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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

 東洋大学は、明治 20（1887）年に哲学者・井上円了が創設した私立哲学館を前身としており、平成 24

年（2012）年には創立 125 周年を迎えた。井上円了は、私立哲学館の開設にあたって、「哲学館は哲学を

教授するが、その目的は哲学者の養成ではなく、哲学を学ぶことである」と述べている。井上円了がいう

哲学とは、「思想練磨の術として必要なる学問」であり、その教育は、「ものの見方、考え方の基礎」を身

につけ、他に応用する能力を身に付けさせることを目的とするものであった。このことは、現在の東洋大

学の建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」という言葉に象徴的に示されている。 

 また、井上円了は、海を渡ること自体が簡単ではなかった当時、生涯に三度の海外視察旅行を行い、グ

ローバルな視点を磨いた国際人であった。海外視察旅行は、1年、8ヶ月、9ヶ月の期間に、欧米諸国のみ

ではなく、アフリカ、中東、アジア、南米に至る全世界に及んでいる。井上円了は、哲学館開設の翌年の

第一回の海外視察旅行の後、哲学館の改良の方針を発表し、「東洋学と西洋学の両方を比較して日本独立の

学風を振起すること」と「知徳兼全の人を養成すること」をあげ、一貫して東洋の学問を、西洋の学問と

同等に重視することで、東洋及び日本のアイデンティティの確立に努めるとともに、知識教育のみではな

く、人間性を高める教育（徳育教育）を実践してきた。 

このことを踏まえ、東洋大学では、現在の教育理念を以下の 3点に定めている。 

【自分の哲学を持つ】 

多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持つ人間を育成する。 

【本質に迫って深く考える】 

先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間を育成する。 

【主体的に社会の課題に取り組む】 

社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間関係を築いていける人間を育成する。 

≪構想の目的≫ 

 国際地域学部の教育理念は、「現場主義」に立ち、テーマ型・課題解決型の学部・学科として、国の内外

の「地域づくり」「観光振興」に貢献する、国際的な視野―Think Globally, Act Locally―を持った職業

人（＝グローバル人材）を養成することにある。平成 9年の学部開設以来その教育理念の実現に向けて、

学部主催の短期・長期海外研修制度の創設と拡充、英語を中心とした語学カリキュラムの充実、大使リレ

ー講義や国際学生シンポジウムなど国際交流イベントの実施などさまざまな取組を行ってきた。平成 21

年より英語特別プログラム English Special Program（ESP）を立ち上げ、国際社会での活躍を志す学生へ

の支援を積極的に行ってきた。こうした取組の結果、近年海外留学や研修への参加者数が増加するととも

に、国際社会で活躍するにふさわしい語学力、コミュニケーション力を有する卒業生も増えてきている。 

 しかし、さらなる高度なグローバル人材の輩出にむけて、いくつかの課題を抱えている。海外研修や国

際交流活動など専任教員が主導して行ってきたが、活動を拡げるには人的資源の限界がある一方で、学部

主催の海外研修は希望者が多く、希望しても定員の関係から参加できない状況が発生している。語学力強

化の支援も語学教員を中心に行ってきたが、さらなる語学力強化にむけて個別指導などの対応は困難な状

況にある。異文化理解や日本人としてのアイデンティティの醸成に向けた取組も授業科目やさまざまな国

際交流イベントの中で個別に行われているが、その体系立てた実施が必要となっている。さらには、海外

インターンシップや研修など実施にむけた拠点形成のニーズも強くなっている。 

このような状況を踏まえ、従来の取組に加えて、副専攻 Global Human Resources Development 

Program(GHRDP)の創設、Language Centerや海外拠点の設置、学内留学プログラム Study Abroad In HAkusan, 

Toyo（SAIHAT）の推進と国際交流ポイント制度の創設、などを全学国際センターと連携しながら構築し、

①語学力やコミュニケーション能力の更なる強化、②留学や研修、インターンシップを通したより多くの

学生の現場体験、③異文化理解や日本人としてのアイデンティティの醸成を通して「現場主義」に基づい

た国の内外の「地域づくり」「観光振興」に貢献できる人材を持続的に輩出する仕組みづくりを本構想の目

的とする。 
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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≫ 

 東洋大学は、学則第 2条にその目的を、「創立者井上円了博士の建学の精神に基づき、東西学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥を究めると共に、人格の陶冶と情操の涵養とに務め、国家及び世界の文化

向上に貢献しうる有為の人材を養成すること」と定めている。 

 現在、白山第 1、白山第 2、川越、板倉、朝霞の 1都 3県 5キャンパスに、文、経済、経営、法、社会、

理工、国際地域、生命科学、ライフデザイン、総合情報学部の 10学部 44学科を配置しており、学生数は

3万人超、これまでに輩出した卒業生は 27万人を超えている。 

 全学部・学科の教育課程の基盤に「哲学・思想領域」を設け、どの学問領域においても、「なぜだろう」

と問いかけ、自ら考える姿勢を養う「哲学教育」を中心に据えるとともに、10学部 44学科の総合大学と

して幅の広い教養教育を実践しており、伝統的に、温和で実直な学生が多いことが特色である。 

また、私立哲学館創設当初から、「余資なき者、優暇なき者」のための教育を目指し、現在も、文、経

済、経営、法、社会、国際地域の 6学部 9学科にイブニングコースを設置するとともに、文学部日本文学

文化学科と法学部法律学科には通信教育部を設置するなど、それぞれのライフスタイルに合わせた、多様

な学習を支援している。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

 国際化、都市化、地方分権化、資源循環化、情報化、観光産業のグローバル化という大きな経済・社会

の流れの中で、世界・地球環境から相隣環境までを視野にいれた「地域（コミュニティ）」からの発想（哲

学）は大きな可能性を有している。先の東日本大震災においても、「絆」の再評価にみられるようにグロー

バリゼーションを受け止めることのできる自立的な地域づくりが改めて課題となっている。本学創立者井

上円了は全国巡演の中で地域からの改革の必要性や、世界周遊によって得られた人間存在への深い洞察に

基づく普遍的な社会改革の必要性を掲げてきた。国際地域学部は、このような社会のニーズおよび本学の

建学の精神を基調とし、前頁で示した教育理念を体現する学部として平成 9年に群馬県板倉キャンパスに

おいて設立された。 

設立当初、入学定員 150人の 3割を留学生で満たすことが求められ、日本人学生と留学生が共生する環

境で教育が行われてきた。平成 21年 4月からはキャンパスを文京区白山に移し、様々なアクセスの良さを

生かした多文化共生の環境の中で約 2,100名（入学定員は昼夜合わせ 490人）の学生に教育を行っている。

キャンパスの移転後も、「現場主義」を基本理念として堅持し、テーマ型・課題解決型の学部として、国の

内外の「地域づくり」「観光振興」に貢献する国際的視野を持った多様で優れた職業人、すなわちグローバ

ル人材を養成する目的は変わっていない。 

【本構想で育成するグローバル人材のイメージ】 

 本構想では、本学部の教育理念に基づいた「現場主義」に基づいた「地域づくり」や「観光振興」にお

けるグローバル人材の育成を目標とし、卒業後は国の内外の地域づくりや観光振興に現場において直接携

わる人材の育成のみならず、国際展開を図る民間企業においても、さまざまな地域の文化や慣習を理解・

尊重し、円滑なコミュニケーションを実践できる国際的視野を持った人材の育成を目指す。 

「地域づくり」や「観光振興」にあたっては、まず当該地域で起こっている課題を明確にし、さまざま

な側面から検討をしていく必要がある。さらに、関係者や地域の人々とともに解決に向けて取り組んでい

くことが求められる。つまり、異文化の中で課題を理解する力とともに、積極的なコミュニケーションを

通して地域住民や関係者と協調的に課題解決を行う姿勢や実行していく力が問われることになる。よって、

本構想で育成するグローバル人材には、専門的知識や外国語の運用能力やコミュニケーション力を有する

のみならず、地域の人々や関係者とのコミュニケーションを通してさまざまな地域の文化慣習を理解し、

かつ尊重することが求められ、さらにこれらの人々と現場で解決に向けた取組を実践していく力が求めら

れる。「金太郎飴」のように画一的、同質的な人材を育成するのではなく、個性を尊重し、多様な問題意識

を持ち合わせ、多文化共生社会で主体的に行動できる人材を世に送り出すことが必要である。 

そこで、本構想では、グローバル人材の具備する要素として、(1) 地域住民や関係者とのコミュニケー

ション力、(2) 諸地域の文化慣習の理解とお互いの文化の尊重、(3) 現場での経験に基づいた課題の本質

的な理解と実践力、(4) 専門的な知識の英語（外国語）での運用力、を設定し、さまざまな教育活動とそ

れを支援する体制の構築を通して、国の内外の「地域づくり」「観光振興」に貢献する国際的視野を持った

職業人の育成に取り組むこととする。 
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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】 

 本構想によるグローバル人材育成推進事業は、国際地域学部が教育理念に掲げている「『現場主義』に立

ち、テーマ型・課題解決型の学部・学科として、国の内外の「地域づくり」「観光振興」に貢献する、国際

的な視野―Think Globally, Act Locally―を持った職業人（＝グローバル人材）」を養成することを目的

としている。さらにこのようなグローバル人材の具備する要素として、(1)現場での経験に基づいた課題の

本質的な理解と実践力、(2)諸地域の文化慣習の理解とお互いの文化の尊重、(3)地域住民や関係者とのコ

ミュニケーション力、(4)専門的な知識の英語（外国語）での運用力、が必要となる。 

 これら 4つの要素を具体的能力として明確にすると、下図に示すように 

①語学力・コミュニケーション能力の向上、 

②異文化理解・日本人としてのアイデンティティの醸成、 

③実践的能力の育成、 

④専門知識の英語による習得、 

と設定することができる。 

 

 
 

 

 ここで述べた 4つの具体的能力は、 

・導入期：入学前Ｅ－ラーニング、TOEFL特別講座、学部語学研修、自校教育、一般教養科目、専門科目

の受講等座学による準備、学内留学プログラム(SAIHAT) 

・発展期：長期交換留学、海外国際地域学研修（学部専門基礎研修）、海外拠点研修（タイ、バンコク）等

の「現場主義」に根ざした活動実施 

・展開期：海外インターンシップ、ゼミ専門研修（FS）、さらには卒業研究と卒業論文の執筆 

などの教育を経て強化される。以下に、具体的能力についてそれぞれ説明するとともに、育成目標を示す。 
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【具体的な能力と卒業時の育成目標】 

 

<語学力・コミュニケーション能力> 

海外の地域住民や関係者とのコミュニケーションを可能にする、語学力、コミュニケーション能力を向

上させることはグローバル人材として必須である。ここでは外国語力のスタンダードとして TOEFL等のス

コアを用いる。 

 

育成目標：卒業時の TOEFLスコア 550点相当 160名／450名 

 

<異文化理解・日本人としてのアイデンティティ> 

諸地域の文化・慣習の理解と相互の文化を尊重するためには、日本人としてのアイデンティティを持っ

てさまざまな異文化を理解していくことが必要となる。このような意識や考え方は、自校教育や日本ある

いは海外諸地域の文化や慣習を座学で学ぶことから得られるものもあるが、実際にさまざまな異文化に触

れていく中で異文化の理解や日本人としてのアイデンティティの形成が強化されることが期待される。自

校教育などの座学はカリキュラム上での必修化などによる履修の誘導が可能であるため、育成目標として

は実際の異文化体験や日本文化の紹介などの経験を重視することとし、学内留学プログラム（SAIHAT）を

中心として行われるさまざまな国際交流イベントへの参加をその目標として設定する。 

 

育成目標：国際交流イベント参加者数 230名／450名 

 

<実践的能力> 

現場での経験（「現場主義」）に基づいて、課題の本質的な理解と実践力を深めることで、課題の理解力、

チームワーク、主体性、積極性、協調性、責任感、使命感、チャレンジの精神、人権意識、公共性、倫理・

道徳観等を修得する。なお本能力は、現場でのさまざまな実践経験を通し育成されることから、留学、海

外研修、インターンシップ等の Study Abroadプログラムへの参加者数を育成目標として設定する。 

 

育成目標：留学・研修等参加者数 360名／450名 

 

<専門知識の英語による習得> 

現場においてより具体的な問題解決や提案を行うためには、専門的な知識を外国語（英語）で運用する

力が求められる。そのために、外国語で実施される授業を積極的に聴講してもらい、さまざまな専門知識

を外国語で学ぶ機会を設けることが重要となる。よって、ここでは外国語により実施される専門科目の受

講者数を育成目標として設定する。 

 

育成目標：外国語による専門科目の受講者数 のべ 800名／年 

 

 

 なお、これらの 4つ育成目標を、副専攻 GHRDPの認定要件として設定することで、学生が積極的にこれ

らの能力の強化に努めていく環境を構築する。 
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目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

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

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

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  105人 126人 147人 168人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  73人 84人 104人 115人 

海外留学経験者数 
（Ｂ） 

40人 106人 110人 135人 162人 190人 

卒業［予定］者数 
（Ｃ） 462人 462人 530人 550人 550人 550人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   34.5％ 39.8％ 48.4％ 55.5％ 

国
際
地
域
学
部
（
昼
夜
合
計
） 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL 550 105人（73） 126人（84） 147人（104） 168人（115） 

海外留学経験者数 40人 106人 110人 135人 162人 190人 

 

３ カ 月 未 満 34人 85人 96人 118人 140人 162人 

３カ月～１年 6人 21人 14人 17人 22人 28人 

１ 年 超 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 462人 462人 530人 550人 550人 550人 

目標設定の考え方 
平成 25 年度入学生の TOEFL アベレージを 450 点とした場合、卒業時（平成 28 年度）までに、海外留学に求

められるスコア550点到達者を30％超に設定。海外留学経験者は35％を目標。 

国
際
地
域
学
部
（
昼
間
部
） 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL 550 100人（70） 120人（80） 140人（100） 160人（110） 

海外留学経験者数 40人 106人 102人 125人 150人 175人 

 

３ カ 月 未 満 34人 85人 90人 110人 130人 150人 

３カ月～１年 6人 21人 12人 15人 20人 25人 

１ 年 超 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 462人 462人 430人 450人 450人 450人 

目標設定の考え方 
平成 25 年度入学生の TOEFL アベレージを 450 点とした場合、卒業時（平成 28 年度）までに、海外留学に求

められるスコア550点到達者を35％に設定。600点以上を10％。海外留学経験者は40％を目標。 

国
際
地
域
学
部
（
夜
間
主
コ
ー
ス
） 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL 550 5人（3） 6人（4） 7人（4） 8人（5） 

海外留学経験者数   8人 10人 12人 15人 

 

３ カ 月 未 満   6人 8人 10人 12人 

３カ月～１年   2人 2人 2人 3人 

１ 年 超   0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 0人 0人 100人 100人 100人 100人 

