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第４章 採択機関における大学国際化のための手法
第６節 職員の養成、確保
（１）はじめに～国際的に通用する大学における職員の役割と求められる資質～
（ⅰ）教育評価からの「鎖国」と英語環境の欠如

我が国の大学は、いまグローバル社会における国際的競争力が問われている。
研究水準だけではなく、教育プログラムや教育環境、研究環境、学生指導、大学
運営など、様々な側面が外部評価の対象になりつつある。
日本の大学でこれらの評価を行っていなくても、海外の大学から交換留学生が
来ている場合、日本の大学に関する評価や満足度を母校に報告し、その後の交換
留学生数を左右することがある。
したがって、世界大学ランキングの対象になるような国内上位の研究大学だけ
でなく、国際交流の盛んな大学においても、海外の提携大学からの交換留学生や
研究のための来日を希望する研究者の交流実績などを通じ、海外からの評価に直
接さらされていると見ることができる。
しかし、我が国には交換留学等の規模が極めて限られた大学が多く、海外の大
学関係者における、これまでの日本の大学に対する認識として、「一般に、日本
の大学には英語に堪能な教職員が少なく、英語だけで学位を取れる大学も少ない
ので、本格的な国際交流に堪える大学は少ない」といった、語学の壁による事実
上の「鎖国」状態と見る向きも多く、日本の大学が教育に関して国際的に高い評
価を得ることも困難な状態にあった。
（ⅱ）何を「国際化」するか？～国際化の方向によって異なる国際関係業務～

「国際化」という言葉自体がきわめて曖昧であり、大学が「国際化」するとい
っても、大学の置かれた状況等によって、意味するところや方向性が明らかに異
なるので、それぞれの大学がどのような「国際化」を目指し、それに応じて事務
レベルがどのような活動を実施又はサポートするかによって、これをいくつかに
分類してみたい。
なお、そもそも指向性が異なっているものを、特定の方向に沿って段階に分け
ることはあまり意味が無い。したがって、下記の①～⑥の番号には、発展段階を
示す意図がないことを御理解いただきたい。
①留学生の多数受入➔留学生の学習・生活支援、留学生向け入学広報・選考、宿
舎・住居のあっせん、日本語ほか留学生向け科目の運営、留学生対象行事の開催、
アルバイト・就職支援、在留手続等の支援、関係機関・団体への協力依頼など
②英語による教育プログラム（場合により、英語以外の外国語プログラムの実施
もあり得る）➔英語による科目の開講ほかプログラムの運営、英文による学生用
ハンドブックの作成、学生の募集・選考、英語による窓口対応、海外大学との連
携など
③英語による多数科目の開講（多数の外国人教員を採用し、多くの授業を英語で
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実施）
➔英文による教員用資料の作成、教員の国際公募・選考、外国人教員の生活・教
育研究支援、英語による学内事務手続など
④大規模な国際研究交流・協力➔国際共同研究の実施、協力協定の締結交渉、研
究者の海外派遣、海外からの研究者受入及び研究活動・生活支援、海外研究拠点
の確保・運営、研究用機材等の搬出入・輸出入、国際研究集会の開催など
⑤海外企業、国際機関等からの受託研究等➔外国語による契約交渉、国際的な受
託事業の実施、経理担当等を含めた事務職員の研修
⑥大学運営の国際化➔基幹的なポストへの外国人教職員の登用、外国人役員の委
嘱・任命、海外キャンパスの設置、学内会議の英語又は通訳付での実施、学内規
則や各種書式の外国語訳の整備など

④大規模な国際

学部など部局
レベル

①留学生

②英語による教育

又は全学レベ

の多数受入

プログラム

ルの取組

研究交流・協力

⑤海外企業、国
際機関等からの
③英語による多数科目の開講

受託研究等

大学運営・事
務局マター

⑥大学運営の国際化

図 4-6-1（事務レベルからみた）大学の国際化の方向
本事業を実施しているような有力大学の多くには、既に①《留学生受入》や④
《国際研究交流》の豊富な実績を持つところが多い。②《英語プログラム》を学
部レベルの短期プログラムや大学院レベルにおいて、あるいは⑤《海外からの受
託研究等》のように国際機関から受託して行っているところもある。また、近年、
学部・学科レベルで③《英語による多数科目の開講》を実施しようとするところ
が増えている。
（ⅲ）本事業のスタート時点における国公立大学職員の現状
a. 公務員制度に由来する国公立大学職員の問題

この事業がスタートした 2005 年度は、国立大学が法人化し、公立大学法人制度
ができた翌年である。法人化以前は国公立大学の正規職員は全て公務員であった
ため、公務員制度との関連を抜きに国公立大学の職員の在り方を考えることはで
きない。
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公務員制度と大学の「国際化」との関連でいえば、国公立大学の法人化は 2 つ
の問題をはらみながらスタートした。一つは正規職員の語学力、特に英語運用能
力の低さであり、もう一つは外国人やネイティブスピーカーの不足である。
b. 国公立大学職員の英語運用能力の低さ

法人化以前の国公立大学では正規の事務職員のほとんどが公務員試験を通過し
た者であり、公務員試験においては英文の問題が一部に含まれるものの、外国語
の運用能力を特に問われなかったことから、優れた英語運用能力を持つ職員は多
くなかった。
多くの国公立大学では、いまだに職務で使えるレベルの英語運用能力を持つ職
員が限定されているため、海外の大学関係者とのコミュニケーションなどに制約
があり、結果、各部署で本来担当すべき事務を、国際交流を担当する部門や教員
に回したり、外注したりすることになる。
また、我が国の大学教員・研究者には英語で発表や質疑応答ができる者が多く
ても、事務職員の英語能力や英文書類の作成能力が低いために、外国語を公用語
とする国際会議や学会のサポート能力に欠ける大学や部局が少なくない。職員の
間に国際イベントの庶務を引き受けたくないといった意識が支配的で、これらの
開催を引き受けられなかったり、運営能力が低かったりすると、教員・研究者の
研究能力が高く、実績が豊富であっても、大学の国際的なプレゼンスを上げられ
ることにつながりにくい。
その点、本節で取り上げる京都大学の事例は、本部事務局レベルで国際的なイ
ベントを開催しており、ワークショップの内容だけでなく、準備等を含む一連の
作業自体が有効な研修になっており、本部事務局の職員が国際会議やその庶務に
触れ、国際的なイベントの開催に関する意識を高める機会となるところにも注目
したい。
海外の国際交流の盛んな大学と同様、我が国の大学でも、外国人教員・研究者・
留学生や外国の関係機関の担当者などと英文文書を取り交わし、また日常的に E
メールなどでコミュニケーションをとる国際業務部門においては、各職員が英語
によるコミュニケーション、最低限英文メールの読み取りに支障のないこと、出
来得れば英文ドキュメントの読解及び作成能力の取得が望まれる。
c. 国公立大学職員における外国語ネイティブスピーカーの不足

国公立大学における正規職員の多くは公務員試験に合格した者であることか
ら、現在も外国人の正規職員数は極めて限定されている。また、国立大学や多く
の公立大学では、公務員類似の給与体系や終身雇用を前提とした手当制度等を維
持し、全ての正規職員に適用しようとする。
これらのことから、外国語のネイティブスピーカーで、優れた事務能力を併せ
持った者を正規職員として採用することが容易でなく、外国人教員・研究者・留
学生の研究や生活のサポート、ホームページその他広報資料、内部向け冊子や会
議資料などの英文による作成などに関し、限界が生じることになる。しかし、日
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本語を母語としない外国人を正規職員とするためのノウハウが全般的に不足して
いる大学が多いと考えられる。
（ⅳ）教務運営等に関する能力と知識

