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取組実績の概要【２ページ以内】 

１．取組の概要

2012年度から2016年度まで本学が取り組

んだ「昭和女子大学グローバル人材育成推

進事業」は、今後ますます加速するグロー

バル社会において、さまざまな分野で実務

的役割を担える創造的で活力ある女性職

業人の育成を目指し、本学の人間文化学部

の学生を対象とし、海外キャンパスである

昭和ボストンと一体となって実践する総

合的な取組である。ここでは、育成すべき

人材の資質を「3C’s for 1G」と定め、身の

回りの現象を地球規模の動きと関連づけ

て考え行動する（Glocal）ために、国の内

外を問わずグローバルな環境で文化的背

景の異なる他者と協働・協調（Collaborate）し、様々な異なる人材・情報・文化・物を結び付け

（Connect）、新しい価値や文化を創造（Create）できる女性の育成を目指した。 
本事業の取組によって、本学の教育目的である「清き気品、篤き至誠、高き識見」を備え、またそ

のために必要な力である「夢を実現する７つの力」を高いレベルで達成する多くの学生を育成する

ことができた。事業終了年である2016年度には、人間文化学部の学生のうち「卒業年次生のうち

TOEIC700点以上を満たす学生数」は2013年度の72名に対し111名（＋54％）、「卒業年次生のう

ち在学中に単位修得を伴う海外留学をした学生数」は、2012年度の40名に対し111名（＋178％）と

なり、大幅な増加が見られた。

２．主な取組内容と成果

■ 教育課程の国際通用性の向上

教育課程の国際通用性を高めるため、英文シラバス公開（一部科目）、GPA の活用、ナンバリングの

導入、多文化協働プロジェクトをはじめとするプロジェクト型学習の実践（2016 年度 63 件）を行

った。また、大学のサイトと国際交流センターのサイトを多言語化し、学科別カリキュラム概要やシ

ラバスの公開等、教育課程に関する情報や、学生数・教職員数、就職率等の基本情報を公開した。

このほか、4~5 名の職員グループによる昭和ボストンでの短期研修を毎年行った（合計 26 名参加）。 

■グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組

① 昭和ボストンでの取組

前期・後期それぞれを、15週間のReadiness Programと4週間のBridge Programに分け、Readiness 
Program では英語スキルの向上と学科別専門科目の学習期間とし、Bridge Program では協定大学

等での集中授業などの特別プログラムを実施した。Readiness Program では、米国大学の学生との

多文化協働プロジェクトや交流イベントのほか、近隣大学の教授や地元企業・政治家等の著名人によ

る特別授業や講演など、多彩な学習の機会を提供した。また、Readiness Program を修了した学生

は、Bridge Program 以外にも米国やその他の地域の協定大学での認定留学が可能となり、これらの

プログラムを利用して昭和ボストン滞在中または終了後に海外大学の単位 修得をした学生は、5 年

間で延べ 212 名にのぼった。 
また、英語を専門科目としない学科の学生を対象に新たなプログラムを開発し、日本語日本文学科や

歴史文化学科や人間文化学部以外の学部からも多くの学生が参加した。

② 世田谷キャンパスでの取組

各国の協定大学から外国人留学生が参加し、日本人学生とともに英語で学ぶ短期集中プログラム

（SWU Summer International Program : SSIP）を 2013 年から毎年実施し、2016 年度までに、14
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ヵ国 67 名の外国人学生と 246 名の本学学生が参加した。とくにこのプログラムの中で行われる