目標設定の考え方 
平成25年度から夜間主コース（入学定員110名）の卒業生が合流する。 

（平成25年度第1期卒業生数100名見込） 

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

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

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

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

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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（大学名：  東洋大学   ）（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：国際地域学部-昼間部のみ） 

（測定指標・達成水準）TOEFL-iBT80点（TOEFL-PBT 550点） 

 

（指標・水準設定の考え方）英国・豪州地域への留学にも対応可能な TOEFLスコア 550点を当面の目標とし、さらに、大学院留学に求めら 

             れる TOEFL-iBT100点（600点）レベルも一定割合創出する。 

 

（達成する学生数設定の考え方）スコアアップのメカニズムを強固なものとし TOEFLスコア 550点到達者を 3年目の平成 26年度までに 

               25％超、そして、最終平成 28年度には 35％まで上昇するようアグレッシブに取り組む。 

国際地域学部 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） 100人 120人 140人 160人 

対象となる学生数（B） 430人 450人 450人 450人 

達成する割合（A/B） 23.3％ 26.7％ 31.1％ 35.6％ 

（対象：国際地域学部-昼夜合計） 

（測定指標・達成水準）TOEFL-iBT80点（TOEFL-PBT 550点） 

 

（指標・水準設定の考え方）英国・豪州地域への留学にも対応可能な TOEFLスコア 550点を当面の目標とし、さらに、大学院留学に求めら 

 れる TOEFL-iBT100点（600点）レベルも一定割合創出する。 

 

（達成する学生数設定の考え方）スコアアップのメカニズムを強固なものとし TOEFLスコア 550点到達者を 3年目の平成 26年度までに 

               20％超、そして、最終平成 28年度には 30％まで上昇するようアグレッシブに取り組む。 

国際地域学部 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） 105人 127人 147人 168人 

対象となる学生数（B） 530人 550人 550人 550人 

達成する割合（A/B） 19.8％ 23.1％ 26.7％ 30.5％ 

（対象：国際地域学部-昼間部のみ） 

（測定指標・達成水準）国際交流ポイントプログラムによる国際交流イベント参加者数測定：230名/年 

 

（指標・水準設定の考え方）単位認定されずとも国際交流ポイント制度によるインセンティブの提供により、「SAIHAT」などの学内留学プロ 

グラムへの参加者増進を企図する。 

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけては参加率を高水準でキープし、本構想 

               完成年度の平成 28年度には過半数超えを達成する。 

国際地域学部 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） 200人 210人 220人 230人 

対象となる学生数（B） 430人 450人 450人 450人 

達成する割合（A/B） 46.5％ 46.7％ 48.9％ 51.1％ 

（対象：国際地域学部-昼夜合計） 

（測定指標・達成水準）国際交流ポイントプログラムによる国際交流イベント参加者数測定：270名/年 

 

（指標・水準設定の考え方）単位認定されずとも国際交流ポイント制度によるインセンティブの提供により、「SAIHAT」などの学内留学プロ 

グラムへの参加者増進を企図する。 

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけては参加率を高水準でキープし、本構想 

完成年度の平成 28年度には半数近い参加率を達成する。 

国際地域学部 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） 220人 250人 260人 270人 

対象となる学生数（B） 530人 550人 550人 550人 

達成する割合（A/B） 41.5％ 45.5％ 47.3％ 49.1％ 
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（対象：国際地域学部-昼間部のみ） 

（測定指標・達成水準）留学・研修等参加者数：360名/年 

 

（指標・水準設定の考え方）「国際地域学研修」の充実・発展、海外拠点の設置、そして、海外でのインターンシップやボランティア機会の 

            増大等により、「Study Abroad」（長期・中期・短期）を実践させる。             

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけて参加率を徐々に上げ、本構想完成年度の 

平成 28年度には 80％を達成する。 

国際地域学部 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） 130人 162人 186人 360人 

対象となる学生数（B） 430人 450人 450人 450人 

達成する割合（A/B） 30.2％ 36.0％ 41.3％ 80.0％ 

（対象：国際地域学部-昼夜合計） 

（測定指標・達成水準）留学・研修等参加者数：365名/年 

 

（指標・水準設定の考え方）「国際地域学研修」の充実・発展、海外拠点の設置、そして、海外でのインターンシップやボランティア機会の 

 増大等により、「Study Abroad」（長期・中期・短期）を実践させる。 

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけて参加率を徐々に上げ、本構想完成年度の 

               平成 28年度には 60％超えを達成する。 

国際地域学部 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） 132人 165人 190人 365人 

対象となる学生数（B） 530人 550人 550人 550人 

達成する割合（A/B） 24.9％ 30.0％ 34.5％ 66.4％ 

（対象：国際地域学部-昼間部のみ） 

（測定指標・達成水準）外国語による専門科目受講者数：160名（延べ 800名）/年 

 

（指標・水準設定の考え方）平成 24年度より新カリキュラムに配置された「英語による専門科目」を卒業時までに 40単位（20科目）修得 

することを目標にしており、年間 10単位（5科目）修得が一つの目安となる。 

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけて受講（修得）率を徐々に上げ、本構想 

完成年度の平成 28年度には 35％超えを達成する。 

。 国際地域学部 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） 100人 120人 140人 160人 

対象となる学生数（B） 430人 450人 450人 450人 

達成する割合（A/B） 23.3％ 26.7％ 31.1％ 35.6％ 

（対象：国際地域学部-昼夜合計） 

（測定指標・達成水準）外国語による専門科目受講者数：180名（延べ 840名）/年 

 

（指標・水準設定の考え方）昼間部は平成 24年度より新カリキュラムに配置された「英語による専門科目」を卒業時までに 40単位（20 

科目）修得することを目標にしており、年間 10単位（5科目）修得が一つの目安となる。又、夜間主コースは 

 学生個人の履修プランに応じ年間 1～4科目程度の修得を見込む。 

 

（達成する学生数設定の考え方）現在の 3～1年次生がそれぞれ卒業する平成 25～27年度にかけて受講（修得）率を徐々に上げ、本構想 

完成年度の平成 28年度には 30％超えを達成する。 

 国際地域学部 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） 105人 130人 155人 180人 

対象となる学生数（B） 530人 550人 550人 550人 

達成する割合（A/B） 19.8％ 23.6％ 28.2％ 32.7％ 
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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】 

 

 本構想では、副専攻 Global Human Resources Development Programの設置が核となっている。このプ

ログラムでは、目標設定シート 1③で示した 4つの育成目標を認定要件として設定する。つまり、4つの

育成目標に対して設定された認定要件（海外留学・研修への参加、国際交流イベントの参加、TOEFLスコ

ア 550点相当、外国語による専門科目の履修数 40単位）を全て満たし、卒業論文を英語で発表した学生

に対して副専攻 GHRDPの修了が認められることとなる。なお、GHRDPの修了者数についても 2018年度卒業

生のうち 50名を目標とする。 

こうした取組の成果を最終的に評価するためには、本学部の卒業生や GHRDPの修了者が、学生時代に修

得した力を発揮して実社会で活躍している状況を把握する必要がある。全学で、本年 8月に卒業生に対し

て以下のようなアンケート調査が行われるが、このようなアンケートを学部卒業生や GHRDP修了者に事業

補助期間の終了翌年度（平成 29年度）から 5年に 1度、15年に渡って実施する。 

 

１ 調査名称：大学の「教育力」に関するアンケート 

２ 調査対象 

 1）対象年度：平成 10年度から平成 21年度卒業生までの 12年間の卒業生 

     ※ 前回調査データおよび 2008ベンチマーク調査データの比較を行う。 

 2）件数 ： 17,949サンプルに依頼（１学部・各卒業年度につき 200人を基本として抽出） 

３ 調査方法・時期 

 1）調査方法：インターネット調査 

 2）調査時期：平成 24年 8月（4週間） 

４ 調査項目 

   通常の設問項目に、本学独自の項目を追加（下図参照） 

 

図. 大学の「教育力」に関するアンケート（卒業生対象） 平成 24年 8月実施予定 

 

 さらに、このような取組のために学部卒業生の同窓会組織以外に GHRDP修了者のネットワークを構築し、

修了者に対するさまざまなフォローアップに用いるとともに、修了生のキャリアパスを在校生に提示する

ことにより、在校生のキャリアパスの形成に貢献することが期待できる。 
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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） 
572人  

（ 561人） 

591人  

（ 587人） 

902人  

（896人） 

1,361人  

（1,253人） 

1,674人  

（1,660人） 

1,990人  

（1,972人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

1人  

（0人） 

1人  

（1人） 

1人  

（1人） 

1人  

（1人） 

2人  

（2人） 

2人  

（2人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

8人  

（5人） 

0人  

（0人） 

5人  

（5人） 

7人  

（7人） 

8人  

（8人） 

10人  

（10人） 

学士課程在籍者 
563人  

（556人） 

590人  

（586人） 

896人  

（890人） 

1,353人  

（1,245人） 

1,664人  

（1,650人） 

1,978人  

（1,960人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 30,043人  29,996人  30,080人  30,257人  30,434人  30,611人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.9％  

（1.9％） 

2.0％  

（ 2.0％） 

3.0％  

（3.0％） 

4.5％  

（4.1％） 

5.5％  

（5.5％） 

6.5％  

（6.4％） 

目標設定の考え方 

全学において、主に2～3年次に10％程度の学生が海外留学を体験することを目的とする。 

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） 
513人  

（ 504人） 

59人  

（ 57人） 

0人  

（  0人） 

572人  

（ 561人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

1人  

（  0人） 

0人  

（  0人） 

0人  

（  0人） 

1人  

（   0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

8人  

（  5人） 

0人  

（  0人） 

0人  

（  0人） 

8人  

（   5人） 

学士課程在籍者 
504人  

（ 499人） 

59人  

（ 57人） 

0人  

（  0人） 

563人  

（ 556人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 30,043人 30,043人  30,043人  30,043人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.7％  

（  1.7％） 

0.2％  

（   0.2％） 

0.0％  

（   0.0％） 

1.9％  

（     1.9％） 
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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） 
595人  

（49人） 

662人  

（97人） 

733人  

（147人） 

804人  

（197人） 

900人  

（272人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

40人  

（0人） 

42人  

（0人） 

43人  

（0人） 

44人  

（0人） 

45人  

（0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

145人  

（0人） 

150人  

（0人） 

160人  

（0人） 

170人  

（0人） 

180人  

（0人）） 

学士課程在籍者 
360人  

（0人） 

370人  

（0人） 

380人  

（0人） 

390人  

（0人） 

400人  

（0人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等） 

50人  

（49人） 

100人  

（97人） 

150人  

（147人） 

200人  

（197人） 

275人  

（272人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

433人  

（34人） 

475人  

（37人） 

495人  

（39人） 

525人  

（41人） 

550人  

（43人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 29,996人  30,080人  30,257人  30,434人  30,611人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
2.0％  

（0.2％） 

2.2％  

（0.3％） 

2.4％  

（0.5％） 

2.6％  

（0.6％） 

2.9％  

（0.9％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
1.4％  

（0.1％） 

1.6％  

（0.1％） 

1.6％  

（0.1％） 

1.7％  

（0.1％） 

1.8％  

（0.1％） 

目標設定の考え方 
協定校の増加、またそれに伴う短期留学プログラム等の実施により、現在の外国人留学生数を、現状の 1.5 倍

に増加させる。 

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 中華人民共和国 364人  304人  

２ 大韓民国 107人  49人  

３ アメリカ合衆国 35人  20人  

４ 台湾 16人  12人  

５ インド 9人  9人  

６ 朝鮮民主主義人民共和国 8人  0人  

７ タイ 8人  7人  

８ フィリピン 5人  0人  

９ マレーシア 5人  4人  

１０ モンゴル 5人  4人  

その他 アイルランド、ブラジル等 33人  24人  

合 計  595人  433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） 

103回  150回  204回  304回  480回  

全授業数（Ｂ） 6,464回  6,500回  6,500回  6,500回  6,500回  

割  合（Ａ／Ｂ） 1.6％  2.3％  3.1％  4.7％  7.4％  

目標設定の考え方 

全学部の学生が、英語による授業を40単位程度履修することができるように、基盤教育で10科目×

4キャンパス＝40科目、専門科目で10科目×44学科＝440科目で、合計480科目を目標に設定

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） 149人  172人  183人  194人  205人  

 うち外国人教員 54人  68人  70人  72人  74人  

総教員数（Ｂ） 659人  702人  707人  720人  720人  

割  合（Ａ／Ｂ） 22.6％  24.5％  25.9％  26.9％  28.5％  

目標設定の考え方 

本構想による教員11名の採用とともに、国際公募の開始、教員採用の基本方針の明確化により、毎年

2名は外国人教員が増加する。また、毎年9名を海外特別研究で1年間海外で研究活動に従事させる。 

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） 

371人  400人  410人  424人  432人  

総教員数（Ｂ） 659人  702人  707人  720人  720人  

割  合（Ａ／Ｂ） 56.3％  57.0％  58.0％  58.9％  60.0％  

目標設定の考え方 

新学部設置及び「学生満足度を高めるための特徴ある教育プログラム」の実施に伴う新規採用や、退職

者の後任採用の際に、博士号の取得者を積極的に採用するとともに、海外・特別研究制度等の諸制度に

より、所属教員の学位号の取得を推進する。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 29,996人  30,080人  30,257人  30,434人  30,611人  

総教員数（Ｂ） 659人  702人  707人  720人  720人  

割  合（Ａ／Ｂ） 45.5人  42.8人  42.8人  42.3人  42.5人  

目標設定の考え方 

新学部設置及び「学生満足度を高めるための特徴ある教育プログラム」の実施等により、専任教員 1

人あたりの学生数の減少を目指す。 
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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 800点 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職

員数（Ａ） 
9人  19人  22人  25人  28人  

事務系職員総数（Ｂ） 427人  427人  427人  427人  427人  

割  合（Ａ／Ｂ） 2.1％  4.4％  5.2％  5.9％  6.6％  

目標設定の考え方 

事務職員の海外研修、ｅラーニングを利用した TOEICテスト等、各種研修の充実と、本構想による8

名の職員の採用により、職員の求められる外国語力スタンダードを満たす事務職員の拡充を目指す。 

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】 

以下にまず大学全体での取組を述べ、その後に国

際地域学部の位置づけを説明する。 

 

＜グローバル化推進の位置づけ＞ 

東洋大学では、平成24年の創立125周年を契機に、

「哲学教育」、「国際化」、「キャリア教育」を三本の

柱と位置付け、その推進に取り組んでいる。 

特に「国際化」については、平成 23年 1月に「国

際・哲学推進本部」を設置し、法人と教学が一体と

なって、国際化推進のための計画を策定し、進展さ

せている。 

平成 24年度教学予算編成方針の中でも、国際化を

重要施策の一つとして位置付け、海外留学・研修等

の機会提供、留学生との交流による学習意欲の向上

等に対して積極的に予算措置をしている。また、平

成 23年度より、第１回学長フォーラムを「東洋大学

の国際化」と題して開催。文部科学省関係者や明治

大学特任教授を招聘し、本学学生の国際感覚、国際

的活躍能力、グローバル社会で生き抜く力を涵養し

ていくことの知識を全学的に共有した。 

 