国内での生存競争あるいは国際的な競争環境にさらされている大学の職員であ
る以上、国の制度や自らの大学における教務等の各種の制度を理解するだけでな
く、主要な交流先大学や、国内及び海外において目標とすべき大学、あるいは国
内的又は国際的に同程度の評価をされていると考えられるライバル校において、
どのような教務運営がなされているか、また、教員・研究者の研究環境には自校
とどのような違いがあるかなどについて、教職員が知見を共有することは、大学
の中長期的な計画や戦略を実行する上で、極めて有益であろう。
そのため、教員だけでなく、職員の中にも海外の大学等で研修又は留学の経験
を有する者があることが望ましい。しかし、むやみに海外の大学で研修を受けて
も、その経験が役立つとは限らない。どのような大学が目標であるかを見極める
ことが有益である。
この点、本節で取り上げる一橋大学の事例は、経済学などで長い歴史と伝統の
あるグラスゴー大学等を研修先として、インターンシップのほか、研修先大学ス
タッフへのインタビューを含む研修プログラムを開発・実施しており、高い効果
が期待される。
（ⅴ）その他国際交流をバックアップするために必要な知識と問題解決能力

大学の行う国際交流、国際協力に関し、事務レベルにおいて問題となり、ノウ
ハウあるいは経験者を探すことが多いのは、概ね下記の項目であろう。
(a)研究に関する知的所有権等の帰属
(b)研究用機材や研究材料の国際調達・輸出入、国を超えた搬入・搬出
(c)海外事務所等に関する不動産契約、海外での雇用契約
(d)海外旅行保険その他海外での危機管理
(a)のうち、特定分野の研究に関する知的所有権等については、知識と経験の積
み重ねによって相当程度の対応が可能であろうが、その他については教職員の知
識と経験だけでなく、専門家や現地に詳しいエージェントの力を借りなければ対
応できない事例が多い。外部専門家等との連携や契約を念頭に、適切な人事、経
験の引き継ぎ及び必要に応じて研修がなされていれば良いと思われる。
以上、国際業務を担当する職員に必要な知識・能力について述べてきたが、外
国語能力を含め、これらの知識を得ることはもちろんではあるが、現実の国際業
務は事案の性質が個別具体に相当異なるものであることが常であり、また具体的
に解決を迫られる大小の問題を伴うことも多いことから、(ⅳ)の冒頭に述べたよ
うに国の制度や学内の諸制度を理解することや、他の事務職員と同様、学内の上
司、関係教員や他の部局などとの連絡・調整能力を含め、「問題解決能力」を養
うことが重要である。
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（ⅵ）研修の限界：採用か、研修か？

いうまでもなく、研修は万能ではない。時間と費用をかければ、語学力を画期
的に伸ばすことも可能ではあるが、職員の意欲の高低や個人差などによっては、
長期間の研修を行っても大きな効果や期待した結果が得られないことも想定しな
ければならない。業務部門やポストによっては、求められる能力や専門性を持っ
た人材を募集・採用する方が費用対効果から見て得策と予測される事も多いと思
われる。
本節で取り上げる神戸大学の事例では、国際戦略本部の人材を公募採用した上
で、その職員が原動力となって他の職員の研修を進めていっただけでなく、一定
の外国語運用能力を応募資格に課す、神戸大学独自の職員採用試験が導入される
きっかけとなり、全学的な外国語対応能力の向上が図られた点で注目される。
（ⅶ）国際教養大学の職員 ～小規模公立大学が「国際化」に対応している例～

分析や提言を行う前に、グローバリゼーションに対応する大学として、秋田県
が設置した公立大学法人国際教養大学の職員構成を概観して頂きたい。全国初の
公立大学法人としてスタートした国際教養大学は、国立大学法人制度がスタート
した 2004 年に開学した。
既存の大学が法人化したものではなく、現在国際教養大学がある敷地にかつて
存在した米国の大学連合による分校は、同大学の開学１年前に閉校していたため、
ほとんどゼロから作られた大学と言ってよい。
国際教養大学は、本節（１）（ⅱ）のうち、③《英語による多数科目の開講》
及び⑥《大学運営の国際化》を実施している。同大学では、教職課程の一部を除
き、原則として授業は全て英語で行っている。学部専任教員の半数が外国人で、
各教育部門の長を務める教員も約半数は外国人で、役員にも外国人が含まれる。
そのため、多くの事務職員は、窓口業務及び電子メ－ルでの連絡を日本語及び
英語のいずれでも対応できる。事務局内の担当部門によって英語を扱う頻度や比
率の高低はあるものの、「国際」と名の付く部署は存在しない。
a. 国際教養大学の職員構成

国際教養大学は国際教養学部のみの単科大学で、学部レベルの 1 学年の定員が
150 名（2009 年度）のため、専門職大学院（1 学年の定員は 30 名）の院生を加え
ても全学で 700 名程度の小規模の大学である。
専任職員、嘱託・派遣職員を含めて 66 名の職員（カウンセラー、看護師、図書
館、IT、施設管理等の現業担当を含む。）が勤務（2009 年 8 月現在）しており、
そのうち、正規職員は半数に当たる 33 名、嘱託・派遣職員及び地方自治体から研
修として派遣されている職員が 33 名である。但し、毎年度少しずつではあるが大
学で（プロパー）採用した正規職員を増やす一方、職員総数は一定ないし減少に
転じつつある。
正規職員のうち、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法
律」に基づいて自治体から派遣され、大学から給与を得ている公務員を除く 28 名
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がプロパー採用職員（カウンセラー、図書館司書、IT、施設管理等現業職員を含
む。）である。プロパー採用職員の比率は、公立大学としては極めて高い。
b. 職員の英語運用能力等

国際教養大学のプロパー採用職員 28 名中 2 名は外国人で、残る 26 名の日本人
職員のうち 20 名が、少なくとも 1 年以上、海外の大学又は高校への留学を経験し
ている。
プロパー職員の大多数は英検 1 級ないし準 1 級相当の英語運用能力を持つ。こ
れらの職員は日常的に外国の大学と連絡をとり合う留学交流担当や、日英両文で
資料を作成する教務及び広報の担当、日本語でコミュニケーションのできない関
係者と連絡をとる学生支援、入試や人事等の担当のほか、英語を使用する頻度が
比較的低い就職支援や地域交流、会計、施設管理の担当にも、要所に語学力の高
いプロパー採用職員が配置されている。
更に、非正規職員である嘱託・派遣職員 26 名についても、そのうち 10 名は少
なくとも半年以上の留学又は海外勤務経験を持っており、26 名の半数程度は英検
準 1 級ないし 2 級相当の英語運用能力を持っている。
c. 職員の能力を維持向上させる制度

