
「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○　教育課程の国際通用性の向上のための取組
　科目ナンバリング制度を平成25年度以降に全学的に実施し、カリキュラムマップに基づく体系的かつ順次性に従った
教育課程を実施する。
○　戦略的な国内外への教育情報の発信
　本学英文版HPを全面的に改修し、教育情報を一元的に発信する体制を整備するとともに、英文化した学内規程を当
該HPに掲載し、学内外から閲覧が可能とした。
○　事務体制のグローバル化
　事務職員が留学生・外国人研究者等に対応する際に必要となる事柄に特化した実践的英語研修を、道内国立大学
にも開放して実施した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○　「新渡戸カレッジ」の創設
学生の国際性を涵養し、もって国際社会の発展に寄与することができる教育プログラム「新渡戸カレッジ」を創設した。
　・ 同窓会との連携による人材育成
　　新渡戸カレッジ生のキャリアデザイン力を育成するため、同窓生による「フェロー」を組織し、在学中から「社会で実
際に求められる力」を育成する。
　・ 新渡戸カリキュラムの開始
　　日本人学生と外国人学生がともに学び、異文化の他者と協同する力を育成する、課題解決型授業である「多文化
交流科目」、大学の演習施設を利用し、厳しい環境の中でのチームワーク、リーダーシップ力を育成する「フィールド型
演習」を開始した。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○　教育体制のグローバル化
　講義・演習英語化の推進力として、バイリンガル教師のネットワークである英語母語話者教師団（CEPU: Central
English Program Unit）の組織を整備した。
○　グローバル教育力向上のための取組
　教員に対するグローバル教育力向上のためのFDを、毎年、複数回実施する。また、英語による授業を実施するため
のマニュアルを作成し活用している。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○　動機付けや留学を促進するための取組
　・図書館主催による「世界で学ぶ」、「世界で働く」、および「世界の今について語ろう」など、グローバルに活躍している
人を招いて講演等を実施し、学生が将来のグローバルなキャリアを考える機会を提供した。
　・海外留学に関する説明会を集中的に実施（H25年度実績約20回）した。
○　海外留学機会の拡充
　・海外の大学で語学教育を受講する海外短期語学研修先にオーストラリア、エストニア及びスペインを追加した。
　・学部初年次の学生を主対象とした、海外大学、海外展開する日系企業、国際機関等を訪問し、将来のグローバル
キャリアの第一歩となる「ファースト・ステップ・プログラム」を授業科目として開始し、海外留学の機会を拡充した。
○　北海道大学フロンティア基金に新渡戸カレッジ生を対象とした海外留学奨学金を創設
　北海道大学独自の基金であるフロンティア基金に、新渡戸カレッジ生を対象とした海外留学奨学金を創設し、新渡戸
カレッジ生が海外留学する際の経済的負担の軽減を図った。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○　産業界でグローバルに活躍している同窓生のフェローが、1・2年次生20名程度のグループを担当し、グループ・ミー
ティング、合宿、講演会等を通じて、カレッジ生と身近に接し対話することにより、カレッジ生の視野を広げ、世界が直面
する諸課題を身近なものとして捉える力を鍛えるとともに、キャリアデザインを支援する。今後3、4年次のカレッジ生に
は、フェローによるメンタリングを実施予定。また、平成27年度から、英語力を育成するとともに、世界の中での日本人
としての自覚を育成するために「日本文化・社会に関する理解増進科目」を開講する。

その他 特になし。

具体的な取組内容

1 北海道大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○大学のグローバル化の推進
・「グローバルラーニングセンター」を設置し、学生の短期派遣や交換留学を促進
・カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR）に「東北大学センター」を設置し、新たな短期派遣プログラムを開発
・留学生との混住環境について、UH三条に引き続き、UH片平を開設し、平成25年秋にはUH三条IIの入居開始
・事務部門の国際化、研修を拡充し、UCR、ハワイ大学等にて海外研修を実施、学内文書の多言語化等を推進
○教育課程の国際通用性の向上のための取組
・「基礎ゼミ」に加えて、「展開ゼミ」を約30クラス開講、課題解決能力の向上に向けた授業を拡充
・「学務審議会」に「国際化拠点整備教育委員会」を平成25年4月に設置し、カリキュラムを検討
・学務審議会において、GPA導入の際の具体的方法について検討
・平成26年度より「高度教養教育・学生支援機構」を設立(準備中)。グローバルラーニングセンター等も新組織に参画

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○東北大学グローバルリーダー育成プログラム（TGLプログラム）
・「語学・コミュニケーション力」、「国際教養力」、「行動力」を養う授業や講座・セミナー等からなるサブプログラムと「海
外研鑚」サブプログラムを組み合わせた学部学生向けのグローバルリーダー育成プログラムを実施
・東北大学在学生に対しグローバル意識調査を実施
・TGLプログラムで伸ばす諸能力について、能力定義と到達レベルチェックシートを策定

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育体制のグローバル化とグローバル教育力向上のための取組
・外国人教員や外国で学位を取得、海外での教育・研究に携わった経験を持つ教員の積極的な登用
・グローバル教育のための教員研修の機会を以下のとおり増した。
　(1) 本学の高等教育開発推進センターが主催するFDを活用し研鑽を図った。
　(2) 国際教育関連の国際学会（NAFSA、EAIE等）に教員を積極的に派遣した。
　(3) グローバル人材育成推進事業採択校や他の先進的な取り組みを行う大学主催のFD等に教員を派遣した。
・英語による授業や留学生との共修授業による学習効果について研究を進め、教員の資質向上に活かした。
・「グローバル人材育成と国際共修」（平成25年3月実施）をテーマとしたシンポジウムを開催

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○動機付けや留学を促進するための取組
・スタディアブロードプログラム等の短期派遣留学の拡大を図り、交換留学やインターンシップを行う学生を増やした。
・グローバル萩奨学金制度の改正を行い、支援内容を充実させ、海外の大学へ留学する優秀な学生へ授与した。
・スタディアブロード奨学金を制度化し、短期海外研修に参加する学生に対し、支援を開始した。
・国際交流センター教員による派遣留学全般に係る留学アドバイジング体制を充実させた。
・派遣留学生を希望する学生を対象とした、留学に必要なスキルを取得するための「留学準備コース」を提供
・留学経験者によるピア・サポートとしてグローバルキャンパスサポーター制度を導入

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○TGLプログラムにおいて日本の歴史などの授業を開講
・TGLプログラムの国際教養力養成サブプログラムにおいて、日本の歴史と伝統文化、近代日本の歴史と思想、東北
大学の歴史、日本の芸術史、等多くの科目を開講し、日本の歴史、思想、文学、芸術、価値観等を学ぶ機会を提供

その他

○キャリア教育の実施
・グローバルな視野を持ち国内外の第一線で活躍する、本学学生のロールとなる方を招いてのグローバルリーダー講
演会、及びグローバルに事業を展開している企業や組織の方を招いてのグローバルカンパニー講演会からなる「グ
ローバルキャリアセミナー」を新たに開催。受講生はTGL登録学生。平成25年度は、計13回実施

具体的な取組内容

2 東北大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）関連する授業科目を「国際日本学」に選定し、日本および外国を学ぶプログラムを推進。「国際日本学」の科目を48
単位以上取得することで、学位相当の履修証明発行を決定し、教育の質を保証。
（２）平成24年度は教養科目240科目を選定し、平成25年度からは専門科目にも対象を拡充。
（３）「国際日本学」には、日本の知識を英語で学習するなどの3つの特徴的なプログラムがあり、複数実施することで日
本を良く理解し、英語で発信できる国際日本人を育成。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
　「国際日本学」を含む全授業科目のナンバリングについて、国際通用性を念頭に置きつつ検討を開始するとともに、シ
ラバスの完全2言語化の準備、海外協定校との単位互換、ラーニング・アグリーメント獲得などのスムースな連携に向
けて、現在作業中。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○自ら問題を発見・提起し解決する国際人
　「国際日本学」における新規開講科目を含む全てのプログラムをアクティブ・ラーニングを主体に構築。
○能動的グローバル人材
　実践の場での様々な体験の中で、自ら問題を発見・提起した上で解決方法を提案することが必要となる英語プログラ
ムとして構築しており、留学前学習で、語学力のみならず、主体的・積極的なグローバル人材を育成。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組
　ロンドン大学教育研究所（IOE）との連携のもと、英語により専門科目を効果的に教授する方法を学ぶ特別プログラム
を年２回実施。これをもとに英語による専門科目の授業数を拡充。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○留学を支援するグローバル・リソーセス
　学長直轄の組織としてグローバル・リソーセスを設置。専門職集団が留学プログラムの企画立案、学生派遣、帰国後
の単位互換やポートフォリオの作成まで一貫して行う未来型の事務システムを構築。
○留学事務システムと留学ポートフォリオの構築
　留学情報の一元化と奨学金制度・留学促進に向けての学内事務システムを構築。また、留学によって培ったキャリア
をビジュアライズし、自らをアピールできる人材となれるための留学ポートフォリオシステムの開発を予定。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○「国際日本学」
　本プログラムの根幹である「国際日本学」は、グローバル人材に必要な「日本人としてのアイデンティティーの形成」を
担う学習プログラムであり、所定の単位を取得した学生には、履修証明を発行。国際日本人としての自覚形成を学生
自身に促し、証明することで質を保証し、世界の中で逞しく生きる自負を持った日本人をめざすもの。

その他

○多様な修学期間を実践するプログラムの開発
・薬学部において帰国子女等を対象とした秋入学を実施。
・高3の9月から大学に入学する「秋飛び入学」を平成26年度から実施し、グローバルな学事暦により、在学中の複数回
の留学や将来海外の大学院への進学を意識した飛び入学プログラムを実施し、将来の国際リーダーとなる人材を育
成。
・大学院進学の学生を前提として、3.5年で学部卒業、修士課程の学生として1年間留学、帰国後1.5年を国内で行う
B7M5プログラムを実施。工学部では、既に10名以上の実績があり、平成27年度から全学科で実施すべく準備を開始。
・海外の大学院進学やダブルディグリープログラムのために、3.5年で学部卒業し、大学院に進学するプログラムを急増
させる。現在は、博士前期後期課程を3年で修了し博士の学位を取得できるようなプログラムのスキームを開発中。

具体的な取組内容

3 千葉大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

１）国際的に教育情報を公開、発信するため、これまで日本語のみで公開していた「教育情報の公表」の英語版を作成
し、ホームページにて公開した。これは今後毎年更新予定である。２）「学修支援ナビゲーションシステム」（各学生の学
修成果と履修実態に応じて、学修計画の策定を支援する）及びファンクショナルGPAによる学修アセスメントに基づく
「学修ポートフォリオシステム」の開発に着手した。このシステムは、学生の外国語運用能力に関する成果を可視化し、
それに基づく学修計画（改善や増強）を方向づけていくことができる。また、その学生のグローバル人材力をアピールす
る際に有効に使えるエビデンスを表示できる仕組みであり、就職活動などにも役立つものと期待できる。３）グローバル
人材育成推進センターのホームページを通じて本取り組みに関わるすべての情報を日本語と英語により発信した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

グローバル人材育成推進センターを開設し、グローバル力強化のためのワークショップを初めとするイベント情報、留
学関連情報、海外インターンシップ情報、その他例えば、TOMODACHIイニシアチブ及びアメリカ大使館による
TOMODACHI MetLife Women’s Leadership Programなど本学の学生がグローバル人材として成長するのに役立つと思
われる情報を提供する準備を整えた。（平成２５年度より本格的に上記の情報を英日２カ国語で発信すると共に、本学
独自の様々なイベント（女性のグローバルな活躍のためのワークショップ、GREAT-Ocha、Women’s Global Leadership
Summitなど）を実施している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

１）海外の大学から教員を招聘し、本学で英語による専門授業を開講、学内教員が授業参観する取り組み、及び２）本
学の教員が海外の大学で専門の講義をする取り組みの準備を整えた（開始は平成２５年度）。３）英語によるサマープ
ログラムの実施により、本学教員の英語による授業の機会を増加させている。４）教員人事における国際公募を実施。
これは英語力、国際経験を重視し、外国人教員の増加も図るものである。５）梨花女子大学大学院（韓国語教育）と本
学大学院（日本語教育）とのダブルディグリープログラムの締結に向けて話を進めているが、これまでにない多言語的、
学際的かつ双方向での交流を目指すものとなっている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

１）海外留学の経験を持つ教員を新規雇用し、長期、短期の留学希望者にきめ細かい対応をすること、及び協定校の
数を増やすことで交換留学生の数を増加、２）新しく、魅力ある語学研修先を開拓することで、短期語学研修に参加する
学生数を増加、そして３）夏季休暇中に英語によるサマープログラムを実施することにより、海外に出なくても外国人学
生と共に英語の専門授業を受ける経験を積む事のできる学生数の増加、などを図った。今後はサマープログラムに参
加した学生が、短期留学へ、短期留学を経験した学生が長期交換留学へとさらに発展的に取り組むよう一層のサポー
トを行う予定であり、そのために平成２６年度から４学期制へ移行する。第２学期（６月、７月）と夏季休暇（８月、９月）を
利用することで、学生が海外大学のサマースクールや短期の語学研修、海外インターンシップに参加しやすくなる環境
を整備しつつある。また、留学を金銭面で支援するため、新たな留学奨学金を検討したところ、公益財団法人佐藤陽国
際奨学財団の派遣留学奨学生推薦協定大学として採択された（採択は平成２５年度）。

日本人としてのア
イデンティティーの
形成

GREAT-Ocha(Global Research Exchange at Ochanomizu University)を始めとする事業においては、異文化理解の促進
を目指しており、海外の学生との交流によってアイデンティティへの気付きと形成の場となっている。

その他

特になし

具体的な取組内容

4
お茶の水女子
大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
　（1）国際通用性のある学習達成度評価を行うため、平成25年度よりTOEIC、電子ポートフォリオおよびCLA（Collegiate
Learning Assessment）を導入し、データの収集を開始した。
　（2）平成25年9月に能動的学修支援センターを開所し、学内の能動的学修支援体制を強化した。
　（3）平成25年9月付けでセミナー論文指導を担当する専任の教員2名を国際公募により採用し、学生自身が学修の集
大成として自律的にテーマを決めて研究するセミナーにおいて英語による論文作成の指導強化を開始した。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
　（1）平成25年9月に新設した国際教養教育推進センターを中心に、グローバル人材育成に関する情報発信を行ってい
る。（平成24年3月のHP立ち上げ、平成25年10～11月にかけての3つのシンポジウムの実施）
　（2）交換講義等の実施による海外の大学との教員の往来を通して、人的ネットワークを強化している。（平成25年度は
6名の派遣と13名の受入。今後も年間15名の派遣および受入を継続して実施する。）
○事務体制のグローバル化
　海外大学との職員交流や短期交換の実施を計画している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○交渉力や演劇、模擬国際会議など、高度な次元での英語教育科目を提供することによりコミュニケーション能力の強
化を図っていく。
○平成25年9月より英語を母語とする専任教員2名を雇用して、専門課程におけるセミナー研究や論文執筆指導および
発表能力向上をめざした訓練などによるセミナー論文指導の充実を図っている。
○平成25年9月に新設したアカデミック・キャリア支援センターによるワークショップ等の開催により、大学院進学や高度
専門職へのキャリアパスサポートを実施している。（平成25年度は5回実施。）

教員のグローバ
ル教育力の向上

○海外の提携大学等との教員交流を実施し、講演や講義の相互提供および授業参観や情報交換を通して優れた教授
法を学び、世界に通用する教育力強化に向けた取り組みをおこなっている。（平成25年度は6名の派遣と13名の受入。
継続的に、年間15名の派遣および受入を実施予定。）
○学生の英語による学修能力を強化するために、教員の教育技術向上を目的としたFD研修会の開催を予定している。
○電子ポートフォリオ導入により教育目標に対する学生の達成度を可視化したうえで、大学全体で教育効果を検証で
きるような場を設け、大学全体の教育力の強化を図っていく。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○全正規生に義務付けている1年間の交換留学の実績と、それに伴う単位互換と成績に関するデータの蓄積を基に
データベースを構築し、個々の学生に対するより適切な留学先の選定と留学指導を実施していく。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○開学以来掲げている5つの教育目標の一つが「自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解」であり、
日本研究科目の必修、留学生とのキャンパスでの共生共修、さらに留学等により、日本人としてのアイデンティティーの
自覚とその健全な形成を促す。
○平成25年9月に開所した能動的学修支援センター傘下にある、言語異文化学修センターおよび学修達成センターで
の活動により異文化理解に関する自律学習体制を強化し、学生自身が文化の多様性を理解することで、自己アイデン
ティティの形成につなげていく。

その他
特になし。

具体的な取組内容

5 国際教養大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性向上のための取組
（１）書き言葉による情報発信力の涵養を目指し、Wコースを新たに導入
（Wコース導入に向け、コーディネーターやトレーナーの雇用、加えて、チューターが所属するライティングサポートデスク
の充実化（設備やウェブサイト、ワークショップの開催を含む））
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（１）ICU OpenCourseWareの開設
（２）事業内容を明確に伝えるため、新規ウェブサイトの開設（グローバル人材の理想像の映像化を含む）及び、アクセ
シビリティの改善などを目指し、公式ウェブサイトの更新
○事務体制のグローバル化
（１）国際教育交流団体（NAFSA, EAIEやAPAIE）への職員派遣などを通した研修の実施
なお、本学では既に次の制度が導入済みである：シラバスの日英両語による提供、科目ナンバリング制度、GPA制度、
履修単位のキャップ制、書類選考による秋入学制度

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○大学の特色に応じた取組み
（１）本学の初年次教育として、学生の実践的な英語力向上だけでなく、議論や小論文作成を通して創造的、批判的、
主体的に考える力を養うことを目指す「リベラルアーツ英語プログラム（ELA: The English for Liberal Arts Program）」の
導入に加え、IELTS実施によるELAの目的達成度評価と学生の留学意欲促進
（２）英語開講専門科目履修を通じた情報発信能力（ライティング）の涵養のためWコースの導入（上記「教育課程の国
際通用性の向上」記載のとおり）
（３）教育目的達成の具体的検証として、新たな単位取得を伴う海外留学の導入（「日本人学生の留学を促進するため
の環境整備」記載のとおり）