＜グローバル化推進の体制＞ 

平成 24年 4月に、従来、国際交流プログラムを中

心に活動していた「国際交流センター」を、「国際教

育プログラム」を一層強化するために、「国際センタ

ー」に改組した。 

さらに、同 4月にキャリア教育及び就職支援の推

進と、国際化に対応した社会人基礎力を備えた人材

養成を目的とした「グローバル・キャリア教育セン

ター（GCC）」を設置した。これで教育課程内外での

キャリア教育及び就職支援等をサポートする体制が

整備された。海外ボランティア、インターンシップ

にも取り組み、グローバル人材の育成を行う体制が

整備されている。 

 

＜ＦＤ推進センター＞ 

平成 23年度より、英語教育に関するＦＤ研修の一

環として、国際ビジネスコミュニケーション協会よ

り講師を迎えて TOEIC-Bridge 指導者向けワークシ

ョップを開催した。 

 

 

 

【本構想における展開】 

以下にまず大学全体での取組を述べ、その後に国

際地域学部の位置づけを説明する。 

 

＜グローバル化推進の位置づけ＞ 

 「国際・哲学推進本部」では、複数の海外拠点を

設置するべく、具体的な検討を進めている。平成 24

年 11月に完成する「創立 125周年記念棟」（仮称）

の中に、海外協定校がオフィスを設置できるスペー

スを 6室用意している。 

 

＜グローバル化推進の体制整備＞ 

・「国際センター」の将来構想 

 国際センターでは、現在 49 校ある協定校を 100

校にすることを目標とし、学生の多様なニーズに対

応できるよう体制を整備する。 

 また、平成 24年度より、海外留学促進を図る奨学

金等制度を創設した。これは国際センターや各学部

が実施している海外研修に対して、TOEIC スコアに

応じた奨学金を支給する制度であり、平成 24年度の

奨学金予算総額は約２億円を計上している。これに

より、海外留学を目指す学生の経済的な問題を解決

し、留学しやすい環境を整備するとともに、本学の

積極的なグローバル化の推進を学内外に示すエビデ

ンスともなっている。 

・「GCC」の将来構想 

 グローバル・キャリア教育センター（GCC）の国際

化に係る主な事業としては、「正課内・外における全

学的なキャリア教育の立案・実行に関する事項」や、

「国内・海外インターンシップ等の企画・実行に関

する事項」が挙げられる。 

 また、平成 24年度「学長フォーラム」については、

昨年度同様、テーマを「東洋大学の国際化について」

と題し、外部講師としてグローバル企業で活躍する

人材や、他大学での取組を推進する教員等を招聘し

て、7月 28日に実施する。 

＜ＦＤ推進センター＞ 

平成 24年度についても、国際ビジネスコミュニケ

ーション協会より講師を迎えて、今年は TOEIC指導

者向けワークショップを 9月 19日に開催する。平成

24年度より、全学的に TOEIC受験を導入し、学生の

スコアデータも経年把握できるようになったことか

ら、多数の教員の参加者を見込んで周知を実施して

いく。 
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≪国際地域学部≫ 

 

＜グローバル化推進の位置づけ＞ 

本学部は、「現場主義」の基本理念のもとに、テー

マ型・課題解決型の学部として、国の内外の「地域

づくり」「観光振興」に貢献する国際的視野（Think 

Globally, Act Locally）を持ち、多様で優れた職業人、

すなわちグローバル人材を養成することをそもそも

の目的としている。 

 その目的のために、平成 12 年から専門性を重視

した海外研修を実施、後に語学に特化した海外語学

研修も学部独自にはじめた。これらの研修実施が契

機となって、グローバル人材養成のための施策を講

じてきた。上記研修を多様化させた海外留学の独自

研修プログラム（海外国際地域学研修）、英語による

専門科目講義の開講、海外留学を射程に入れた英語

特別プログラムESP（English Special Program）、

英語力、コミュニケーション能力向上をねらった

ECZ(English Community Zone)の設置など、国際

地域学部は本学の国際化においても先導的な役割を

果たしてきた。 

 

＜グローバル化推進の体制＞ 

グローバル化推進の体制として、国際交流委員会、

外国語教育委員会が中心となり、教務委員会と連携

して推進してきたが、平成 21年にイマ―ジョン教育

委員会を新たに設置して ESPおよび ECZの運営を強

化する体制を整備した。現在は、4 つの委員会が連

携してグローバル化推進事業を積極的に進めてい

る。 

また学部全体のＦＤはＦＤ委員会が行っている

が、グローバル化推進に関してはイマ―ジョン教育

委員会がその役割を担っている。一例として、英語

による専門科目講義の開講にあたり、ネイティブ教

員が講師となって、担当教員のための勉強会を開催

し、講義の進め方とその工夫、教材の開発、評価方

法等について相互の意見交換を通して、教育効果の

向上と講義の質を担保している。同委員会の会議は

英語で実施している。 

さらには、本学部の業務を支える事務組織である

国際地域オフィスにはバイリンガル職員が配置され

ている。ネイティブ教員のサポートを受け、学部の

各種業務を英語環境のもとで推進している。 

≪国際地域学部≫ 

 

＜グローバル化推進の位置づけ＞ 

本学部は、東洋大学の国際化、グローバル化を先

導する学部としての貢献が期待されていると強く認

識している。 

本学部は、本学メインキャンパスである白山キャ

ンパスに平成 24 年度中に移転することが決定して

おり、本学国際センターと連携して、大学のグロー

バル化の推進および、キャンパスの国際化に向けた

取組を強化することが期待されている。 

 学部の具体策の基幹として、グローバル化推進の

施策は、画一的ではなく柔軟なものにするため、学

生の個性を尊重するという観点から学年別の推進計

画より、導入期、発展期、展開期とに分けて考えて

いる。それぞれのステージで、TOEFL 特別講座、海

外国際地域学研修、自校教育、交換留学、留学ゼミ

等を配置して、本学部の教育理念に基づいたグロー

バル人材の養成に取り組む。 

 

 

 

＜グローバル化推進の体制整備＞ 

イマ―ジョン教育委員会を発展的に改組し、グロ

ーバル人材育成プログラム（Global Human Resource 

Development Program, GHRDP）委員会として推進役

を中心的に担う。また、GHRDP の推進には事務部と

の強力な連携が不可欠である。そこで、事務部内に

GHRDP オフィスを新たに設置し、特任教員（国際交

流教育、留学生教育、比較教育の専門家）、研修コー

ディネーター（若手研究者）、事務スタッフを配置し

てプログラムの効果的運用にあたる。 

 また、Language Center を設置して契約制英語講

師を配置して、語学力、コミュニケーション力の強

化を支援する機能を高めるともに、海外拠点（タイ、

バンコク）を設置し、学生、教職員の研修と、イン

ターンシップの実施に活用する。 

さらには、ポートフォリオの導入、GPA 制度やナ

ンバリング制の導入、留学の意味を考えさせ、かつ

アカデミック・プレッシャーを与え留学の効果を高

めるための留学ゼミの設置、国際交流ポイント制度

の創設、などを GHRDPオフィスが中心となって実施

する体制を構築し、学生の海外留学・研修や国際交

流活動への参加を積極的に支援する。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳

格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の

実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

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

【これまでの取組】 

 

＜学士課程教育の質的向上＞ 

学士課程教育の質的向上にむけた取り組みとして

主たるものを以下に挙げる。 

シラバス 全学部の教員に対して、全授業の到達目

標、成績評価基準、15 回の授業内容及び授業の予

習・復習内容の明示をすることが求められており、

本学部でも教務委員会および教務担当職員によるチ

ェック体制を敷くことで充実に努め、Ｗｅｂによる

公開も行っている。 

FD 全学では、ＦＤ推進センターにおいて「ＦＤハ

ンドブック」を発行し、授業方法上の工夫・注意点

やＩＴ機器等の利用方法、授業評価の活用方法、他

の教員の授業実践例などを記載して、専任・非常勤

講師に配布している。本学部でも独自の FD委員会を

設置し、授業評価アンケートの実施とそのフィード

バックを行うとともに、英語による専門科目の授業

を実施している教員間での教授法などの意見交換会

を行っている。 

上限単位 本学部学生が履修可能な上限単位の設定

については 1学期（セメスタ）で 1・2年次 22単位、

3・4年次 24単位に設定している。 

学修時間の確保 全学的に平成 22 年度より朝日ネ

ット社の「manaba-course」を導入しており、授業

に関連する資料の事前配布や課題のオンライン提出

などにより、授業の効率化とともに、予習・復習の

推進など学修時間の増加に取り組んでいる。さらに

本学部では、TOEIC 講座などの課外講座を実施し、

正課外での学習支援に取り組んでいる。 

 

 

＜能動的学修の推進＞ 

本学部においては、1年～4年にかけて必修のゼミ

科目を配置し、4 年次には卒業論文を必修としてお

り、課題解決型の能動的な学修を推進している。 

国際地域学科では平成 21 年度より英語特別プロ

グラム（ESP）を導入し、能動的な外国語学習を奨励

している。また、平成 24年度から「国際特別演習」

「環境特別演習」「地域特別演習」の専門性の高い課

題解決型授業を新たに導入している。 

国際観光学科でも「ツーリズム演習」「ホスピタリ

ティ実務」「観光計画特別演習」などさまざまな演

習・実務科目を配置し能動的学修を推進している。 

 

【本構想における取組】 

 

＜学士課程教育の質的向上＞ 

 通常 4年を 1サイクルとしてカリキュラムを改訂

することとしており、本学部では平成 26年度に国際

地域学科地域総合専攻（イブニングコース）、平成

28年度に国際地域学科国際地域専攻、国際観光学科

のカリキュラム改訂が行われる。カリキュラム改訂

のタイミングにむけて、以下の項目について、教務

委員会を中心となって推進する。 

科目記号（ナンバリング）制の導入 全学で平成 25

年度以降にナンバリング制が導入される予定であ

る。本学部でも、シラバスや講義内容の確認等を行

いながらナンバリング制を外国語で実施している科

目にも導入し、留学予定者が履修計画の策定など事

前準備をしやすい環境を構築する。さらに、受入留

学生がこれらの科目を受講しやすくなり、受入留学

生との授業内での交流を増やす効果も見込まれる。 

ＧＰＡ制の導入 全学で導入することが決定された

ところであるが、留学予定者の事前準備や受入留学

生の本学部の専門科目の受講を容易にすることが期

待される。また、本学部ではＧＰＡを卒業要件や進

級要件等に含める。 

課外講座等の正課外教育プログラムの充実・拡張 

TOEFL や TOEIC など主として語学に関する課外講座

を拡大するとともに、留学・海外研修参加予定者を

対象とした留学ゼミ（集中ゼミナール）の開講、3，

4 年生の英語上級者向けの短期集中のフォローアッ

プ講座の開講、授業時間外に利用可能な Language 

Centerの設置、など学生の学修機会の増加に取り組

む。 

 

＜能動的学修の推進＞ 

 平成 24年度より英語特別プログラム（ESP）を副

専攻化したが、これをグローバル人材育成プログラ

ム（GHRDP）として発展させ、外国語学習のみなら

ず、異文化理解やコミュニケーション能力の向上、

実践的能力の向上などを奨励する。 

 また、国際観光学科では平成 25年度より「募集型

企画旅行演習」を新たに導入し、学生が海外に赴い

て主体的に海外パッケージ旅行の造成プロセスを習

得する授業を展開する。 
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に

関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい

て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

【これまでの取組】 

 全学レベルでは、「国際的な大学評価活動の展開状

況や我が国の大学に関する情報の海外発信の観点か

ら公表が望まれる項目の例」のうち、「教員当たり学

生数」「学位授与数」「修得すべき知識・能力」「「教

育課程」「授業科目名」「シラバス」「論文数」につい

ては、大学ホームページにおいて公表されているが、

他の項目については、学校教育法施行規則に定めら

れた項目のみを日本語で公表している。 

 本学部では、これに加えて、海外国際地域学研修

や専門ゼミ研修（FS）、大使リレー講義などの取組の

一部について英語で報告書を作成し、公表している。 

【本構想における取組】 

 全学レベルでは、平成 24年の 10月を目途に項目

例に示されているすべての項目を大学ホームページ

で公表するとともに、それを契機として、すべての

情報公開を、日本語と英語の両方で公表する。 

 本学部では、これに加えて、学部主催の海外研修

や大使リレー講義などの国際交流に関わる取組全て

について英語で報告書を作成し、公開する。 

 

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】 

 ＜専門の職員の配置＞ 

 全学レベルでこれまでに招聘した外国人教員は、

海外連携校６校より、10名であり、これらは、国際

部を窓口として対応を行っている。国際部は、部長

を含め 12名の職員によって構成されており、現在、

業務上の十分な対応ができている。 

＜事務職員のグローバル化について＞ 

 既存の職員の能力向上の推進としては、平成 24

年度より、職員を対象とした海外研修を実施してい

る。フィリピンのセブ島にて、語学研修、英会話レ

ッスン、大学間交流プログラム、ボランティア活動

等を行うプログラムであり、平成 24年度は 2週間の

プログラムに 10名、4週間のプログラムに 2名の参

加が決定している。また、平成 24年度より、語学研

修として、全職員にｅラーニングを利用した TOEIC

テスト演習の受講を課すとともに、スカイプを利用

してのオンライン・マンツーマン英会話研修を開始

した。この様なバイリンガル職員は、国際地域学部

イマージョン教育委員会にみられるネイティブ教員

との英語による討議に必要な能力となっている。 

 グローバルキャリア教育センターでは平成 24 年

度より、外資系企業での管理職経験もある人材を中

途採用し、新規施策の責任者を務めている。 

＜各種学内文書の他言語化＞ 

 各種学内文書の多言語化について、特に取組を行

っていない。ただし、学生の成績証明書について、

これまで英文の証明書は窓口による申請が必要で、

かつ 1週間の期間を要していたが、平成 24年 10月

より、教務システムと連動し、学生が自動証明書発

行機にて即日発行できるようになる。 

【本構想における取組】 

 ＜専門の職員の配置＞ 

 本取組を支援する全学レベルの事務組織は、国

際・哲学推進本部、国際センター、グローバルキャ

リア教育センター、FD推進センターである。 

 国際センターには、12名の職員が在籍するが、本

取組終了時の平成 28年度までには全員が JAOS認定

「留学カウンセラー」を取得するための教育研修を

実施する。また、平成 24年度に白山キャンパスに移

転される ECZに１名の職員（留学カウンセラー）を

配置する他、GHRDP オフィス（2 名）、Language 

Center(1名)にも配置する。 

＜事務職員のグローバル化について＞ 

 海外研修、語学研修を継続・拡大していくほか、

現在、海外協定校に職員を派遣し、ジョブシャドウ

トレーニングを実施する計画を立案している。 

 また、平成 25年 1月より、国連への職員の派遣を

予定しており、1年に 1名ずつ、5カ年計画でジュネ

ーブに職員を派遣する計画が進行している。 

 国際地域学部では、イマ―ジョン教育委員会を発

展的に改組し誕生する GHRDP委員会において、その

プログラム推進にバイリンガル職員の参画を必須と

する。 

＜各種学内文書の他言語化＞ 

 学生が自分の大学・学部・学科の特徴や目的、教

育課程や履修の仕組み等を英語で理解し、英語で説

明できるようになるために、平成 25年度より、学生

配布用の「履修要覧」を英語化し、大学ホームペー

ジで公表する。 
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様式２ 

様式2全体で４ページ以内 

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

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

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

【これまでの取組】 

 国際地域学科では、平成 21 年度より英語特別プ

ログラム（ESP）を開始した。このプログラムは、

英語能力基準、外国語で実施されている専門科目の

履修、海外研修等への参加、卒業論文の英語による

発表の 4種類の基準を満たした学生に ESPの認定書

を送る制度であり、平成 24 年度から副専攻として

実施している。ESP登録学生（毎年 20～30名（実績

値））に対して専任教員をアドバイザーとして、英

語学習、外国語による専門科目などの履修、留学や

海外研修などの相談を行っており、本学部がミッシ

ョンとする地域づくりの分野におけるグローバル

人材の育成に向けて一定の役割を果たしてきた。 

 英語特別プログラム（ESP）等により、これまで

行われてきたさまざまな取組を下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副専攻「ESP（英語特別プログラム）」等によるこれまでの取組