①（多様な背景を持つ者の採用）国際教養大学に勤務するプロパー採用職員のう
ち、8 名が他大学で職員としての勤務経験を持っているほか、過去に中・高等学
校教員として英語教育、入試又は進路指導を経験した職員、留学関連サービス
の経験を有する職員、大手民間企業及び公的機関の経験を有する職員が数人ず
つおり、多様な側面から知見を提供している。
②（SD）大学事務に関する知識や経験の浅い職員が多いため、国立の秋田大学と
職員交流を実施してきたほか、県内他大学の実施する職員研修会や、公立大学
協会ほか国内各団体の開催するセミナー、NAFSA 総会等海外の研修機会などへ
も、予算や平常業務をやりくりしながら積極的に派遣している。
③（意思決定への参画）国際教養大学では、事務職員は教員と「車の両輪」とし
て、あらゆるレベルで、大学の意思決定過程への参加を求められていることか
ら、職員は高いモティベーションとプライドを維持できている。
④（評価と給与）国際教養大学では、教職員の俸給表が存在せず、評価（業績評
価及び能力評価）が給与と連動する仕組みになっている。また、3 年ごとに契約
が更新され、年俸について交渉する機会がある。
d. どこまで対応できているか？

大学運営の「国際化」に関し、国際教養大学は特に以下の事項に対応している。
①パンフレット、科目案内、学生便覧や教員用の各種ハンドブック、学内規則な
ど、各種の資料が日英両文又は英文で揃っている。
②教授会、教育研究会議、外国人教員等が参加する各種学内委員会及び外部評価
委員会が英語で開催され、会議資料や議事録も英文で作成される。
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③外国語を使用する国際的なイベントを学内で開催する場合も、職員がスムーズ
にサポートできるので、国際学会等の開催を依頼されることが多く、大学や教
員のプレゼンス向上に役立っている。
④90 を超える提携先大学との交流に関する連絡や渉外、提携先への学生の派遣、
海外から来る交換留学生の受入準備を職員 4 人のチームで実施している。ほと
んどの提携先との学生交換交流を継続しており、既に死文化してしまった大学
間協定は無い。
他方、国際教養大学は、教育中心の小規模大学であり、海外の大学や研究機関
との大規模かつ長期間にわたる国際研究協力は実施していない。留学生募集に関
しては、外国人留学生選抜試験を実施しており、ネットなどで情報を得た海外の
高校生や大学生が直接応募してくるケースも増えてはいるが、海外で組織的な募
集活動を実施することはない。したがって、海外事務所等は設置していない。
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（２）採択機関による取組例
一橋大学 ：インターンシップを取り入れた実践的海外職員研修の実施
（ⅰ）背景・問題意識

将来の国際戦略や国際事業を担う職員を海外の協定校等に派遣し、世界標準の
大学等の国際交流関係業務に実際に触れさせることにより、国際的な視野を広め、
資質の向上ならびに専門的知識やスキルアップをはかることを目的とする。特に、
現地での就労体験や調査等を通して、実践的かつ先進的なアドミニストレーショ
ン能力を開発し、それらを今後の関係業務に役立てることに主眼をおいている。
とりわけ、企画力・交渉力・提言力・発表力・語学力、調査研究能力・コーディ
ネーション能力・ファシリテーション能力等の向上や、高等教育の動向に関する
情報や各国の教育制度に関する知識のアップデートは本研修で扱うテーマとして
重要なものと思われ、これらが改善されることが期待されるところである。
本職員海外研修制度は、一橋大学事務系職員向けの語学研修（初中級クラス、
中上級クラス）と事前研修（2 回）および現地研修（1～3 ヶ月）3 段階で構成され
る総合的な研修プログラムで、ほぼ 1 年間にわたって持続的な学習・研鑽をする
ことがその特徴である。本研修制度は英国（グラスゴー大学）およびオーストラ
リア（モナッシュ大学）等で実施してきた。
英国とオーストラリアの大学を研修先として選定したのは、米国等の大学と違
い、学内に SD・FD 担当の部門が設置されており、年間を通した研修プログラム
やワークショップが実施されているからである。また両校とも、日本の教育事情
に精通したスタッフがコーディネーター役になっており、プログラム自体を一橋
大学のニーズに合わせてカスタマイズできるなど有利な点が多いからである。
（ⅱ）取組

a. 長期職員海外研修
長期研修としては、オーストラリア国立大学（2005 年度）、モナッシュ大学（2006
年度～2008 年度）に各１名を派遣し、職員海外研修として実施した。最も効果を
上げているのは、モナッシュ大学における長期研修（オーストラリア滞在中はホ
ームステイ）で、前半 5 週間の MUELC: Monash University English Language Center
におけるビジネス英語を主体とした英語研修の後、後半 5 週間の留学生受け入れ
部門におけるインターンシップ（Monash College）を経験する 3 ヶ月にわたる研修
プログラムである。特に、Monash College におけるインターンシップは、外国人留
学 生 の 受 入 れ 業 務 を 中 心 に 実 務 経 験 ・ 研 鑽 を 積 む こ と が で き る た め 、 PDP:
Professional Development Program 1として有効なプログラムとなっている。
なお、本研修を終えて帰国した職員のキャリアパスの形成については、国際交
Professional Development Program は、様々な学習や研修の機会を通して、職業人として
の専門的な知識やスキルを向上させ、トレーニング等を通じてその資質や能力を高めるた
めのプログラム。例として、セミナー、研修、コースワーク、集中講座、学位取得、コー
チング、メンタリング、OJT などの方法がある。

1
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流関係部署への配置など、研修の成果が生かされるものとして引き続き今後もさ
らに確実なものにしていきたい。
【2008 年度事務職員長期海外研修プログラム】
・

実施期間：2009 年 2 月 4 日～2009 年 4 月 18 日（約 3 ヶ月）

・

実施場所：モナッシュ大学

・

研修内容：5 週間の語学研修＋5 週間の実務研修
＜研修目的＞一橋大学の国際戦略の一環として、事務職員のスキルアップと
国際的視野を広めるため、事務職員に対して海外の優れた大学において国際
交流関係業務に実際に携わることができる研修を提供し、今後の関係業務に
役立たせること。
＜語学研修＞
MUELC （ Monash University English Language Center ） の English Language
Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)において実践的でコミュカテ
ィブな英語力を身につける。特にビジネス英語に重点をおいた集中講座であ
る。
＜インターンシップ研修＞
Monash College において PDP の実務研修を行う。実務研修の内容は、Marketing
and Operation, Program Management and Administration, Writing and Replying
Business Letters, Internet Research, E-business and E-Recruitment, Student
Orientation /Graduation Session, Coordination of Activities in Student Support,
Administration of Home-stay Program, Recruitment and Orientation of Host
Families, General Administration Support, Assistance with Study Abroad Fairs 等、
留学生の受け入れ業務の全体像が俯瞰できるような業務が中心となったイン
ターンシップとなっている。

b. 短期職員海外研修
短期研修としては、2006 年度から 2008 年度は、グラスゴー大学に毎年度 1 名派
遣し（英国滞在中はホームステイ）、インターンシップ研修を行っている。グラ
スゴー大学における短期研修は、会議英語、交渉英語、プレゼンテーション力を
主体とした研修内容で、同校の Research & Enterprise 部門の SD: Staff Development
の専門家による実質的な就労体験ができるのが特徴である。また、研修プログラ
ムには、グラスゴー大学の担当教職員/専門家へのインタビューが組み込まれてお
り、研修参加職員の職種に関連のある領域において、それぞれ課題を持って SD に
参加できる点が優れている。
2008 年度のグラスゴー大学における短期研修は、東京工業大学との合同研修派
遣とした。
また、短期研修として、2005 年度に語学研修及び国際交流を中心とした実務研
修の 2 種類の研修内容を組み合わせた 3 週間の研修に 2 名の職員をモナッシュ大
学へ派遣した。また、欧州の教育研究機関独自の国際戦略及び国際交流関係業務
についての研修を行うため、2 名の職員をオックスフォード大学（英国）、HEC
経営大学院（フランス）、パリ政治学院（フランス）等に 10 日間派遣した。なお、
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この 2 名の職員は、一橋大学と EU との連携強化のため、ベルギーの EU 本部を訪
問し、今後の一橋大学との研究交流及び学生交流活動について意見交換を行った。
【2008 年度一橋大学事務職員短期海外研修プログラム】
・

