
【公表】 

取組実績の概要【２ページ以内】 

1 本学部のグローバル事業の概要

(1)本事業の目的

本事業の目的は、グローバル・ソーシャル・レスポンシビリティ（GSR）マインドを有し、グローバル

に活躍しうる人材の育成である。GSR マインドを有する人材とは、「広範囲かつ複雑な利害調整が必要な

地球規模の課題に対して、交渉力の強い主体の利益を優先した調整を行うのではなく、すべての利害を超

えた新たな価値基準を構築できる能力を有する人材」である。それを実現するためには、この人材は、当

事者間で確固たる信頼関係を構築でき、結論を導き出すまで粘り抜く精神力を身につける必要がある。

(2)国際ビジネスプログラムの概要

本事業採択に伴い、その実質化を目的として経済学部の教育カリキュラムを改革し、平成 26 年度に「国

際ビジネス（Plus）プログラム」（以下、本プログラム）を正規の教育課程の中に位置づけた。カリキュラ

ムの質的担保を目的として参加学生の上限を原則 30 名としている。プログラムの全体像は以下の通りであ

る。

注：本プログラムには、4 年間で修了する「国際ビジネスプログラム」と、大学院進学を条件に早期卒

業（3 年）する「国際ビジネス Plus プログラム」がある。

プログラムを円滑に運用するために「国際ビジネス教育研究センター」を経済学部に設置し、英語担当

教員 3 名（内 1 名はアメリカ人、1 名はイギリス人）と留学のコーディネート業務を担う教員 2 名を新規

に採用（有期雇用）した。

この事業に合わせて、経済学研究科博士前期課程では、平成 26 年度から西南財経大学金融学院（中国）

と、平成 29 年度からは国立東華大学（台湾）とダブル・ディグリープログラムを開始している。

2 基本戦略と成果

(1)時限的な財政支援を利用した長期的な教育体制の整備

正規の教育課程に本プログラムを組み込み卒業要件の中に位置づけることで、5 年間の限定的な財政支

援の効果を長期的に継続させる措置を取った。また、有期雇用として採用した英語教員については、財政

支援期間後には学部の専門教員ポストへの振替や、全学的な外国語教育のためのセンターにポストを確保

することで、ブログラムの安定的運営のための基盤を整備した。

(2)海外の有力大学との協力関係の構築

本学部の学生が留学すべき教育研究水準にある大学と、「交換留学」を前提とする協定関係を構築した。

GSR マインドに不可欠な「粘り抜く精神力」の育成にふさわしい大学を選択するため、大学の質的評価は、

例えば本学教員が参加した国際会議に教員を派遣するような大学、すなわち国際的な研究を推進している

大学を基準として交流協定の締結を進めた。交換留学を基本とした理由は、地方大学に進学する学生は、
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一般的に経済的理由により留学を踏みとどまらざるを得ない場合が多く、海外の高い学費の負担を回避す