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育体制のグローバル化
（１）教員に対して教育能力向上の機会を提供することを目指し、協定校(The College of Wooster, University of 
Californiaなど)との教員交流を実施。
なお、本学では教員採用は全て国際公募を行い、原則として、博士号取得者を条件とする。また「特別研究期間」（サバ
ティカル）制度を導入し、教員の教育研究力の向上の場を提供している。加えて、2014年度からは新たなテニュア制度
を導入する予定である。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○単位取得を伴う海外留学の導入
（１）入学時点で英語運用能力の習熟度の高い「ELA Stream1」所属学生を対象とした海外英語研修プログラムの開設
（２）短期留学プログラムの拡充
（３）サービス・ラーニング・プログラムを組み込んだ新たな交換留学協定の導入
（４）理系学生の海外大学における共同卒業研究制度の導入
○海外留学の促進
（１）学内でIELTSの無料講習会および学内での試験（特別会場）の実施

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○日本人としてのアイデンティティーの形成
（１）多様な背景を持つ学生との出会いを通し、外から日本を見つめ直す機会や日本人としての意見を求められる経験
が与えられる、夏期留学プログラムを含む各種プログラムの拡充
なお、本学では、専修分野（メジャー）の１つとして、日本研究を提供し、日本における民族や言語、文化といった研究に
加え、政治学や経済学、国際関係学、宗教学など多くの分野にまたがる学際的な考察の機会を提供している。

その他 特になし

具体的な取組内容

6
国際基督教大
学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組　法学部「Japanese Law in English」、文学部「Introduction to
Psychology」等では外国人と日本人が英語による少人数教育を受講するほか、文学部Advanced English等では、同時
遠隔授業システムによる海外大学との協同授業を数回実施後、留学して協同で演習を通して学修している。
○本学における教育システム開発を国内外へ発信・国内外の大学と共有　平成25年4月にグローバル人材育成特設
WEBページを立ち上げ、本格稼働したほか、国内(東京)、国外（バンコク)でシンポジウム開催。メディアを通じて本学の
グローバル人材育成を国内外に発信した。
○事務体制のグローバル化　英語運用能力の高い職員を積極的に採用し、通信講座・研修会などによる職員の実務
英語運用能力向上を目指したSDおよび海外企業・協定大学との交渉等を通じたOJTを実施している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○学生自己評価システム　グローバル・コンピテンシー評価尺度（グローバル C-compass）開発完了。本学実施事業
やカリキュラムとの連係システム（C-search)によるPDCAサイクル教育を平成26年度に開始する。
○イノベイティブな留学システムによるグローバル人材育成
(1)従来からの国際インターンシップ、海外研修等に加え全学部で独自海外派遣プログラムを展開。平成26年度からハ
ワイ大学EWCに新設した本学拠点を活用するほか、海外拠点を増設し特色あるプログラムを開始する。
(2)ダブル留学を確立。４ステージからなる中央大学SENDプログラム（日本語教育）では、第2ステージでロンドン、第4ス
テージで6ヶ国15大学に派遣。ポートフォリオを使った評価を実施し、学内外で成果発表・紹介している。
(3)全学短期留学の増設。海外インターンシップの実施。平成24年度留学者(含短期）計755人
○教材・教授法・評価法の開発　英語による日本法、日本史、日本文学に関する教材を開発している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育体制のグローバル化　ブリティッシュカウンシルによる教員研修を実施するほか、海外大学での出前授業などを
通して教育力を向上している。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○動機付けや留学を促進するための取組

(1)多摩キャンパスに大型マルチ画面を備えたラウンジ（G
2
）開設。留学資料・海外新聞閲覧装置を完備。英語学習支援

アドバイザーも常駐。海外活動報告、グローバル人材による講演、学生企画の外国語チャットルーム等を実施。後楽園
キャンパスにもインターナショナル・ラウンジを開設し、留学情報などを提供している。
(2)留学促進のための情報冊子『Go Global』を作成し、平成25年3月から全学生に配布している。
○留学促進のための啓発行事
(1)インターナショナル・ウィーク第４回（テーマ：国連）、第5回（テーマ：ASEAN）を平成24、25年度に実施。講演会、シン
ポジウム、インターンシップ展示、民族楽器演奏会、学生海外活動報告会などを実施。赤阪元国連事務次長講演会に
は550名が参加するなど参加者多数、学生がグローバル人材を身近に感じる機会となっている。
(2)留学説明会、各種海外プログラム参加学生による活動体験報告会などを多数実施している。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○日本語・日本文化の再認識　上述の中央大学SENDプログラム（日本語教育）」受講生は、ステージ３では日本外交
史・日本文化等の授業を受講後、第4ステージで実際にアジア・オセアニア地域の協定大学で3週間のTAを経験。同世
代の外国人学生との交流を通じ、自己アイデンティティーを再確認している。同様に、各種短期留学での外国人学生と
の交流が日本人学生のアイデンティティー形成を促進している。また海外インターンシップでは、現地OB等との交流を
通し「グローバルな日本人の具体像」を体験している。

その他

平成24年度に附属校・研究所等を含む全学的方針を決定する国際連携推進会議、戦略的グローバル・ネットワークの
基点となる国際センター、グローバル人材育成推進のための委員会を設置し、本事業を推進。松浦晃一郎元ユネスコ
事務局長、田中克郎TMI総合法律事務所代表などによる外部評価委員会を年2回実施している。

具体的な取組内容

7 中央大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○クォーター制度の導入：　平成24年度より当制度を導入。これにより、例えば欧米で6月や7月に行われるサマープロ
グラム等に学生を派遣すると共に、外国人留学生を受け入れて本学学生と合同のサマーセッションを設置する等、新た
な国際教育制度を立ち上げることが可能になった。
○科目のナンバリング：　全学の設置科目を体系的に整備し、また海外大学へ互換性を明示するため、科目のナンバリ
ング導入に向けて議論を重ねている。科目のレベルや学問分野、授業形態、使用言語等が明示されるようになり、国
際通用性の向上が期待される。
○成績評価基準の明確化：　本学が既に導入しているGPA制度に関して、さらに国際通用性を向上させるため、成績評
価基準検討ワーキンググループにて議論を重ねた。明確化することで、一層の単位互換を可能にする。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○求められる能力の育成：　本学では、グローバル人材に求められる能力として、「叡智」「志」「実行力」を兼ね備え、グ
ローバルな視点を持って世界のどの場所でも課題解決に貢献できることを定めている。その手段として、「知識」と「実
践」を繰り返すことが上述のとおり必要であるが、モデルケースとしては、時系列的に、グローバルエデュケーションセン
ターや各学部での基盤教育、留学準備教育、長期留学、学部専門教育や留学後フォローアップ教育、サマーセッショ
ン、海外インターンシップ、英語での論文作成等という流れを想定することができる。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○米国協定校によるファカルティ・ディベロップメント：　英語での提供科目数の増加や、教育方法の改善を目的として、
米国のワシントン大学やポートランド州立大学等の本学協定校による教員研修を行った。春季休業期間を利用し、約1
か月程度米国に滞在し、英語によるプレゼンテーションスキル講座、授業見学、ホスト教員の下での模擬講義の実施
等を行った。
○本学での1 Dayプログラム：　より幅広く教員に参加を促すため、平成24年8月上旬に教員の教育力向上を目的とした
研修を行った。米国協定校のワシントン大学の教員を招聘し、学部・研究科横断的に様々な専門の教員が参加した。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○留学ポートフォリオ：　海外留学での学修内容の蓄積、学生間および学生と教員とのコミュニケーション、留学する際
の情報収集、外国語スコアの時系列管理等を行う目的で、留学ポートフォリオの開発に着手した。
○単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発支援：　単位交換をスムーズに進めやすい交換留学ならびにダブル・
ディグリー・プログラムの拡大を積極的に行っている。また、各学部のカリキュラムの特色を生かし、それぞれのニーズ
に合った1ヵ月以内の短期及び1セメスターの留学プログラムの充実を図り、海外協定校との共同ゼミも促進している。
○広報体制の強化：　入学オリエンテーション時に留学プログラムを紹介し、新入生の動機付けを行っている。また、年
2回留学フェアを開催し、年間4,700名の学生が参加している。さらに、留学経験者によるボランティア団体「学生留学ア
ドバイザー」が、留学体験談の紹介、留学カウンセリングを行っている。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○国際教育科目：　本学留学センターにおいて、2013年度は107の国際教育科目を設置して、留学前準備・留学後フォ
ローアップ教育等を行っている。その中で、例えばGateway to Studying Abroad（Japanese History, Culture and
Society）等の科目により、留学前に日本人としてのアイデンティティの形成を行ったうえで、留学に行く仕組みを作って
いる。

その他 特になし

具体的な取組内容

8 早稲田大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上：ナンバリング制度導入に向けて
(1)他大学での取組事例や問題点のヒアリングを行うとともに、実際に本学における段階的導入に向けた各学部との調
整や分類の階層調整やコード体系の持たせ方等の分析、導入までのスケジュール調整等を進めた。
○学生の主体的な学習活動支援による国際通用性の向上に向けて
(1)自学自習空間「ラーニング・コモンズ」稼動に向け、異文化理解を促進するための関係設備の検討・整備を行った。
(2)学生の能動的な学びをサポートするアカデミック・インストラクターやライティング・インストラクター、学習コーディネー
ターの早期雇用確定、担当予定者でのラーニング・コモンズにおけるサービスプログラムの事前企画・構築を行った。
(3)大学院生で留学経験のある者や海外での学位取得者、TOEFL等の外部試験の高得点取得者などをラーニング・ア
シスタントとして雇用し、学部学生への外国語論文執筆指導等の学習相談の他、海外留学での学びや体験、成果を伝
えることにより、学生の国際通用性向上および留学に興味を持つ学生が増える等の波及効果を期待している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○基礎教養力の向上への取組
(1)語学能力向上を目的に「Intensive Courses for TOEFL(Practice)」や「Intensive Courses for TOEFL(Tutorial)」を、また
グローバル人材関連科目として「日本近現代史」「世界近現代史」「世界の宗教」をそれぞれ新設するにあたり、科目運
営支援スタッフを雇用、担当教員の雇用準備、授業内容やクラス編成方針、登録方法等の検討･決定を速やかに行っ
た。その結果、語学能力以外に、グローバルスタンダードとして必要な一般教養への充分な理解・多様な価値観を受容
する寛大な心を身に付け、「良心を手腕に運用する」ことのできる人物を培うための科目提供が円滑に開始できた。
○学生の積極的な海外への送り出しを後押しする取組
(1)正課科目として5つの留学プログラムを新たに提供、2013(平成25)年度以降の実施に向けた開設準備を行った。
○グローバル人材として求められる能力の育成に向けて
(1)今後も「Intensive Courses for TOEFL」やグローバル人材関連科目、留学プログラムの周知を積極的かつ効果的に
進め、受講結果分析、具体的な成果の測定や検証を行いながら、新規留学プログラム開発を継続して検討する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員のグローバル教育力の向上
(1)学内外問わず実施されるFD研修実施情報について、学内関係者に積極的に周知し情報共有を行うことで、一人ひと
りの意識啓発に努めた。2014（平成26）年2月には教員対象の英語で授業を行うためのＦＤセミナーを実施、教員のグ
ローバル教育力向上および今後、更に必要とされる英語の授業の増設に向けた支援・準備体制の強化を進めた。
○その他、教職員のグローバル化促進への取組
(1)教員のグローバル化を促すFD実施だけでなく、職員のグローバル化も、外部語学試験受験料補助制度を新たに設
ける等サポート体制を整えた他、教職員の海外研究や研修も積極的に奨励し、自身のグローバル化とともに研究や研
修で得た知識や経験を教育の場や研修報告会・オフタイム研修等を通じて他の教職員と共有、意識の涵養を図った。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

(1)留学に関するあらゆる相談に対応する専門コーディネーターをラーニング・コモンズ内の留学相談コーナーに配置。
(2)入学予定者に本プログラムの案内パンフレットを送付し、入学前からの留学への動機付けを図るとともに、入学後に
は、より具体的な説明冊子を全入学生へ配布し、各種説明会を複数回開催する等、本学の支援体制の周知に努めた。
(3)留学コーディネーターや留学アシスタントによる留学相談、新たな奨学金制度の創設、国際センターのFacebookを活
用した情報提供、学生の学びを記録し、学びの振返りを促す“Go Global”ポートフォリオシステムの構築、各種講演・セミ
ナー実施等、学生の留学へのモチベーションを維持・触発させる様々なサポート体制や環境整備を積極的に進めた。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

2013(平成25)年度にグローバル人材関連科目として「日本近現代史」「世界近現代史」「世界の宗教」をそれぞれ新設
し、本学学生が世界とアジアの歴史・社会・文化を合わせ鏡として日本人としての独自なアイデンティティの探索を複眼
的視野のもとに探求しうるように図った。そのようにして探求された、世界に開かれたアイデンティティ感覚の上に立っ
て、英語で日本文化を留学生とともに学ぶ科目や、家元講座など、日本の文化を理解し英語で発信する場の形成、社
会への提供（共有）を目指した。

その他 各学部独自で、個別カリキュラムの検討や語学力向上や海外インターンシップを含めた科目等の新規設置を進めた。

具体的な取組内容

9 同志社大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○科目のナンバリング、新シラバスシステムの導入
法学部、経済学部で始まったゾーンナンバー制を平成26年度新たに国際学部で導入する方向で検討が進められた。平
成25年8月末に新シラバスシステムを導入し、本学WEB上で公開。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○実践型"世界市民"育成プログラムの構築
3つのコースからなる実践型"世界市民"育成プログラムを構築。専門性と実践力を有機的に兼ね備えた学生を育成す
るコースワークが構築された。また、これまで「共通教育科目」の括りで提供されていた科目と新設科目のうち、プログラ
ム関連科目を「グローバル科目」として学則に位置付けた。
○プログラム登録説明会の開催
平成25年度入学生および在学生を対象に実践型"世界市民"育成プログラムの説明会を複数回開催。これにより約
1000名のプログラム登録を得た。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員短期留学制度の導入
「教育留学」の実施を全学の合意のもと決定。留学は授業科目開講の関係で翌々年度派遣となるため、平成26年度4
名（社会学部1名、国際学部3名）、平成27年度4名(経済学部1名、国際学部2名、人間福祉学部1名)の派遣を承認。な
お、帰国後は英語による授業科目提供を条件としている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

(１）国連ユースボランティア(UNYV)の展開
国連ボランティア計画(UNV)との協力協定のもと、本学国際連携機構内に「国連ユースボランティア(UNYV)」派遣日本
訓練センターを設置し平成25年度より稼働。
（２）国際社会貢献活動の開発
3件の派遣先（インドネシア、カンボジア、ラオス）を確保し、平成25年度に13名の学生を派遣。国際社会貢献活動は教
育支援、環境保護、観光開発、平和構築など幅広い分野において広報活動、フィールド調査、エコツアー開発・調整、
学校教育補佐、日本文化紹介活動など多彩な業務内容を提供する機会を実現。開拓の過程で全ての派遣先の訪問を
行い受け入れ態勢、安全性の確認や協定締結の打合せを実施。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○SENDプログラムの開発
新規英語研修プログラム、既存英語中期留学にボランティアや文化紹介等の課外活動を組み込むための調整を行っ
た。平成24年度はカリフォルニア大学デイビス校英語研修プログラムにおいて準備を行い、平成25年度に運用を開始
した。

その他

○世界市民グローバルフォーラムの開催
平成25年度までに3回にわたり「世界市民グローバルフォーラム」を開催した。1回目は本学において、国連ボランティア
計画事務局長を招いて実施、2回目は東京において、国連軍縮特別代表を招いて実施、3回目はオープンキャンパスと
の同時開催で国際ボランティアに派遣中の学生と会場を同時中継した。第1回､2回は約150名、第3回は約200名の参
加を得、本学の事業内容の波及、本学の教育内容の波及に効果を得た。

具体的な取組内容

10 関西学院大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
　本事業においては、開学時より導入している国際基準の教育制度が、実質的に教育の質保証に繋がっているという
ことを検証する「アウトカムアセスメント」に取り組む。具体的には、学生の学習・生活・意識の実態、学習支援・学修環
境の実態を経年的に解明し、教学改革等において活用するIR（Institutional Research）の構築や正課・課外における学
生の成長を可視化し、プログラム等の検証を行うルーブリックの開発に取り組んでいる。
○事務体制のグローバル化
　本学職員が海外大学にて業務を経験するシャドーウィングプログラムの実施やNAFSAやEAIE等の国際会議への職
員派遣等を通して国際基準での職員育成を目的とした職員のSDに取り組んでいる。また、職員の外国語運用能力向
上を目的としたライティング講座を開講している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○日本語・日本文化教育海外インターンシップ（SEND）の実施
　学内における学びや経験を海外において実践するSENDプログラムを具体化し、ボツワナ（小学校）に4名、ベトナム
（高校）に3名の学生を派遣した。平成25年度については正課プログラムとして実施しており、今後プログラムの充実化
に取り組んでいく。
○グローバル人材として求められる資質、スキル、能力等の調査
　企業がグローバル人材に求める能力を把握し、本学におけるグローバル人材育成に向けた取組に反映することを目
的とした企業訪問を実施したほか、世界で活躍する本学卒業生約60名を招聘し、彼らが大学時代に培ったグローバル
人材としての資質、現在グローバル人材として求められるスキルや能力等に関するヒアリング調査を実施した。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○ミネソタ大学の協力によるFDプログラムの実施
　本学への着任年数が浅い教員を主な対象として、米国のミネソタ大学の協力によるFDプログラムを実施している。具
体的には、英語による円滑な授業の運営方法や学生の能動的な学びを促す授業運営方法等について、プログラム参
加教員が米国のミネソタ大学にて学び、本学における授業についてもミネソタ大学教員がメンターとして授業を監修し、
適切なアドバイス等を行い、教員の教育力向上に取り組んでいる。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○海外協定校データベースの整備・構築
　100を超える本学の海外協定校と本学学生の海外プログラムへの参加履歴等を統合したデータベースを構築し、本学
学生の海外留学の促進に取り組む。
○海外留学への意識向上等を目的とした取組
　学生の海外留学への意識向上を目的として、各種入学前プログラムにおいて留学経験者の体験談や留学計画の策
定等を行っている。入学後も新入生が早期に異文化を体験する「FIRSTプログラム」や海外留学を目標とした自主学習
コミュニティである「留学コミュニティ」を立ち上げている。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○多文化協働学修の実施
　新入生全員が履修する新入生ワークショップにおいては、世界84カ国から集まった国際学生とのワークショップを実
施する。この多文化協働学修を通して、他文化についての理解を深めるとともに、自国についての知見を深め、日本人
としてのアイデンティティーの形成に取り組んでいる。
○日本の伝統芸術の開講
　茶道・華道・能をはじめとする日本の伝統芸術を正課科目として開講し、国際学生だけでなく国内学生についても日本
の文化について再認識し、知見を深め、日本人としてのアイデンティティーを形成することに取り組んでいる。

