航費

・TA等謝金
［旅費］

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ出張費等

・海外ｵﾑﾆﾊﾞｽ講義ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ出張費等
・海外派遣留学企業訪問・学生面談出張費等

・危機管理企業視察海外出張費等

・特殊技能スタッフ一時雇用費
②謝金
・特別講座等外部講師謝礼

・会議等外部参加者謝礼

・ホームページ等多言語化に伴う翻訳費

・
［その他］
①外注費

・年次報告書等製作費
・

④通信運搬費
・

・

③会議費
・グローバルキャリア教育検討会議

・留学促進ポスター・グッズ等

⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・英語教育・研修関連委託費

・職員対象海外研修授業料

平成２７年度
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

5,083 5,083
4,847 4,847
1,802 1,802 様式4・24ページ・右2行

3,045 3,045 目標設定シート1・4ページ・下段10行

様式4・25ページ・右15行

236 236
236 236 様式4・24ページ・右14行

29,518 29,518
18,744 18,744
3,444 3,444 様式5・28ページ・右24行

8,100 8,100 様式4・24ページ・右12行

7,200 7,200 様式4・24ページ・右31行

10,774 10,774
7,929 7,929 様式1・17ページ・右18行

様式4・24ページ・右24行

様式4・25ページ・右26行

様式4・26ページ・右26行

様式4・28ページ・右8行

123 123 様式6・31ページ・上段12行

2,722 2,722 様式1・17ページ・右29行

35,288 1,041 36,329
2,562 2,562 様式1・18ページ・右下段9行

10,029 10,029 様式2・19ページ・右5・6行

様式2・19ページ・右30行

様式2・20ページ・右1・10行

2,951 1,041 3,992 様式3・23ページ・右34行

19,746 19,746 様式4・25ページ・右36行

様式4・26ページ・右31行

31,654 1,109 32,763
4,988 4,988
4,988 4,988 様式1・18ページ・右下段19行

様式6・31ページ・上段16行

様式6・31ページ・下段16行

3,642 1,109 4,751
1,109 1,109 2,218 様式4・24ページ・右15行

2,218 2,218 様式6・31ページ・下段16行

315 315 様式6・31ページ・下段18行

2,566 2,566
218 218 様式1・17ページ・右2行

2,348 2,348 様式6・31ページ・下段18行

20,458 20,458
19,841 19,841 目標設定シート1・6ページ・17・19行

様式1・18ページ・右下段8行

様式4・24ページ・左8行

様式5・28ページ・右39行

206 206 様式1・18ページ・右下段9行

411 411 様式4・24ページ・右18行

合計 101,543 2,150 103,693

（大学名：亜細亜大学）（申請区分：特色型）

①外注費

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
・web会議システム運用費

②消耗品費
・情報発信システムソフトウェア費用

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰｱｾｽﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 運用費

⑤光熱水料

②印刷製本費
・留学案内冊子等製作費
・年次報告書等製作費
・事業成果報告書出版費

・TA等謝金
［旅費］

・グローバルキャリア教育検討会議

・
④通信運搬費

・職員対象海外研修渡航費

・

・ホームページ等多言語化に伴う翻訳費

［その他］

・事業成果シンポジウム開催費

③会議費

・

・職員対象海外研修授業料
・留学促進ポスター・グッズ等

・
⑥その他（諸経費）
・英語教育・研修関連委託費

平成２８年度

・海外ｵﾑﾆﾊﾞｽ講義ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ出張費等

・

・海外派遣留学企業訪問・学生面談出張費等

・非常勤講師雇用費
・事務等担当スタッフ一時雇用費
・特殊技能スタッフ一時雇用費
②謝金

［人件費・謝金］
①人件費

・特別講座等外部講師謝礼

・会議等外部参加者謝礼

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ出張費等
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様式８

（大学名：亜細亜大学）（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。

　該当なし
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40 
（大学名：亜細亜大学）（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 
 

 