学部内委員会（イマージョン教育委員会・外国語教育委員会・国
際交流委員会）のサポート

支援体制

④専門知識の
英語による修得

①語学力・コミュ
ニケーション能
力の向上

②異文化理解・
日本人としての
アイデンティティ

の醸成

③実践的能力
の育成

導入期 発展期 展開期

学部語学研修

全学語学セミナー

SCAT

長期交換留学

学部長期留学

学部専門基礎研修 ゼミ専門研修

卒業
論文

ECZ LEP

外国語で学ぶ
専門基礎科目

大使リレー講義

学生シンポジウム

プレイスメントテスト・能力別クラス編成

自校教育

一般教養科目

専門科目

課外講座

外国語で学ぶ
専門科目

入学前
英語試験

 
 

【本構想における取組】 

 これまで副専攻として実施している ESPをグロー

バル人材育成プログラム（GHRDP）として展開する。

具体的には、ESP で狙いとしていた外国語学習や異

文化コミュニケーション能力の向上に加え、異文化

理解、実践的能力の向上も強調したプログラムとす

る。認定基準としては、外国語力、外国語による授

業科目の履修、海外研修・留学等による現場体験、

オンキャンパス・オフキャンパスにおける国際交流

体験、卒業論文の英語化、などを認定基準として設

定することにより、現場主義に根ざした地域づく

り・観光振興におけるグローバル人材として求めら

れる能力の向上を奨励する。 

さらに、この構想を支える組織として、GHRDP オ

フィス、Language Center、海外拠点（タイを予定）

を設置し、短期・長期における海外留学や学内留学

（SAIHAT, Study Abroad In HAkusan, Toyo）への

学生の参加を促進する。また、国際交流ポイント制

度、GPA やナンバリング制の導入、留学データベー

スやポートフォリオの導入などの支援体制を構築

する。 

 本構想のもとに学生の履修段階に応じて行われ

るさまざまな取組を下図に示す。 

 

副専攻「GHRDP（グローバル人材育成プログラム）」における取組

GHRDPオフィスの設置 Language Centerの設置
・海外留学・研修 海外拠点の設置
・国内留学(SAIHAT) GPA・ナンバリング制
・国際交流ポイント制度 留学DB・ポートフォリオ

支援体制
の構築

④専門知識の
英語による修得

①語学力・コミュ
ニケーション能
力の向上

②異文化理解・
日本人としての
アイデンティティ

の醸成

③実践的能力
の育成

導入期 発展期 展開期

学部語学研修

全学語学セミナー

SCATTOEFL特別講座

長期交換留学

学部長期留学

学部専門基礎研修 ゼミ専門研修

卒業
論文

ECZ LEP

海外インターンシップ・拠点研修

外国語で学ぶ
専門基礎科目

入学前Ｅ－
ラーニング

大使リレー講義

学生シンポジウム・国内研修 日本研究

プレイスメントテスト・能力別クラス編成

アカデミックライティング相談窓口

自校教育

一般教養科目

専門科目

フォローアップ講座

SAIHAT

課外講座

外国語で学ぶ
専門科目
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【これまでの取組】つづき 

 

 学生の履修段階に応じて、入学前～1年次を【導

入期】、2～3年前期を【発展期】、3年後期以降を【展

開期】として具体的な取組内容を述べる。 

 

【導入期】 

 

＜専門知識の英語による修得＞ 

 国際地域学科では、1 年次に「Basic Academic 

Reading」「Basic Academic Writing」「Qualitative 

Research Methodology」など地域づくりの基礎的な

内容を英語で理解する講義を設置し、1年生に受講

を奨励している。 

国際観光学科では 1年次から観光に特化した「観

光英語」の講義を展開し、発展科目を上級学生にも

提供している。 

 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞ 

 入学時に TOEIC によるプレースメントテストを

実施し、英語の能力別クラス編成を行っている。ま

た推薦入学の学生への入学前教育として英語試験

を実施するなど、入学前の英語学習の実施を奨励し

ている。 

 また、全学国際センターの語学研修プログラムへ

の参加を推奨するとともに、本学部独自の語学研修

プログラムをフィリピンのサウスウエスタン大学

で実施し、毎年 30 名強の学生が参加している。な

お、これらのプログラムは単位認定を伴ったプログ

ラムとなっている。 

 さらに、TOEICの課外講座を実施するとともに、

英語以外の言語によるコミュニケーションを禁止

とした English Community Zone(ECZ)を設置し、正

課外でも学生が主体的に英語力やコミュニケーシ

ョン能力を高める機会を設けている。 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

 学部共通教養科目あるいは専門基礎科目として、

「日本の地誌と文化」「国際協力と日本語教育」「日

本の文化と社会」「日本美術史」といった日本人の

アイデンティティに関わる科目や「宗教と社会」「ア

ジアの地誌と文化」「ヨーロッパの地誌と文化」「ア

フリカの文化と社会」「中東の文化と社会」「中南米

の経済と社会」「西洋美術史」「欧州ツーリズム論」

「環日本海観光文化論」など異文化理解に関わる科

目を設置している。 

 さらに、自校教育として、学祖井上円了博士の哲

学思想や教育理念を学ぶ科目を全学的に設置して

おり、アイデンティティの醸成を支援している。 

 

【本構想における取組】つづき 

 

 学生の履修段階に応じて、入学前～1 年次を【導

入期】、2～3年前期を【発展期】、3年後期以降を【展

開期】として具体的な取組内容を述べる。 

 

【導入期】 

 

＜専門知識の英語による修得＞ 

 地域づくりや観光振興に関して現在日本語で実

施している基礎的な授業について、英語で実施する

コースを日本語で実施するコースとは別に設ける

（5科目程度）。なお、カリキュラム改訂が行われる

平成 28 年度以降は、これらの授業科目を正式に英

語の科目として設置する。 

 

 

 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞  

 現在の取り組みに加え、TOEIC 試験に向けた入学

前 Eラーニングプログラムを実施する。入学後は、

アカデミックライティング相談窓口において英文

の授業レポートの作成支援、英語学習支援などの機

能を提供する。 

 また、本学部の語学研修プログラムは、語学学修

のみでなく、現地の文化や社会的課題を学ぶ機会も

併せて設けているため、例年多くの参加希望者を集

めておりその増強が求められている。ここでは、従

来の語学研修を主体としつつ、研修先の文化や社会

的課題の理解、現地学生への日本紹介プログラムを

含めた新たな語学研修プログラムを開発する。 

 さらに、1年春学期を対象とした TOEFL対策の特

別講座を設置し、2 年次からの長期留学希望者に対

して英語能力の早期向上を図る。 

 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

 左記の「日本の地誌と文化」「国際協力と日本語

教育」などにおいて、受入留学生等の参加する機会

を増やし、より実践的に異文化理解やアイデンティ

ティの確認を行える機会を設ける。 

 また、SAIHAT（大学キャンパス内での国内留学）

の一環として ECZにおいて、受入留学生による異文

化紹介プログラムを実施し、さまざまな文化に触れ

る機会を設ける。さらには、このような国際交流プ

ログラムへの参加に対してポイントを付与する制

度を構築する（国際交流ポイント制度）。 
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【これまでの取組】つづき 

 

【発展期】 

 

＜専門知識の英語による修得＞ 

 外国語による専門科目として「Urban habitation」

「 Gender and Society 」「 Globalization and 

Culture」「 Urban and Regional Environmental 

management」「Energy and Resource Management」

「Asian Economies」など 24科目を設置し、学生の

聴講を促している。 

 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞ 

全学国際センターで SCAT（Special Course in 

Advanced TOEFL）プログラムを 1年秋～4年春学期

の学生を対象に実施している。これは本学協定校の

モンタナ大学との共同プログラムであり、SCAT を

履修する学生には、TOEFL iBTの得点を上げるのに

必要な能力を身に付けると同時に英語圏の雰囲気

で実用英語を使いこなす機会を提供しており、本学

部の学生が多く受講している。 

長期留学プログラムとして、全学で実施している

交換留学プログラムの他に、学部としての長期留学

（6ヶ月間）プログラムをフィリピンのサウスウエ

スタン大学で実施し、英語学習とともにフィリピン

の地域問題等を学んでいる。 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

 カーティン工科大学（豪）から来日した学生グル

ープとの国際学生シンポジウムを、文化資源とまち

づくり、震災復興、などのテーマで実施している。

また、各国の大使を招聘して各国の文化等を学ぶ大

使リレー講義を定期的に実施している。 

 さらに、全学国際センターが協定校からの受入留

学生と相互に母国語を教え合う LEP（Language 

Exchange Partner）制度を実施しており、異国の文

化・生活習慣の理解の促進に加えて、外国語を学び

つつ、異文化コミュニケーションの醸成ができる場

として本学部の学生にも活用されている。 

 

＜実践的能力の育成＞ 

 学部の専門基礎研修として、チュラロンコン大学

（タイ）、フィリピン大学セブ校（フィリピン）、ボ

ーンマス大学（イギリス）、サスカチュワン大学（カ

ナダ）、建国大学（韓国）での 2～3週間の研修を実

施し、それぞれの地域の貧困問題、まちづくり、観

光振興などの課題をフィールド調査などを通して

実践的に学んでいる。 

 

 

【本構想における取組】つづき 

 

【発展期】 

 

＜専門知識の英語による修得＞ 

 地域づくりや観光振興に関して現在日本語で実

施している専門的な授業について、英語で実施する

コースを日本語で実施するコースとは別に設ける

（5科目程度）。なお、カリキュラム改訂が行われる

平成 28 年度以降は、これらの授業科目を正式に英

語の科目として設置する。 

 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞  

 SCATについては、現在ネイティブの専任教員６名

が運営にあたっているが、少人数教育を実践できる

学生数が限られているため、希望者に対して受講者

数が絞られてしまっているのが現状である。本構想

では、全学国際センターと共同して SCAT を運営す

るネイティブ教員を大幅に増やし、授業コマ数を増

やすほか、学生の能力レベルに応じた英語教育を実

践する。 

 また、アカデミックライティング相談窓口におけ

る英語の論文作成等のサポートを行う。 

 さらに、交換留学プログラムへの参加を推奨する

とともに、学部の長期留学プログラムの留学先を増

設し、研修参加者の増強に努める。 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

 研修目的で来日する海外の学生グループとの国

際学生シンポジウムを増やし、キャンパス内でさま

ざまな文化や考え方に触れる機会を増やす。 

 また、留学生と日本人学生による国内研修プログ

ラム（例えば、震災復興をテーマとした）を開発し、

留学生との交流の機会を増やす。 

さらに、国際センターと共同して LEP制度を組織

的な教育プログラムとして再構築する。具体的に

は、LEP となる学生に対しての事前教育、事後教育

を行い、日本人としてのアイデンティティの醸成に

役立てることを目的とする。 

 

＜実践的能力の育成＞ 

 海外のさまざまな地域における諸問題を実践的

に学ぶ専門基礎研修について、研修コーディネータ

ーの協力を得ながら、新規研修先を開拓する。 
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【これまでの取組】つづき 

【展開期】 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞ 

 現在のカリキュラムでは3年時以降は必修の英語

授業はないが、選択科目として「ビジネス英語」な

どを設置し、英語授業受講の機会を設けている。 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

 3,4年生を対象としたゼミにおける調査研究活動

の一環として、ゼミの専門研修を年間 10 件程度実

施している。例えば、これらの研修の際に、研修先

の大学生等との交流などを積極的に実施し、異文化

理解や日本人としてのアイデンティティを醸成す

る機会としている。 

 

 

＜実践的能力の育成＞ 

上述したようにゼミの専門研修を年間 10 件程度

実施している。研修先は、台湾、ベトナム、タイ、

カンボジアなどの東南アジアやインド、アフリカ、

ヨーロッパ、太平洋諸国など多岐にわたり、テーマ

も貧困コミュニティーの調査や環境問題、地域文化

や観光振興に関する調査など多岐にわたっている。 

 さらに、本学部では卒業論文の執筆を必修として

おり、ESP登録学生を中心に、英語での執筆・成果

発表を推奨している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】つづき 

【展開期】 

＜語学・コミュニケーション能力の向上＞ 

 4 年間を通した英語能力の支援のため、上級生向

けの短期集中型のフォローアップ語学講座を開設

する。 

 

＜異文化理解・アイデンティティの醸成＞ 

現在の専門基礎科目である「日本の地誌と文化」

等の別コースとして、受入留学生（交換留学生）を

対象としたプロジェクト研究科目（日本研究プログ

ラム）を設置し、受入留学生が Cool ジャパンなど

日本文化等の研究を行う過程で本学学生がチュー

ターとして研究を支援する。その過程において、日

本人のアイデンティティを深く考察することが期

待される。 

＜実践的能力の育成＞ 

 研修コーディネーターの支援を得ながら、ゼミ研

修の効率的な支援を行うとともに、ゼミ研修の研修

先を増強する。 

 また、英語での卒業論文の作成にあたってのアカ

デミックライティングの個別指導体制を構築する。 

さらに、タイ国バンコク都（予定）に拠点を設置

し、現地に進出している日系企業や NGO、国際機関

や現地行政機関における海外インターンシップを

実施する。 

 

なお、ここであげた取組を学生の視点から下図に

整理している。 

 