その他
○学生スタッフの活用
　初年次教育科目を中心に、先輩学生を学生スタッフとして活用し、学生が海外留学をはじめ、積極的に大学生活に取
り組む仕組みを構築している。

具体的な取組内容

11
立命館アジア
太平洋大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
(1) 留学生派遣・受入をしやすくするため、２セメスター６モジュール制に学期制度を改革（Ｈ２５年度より実施）
(2) 国際基準に適合した成績評価を実施するためＧＰＡ制度を導入（Ｈ２５年度より実施）
(3) 国際通用性の高いカリキュラム整備を目指しナンバリング制度を導入（一部で既実施。全学実施を検討中）
(4) 国際的な単位互換制度制定を目指しチューニングの検討を開始（Ｈ２５年度より）
○戦略的な国内外への教育情報の発信の取組
本学のグローバル化関連情報の一元的可視化を実現する情報共有・活用システム（ＴＩＩNＮS)を構築（（Ｈ２５年度着手）
○事務体制のグローバル化
事務職員の海外研修を実施（Ｈ２４年度より）。また、グローバルスタッフ育成室を設置予定（Ｈ２６年度）

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○特色型プログラム〔地域研究イノベーション学位プログラム（ＡＳＩＰ)〕の取組
(1) プログラム生対象に新興国・地域について実践的に学ぶＡＳＩP科目を開講（Ｈ２６年度より開講）
(2) 留学期間中に現地でのインターンシップを義務化（Ｈ２７年度より実施）
(3) 講演会やフォーラムを開催して学生のグローバル人材への自己形成を促す啓蒙活動を展開（Ｈ２４年度より）
○全学レベルの取組
(1) 全学の共通・専門科目の中からグローバル人材育成に特に役立つ科目を「Ｇ科目」として指定（Ｈ２５年度より実施）
(2) グローバル・コモンズ機構と教養教育機構の連携によりグローバル・リベラルアーツ科目を開講（Ｈ２５年度着手）

教員のグローバ
ル教育力の向上

(1) Ｇ３０英語プログラムの自走化に伴い、Ｇ３０事業費で雇用していた外国人教員を適正な評価を経たうえで再雇用
し、日本人学生をも対象とした英語プログラムにおける教育力の向上を図った（Ｈ２５年度実施）
(2) 教員の公募にあたっては国際公募を実施し、外国人教員比率を上げる方針が全学で確認された（Ｈ２５年度）
(3) 教員対象にＥメールライティング研修を実施するとともに、ファカルティ・コモンズの設置準備を実施した（Ｈ２５年度）
(4) 外国語センターと連携し外部講師を招請して教員のグローバル教育力向上のための啓蒙活動を実施（Ｈ２５年度）

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○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
全学の国際化を一元的に進める組織としてグローバルコモンズ機構を設置し、同機構が主体となって学内に学生が自
由に出入りでき留学情報を得、国際交流も出来るスペーであるスチューデント・コモンズを開設（Ｈ２５年度）
○留学中から帰国後にわたるサポート体制構築の取組
グローバル・コモンズ機構内に海外情報・安全管理部門を置き、情報把握／提供体制を整備（Ｈ２５年度）

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○特色型プログラム〔地域研究イノベーション学位プログラム（ＡＳＩＰ)〕の取組
プログラム生は、留学前に日本語、日本文化、日本語教育、異文化理解に関するSEND科目の事前学修が義務付けら
れ、留学中に行う日本語教育、日本文化紹介等のＳＥＮD活動は学修単位として認められる（Ｈ２６年度以降実施予定）
○全学レベルの取組
グローバル・リベラル・アーツ科目中にプレ留学科目として開設を検討（Ｈ２６年度以降に開設予定）

その他

国際部（事務組織）とグローバル・コモンズ機構を改組合同させ、ガバナンス体制の改革を含めて国際化事業の一元化
をさらに大規模に推進する予定である（Ｈ２６年度より）

具体的な取組内容

12 筑波大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

〇教育課程の国際通用性の向上のための取り組み
単位の実質化、授業科目の設計転換、カリキュラムの体系化、厳格な成績評価を柱とする「教育の質的転換」を策定
し、平成27年度からの実施に向け教育プログラムの改革を進めるとともに、教養学部では、専門科目全体のナンバリン
グと授業類型別のルーブリックを作成し平成26年度から導入する。
〇事務体制のグローバル化
平成24年度から豪州・モナシュ大学へ毎年3名の職員を派遣している。平成26年度からは米国の協定校への派遣を予
定。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

〇実践的な課題解決能力の育成
米国のワシントン・センター、カナダのブリティッシュコロンビア大学と協定を結び、厳格な成績評価を伴う2,3ヶ月に及ぶ
本格的な海外インターンシップへ学生を派遣した（平成24年度1名、平成25年度4名）。今後は豪州・モナシュ大学など
派遣先を拡大し、派遣者数の増を図る。
〇グローバル・キャリア形成支援
平成24年度から、埼玉県と連携し、留学後教育のための「グローバルリーダー研修プログラム」を実施している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

〇教育体制のグローバル化
グローバル人材育成に貢献できる能力を重視した基準により、教員を3名新規採用。
〇グローバル教育力向上のための取組
（１）平成25年度に、海外からの招聘講師によるFD講習やセミナーを計4回開催した。平成26年度から、米国の協定校
へ長期FD研修に教員を派遣する。
（２）平成25年度に、ブリティッシュカウンシルの専門家を講師とする4日間の「教員のための英語研修プログラム」を開
講し、全学から延べ75名の教員が受講した。平成26年度以降も講義数を増加して継続する予定。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

〇留学先の選択肢の拡大
海外9ヶ国17大学との学術交流協定を新たに結び、授業料相互不徴収による派遣学生枠を大幅に拡大した。
〇留学への動機付けと支援の強化
（１）教養学部海外留学支援オフィスの機能や留学前準備教育を強化した結果、平成25年における海外協定校への派
遣留学に対する応募者数が、過去4年間の平均数(24.5人）から倍増した（52人）。
（２）埼玉大学のグローバル化促進の強化を目指し、「埼玉大学基金」の見直しや、「埼玉大学国際交流基金」の奨学金
付与条件の改訂などを行った。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

〇日本理解科目群の充実
平成25年度に日本理解科目群の授業数を2科目増加した。平成26年度にはその数を20科目以上増加させると同時
に、「日本研究プログラム」としてプログラム化する。
〇日本語教育プログラムの国際化
既存の日本語教育プログラムに海外での教育実習を組み入れた「日本語教育国際プログラム」を設計し、中国北京師
範大学で教育実習を実施した（平成24年度4名・25年度3名参加）。今後も実習先の拡大を図る。

その他

〇全学の国際化に向けた動き
経済学部においても、海外のＮＰＯや政府機関など国際的なフィールドで活躍できる人材育成を目的としたグローバ
ル・タレントプログラムが平成26年度より実施されることとなり、教養学部を先導的取組学部とした大学の国際化が進ん
でいる。

具体的な取組内容

13 埼玉大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

（学士課程教育の質的向上のための取組）学士課程全科目のｼﾗﾊﾞｽの電子化/形式統一/多言語化および科目ｺｰﾄﾞ
付与など、ｶﾘｷｭﾗﾑの整備を行った。 医学部医学科においては、学士課程教育の質的向上/国際標準化にむけて、世
界医学教育連盟による医学教育分野別認証評価基準にもとづく外部評価を平成26年1月に受審した。
（双方向型授業やｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ等の課題解決型の能動的学習の推進）米国より教員を5名招聘し、ｿｸﾗﾃｨｯｸﾒｿｯﾄﾞを
用いた授業実演等教員研修を20回実施した。 新任教員研修において、Kolbの経験学習理論を含む成人学習理論を紹
介・講義の工夫につき議論した。批判的思考力養成のために、「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」科目において、教員増員と教員
研修（学外人材育成機関と共同）により、ｸﾞﾙｰﾌﾟ議論/ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ等を主とする学習形態へと転換した。ﾘｰﾀﾞｰ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
Health Sciences Leadership Program（HSLP）において、ｹｰｽﾒｿｯﾄﾞを用いたｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ法を導入した。
（海外留学中の専門科目履修支援）海外留学中学生の本学科目履修の支援として、上述したｼﾗﾊﾞｽ電子化とともに、ｵ
ﾝﾗｲﾝ受講可能な科目数増数にむけ授業録画可能な講義室の増数やe-learningｼｽﾃﾑ等ｲﾝﾌﾗ整備を進めた。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

（全学生を対象とした、医療の国際標準化への対応力向上のための取組） 入学直後の国際保健問題英語模擬交渉
実施と、海外留学応募に際してそれへの参加を必須化する等、徹底的な内的動機付けと自己主導型学習機会の提供
につとめた。
（生命科学研究、国際保健/医療政策、医療産業分野で世界を牽引するﾘｰﾀﾞｰ育成のための取組）平成25年10月より
HSLPを開講した。明確な修了時ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ設定のもと、ｹｰｽﾒｿｯﾄﾞやﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを用いた効果的な自己主導型
学習形態を通して、医学および関連する社会科学系知識の応用・統合力、批判的思考力、創造的思考力、そしてﾘｰ
ﾀﾞｰｼｯﾌﾟｽｷﾙを磨き、ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ獲得に努める。英語のみにて学習する。教員による密なﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞも提供する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

（教育体制のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化） 米国にて医師臨床研修および健康科学修士課程を修了し、同国で教育経験を持つ医師1
名、米国看護師資格をもつ米国人1名、英国にて医学博士課程を修了した医師1名を常勤で雇用。また本学卒業生で
在学中に海外留学を経験した医師を2名常勤、1名非常勤で雇用し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育部門に配置した。 英語を母語とする
外国人教員を公募し21名を非常勤で雇用し、正規および課外の様々なｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育に動員した。また、外国人留学生
（大学院）をﾁｭｰﾀｰとして積極的に動員した。
（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育力向上のための取組）「教育課程の国際通用性の向上」で述べたように、海外大学からの講師招聘や
国内人材育成機関と共同で、教員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育力向上のための教員研修を行なっている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

（留学に向けた動機づけ、海外留学を促進する制度等、単位互換/認定）ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽや入学直後の合宿研修におい
て、海外留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成取組を紹介した。上述した入学直後の国際保健問題英語交渉に加え、外国
人留学生と日本人学生の課外交流機会を早稲田大学と共同で創出した。ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに活躍する本学卒業生らを呼んで
のﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ発見・ﾈｯﾄﾜｰｸ形成を目的としたｷｬﾘｱ形成支援ｲﾍﾞﾝﾄを7回行った。海外留学機会拡大のため提携校を増
数した（4校）。
（留学に関する情報提供、留学にむけた準備・計画作成支援、奨学金情報提供/取得支援）語学・思考力・臨床技能等
に関する留学前教育を充実させた（研究留学者に対しては2ヶ月間、臨床留学者に対しては7ヶ月間）。
（留学中から帰国後にわたるｻﾎﾟｰﾄ体制の確立）留学前教育を担当した教員が留学中のﾒﾝﾀｰとして学修面および身
体/精神面に配慮したｻﾎﾟｰﾄを行い、滞在先の本学関係者がﾒﾝﾀｰとして支援した。留学中の緊急・災害時対応を含むﾘ
ｽｸ管理のため、学内の危機管理体制構築・ﾏﾆｭｱﾙを作成し、また民間の留学生危機管理ｻｰﾋﾞｽと契約した。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

学外語学教育機関と共同で実施した英語ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｯｽﾝにおけるﾄﾋﾟｯｸとして、日本社会・文化に関することをとりあげ、
それを基に議論力の洗練を行なった。ﾘｰﾀﾞｰ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑHSLPにおける第1学年の正規科目「国際教養特論１」では、
日本社会・文化について、他国との比較を通しながら主体的に英語で学習した。

その他 特になし。

具体的な取組内容

14
東京医科歯科
大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）「国際意識醸成プログラム」および「科学技術を用いた国際協力実践プログラム」において、グループワークなどの
　　双方向型・アクティブラーニングを取り入れた授業の実施
（２）本コース所属学生へのＧＰＡ適用に向けての検討など単位制度の実質化に向けた取組
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（１）本コースの和・英パンフレットおよび専用ウェブサイトにより高等学校および海外の大学・教育機関等に情報発信
（２）TwitterやFacebook を含む大学ホームページの英訳化促進による海外への大学の情報発信の強化
○事務体制のグローバル化
（１）新規採用職員向けの英語研修および実践的な「専門英語研修（国際広報）」や通信講座の受講機会の提供
（２）交渉・討議、プレゼンテーション、英文契約書に関する専門英語研修の実施
（３）海外の高等教育事情に精通した職員の養成を目的とした海外協定校における事務職員の派遣研修

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

「グローバル理工人育成コース」の教育として、次の4プログラムを実施
（１）国際意識醸成プログラム：国際的な視点から多面的に考えられる能力、グローバルな活躍への意欲を養う
（２）英語力・コミュニケーション力強化プログラム：海外の大学等で必要な英語力・コミュニケーション力を養う
（３）科学技術を用いた国際協力実践プログラム：国や文化の違いを越えて協働できる能力、複合的な課題について、
　　制約条件を考慮しつつ本質を見極めて解決策を提示できる能力を養う
（４）実践型海外派遣プログラム：自らの専門性を基礎として海外での危機管理も含め主体的に行動できる能力を養う

教員のグローバ
ル教育力の向上

○優秀な教員の世界的視野での獲得
（１）外国人教員採用に係る人事ポイント付与により、新たに４名の外国人教員を採用
（２）国際公募広告掲載に係る支援制度を活用し、総合科学誌「Nature」の本誌およびサイトに本学の国際公募を紹介
○グローバル教育力向上のための取組
（１）インペリアルカレッジ（英国）・ジョージア工科大学（米国）等、海外大学から講師を招聘し、FD研修を実施

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○動機付けや留学を促進するための取組
（１）留学フェア（年2回）、全学のプログラム留学報告会（月1回）、個別派遣プログラムの留学報告会（随時）の開催
（２）留学に関するパンフレット等の配布、全学生向けのメールニュース等の配信などによる積極周知
○留学中から帰国後にわたるサポート体制
（１）留学先で起こり得るトラブルに対する指導のため専門家による学生向け渡航前オリエンテーションの実施
（２）危機管理会社による24時間体制の電話相談、事故発生時のサポートなどの導入

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○留学生との交流を通じた日本への理解の促進
　留学生ティーチングアシスタント（TA）とのグループワークを通じた世界における日本の立場に関する考察、異文化理
　解のみならず自国への理解の促進
○留学を通じた日本に対する客観的視点の形成
　実践型海外派遣プログラムにおける留学先の学生・教員などとの交流や自国に関する発表を通じた日本に対する客
　観的視点・日本人としてのアイデンティティーの形成

その他

○シンポジウムによる大学生・高校生への啓蒙活動
　日本の高い科学技術を途上国や新興国で適用する方法としての「適正技術支援」をテーマとしたシンポジウムを通じ
　た学生向けのキャリア計画を検討する機会の提供

具体的な取組内容

15 東京工業大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

【チューニング・センターの設立】我が国初のチューニングに関する組織を設置、大学教育の国際的な互換基盤を整備
するためチューニングによるカリキュラム調整等を行う。また、アジア圏の諸大学と共同で、アジアにおけるチューニン
グの中核拠点「Tuning Asia」組織準備を進め、先行する欧米拠点との連携を図る。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

【理論構築能力養成の場としての少人数教育】少人数・双方向の講義や本学の伝統であるゼミナールを通じ、現実を踏
まえた理論的フレームワーク形成を徹底的に指導する。
【コミュニケーション能力養成】全学部1年次必修の「英語コミュニケーションスキル科目」は単なる語学力向上ではなく、
プレゼンテーションやディスカッションを通じた広範な表現力・説得力を身に付けることを目指す。
【実践的な問題解決能力】経済学部は「グローバル・リーダーズ・プログラム」の一環である「海外調査」科目において、
グローバル経済の現場に即した問題発見力と解決能力の養成を目指す。商学部の「渋沢スカラープログラム」では、
「ビジネス・エマ―ジョン」等グローバルな企業活動と連携した科目を開発、海外の学生や現地の日系企業社員、政府
職員等との議論を通じて実例検証を深め、ビジネスの現場で要求される問題解決力を身に付けることを目指している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

【教員の国際公募枠拡大】グローバル・リーダーズ・プログラム発足を契機に商学部/経済学部を中心に教育・研究能
力に秀でた外国人教員の採用を拡大中。外国人教員は共同研究やSDを通じ学内のグローバル化にも寄与する。
【英語開講講義の拡大】グローバル・リーダーズ・プログラム実施中の学部を中心に、英語で開講される講義数を拡大。
【チューニングセンター設置による教育の質保証】チューニングによるカリキュラムの国際的な互換と質保証、教員や学
生のモビリティの拡大は本学の教育力向上につながる。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

【英語コミュニケーションスキル科目の必修化】【短期語学研修の拡大導入】英語力の底上げのみならず、幅広いコミュ
ニケーション力、異文化対応力を養い、留学への心理的バリアを軽減させる。
【アカデミック・プランニング・センターによる学修支援】留学を前提とした履修アドバイス、外部機関と提携した英語コミュ
ニケーションの場の提供を行う。
【卒業生組織「如水会」支援に基づく留学支援制度拡大】【留学に関する広報活動の強化】同制度による年間派遣数
（奨学金付き）は平成26年度は70名以上。加えて留学フェアや帰国留学生説明会等留学意欲向上をはかるため学内
広報活動を強化中。
【グローバル就活支援セミナー】留学中の学生を対象に開催（H26より）。現地「如水会」の支援を得て行う。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