実施期間：2008 年 11 月 3 日～2008 年 11 月 28 日（4 週間）

・

実施場所：グラスゴー大学

・

研修内容：
＜研修目的＞
(1）英国と日本の大学等のビジネスの進め方について理解を深め、グロー
バルな視野をもった職員としての能力開発やスキルアップをはかる。
(2）国際的な舞台でも活躍できるような職員を養成するため、特に英語に
よる会議運営や交渉折衝、インタビューや調査の手法などについて学
ぶ。
(3）高等教育のグローバル化に対応するための、英語力やコミュニケーシ
ョン能力等の向上を図ること。
＜インターンシップ研修＞
グラスゴー大学の The Department of Staff Development Service = SDS（同大
学の職員を対象に年間を通して様々な研修プログラムを実施している部
署）が提供する研修に、一橋大学のスタッフが同大学のスタッフと一緒に
参加する。研修プログラムは、How to Run a Meeting, Memos and Letters,
Communicating with People Face to Face, Making Interviews, Making
Presentation, Independent Study 等についての実践的なスキルアップを目指し
たもので、国際的な業務を担当するアドミニストレーターとしての能力の
向上を PDP として体験するものである。研修のテーマは、「発表の方法」
と「ミーティングの運営方法」等である。研修後、これらの研修内容につ
いて SDS スタッフがマンツーマンのフォローセッションを行う。さらに、
マンツーマンのセッションで、研修者はビジネスレポートの書き方等を学
び、最終日にプレゼンテーションを行う。
＜英語研修＞
English as a Foreign Language Unit (EFL)の教師が一橋スタッフのためにマン
ツーマンの特別授業を行う。
授業テーマは、
(1）SDS 研修のフォローアップ
（2）研修者の業務内容と同じ分野を担当しているグラスゴー大学スタッフ
へのインタビュー調査(質問の準備、事前調査を含む）
（3）SDS と EFL スタッフとのミーティングの準備と運営
（4）上記ミーティングでの発表（インタビューおよび研修から学んだこと、
研修に関する意見等について報告）
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＜サポートプログラム＞
Research and Enterprise のマネージャーが、以下のサポートを提供。
（1）オリエンテーション（概論：UK と日本との教育およびビジネスシス
テムの相違、キャンパスツアー）
（2）フィードバックミーティング
（3）英語研修で実施するインタビューの調整
（ⅲ）成果

世界に通用する職員等を養成するために 2006 年度に本格的にスタートした「事
務職員海外研修プログラム」は一橋大学が開発したものであるが、長期・短期研
修のどちらにおいても、研修生のプレゼンテーション力・語学力について格段の
向上が見られるなど成果があがっているため、今後も継続して実施すべき優れた
プログラムとなっている。
グラスゴー大学への短期海外研修の派遣は、2008 年度から東京工業大学と一橋
大学との合同研修派遣とした。これにより、会議英語、交渉英語、プレゼンテー
ション力を主体とした研修プログラムへの研修生のアプローチが多様になり、こ
れまでの短期研修に比べてダイナミズムが生まれた。また、グラスゴー大学の
Research & Enterprise 部門の SD の専門家による実質的な就労体験、研修参加職員
の職種に関連のある領域における課題に関するグラスゴー大学の担当教職員/専門
家へのインタビュー等の機会が増え、一層効果があがって、研修参加者の評価が
非常に高いプログラムとなった。また、複数の研修生を派遣することで、研修コ
ストがやや軽減されたことも付け加えておきたい。
長期・短期研修が終了した時点で、教職員対象の研修報告会を開催しているが、
研修者が発表する研修成果や研修者のモティベーションの高さが他の教職員に与
える影響力は大きく、啓発的な意味あいでも多大な効果が生まれているといえる。
その点では、人事部門からも高い評価を得ているプログラムである。
これらの海外研修を通して、一橋大学の職員は、多様な価値観や異文化への理
解を深め、プロフェッショナルとしての実践力を獲得し、海外の高等教育機関の
教職員とのネットワークを構築していくわけであるが、同時に、長期・短期の厳
しい研修プログラムをこなすことによって、世界標準の大学職員としての自覚と
自負を得ることになる。実際、本海外研修の体験により、職員の意識が、「職場
意識（日本型職業観）」から「職業意識（欧米型職業観）」へと変化し、さらに
は「帰属意識」が｢所属意識｣へと変化していく様子が伺われるが、これらは一橋
大学のプロフェッショナルディベロップメントの大きな収穫といえるものであ
る。
約 1 年間の国内研修・海外研修等を通じて、各職員が、従来の“総務管理型”
のアドミニストレーターから“企画渉外型”および“戦略開発型”のプロフェッ
ショナルへと成長していくプロセスは、企画運営能力や問題解決能力を備えた自
立的なアウトプット人材の養成に繋がるものである。今後は、さらに 6 ヶ月～1 年
間の海外インターンシップ研修を開発すべく、現在検討中であるが、それらが職
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員のキャリアデザイン志向に応えられる複合的な PDP として整備されれば将来的
には PDP 自体が優秀なスタッフの確保にも繋がるものとして期待されるものとな
ろう。

京都大学 ：ユニバーシティ・アドミニストレーターズ・ワークショップと職員養成
（ⅰ）背景・問題意識

ユニバーシティ・アドミニストレーターズ・ワークショップ（UAW）は、京都
大学の国際戦略の四つの軸のうち、「マルチラテラル交流」への発展、および「国
際交流基盤の充実」を主眼とするものであった。「マルチラテラル交流」への発
展とは、従来の二大学間の交流を超えて、多角的でダイナミックな交流の実現を
目指すものであり、「国際交流基盤の充実」には、海外の大学運営等に関する調
査、国際交流担当事務職員の育成が含まれている。
具体的には、UAW の開催により、AEARU（東アジア研究型大学協会）と APRU
（環太平洋大学協会）を中心とする国内外の大学の国際交流の実務責任者が、国
際交流推進上の具体的な共通の課題について意見交換し、参加各大学の国際活動
の質的向上、日本の主要大学とアジアの主要大学との交流の深化を期待したもの
である。
（ⅱ）取組

UAW は 2005 年度から 2008 年度まで 4 年間に亘って京都大学において開催され、
2009 年度も引き続き開催の予定である。過去 4 回の開催概要は以下のとおりであ
る 2。
【第 1 回】

2006 年 3 月 16 日～17 日に、国際交流セミナーとして「大学国際交

流担当者ワークショップ－大学の更なる国際化に向けて－」を開催した。アジ
アから 12 大学と、日本の 3 大学の国際交流・留学の実務責任者が参加した。
【第 2 回】

2007 年 2 月 1 日～2 日に、「国際化を通した大学の革新」を開催し

た。アジアからの 14 大学と、国内から 10 大学が出席した。ドイツ・ミュンヘ
ン工科大学の Ernst Rank 副学長が「ドイツのエクセレンスイニシアティブに選
ばれたミュンヘン工科大学の戦略と国際化」について、カリフォルニア大学デ
ービス校の William B. Lacy 副学長が「国際的な学習、発見、取組の強化－大学
に不可欠な 7 つの要素」について基調講演を行った。
【第 3 回】