1年生

2年生

3年生

4年生

学内留学SAIHAT

TOEFL特別講座
SCAT

外国語で学ぶ
専門科目

フォローアップ講座

ECZ
LEP

大使リレー講義

国際学生ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
国内研修

日本研究

語学中心の
研修

専門性重視の
研修

専門的研究
（ゼミ海外研修、
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

卒業論文
（海外研究、
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

長

期

留

学

動機を持つ

課題を持つ

調査する

分析・考察する

学ぶ

参加する
触れる

交流する

自分を試す 自分を晒す

教える

引っ張る 組織する

卒業時 ①語学力・コミュニケーション力
②異文化理解・日本人としてのアイデンティティ
③実践的能力
④専門知識の英語による修得

学生から見た学部4年間でのグルーバル人材へのプロセス
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

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

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

 教育体制においては、全学での取組に続き、本学

部での独自の取組を記述する。 

【全学】 

＜現状＞ 

平成 24年４月現在の専任教員数は、10学部合計で

659名である。そのうち、外国人の数は 54名である

（8.2%）。また、659 名のうち博士学位（Ph.D を含

む）取得者は、371 名おり、そのうち、外国の大学

院を修了した教員は、33名である。 

 

＜教員採用のグローバル化と国際公募＞ 

 平成 24年 4月には、新任の専任教員に対して「英

語での授業実施」または「英語での学生指導」の可

否についてのアンケートを実施し、教員組織のグロ

ーバル化の一部を測定した。結果は、英語教育を専

門とする教員を除くと、「英語での授業実施が可能

な教員」は 35.1％、「英語での学生指導が可能な教

員」は 45.9％であった。 

 これを踏まえ、平成 24 年 5 月より、理事長及び

学長が定める「教員採用の基本方針」において、「外

国語による授業の実施や、留学生の学習指導、海外

への引率指導ができるなど、本学の国際化の推進に

資する者を採用するよう努力すること」を明記し、

各学部の教員採用の際には、教員体制のグローバル

化を図っている。 

 なお、本学では教員採用を同文書にて「公募等に

より、適任者を広く求める」ことを原則としており、

本学ホームページ及び研究者人材データベース

（JREC-IN）にて教員の募集を行っている。 

 

【国際地域学部独自の取組】 

 教育体制のグローバル化において重要なのは①

外国人や海外経験のある教員体制、②今後の教員採

用のグローバル化と国際公募、③職員のグローバル

化、④教職員の連携により支えられた海外リスク管

理体制の構築である。以下、詳述する。 

 

＜外国人や海外経験のある教員体制＞ 

外国人の数は９名であり、海外で学位を取得した

人数の割合は３０％である。また、海外で 1年以上

実務・教務・研究に従事した経験をもつ教員も多い。 

 

【本構想における取組】 

 教育体制においては、全学での取組に続き、本学

部での独自の取組を記述する。 

 

【全学】 

＜教員採用のグローバル化と国際公募＞ 

 平成 24年度中に、全専任教員に対して「英語での

授業」または「留学生の指導」の可否についてのア

ンケートを実施し、全学で教員のグローバル化の状

況を把握することとする。 

 平成 25年度の教員公募より、本学ホームページと

研究者人材データベース（JREC-IN）のいずれも、英

語版への記載を行うこととし、「教員採用の基本方

針」に則って今後の教員採用を行っていくことで、

平成 29年度には、全教員のうち、「英語での授業実

施が可能な教員」が 50％、「英語での学修指導が可

能な教員」が 60％となることを目標に定める。 

 今後は、職員も、海外協定校で実務を見ることで

グローバル化に対応できるよう前向きに検討する。 

 

【国際地域学部】 

 これまでの取組と対応して、今後の目標を記述す

る。 

 

＜外国人や海外経験のある教員体制＞ 

 今後の教員人事については、科目に関わらず海外

で 1年以上、実務・教務・研究に従事した経験を持

つ候補者を優先する。そのうえで、外国人および海

外で学位を主とした教員の数を増やしていくことを

目標とする。 

 

＜教員採用のグローバル化と国際公募＞ 

 引き続き、専任教員の公募については原則として

英語版での記載も行っていく。また、特に国際地域

学科における採用面接においては志望者による英語

での模擬講義を行って、教員の英語による専門講義

の能力を評価していく。 

以上の取組により、平成 25年度には現教員の 50％

以上が隔年もしくは毎年に英語での専門講義を行う

こととする。平成 27 年度には現教員の 55％以上が

隔年もしくは毎年に英語での専門講義を行うことと

する。 
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【これまでの取組】つづき 

＜教員採用のグローバル化と国際公募＞ 

 現状、専任教員の中で多国籍化が進んでいる。 

中国 2名、カナダ 2名、米国 2名、英国 1名、韓国

1名、フィリピン 1名である。 

 平成 19 年より、専任教員の公募については原則

として英語版での記載も行っている。また、特に国

際地域学科における採用面接においては志望者に

よる英語での模擬講義を行って、教員の英語による

専門講義の能力を評価している。この過程を経て、

本学部の教員となったものは現状 5名いる。 

 

 以上の取組の結果もあり、現教員のうち 45％の

21 名の教員が隔年もしくは毎年に英語での専門講

義の授業を行っている。そして「様式２」で詳述さ

れているように、多文化・他文化を学ぶことによっ

て学生のアイデンティティ醸成に大きく資する『宗

教と社会』などの多くの異文化コミュニケーション

科目を備えたカリキュラムが運営されている。 

 

 学部内のグローバル教育の支援体制としては、国

際交流委員会に加えてイマージョン教育委員会が

組織されており、情報共有や各種の意思決定が行わ

れている。 

 

＜職員のグローバル力の現状＞ 

 多国籍化の進む本学部を支えるために事務部で

ある国際地域オフィスには TOEIC945 点を取得した

者および米国への 1年留学経験のある者を含めて英

語力が高い職員が重点的に配置されている。この結

果、学生の英語による修学上の質問・相談に応えら

れる体制になっている。 

更に、平成 24 年 3 月には職員が、学生の海外研

修に教員と共に同行し、教職員合同でグローバル化

をバックアップする体制を作り上げている。この体

制は、グローバル化に伴うリスク管理において不可

欠である。 

 

＜教職員による海外リスク管理体制の構築＞ 

 様式４取組内容②で詳述するように、平成 19 年

度より特定非営利活動法人「海外留学生安全対策協

議会」（ＪＣＳＯＳ）に会員として参加し、情報の

収集、研修セミナーへの教職員による参加、リスク

管理シミュレーションの実施などを行っている。 

 以上をふまえて、カリキュラムの中でも国際地域

学科 1年次必修の『国際地域学基礎』など、講義の

中で海外安全事前研修について講義を行い、入学当

初から意識醸成を図っている。 

 

 

【本構想における取組】つづき 

＜教育力の向上のための研修体制＞ 

 継続して学生に対する授業評価アンケートを実施

するほか、教員間での教育技術等に関する学習会の

実施、他学部への授業の公開などを行い、特に英語

で授業を行う教員への資質向上を目指す。また、海

外協定校の教員と情報共有し、状況に応じて本学内

での講演会を開催して、グローバル教育に望ましい

カリキュラム等を構築していく。あわせてその成果

を学外へ公表する。 

 

＜職員のグローバル力の向上＞ 

 国際地域学部の白山第２キャンパスから白山キャ

ンパスへの移転に伴い、より人的資源の大きい白山

キャンパス事務部の利用が可能になる。 

白山キャンパスに位置する東洋大学国際センター

を含めて、より多くの英語力の高い職員との協働体

制を構築していく。この結果、学生の英語による修

学上の質問・相談に応えられる体制を完備していく。 

更に、職員が、学生の海外研修に教員と共に同行

し、教職員合同でグローバル化をバックアップする

体制をさらに強化していく。この体制によって、グ

ローバル化に伴うリスク管理をより高いものにして

いく。 

 

＜教職員による海外リスク管理体制の完成＞ 

 今後、協定校を更に増やしていく過程において、

海外リスク（安全面、身体面、精神面、法的面）管

理体制も更に整備していく必要がある。最新の情報

の収集、学外での研修セミナーへ教職員が積極的に

参加することよる新しい知識の体得、リスク管理シ

ミュレーションの実施などを通じた徹底的なリスク

意識の醸成を目標とする。また、留学時のメンタル

ケア対策として学生相談室の専門医との協力体制を

充実させていく。 

 

 

 

 

グローバル人材たる 

教員陣 

グローバル化に 

対応する職員陣 

海外リスク 

管理体制 

学生 
国内 海外 

教育体制のグローバル化 
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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】 

 全学での取組に続き、本学部での独自の取組を記

述する。 

【全学】 

＜ＦＤの取り組み＞ 

 平成 24 年 5 月にニュージャージ州立モントクレ

ア大学の教員を招聘して、ＦＤ講演会を実施した。

また、平成 23 年度より、英語教育に関するＦＤ研

修の一環として、国際ビジネスコミュニケーション

協会より講師を迎え、TOEIC 指導者向けワークショ

ップを開催し、平成 23年度は 27名が参加し、平成

24年度についても、9月 19日に開催予定である。 

 また、学長主催で、平成 23年度より、「英語教員

懇談会」を各学部の英語教員を集めて開催してお

り、英語教育に関する諸問題、今後の改善案につい

て検討を行っている。さらに FD活動の一環として、

海外研究者を招き、GPA の講演会、フランス事情の

講演会を実施している。 

【国際地域学部】 

＜英語による専門授業の能力強化＞ 

 国際地域学部では平成 17 年から英語ネイティブ

教員を軸として、教員による自主的な「英語による

専門授業の能力強化」にファカルティ・ディベロッ

プメントの一環として取り組んでいる。各教員が英

語による模擬授業を行い、相互評価を行う実践編を

行ってきた。結果、現教員のうち 45％の 21名の教

員が隔年もしくは毎年に英語での専門講義の授業

を行っている。 

＜ＦＤと人事＞ 

 ファカルティ・ディベロップメントにおいては、

全教員に対する学生による匿名授業評価を毎学期

に実施しており、その結果は各教員の授業改善に役

立っている。その結果、全学での新人教員研修に模

擬講義講師として招かれる教員もいる。 

 昇格人事においては、教育力が研究実績や社会貢

献と共に評価されており、これが教員のインセンテ

ィブになっている。 

＜海外研修実施校とサバティカルの活用＞ 

 国際地域学部では、5カ国 6大学と共同で学部独

自の海外研修プログラムを実施している。海外研修

には教員が同行し、研修校で授業を実施することが

多い。また、研修校の授業にも参加し、その結果、

教育力が向上している。毎年 1名の海外サバティカ

ル参加者は、訪問校において授業を実施し、研修校

の授業にも参加し、教育力が向上している。 

【本構想における取組】 

 全学での取組に続き、本学部での独自の取組を記

述する。 

【全学】 

＜ＧＰＳ（Global Professor Support）＞ 

英語による授業の実施をサポートする組織として、

現行のＦＤ推進センター内に「GUT’S (Global 

University Teachers’ Support)」を設置し、事務

職員を 2名程度配置する。ここでは、英語による授

業を実施する教員のために、すでに実施している教

員や委託業者によるコンサルティングや、シラバ

ス、授業の配布資料作成の際のネイティブチェック

等を行う窓口業務を行う。 

 また、平成 25年度より、英語による授業をビデ

オ録画し、ネット配信を順次行っていくことで、教

員は他の教員の英語による授業の様子を知ること

ができ、教員のＦＤとしての効果が期待できる。 

教員が、海外の大学で、実際に講義をみる、講義

を行う計画も実施する（協定校を活用）。 

＜ＦＤの取り組み＞ 

 平成 24年度以降は、ＦＤ推進センターにて、年

に 1回は必ず海外大学からの招聘による「国際ＦＤ

講演会」を実施する。 

【国際地域学部】 

＜英語による専門授業の能力強化＞ 

 ファカルティ・ディベロップメントの一環として

引き続き、英語による専門授業の能力強化を図る。

平成 24年度にはイマージョン教育の専門講師を招

いて講演会・ワークショップを実施予定である。 

＜人事＞ 

 昇格人事においては引き続き教育力とくにグロ

ーバル人材の教育力を重点項目におく。専門科目に

ついて優秀授業賞などにより教育力醸成へのイン

センティブをもたせる。 

＜海外研修実施校とサバティカルの活用＞ 

 海外研修および海外サバティカルの実施時に、研

修校・訪問校での教育内容を視察・参加し、帰国時

にファカルティ・ディベロップメントの一環とし

て、グローバル教育力増進の報告会を行い、知識の

学部内での共有を増進する。 
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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】 

 

＜動機付け、準備・計画作成支援＞ 

全学レベルでは、交換留学レジストレーション ML

を構築してより即時的な情報提供を行うとともに、

LEP 制度により受入留学生との交流の機会を増や

し、関心のある学生への動機付けを行っている。 

 本学部では、交換留学からの帰国学生による帰国

報告会や懇談会を毎年実施しており、長期留学を予

定している学生に対して指導教員を設定して、留学

前に授業履修等の計画について個別に相談できる

体制を築いている。また、国際地域学科では ESPプ

ログラムを通して海外留学に関する情報提供や相

談等の受付も行っている。 

 

 

 

＜海外留学プログラムの開発支援＞ 

全学レベルでは、国際センターが新規開拓を積極

的に行っており、語学セミナーや交換留学先は増加

している。 

学部においても、過去５年の間に、チュラロンコ

ン大学や建国大学などの新しい短期研修プログラ

ム、サウスウエスタン大学での長期研修プログラム

を立ち上げており、国際交流委員会が中心となっ

て、新規開拓を行っている。 

 

＜一元的な情報収集・提供＞ 

全学レベルでは、国際センターにさまざまな情報

を集約するとともに、毎年「留学フェア」として、

受入留学生や留学経験者からの情報提供、学外の民

間業者も招いて留学に関する情報提供を行ってい

る。 

本学部においては、ECZ に留学に関する情報を集

約し、学生が自由に閲覧できるようにしている。 

 

 

 

 

【本構想における取組】 

 

＜動機付け、準備・計画作成支援＞ 

全学レベルでは、交換留学中の学生との連絡を密

にし、「留学生の声」をよりタイムリーに届けるよ

うにする。 

本学部では、新入生オリエンテーション時に、交

換留学中の学生への Skype インタビューを試行し

ているが、定期的に Skypeインタビューを実施し、

留学中の学生の生の声を聞く機会を設ける。 

 また、留学・海外研修参加予定者を対象とした留

学ゼミ（集中ゼミナール）を開講する。このゼミナ

ールでは、海外留学のための動機付けや海外での履

修に向けた準備などを行うが、留学の際に日本の大

学との授業形態等の違いから起こりうるアカデミ

ックプレッシャーを軽減することも目的とする。 

 

＜海外留学プログラムの開発支援＞ 

本学部は国際経験が豊かな教員が多いが、研修プ

ログラムの開発という観点で、それらの教員が有す

る海外の大学とのネットワークを十分に活かせて

いない。そこで、新たに設置する研修コーディネー

ターが国際交流委員会や教員と連携して、新規の短

期・長期の研修先を増やす。現時点で、オーストラ

リアやアメリカ西海岸における研修先の開拓を行

っている。 

 