【グローバル・リーダーズ・プログラム（商学部プログラム名称は「渋沢スカラープログラム」）】平成25年度より商学部・経
済学部で開始された両プログラムは、日本人としてのアイデンティティ形成をも標榜した取組である。すなわち、社会科
学の高度な専門知識を英語で身に付けることを主眼に置き、さらに論理展開力、問題解決能力を養うために海外での
研修・長期留学を推奨し、正規科目として短期の海外調査や研修を行う。留学生や海外学生との討論、現地の企業人
との議論を通じ、海外の視点から日本や自分自身を見つめ直す機会を提供する。こうしたプロセスが日本人としてのア
イデンティティーを醸成し、ひいては日本やアジア中心の経済主体、社会主体をも構想し構築する力を涵養する。

その他 特になし

具体的な取組内容

16 一橋大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

（１）グローバル人材育成推進改革の基礎となるコア科目として、海洋科学部に「グローバルキャリア入門」（1年次対
象）（2単位）、「海外派遣キャリア演習」（3、4年次対象）（2単位）を開講。
（２）今後、海外の大学との共同プログラムや単位互換を視野に入れた厳格な成績評価の徹底等のため、海洋科学部
におけるGPA制度導入に向けた具体的な運用方針を定め、平成25年4月からGPA制度導入による成績評価の厳格化
に加え、学習支援システムの改修により、きめ細かな指導を行う体制を整備。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

海洋科学部では、3大教育改革により、学部低年次→学部高年次→大学院前期課程の一貫プログラムを体系的に設
計。
（１）大学が定義する英語力から見た学士力の質を保証するため、TOEICスコア600点を英語基礎力と位置付け、４年次
への進級要件化。
（２）学部3、4年次生を対象に、アジアを中心にインターンシップを体験する海外派遣キャリア演習を開設（2単位）。本演
習は、原則として、現地の大学での授業聴講と現地の企業でのインターンシップを課し、異なる価値観を持つ人たちや
母国語しかできない人たちとコミュニケーションを取るために必要となる異文化コミュニケーション力の大切さを学ばせ
る。平成25年度は計30名を派遣。
（３）大学院博士前期課程のすべての授業の英語化・討論型授業への移行に取り組んでおり、修士力としての「自分の
専門領域について英語で情報発信し、また他者の発表に対して英語で論理的・批判的質問および反論する」能力を育
成。
これらを達成するため、学生・教職員ともに利用可能なeラーニングシステムを全学的に導入するとともに、英語学習ア
ドバイザーが常駐する自習室（グローバルコモン）の整備や学生向けTOEIC特訓クラスを開講するなど盤石化。

教員のグローバ
ル教育力の向上

大学院授業の英語化に関するＦＤ活動の一環として、以下の取組みを実施。
（１）すでに英語化を行っている教員が授業改善の工夫の具体例などをHPで学内外に公開し、これらを広く英語化未実
施の教員に周知。
（２）平成25年度から、大学院教員「授業英語化」FD（グループ検証）会を定期的に開催。
（３）さらに「グローバル人材育成」をテーマに産業界と本学教職員が一緒に議論する場として勉強会（FD産学意見交換
会）を定期的に開催。
（４）英語で効果的な授業をするために必要な知識とスキルを身に付けるワークショップを外部講師により開催。
（５）英語授業移行予定の教員の日本語テキストの翻訳や教材の支援など、教員が授業の英語化準備を円滑に行える
よう支援を実施。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

学生の留学に対するモチベーションを高めるため、英語学習自習室「グローバルコモン」を学生が最も多く集まる品川
キャンパス学生会館2階に設置することで、学生の留学の推進拠点として機能している。また、海洋科学部ＯＢ会による
学生の渡航費用等への支援を得ている。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

（１）入学直後の初期教育の段階で海外留学への意識付けを行うため、グローバルキャリア入門（1年次対象）を開講
し、グローバルな分野で活躍する産業界の講師を毎回招き、海外留学への意識付け及び日本人としてのアイデンティ
ティを涵養。
（２）海外派遣キャリア演習を通じ、海外から日本を見ることで日本人としてのアイデンティティを見つめ直す。
（３）海外派遣キャリア演習履修者を対象に「異文化討論」（非単位）を開講し、異文化の理解と異質な互いが異質さを
受容し合う姿勢の修得及び日本人としてのアイデンティティの形成を図る。

その他 　特になし

具体的な取組内容

17 東京海洋大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
新潟大学の授業科目は，教養と専門の区別を撤廃し，ナンバリング機能を有する「分野・水準表示法」によって全学科目化さ
れている。これらを基盤として到達目標達成型の「主専攻プログラム」による教育体制に移行し，新潟大学学士力アセスメン
トシステム（NBAS）の導入によって，学習到達目標の継続的な改善や学習成果の可視化を推進した。また，平成26年度に副
専攻「国際教養」を試行的に開講するために，授業科目の選定及びカリキュラム検討を行った。
○事務体制のグローバル化
日本語・英語による高い事務処理能力を有する職員4名を採用し，国際センター及び取組学部（医・工・法学部）に配置した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○高い専門性に立脚したグローバル人材の育成
従来通りの各学部での専門教育を重視した教育に，語学力向上や留学等を付加する取組を進めている。
○英語及び英語以外の外国語による専門分野の授業等の開講（以下は平成24年度実績）
・医学部：海外から招へいした講師による講演会を計14回開催。講演ごとの聴講者数（学生・教員）は平均27人（累計延べ
361人）。
・工学部：グラスゴー大学等から講師を招へいし，英語での専門講義を実施。2回の実施で参加学生数計120人。
・法学部：中国人・韓国人招へい講師による中国語・韓国語による集中講義を行い，中国語については14人，韓国語につい
ては16人の学生が受講した。受講者の多くは集中講義受講後に，中国・韓国での短期研修にも参加した。

教員のグローバル
教育力の向上

○英語による教育力向上に向けた取組
英語による教育力向上のため，平成24年度は，医学部では海外からの招へい講演（第8回）の中で，Faculty Developmentに
関する講演会を実施，工学部では教員8人が英語で効果的に授業を行うための集中的な研修を受講し，法学部においては
教員3人（延べ4人）が海外での教員向け英語集中研修に参加した。平成25年度からは，取組学部だけでなく，他学部におい
ても同様の研修等の受講及び英語での授業開講に向けた取組を進めている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○短期/入門的な留学から長期/専門的な留学へつなげる体制整備
語学研修を中心とした短期留学“Swing-By/VISIT”（1～5週間程度）から，外国語で専門分野を長期間学ぶ“Swing-
By/STUDY”（半年又は1年）につなげる“Swing-By”の体制整備を行っており，留学プログラムの単位化も進めている。平成
24年度は特に“Swing-By/VISIT”を強化，43プログラムを実施し，430人が参加した。半年又は1年間の交換留学も，平成23
年度の28人から平成24年度は44人へと，大幅に増加した。
○留学広報及びカウンセリング体制の充実
ホームページやパンフレット配布，全学向け留学ガイダンスを春と秋に定期的に開催（平成25年度は計240人の学生が参
加），国際センター内にJAOS認定留学カウンセラー資格を有する2名の職員による留学相談コーナーを常設（平成25年度は
1ヶ月平均20件の相談を受付）するなどの取組により，新潟大学の留学・奨学金制度等の周知及び理解促進を行った。

日本人としてのア
イデンティティーの
形成

○ジャパノロジー科目の提示
副専攻「国際教養」にジャパノロジー科目群を整備し，当該科目を学生が選びやすい体制を整備する。
○留学を通したアイデンティティの形成
留学を経験した学生へのアンケートなどから，留学及び留学前後のオリエンテーションを通して，これまで意識しなかった日
本人としての自覚や誇り，日本について学ぶ必要があることに気付いたといった声が多く，引き続き前後のオリエンテーショ
ンを充実させる取組を進める。

その他

上述の取組をはじめとした各種の取組により，当初の構想であった「高い専門性に立脚したグローバル人材育成」のため
の，「実践英語プログラム（S.P.A.C.E.）→Swing-By/VISIT→主に英語による学部専門科目→Swing-By/STUDY→主に英語
による学部専門科目→グローバル人材としての基礎的な素養を身につけ卒業･修了→就職･進学」という道筋が実質化され
つつある。

具体的な取組内容

18 新潟大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組　　海外先進大学等訪問のベンチマーキング，招聘の米国ブラウン大
学FDセンター長による本学の国際教育評価，国際連携支援コンサルタントによる日本のグローバル化についてのシン
ポジウム等を実施した。これらを踏まえ，国際水準での教育の質保証に向けた仕組み等の情報や世界の教育水準か
らみた本学の教育の競争力の課題を全学で共有し，また教育カリキュラムの改革の中長期的なスケジュールを作成
し，各部局及び全学で教育改革検討を着手している。
○戦略的な国内外への教育情報の発信　　積極的・戦略的な情報発信を目指し，現在ホームページを構成中である。
本学学生の海外留学プログラムへの参加をサポートする情報づくりや，本学へ留学を希望する学生への教育情報等の
発信の整備と強化を図ることとしている。また，留学生同窓会のホームページを計画し，これを活用した情報交換や本
学の情報発信を視野に入れた構成を検討している。
○事務体制のグローバル化　　大学のグローバル化に対応するための窓口として国際課を設置した。また，本学教育・
学生担当理事による学務部職員向けのSDセミナー(教育改革説明会)を開催し，中央教育審議会の答申や前述の本学
教育改革の内容をフィードバックし，グローバル化に向け職員に期待される役割や本学の教育改革について意識の啓
発と情報の共有を図った。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

  “Global IMAGINEER”がもつ能力・資質を，「基礎的知識・教養」「自己学習能力，問題解決能力」「コミュニケーション
能力」「異文化に対する理解・自己アイデンティティの確立」等に再分類したうえ，学生がこれらの能力を意識的に伸ば
せるよう「福井大学グローバルコンピテンシーモデル」を作成している。各能力をレベル1～5までに分けてそれぞれのレ
ベルで達成しているべき行動を例としてわかりやすく示し，効果的にその能力育成につながるよう工夫している。また，
地域企業が参画するアドバイザリーボードの設置と，その意見を踏まえたカリキュラム改革に取組み始めている。

教員のグローバ
ル教育力の向上

　各学部教員による海外先進大学等のベンチマーキング，米国ブラウン大学のFDセンター長の本学教育評価や教育
改革についての懇談，米国大学教員による米国大学教育の現状等についてのFDセミナー等に多数の教員が参画し，
意識改革が図られた。また，得られた成果や課題は報告書にまとめ，教員間で共有して教育力の向上を図っている。
　教育改革ワーキングを組織し，ベンチマーキング等から得られた知見を踏まえて教育改革基本方針の取りまとめを実
施しており，平成28年4月の新システム運用に向けて教員自らが教育力の向上に努めている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

　国際交流施設（Global Hub），言語開発センター（Language Development Center）及び国際交流センターを設置し，海
外の情報・留学生との交流機会の提供，自主学習環境の整備を図るとともに，海外留学ロードマップの作成，留学促進
イベントの実施，各種メディアを活用した国際交流・留学情報の発信，留学相談など，コーディネーターの配置と職員と
一体化した協力体制等の整備により，留学準備から帰国までを一貫して支援するシステムが機能している。
　タイプ別に体制化した多種多様な海外留学プログラムを提供し，目的や学習段階に合わせて，学生が適切な時期に
適切な研修を選択し参加できるよう整えている。また，海外への留学を希望する学生に対しJASSOの支援制度を活用
する他，福井大学学生海外派遣支援金を提供し，経済的な支援を行う体制を整備したり，学長裁量経費等から，国内
移動などの経費の一部補助等も実施している。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

　留学促進イベントや海外留学プログラムの事前研修において，当該アイデンティティーの形成は重要なスキルの一つ
として紹介し，その必要性を説明している。海外留学プログラムで参加者が強化を目指す要素・能力の項目の一つに，
「異文化に対する理解・自己アイデンティティの確立」を掲げており，特に文化体験型やグローバル教養型に属するプロ
グラムにおいては重点的強化スキルとしており，事後研修においてはそのスキルアップについて確認している。

その他
　福井大学留学生同窓会及び産業界の協力によるグローバル人材育成を図っており，海外の同窓会支部や地元企業
の海外事務所等の協力を得て実施しているプログラムも存在する。同窓会からホームステイやインターンシップの協力
の話もあり，今後の実施を予定している。また，地元産業界が主催する研修プログラムにも参加し，成果を上げている。

具体的な取組内容

19 福井大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○4学期制の導入の検討
　　留学生の受入れ及び日本人学生の派遣を、より一層活発にするため、4学期制の導入について検討を開始した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○全学共通授業科目における「グローバル人材に不可欠な教養～社会基礎学～」の開講計画（平成26年度～）
　グローバル時代に活躍する人材に不可欠とされる社会基礎学とは何かを探求するため、産業界･官界･政界のトップ
リーダー（18名）が資源エネルギー、震災防災、成長戦略等を内容に講義やパネルディスカッションを実施する。
○高年次生へのキャリア科目の拡充計画
　平成27年度から、現在開講している全学キャリア科目「企業社会論」、「職業と学び」を、学部の低年次生対象とし、高
年次生には、専門性と総合性に富むキャリア科目を新たに開講することについて検討を開始した。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○学長主導による若手教員長期海外派遣制度（平成21年度～）
　次世代の教育研究を担う人材の育成に資するため、若手教員を対象に上記制度を設け、今年度まで約70名の教員
を海外へ派遣した。平成27年度までに計100名の派遣を計画し、教員のグローバル教育力の向上に取り組んでいる。
○海外大学へ教員派遣し授業を実施（平成24年度～）
　海外の協定校において（国際文化学部では、フランス・レンヌ第1大学へ、文学部ではドイツ・トリーア大学へ、法学部
ではパリ第13大学へ）授業を行い、グローバル教育力を実践する取組を行っている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○海外の大学で取得した単位認定制度の検討
　海外の協定校以外の大学で取得した単位を、本学での単位として認定の対象とする制度導入の検討を開始した。
○4学期制の導入の検討
　日本人学生の派遣を、より一層活発にするため、4学期制の導入の検討を開始した。
○海外インターンシップ制度の充実（平成25年度～）
　海外インターンシップの目的と位置付けをより明確にするため海外インターンシップを類型化（Ⅰ短期就業体験・日本
文化紹介型、Ⅱ中長期就業（職業意識醸成）型、Ⅲフィールドワーク（異文化理解）型等）し実施している。プログラムの
提供に当たっては、EUIJ関西や神戸大学海外同窓会等の協力を得ることとしている。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○全学共通教育科目における「グローバル共通科目」（18科目）の指定（平成25年度～）
　「国際性の教育」すなわち多様な価値観を尊重し、異文化に対する深い理解力を有し、コミュニケーション能力に優れ
た人間の育成を目指すため、「芸術と文化」、「歴史と文化」、「人間と社会」、「法と政治」、「経済と社会」等の分野から
指定した「グローバル共通科目」を学びのベースとし、専門教育における長短期留学プログラムでの異文化体験や国際
交流を通じ、日本人としてのアイデンティティーの形成に取り組んでいる。
○ESDサブコースの設置（平成20年度～）
　日本政府の発案により国連で決議された「持続可能な開発のための教育」（ESD)を基に、県内の農村地域の活性化
に向けた体験学習やスタディ・ツアー（直島現代アート・長島ハンセンボランティア）等を通じ、持続不可能な社会や仕組
みの問題性あるいは解決の方向性を探求する領域横断型のアクティブラーニングを実施している。

その他

○外務省青少年交流事業「KAKEHASHIプロジェクト」の採択（平成25年度）
　上記プロジェクトの採択を受け、平成25年11月に本学から23名の学生を北米へ12日間派遣し、現地の大学におい
て、日本・神戸の文化・自然・産業等の魅力に関する情報を発信するなど、現地の青少年との交流を通じ、国際的な視
野を持ったグローバル人材として成長するための経験を培う場とした。

