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取 組 の 概 要 

「英語をベースにしながら、多文化リテラシーを有する人材」の育

成をめざし、（１）コミュニケーションのみならず、専門を学ぶ英語

の観点を入れたプログラムによる、実践的英語能力の伸長（２）多

文化リテラシー（日本や新潟県の自文化理解、北東アジアの国々の

社会・文化や言語についての多面的理解と多文化共生への理解）の

深化（３）キャリア形成を視野に入れた英語教育を行うとともに、

特別講義講師として学生のロールモデルとなる人物を招聘する等に

よるキャリア形成支援、の３つの柱で構成した教育を行う。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

国際地域学部長及び国際交流センター長の統括のもと、国際交流センター運営委員

会の専門委員会である語学教育委員会及び SALC 運営委員会（委員はすべて国際地域

学部教員）が主体となって実施した。また、課外の特別講義やワークショップの実施

にあたっては、学部教員や学内他組織の応援も得て運営した。 

 

(２)取組の実施内容について 

 本取組の第１の目的である「実践的英語能力の伸長」に関わって、国際共通語そし

て北東アジア地域の共通語としての英語という観点から、learning by doing を基本

コ ン セ プ ト に 英 語 で 学 ぶ 中 で 英 語 を 習 得 す る ACE プ ロ グ ラ ム （ Academic 

Communicative English）というプログラムを基礎に、communicative のみならず

academic な英語力の伸長を図った。ACE の特徴として、SALC の教材を利用した多読・

多聴による大量インプット、英語によるプレゼンテーションや作文によるアウトプッ

トの強化、英語による講義を聴講し要約発展させる総合的活動、学習スキルの意識化

と e-leaning の奨励などがある。また、授業のみならず、「幅広い学び」の中で英語

力を培う環境づくりを目指した。SALC や CALL に支えられた課外の自学自習、英語に

よる特別講義、海外研修・異文化交流、そして専門科目における英語を活用した講義

演習などを広く学習機会と捉えた。 

 第２の目的である「多文化リテラシーの深化」に関わって、学部教育課程の基幹科

目や専門科目で行う導入や発展教育に加えて、「多文化リテラシー特別講義シリーズ」

他各種の特別講義や海外での特別講座、学内での異文化交流機会を設定した。 

 第３の目的である「キャリア形成支援」に関わって、期待される学士力の一部とし
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て実践的英語能力の伸長を奨励した。多文化リテラシー特別講義やロールモデル講義