2008 年 1 月 24 日～25 日に、「大学国際化の堅固な基礎作り」を開

催した。海外から 16 大学、国内から 9 大学が出席した。メルボルン大学管理部
門担当副学長の Elizabeth A Baré 氏が「オーストラリアの大学における国際化：
人材配置の観点から」について、また、ワシントン大学セントルイス校の海外・
学部学生プログラム部長の Pricilla Stone 氏が「海外留学の最近の傾向：アメリ
2

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/opir/admin_workshop/index.html
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カ合衆国の観点」について、基調講演を行った。招待講演者も参加して、「学
生交流促進ためのネットワーキング」及
び「留学生・研究者受入のための基盤作
り」の二つの分科会で議論した。

（第 3 回 UAW）基調講演での参加者の様子

【第 4 回】

2009 年 2 月 12 日～13 日に、「国際的なパートナーシップの構築―

より創造的な学生の交流を求めて」を開催した。アジア 20 大学と、国内から 7
大学が出席した。招待講演者として、広
島大学の二宮皓 理事・副学長（当時）が
「望ましい大学教育の国際化の方向性」
について、フィンランド・ヘルシンキ大
学の Markus Laitinen 国際部長が「国際部
署のない国際的な大学－ヘルシンキ大学
の事例」について、基調講演を行った。
その後、「国際部署の役割」、「より多
くの学生受 入のための 多様なプロ グラ

（第 4 回 UAW）記念撮影する参加者一同

ムの推進」 と「国際交 流における リス
ク・マネジメント」の 3 つの分化会を開いた。
【担当職員の苦心と実際の結果】
米州には NAFSA、欧州には EAIE と、地域横断的な組織があるが、アジアには
国際交流実務担当者が集まって議論する場が UAW 以外にあまり例がない。この
ため、主催者として手探りでの創設であり、具体的には以下のような課題があ
った。
・このような場を作ることの趣旨を各大学にどう伝えるか
・ゲストスピーカーは、テーマとともにどのような人物が適当か
・各セッションでの議論の具体的テーマ、方向性
・各セッションの議長役として適任者をどのように選定するか
・担当教職員レベルで本当に議論が成り立つか
初回はワークショップの意義説明を含め、AEARU を中心とする各大学の副学長
に担当部門への周知・連絡を依頼したが、各大学の国際交流部門から極めて前向
きの反応があり、嬉しい驚きだった。ゲストスピーカーは、できるだけ海外大学
の国際交流事務部門の総括責任者を選ぶこととした。彼らが具体的な話題を提供
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してくれたことも UAW の盛り上がりの要因と思われる。また各セッションのテー
マは各大学に共通すると思われる課題を設定した。
各大学の国際交流担当部門との事前のやり取りも驚くほどスムーズに進行し、
セッションでの発表依頼に対しても、意欲的な参加者が多かった。各セッション
での議長役についても同様で、現場に委せることで、セッションの運営上での苦
労は想定以上のものはなかったと言える。

（ⅲ）成果

UAW の直接の成果としては三点を挙げることができる。
a.国際交流実務担当者間の交流深化と信頼感醸成
UAW は、第 1 回の 12 大学から第 4 回の 20 大学と参加大学が増加した。複数名
の参加者を送る大学も多く、参加者間の交流も深化している。UAW が毎年多くの
参加者を集めていることの一つに、設定テーマが大学全体の国際交流を支え、ト
ップの活動を支える各大学の国際交流担当者の共通の日常的関心事を的確に捉え
ていることが考えられる。たとえば組織運営、職員養成、学生交流推進の具体策
などであり、率直に話し合い、解決策を探る活発な議論が実現している。
開会中は通常 E メールでしか顔を知らなかった人達と直接話をできることがあ
り、その後の学生交流の連絡等などでも相互の信頼感があることから、国際的な
ネットワークの構築について成果があった。
b.国際交流の多様なテーマについての研修機会
各セッションでは、デュアルディグリーや単位互換、サマープログラム、リス
ク・マネジメント、国際オフィスの役割、留学生受入れ戦略などをテーマとして
きた。この結果、京都大学も国内外大学の工夫など学ぶことが出来た。また今後
の国際交流を活発化するためにどのような課題があるのかも明らかになった。具
体的にはサマースクールの開設については学期のずれから日本と他のアジア諸国
の間で工夫が必要なこと、リスク・マネジメントは保険などの問題だけではなく、
心のケアをはじめとする留学生アドバイジングを含んだ問題と捉えられているこ
となどである。UAW の研修は、国際交流に関わる問題を総合的に捉え、対処する
人材の育成に大いに貢献している。
c.積極的な海外職員の対応に学ぶ
4回のワークショップを通じて、京都大学の職員にとって海外大学の職員の積極
的な姿勢は驚きだった。セッションの発表でも堂々と所属大学の考え方や実際の
運営について説明を行うなど、多くの学ぶべきものがあった。運営を行った職員
にとってUAWの準備は、一つ一つのステップの積み上げが大きな成果に結び付く
という意味で、非常によい体験となり、自信となった。
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d.その他
UAWの成果について、報告書を取り纏めて刊行し、HPにも掲載して、その内容
を広く周知している。今後、参加大学がさらに増えるに従い、ワークショップの
運営も複雑になるが、企画・立案を経験した職員の継続的配置、また新たに育成
していくこと、国際交流担当職員以外の参加をいかに図るかが課題である。
京都大学ではUAWに加えて、文部科学省国際教育交流担当職員長期研修プログ
ラム（LEAP）、文部科学省中国政府奨学金留学生（行政官派遣）、日本学術振興
会国際学術交流研修（海外研究連絡センター派遣を含む）、京都大学とカリフォ
ルニア大学デービス校との覚書に基づく相互派遣インターンシッププログラム等
の諸制度による職員の海外派遣の機会を設け、国際交流担当職員の養成に力を入
れている。
なお、上記プログラムについては、全職員に周知し、学内公募に基づく選考を
経て派遣者を決定している。必ずしも語学力や現職にとらわれず、国際交流に関
し、意欲や能力を評価し派遣することにより、幅広い職員に国際研修の機会を与
える工夫をしている。
また、これらのプログラムで派遣された職員の多くは、現在も国際交流、各部
局の国際交流関係部署、産官学連携などの分野の中核となって業務を担当してお
り、京都大学の国際化推進の一翼を担う戦力となっている。
今後、京都大学において、国際業務は、単に国際関係部署に限定されず、どの
部門にとっても日常的に必要な業務になって行くことが予想される。このため、
海外研修や UAW のように海外大学の国際的な運営等を多くの職員が学べる機会
を提供することが重要であり、次期中期目標・計画（案）にも盛り込まれること
が検討されている。また、全学的な規模で職員の事務窓口での一次的対応が可能
となるように英会話研修を進める予定である。

神戸大学 ：外部人材の活用と国際担当職員の養成及びキャリアパスの構築
（ⅰ）背景・問題意識

高等教育のグローバル化に伴い、人的移動性が急速に高まる中、日本の大学に
おいても国際的な活動を展開するための組織体制が求められ、大学職員にも、高
度な専門知識を備え、大学の国際化を先導していく役割が期待されている。神戸
大学においては、これまで独自の英語研修や文部科学省国際教育交流担当職員長
期研修プログラムへの参加などを行ってきており、それらの研修を受けた職員を
国際関係部署に配置してきてはいるものの、専門職という位置づけはできておら
ず、よって各自のキャリアの中で国際業務に継続的に従事し、ノウハウを蓄積し、
ステップアップしていく仕組みが整っていなかった。このことにより、急速に求
められる専門的な業務に即座に応えることができる職員がいなかったため、大学
国際戦略本部強化事業において専門職として、「交流コーディネーター」ポスト