具体的な取組内容

20 神戸大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○国際通用性修得のために「グローバル教育基礎科目群」を教養教育に明確に位置づけ、平成25年度履修案内に掲
載し、新規科目を具体化させた（平成25年度後期新設「海外安全教育」、「グローバルスタディーズ」）。
○ナンバリングは、先行している他大学の状況を調査しながら導入準備を進めており、平成25年度に教養科目につい
ては番号を振り終えるところまで進捗している。
○工学部では、JABEEの認定を３学科が受けており、他学科でもこれに準じた教育システムを導入し、教育内容を国際
水準に合わせている。農学研究科（修士課程）は、H25年度から全授業をクォーター制で実施している。また、農学部学
生が受講する教養課程の英語科目を週2回のクォーター制で実施している。さらに、H26年度から3年生後期の専門授
業にクォーター制を導入する予定である。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○グローバルマインドの醸成・強化、言語能力・異文化理解力向上のための教育プログラム開発に努め、平成25年度
実施予定の駐日エチオピア、ケニア、ウガンダの各大使等による英語での講義（サミットレクチャー）、新規短期海外語
学研修（台湾・銘傳大学：3週間の英語、異文化交流プログラム、学内選抜学生20名）を全学部学生を対象に計画を前
倒しで平成24年度から実施している。
○学部専門教育においてもアジア、ラテンアメリカ等の開発途上国、新興国をフィールドにした実践プログラムを実施
し、専門分野の海外での学びを通じて、異文化受容能力、コミュニケーション能力養成に努めた（農学部：国際乾燥地
農学実習（メキシコ､タイ）、国際開発実習（タイ）、地域学部：海外フィールド演習（韓国、ベトナム、インドネシア他））。
○海外で想定される危機事象に対し適切に判断し行動できる能力を習得する為に、本学の培ったノウハウを踏まえ、
H26年度からPBL形式講義「海外安全マネージメント（2単位）」を新設し、海外渡航学生に必修科目として実施する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員を対象として、英語で授業をするための研修会、e-learnig英語教材を用いた講義法講習会を実施している。
○メキシコ海外実践教育プログラムをはじめ、全学あるいは学部(地域学部「海外フィールド演習」、農学部「国際乾燥
地農学実習」等)で実施する海外実践プログラムにおいて、フィールドワーク担当教員は、派遣先の大学の教員、研究
所の研究員と共同して講義、演習を実施することで、グローバル教育力の研鑽を積んでいる。さらに、農学部ではJICA
集団研修に組織的に対応し、アフリカ諸国からの参加者に対して英語による講義・実習を実施し、教員の能力向上を
図っている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○学生の海外留学、海外プログラム参加を容易にするためのカリキュラム改善として、平成26年度後期から農学部専
門科目（3年次）にクォーター制を導入する。
○本学協定校との双方向の学生交流を進めるため、「鳥取大学フェア」を開催し、協定校の学生・教職員へ本学及び本
事業の情報提供を行っている(平成24年度：台湾・銘傳大学、平成25年度：ベトナム・フエ大学)。
○海外プログラムの安全実施のために、在日大使館、JICA等との連携を強化するとともに、中国人留学生同窓会(平
成25年3月、北京、本学同窓生他約100名参加)を開催し、学生受入など本事業への協力体制強化を図っている。
○グローバル人材育成の関連する学部専門科目として、工学部「国際実践科目」、地域学部「海外フィールド演習」を設
けている。また地域学部では新規専門科目(海外調査論、グローバル人材論）を新設する。農学部では、H26年度以降
アジア、アフリカをフィールドに、新規の海外プログラム（相互交流形式）、インターンシップを開発・実施する。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○教養教育におけるグローバル教育に関する授業科目を新設し、国際理解のために外国人教員により日本と海外に
ついて英語を併用してPBL形式で学ぶ「グローバルスタディーズ（2単位）」を平成25年度後期から実施した。平成26年
度はさらに充実し「グローバルスタディーズⅠ」、「グローバルスタディーズⅡ」（各2単位）として前・後期開講する。

その他
○事業紹介のリーフレット、ホームページに加え、本学の大学案内（高校生向案内冊子、3万部）、大学広報誌「風紋」
（1万1千部）、地元紙（日本海新聞、平成25年1月、正月特別編成全面記事）、全国紙（読売新聞、平成25年9月、平成
26年1月）により、地元、全国の高校、保護者、地域へ向けた広報活動の強化に取り組んでいる。

具体的な取組内容

21 鳥取大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

◯教育課程の国際通用制の向上のための取組
　山口大学工学部附属グローバル技術者養成センターを設置し，センター運営委員会を発足させるとともに，学内評価
委員会及び学外評価委員会を設置し，センターの運営と教育内容のPDCAを実現する体制を確立した。平成24年度の
活動に対して，平成25年7月に学内評価委員会を実施し，10月には学外評価委員との意見交換会を開催して，産業
界・海外協定校と連携して，国際的に通用するグローバル人材の育成について議論した。評価を受けて，構想責任者
である学長の下，改善を進めている。
◯積極的な国内外への教育情報の発信
　本事業内容に関する情報公開・情報発信を目的として，日英両方を備えたセンターホームページを開設し，留学実績
データ，各種留学プログラムの紹介，海外安全情報，留学体験記等の総合的な発信に加え高校生向けページを設置し
た。
◯事務体制のグローバル化
　海外協定校に約20名の事務系職員を派遣し，研修プログラム開発に関わる支援活動により，コミュニケーション能力・
留学支援業務等に関する専門知識の向上を図るためのSD研修の実施及びSD研修渡航者を対象として「英語でのビジ
ネス応対」をテーマとしたSD研修講演会を実施した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

　技術系グローバル人材に要求される能力のうち，国際的視点・自己研鑽能力を育成する科目「知の広場（国際化対
応）」にアクティブラーニングを導入した。平成25年度後期から1年次学生TOEIC上位得点者50名を対象に開講し，海外
展開している企業から海外勤務経験者を講師として招へいし，産業界と連携した教育を実施した。

教員のグローバ
ル教育力の向上

◯FD研修
　東南アジア・東アジア等の交流校に教員を派遣し，海外研修プログラム開発を通して約100 件のFD研修を実施した。
FD 研修では，学部専門課程，大学院のカリキュラム調査，専門科目の講義全般に関する意見交換，外国語での専門
科目講義の視聴，資料収集等を通じて，担当する学部・大学院講義を多言語で実施可能となるよう，英語教育の総合
的なスキル向上を図るとともに，海外研修プログラム実施において必要となる交流校との覚書の締結，修了証の発行，
研修先での宿泊場所の手配，研修費用および安全確認等の交渉を行った。また，平成25 年2 月に協定校であるシェ
フィールド大学（英国）から講師を招聘し，教員を対象として「より良い講義を行うには」をテーマとしたFD 研修講演会を
実施した。
◯専門科目の英語化
　大学院博士前期課程講義科目のバイリンガル化を開始し，5年後に60％，10年後には100％の実施を目指す。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

　英語によるコミュニケーション能力の向上と海外体験を主とする，グローバル意識の涵養を目的とした短期語学研修
及び海外での実務体験により，深化した専門分野と関連付けられるコミュニケーション能力の向上を目的とした，技術
研修プログラムの開発を行った。平成24年度は，実施可能な研修プログラム10件（語学研修3件，技術研修7件）を開発
し，平成25年度には30件余りを開発した。海外研修プログラムに関しては，全体説明会と事前講習会を設け，センター
主催にて，航空券手配，保険申込み，危機管理対策に関する説明会を実施した。また，海外研修時の危機対策とし
て，学内の緊急対策網及び派遣中緊急連絡システムを構築した。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

　日本人及び山口大学生としての自覚と誇りを身に付けるため，2年次学生を対象とする科目「山口と世界」のシラバス
を作成した。本科目では，山口の歴史、文化、経済、産業、自然、教育などを能動的に学修し、国際的環境で活かす力
を養う。海外で働く動機づけや国際的視点を養うために，海外で活躍する企業人，卒業生及び留学生による特別講演
も予定している。

その他 　教員個々の研究情報を発信するため，理工学研究科の英語版WEBページを整備した。

具体的な取組内容

22 山口大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○農学部国際コース（外国人留学生）と一般学生の共通専門カリキュラム（英語）
（１）互換制度導入に向けた学務調整を開始した。
（２）農学部国際コースの３科目について、TOEFL-iBT模試でスコア８０を超えた一般学生が受講した（H２５年度）。
○国内外への教育情報発信
（１）ホームページやリーフレット、各種印刷媒体を利用し、国内外に情報を発信している。
（２）国際教育担当者の会議APAIEにブースを設置し、本事業の紹介を行った（H２４年度）。
○事務体制の強化
（１）海外大学と連絡することが可能な支援員を雇用しプロジェクトオフィスを設置、情報の集約と発信を行うことが可能
となった。
（２）国際教育に関心の高い専任教員の公募を行い、２名を採用した（H２５年度）。
（３）海外大学との事務対応力向上を目指しカリフォルニア大学デービス校の研修プログラムへ事務職員４名を派遣し
た（H２５年度）。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○海外短期留学：問題解決の科学プログラム・グローバル展開汎用能力プログラムの実施
（１）米国、コスタリカ、タイ、ベトナム等の大学教員を招聘し、具体的な短期留学プログラムの計画を行った（H２４年
度）。
（２）米国・豪州で、グローバル展開汎用能力プログラムを実施し、６４名の学生が参加した（H２５年度）。
（３）ベトナム・タイ・コスタリカで、問題解決の科学プログラムを実施、２６名の学生が参加した（H２５年度）。
○海外長期留学へのサポート
（１）国内外のキャリアフォーラム等の情報収集を開始した（H２５年度）。
（２）長期留学を志向する学生に対し、情報提供や教職員による個別面談を開始した（H２５年度）。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員の教育力の向上に向けたセミナー・プログラム
（１）グローバル３０事業と共催で外国人教員から英語による教育法について学ぶＦＤを開催した（H２４年度）。
（２）カリフォルニア大学デービス校より講師を招聘し、英語教授法ワークショップを開講した（H２４、２５年度）。
（３）ハワイ大学マノア校での英語教授法・プレゼン能力の向上の為のプログラムを実施した（H２５年度）。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○短期留学プログラムの環境整備
（１）交流協定のある８カ国１５大学から代表者を招聘し、各大学留学プログラムの情報収集意見交換を行った（H２４年
度）。
（２）問題解決の科学プログラム・グローバル展開汎用能力プログラムへ、学生を派遣した（H２５年度）。
（３）上記プログラムには原則教職員が随行し、学生の支援を行った。
（４）プログラムに参加する学生の情報は、E-ポートフォリオに登録し、担当者がサポートするシステムを整備した（H２５
年度）。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○短期留学プログラムにおける現地学生との交流
短期留学プログラムにおいて、現地学生と交流する中で、参加した学生は、日本と他国の文化・国民性の差異を感得
し、日本人としてのアイデンティティを認識する機会を得ていた。
今後、九州大学の留学生との交流（日本の文化・農業に関する紹介など）を促進する機会を提供する予定である。

その他

○研究交流を基礎とした継続的なプログラムの実施および発展
ベトナムの短期留学プログラムは、JICAプロジェクト「ベトナム北部中山間地域に適応した作物品種の開発」を基礎とし
ており、学生は実際の圃場や研究施設を見学し、ベトナムが直面する農業問題の解決の糸口について考察する機会を
得ていた。また、日本の国際貢献の現場を実際に見ることにより、国際貢献の重要性を直接認識する機会を提供した。

具体的な取組内容

23 九州大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）経済学部と経済学研究科では、平成26年度からの本構想の本格的実施に向け、本学部学生の留学等での協力を
得るため、学術交流協定大学に対して本構想の内容を説明し、また平成24年12月に、西南財経大学とダブル・ディグ
リーの覚書を締結した。
（２）国際健康開発研究科では、英文シラバスの作成、英語による科目、外国人講師による補講、ワークショップ、2度の
海外研修を実施した。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
　 経済学部ホームページに「グローバル人材育成推進特設サイト」を設け、取組の概要を、日本語の他、英語、中国
語、韓国語で公表するとともに、公開講座（H25年5月）とシンポジウム（H25年10月）を開催し、本学学生や高校生等に
取組の概要等を説明した。
○事務体制のグローバル化
   英語力の高い事務職員2名を雇用するとともに、国際健康開発研究科では事務職員の英語講座を開設している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○GSR課題俯瞰力
   意欲や使命感の涵養のため、経済学部および国際健康開発研究科は、学術交流協定校等において短期海外研修
を実施した。
○多文化連携力
（１）経済学部では、学生を海外短期研修に派遣した。主な研修内容は、英語による講義、学生交流、企業訪問である。
（２）国際健康開発研究科では、特別プログラム「国別特別演習」を実施し、1年生が、2年次必修科目「海外長期イン
ターンシップ」の渡航国を訪問し、実務インターン・調査等に必要な情報収集、関係者との面談、協議を行った。
○GSR課題解決力
   経済学部では、地球規模課題の実践的解決に必要な専門知識習得のためのカリキュラム改革を行っている。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員の海外への派遣
（１）経済学部は、英語による教育方法を学ぶため、教員を教育方法に関する国際会議等に派遣した。
（２）国際健康開発研究科は、世界各国の学生を対象とした、貧困、保健、開発分野におけるソーシャルビジネスプラン
コンテスト（ワシントン大学） の 最終選考会視察、 関係者との意見交換に教員を派遣した。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○国際ビジネス教育研究センターの開設（経済学部平成25年2月）
   コーディネータによる留学の事前指導、留学中の学習・生活面のサポートをする体制を整え、動機付けのための説明
会等や留学経験者による報告会等を実施した。
○複数教員、事務による支援体制（国際健康開発研究科）
   海外研修における支援体制の継続の他、動機づけのため春に説明会、夏にメールや対面による個別面談等を実施
した。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○共修ゼミの開講（2年次（H27年度）から実施予定）
   留学生と本学部学生が共同で課題に取組む過程での討論等を通じて、考え方の相違等を理解する。
○海外留学（3年次（H28年度）から実施予定）
   海外大学での学生交流を通じて、考え方の相違等を理解する。

その他
○危機管理マニュアルの作成
   留学から帰国に亘るサポート体制の確立として、外部専門機関に委託し、全学的に利用可能な危機管理マニュアル
を作成した。

具体的な取組内容

24 長崎大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

・教育課程の国際通用性の向上のための,　シラバスの国際標準化と多言語化、ＧＰＡの成績の厳格な成績評価、ナン
バリングの導入
・戦略的な国内外への教育情報の発信を目指した、専用WEBサイトからの情報発信
・英語版大学紹介DVDの制作、学内文書英訳WGの立ち上げによる事務体制のグローバル化の推進・交換留学生受け
入れプログラムの整備および留学前日本語研修の実施方法の検討などの、留学生受入体制の強化

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

・外国語学部履修規程に「グローバル人材育成プログラム」履修方法を記載
・iCoToBa（多言語学習センター）における目的・レベル別の外国語授業の実施による語学学習支援（週あたり１０５時
間開講）
・e-Learningによる学習支援の継続と改善
・e-ポートフォリオ（manaba）による自立学習支援
・iCoToBa（多言語学習センター）における広義のコミュニケーション能力、異文化適応力の養成、「主体性、積極性、協
調性」の醸成を目指した異文化交流事業の実施と学生の主導によるイベント運営のサポート
・学部カリキュラム改正に伴うコース制導入と専攻言語による専門科目の順次開講
・TOEIC・各種語学検定試験実施による語学力の定期測定および、結果分析に基づいた指導方法の改善案の策定
・「グローバル人材プログラム受講証明書」の発行

教員のグローバ
ル教育力の向上

・  学術交流協定大学との相互交流に基づく教育プログラムの開発（インドネシア・ガジャマダ大学、イギリス・イーストア
ングリア大学）
・　専攻外国語および第2外国語の到達目標の整備、明示化とそれに基づく教育方法の改善

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

・主要留学フェア（NAFSA、APAIE）の参加を通じて英語圏、およびフランス語圏大学と協定校の拡大
・ 6月アジア太平洋大学交流機構UMAP: University Mobility in Asia and the Pacific ）への加入
・8-9月に、英国イースト・アングリア大学での、本学「グローバル人材推進プログラム」との一貫性を持たせたプログラ
ムの実施
・留学生の緊急時・災害時のリスク管理態勢の継続と、対応マニュアルの作成

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

・iCoToBaでの外国語による日本紹介科目（例：Japan-Ambassador）の開講や外国語による「比較文化セミナー」科目
の提供
・大学教養教育の改革に伴い平成26年度から開始される正課授業での英語講義「Japan from outside」、「日本と異文
化の交流」のほか、日本についてより深い理解を目指す「日本の文化」「日本の歴史と文化」「愛知の歴史と文化」の開
講

その他
・愛知県立大学第二期中期計画において平成28年度には英米学科卒業生の7割がTOEIC800点の目標を達成すること
を目指す

具体的な取組内容

25 愛知県立大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

（1）既存のカリキュラムに本事業での取組を加え、AP/CP/DPを見直した上で、カリキュラムの体系化を図った。
（2）身につける力を示したカリキュラムマップ、ナンバリング等を導入した新カリキュラムを平成27年度に導入すべく学
部内で協議した。
（3）学生の主体的な学びを促進する「域学共創学習プログラム」を試行運用し、海外で活躍する企業人や海外の外国
人講師の講義（ウェブ講義を含め）を取り入れた。
（4）「域学共創学習プログラム」はプログラムコーディネーター（米国の高等教育機関でのICTを活用したアクティブ・ラー
ニングの指導経験者である）がアクティブ・ラーニングに関する最新研究報告等に基づき、本学の教員チームの指導の
もとで、新しい教育プログラムを企画・運営した。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

（１）グローバル人材として求められる能力を育成する域学共創学習プログラムを試行運用した。
（２）域学共創学習プログラムを履修する学生約40人が自らの留学計画を立案した。その内、選抜した８名は産学公関
係者が集ったフォーラム内において企業、マスコミら審査員４人の前で発表し、講評を受け、企画力の向上を図った。

教員のグローバ
ル教育力の向上

（１）欧米の学術交流協定大学と協議し、短期交流に加え、平成25年度から中長期の教員派遣受入を可能とした。
（２）平成24～25年度において延べ44人の教職員を短期で海外各地へ派遣し、海外大学事情及び教育プログラムの情
報を収集し、域学共創学習プログラムや通常科目の中で活用している。
（３）学術交流協定校に教員を派遣し、現地の大学で英語による講義や語学研修等を実施した。
（４）海外の学術交流協定校から教員を招き、ＦD等を９回開催し、学内の英語研修も7回実施した。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

（１）事業プログラム等の参加により取得できる本学独自の「IPDポイント」を導入し、平成25年度の留学奨学金の選考に
取り入れた。
（２）平成24年度に留学アドバイザーを配置し、交換・私費留学に係わる情報提供や留学前後指導、資金計画、帰国後
の就職等の留学相談体制を整備した。
（３）留学関連プログラムを体系的に把握できる留学マップを作成した。各学期開始時のオリエンテーションで全学部生
に配布し、留学計画作成の参考とした。
（４）他大学で実施される海外留学フェアへの参加及び学内における留学フェア（グローバルカフェ）を開催し、学生の留
学への動機付けを図った。
（５）海外勤務した元商社社員等による海外ビジネスや現地の文化などを紹介する特別講義を企画した。第一線で活躍
した商社マンの講義を通して、留学への意欲を高めた。欧州への留学希望者が９人と前年度４人に比べ倍増した。
（６）新たな学術交流協定大学として釜山大学校（韓国）を開拓した。アジアの協定大学が３大学から４大学となり、留学
先の選択肢を広げた。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

（１）域学共創学習プログラムで日本文化を世界に発信する方法をテーマに学習した。学生は歴史背景や外国人から
の視点等をまとめ、内容について実際に職人や企業家を招いて評価を受けた。また、座学だけではなく海外スタディー
ツアー（約２週間の海外学習プログラム）において、実際にお茶席を設けるなど実践にも取り組んだ。
（２）海外勤務経験を持つ産業界等から講師を招き、日本人として海外で活躍することの意義について考えた。
（３）日本の歴史や文化をテーマとした英語開講科目では、日本人学生が留学生とともに学び話し合うプログラムを構成
し、議論を通して日本人としてのアイデンティティーを構築する場とした。