などの各種特別講義は、学習の動機づけを高め、将来の目的を定める上でも効果が期

待された。 

平成２１年度は、初年度でもあり、取組の体制づくりに努めた。英語力を培うた

めの幅広い学びを保証し、語学学習や異文化理解に関する学習への動機づけを行う

ため、SALC の機材や教材の購入、教材開発を行い、ACE（Academic Communicative 

English）科目と SALC（セルフ・アクセス・センター）及び CALL 教室の連携を図っ

た。また、「多文化リテラシー特別講義シリーズ」やミネソタでの多文化リテラシー

特別講座を開催した。 

平成２２年度は、引き続いて教材の購入・開発を行い、ACE 科目と SALC 及び CALL

教室の連携を図るとともに、「Speaking」科目を少人数化するなど、教育内容と教材

の充実を行った。また、「多文化リテラシー特別講義シリーズ」とミネソタでの多文

化リテラシー特別講座に加えて、ロールモデル講義、SALC Lecture（学内日本人教員

による英語を用いた特別講義）、SALC での Writing Workshop や英検面接練習、学内

で異文化交流を行うワークショップ形式の特別授業（Communication Forum や韓国文

化ワークショップ）などを実施した。英語による教授の方法について教員が学び合う

ための Teaching Skills Workshop を実施し、英語による教授を行う教員を支援する

ティーチング・ラボを立ち上げた。GEC など国際的な活動をする団体・組織の業務を

体験させることを目的に、学生の参加するインターンシップや共同プロジェクトを開

始した。 

平成２３年度は、ACE 科目と SALC 及び CALL 教室の連携の継続実施体制の整備、前

年までの各種特別講義・特別講座に加えて、学内日本人教員による SALC Lecture を

増やし、学生による英語学習法などについての特別講義を実施した。GP 終了後を踏

まえ、講座ラインアップの見直しと内容充実を行った。最後に、英語教育に焦点をあ

てた、まとめのシンポジウムを行い、報告書を作成した。 

 本取組は、国際地域学部カリキュラムの必修の基幹科目（ACE 科目や露中韓の言語

と社会に関わる科目など）に関係づけて実施したため、各種講義や特別講座などの取

組に参加した学生数は２年半で延べ 2700 名（単年度で平均 900 名）にのぼる。国際

地域学部の学生定員は、初年度は１年生のみで 160 名、２年目は１・２年生で 320

名、３年目は１－３年生で 480 名であるので、年度別の延べ参加者数は学部学生定員

の約５倍、３倍、２倍となる。なお、実際には、取組内容から１・２年生が多く参加

した。また、取組に関わった教員の数は、英語・ロシア語・中国語・韓国語の教員を

含む 30 名ほどで、学部教員の３分の２にあたる。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

「-文部科学省大学教育推進プログラム採択事業- 新潟県立大学「環日本海圏新潟

発の多文化リテラシー教育」と題したページを設けて本学ホームページとリンクし、

活動内容についての情報提供を行った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 

１）実践的英語能力の伸長 

 本取組では、学生の英語学習への動機づけを高め、最終的に「自律的な学習者」を

育てることを意図している。そのため、入学後一年目は、学生に多様な課題に取り組

ませ、SALC や CALL に push することで、新しい学習方法に慣れさせることを目論み、

２年目以降は、自ら幅広い学びにより学習を継続することを期待した。本 GP により、

SALC の機材と教材の大幅拡充が可能となり、学生の教材選択の幅が広がった。その

ため、学生の SALC 利用は、１年目の１日 30 名から、２年目 35 名、３年目 75 名と拡

大した。平成 24 年度に入っては１日 150-200 名である。これは、２年以上の学生の

利用の拡大のみならず、１年生の利用の拡大が大いに貢献している。また、入学後約

１年間の TOEFL スコアの伸びは、１年目 25 点、２年目 31 点、３年目 47 点であり、

これも順調に伸びている。入学後の英語力の伸びについて、３年目に国際地域学部学

生にアン ケートを 取ったと ころ、伸 びたと実 感する学 生が Listening65.3％、

Speaking51％、Reading62％、Writing65.9％であることから、学生の３分の２が自ら

の英語力の伸びを実感している。ACE 科目と SALC、CALL との連携がうまくいったこ

と、英語による特別講義の実施が学習のインセンティブになったことなどが背景にあ

ると思われる。 

 

２）多文化リテラシー 

 多文化リテラシー特別講義シリーズは全部で２７件行われたが、その内容は、日本

における多文化共生の理解だけでなく、東アジア諸国やアメリカ、バルカン半島、ア

フリカなど世界の多文化状況や異文化コミュニケーションの理解に資するものであ

った。また、そのうち１５の講義が英語で、２つが韓国語（通訳付き）で行われた。

学生の多文化リテラシーの深化に資するのみならず。英語で学ぶことを実践する機会

ともなった。SALC での露中韓の言語学習に関わる支援、露中韓の資格試験受験の奨

励も行い、日本海対岸諸国の言語学習に対する動機づけを高めることができた。 

 

３）キャリア形成支援 

 １年から２年にかけては、TOEFL による英語力の定期的な測定を恒例とし、その後

は TOEIC スコアも学生の英語力の伸長を見るためのデータとして活用した。海外の大

学や国際機関で働いた経験をもつ人たちを招いたロールモデル講義は４件、うち１件

は英語で行われた。また、学内の日本人教員が英語で行う SALC Lectures（１３件）

は、英語力の実践の場であるとともに、学生のロールモデルとしての意味もあった。
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 

 語学教育委員会、SALC 運営委員会において、随時、あるいは年度終了ごとに、取

組の評価を行い、国際交流センター運営委員会に報告された。自己評価結果は、教育

研究評議会、学部教授会、自己評価・自己点検委員会に報告され、さらに評価を受け

た。 

 ACE プログラムや露中韓の言語教育の実施体制、SALC の運営や購入する機材・教材

の選定、海外研修の実施体制、TOEFL 試験・TOEIC 試験の実施体制の整備や見直しな

ど、開学間もないため、随時協議をしながら実施した。多文化リテラシー特別講義な

どの外部講師については、学長や学部教員から推薦してもらった。SALC Lectures や

学生による特別講義、Writing ワークショップなどは、SALC 運営委員会で検討され、

SALC のメンターにより準備・実施された。 

 TOEFL/TOEIC の学内試験を実施し、入学時とその後の英語能力の伸長を継続的に測

定し、評価した。英語試験以外の評価指標として、SALC の利用者数、特別講義やワ

ークショップへの参加者数、学生の満足度なども調査して、評価の一部とした。 

 

 本学は開学して３年なので、まだ認証評価を受けていない。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

 本学は本年度開学４年目を迎える。開学初年度に取組が認められたことで、開学時

に用意された教育課程を補完し、「国際性の涵養」「地域性の重視」「人間性の涵養」

という三つの理念を推進するための基礎的な体制を整えることができた。国際地域学

部で学ぶ学生にとって、実践的英語能力と多文化リテラシーは欠かせないものであ

り、キャリア形成支援とともに、GP 支援期間終了後も継続推進すべき課題である。

そこで、以下のように継続することが決まっており財政措置がされている。 

実践的英語力の伸長に関わっては、ACE プログラムを継続推進し、Speaking クラス

の少人数化、SALC メンターの雇用、SALC の教材購入のための予算維持、学生の英語

能力測定のための TOEFL 受験料の確保などを継続する。 

 多文化リテラシーの深化に関わっては、学部の教育課程による教育を継続するとと

もに、多文化リテラシー特別講義やロールモデル講義を受け継ぐ性格のものとして

SALC Lectures や学生による特別講義、Writing Workshop を継続する。 

 海外研修は英語圏について１－５週間、ロシア・中国・韓国については１－４週間

で行っている。参加者も年々増加しているので、海外研修を継続することになってい

る。それとともに、海外協定校への半年もしくは一年の海外留学派遣制度を準備し、

平成 24 年度から運用を開始することとしている。 

 なお、GP の３本柱については堅持しつつ、現在カリキュラム改正に取り組んでい

る。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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