- 195 -

研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書
グローバル社会における大学の国際展開について
～日本の大学の国際化を推進するための提言～

を設け、外部から高度な専門性を備えた人材を登用したところ、神戸大学の国際
戦略事業実施の迅速性が飛躍的に高まるとともに、現有のスタッフとのスキル等
の差が明らかになり、内部人材の養成が重要課題であることの認識が進んだ。
なお、外部人材の採用に当たっては、公募制とし、神戸大学の HP を中心に周知
した。高度な英語運用能力、国際関係の職歴、高度なコミュニケーション能力に
重点を置いて選考した。
（ⅱ） 取組
登用した外部人材は、交流コーディネーターとして、国際交流推進本部の事業
を企画・運営、全学的な国際交流を調整・支援を主な職務とするが、席を国際企
画課に置き、同課に配置されている職員に対する OJT を行い、日々の業務への助
言を可能とした。
さらに、交流コーディネーターの提案により、これまで人事課で行われていた
英語研修を、国際業務を担う職員養成に焦点を絞り、人事課と国際交流推進本部
の共催の国際業務研修として、企画・運営することとした。当該研修は、今後国
際的な活動が日常化することに備えて、職員の国際業務対応能力の底上げを図る
ことと専門人材の育成を目指している。研修を行うにあたっては、なぜこのよう
な研修が必要なのか、目指している方向はどこか、といったことをまず全学的に
認識することが必要であることから、初回に高等教育における世界の動向、その
中において設置された国際交流推進本部の役割、目的を説明する機会を設けた。
このことにより、職員間で、国際化が加速される環境の中で神戸大学が目指すも
の及び研修の位置づけが明確になり、研修受講者及びその所属部署の長に共通の
目的意識が持たれた (2005 年度研修初回のアンケート調査結果より)。
また、当該研修では、全学的な目標の下に推進するために、内部リソースも活
用している。具体的には、高等教育、異文化理解、言語教育を専門とする教員に
よる講義や学内で使用されているオンライン英語教育プログラムを職員も利用可
能としている。2009 年度からは、専門職員養成研修には、神戸大学大学院人間発
達環境学研究科の科目「高等教育特論 I」の受講を組み入れ、実務対応能力に加え
て、高等教育を取り巻く世界的動向についても学び、正確な知識に基づいた国際
戦略を提案できる力を養っている。
これらの学内研修で培った能力を実践するために、学外研修として、国内の国
際関係機関においてインターンシップを実施したり、海外で開催される国際教育
担当者が集う会議へ外部人材とともに出席し、高等教育における最新の国際動向
を学ぶ機会を与えている。インターンシップ先としては、海外への情報発信を行
うフォーリンプレスセンター、研究者と事務スタッフが連携し、グローバルなネ
ットワークを形成している国連大学高等研究所を選び、それぞれ職員を 1 ヶ月派
遣した。フォーリンプレスセンターでは、年に一度開催されている国際会議の運
営に加わり、国際会議開催のノウハウを学んだ。国連大学高等研究所では、持続
可能な開発のための教育に関する地域の拠点(RCE)事業に関わった。派遣された職
員は他の組織に学ぶことによって、神戸大学において取り入れられるべき点を提
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案するなど、意欲が高まり、能力も向上させている。
さらに、本研修の受講者の中から、年度によって変動はあるが、数名を文部科
学省国際教育交流担当職員長期研修プログラム及び日本学術振興会国際学術交流
研修プログラムに参加させ、研修終了後は国際部国際企画課へ配置する制度を始
めた。
なお、2005 年度～2008 年度に当該研修及び国際交流推進本部が企画した講演会
等に参加した職員数は延べ 319 名(一部講演会出席の教員も含む)に上り、大学の国
際化に対する意識の高まりを示している。
職員養成を神戸大学の国際戦略の一つとして位置づけたことにより、学内で専
門性を有する職員の必要性が認識され、前述のように研修が拡充されるとともに、
一定の外国語運用能力を応募資格に課す神戸大学独自の職員採用試験が導入さ
れ、新たな人材も確保されている。当該試験を受けて採用された職員も国際業務
研修に積極的に参加しており、今後は育成された職員を有効活用するために、適
材適所の人事配置を行うべきであるが、そのためには、配置するポストを確保す
る必要があり、新たに部局の国際交流活動を支援する「国際連携支援員」を設置
する準備を進めている。「国際連携支援員」とは、部局において交流協定締結等
の補助、受け入れ外国人研究者のサポート業務など、これまで多くの部局におい
て教員が行っていた業務を担い、支援する職員である。2008 年度には、国際企画
課において国際交流推進本部の事業に企画員として関わり、外部人材による OJT、
国際業務研修で対応能力を向上させた職員を海事科学研究科に「国際連携支援員
候補」として配置し、試験運用している。また、その後任には、国際業務研修の
受講者が充てられており、有機的な人事配置が行われている。このように、国際
交流推進本部の企画員として一定の期間、国際業務に従事し、対応能力を身につ
けた職員を、学部・研究科あるいは他の国際関係の知識が必要とされる部署へ送
り出すことにより、育成した人材の有効活用が実現できている。なお、「国際連
携支援員」については、同ポストを正式なものとして制度化し、他部局にも配置
するよう今年度内に準備を進めているところである。具体的には、国際連携支援
員の職務内容を確定させ、設置要項を作成し、学内承認を得る手順を追っており、
2007 年度末に行った部局の国際業務ヒアリングに基づいて国際連携支援員が必要
と思われる部局及び英語コース設置を計画している部局への配置を予定してい
る。
（ⅲ）成果

このように国際交流推進本部が第一に取り組んだ専門職ポスト「交流コーディ
ネーター」の設置と外部人材の登用により、国際交流推進本部事業の実施の迅速
性が飛躍的に高まったばかりでなく、刺激を受けた内部人材がより積極的に本事
業に取組むようになった。さらに学内における人材育成が大いに進み、独自の職
員採用制度の導入、新たなポストの設置計画、有効な人事配置にまで至っている。
これらの成果は、2008 年度に行った国際交流推進機構の学内自己点検において、
外部評価委員からも高く評価されている。外部人材の登用は、内部人材に大きな
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影響を与え、専門性を持つ職員の必要性など、国際化に対する意識啓発に繋がり、
前述のとおり新たな専門職ポストの設置計画、独自の職員採用試験の導入など、
組織のみならず制度改革をも進めた。当該職員採用試験制度が導入されたことに
より、本事業で登用した交流コーディネーターを始めとする複数の外部人材が内
部人材化され、内部職員とこれらの人材がもつノウハウの継続的共有が可能とな
った。今後も OJT は続けられ、またこれらの職員が作成予定のマニュアル(協定締
結、外国人の接遇、国際会議の運営、交換留学の事務手続き等)によって、全学的
な国際対応能力の向上が図られ、一層の人材育成が促進されるだけでなく、神戸
大学における専門職ポストの拡大、キャリアパス構築も実現されつつある。
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（３）総合分析及び具体的提言
（ⅰ）本事業を通じて得られたデータの分析
a. 職員のキャリアパスの整備