その他

（１）留学前後の学生を支える産学公関係者による域学連携コンソーシアムの体制づくりに取り組んだ。地域資源の活
用をテーマに学生とコンソーシアムメンバーが共同で取り組む4つのプロジェクトも始まった。
（２）短期留学生や留学経験を持つ学生等による学習サポーター制度を設け、留学や地域学習を志望する学生に助言
する活動を展開した。

具体的な取組内容

26 山口県立大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○ 教育課程の国際通用性の向上のための取組
　　全学的な教学マネジメントのもと、シラバスの充実や科目ナンバリングなどを整備。平成24年度から導入した副専
　攻Global Education Programでは、ビジネス知識を身につける科目やインターンシップ、国際活動などの実践活動を
　組み入れ、学生の主体的学習を目指している。また、主専攻の履修を通じてグローバルマインドの素養が身につけ
　られるプログラムを平成26年度から開設。
○ 戦略的な国内外への教育情報の発信
　　多言語対応した大学ウェブサイトやグローバル専用ウェブサイトにて、教育研究活動情報を学内外に発信。
○ 事務体制のグローバル化
　　「国際教育交流センター」に国際活動やインターンシップの専門スタッフを配置。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○ 公立大学の特色を活かした、地域に密着した取組
　　グローバル人材としての現場力、就業力を高めるため、地元経済団体との協力・連携による本学独自のインター
　ンシップの開発・実施について協議・調整中。
○ グローバル人材として求められる能力の育成のための取組
　　学生が海外での経験を積むことができる環境を整えるため、学生交流協定校を増やすべく各大学等と協議中。
　また、実践力を高めるため、海外留学や国際活動への参加及びインターンシップを修了要件とした。
○ 教育課程における体系的な位置付け
　　平成25年度から1・2年次の基盤教育課程に「キャリアデザイン科目」や「プロジェクト実習科目」を順次開講し、学
　生の意識付けやグローバルマインドの素養を高めていく。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○ 教員体制のグローバル化
　　語学に加え、グローバルな視点を養うため、地域研究科目について、外国語による教育経験を持つ教員を増員。
　また、実社会との接続を図るため、企業での国際的実務経験を持ち、実務に必要な専門知識・スキル等を理解した
　専門家を特任教員として配置。
○ グローバル教育力向上のための取組
　　海外からの視点を視野に入れたFD活動の推進により、国際的に評価が得られる授業内容・方法の仕組みづくり
　に着手しているほか、海外協定校増加を見据えた教員交換制度及び教員海外研修制度の充実に向け協議中。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○ 動機付けや留学を促進するための取組
　　ネイティブ留学生を活用したカフェ形式の会話サロンを充実させるとともに、国際活動やインターンシップの専門ア
　ドバイザーを配置し、学生の動機付けを進める。また、学内外の奨学金等を活用し資金面での支援も強化。
○ 留学中から帰国後にわたるサポート体制
　　外部専門機関と連携し、危機管理体制の強化や機動的なサポート体制の構築に努めるとともに、帰国後は「グロ
　ーバル人材」をセールスポイントとした企業開拓、就職活動支援を行う。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○ 異文化理解力、日本人としてのアイデンティティー形成のための取組
　　自らのルーツである日本について世界で語れる知識と、世界情勢についての理解を深めるため、「Japanese
　Affairs」や「English Speaking Cultures and Societies」などの科目を開講。

その他
○ 構想の評価、改善に関する取組
　　インターンシップや育成した人材の卒業後の状況を地域企業が評価し、教育プログラムへフィードバックするシス
　テムの構築について検討中。

具体的な取組内容

27
北九州市立大
学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（1）大学の戦略的な目標への位置づけ　⇒　本事業推進を学校法人「共愛学園中長期計画」へ盛り込み
（2）大学のグローバル化の推進体制　⇒　「グローバル人材育成推進本部および同事務局」を発足
○教育課程の国際通用性の向上
（1）「Global Career Training副専攻」の開設　⇒語学、理論・スキル、実践の3科目群で構成
（2）アクティブラーニングの充実　⇒　クリッカー等を利用し、学生の理解度等を把握。それを活かした授業運営
（3）GEO（Global Education Online)と称する海外大学との連携ゼミを準備中。
（4）カリキュラムのナンバリングを検討中で、H26度より運用できるよう準備を進めている。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（1）公式WEBの英語化、グローバル事業専用HP、Facebookの立ち上げ
（2）地元高校生向け公開授業の開催、グローバル人材育成シンポジウムの開催

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○地域連携による人材育成’Gunma Global Project Work’
（1）海外サポートインターンシップ　⇒　伊勢崎市中学生の語学研修に同行。教員のサポート、生徒のフォローを実践
（2）児童のためのグローバルワークショップ　⇒　伊勢崎市小学6年生にグローバルを体感してもらうイベントを企画、運
営
（3）グローバルビジネスセミナー　⇒　様々なゲストスピーカーを招き、学生に刺激を与える企画
（4）ミッションコンプリート研修　⇒　異国の地で、与えられた課題を解決していく人間力を育成する研修
○「Global Career Training副専攻」の開設
社会人も参加する英語のみで行うアクティブラーニング授業を展開。また、One on One Englishと称するスカイプを活用
した1対1英語学修を社会連携により実践。上記のGunma Global Project Workも単位認定し、理論とスキル、語学力、
実践の3領域からなる副専攻とした。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○グローバル教育力向上のための取組
　⇒アクティブラーニング効果実証実験の結果をまとめ、各教員と共有し、個々の授業の質を高めていく

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○動機付けや留学を促進するための取組
（1）留学ガイダンスの充実、提携校の充実　⇒　提携校：H24年度5校、H25年度9校（累計）
（2）海外留学・研修プログラムの拡充、および海外大学への視察

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

地域連携組織「グローバル人材育成推進協議会」を地域産業界、教育界、連携大学と構成し、その取組として上記
Gunma Global Project Workを展開。地域連携の取組の中で、参加者が地域人としてのアイデンティティを改めて確認す
る環境を整えており、結果として日本人としてのアイデンティティ形成につなげる。

その他

受験生の海外経験や語学力を加味する入試制度を導入。
（１）TOEFL,TOEIC,GTEC、英検等を推薦入試の受験資格に設定、また高得点の者には特待生としての優遇措置も講じ
る。（H25年度入試より）
（２）同上の点数等により、一般入試の英語の試験を100点とみなし、英語の受験を免除する制度を導入（H26年度より）

具体的な取組内容

28
共愛学園前橋
国際大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）GPAの採用とその活用、および履修登録単位数の上限設定
（２）電子シラバスの英語併記、および予習・復習時間などの明記
（３）研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑごとの科目分類一覧表の作成
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（１）「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の例」の大学HP内での公表
（２）大学HP（英語版）の刷新
○事務体制のグローバル化
（１）職員の海外語学研修実施、および新たなSDプログラムの開発・運営　（SD活動の充実化）
（２）手続書類、案内板等の日・英両語表記の促進

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

（１）海外から見た日本を「英語」で学ぶ「Certificate Program in Japan Studies」の開発・運営
（２）海外インターンシップの開発強化
（３）ボランティアセンターの設置、および国内外ボランティア活動の開発・運営強化
（４）日本語ライティングセンターの常設化、および常設化に伴う内容の充実化
（５）卒業生（海外就職）による在学生支援活動の強化
（６）グローバル人材（非卒業生）による在学生支援活動の強化
（７）全国英語プレゼンテーションコンテストの開催

教員のグローバ
ル教育力の向上

（１）教員の公募採用
（２）外国人教員等の比率を８２％にする（平成２８年度）
（３）教員評価の多様化（授業アンケートのほか、職員による授業観察を実施）
（４）FD活動の更なる充実化（教員のグローバル教育力を高めるFDプログラムに特化）

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

（１）SALC：Self-Access Learning Centreにおける、新しいモジュール開発
（２）SALCの既存モジュールのICT化
（３）アジアにおける英語圏の留学プログラムの開発・運営
（４）留学WEBシステムの開発・運営
（５）留学フェアの実施（ラーニング・アグリメントの徹底）

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

（１）海外から見た日本を「英語」で学ぶ「Certificate Program in Japan Studies」の開発・運営
　　以下の科目群から20単位（1科目=2単位）を修得した学生に対し、卒業時に Certificate を発行するもの。
  １）The Literatures of Japan、　２）The History of Modern Japan、　３）The History of Premodern Japan
  ４）The Languages of Japan Ⅰ、　５）The Languages of Japan Ⅱ
　６）International Relations : Japan in the Asian Context、　７）Japanese Popular Cultures、
　８）Tourism & Local Cultures of Japan、　９）Japanese Religions
１０）Legal and Political Systems of Japan、　１１）Media and Japanese Society

その他

○大学のグローバル化の推進と、自己点検
（１）中期経営計画（第３フェーズ）との連動による、事業推進強化
（２）本補助事業における第三者評価（外部有識者による評価）の実施

具体的な取組内容

29 神田外語大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

(1) 科目のナンバリングを進めている。
(2) 科目概要の英文化とホームページ掲載を進めている。
(3) 海外大学の教育課程との互換性を高め、留学時取得単位の卒業単位への換算可能性を高める計画である。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

(1) 国内外の企業や地域で活躍できる現地体験と現地知識を蓄積する。
(2) 異文化コミュニケーションを円滑に行い現地に容易に適応する姿勢、力を養う。
(3) 社会科学の知識を備え、それを活用して活躍できる能力を修得する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

(1) アメリカの大学（留学生受け入れ大学）との共同FD活動を継続している。
(2) グローバル企業との産学連携によるFD活動の成果活用を進めている。
「アジア夢カレッジ」等に関係するグローバル企業関係者と専任教員との共同FD活動を強化し、その成果の学部教員
の教育活動への反映を進めている。
(3) 海外大学での教育活動を提案する。
本学がAUAP・AUCP（「アジア夢カレッジ」）などを実施している協定大学に対して、例えば、本学教員による現代日本に
関する集中講義のような各種教育プログラムの提供を提案する計画である。
(4) 海外サバティカル制度の活用を促進している。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

(1) 留学啓発
　WEB会議システムや情報端末を利用し、留学中の学生との意見交換や留学成果の発表等を計画している。
(2) 支援体制・情報提供
　保護者への対応として、資料を発送するとともに、学内で説明会を開催し、情報提供やコンサルティングを行ってい
る。
(3) 留学準備支援
　経済的理由で留学を断念している学生への支援をさらに強化するため、以下の取組みを進め、かつ計画している。
・約1万3千人の留学経験卒業生に寄付金を依頼している。
・授業料及び宿舎費を免除する条件下で運用できる交換派遣留学制度対象大学を増やす計画である。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

(1) 日本関連の科目設置
　国際関係学部では、例えば日本経済と世界、現代日本文化論などの科目を、また、全学共通教育科目としても、日本
文学、日本史、日本の伝統芸能などを設置し、日本の伝統文化と現代日本に関する見識を養っている。
(2) 留学前の日本文化学習
　古典文化研究会（学生団体）などの協力によって茶道を理解する機会を設けるなど、日本からの発信も意識した留学
前教育を行っている。
(3) アメリカにおける日本紹介と再認識の機会の活用
　現地で行われるJapan weekへの参加を促し、現地学生や地域住民に日本を紹介するとともに日本を再認識する機会
としている。

その他 特になし

具体的な取組内容

30 亜細亜大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性向上のための取組
1)セメスター制により「興味関心・能力に合わせた積上型学習」「海外研修・留学の機会拡大」が実現している。
2)コースナンバリング制を導入（平成24年度）しグローバル人材育成のための体系的カリキュラム整備を行った。
3)GPAを導入(平成25年度)し「単位認定の質保証」「学修指導への活用」「交換留学相互受入基準の明確化」を図った。
4)外国人教員5名（本事業による採用は4名）の雇用、教員の海外FD（CLIL）を行い、外国語による授業を推進している。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
1)学習の質・時間を担保するシラバス改善、ならびにその多言語化（中国語・英語・日本語）を実施している。
2)本事業特設サイト開設・パンフレット作成・シンポジウム開催等により、社会への情報発信を積極的に行った。また、
ホームページ・『大学案内』・本事業概要案内小冊子・シラバス・履修モデル・国際交流実績報告書等の多言語化（中国
語・英語版作成）を進めた。これらは協定校との交換留学や単位互換の検討資料としても供されている。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○スマートでタフな交渉能力の涵養
1)「グローバル人材育成プログラム」を立ち上げ、留学を含む主体的学習を促進する仕組みを構築した。
2)時事性の高いテーマを扱うPBL型の「ケーススタディ演習」をアクティブラーニング教室で行い、問題発見力・問題解決
力・情報発信力を強化する取組みを行っている。
3)平成26年度から「GEOプロジェクト(Global Education Online Project)」を日本・フィリピン7大学と共同実施する。
○グローバル人材としてのキャリアデザイン構築の支援
1)海外進出とパフォーマンス向上を目指す企業との適切なマッチングを図り、グローバルな通用性の意識向上とキャリア
デザイン構築の強化を目指し、海外からの招聘者を含めた産学連携シンポジウムを年2回開催している。
2)国内外のグローバル企業でのインターンシップ等を通して実社会で求められる能力を学ぶ機会を確保する（現在、文系
２学部におけるインターンシップ受入先は62団体だが平成28年度までに国内外のグローバル企業を中心に80団体まで拡
充を目指す）。

教員のグローバ
ル教育力の向上

1)第8回APAIE（Asia-Pacific Association for International Education）では外国語学部坂本ロビン教授が特別講演を行
い、進歩を続けるアジア圏の高等教育について各国参加者と意見交換をし、本事業推進に資する情報収集を行った。
2)クインズランド大学のFD企画「CLIL(Content and Language Integrated Learning )プログラム」（専門科目の英語による授
業方法）に教員5名を派遣した。またGEOプロジェクトではテキスト作成を含むPBL形式による実証・実験講座を実施する。
3)海外協定校の北京語言大学より文俊准教授を招聘し共同授業を行った（平成25年7月1日～7月13日）。今後も海外協
定校からの教員を招聘した教育開発を実施予定である。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

1)平成25年度現在、海外協定校は13カ国・地域39校にまで拡充された（平成28年度までに50校に拡大予定）。
2)留学先の学納金免除（交換留学）、本学学納金8割減免（派遣留学）、本学独自の奨学金制度の継続的な拡充を図り、
経済的支援措置が取られている。これにより平成28年度まで段階的に留学者数を2倍に増やす（平成23年度比）。
3)留学中のキャリア支援として動画によるキャリア関連科目（「キャリア指導」等）の授業配信を行っている。
4)留学先での学習成果を本学卒業要件単位として認定しており、留学期間を含め4年で卒業できる制度が整っている。
5)冊子『Study Abroad』・『留学ハンドブック（危機管理を含む）』を作成した。またガイダンス等はきめ細かく実施している。
帰国後には留学経験者が未経験者に体験談を伝える「プログラム修了プレゼンテーション」を実施している。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

1)総合政策学部の教育資源を導入し、歴史・文化・宗教・社会・政策・法等の学際的教養の拡大を図っている。
2)日本語・日本文化を海外に紹介するSENDプログラムを通して、自らを相対化し日本人としてのアイデンティティを確立
する機会を設けている（平成28年度までに学生派遣30名、学生受入23名を目指している）。

その他
1)海外協定校を対象に日本語・日本文化を学ぶサマープログラム導入（使用言語は中国語・英語・日本語）を検討してい
る。

具体的な取組内容

31 杏林大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育の質保証と国際通用性の保証・向上のための取組
　１）ＰＤＣＡサイクルによる、質と国際通用性が保証された教育体系の枠組みの構築を推進している
　　(工学部：JABEE4学科+2学科受審予定/学部全体がJABEEを参照したFD推進により全学展開）
　２）ルーブリックによる学習成果のアセスメントの導入（卒業研究、PBL、多数の教員の協同運営科目等にて、汎用的
　　能力、ソフトスキルの評価に適用）
　３）PROGテスト（社会で求められる汎用的な能力・態度・志向－ジェネリックスキルを測定するテスト）による評価の実施
○戦略的な国内外への教育情報の発信
　１）理工学系単科大学の"先進事例"となる 「芝浦モデル」の構築と他大学への発信
○事務体制のグローバル化
　１）事務文書の多言語化
　２）職員の海外留学支援制度（半年～1年間、アメリカUCIでのインターンシップ制度：派遣実績6名）

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○グローバル人材として求められる能力の育成のための取組
　１）グローバル・異文化PBL（問題解決型学習）プログラムの実施
　２）海外インターンシッププログラムの実施（大学が企業と契約を締結。受け入れ枠を確保した上で学内公募にて選考）
　３）企業との共同研究等への学生の参画
　４）海外協定校への長期留学の実施

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員のグローバル教育力の向上のための取組
　１）教員留学制度（サバティカル制度）
　２）教育イノベーション推進センターに「グローバル推進部門」を設置（FD含む、教育環境の整備・改善を推進）
　３）PBL教育法FD（学内にPBL/Internship研究会を発足し、FD活動として定期開催）
　４）語学力・海外経験を有する教員の採用
　５）教育業績の評価･指導

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○日本人学生の留学を促進するための環境整備のための取組
　１）海外渡航のための経済的支援（奨学金制度の拡充：JASSO短期派遣、芝浦工業大学奨学金等）
　２）留学等への動機付け、新入生グローバルビジョンワークショップの開催（新入生必須オリエンテーションとして実施）
　３）留学等への単位化推進と情報提供
　４）正課内での海外派遣：課題解決型学習(PBL)、海外協定校との国際PBL、合同WSの実施
　５）定期的語学力測定（TOEIC受験）の実施
　６）課外活動の推進（無料Eラーニングシステムの導入、学生プロジェクトにグローバル部門を設置等）