Cross Cultural Workshop：CCW においては、ほぼ全員が異なる出身国からなる少人数グループを

編成し、異なる文化同士の学生がグループワークを行う中で、異文化環境における実践的能力が培わ

れた。このほか、外国人留学生を中心に国際交流活動を行う学生組織（CHAWA、ホストシスター等）、

留学から帰国した学生を主な対象とする英語による副専攻プログラム（Global Liberal Arts）等、新

たな組織やカリキュラムを開発した。またこれらの活動の拠点として、グローバルラウンジを設置し

た。

③ ボストン以外の地域での取組

人間文化学部国際学科では、上海交通大学およびソウル女子大学との、2 年間の留学を含む、5 年間

のダブルディグリープログラムを開発し、2017 年度に第 1 期生 11 名（上海）を輩出する見込みで

ある。また、カナダ、香港、上海で短期インターンシッププログラムを開発し、3 地域合計で延べ 50
名の学生が参加した。

■教員のグローバル教育力の向上の取組

外国人教員あるいは外国の大学の学位を取得した人の採用を積極的に行った結果、2016 年度には教

員数に占める外国人教員等の割合が 2012 年度の 21.1%（43 名）から 25.2%（57 名）に上昇した。

これらの新任教員が円滑に業務を遂行できるよう、服務規程や事務書類の英訳、教員用ハンドブック

および授業運営上の取り決め事項の英語版を作成した。

また FD 活動の一環として、昭和ボストンでの共同 FD プログラムを 2014 年度から毎年実施した。

このプログラムでは、英語を専門としない教員も含め多くの学科から参加者があり（合計 14 名）、

昭和ボストンと共同で授業運営に関するワークショップを行うなど、活発な活動を行った。このほか

英語による授業運営を学ぶための FD 講演会や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

人間文化学部 4 学科では、留学を含めた履修モデルを作成し、入学前のオープンキャンパスの段階

から留学を意識させる試みを行った。留学を必修とする 2 学科（英語コミュニケーション学科と国

際学科）はもちろん、それ以外の 2 学科（日本語日本文学科、歴史文化学科）でも、「留学カフェ」

「留学体験を聞く会」等のイベントを継続的に開催し、学生が留学を身近に感じる環境を提供した。

また、国際交流センター内に 3 名の専門アドバイザーを配置し、学生の留学に向けた相談や英語学

習計等の支援を行った。

このほか、留学や国際交流に関心のある学生を対象とする登録制ネットワークである「グローバルネ

ットワーク」を組織し、各種イベントやプログラム情報を集中的に提供した（2016 年度末で 926 名

が登録）。さらにこのネットワークの中から、学生が自主的に交流イベントを企画・運営するグルー

プ（CHAWA：茶輪）等が発足し、学年を超えたピア・ラーニングによる活動を行った。 
留学中のサポートとしては、ポートフォリオによる定期報告、危機管理体制の見直しと学生への周知

徹底を行った。また留学をキャリアに活かすために、留学中のキャリア講演会、出発前・帰国後の就

活セミナー、社会人メンターによる個別相談等を実施したほか、多文化環境の職場でのインターンシ

ップ案件を積極的に開拓した（2014 年度から 2016 年度までの 3 年間で延べ 149 名参加）。 

■語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組

入学時に全学生を対象とした英語プレイスメントテストを実施し、レベルに合った能力別クラス分

けを行ったほか、正課外でも TOEIC スコア向上のための各種セミナーの実施、アドバイザーによる

英語学習アドバイス、英語学習アクティビティ等を行い、学生の自発的な学習を支援した。また入学

から卒業までの英語力の変化を毎年測定し、入学準備教育や初年次教育の見直しなど、英語教育プロ

グラムの改訂を行った結果、英語を専門科目とする学科においては 4 年間の在学中に英語力の大幅

な伸長につながり、英語を専門科目としない学科においても入学時の英語力を維持することに成功

した。

このほか、英語で実施する副専攻プログラムの開設や、中国語や韓国語においては遠隔通信システム

を活用して海外大学との遠隔授業を行うなど、上級レベルの語学力に対応した取り組みを行った。
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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. 昭和ボストンでは、基本となる 15 週間の Readiness Program において、全員がレベル別クラスで