国立大学では、職員の定期採用に関して、法人化以前の公務員試験に代わり、
国立大学法人等職員統一試験を実施しているが、語学力を特に重視していない点
では以前と変わりない。
神戸大学の事例では、当初、定期的な採用とは別に外部人材をアドホックに採
用したが、その後、大学独自の定期採用に発展しており、東京大学などでも統一
試験とは別に語学力などを重視する独自の採用を実施している。しかし、公私立
大学を含め、職員の定期採用において、英語の運用能力を有することを条件とす
るといった方針を採っている大学は、国際化を重視する比較的少数の大学に限ら
れると見られる。
また、日本学術振興会「大学等における全学的な国際化推進に関する調査」（第
３章を参照）結果を見ると、国際業務担当職員のキャリアパスについて、「十分」
又は「ある程度」整備できていると回答した大学は、本事業の採択機関だけを見
ても 4 割にとどまっており、その他の大学については 1 割に満たない（第３章図
表 3-25 参照）。
したがって、大学としておおよその国際戦略は策定しても、それを実行するた
めに、「国際化」を見据えた職員人事を構想できる大学は少なく、多くの大学で
は、語学運用能力の優れた人材をどの程度採用・育成し、どのようなポストに就
けていくのかについて、展望が見えていないものと思われる。
b. 職員の海外派遣の機会

海外派遣実績に関する調査結果を見ると、多くの大学で増加傾向にあり、教員
だけでなく、職員も積極的に海外に派遣している大学が多いことがわかる。 年間
に、専任職員数の１割を超える海外派遣実績を有する大学も見受けられる。また、一

橋大学の事例では、少人数の派遣ではあるが職員の海外研修をテーラーメイドで
組み立てており、国際業務担当職員の育成を狙っていることが伺える。
他方、中規模以下の大学や一部の私立大学では職員の海外派遣の実績が短期を
含めて皆無と答えているところも多く、大学職員の国際交流におけるプレゼンス
の小ささが伺える結果となっている。同調査結果からも、国際化に関する計画等
が明確にされていない大学には、職員派遣のための予算が確保されていないとこ
ろが多いことがわかっており（第３章図表 3-48 参照）、大学の取組や体制の違い
により、職員の海外派遣に関する実態も異なることが伺える。
また、調査結果を見ると、職員の海外派遣終了後、海外での経験を生かす環境
について「十分」又は「ある程度」対処できていると回答した大学は、本事業の
採択機関については半数を超えるものの、その他の大学については 2 割強に過ぎ
ない（第３章図表 3-23 参照）。上記 a.のキャリアパスの未整備と同様、一般には、
「国際化」を見据えた職員人事構想ができていない大学が多いことを伺わせる結

- 199 -

研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書
グローバル社会における大学の国際展開について
～日本の大学の国際化を推進するための提言～

果となっている。
c. 職員の語学運用能力及び外国人専任職員

本節冒頭に述べたように、一般に国公立大学職員の語学運用能力はあまり高く
ない。調査結果を見ても、海外派遣に関して、「教職員の語学力レベルが十分か」
という設問に関し、教員については「ある程度対応できている」という回答が多
いのに対し、職員については「どちらとも言えない」又は「あまり対応できてい
ない」という回答が多く、特に、本事業に採択されていない大学には職員の語学
力に関してネガティブな回答が多い（第３章図表 3-22 参照）。
本事業の採択機関には大規模なところが多く、外国人の専任職員を採用してい
る大学も既に過半数に及んでいる。また、本事業に採択されていない中規模大学
でも、「伝統的に各部署で対応する方式を採っており、全部署で国際化の推進を
心がけている」と回答しているところがあり、このような大学では、本部はもと
より、各部局においても、語学運用能力の高い職員が配置されていると考えられ
る。
d. 職員評価
調査結果において、職員の国際活動に関する評価について実施している旨回答した
のは、「ある程度実施している」を含め 2 割、本事業の実施大学に限っても 4 割にと
どまっており、上記 a.の国際業務担当職員のキャリアパスが未整備であることと連動
した結果になっているものと見られる（第３章図表 3-24,3-25 参照）。専門職を志向
する職員に対して目標を示すことができないようでは、評価を行う意義自体が不明確
であろうし、逆にゼネラリストばかりの職場であれば、国際活動に関する評価は大き
な重みを持たないのであろう。
（ⅱ）提言
a. 職員の採用

法人化していない一部の公立大学を除けば、国公立大学職員数の上限が公務員
定数によって制限されることはないが、計画や予算で許された範囲内で計画的な
職員採用を行わなければならないことは、全ての大学に共通である。
しかし、職員研修に費やすことのできる予算と時間に限界があることを考えれ
ば、公務員試験類似の選考試験のみに頼るのでなく、職員採用の段階で、語学の
運用能力が高い者などを計画的に採用していく方が、国際業務に関する能力の高
い職員集団を形成できると考えられる。
「国際化」を目指す大学においては、即戦力として期待されるスペシャリスト
を特別に採用するだけでなく、大学本部の定期的な採用においても、国際業務を
担当することが期待される職員について、各大学の計画に基づき、適切な募集・
選考方法を用いて確保すべきであると考える。
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b. 職員のキャリアパス

これまで見たように、英語の運用能力の高い職員の確保や、専門的知識、職務
経験、学歴、留学経験を有する者の確保など、採用に関する方策や計画が確立し
ていない大学では、国際業務担当職員のキャリアパスが整備しがたい状況にある。
したがって、多くの既存の大学では、時間をかけて国際業務担当職員を確保、
養成していくこととなるが、ここでは、誤解を避けるため、国際業務に関するゼ
ネラリストとスペシャリストの関係について述べておきたい。
大学職員が、単に「語学能力が高い」「海外経験がある」又は「国際的な業務
を希望している」というだけで、スペシャリストとして扱うのは不適切と考える。
勿論、通訳や翻訳要員として職員を採用するケースも考えられなくはないが、一
人で多様な会議の通訳や多様な専門用語を含む文書の翻訳をこなせる人材は少な
いうえ、これらの業務は外注することも可能であるので、職員として抱え込むメ
リットとデメリットをよく考える必要がある。
一方、外国人教員や留学生を有する大学においては、ゼネラリストの中にも、
語学運用能力が高い人材や、海外経験がある人材が相当数含まれるべきであり、
これらの人材が、教務、広報、入試、研究支援、人事・福利厚生などの各部門に
配置されるべきである。但し、語学能力が高くても、一般事務や外部との交渉等
が苦手な職員がいる場合、そのキャリアパスを考えていくことは容易でないと思
われる。
他方、海外との学生交流、国際研究協力、外国人留学生の生活支援などの各業
務部門では、担当職員が、語学運用能力だけでなく、入試や就職支援などの担当
と同様、職務経験や人脈を有することが重要である。しかし、例えば留学生の募
集と国際研究協力では職務の内容が大きく異なっており、多岐に及ぶ国際業務の
全てに詳しい人材を見いだすことや、国際業務全般に関する「スペシャリスト」
を育成することは困難であろう。少なくとも国際教養大学のように大学運営の「国
際化」を図っている大学においては、「国際関係業務のスペシャリスト」（同大
学においては「大学事務のスペシャリスト」とほとんど同義である）というキャ
リアパスは存在し得ない。
このため、これらの業務部門ごとに学内で計画的にスペシャリストを育成する
か、外部から即戦力となる人材を採用して、これらの各部門を強化し、業務の円
滑な実施を期することが望ましい (広報、入試等の部門のスペシャリストについて
は省いている)。
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図 4-6-2