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○日本人としてのアイデンティティーを有した産業人材の育成
　国民意識を基盤とし、グローバルな視点で発想し、行動が出来る能力、「メタナショナル能力」を持つ人材育成プログラ
　ム「Σ（シグマ）型統合能力人材育成プログラム」を大学院理工学研究科にて実施している。同プログラムのスキームを
　学部に展開すべく検討中

その他

○産業界との連携
　１）企業からの寄付金をベースに留学生の招へい等を行う「SITアジア人材育成パートナーシッププログラム」を実施して
　　いる。
　２）大学院理工学研究科にて実施する産学連携PBLを学部に展開すべく検討中

具体的な取組内容

32 芝浦工業大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）平成26年度から、外国語学部のカリキュラムを刷新し、ナンバリングやダブル・メジャーもしくはメジャー・マイナー制
度を導入する。
（２）ウェブ上で利用できる既存の教学支援システムの利便性を向上させ、学部にe-ポートフォリオ・システムを構築し
た。
（３）国際公募により優秀な教育者・研究者の確保をした。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（１）国内外へ教育情報の戦略的発信ため、外国語学部ウェブサイトを全面的に改訂した。
（２）日本語によるグローバル教育センターのニューズレターを年4回発行し、学内外に配布している。
○事務体制のグローバル化
　外国語学部内にグローバル教育センターを設置した。同センターは、独自のグローバル人材育成取組の実施、留学
する学生のケア、広報活動、交換留学協定校との連絡や新規開拓、サービスラーニングのアレンジ、シンポジウムの開
催など、外国語学部および全学におけるグローバル化の時代を主体的に切り拓いていく力としての「グローバル・コンピ
テンシー」高度化への動きを主導している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○サービスラーニングプログラムの実施
（１）サービスラーニング・プログラムを提供することにより、学生に海外体験の機会を増やし地球的課題発見力を発揮
する場を提供している。
（２）アフリカ地域、とりわけアフリカ中部については、日本においてはまだその歴史や現状についての情報や理解が不
足しているが、TICAD5に象徴される政府の後押しの下、日本とアフリカ中部との経済的結びつきや人的交流は今後急
速に活発化してゆくものと思われる。 そうした現状を踏まえ、本学学生がアフリカの中部地域の歴史と現状についての
理解を深め、その深層を見極め、現地の人々の文化や生活習慣などに関心を持ち、その特性を理解することを目指
し、カメルーンの中央アフリカカトリック大学又はコートジボワールの平和研究・活動センターで2週間研修を含んだ科目
を平成26年度から開講する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○FDによる教員の教授能力の向上
　教員を海外に派遣して先方の大学の教員等とグローバル教育に関する意見交換を行った。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○サタデー・リーダーシップ・プログラムの開催
　平成26年度から、学生にグローバルに活躍するためのツールやスキルを身につけることを目指したプログラムの実
施や、本構想下で長期留学を行った学生の帰国が開始されるため、それらの学生の留学体験を活かす場を提供する。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○留学の促進
　留学を経験した学生の多くが、留学した国の文化（音楽、芸術など）に触れることにより、新たな表現様式や思考形式
や価値観に出会い、さらにそれらを学び、それを日本の社会や文化に活かして行こうという意欲を持つケースが多い。
今後も、学生の留学を後押しする方策を進める。

その他

○グローバル・コンピテンシー・プログラムの開設
　従来の基礎教養教育は、大学での学びに備えるための知識の習得と視野の獲得に重点が置かれていたが、卒業を
意識する高学年生にとっては、各自の専門を基盤とした学際的、実践的課題への対応能力を高めることが必要であ
る。3・4年次対象の「高度教養教育プログラム」と位置づけ、多様化するグローバル社会で活躍するために求められる
実践的な教養を養うことを狙いとし平成25年度から開設した。

具体的な取組内容

33 上智大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○海外協定校との提携強化
(1)昭和ボストン(海外キャンパス)と近郊大学の提携　(2)ダブルディグリー　(3)遠隔授業システムによる合同授業
○教育課程の国際通用性の向上のための取組
(1)多文化協働プロジェクト等によるアクティブラーニングの促進　(2)ナンバリング導入とシラバス概要の英語化推進
○戦略的な国内外への教育情報の発信
(1)東京・ボストンの両キャンパスでのシンポジウム開催  (2)多言語による情報発信
○事務体制のグローバル化
(1)職員によるボストン研修実施　(2)学内の各種規程、文書の英語版製作

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○グローバル人材として求められる能力の育成
(1)昭和ボストン校で現地提携大学と協力した専門科目の集中講座の開設および学生交流の推進。
(2)昭和ボストン校および東京キャンパスでの多文化協働プロジェクトの実施　（ボストンは2014年度実施予定）
(3)副専攻での国際教養関連科目（外国語による専門科目）の開設　（2015年度実施予定）

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育体制のグローバル化
(1)外国人教員や海外で教育経験のある日本人教員の積極的な採用
○グローバル教育力向上のための取組
(2)グローバル人材育成をテーマとしたFD講演会の開催及びボストン等での海外研修の実施

日本人学生の留
学を促進するた
めの環境整備

○留学の動機付けや留学を促進するための取組
(1)グローバルラウンジの開設（留学情報の発信、留学生交流等の開催）
(2)専門の留学・語学学習アドバイザーの設置
(3)大学資金による留学支援奨学金制度の導入（貸与型：平成25年度のべ152名、給付型：平成25年度14名）
○留学を見据えたカリキュラムデザイン
(1)学科毎にボストン研修および正規留学が組み込まれた履修モデルの作成
○留学中から帰国後にわたるサポート体制
(1)留学を活かしたキャリアデザインをテーマとした講演会の実施（ボストン、上海）

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○多文化環境における日本人としての意識形成のための取組
(1)外国人留学生と合同で行う多文化協働プロジェクトおよび同時開講のJapan Studiesの実施
・文化による価値観の違いや日本人の特長を再認識させることにより、互いの文化を尊重しあう思考の養成
・日本文化・社会に関する学びを通じて、日本人としての気づきや国際社会において求められる役割の自覚を促進
○日本の伝統を学び、正しい日本語を身につけるための取組
(1) 文化研究講座での、能・歌舞伎をはじめとする古典芸能への理解の促進
(2) 1年次必修科目である日本語基礎での、正確な日本語の習得の推進

その他 ○事業の改善と成果のための評価サイクル構築（自己評価、学生評価、外部評価）

具体的な取組内容

34 昭和女子大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

　国際地域グローバルオフィスとランゲージセンターの新設を契機に、語学力向上プログラムと海外研修が国際地域学
部（以降、本学部）の教育課程と連動する仕組みを構築した。また、英語副専攻を創設し、英語で専門分野を学ぶ環境
を整備・強化した。海外大学との単位互換制度については、堀田泰司氏（広島大学）を招いた学内研究会を7月に開催
し、全学的な検討を経て、UMAP（University Mobility in Asia and the Pacific）への正式参加を方針化、1月に協定締結
した。平成26年度からUMAPを通じた学生交換交流に参加する。GPA制度も本学部の新カリキュラムに浸透しており、
教育の国際通用性は着実に進展している。今年1月に開設したバンコクオフィスでは、多様な研修や共同学習を推進
し、同時にASEANの主要大学との国際連携を目指していく。バンクーバー、シドニーなどでも連絡事務所の設置を検討
しており、今後、多元的な国際交流に発展させ、共同教育、教員間の交流などに拡大していく方針である。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

　本学部では、現場主義に基づいて、学生自身が主体的に「現場」から学ぶことができるよう、実践的な課題学習をおこ
なっている。たとえば、タイのスラムでの研修では、現地のNGOなどとの共同フィールドワークを取り入れ、学生自身が
「感じ」「考える」プロセスを重視している。こうすることで、学生が継続して研修先のコミュニティーとかかわりをもつよう
になっている（フィリピンの台風被災地の支援活動に多くの学生が自主的にかかわったことからもその成果が読み取れ
る）。なお、平成25年度からは、海外研修や留学に参加する学生に、研修前後にIDI（Intercultural Development
Inventory）という異文化適応テストを実施し、自らの異文化適応力を分析し、検証する機会を提供している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

　本学部において、教員の新規公募は英語による応募も含めて、国際公募の方式で実施している。平成25年度の専任
教員の公募では、新たに3名の教員を迎えることになったが、いずれも国際経験が豊富で、英語で授業をおこなうことが
可能な研究者を採用した。昇格人事、FDにおいても常に、グローバル教育力を意識した取り組みをすすめている。平成
25年度のFD委員会の研修では、初等・中等教育における国際教育をテーマとして、加藤学園のIB（International
Baccalaureate）プログラムにかかわるセミナーを実施した。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

　大学独自の「海外留学促進奨学金制度」を導入し、1月末現在、124名が申請をしており、来年度は受給者の倍増を目
指している。全学部向けに「留学フェア」や留学前後の「キャリアセミナー」を開催していることに加え、本学部独自に留
学を促進するためのガイダンスや留学準備指導を継続的におこなっている。また、全学部を対象とする授業科目「留学
のすすめ」を新たに開講し、国際的に活躍する留学経験者の体験談をきくなど、キャリアと人生設計における留学の意
義について学ぶ機会を提供した。白山以外の他キャンパスにも配信され、約300名の学生が履修した。このほか、ラン
ゲージセンターでは志願書や自己推薦書の英語での書き方を個別指導したり、使用言語は英語のみのECZ(English
Community Zone)における留学生との交流機会を設ける等、留学準備の指導体制を強化している。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

　諸地域の文化・慣習の理解と相互の文化を尊重し、日本人としてのアイデンティティーを確立できるように、平成25年
度から異文化理解のための授業科目を追加設置した。近隣の日本語学校で学ぶ留学生との交流授業、留学生と日本
人学生がお互いの文化を相互に学び共同発表するプロジェクト型の授業などを実施し、異文化理解を実践的に深める
授業を新たに開始した。創設者の井上円了については、全学部共通科目など自校教育の中で幅広く学習しているが、
井上円了の哲学思想が、日本あるいは海外諸地域の文化や歴史を学ぶところから出発していることを重視して教育を
展開している。また、海外研修中の現地学生との交流においても、日本文化の紹介や相互学習を取り入れるなど、学
生自身が日本人としての自覚と誇りをもって交流活動に参加するよう指導している。

その他

　本学部では多様な海外学習機会の提供を目指しており、平成25年度は途上国の国連事務所で働く国連ユースボラン
ティアに1名の学生が参加した。また、バンコクオフィスの開設により、現地でのフィールドワークや短期研修を効果的に
実施する体制が確立した。ワシントンDCでのインターンシップを推進するための協定を9月に締結、シドニーやバンクー
バーにも提携先を検討しており、実践的な海外学習機会を拡充していく。他方、国際センターが4大学（亜細亜、桜美
林、神田外語、昭和女子）と共同で短期のサマープログラムを計画するなど、キャンパスの国際化にも注力していく。

具体的な取組内容

35 東洋大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

グローバルな産業人材として必要な知識を修得させるための体系的なカリキュラムを整備、能動的学修を推進
　（１）英語よるシラバスを作成（実施済）
　（２）授業科目のナンバリング制度の導入（実施済）
　（３）ＧＰＡによる厳格な成績評価とその活用（実施済）
　（４）学生が履修可能な上限単位数の設定（実施済）
　（５）秋入学制度を導入（実施済）
　（６）双方型授業の実践（実施済）
　（７）シラバスに学習時間の確保に必要な項目を盛り込むなど単位制度の実質化に向けた取り組みを実施（計画）
　（８）コース・ナンバリング制の導入を前提としたカリキュラムを検討中（計画）

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

「チャレンジ精神」、「協調性・柔軟性」、「責任感・使命感」などのグローバルな産業人材として必要な素養の涵養
　（１）国際ボランティア・国際インターンシッププログラムの実施（実施済）
　　　「国際協力プラン」「国際ボランティア」「ビジネスプラン」に分類したプログラムを実施（平成24年度春休みトライ
　　　アル7名が参加（研修国：ｶﾅﾀﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｱﾒﾘｶ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ，ﾍﾞﾄﾅﾑ、中国，ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ）、平成25年度夏
　　　休み4名が参加（研修国：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）、平成25年度春休み18名が参加（研修国：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾀｲ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼｱ））
　（２）国際キャリア支援プログラムの実施（実施済）
　　　国際機関やグローバル企業で働く際に求められる資質や多様な価値観を受け入れる理解力を身につけるた
　　　めの講演会、セミナー、シンポジウムを開催　《協力企業・団体：㈱三井物産、外務省、The Japan Times、カナ
　　　ダ国営放送、青年海外協力協会、三井住友銀行㈱、伊藤忠商事㈱、曙ブレーキ㈱　他》

教員のグローバ
ル教育力の向上

　（１）国際公募による教員採用（実施済）
　（２）海外大学での博士取得者、海外大学での教育経験者の採用（実施済）
　（３）海外大学との教育方法共同開発に関する調査研究（実施済）
　（４）教員のグローバル教育力の向上を目指したＦＤ活動を実践（実施済）

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

　（１）学部教育課程における海外留学（ＳＡプログラム）の充実（平成25年度 派遣者数568名実施済）
　（２）派遣留学制度の充実（平成25年度 派遣者数58名　協定校128校（昨年度比18校増）　実施済）
　（３）派遣留学生受入れプログラム（ＥＳＯＰ）との協働によるプログラムの展開（実施済）

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

日本人としての「自分」、母国としての「日本」を意識するプログラムの実践
（１）スタディ・ジャパンプログラム／国際ボランティアプログラム（国内）の実施
　　　外国人留学生とともに、英語を共通言語としながら、日本人学生と留学生が協働学習を通じて、観光、農業、
　　　伝統産業などの課題について取り組んだり、農業支援や震災復興支援、里山整備などを行う中で、背景が
　　　異なる外国人留学生と日本の農村地域における体験を通じて学び合うことにより、日本人としての「自分」と
　　　母国としての「日本」を意識させるプログラムを実践（実施済）

その他

「コミュニケーション力」、「自分で考える力」、「困難に立ち向かう力」、「リーダーシップ」などを涵養
（１）ピアサポートによるGラウンジ企画の運営
　　　学生スタッフによる自主的な企画が開催されており、テーマを決めた討論会や海外大学のインターネット講義
　　　を聴講する勉強会など、昼休みを中心に学生が主体的に様々な活動を行っている。Ｇラウンジの企画と実施
　　　を学生自身が行うことにより、コミュニケーション能力はもとより、自分で考える力、困難に立ち向かう力、グル
　　　ープを引っぱるリーダーシップといった資質を身に付けている。（実施済）

具体的な取組内容

36 法政大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性向上のための取組
（１）学科別専門科目に「英語による授業科目」を開設、専門分野において課題を自ら発見し、解決し、表現する能力を
高めている。（２）海外の優れた造形の専門家・研究者による正課授業や課外講座を開講、グローバルな視点の獲得・
客観的思考力の向上を図っている。（３）入学前教育として、造形分野の基礎知識や素材・技術等を解説した独自のＷ
ＥＢ教材（英語版）を活用。（４）訪問教授による講義等グローバル教育コンテンツ・アーカイブ作成を継続。
○戦略的な国内外への教育情報の発信
（１）本事業特設ウェブサイトを開設し、ビジョン、プログラムや活動レポート（デザイン教育の国際連携をテーマとする平
成25年度国際フォーラム等）を広く国内外へ発信している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○グローバル人材として求められる能力の育成
（１）総合的な人間形成と造形の専門家として文化の発展に貢献し国際社会で活躍しようとする人材を育成するという
教育目標のもと展開されるカリキュラムは、グローバル人材に必要な諸能力育成に対応している。（２）正課・課外の授
業や活動をグローバル人材育成の観点で充実させ精選し、体系化したコンパクトなプログラムの開発と導入を検討。諸
能力の効果的育成のため、グローバル能力評価プログラムの活用と指導体制を検討する。（３）規則や体制を整備し、
専任教員が学生を引率し短期のワークショップ等を海外で行う国際交流プロジェクトを平成25年度6件実施、学生58名
が海外で美術・デザイン教育活動に参加、内容審査後に単位認定を行った。（４）カリキュラムへの各種留学プログラム
組込のため、海外短期留学制度設置（平成25年度）、海外での修得単位認定科目を開設する。（５）海外インターンシッ
プ平成25年度開始（1件2名）、規模拡大を図る。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教育体制のグローバル化とグローバル教育力向上のための取組
（１）専任教員ＦＤの一環として語学研修を実施（平成25年度9名）、研修した教員は「英語による授業」の開設や訪問教
授招聘を行う。（２）海外からの訪問教授についても専任教員のＦＤ活動に位置付け、担当教員以外の授業参加等を依
頼、教員同士の情報交換の場（全学研修会等）を設置（平成25年度テーマ「国際交流の過去・現在・未来」）。（３）国際
交流プロジェクトを学科等を横断する共同指導体制で実施し、専門分野の横断性・拡張性を高めている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○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
（１）短期海外留学規則制定（平成25年度）（２）海外短期留学による単位修得や国際交流プロジェクト参加促進のた
め、平成26年度「短期留学等経費補助」制度を10年度間時限設置。（３）協定交換留学年間派遣枠拡充（現7名を20名
へ）、平成26年度既存協定2校と協定交換留学開始。協定候補校中6校と新協定締結（平成25年度計27校）。（４）留学
導入説明会や留学希望者説明会に加え、教員や海外留学経験者の体験談・語学学習アドバイスを聞くランチトーク
（月1回程度）。留学相談は国際センターにて随時受付。（５）学生グループの自主的な海外活動を行う国際交流企画展
参加補助強化（年間最大6件）。
○留学中から帰国後にわたるサポート体制
（１）海外の情報提供、 助言を目的に「アラムナイ・グローバル・サポーター」を校友会との連携で設置（平成25年度現
在6か国）。サポーターは海外で活躍する卒業生で、グローバル・キャリア・モデルの役割が期待される。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○日本人としてのアイデンティティーの形成
（１）カリキュラムでは、諸分野・諸領域の歴史、新分野、国際化や高度情報化などを包括した多彩な講義科目を開設
し、日本文化やその歴史を学び、海外活動体験や留学生との交流、外国語科目や専門領域で諸外国の文化に触れ、
日本人としてのアイデンティティーを意識化し、制作や造形教育で体得する「問い、思考し、実践によって確かめる」と
いった循環しながら深めていく思考方法や言語化する姿勢により、国際社会での通用性が高められる。

