
 

【公表】 

取組実績の概要【２ページ以内】 

【事業構想の目的と育成するグローバル人材像】本事業では、地域の課題を解決できる人材育成を担う

公立大学として、内なる国際化が進んだ愛知県の特徴をふまえた上で「多言語・多文化を専門的に学べ

る」という外国語学部の強みを生かし、①国際社会と地域社会の両方に関心を持ち貢献する人材、②グ

ローバル社会に対して主体的に考え構想し、積極的に行動できる人材を育成する。

【構想の概要】本事業は、外国語学部の 6 割の学生が学士課程教育の一環として単位修得留学をするこ

とを目指している。また、外国語学部「グローバル人材プログラム」を平成 25 年度より開始し、留学

前、留学中、留学後の各段階で必要な教育を体系的に実施するとともに、地域社会と連携して学生のグ

ローバルキャリア形成を支援する。平成 28 年度の助成終了時までにプログラムの全学化を目指す。

1．本学のグローバル・プラットフォーム iCoToBa（あいことば）での語学・異文化理解教育 

iCoToBa（あいことば：多言語学習センター）は、本学の外国語

学習支援、異文化理解・異文化交流推進を目的に開室された学習

支援施設である（平成 25 年 4 月に開室）。iCoToBa には、外国人

教員（英語 2、仏語、西語、独語、中国語各 1）と語学学習アドバ

イザー、留学アドバイザーが所属し、外国語能力養成と留学計画

を含めた計画的な学修ができるようサポートしている。

①語学授業：iCoToBa では、a.外国語基礎力養成、b.留学準備講

座、c.外国語による PBL 授業、d.語学検定試験対策講座の 4 種類

の語学授業を提供している。週当たり英 45 時間、仏西独中は、各

15 時間開講した（平成 25～28 年度：外国語授業 727 クラス、受講者のべ 8,029 名）。②語学学習アド

バイジング： TOEFL や TOEIC などの指導と e-Learning 学習支援を中心に、自律学習支援を行って

いる（平成 25～28 年度：個別相談者のべ 1,208 名）。また、予約制個別指導 iContact（あいこんたく

と）を週 17～19.5 時間設定している。③留学支援：国際交流室と協力し、留学相談、留学説明会、留学

体験報告会（平成 25～28 年度：89 回、参加者のべ 924 名）を実施している。④異文化イベントの開催：

外国文化の体験イベントや留学生交流イベント、グローバルセミナーなどを開催している（平成 25～28

年度：85 回、参加者のべ 3,777 名）。このほか、学生の自主的な活動のサポートや情報発信も行ってい

る（平成 25～28 年度：iCoToBa 利用者数のべ 32,352 名）。 

2．留学を促進するための取り組み：海外協定大学数の拡充と単位修得留学者の増加 

 国際交流室を中心に、海外協定大学の開拓に力を入れた。その結果、海外協定大学は、事業開始前の

21 大学（平成 24 年度）から、48 大学 2 機関（平成 28 年度）と大幅に増加した。単なる語学留学では

なく単位修得を伴う留学を促進するため、iCoToBa での留学準備講座や検定試験対策を充実させた（上

記 1 参照）。また、学生のニーズにあわせるため、短期派遣留学の開拓にも注力してきた。以上の取り組

みの結果、単位修得留学生数は、大幅に増加している（平成 24 年度：37 名→平成 28 年度：171 名）。 

3. 複言語能力を高めるための取り組み

本事業では、複言語能力の養成を目指している。目標とする

外国語能力を右の表に示す（専攻外国語：外国語による業務が

遂行できるレベル、第 2 外国語：当該言語が話されている地域

で日常生活ができるレベル）。 

 外国語能力の養成のために、iCoToBa での語学授業や個別指

導のほか、6 種類の e-Learning を導入した。また、語学力の測

定のために、年 1 回、外国語学部全学生を対象にTOEIC-IP テ

ストを実施した。仏語、西語、独語、中国語は原則 2 年次と 4

年次に検定試験を受け、語学力の伸びを定期的に測定した。

卒業時に複言語目標を達成できたのは、平成 28 年度 49 名であり、目標値である 170 名には届かなか