＜一元的な情報収集・提供＞ 

全学レベルで、協定校や留学に関するさまざまな

情報をまとめたデータベースを構築する予定であ

り、研修コーディネーターはこれと連携しながら、

本学部学生に一元的に協定校や奨学金の情報など

の情報提供を行う。例えば、協定校におけるカリキ

ュラムやシラバス等に関する情報をまとめて整備

することにより、留学予定者がこれらの情報にアク

セスしやすくなり、事前の履修計画の立案が容易に

なることが期待される。 
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【これまでの取組】つづき 

 

＜ラーニング・アグリメントへの対応＞ 

 本学部では、学部の短期・長期研修、全学国際セ

ンターが実施している交換留学、認定留学、語学セ

ミナーの全てに対して、修得可能な科目や帰国後の

単位認定に関する基準や手続き等の情報を履修要

覧に掲載し、入学時に配布している。 

 さらに、長期留学を予定している学生に対しては

指導教員からも説明するとともに、学部の短期留学

に参加する学生に対しては、引率教員がオリエンテ

ーション時に説明している。 

 

＜海外留学の促進＞ 

全学レベルでは、海外研修支援制度（２億円の大

学補助）が設けられており、交換留学等の長期留学

を行う学生だけでなく、語学セミナー等の短期研修

に参加する学生に対しての経済支援を行っている。 

学部レベルでは、ESP プログラムにおいて、海外

研修等への参加を認定要件とするなどして、短期・

長期の留学を促進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】つづき 

 

＜ラーニング・アグリメントへの対応＞ 

 現在実施しているように、今後新しく開発される

研修プログラムについても履修要覧やオリエンテ

ーションでの事前説明を行う。また長期留学を実施

する学生に対しては、留学ゼミなどの機会も利用し

て説明を行う。 

さらに、上述した留学データベースの整備によ

り、留学予定者も事前に科目修得や単位認定につい

て具体的に確認ができるようになる。 

  

 

＜海外留学の促進＞ 

 全学レベルの支援制度を積極的に学部研修等へ

も取り込んでいくとともに、外部の奨学金の紹介・

斡旋を一元的に行う。  

また、GHRDPプログラムにおいても、長期あるいは

短期の海外留学を認定要件とするとともに、国際交

流ポイント制度を創設する。この制度では、海外留

学や学内留学（SAIHAT）プログラムやその他さまざ

まな国際交流活動に対してポイントを事前に設定

し、これらへの参加によりポイントを付与し、[30

ポイント]を GHRDP プログラムの認定要件とするも

のであり、学生の海外・国内留学活動への参加のイ

ンセンティブとなることが期待される。イベントご

との獲得ポイントについての原案は以下の通りで

ある。 

 

国際交流ポイント制度における 

対象イベントと獲得ポイント案 

 イベント名 ポイント 

海外 

留学 

Study 

Abroad 

長期交換留学（1年間） 

学部長期研修（半年間） 

学部海外研修（語学・専

門基礎） 

ゼミ海外専門研修 

全学語学セミナー 

海外インターンシップ 

30 

25 

10 

 

5～10 

10 

5～30 

学内 

留学 

SAIHAT 

大使リレー講義聴講 

国際シンポジウム 参

加・運営 

ECZ 異文化交流参加 

LEP実施 

国内研修 参加 

日本研究プログラム 

語学賞 

スピーチコンテスト参加 

2 

2～10 

 

1 

2 

5～10 

5 

5 

2～5 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

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

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

【これまでの取組】 

  

＜留学中から帰国後のサポート＞ 

 長期留学の学生に対しては指導教員制となって

おり、留学中の履修状況や生活上の問題などの確認

や帰国後の相談などを指導教員が行っている。学部

主催の短期研修やゼミによる研修については教員

が引率をしており、学生の健康管理も含めて担当し

ている。 

 

＜就職支援＞ 

 全学レベルでは、平成 24 年度からグローバルキ

ャリア教育センターが設置されており、留学前後の

学生に対しても産業界等からの外部講師を招いた

セミナーなどを実施している。 

 本学部においては、指導教員が上記センターや学

部の就職資料室と連携しながら就職支援にあたっ

ている。 

 

＜リスク管理への配慮＞ 

 平成 19 年度より特定非営利法人「海外留学生安

全対策協議会」(JCSOS)に会員として参加し、情報

の収集や、セミナー等への教職員の参加、リスク管

理シミュレーションなどを実施し、留学や研修にお

けるリスク管理体制を構築してきた。また、学部独

自で「海外安全マニュアル」も作成し、学生に配布

している。 

 また、国際地域学科では途上国へ渡航する学生が

多いことから、1年次の必修科目「国際地域学基礎」

の中で、衛生や事故対応など途上国の現状もふまえ

た海外安全研修を行うとともに、選択科目「国際地

域学研修」の中では上記を含めた広範な安全管理の

問題を一部で扱っており、海外留学や研修参加者に

受講を強く推奨している。 

 

＜サポート体制の強化＞ 

 上記の通り、指導教員制や教員の引率を行うとと

もに、リスク管理についてもカリキュラムの中で既

に実施している。 

 

【本構想における取組】 

 

＜留学中から帰国後のサポート＞ 

 これまでの指導教員や引率教員による対応に加

えて、研修コーディネーターがこれらの教員をサポ

ートする体制を構築する。 

 さらに、ポートフォリオの導入により、効率的に

学生の支援ができる体制を構築する。 

 

 

＜就職支援＞ 

 グローバルキャリア教育センターと連携しなが

ら、産業界からの講師を招いたセミナーや説明会な

どの実施回数を増やしていく。 

 また、タイに構築する拠点を通してインターンシ

ップ先の日系企業などとの連携を図り、このような

日系企業への就職支援を行う。 

 

 

＜リスク管理への配慮＞ 

 これまでと同様に JCSOSを通じた情報の収集、セ

ミナー等への教職員の参加、リスク管理シミュレー

ションなどを実施する。また、「海外安全マニュア

ル」についても 3年に 1回のペースで内容の見直し

を行う。 

また、学部全学生に対して、海外安全に関する情

報提供をカリキュラムの中で行うとともに、研修コ

ーディネーターを中心として指導・引率教員、職員

によるリスク管理体制を構築し、短期・長期の留学

参加者やゼミによる海外研修への参加者に対して

事前安全研修を徹底する。さらに、予防接種の情報

を共有し、渡航先によっては予防接種を研修参加の

必須条件として設定する。 

 

 

＜サポート体制の強化＞ 

 上記の通り、指導教員や引率教員による個別対応

が多かった部分について、研修コーディネーターが

参画し、さらにポートフォリオが導入されることに

より効率的かつ統一的なサポート体制を整える。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

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

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

 

＜外国語力の適切な評価＞ 

 推薦入試では、リーディングやライティングだけ

でなく、リスニングやスピーキングも含めた外国語

力の評価を行っている。また、一般入試についても

一部、英語力を重視した判定方式を導入するなどの

工夫を行っている。詳細は以下の通りである。 

① 平成 23年度入試より国際地域学科で「英語エキ

スパート入試」（ＡＯ型推薦）を導入。事前課題

の提出や英語圏出身の教員による英語による口

述試験での選考を実施している。  

志願者はＨ23：2名（2名入学） 

    Ｈ24：15名（6名入学） 

② 平成 23年度より国際地域学部両学科とも「指定

校推薦入試」における出願基準の見直しを行い

「英検資格」を条件に付加するようにした。 

 Ｈ23：英検「準 2級」以上 

 Ｈ24：英検「2級」以上 

   Ｈ25：英検「準 1級」、または 2級で英語の 

評定平均値が 4.5以上(国際地域学科) 

③ 平成23年度より国際地域学科は指定校に全国の

SELHi校 58校を加えた（従来校は 4校）。上記②

の英検資格条件を課すことで入学後の英語特別

プログラム履修者の基盤形成を図っている。 

平成 25年度 SELHi校数：地域 84、観光 2 

④ 平成 25年度入試より国際観光学科は「英語重視

型」のＡＯ型推薦入試を導入。「英検準 2級また

は TOEIC500点以上」を出願基準として英語での

プレゼンテーション等による選考を実施する。 

⑤ 一般入試においても平成24年度よりセンター試

験利用入試で「英語重視型」の判定方式を導入

し約 300名の志願者を集めた（22名が入学）。 

⑥ 外国学生入試において、学部創設時から実施し

ている電話面接による「海外直接応募」入試に

加え、平成 25年度より国際地域学科は英語面接

により選考を行う「英語重視型」入試を新設す

る。 

 

＜留学経験等の適切な評価＞ 

推薦入試では、口述試験の際に留学経験等の内容

について確認し、口述試験における評価に加えてい

る。 

【本構想における取組】 

  

＜外国語力の適切な評価＞ 

 ＡＯ型推薦入試では、左に挙げた①、④の取組を

もとに、事前課題や筆記試験によるリーディングお

よびライティング能力の評価と、口述試験やプレゼ

ンテーションによるリスニングおよびスピーキン

グ能力の評価を行う。 

 指定校推薦入試における SELHi 校の指定を国際

観光学科においても増やしていき、英検資格条件と

併せて見直すことで外国語能力のポテンシャルを

最大限に高めていく。 

ＡＯ型以外の全ての推薦入試についても、英検資

格を出願基準とする。（下図参照） 

各種推薦入試出願基準等に求める【英検資格】条件

【準1級】

【2級】

【準2級】

指定校推薦（地域）

AO型推薦「英語ｴｷｽﾊﾟｰﾄ」（地域）

AO型推薦「英語重視型」（観光）

指定校推薦（観光）

自己推薦、 AO型推薦「地域づくりｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 （地域）

≪相当レベル選考試験を課す≫

AO型推薦「自己推薦型」（観光）

附属校推薦（両学科）

 

一般入試については、「英語重視型」の判定方式に

よる入学者を拡大する。 

 

外国学生入試については、「海外直接応募」「英語重

視型」の志願拡大と多国籍化を目指し学校訪問等リ

クルート活動を行う。 

 

 

＜留学経験等の適切な評価＞ 

 推薦入試における口述試験の評価項目に、留学お

よび国際交流等の経験を追加し、口述試験内でそれ

らの内容を確認し、評価に加える。 
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制 
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構

想を必ず記載してください。） 

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

果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

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

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

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

【これまでの取組】 

  

＜効果的な語学教育＞ 

 英語に関しては平成 20 年度より入学時にプレイ

スメントテストを TOEIC試験により実施し、習熟度

別に英語授業のクラス分けを行い、レベルに応じた

教育を行っている。1.2 年生必修科目の「英会話」

は、ペーパー試験でなく、学生一人一人の話す、聞

くという英語力を測定するため、放課後、ネイティ

ブスピーカー教員が 10 分間の「口述試験（学生 2

人ペアでの Speaking test）」を各学期の中間と期末

に 2回行っている。 

 また、6種類の第 2外国語（フランス語、ドイツ

語、中国語、ハングル、スペイン語、タイ語）につ

いて 2年間分の授業を提供し、さらに選択必修科目

として、第 2外国語の履修も推奨している。 

 さらに、英語や中国語のスピーチコンテスト、語

学能力について顕著な向上を示したものに対しての

「語学賞」の授与、などを通して、語学学習のイン

センティブを与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育効果の分析とフィードバック＞ 

 1年終了時および 2年終了時に TOEIC試験により

英語能力の向上度を測定し、個々の学生の向上度を

評価すると同時に、学年間の違いなどの分析を行い、

語学教育の点検の材料としている。また、1 年終了

時の向上度評価をもとに、2 年次の英語授業のクラ

ス分けを行っている。 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】 

   

＜効果的な語学教育＞ 

 入学時のプレイスメントテストと習熟度別によ

るクラス分けを今後も継続していく。国際地域学部

の白山第 2 キャンパスから白山キャンパスへの移

転に伴い、白山キャンパスで実施している TOEFL

試験 4回、TOEIC試験 3回の受験機会が拡大するこ

とから、各自の英語力の伸びシロを確認のするた

め、各学年において受験を推奨する。英会話の口述

試験（Speaking test）は、現在学生 2名ペアによ

るものを、今後は、ネイティブスピーカー講師（ま

たは日本人講師）1名が、学生 1名の会話力を測定

する。 

 さらに授業時間以外でもLanguage Centerが利用

できるため、この機能を利用して、事前・事後課題

の設定などを通して、学生が主体的に学修できる教

育プログラムへと改善していく。 

 また、スピーチコンテストや語学賞などについて

も国際交流ポイント制度の対象とすることにより、

学生の積極的な取組を促す。 

 さらに、英語の必修科目がなくなる 3年次以降に

ついて、短期集中型のフォローアップ語学講座

（TOEIC や TOEFL 対策）を設置し、これまでの

TOEIC-IP テストに加え、コミュニケーション能力

やプレゼンテーション能力の判定や養成に有効な

TOEIC-SW(Speaking&Writing)テストの団体受験を

実施し、4年間通じての英語力の養成と語学学修の

サポートを行う。 

 

＜教育効果の分析とフィードバック＞ 

 2年終了時までは、学期ごとに TOEIC試験による

向上度測定を実施し、より頻繁に語学力の向上度を

測定する。さらにこれらの測定データは、ポートフ

ォリオシステムを利用して学生、指導教員、

Language center教員等で共有し、学生の 4分野の

能力に応じた語学教育や指導が行えるようにする。 
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【これまでの取組】つづき 

 

＜論文作成能力の養成＞ 

 本学部では、1 年次より全ての学生がゼミに所属

しており、英語教員およびゼミ指導教員により個別

に指導が行われている。 

また、英語の 4技能を向上させる英語基礎４科目

（必修及び選択）を 1年次におき、さらには、「Basic 

Academic Writing」や「Academic Essay Writing」

等の講義を専門科目として設けており、論文作成能

力の養成を行っている。 

なお、本学部では卒業論文の英語による作成を奨

励しており、毎年 2～5名程度とまだ数は少ないもの

の英語で執筆する学生に対しての指導を行ってい

る。 

 

＜説明力・議論力の養成＞ 

 「クリティカル・シンキング」や「インターネッ

トリサーチ」などの英語選択科目を提供し、自らが

調べたことを英語で要約して説明したり、議論する

力を養成している。 

 また、本学で主催する国際シンポジウムや海外専

門基礎研修においては、外国人の学生と英語でディ

スカッションする機会を設けるなど、英語での討論

を経験することにより、説明力・議論力の向上への

インセンティブを提供している。例えば、平成 24

年度 6月に開催した豪・カーティン工科大学学生と

のシンポジウムでは、カーティン工科大学学生 33

名と本学学生 35名が小グループに分かれ、震災復興

における地域計画、観光の復活、原発の問題、につ

いて 2時間の議論を行った。 

 

 

＜留学前準備教育＞ 

 国際地域学科では、1 年次に「Basic Academic 

Reading」「Basic Academic Writing」「Qualitative 

Research Methodology」など本分野の基礎的な内容

を英語で理解する講義を設置するとともに、24の専

門科目を英語により提供し、留学前に英語による専

門科目の授業が受けられる環境を作っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本構想における取組】つづき 