国際業務担当職員の活動イメージ

(広報、入試等の部門のスペシャリストについては省いている。)
c. 教員の学務か？事務職員か？

国際交流のような事務について、大学の事務局及びこれに属する職員がプロフ
ェッショナルな集団として機能することが重要ではあるが、単に教員の「手足」
だけでなく、教員のパートナーとなって積極的、主体的に従事することについて
は、教員・研究者の心理的抵抗や反発も予期される。
一般に、事務局又は職員が業務を担当するメリットとして、次の 3 点が考えら
れる。①《専業性》：教育研究を本務とする教員・研究者と異なり、事務に集中
することができる。②《継続性・一貫性》：自己の見解よりも大学組織の判断や
大学関係者の利益を優先し、担当が交代しても方針が変わらない。③《連絡調整
能力》：業務の遂行のため、必要な時点で関係教員などとの連絡や調整を行い、
決裁や審議など、学内の意志決定手続を適切に行うことができる。
例えば、学生交流などについて、大学の意志を体して海外の関係者とのスムー
ズな連絡調整を実施するには、教員・研究者だけが海外の大学との窓口となって、
多大な労力を供給し続けるよりも、有能な事務職員を確保し、関係教員は、職員
や学生のアドバイスや、カウンターパートとなる他大学の教員との連携に徹する
方が賢明と考えられる。逆に、職員が教員の「手足」でしかなく、教員のパート
ナーとなっていない大学(例えば、「職員だけで海外出張に行くのはダメ」などと
している大学や、事務職員が自らの責任を回避するために全ての意思決定を実質
的に教員や委員会に任せている大学)では、プロフェッショナルな職員が育成され
にくいだけでなく、教員が学務に割くことのできるマンパワーに限界があるため、
交流が大きく発展することは期待できないであろう。
他方、①《専業性》に関して、一人の職員が多様な業務を抱え過ぎていたり、
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②《継続性・一貫性》について、担当職員が上司や関係教員の意見又は過去の取
扱とは異なる見解を示したり、また③《連絡調整能力》に関しては、連携先や学
内の関係教職員と必要なタイミングで情報を共有できなかったり、意志決定手続
が遅れたりするような、いわば未成熟な状態では、事務職員が業務を担当するメ
リットは無いと言えよう。
d. 対外窓口としての職員

国際交流においても、「水を飲むときは井戸を掘った人のことを忘れるな」と
いう中国の言葉が時折使われるが、井戸を掘った人に感謝すべきだからといって、
井戸を掘った人に水道設備工事や完成後の保守点検までをも請け負ってもらうこ
とが正しいとは限らないであろう。
海外の大学との交流でも、研究交流と学生交流とでは次元が異なり、研究交流
に関しては、何よりも現場の研究者が重要であるうえ、交流の責任者となる教員・
研究者が国際的にもプレゼンスのある人物であれば、交流先の大学もその人物の
意向を尊重する。
他方、学生交流に関しては、交流開始のきっかけを作った人の手から離れ、双
方の大学が事務担当を連絡窓口にすることが多く、その方が組織的で安定的な関
係が築けると考えられる。国際教養大学のように小さな大学で、90 以上の海外の
大学との学生交流協定がアクティブであるのは、連絡の窓口が交流のきっかけを
作った人達の手から事務職員の手に渡り、少数ながら担当職員が専門的に連絡・
交渉に当たっていることによる。
さらに、学生交流においては、交流のきっかけを作る「井戸を掘る人」は役員、
教職員の誰であっても良い。研究レベルの高い大学が、同様の大学との交流を期
待するのであれば、きっかけ作りを教員・研究者に頼っても良いであろう。他方、
教育を重視する小規模大学の教員同士が国際研究集会等で巡り会うことは少ない
ので、このような大学では担当職員レベルにおいても、海外の大学に対して交流
を働きかけることがある。
e. 職員の適正配置

総合大学においては、学部など大学内の部局における日常的な教育・研究だけ
でなく、海外の大学との国際交流を含め、学外の団体と連携して行う各種の継続
的な事業や単発的な行事の開催、及びそれらの準備を、大学又は法人として行わ
ず、かつ大学本部に頼らず、できるだけ部局内で済ませようとする、いわば「部
局主義」「部局自治」ともいうべき傾向が見られる。特に国立の総合大学におい
ては、「部局ごとの意志決定」が「大学の自治」と混同されているのではないか
と思われるほど、この傾向が著しい。
海外の大学等との交流・協力協定の締結に関しても、国立の総合大学等におい
ては、研究協力に関する協定など、部局間協定で済むものについては大学間協定
を締結しない傾向が見られる。
大学が主体となって海外の大学と協定を結ぶためには大学本部の決裁が必要で
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あるが、「部局主義」の傾向が強い大学では、当該大学との交流を中心的に行う
部局が学内の意思決定を自ら働きかけなければならないので、その部局において
資料を作成し、部局の教職員が各種の会議で説明して了解を取り付けることにな
る。そのような手続が面倒に思われると、わざわざ学長名で協定を交わさずに部
局レベルの協定で済ませよう、ということになりやすい。
もともと、国公立大学に法人格が無かった時点では、大学自体も、学部などの
部局と同様、国又は地方自治体の機関であったため、その点で大きな差異は無か
った。例えば、2004 年 3 月までは各国立大学もその下の学部も日本国政府の一機
関であったため、海外の大学との大学間協定は、締結の主体が学長であろうと学
部長であろうと、いずれも国際法的には機関の長同士の「紳士協定」のようなも
のに過ぎず、政府レベルの取り決めでもない限り、法的拘束力のある契約と見な
すことはできなかった。
しかし、国公私立を問わず、ほとんどの大学が国や自治体ではなく法人の下に
ある現在、海外で事務所を借りて活動する場合はもちろん、対外的な活動に関し
ては、部局ではなく法人又は大学として活動する方が、より高い信頼を得られる
はずである。
事務職員が少人数の部局においては、「部局主義」を貫こうとしても、例えば
海外の大学との協定や、これに基づいた研究協力や学生の交換交流などに習熟し
た職員が確保しにくく、必要な分野のスペシャリストを揃えることが困難である。
どのように行動して良いのかわからないことだらけの小さな集団が、大学本部と
没交渉のまま、自分達だけで積極的な国際交流を行おうとしても、提携先や関係
機関とスムーズな交渉を行い、関係者から安心や信頼を勝ち得ることは望めない
であろう。
このため、事務職員が少人数の部局においては、日常的な教務事務など、部局
で行う事務を精選し、各種の国際関係業務は、キャンパス毎に集中化を図り、プ
ロフェッショナル集団の育成を心がけるべきであると考える。
f. 職員の研修

今回、多くの大学で、職員が出張や研修などで海外に派遣される機会があるこ
とが伺えた。国際業務担当職員やその候補者を海外に派遣するのであれば、本節
（１）（ⅳ）で述べたように、交流先や目標とすべき大学等の教務運営や研究環
境等に関する知見を深めることが望ましいことから、大学として、海外のどのよ
うな大学がふさわしいかを見極めたうえで、研修先や研修内容を決め、受け入れ
先機関等と協議することが重要である。
また、ある程度英語力のある職員であれば、NAFSA 総会等の大規模な会議やテ
ーマ別の研修会に行って多数のセッションに参加したり、テーマを決めて、英語
圏などの諸外国の大学を取材したりすることも有益である。
他方、基本的な連絡調整能力や教務等大学運営に関する知見を磨く目的であれ
ば、国内の大学との職員交流を実施する方が効果的であろう。
＜小山内
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