った（専攻言語目標達成者数 148 名、第 2 言語目標達成者数 87 名）。しかしながら、学生の外国語能力

には、着実に本事業の成果が表れてきている。平成 28 年度に英米学科と国際関係学科で TOEIC800 点

を達成した卒業生は 61 名（平成 24 年度：34 名）、ヨーロッパ学科・中国学科でTOEIC730 点を達成し
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た卒業生は 53 名（平成 24 年度：19 名）になった。専攻言語能力は十分な伸びがみられており（平成

28 年度専攻言語目標達成者：344 名）、今後は第 2 言語の能力養成の強化が課題である。 

4．留学を含んだ発展的教育課程、外国語学部「グローバル人材プログラム」の設置と全学「グローバル

実践教育プログラム」の完成 

本事業で本学が定めた「グローバル人材」として必要な能力・知識は、①高度な語学力、②国際教養、

③プレゼンテーション・スキル、④情報リテラシー、⑤広義のコミュニケーション力、⑥異文化適応力、

⑦課題発見・解決力、⑧マネジメント能力、の 8 項目である。これらの科目群からなる、外国語学部「グ

ローバル人材プログラム」を平成 25 年度に新設した（26 単位＋iCoToBa 指定科目 5 科目＋情報検索講

座、留学体験報告など）。このプログラムは、「留学前→留学→留学後」のプロセスを、グローバル人材

を育てる一貫した発展的教育課程として定めたものであり、大学での学修（座学と実践的な語学学習お

よび外国語での PBL）、単位修得を目指した留学、地域でのインターンシップなど、さまざまな学修経

験を積み重ね、以上の 8 つの能力・知識を身につけることを企図して設計されている。プログラム修了

には 2 つの外国語において、定めた到達目標レベル（上記 3 参照）を満たす必要がある、高い目標を課

したプログラムである。平成 28 年度卒業生で本プログラム修了者は 9 名で、本事業の目標値（150 名）

には遠く及ばないが、グローバル人材プログラム指定科目である iCoToBa 開講 PBL 科目（3 科目）の

合格者は、平成 25～28 年度で「日本紹介」464 名、「比較文化セミナー」530 人、「リサーチ・発信プロ

ジェクト①」365 人であり、今後本プログラムの修了生が確実に増えていくことが見込まれる。

本事業終了までの目標としてプログラムの全学化を目指していた。平成 28 年度までに全学プログラ

ムを検討、平成 29 年度より全学部「グローバル実践教育プログラム」（学部により 19～26 単位）をス

タートする（外国語学部の修了基準は前プログラムと同じ）。新たなプログラムは「課題発見・解決力」

科目群として 22 科目の他学部開放科目を設定しており、多文化共生社会で重視される分野（看護、教育

など）における課題を、他の専門を学ぶ学生と協力して取り組む機会を増やしている。

5．本事業による成果と今後の展望 

 本事業の実施にともない、iCoToBa、国際交流室を中心とした留学支援、学修支援ツールなど、本学

の学びの環境が整備されるとともに、語学教育以外での外国語による授業の増加や、外国語 PBL の実施

など、グローバル教育の質も向上した。この環境で、主体的な学びやピア学習（学生同士での学び）は

確実に増えてきている。留学後の地域でのボランティア活動やインターンシップへの参加（平成 28 年

度：国際イベントにおける外国語ボランティア参加者数 109 名）などはその一例である。本事業の数値

目標の多くはいまだ達成していないが、本事業で構築した海外大学・地域産業界などとのネットワーク

を今後も活かし、助成終了後は「グローバル実践教育プログラム」の実施と iCoToBa でのさまざまな語

学教育・異文化イベントなどを通して、グローバル化が進む地域社会を支えていく人材育成を全学で推

進していく。 
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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. iCoToBaをプラットフォームにした外国語教育・異文化理解・多文化共生に関する「多様で重層的な」