るためである。さらに、一定水準以上の大学から交換留学生を受け入れることで、留学できない学生に対

して、長崎においても留学と同等の国際的な環境を提供することを目的としている。

 交換留学を前提とする場合、一定水準以上のアメリカの大学との提携は難しいため、ヨーロッパの大学

を中心に提携を進めた。ヨーロッパの大学では現在でも日本語・日本文化研究が盛んであり、トップスク

ールであっても日本の大学との連携に前向きな大学が多いため、この戦略を採用した。特筆すべき成果と

して、EU 域内の大学とのエラスムスプラスプログラム（以下 E プラス）に複数採択（平成 28 年度は４

校）されている。

この戦略の下、本事業期間中に、本学部主管の交流協定等の締結に基づき、19 の大学・機関への長期留

学や海外短期研修の実施を可能とした。

(3)留学が難しい学生のための環境整備

交換留学により海外のトップスクールからの留学生の受入推進とともに、以下の方策を導入した。

・国内のグローバル先進大学で導入されている英語の e-learning システムを導入した。買取りのシステム

であるため、財政支援後も安定して環境が維持できるメリットがあることも重要な導入理由である。

・English Support Room（ESR）を整備し、English Café やイベントを開催、留学生との交流機会を増

やしたほか、英語の自学学習教材や iPad を学部が購入し、適宜貸出す制度を整えた。

・協定大学におけるオーダーメイド型の短期海外研修（夏季休暇・春期休暇を利用）の実施。

この結果、平成 24 年度・25 年度入学者（事業開始前）の入学時点と 3 年次の TOEIC の成績の変化に

比べて、平成 26 年度入学者の TOEIC の成績の向上傾向が顕著であった。

入学年度 1 年次平均 3 年次平均

平成 24 年度 380.2 432.6 
平成 25 年度 383.5 449.2 
平成 26 年度 366.3 459.2 

(4)海外におけるインターンシップ

本事業で導入したインターンシップは、単に海外での労働経験を得るものではなく、本事業で育成する

人材が将来活躍を希望するような企業でのインターンシップである。したがって、商社や金融機関の海外

支社を中心にその機会を用意している。その一例として、ゲント大学（世界ランキング 100 位以内）に留

学した学生が、双日欧州会社パリ支店において１週間のインターンシップを行っている。

(5)海外における危機管理体制の整備

本年 4 月に文部科学省より海外における危機管理のガイドライン（須齋正幸教授が主査）が示されたが、

それに先立って本事業では「学生の国際交流に関する危機管理対応マニュアル」を作成した。これは、危

機回避のために留学を中止する基準を設定したのではなく、危機を回避しつつ教育機会をできるだけ生か

す、という基本理念の下に策定されている。パリにおいてテロが発生した際、マニュアルおよび事前に整

備した体制の有機的な機能の他、協力関係を構築している商社や在フランス日本大使館などから的確な情

報を入手し、学生の安全を図るとともに、教育の継続のための対応を的確に行うことができた。

3 国際教育リエゾン機構の設置（平成 25 年 10 月、学長のもとに設置）

長崎大学は、本事業採択後、大学のグローバル化と国際教育交流の推進体制の整備のため「国際教育リ

エゾン機構」を設置した。同機構は、本学部の「国際ビジネス教育研究センター」とも密接に連携し、事

業を推進してきた。また、平成 27 年度には本学の教養教育体系の中に「長崎グローバル＋（プラス）コー

ス」を新設し、本学の国際戦略で定義されるグローバル人材育成ためのカリキュラムを開始した。

4 今後の課題

財政支援期間終了後は、事業継続のための人事及び予算措置が課題である。人事については、コーディ

ネーターの 2 名は雇用継続ができなかったものの、英語教員 3 名は配置換えなどの工夫により雇用が継続

されている。また、専門事務員は正規事務員として採用され、雇用を維持している。

残余の課題は事業経費の確保であるが、第三期中期目標・中期計画期間中、外部英語試験の受験支援や

海外短期研修のための予算は機能強化経費により確保されている。長期留学を志す学生の経済的負担を軽

減する仕組みの構築をはじめとして、グローバル人材育成のための安定した予算確保が今後の課題となっ

ている。
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【公表】 

特筆すべき成果（グッドプラクティス）【１ページ】 

1. 海外留学者の増加

本事業期間中、学生・教職員の派遣や受入を実施または実施可能とした主な大学は、下記 11 カ国 19 校

である。この結果、平成 24 年～平成 28 年度に留学した経済学部の学生は、下記の大学を中心に、合計 351
名となった。

国名 大学名 学生・教職員の派遣・受入の主な概要

1 イタリア カ・フォスカリベネチア大学 短期海外研修・学生4名留学・3名受入

2 フランス ヨーロピアン・ビジネス・スクール(EBS) パリ校 短期海外研修・学生 3 名留学

3 フランス ISC パリ校 今後派遣予定

4 ベルギー ゲント大学 学生 2 名留学・学生 1 名受入

5 ポーランド ワルシャワ経済大学（E プラス） 学生・教員各 2 名派遣希望

6 ポーランド クラコフ経済大学（E プラス） 教員 2 名派遣予定

7 中国 上海財経大学 短期海外研修・学生13名受入・1名留学予定

8 中国 西南財経大学 ダブル・ディグリー1名派遣・学生10名受入

9 中国 上海外国語大学 大学院博士後期課程学生 1 名留学

10 韓国 中央大学校 短期海外研修・学生4名留学・短期研修受入

11 台湾 国立東華大学 学生3名留学予定

12 フィリピン フィリピン大学 ロスバニョス校 GSR 短期海外研修実施

13 アメリカ カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校 短期海外研修実施

※他部局主管

1 イタリア トレント大学（E プラス） 学生 2 名留学

2 ポルトガル ポルト大学（E プラス） 事務職員 3 名受入

3 タイ チェンマイ大学 GSR短期海外研修・学生6名留学・4名受入

4 タイ チュラロンコン大学 GSR 短期海外研修・学生 1 名受入

5 台湾 淡江大学 学生 2 名留学

6 台湾 国立台湾大学 学生 9 名留学・学生 3 名受入

また、本事業期間中、経済学部から派遣した学生数の実績は以下の通りであり、本事業採択前の平成 23
年度以前に比べて、大幅に増加している。今後も、短期海外研修を含めた学生派遣を継続する。 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
交換留学 1 5 2 4 7 9 12 
短期海外研修 14 7 78 58 67 44 70 
合計 15 12 80 62 74 53 82 

注：各年度の合計には、上記以外の大学で実施した短期海外研修も含まれている。 

2. E プラスプログラムの採択

本事業に対する財政支援期間終了後も、提携校との国際交流を継続・発展させるために利用可能な枠組

みの一つとして、EU の中心的な教育プログラムである E プラスプログラムがある。これは、2014 年から

2020 年までを対象期間とし、EU 域内の大学とEU 域外の大学との教育・研究交流を、EU の政策執行機

関である欧州委員会が支援するものである。

長崎大学では経済学部を中心として、2016 年度にポルトガル 4 大学のコンソーシアム（含むポルト大

学）、トレント大学、ワルシャワ経済大学及びクラクフ経済大学が申請した 4 件のプログラムが採択された。

これにより、学生及び教職員の派遣と受入に関する財政支援を受けることができ、質の高いキャンパスの

国際化が一層推進されるものと考えている。また教職員の派遣も可能となり、教員の英語による教育力や

事務職員の英語力の向上も期待される。

今回の採択大学のうち、ポーランドの 2 大学は、平成 27 年度 GGJ 採択西日本第 2 ブロック校主催の「Go 
Global! 留学フェア 2015 in Nagasaki」を本学部で開催した際に招聘したポーランド大使館からの紹介を

受けて交流が始まったものであるが、その後本学部教員が訪問し交流協定を締結した。このことも含め、

E プラスへの申請と採択は、これまで本学部と申請した大学との間で培った信頼関係に基づくものであり、

本事業の教育内容が EU 域内の大学及び欧州委員会によって評価された証である。
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