 

＜論文作成能力の養成＞ 

 ゼミによる指導体制を継続するとともに、

Language Centerにアカデミック・ライティングの

相談窓口を設け、英語科目や外国語による専門科目

におけるレポート作成や卒業論文作成などの際に、

個別相談ができる体制を整える。 

 また上級生向けのフォローアップ講座では、特に

卒業論文を英語で作成する学生に対して短期集中

型の支援講座も実施する予定であり、卒業論文を英

語で執筆する学生に対してのサポートを強化して

いく。 

 

 

 

＜説明力・議論力の養成＞ 

 「クリティカル・シンキング」や「インターネッ

トリサーチ」の担当教員および設備の増強により、

少人数教育の状況を確保するとともに、受講者の増

加に対応する。 

 また、国際シンポジウムや海外専門基礎研修、国

内研修などで、ディスカッションなど議論力を養成

するアクティビティを必ず加えるようにし、多くの

学生が外国人学生との英語でのディスカッション

を経験できるようにする。 

 さらに、協定校からの受入留学生との日本研究プ

ログラムでは、受入留学生の日本文化等の研究を支

援する過程で、日本文化を外国語により受入留学生

に説明し、さらに受入留学生の母国との違いを議論

していくことが想定されており、説明力・議論力の

養成に資するものと考えられる。 

 

＜留学前準備教育＞ 

 左記に示した英語による専門科目群に対してナ

ンバリング制の導入により授業レベルごとのカテ

ゴリ分けを明確にし、留学前の学生が取得すべき履

修モデルを提示し、履修を促進する。なお、留学前

に国内で英語による専門科目を積極的に受講する

ことで、留学先でのアカデミックプレッシャーを軽

減する効果があるものと思われる。 

 さらに、長期留学予定者に対して、留学の意義や

目的、現地での科目履修などを事前に検討させる事

前教育プログラム（留学ゼミ）を設置する。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

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

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

【本構想における取組】 

 国際地域学部では、国際交流委員会を中心に海外国際地域学研修を平成 12年から実施してきた。とり
わけ英語研修に関しては、外国語教育委員会が参画してプログラムの実施内容等の監修を行っている。平
成 21年からは英語による専門科目の開講を実施するためイマ―ジョン教育委員会を設置し、シラバス、
教材の準備、担当教員のスキルアップ、ECZ（English Community Zone）の運営、ESP（English Special 
Program）の実施を行っている。 
 本構想では、ESP を発展させ GHRDP（Global Human Resource Development Program）とし、イマ―ジ
ョン教育委員会を GHRDP委員会と改め、プログラムを推進する。また、学生の英語力強化、アカデミック
ライティングの相談窓口など語学力向上のための取組を行う組織として Language Centerを設置する。 
 GHRDPを推進するためには教員だけでは推進できない。事務組織「国際地域オフィス」内に GHRDPオフ
ィスを設置し、海外研修の対応、国内研修の対応、海外拠点（タイ、バンコク）との連絡・連携、長期留
学者の事前準備、留学中のサポートと事後のフォローアップ、あるいは留学後のサポート、GHRDPプログ
ラムの運営、国際学生シンポジウムの開発・支援、異文化交流等の業務を行う。GHRDPオフィスには、研
修コーディネーター（若手研究者）を配置し事務職員と連携して業務にあたる。 
 本構想全体を統括するため特任教員（国際交流教育、留学生教育、比較教育等の専門家）を配置し、GHRDP
委員会、GHRDPオフィスと連携してプログラムをマネジメントする。 
 構想の評価に関しては、外部の専門家を招聘し年に 1回の評価委員会によって客観的評価を受ける。ま
た、GHRDP参加学生、海外研修等の海外留学経験者に対する評価アンケートの調査結果を学部内で共有、
および評価委員会に提供し、構想の効果的な実施に取り組むことにしている。 
 
 

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

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

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

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

 本構想では国際地域学部が中心となってグローバル人材育成推進事業に取り組むことになるが、東洋大
学全体の国際化を先導する学部として他学部への波及効果をねらっている。 
したがって、学部内のみならず全学で、本取組の進捗状況、成果、問題点等について教職員が共有する

必要がある。特に学部で推進する GHRDPプログラム参加者、海外留学経験者には、事前・事後も含めプロ
グラム参加過程、留学中の記録と自己分析をポートフォリオで記録を残すこととしているので、学生と指
導教員とのコミュニケーションが分析の対象となる。分析結果をフィードバックし、プログラムの改善に
あてる。 
 この過程を経て学内の情報として Web上での報告、学生自身による発表会の開催、教職員間の報告会を
開催する。 
 これらの学内発表、報告会をふまえて、本取組の成果を学外に広く日本語と英語で報告することにして
いる。Web上での報告に加え、他大学やインターンシップ先の企業との連携を図り、グローバル人材育成
に関する国際シンポジウムを開催し、国内にとどまらず海外へ発信し学生、大学、官民の団体等に周知す
ることを行い本構想の趣旨を遂行するものである。具体的には、平成 26年度、平成 28年度の実施を予定
している。 
 本取組の成果は、東洋大学国際センターとの連携を図りながら行い広報を行い、国内の大学のグローバ
ル化に寄与、貢献するべく取り組むものである。 
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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】 

 平成 12年度から始めた海外国際地域研修（学部専門基礎研修）は、研修先の拡大を行いながら現在も

継続して行っている。参加者はそれぞれ課題を見つけ、ゼミ専門研修でさらに深めるようになっている。

平成 16年度から始めた学部語学研修は、毎年一定の受講者がおり、平成 24年度においては抽選になるほ

どの希望者が出ている。参加者は英語によるコミュニケーションの重要性を認識し、帰国後の英語学習、

留学機会の模索に大いに貢献している研修となっている。 

 平成 21年度にはイマ―ジョン教育委員会を設置し、ESP（英語特別プログラム）を開始した。また同委

員会は外国語教育委員会、国際交流委員会と連携し、同じく平成 21年度から運用を開始した ECZの企画・

運営、学生による国際交流機会の支援などを積極的に進めている。 

 さらには、特定の教育研究活動を支援する学内予算を獲得し、本構想で学内留学活動の一環として位置

づけられている国際学生シンポジウムを実施している。具体的には、カーティン工科大学（オーストラリ

ア、平成 22年度から）や中国文化大学・台北科技大学（台湾、平成 23年度から）とのシンポジウムを実

施している。 

このように、グローバル人材育成に向けたさまざまな取組を既に実施してきており、GHRDPオフィスや

Language centerなどの体制を整えることにより、本構想で予定しているさまざまな取組を実施できる状

況にある。 

【平成２４年度】 

9月 GHRDP委員会の立ち上げ 

10月 GHRDPオフィス、Language Centerの設置。ポートフォリオ、留学 DBの導入準備。 

  1月 研修コーディネーター、Language center契約制講師の雇用開始。 

 2月～3月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 ボーンマス大学、フィリピン大学セブ）の実施 

 2月 入学前 e-Learningを開始 

 3月 第 1回評価委員会 

【平成２５年度】 

 4月 GHRDPプログラム開始。国際交流ポイント制度開始。特任教員雇用開始。 

 4月 TOEFL特別講座、課外講座の開講。海外拠点の設置準備開始。 

 4月 ポートフォリオ本格稼働。 

 6月 カーティン大学（豪州）等との国際学生シンポジウムを白山キャンパスで開催 

 8月～9月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 建国大学、語学研修 サウスウェスタン大学）の実

施、職員研修も同時に実施 

 8月～9月 交換留学生派遣 

 10月 海外拠点の設置 

2月～3月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 チュラロンコン大学）の実施 

2月 入学前 e-Learning 

3月 第 2回評価委員会 

【平成２６年度】 

 4月 国際地域学科地域総合専攻（夜間部）新カリキュラム移行。GPA制度、ナンバリング制の部分導

入。 

 4月 TOEFL特別講座、課外講座の開講 

6月 国際学生シンポジウムをカーティン大学で開催 

 8月～9月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 建国大学、語学 サウスウェスタン大学）の実施、

職員研修も同時に実施 

10月 GHRDPに関する国際シンポジウムの開催と本構想の見直し 

2月～3月 海外国際地域学研修（専門基礎研修、ボーンマス大学、フィリピン大学セブ）の実施 

2月 入学前 e-Learning 

3月 第 3回評価委員会 
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（大学名：  東洋大学   ）（申請区分：特色型 ） 

 

【平成２７年度】 

4月 TOEFL特別講座、課外講座の開講 

5月 国際地域学科国際地域専攻および国際観光学科新カリキュラム導入準備。 

 6月 国際学生シンポジウムを白山キャンパスで開催 

 8月～9月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 建国大学、語学 サウスウェスタン大学）の実施、

職員研修も同時に実施 

 8月～9月 交換留学生派遣 

2月～3月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 チュラロンコン大学）の実施 

2月 入学前 e-Learning 

3月 第 4回評価委員会 

【平成２８年度】 

 4月 国際地域学科国際地域専攻および国際観光学科新カリキュラム移行。GPA制度、ナンバリング制

の本格導入。 

4月 TOEFL特別講座、課外講座の開講 

 6月 国際学生シンポジウムを白山キャンパスで開催 

 8月～9月 海外国際地域学研修（専門基礎研修 建国大学、語学 サウスウェスタン大学）の実施、

職員研修も同時に実施 

 8月～9月 交換留学生派遣 

10月  GHRDPに関する国際シンポジウムの開催と本構想の総括 

2月～3月 海外国際地域学研修（学部専門基礎研修 ボーンマス大学、フィリピン大学セブ）の実施 

2月 入学前 e-Learning 

3月 第 5回評価委員会 
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（大学名：  東洋大学   ）（申請区分：特色型 ） 

 

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 国際地域学部の関係各種委員会、国際地域オフィス、GHRDPオフィス、Language Centerによるグロー

バル人材育成の体制は維持し、本構想で想定した人材育成プログラムの目標値を上回るように体制を強化

する。また、東洋大学国際センターとの連携を図り、交換留学先となる海外協定校の開拓と交流の定着を

目標とする活動を強化する。こうした活動と連動させた施策を次のように実施する。 

学生の送り出しと受け入れにも対応できるように学部のカリキュラムを策定する。現在の受け入れ留学

生は、ほとんどが協定校およびＩＳＥＰ加盟大学からであり 1セメスターないし２セメスターである。卒

業を目的とする留学生は日本語ができる学生に限られている。将来的には、すでに大学院国際地域学研究

科が行っているように英語で入学、修了できる制度（英語トラックの設置）と連動したい。そのために学

部でも英語の学修トラックを設置し、入学時は英語で、卒業時は英語と日本語のバイリンガルになるよう

に教育環境を強力に整備する。学部内のバイリンガル環境は、大学全体にも波及効果を生み出すと考えて

いる。一つは、本学部学生にとって恒常的に留学環境にある国内留学が担保される。次に、本学部で開講

されている英語による専門科目を開放科目として開講することで、他学部学生にも受講機会とバイリンガ

ル環境が提供できる。すなわち「学内留学」ができる環境が用意されることになる。 

このように、国際地域学部から東洋大学全体へとグローバル人材育成環境を拡大し、全学レベルで本構

想で掲げた目標を達成し、学祖井上円了博士の哲学を兼ね備えた、国際的な視野―Think Globally, Act 

Locally―を持った職業人（＝グローバル人材）を送り出すことをねらう。 

さらに国際化を推進する大学として人材育成プログラムを公開し、国内外の大学と連携を積極的に図っ

ていく。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

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

【物品費】 

 耐用年数を超えるものから学内資金によって更新する。 

 

【人件費・謝金】 

 本取組は全学の国際化施策に発展すると考えられる。したがって、GHRDPオフィスや Language center、

海外拠点等における運営費・人件費・謝金等はグローバル人材育成プログラムに不可欠な資源であるので、

施設の借用も含めて大学の経費によって賄うが、学部学生に直接かかわる経費は学部予算で執行する。 

 特任教員の雇用に関しては、寄付講座にできないか現在検討中である。 

 

【旅費】 

 基本的には、大学全体の用務にかかわる場合は大学の予算で、学部の用務にかかわる場合は学部の予算

で支出することとなる。 

 

【その他】 

 ポートフォリオや留学 DBなどの構築は、全学的な導入が見込まれるため、大学の国際化予算あるいは

情報化予算からの支出になると考えられる。 

 

 

●ただし、大学の財源は有限であるので、本構想の成果をもとに、さらなる発展を期して外部資金の獲得

を視野に入れながら、財源の有効活用を図っていくものとする。 

 



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

29,000 29,000
23,000 23,000
4,000 4,000 様式1①60行目
4,000 4,000 様式1①68行目
5,000 5,000 様式2　19行目
10,000 10,000 様式1①70行目
6,000 6,000
2,000 2,000
2,000 2,000
2,000 2,000

17,480 12,000 29,480
17,270 12,000 29,270
4,000 4,000 様式1①60行目
3,000 8,000 11,000 様式1①60行目
4,000 4,000 様式1①68行目
6,000 4,000 10,000 様式1①68行目

270 270 様式5②9行目
210 210
60 60
150 150

3,300 3,300
2,000 2,000 様式3①57行目
1,000 1,000 様式3①57行目

300 300

7,150 360 7,510

3,500 3,500
3,000 3,000

500 500

200 200
200 200

450 450
300 300 様式1①60行目
150 150 様式1①68行目

360 360
180 180 様式1①60行目
180 180 様式1①68行目

3,000 3,000
3,000 3,000 様式5②28行目

合計 56,930 12,360 69,290

（大学名：　東洋大学　　　　）（申請区分：　特色型）

・Language Center 光熱水費 6ヶ月

平成２４年度

・Language center 通信運搬費 6ヶ月
⑤光熱水料
・GHRDPオフィス光熱水費 6ヶ月

⑥その他（諸経費）
・TOEIC実施業務委託費

②印刷製本費
・テキスト、パンフレット等印刷費

・
・報告書印刷費

③会議費
・運営等の委員会
・
④通信運搬費
・GHRDPオフィス通信運搬費 6ヶ月

・ソフトウェア
・図書・書籍費

①人件費

・海外研修用教職員旅費

・

・GHRDPオフィス・スタッフ 3名×6ヶ月

・Language Center スタッフ　3名×6ヶ月
・Language Center 契約制英語講師　2名×3ヶ月

［旅費］

・英語口述試験（Speaking test）手当2名×6ヶ月

①外注費

・外部専門家謝金（外部評価委員会）

・国内研修準備用教職員旅費

・
［その他］

・事務用品
［人件費・謝金］

・外国人招聘旅費

②謝金
・外国人招聘者謝金

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

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

・

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
・GHRDPオフィス設備備品費

②消耗品費

・研修コーディネーター　2名×3ヶ月

・Language Center 設備備品費

・ポートフォーリオシステム導入設置費
・留学DB導入設置費
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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