英語の 4 技能を集中的に伸ばすコア科目群と、学科の特色を活かした選択科目を履修する。一方で、

学生の意欲的な学びを実現するために、世界有数の学術都市であるボストンの地域性を活かして、

近隣大学の教員、地元企業・団体の代表、政治家等による特別授業や講演会を多数開催したほか、

米国人学生との協働プロジェクトや交流イベント等を通じて、課題発見能力、調整力、問題解決力

等、グローバルな環境の中で実践的な力を身につけるための学びの機会を提供した。

さらに、Readiness Program に引き続き行われる 4 週間の Bridge Program では、昭和ボストンの

キャンパスを離れて、協定大学での集中授業を受講し米国大学での単位修得が可能となるプログラ

ムを開発した。また、さらに本格的な留学を目指す学生を対象に、Readiness Program 終了後に米

国や他の地域の協定大学への交換留学に直接進めるカリキュラムを開発し、昭和ボストンを基点に

次のステップに進むための留学モデルを構築し、学生の参加を促した。

これらの取組により、昭和ボストンでのカリキュラムが必修でない学科の学生からも昭和ボストン

への留学を希望する学生が増え、また必修の学科についても毎年の志願者が増える等の効果が見ら

れた。幅広い学びの機会とボストン修了後のプログラムを提供する本学の取組は、単なる語学研修

に終わらないユニークな留学モデルになるものと考える。

2. 米国、アジア、欧州等、各国の協定大学から外国人留学生が参加し、日本人学生とともに英語で学

ぶ短期集中プログラム（SWU Summer International Program : SSIP）を開発し、2013 年度から

2016 年度までに、14 ヵ国 67 名の外国人学生と 246 名の本学学生が参加した。このプログラムは、

日本の文化・社会などを中心に講義とそれに関連するアクティビティで構成される「Japan
Studies」と、ジェンダー、広告などといったテーマを決めてグループワークを行う多文化協働プロ

ジェクトとしての「Cross-Cultural Workshop：CCW」の 2 科目から構成され、とくに CCW にお

いては、さまざまな出身国からなる少人数グループを編成し、文化的多様性に富んだプロジェクト

学習型が特色となっている。また、最終発表の前に行われる 2 泊 3 日の合宿では、チームワークを

高めるうえで大きな効果が見られた。

なお、このプログラムでは海外大学の学生と留学経験のある本学学生が、インターンとして運営に

参加している。これらインターン学生は、海外の学生とチームを組み、プログラムの準備と運営に

ついてすべて英語で業務を行うなど、多文化環境で業務を遂行する実践的な力を能力が養われた。

3. 人間文化学部国際学科では、上海交通大学およびソウル女子大学との、2 年間の留学を含む 5 年間

のダブルディグリープログラムをそれぞれ開発した。このプログラムでは、中国語、韓国語それぞ

れ規定の語学力基準を満たしたうえで、2 年次後期から 4 年次前期まで留学する。第 1 期生として

上海に留学した学生は 11 名で、2018 年 3 月に本学と上海交通大学の両大学からそれぞれ学位が授

与される見込みである。また、ソウル女子大学の第 1 期生 2 名は 2017 年度に留学を開始する。

このプログラムによって、学生は高度な語学力と異文化適応能力などグローバルな社会で必要な力

を身につけることができたほか、本学にとってもカリキュラムや単位換算に関する国際通用性を高

めるうえで効果があった。

4. ハーバード大学ライシャワー日本研究所との連携の下、2015 年 5 月と 2016 年 6 月の 2 年にわた

り、内外の研究者、政治家、経営者等による「女性のリーダーシップ」をテーマとする連続シンポ

ジウムを開催した。女子大学の立場から、グローバルに活躍する女性モデルについて発信した。

5. 昭和ボストンを拠点とする FD／SD 研修プログラムを実施した。FD 研修は 2014 年度から延べ 14
名の教員が参加し、昭和ボストンの教員との授業運営に関するワークショップ等を行った。一方、

SD 研修は 2012 年度から延べ 26 名が参加し、米国の高等教育機関の運営方法や組織を中心に視察

を行い、帰国後は全職員に向けた発表会等を通じて成果を共有した。

（B-23　昭和女子大学）