学びと活動コミュニティの形成

iCoToBa では、異文化体験イベントや留学生との交流イベント、グローバルセミナーなどを開催して

いる（平成 25～28 年度に 85 回：のべ 3,777 名参加）。これらのイベントの多くは、企画段階から学生

が主体的にかかわっており、学生の自主グループ iCoToBa Supporters Club が組織化されている。ま

た、毎週 1 回留学報告会を実施し、留学を希望する学生と先輩学生とのつながりをつくっている。 

このような「共に学ぶ」環境整備の一助として、平成 25 年度よりインターネット・ポートフォリオを

導入した。ここにはさまざまなコミュニティが形成され、盛んに情報提供を行っている。一例として、

留学コミュニティには、海外協定大学別にスレッドが立っており、留学予定の学生は、留学中の学生や

留学経験者と直接やりとりができる（平成 28 年度参加者数 637 名）。iCoToBa での留学報告会の内容も

ここに蓄積することで、海外留学に関する情報アーカイブスとしても着実に育っている。このほかにも

iCoToBa コミュニティ（平成 28 年度 448 名）やキャリア支援、教職・語学検定試験合格を目指したも

のなど、多様なテーマで自主的な学びや活動のコミュニティが形成されている（平成 28 年度コミュニ

ティ数 91）。このように、iCoToBa での活動に加え、インターネット上のコミュニティも形成すること

により、場所を超えた学びと活動のコミュニティを構築している。

2．グローバル＆グローカルな地域特性を活かした産官学教育連携と地域への還元のサイクル構築 

  本学のグローバル人材育成では、愛知県のグローバル＆グローカルな

地域特性を活かし、地域と連携した教育プログラムやイベントの実施に

力を入れている。 

 iCoToBa での PBL 授業では、地域における産業や観光を外国語で発

信するプロジェクトに取り組んでいる。ESD ユネスコ世界会議で愛知

に訪れる外国人に愛知県の魅力を伝えた英文リーフレット「5 things 

you need to know about Aichi-Nagoya」（平成 26 年度）、愛知県広報広

聴課と連携して作成した「Heart of Japan: All about Aichi」（平成 28 年度）は会場で配布されるととも

に、愛知県の Web サイトなどで紹介されている。また、地域と連携した国際イベントにおけるボランテ

ィア活動を企画・実施することで、語学力を生かし、積極的に行動する機会を数多く提供している（平

成 26 年度：ESD ユネスコ世界会議 46 名、平成 28 年度：伊勢志摩サミット 55 名、International 

Association for Impact Assessment 23 名、国際メトロポリス会議 31 名）。 

 また、グローバル人材プログラム指定科目のひとつである「地域ものづくり学生共同プロジェクト」

（平成 27 年度スタート）は、海外展開を目指す地元企業と連携し、多言語による記事作成を通して、実

践的な語学力と課題解決力をもった人材育成を目指すプロジェクトで

ある。このプロジェクトは、地域産業界、NPO、商工会議所などの協

力を得て実施している。平成 27～28 年度に、のべ 94 名の学生が受講

し、東海 3 県のものづくり企業 17 社について、9 言語 58 種類（英、

仏、西、独、中、露、韓、ミャンマー、日）の多言語記事を作成した。

これらの多くは国際見本市や展示会などの企業活動で活用されてい

る。また、このプロジェクトに参加した学生はその後も引き続き参加す

る学生が多く、「シニア学生」として、プロジェクト運営そのものにか

かわっている。 

 以上の取り組みを通して、地域連携による教育を行うだけでなく、その学びの成果が地域に還元され

るサイクルを構築しており、学生のキャリア意識や地域への関心を高めることにもつながっている。 

3．台湾・静宜大学とのダブルディグリー締結 

平成 28 年度に、台湾・静宜大学人文社会科学部と本学外国語学部がダブルディグリー協定を締結し、

平成 29 年度から本学で初めてダブルディグリー制度が始まる。これにより、4 年間で本学の「外国研究

学士」と静宜大学「台湾文学学士」の 2 つの学位を取得可能になった。 

国際学会でのボランティア 

学生が作成した外国語記事
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