7,700 7,700
4,000 4,000
4,000 4,000 様式1①73行目
3,700 3,700
1,200 1,200
1,000 1,000
1,500 1,500

81,430 24,000 105,430
81,130 24,000 105,130
12,000 12,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①60行目
6,000 16,000 22,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①68行目
12,000 8,000 20,000 様式1①68行目

630 630 様式5②9行目
3,000 3,000 様式1①73行目
1,500 1,500 様式1①73行目
16,000 16,000 様式2 77行目

300 300
150 150
150 150

12,190 12,190
7,000 7,000 様式3①57行目
3,190 3,190 様式1①73行目
1,500 1,500 様式3①57行目

500 500

18,680 720 19,400
1,800 1,800

600 600 様式2　19行目
1,200 1,200 様式1①70行目

2,500 2,500
2,000 2,000

500 500

3,200 3,200
3,000 3,000 様式2 88行目

200 200

1,800 1,800
600 600 様式1①60行目
300 300 様式1①68行目
900 900 様式1①73行目
180 720 900

360 360 様式1①60行目
360 360 様式1①68行目

180 180 様式1①73行目
9,200 9,200
3,000 3,000 様式1①73行目
1,200 1,200 様式1①73行目
5,000 5,000 様式5②28行目

合計 120,000 24,720 144,720

（大学名：　東洋大学　　　　）（申請区分：　特色型）

②謝金

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

平成２５年度

④通信運搬費
・GHRDPオフィス通信運搬費

・Language Center 光熱水費
・海外拠点光熱水費 6ヶ月

⑤光熱水料
・GHRDPオフィス光熱水費

・Language center 通信運搬費
・海外拠点　通信運搬費 6ヶ月

・海外拠点車両借り上げ料 6ヶ月
・TOEIC実施業務委託費

⑥その他（諸経費）
・海外拠点施設使用料 6ヶ月

・ポートフォーリオシステム維持管理費
・

・国際学生シンポジウムおよび国内研修
・運営等の委員会

・報告書印刷費
・

・

②印刷製本費
・テキスト、パンフレット等印刷費

・外国人招聘者謝金
・外部専門家謝金（外部評価委員会）

・海外研修用教職員旅費
［旅費］
・

・海外拠点準備運営用教職員旅費

［その他］

①設備備品費
・海外拠点用PC等設備備品費
②消耗品費

・図書・書籍費

③会議費

①人件費

・海外拠点責任者（現地採用） 1名×6ヶ月
・海外拠点運営スタッフ（現地採用） 1名×6ヶ月

・特任教員（教授クラス）1名

①外注費
・留学DB維持管理費

［人件費・謝金］

・Language Center スタッフ　3名

・

・SCAT教員　2名

・ソフトウェア

・外国人招聘旅費

・Language Center 契約制英語講師　2名

・国内研修用教職員旅費

・研修コーディネーター　2名

・事務用品

・英語口述試験（Speaking test）手当2名

・GHRDPオフィス・スタッフ 3名
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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

1,350 1,350

1,350 1,350
300 300
450 450
600 600

86,080 24,000 110,080
85,630 24,000 109,630
12,000 12,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①60行目
6,000 16,000 22,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①68行目
12,000 8,000 20,000 様式1①68行目

630 630 様式5②9行目
6,000 6,000 様式1①73行目
3,000 3,000 様式1①73行目
16,000 16,000 様式2 77行目

450 450
300 300
150 150

8,110 8,110
5,000 5,000 様式3①57行目
1,200 1,200 様式1①73行目

910 910 様式3①57行目
1,000 1,000

24,460 720 25,180
1,800 1,800

600 600 様式2　19行目
1,200 1,200 様式1①70行目

2,500 2,500
2,000 2,000

500 500

3,700 3,700
3,500 3,500 様式2 88行目

200 200

2,700 2,700
600 600 様式1①60行目
300 300 様式1①68行目

1,800 1,800 様式1①73行目
360 720 1,080

360 360 様式1①60行目
360 360 様式1①68行目

360 360 様式1①73行目
13,400 13,400
6,000 6,000 様式1①73行目
2,400 2,400 様式1①73行目
5,000 5,000 様式5②28行目

合計 120,000 24,720 144,720

（大学名：　東洋大学　　　　）（申請区分：　特色型）

・TOEIC実施業務委託費

平成２６年度

・海外拠点施設使用料
・海外拠点車両借り上げ料

・海外拠点　通信運搬費
⑤光熱水料
・GHRDPオフィス光熱水費
・Language Center 光熱水費
・海外拠点光熱水費
⑥その他（諸経費）

・留学DB維持管理費
・ポートフォーリオシステム維持管理費
・
②印刷製本費

・Language center 通信運搬費

③会議費
・国際学生シンポジウムおよび国内研修

・

・運営等の委員会
・
④通信運搬費
・GHRDPオフィス通信運搬費

・テキスト、パンフレット等印刷費
・報告書印刷費

・外部専門家謝金

・国内研修用教職員旅費
・外国人招聘旅費
・
［その他］
①外注費

・
［旅費］
・海外研修用教職員旅費
・海外拠点運営用教職員旅費

・Language Center スタッフ　3名

・海外拠点責任者（現地採用） 1名
・海外拠点運営スタッフ（現地採用） 1名

・外国人招聘者謝金

・SCAT教員　2名
②謝金

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・特任教員（教授クラス）1名

・事務用品
［人件費・謝金］

・図書・書籍費

①人件費

・GHRDPオフィス・スタッフ 3名
・Language Center 契約制英語講師　2名

・研修コーディネーター　2名

①設備備品費

②消耗品費
・ソフトウェア

・英語口述試験（Speaking test）手当2名
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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

1,350 1,350

1,350 1,350
300 300
450 450
600 600

85,930 24,000 109,930
85,630 24,000 109,630
12,000 12,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①60行目
6,000 16,000 22,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①68行目
12,000 8,000 20,000 様式1①68行目

630 630 様式5②9行目
6,000 6,000 様式1①73行目
3,000 3,000 様式1①73行目
16,000 16,000 様式2 77行目

300 300
150 150
150 150

8,760 8,760
6,000 6,000 様式3①57行目
1,200 1,200 様式1①73行目
1,060 1,060 様式3①57行目

500 500

23,960 720 24,680
1,800 1,800

600 600 様式2　19行目
1,200 1,200 様式1①70行目

2,500 2,500
2,000 2,000

500 500

3,200 3,200
3,000 3,000 様式2 88行目

200 200

2,700 2,700
600 600 様式1①60行目
300 300 様式1①68行目

1,800 1,800 様式1①73行目
360 720 1,080

360 360 様式1①60行目
360 360 様式1①68行目

360 360 様式1①73行目
13,400 13,400
6,000 6,000 様式1①73行目
2,400 2,400 様式1①73行目
5,000 5,000 様式5②28行目

合計 120,000 24,720 144,720

（大学名：　東洋大学　　　　）（申請区分：　特色型）

・TOEIC実施業務委託費

④通信運搬費

・海外拠点施設使用料
・海外拠点車両借り上げ料

平成２7年度

・海外拠点　通信運搬費
⑤光熱水料
・GHRDPオフィス光熱水費
・Language Center 光熱水費
・海外拠点光熱水費
⑥その他（諸経費）

・GHRDPオフィス通信運搬費
・Language center 通信運搬費

［その他］
①外注費

・報告書印刷費
・

・運営等の委員会

③会議費
・国際学生シンポジウムおよび国内研修

・

・Language Center スタッフ　3名

・海外拠点責任者（現地採用） 1名
・海外拠点運営スタッフ（現地採用） 1名
・SCAT教員　2名
②謝金
・外国人招聘者謝金

・
［旅費］

・
②印刷製本費
・テキスト、パンフレット等印刷費

・外部専門家謝金

・国内研修用教職員旅費

・海外研修用教職員旅費

・留学DB維持管理費
・ポートフォーリオシステム維持管理費

・外国人招聘旅費
・

・海外拠点運営用教職員旅費

・Language Center 契約制英語講師　2名

・事務用品

＜平成２7年度＞　　　経　費　区　分

・図書・書籍費

・特任教員（教授クラス）1名
・研修コーディネーター　2名
・GHRDPオフィス・スタッフ 3名

・ソフトウェア

［人件費・謝金］
①人件費

［物品費］
①設備備品費

②消耗品費

・英語口述試験（Speaking test）手当2名
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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

1,350 1,350

1,350 1,350
300 300
450 450
600 600

86,080 24,000 110,080
85,630 24,000 109,630
12,000 12,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①60行目
6,000 16,000 22,000 様式1①60行目
15,000 15,000 様式1①68行目
12,000 8,000 20,000 様式1①68行目

630 630 様式5②9行目
6,000 6,000 様式1①73行目
3,000 3,000 様式1①73行目
16,000 16,000 様式2 77行目

450 450
300 300
150 150

8,610 8,610
5,000 5,000 様式3①57行目
1,200 1,200 様式1①73行目
1,410 1,410 様式3①57行目
1,000 1,000

23,960 720 24,680
1,800 1,800

600 600 様式2　19行目
1,200 1,200 様式1①70行目

2,500 2,500
2,000 2,000

500 500

3,200 3,200
3,000 3,000 様式2 88行目

200 200

2,700 2,700
600 600 様式1①60行目
300 300 様式1①68行目

1,800 1,800 様式1①73行目
360 720 1,080

360 360 様式1①60行目
360 360 様式1①68行目

360 360 様式1①73行目
13,400 13,400
6,000 6,000 様式1①73行目
2,400 2,400 様式1①73行目
5,000 5,000 様式5②28行目

合計 120,000 24,720 144,720

（大学名：　東洋大学　　　　）（申請区分：　特色型）

・GHRDPオフィス・スタッフ 3名
・Language Center 契約制英語講師　2名
・Language Center スタッフ　3名

・海外拠点責任者（現地採用） 1名

②謝金

・研修コーディネーター　2名

・事務用品

②消耗品費
・ソフトウェア

＜平成２8年度＞　　　経　費　区　分

［人件費・謝金］

・海外拠点車両借り上げ料
・TOEIC実施業務委託費

・GHRDPオフィス光熱水費
・Language Center 光熱水費
・海外拠点光熱水費
⑥その他（諸経費）
・海外拠点施設使用料

平成２8年度

・GHRDPオフィス通信運搬費

⑤光熱水料

・
②印刷製本費
・テキスト、パンフレット等印刷費
・報告書印刷費
・

・Language center 通信運搬費

・

・海外拠点　通信運搬費

・留学DB維持管理費

［その他］
①外注費

・海外拠点運営用教職員旅費

・海外拠点運営スタッフ（現地採用） 1名
・SCAT教員　2名

・外国人招聘者謝金

・
［旅費］

①人件費
・特任教員（教授クラス）1名

④通信運搬費

・外部専門家謝金

・国内研修用教職員旅費

・ポートフォーリオシステム維持管理費

・外国人招聘旅費
・

・運営等の委員会

③会議費
・国際学生シンポジウムおよび国内研修

・海外研修用教職員旅費

［物品費］
①設備備品費

・図書・書籍費

・英語口述試験（Speaking test）手当2名
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様式８

（大学名：　　東洋大学　）（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。

「大学の世界展開力強化事業」（平成24年度申請済み）
（取組名称：和文）
「国連PPPイニシアチブと連携したアジアの経済発展に寄与するPPPリーダー育成コンソーシア
ム」
（取組内容）
　本学大学院公民連携専攻は世界で唯一のPPP専門教育機関であるが、PPPは新しい教育研究分野
であり、学問的体系化や実践的教育機会が世界的に不足しているため、現地の事情と世界的な
PPP理論や潮流の両方を理解し、応用できる専門家の育成が急務である。それらを踏まえ、本学
大学院公民連携専攻、国際イスラム大学マレーシア、フィリピン大学を中心に「アジアPPPリー
ダー育成コンソーシアム」を形成し、本専攻のPPP教育と参加大学の特色とを組み合わせた共同
カリキュラムを開発することを目的とする。

 43



44 
（大学名： 東洋大学     ）（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】 

 国際地域学部がタイ、バンコクを拠点にして実施してきた海外国際地域学研修は、アジア工科大学（Ａ

ＩＴ）およびチュラロンコン大学であった。平成 24年 3月に実施したチュラロンコン大学国際地域学研

修の際、チョンブリ県バンセンの所在する国立ブラパー大学で学生において、本学部の学生と同大学外

国語学部日本語学科の学生とでワークショップを実施した。平成 23年 9月から国際地域学部および東洋

大学国際交流センター（平成 24年 4月、国際センターに改組）とで学部間、大学間交流協定について交

渉を始めていた背景のもと、学生間ワークショップが実現した。わずか 1日の交流であったが、英語と

日本語とで、日タイ間の文化に関する発表と意見交換が行われ双方の学生にとって大変刺激となる成果

が得られたとの相互理解が見られた。 

 ブラパー大学はタイのトップ 10に数えられる総合大学で、国際教育に大変積極的な大学である。イン

ターナショナルプログラムに力を入れており、上記ワークショップを契機に学部間、大学間交流協定の

交換によって、両大学間での交換留学実現に向けて交渉が始められている。 

 また、交換留学の動機づけとなる機会として、国際地域学部の専門ゼミ研修（ＦＳ）が効果的である。

ウガンダへ行った本学部の学生は、ウガンダ農村部の小学校において日本の文化紹介の授業を実施した。

電気が通っていない農村地域のウガンダの小学生にとっては、日本はトヨタ車を生産している国である

という程度の知識しか持っていなかったため、日本人が実際学校を訪問して日本および日本文化紹介の

授業を行ったことは、大きな刺激になった。その小学校の関係者から、児童の日本への関心が高まった

という評価が得られた。本学部の学生にとっても、電気のない環境（つまりコンピューターやプロジェ

クターが利用できない環境）において、どのようにプレゼンテーションを行うのか議論され、教材づく

りに入念な準備を行った。また、日本文化のどの側面を紹介するべきなのか、どのように説明するのが

理解促進につながるのか、など議論し、学生自身にとっても日本について見つめなおす良い機会となっ

た。 

 いずれにしても日本語教育、日本文化、日本学等の分野に特化した交換留学は、東洋大学では初めて

の試みであるが、国際地域学部では平成 24年度のカリキュラム改訂に際し、本学部専任教員による専門

科目「国際協力と日本語教育Ⅰ、Ⅱ」を開講した。将来海外で日本語、日本文化を教育することができ

る日本語教師を目指す学生の基礎教育として位置付け、将来日本語教師となって着任した国、地域にお

いて日本との懸け橋となる人材養成にむけて準備を始めた。 

 諸条件を整え、はじめは少数ではあるが交換留学を実現し、ＳＥＮＤの趣旨に合致した施策として計

画を進める。 

 

 

 

（ＳＥＮDにおける交流学生数） 

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

学生の派遣 28人 30人 30人 40人 40人 

学生の受入 0人 10人 20人 20人 30人 
 

 