その他 ○事務体制のグローバル化　　（１）各種媒体を整備し多言語化に加え、語学力のある職員の配置を図っている。

具体的な取組内容

37
武蔵野美術大
学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

　ノースイースタン大学（米国）やテンプル大学（米国）とのダブルディグリープログラムを実施する予定であり、平成24
年度にカリキュラムの連携を図るために、Course Compatibilityの相互承認、コースレベルの特定化の開発、平成25年
度は、単位認定の詳細手続設定を連携大学と行い、ラーニング・アグリーメントの確立を目指している。
　また、政治経済学部においては、ゼミやトップスクールセミナーなど、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた科目
が開講されてきたが、これまでの成果を踏まえて、平成25年度から全学部共通科目「グローバル人材育成プログラム
科目」を開講した。平成26年度より同科目において、海外インターンシップ等を組織的に実施することにより、ディスカッ
ション、課題解決・提案型授業の導入を促進する。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

　既存の留学プログラムに加えて、以下のプログラムを開発し、留学者数を増大し、グローバル人材を養成する。
（1）ノースイースタン大学（米国）やテンプル大学（米国）とのダブルディグリー・デュアルディグリープログラム
　ノースイースタン大学は実践的な長期インターンシップと学部・大学院でのアカデミックな教育を組み合わせたいわゆ
る「Experimental Education」で全米でも最も注目を集めている大学である。こうした同大学のスキームを利用し、キャリ
ア形成につながる本格的なインターンシップとダブルディグリープログラムを組み合わせ、実施する。また、テンプル大
学とのデュアルディグリープログラムは、明治大学において3年を修了した学生がテンプル大学において2年間の課程を
経て、修士号を取得、さらに明治大学で単位に一部を認定することにより、学士号を授与するものとなる。両大学への
複数回の協議出張によりプログラムの実施合意に至っており、平成26年2月から学生募集を開始している。
（2）「グローバル人材育成プログラム科目」において実施する海外インターンシップ
　平成26年度より全学部共通科目「グローバル人材育成プログラム科目」において、国連ボランティア計画やワシントン
センター（米国）等の外部機関と連携した長期海外インターンシップを実施する。また、カリフォルニア州立大学フラトン
校（米国）、ニューサウスウェールズ大学（豪州）、クイーンズランド工科大学（豪州）、ビクトリア大学（ニュージーランド）
と連携し、各国での短期インターンシップを実施する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

　政治経済学部では、海外有力大学教員を客員教員として招聘し、所属大学での指導方法等を変えずに、授業を行う
「トップスクールセミナー」を開講しており、招聘教員と本学教員が指導方法やアクティブ・ラーニングについての、意見
交換や情報共有を行い、教育力の向上に努めている。また、ファカルティエクスチェンジとして、本学とタイにある協定
校シーナカリンウィロート大学の間で、教員が一定期間互いに相手校に滞在し、授業を行う等の交流を行っている。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

　「Global Meijiシステム」（eポートフォリオ機能）を活用し、留学前後のカウンセリング、留学中の支援等の一貫した学習
指導と記録管理を行っている。また、外部機関と連携し、専門的知識を有する海外留学カウンセラー配置し、本学4キャ
ンパスで「海外留学カウンセリング」を運用している。なお、学生の経済的負担を軽減するため、平成22年度より「留学
経費助成金」「留学授業料助成金」を創設しており、今後も継続した学生送り出しに係る環境整備を進める。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

　政治経済学部では、相互派遣を核とした短期留学プログラムを開発しており、海外大学の学生を短期留学生として受
入れ、彼らを日常的にサポートする「留学生サポーター」制度を実施している。同制度では、日々の学習支援や生活サ
ポートに加えて、日本文化・社会について、本学学生が教える機会を設けているため、本学学生は日本について学び
直し、自身の言葉で教える必要がある。この経験を通じて、日本について、文化や社会等、多面的な理解を深め、日本
人としてのアイデンティティーを形成すると同時に、留学への想いを強め、短期・中期・長期の海外留学プログラム参加
へ踏み出している。

その他
　上記のとおり、ダブルディグリープログラムでは、本格的なインターンシップを組み合わせることや、学士号と修士号を
同時に修得できるカリキュラム設計を行う等、これまでの日本にはないプログラムを構築している。

具体的な取組内容

38 明治大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
・平成25年度から3年間で全共通科目においてラーニング・アウトカムズの測定を拡大
・平成26年度のカリキュラム改編にあわせて、現行の科目ナンバリングを国際通用性のあるナンバリングへ変更する
・平成26年度のカリキュラム改編にあわせて、シラバスの入力・検索システムを日・英語との併用へ拡充する
○戦略的な国内外への教育情報の発信
・平成25年度から学内情報の集約、調査分析を行い本学及び当該事業の政策立案への活用を行う「IR室」を開設した
○事務体制のグローバル化
・平成25年度に業務に反映し得る海外視察を企画立案した職員選考し、3名をSD研修として海外に派遣した

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○海外留学への理解を深める科目の開講
・平成26年度から共通科目に「留学のための国際理解」を開講し、本学が目指すグローバル人材像、危機管理やキャリ
アプランにおける留学の位置づけなどを考察し、留学において語学力以外に修得すべき事柄について講義を行う
○本学卒業生のネットワークの活用
・本学学生の留学先として上位の国である中国とフィリピンで、本学同窓生組織「創友会」のメンバーと両国へ出張に行
った教職員による打合せを行い、派遣留学生のサポート体制の強化を行った（H25年度：中国5回、フィリピン2回）

教員のグローバ
ル教育力の向上

○FD海外短期研修の開催
・平成25年度に英語による教授法スキル向上のため、米国の大学に教員12名を派遣し、FD海外短期研修を開催した
○FDセミナーの開催による教育力の向上
・平成24年度に桜美林大学大学院・山本眞一教授による大学教育の質保証についてのFDセミナーを開催した
・平成25年度に元国連事務次長・明石康氏の講演会や本学交流校の韓国・慶煕大学、成均館大学から講師を招き、
FDフォーラムを開催した

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○留学情報ステーションの設置
・平成25年度に留学情報の提供と留学相談等のための施設として「留学情報ステーション」を開設。ここでは交換留学、
半年以上の私費留学生を経験した学生任意団体の「ワールド会」が授業実施期間中に毎日留学相談を行っている
○留学情報データベース
・交換留学生、私費留学生の留学先情報や単位認定科目の履歴などをデータベース化し、留学情報ステーションで提
供している

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○創価コアプログラムの導入
・平成21年度に本学の教養教育の目標として「自立的学習者となること」「多文化共生力の育成」「真の教養を身につけ
ること」を掲げ、「人間教育論」「創価教育論」「現代文明論」などを学修する大学科目、語学科目、学術文章作法、人文・
社会・自然科学分野科目から自身の学問領域外の分野の科目履修からなる「創価コアプログラム」を導入し、全学部生
の履修を求めている。本プログラムによって得られる異文化理解や多文化共生の理念に加え、本事業における海外修
学体験により、本学が求めるグローバル人材が持つべきアイデンティティーを涵養する

その他

○サービスラーニング・センター（SLC）の開設
・平成26年度のカリキュラム改編にあわせて、サービスラーニング科目を開講する。科目開講に伴い、PBLやインターン
シップなどの多様なアクティブラーニングを国内外に積極的に支援・コーディネートする組織であるSLCを平成26年度以
降に設置することを計画している

具体的な取組内容

39 創価大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

【「さくら２１科目」を中心としたアクティブ・ラーニングの展開】　日本理解・発信関連科目を「さくら21科目」と名付け、体
験学習、ディスカッション、ワークグループ等のアクティブ・ラーニング形式の授業を主要3科目（入門演習、基礎演習、
総合科目12（共通教育科目））で展開している。今後は、他の共通教育科目においても「さくら21科目」として認定し、相
互の連関性を高めて体系化を図っていく。
【学士課程教育の質保証（学習ポートフォリオ・履修モデル・シラバス改善・カリキュラムマップ）】　現在、学習ポートフォ
リオは必修授業科目の中で導入しており、学生の学習成果の蓄積や、到達度の確認、課題の可視化を可能にしてい
る。対象学生100％の活用であるが、今後は「中国現地プログラム」実施時に「さくら21プロジェクト」（日本理解・発信力
養成）の一環として中国現地における日本発信活動の蓄積や指導の面で活用する。シラバスの改善についても、平成
26年度から「授業の到達目標」を明確化し、さらにカリキュラムマップの作成も平成25年度内に完了予定である。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

【「さくら21プロジェクト」】　活動内容は、正課内ではアクティブ・ラーニングの実施、正課外では、JICA中部の研修員等
との交流事業へのボランティア参加や、台湾・日本相互訪問フィールドワーク等を実施している。これらの活動を通じ、
学生が日本社会文化を理解し、いかに発信するかを主体的に考え実践している。
【現地主義教育の強化】　既述の「さくら21プロジェクト」の教学要素を、従来からの「中国現地プログラム（4か月間の全
員語学留学）」「現地研究調査（フィールドワーク）」に加え、現地における日本発信を実際に実施している。また平成25
年度からは中国人学生を本学で受け入れる「日本社会調査」を実施。「人間力」「異文化理解力」「協働力」を実地で身
につける取組みを行っている。
【中国現地インターンシップの展開】　従来から本プログラムは中国で約2週間実施しているが、今後PBL（問題解決型
学習）の要素を取り入れ、いっそう充実発展させる予定である。
【シンポジウム・講演会等の開催】　シンポジウム、講演会、ワークショップ等に、毎回国際的に活躍する著名人物を講
師とし、「人間力」「異文化理解力」の体得を意図している。

教員のグローバ
ル教育力の向上

【教育体制のグローバル化】　平成25年4月には中国語教材開発担当の中国人教員、および中国での教育経験の長い
日本人事業コーディネーター教員、また「さくら21プロジェクト」を推進するための担当教員の計3名を新規に雇用した。
【グローバル教育力向上】 現在、微増である「外国語（英語または中国語）による授業実施」について、今後は学部主導
の形で実施可能な教員に対し促すとともに、テレビ会議システムを活用した授業実施（中国語）について、導入科目、講
義担当者の選出等を日中双方で検討予定である。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

【南開大学ダブルディグリー・プログラムの創設】　平成26年度から開始する。4年間の本学在籍で本学と南開大学双方
の学位取得が可能であり、さらに、中国での学費免除（2名）についても合意がなされており、本学学生の留学促進に大
いに資すると思われる。
【独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）奨学金（短期派遣）】　平成24～25年度の2年間で、のべ190名の学生が当
該奨学金を獲得し留学を行った。学生の経済的負担の軽減を図るためにも、今後も本奨学金に申請予定である。
【天津事務所、HSK履修モデル】　平成25年度に開設した天津事務所は「さくら21活動拠点」として日本に関する様々な
書籍・DVDを備えている。「中国現地プログラム」実施時には、視聴覚資料を用いた中国人学生との交流会を開催する
等、日本発信に関する様々な活動を実施している。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

【現地主義教育と「さくら21プロジェクト」活動等】  「中国現地プログラム」等の現地主義教育では、異質文化、異質社会
の中で日本理解・発信活動を行う。日本国内では得られないこれらの経験は、学生自らが「日本、日本人とは何であ
り、何をすべきか」を探すきっかけを付与している。

その他
【情報発信（HP・ブログ・Facebookおよびリーフレット）】
　当該事業の取組み等、日本語・英語・中国語等により積極的に公表している。

具体的な取組内容

40 愛知大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○科目ナンバリングの導入（平成２６年度より開始）
平成２６年度より全科目にナンバリング（アルファベット（学部・学科・学問分野）と３桁数字（難易度）から成る）が導入さ
れる。
○シラバスの充実化
学生の主体的な学びを促す為に、事前・事後学習の内容や教員への質問方法も含めた「学習支援書」としてのシラバ
スの充実化を行った。授業担当者以外の第三者（各学部のカリキュラム委員会を中心とする）による、シラバスのチェッ
ク体制を導入し、教育の質を高め、担保していく。
○授業アンケート、学習成果実感調査の実施
平成２３年度から授業アンケートを実施し、分析結果、改善計画をホームページで公表している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○海外におけるインターンシップ・プログラムを通じたチャレンジ精神の涵養
上海と台湾同窓会支部と連携し、卒業生の就職先企業（海外インターンシップ受入れ先の候補企業）を開拓する。
○ラーニング・ポートフォリオの導入
グローバル・サイエンス・コース(GSC)で身に着けるべき能力の到達度が把握できるようにルーブリックを設計し、ラーニ
ング・ポートフォリオを導入し、学生の学習成果の達成度や進捗状況を蓄積し、履修指導に活用する。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○英語による講義が可能な教員の採用
平成24年度に、「外国語による授業数」の拡大のため、理系英語授業を担当可能なグローバル事業担当職員を公募
し、平成25年度から3名雇用した。さらに、学部改編を行った外国語学部を初めとして全学的に英語による講義が可能
な語学力を有した人材を大学経常費により積極的に採用している。
○在外研究員制度の活用　（国外において通算１年以上教育研究に従事した教員数の段階的な増加を図る）

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○大学経常費による短期留学を対象とした奨学金制度の開始
理系3学部と外国語学部の学生を優先的に対象とした1人15万円を上限とした渡航費奨学金を平成２５年度から運用
し、さらに各種奨学金制度の活用によって留学費用の負担を軽減する。留学を促進するとともに、学部カリキュラムとの
連動を図る。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○日本の伝統・文化、本学と京都との関わりや建学の精神を学ぶ自校(KSU)科目の拡充
「大学の歴史と京都産業大学」、「京都の歴史と文化」、「京都の伝統文化」、「日本の年中行事」など、グローバル社会
における京都、日本に関する理解を深める科目が開講されている。平成22年から開講されている初年次春学期開講の
キャリア形成支援教育科目、「自己発見と大学生活」は、学生の自己理解の深化と自己効力感の向上に大きな効果を
上げている。

その他

○アクティブ・ラーニング環境の整備
図書館のアクティブ・ラーニングの為の環境整備を行った(平成25年3月)。　平成25年10月には新設した雄飛館にラー
ニングコモンズ(900平米)をオープンした。新2号館新設に伴うグローバルビレッジ(仮称)の設置(平成27年度を予定)で
は、留学・語学力向上のための施策を実施する予定である。

具体的な取組内容

41 京都産業大学



「グローバル人材育成推進事業」語学力の向上を目的とした取組以外の特徴的な取組一覧

教育課程の国際
通用性の向上

○教育課程の国際通用性の向上のための取組
（１）系統的学修の重要性を鑑み、学生個々の履修状況を確認しながら学部の人材育成目的を達成するための「系統
履修制度」を設けている。1回生から2回生への進級制度、2回生から3回生への進級制度、4回生進級時の「卒業研究」
受講条件などを通じ、単位制度の実質化に取り組んでいる。
（２）情報理工学研究科では、国際的に活躍できる研究者、高度専門職業人を育成することを目的として、平成26年度
より英語開講科目を「グローバル科目」と位置づけ、2単位以上の修得を修了要件とする。
○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、英語での対応が可能な専門の職員を配置している。また、同様に
中国語に対応するために中国籍の職員も配置している。

グローバル人材と
して求められる能
力の育成

○「みらい塾」での取組の一例
　専門力の養成：「プログラム開発ワークショップ」では、グループに分かれてソフトウェア開発を体験し、イノベーション
につながるソフトウェア開発技法を修得する。また、平成26年度から実施する「海外インターンシップ」では、実社会での
就業体験を通じて、社会人基礎力を養成しながら、日系または現地IT企業等で専門IT知識を活用し専門性を深める。
　社会人基礎力の養成：「みらいプラクティカル」では、社会人として必要な論理思考力、意思決定力、プレゼンテーショ
ン力、チームワーク力、リーダーシップ力を、グローバル企業の開発業務上の課題をテーマに習得する。また、「TOEIC
講座」では、英語力だけでなく、グローバルな視野で物事を考える力とビジネスセンスを培う。

教員のグローバ
ル教育力の向上

○教員体制のグローバル化
　国際公募により、平成26年度着任の外国人教員を複数名任用予定である。
○FDに関する国内外調査
　国内外の大学を訪問し、先端事例調査を実施。平成24年度に岩手県立大学、はこだて未来大学、平成25年度にフラ
ンスのEPITECHを訪問し、PBL教育やピアラーニング、学習環境をはじめ、英語による専門教育等についてヒアリング。

日本人学生の留
学を促進するため
の環境整備

○海外IT研修プログラムの充実
　オーストラリア、アメリカ、インドに加え、平成25年度より中国（瀋陽および大連）のプログラムを正課科目とした。
○【全学の取組】留学を目指す学生を支援する留学支援正課プログラム
　留学に必要な英語試験の対策、「読む・聞く・話す・書く」の4技能の強化、アカデミックイングリッシュスキルの向上、プ
ログラム担当教員による学習相談、語学力維持のためのフォローアップなど多彩な科目やメニューを提供している。
○【全学の取組】留学に伴う経費負担を軽減する海外留学奨学金
　給付制（返還不要）の奨学金制度を有しており、年間約3億3千万円、約1,400名が受給（平成25年度）している。
○【全学の取組】留学先でも留学前と同様の各種情報を確認できるオンラインポータルシステム
　WEB上で受講登録等各種手続きや最新の就職活動等の情報入手が可能。とりわけ「進路・就職情報」の機能は充実
しており、企業情報や求人情報などの検索、先輩の就職活動記録やインターンシップ活動報告などの閲覧が可能。

日本人としてのア
イデンティティー
の形成

○異文化理解力の養成
　「Cafe de みらい塾」では、日本人学生と外国人留学生とが気軽に交流する場を提供し、お互いのバックグラウンドを
知ることで、異文化理解を促進する。
○【全学の取組】留学を目指す学生を支援する留学支援正課プログラム
　日本と諸外国の価値観を通じて自己の成長や学びに繋げる科目を提供。自分と他者の価値観を理解し、自己理解を
深めてから留学へ向かうことが、結果として、日本人としてのアイデンティティ形成を支援することに繋がっている。

その他 特になし。

具体的な取組内容

42 立命館大学
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