
◆日本人学生の海外交流の推進

 

（

 

5,409百万円）
・日本人学生の海外派遣と留学生短期受入れを一体とした交流事業

長期派遣分（１年以上）

 

200人

 

→

 

300人

 

(

 

100人増)

短期派遣分（１年以内）

 

8,580人

 

→

 

10,000人

 

(1,420人増)

※対前年度比

 

1,520人増

グローバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流

【主な内容】
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取組

-

 

国際機関、グローバル企業や海外企業におけるインターンシップ等を含む実践

 
型グローバル人材育成プログラムの開発

 

等

教員のグローバル教育力の向上の取組
日本人学生の留学を促進するための環境整備
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

【主な内容】
英語で学位が取得できるコースの整備
留学生受け入れのための環境整備
海外大学共同利用事務所の整備
国際化に積極的な大学との大学間ネットワーク
の形成
産業界との連携 等

179,361千円×13件

１．大学教育のグローバル展開力の強化１．大学教育のグローバル展開力の強化

 

平成２５年度概算要求額平成２５年度概算要求額

 

１１３億円（平成２４年度予算額１０３億円）１１３億円（平成２４年度予算額１０３億円）

◆

 

「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援

◆

 

米国等との協働教育創成支援

◆

 

ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援

(22’採択)63,252千円×

 

6件、（23’採択）54,072千円×10件

（23’採択）54,072千円×12件

（23’採択）54,072千円× 3件、（24’採択）63,792千円×10件

留学生受入機能の強化

質の保証を伴った大学間交流の促進

２．学生の双方向交流の推進２．学生の双方向交流の推進

 

平成２５年度概算要求額平成２５年度概算要求額

 

３６２億円（平成２４年度予算額３４２億円）３６２億円（平成２４年度予算額３４２億円）

◆留学生の受入れ環境の充実

 

（

 

30,296百万円）
・国費外国人留学生制度

 

11,006人
・文部科学省外国人留学生学習奨励費

 

10,100人
等

◆海外での情報提供及び支援の一体的な実施

 

（

 

472百万円）

（参考）日本学生支援機構
海外留学奨学金（有利子貸与）

２４年度

 

２５年度
３９億円

 

４５億円
5,094人

 

5,643人

国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指し、高等教育の質の保証を図りなが

 
ら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国・欧州等の大学との国際教育連携の取組を支援。

グローバル人材育成推進事業
２５年度概算要求額

 

４５億円

大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業
２５年度概算要求額

 

２３億円

179,550千円×10件、89,550千円×30件

学生の海外留学促進機能の強化

大学の世界展開力強化事業
２５年度概算要求額

 

４４億円（うち重点要求

 

２１億円）

◆

 

海外との戦略的高等教育連携支援（新規） ◆

 

高等専門学校のグローバル展開（新規）

（25’新規）63,325千円×20件【重点要求】 （25’新規）745,000千円【重点要求】

※）上記のほか、「高等教育国際連携・質保証推進経費」（新規

 

50,000千円）を重点要求
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○グローバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流の推進
４７５億円

（対前年度増減 ＋３０億円）
〔うち重点要求 ９９億円〕

◆大学教育のグローバル展開力の強化 １１３億円
（対前年度増減 ＋１０億円）
〔うち重点要求 ２１億円〕

国際化の拠点大学の形成及び国際教育連携を通じ、国際的に誇れる大学教育システムを構
築するとともに、質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入

、 、を行う双方向の交流の取組を推進し 豊かな語学力・コミュニケーション能力等を身につけ
国際的に活躍できるグローバル人材を育成するための総合的な体制を整備する。

・グローバル人材育成推進事業 ４５億円 40件

・大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 ２３億円 13件

・大学の世界展開力強化事業 ４４億円 62件

・海外との戦略的高等教育連携支援【新規】 20件

・高等専門学校のグローバル展開【新規】 1件

・ キャンパス・アジア」中核拠点支援 16件「

・米国大学等との協働教育創成支援 12件

・ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援 13件

◆学生の双方向交流の推進 ３６２億円
（対前年度増減 ＋１９億円）
〔うち重点要求 ７８億円〕

グローバル人材育成推進会議審議まとめ 平成24年６月４日 及び 日本再生戦略 平「 （ ）」 「 （
成24年７月31日閣議決定 」において示された「１年間以上の留学経験を有する者を８万人）
規模に増加、海外からの外国人留学生の受け入れも促進」や「日本人学生等30万人の海外交
流、質の高い外国人学生30万人の受入れ」に適切に対応するため、日本人学生の海外交流及
び外国人留学生の受入れを推進し、グローバル人材育成に必要な環境の整備・充実を図る。

・海外での情報提供及び支援の一体的な実施 ５億円

・日本人学生の海外交流の推進 ５４億円

日本人学生の海外派遣と留学生短期受入れを一体とした交流事業

・長期派遣分（１年以上） 200人 → 300人 (＋100人)

・短期派遣分（１年以内） 8,580人 → 10,000人(＋1,420人)

・留学生の受入れ環境の充実 ３０３億円

国費外国人留学生制度 11,006人

文部科学省外国人留学生学習奨励費 10,100人

日本人学生の海外派遣と留学生短期受入れを一体とした交流事業

・短期受入れ分（１年以内） 5,000人

n-fujita
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上記の目標達成に向け、学生のグローバル化を推進するための組織的な取組を実施。
１．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取組

国際機関、グローバル企業や海外企業におけるインターンシップ等を含む実践型グローバル人材育成プログラムの開発
学生の留学先の国における日本語指導支援等を通じた異文化理解や日本人としてのアイデンティティ確立に資する取組 など

２．教員のグローバル教育力の向上の取組
海外協定大学での授業実施等の実践型研修の実施、教員の教育力向上のための外部講師の受入

３．日本人学生の留学を促進するための環境整備
入学直後からの留学に向けた検討・準備への支援、奨学金や諸外国の大学の留学等に関する情報の収集・提供
学生の履修内容を踏まえた留学に関する情報提供や、留学後の単位認定、成績評価等に関する指導・助言
産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援

４．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
高等学校段階における外国語力・留学経験等の適切な評価を伴う入試の導入
入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成
外国語による論文作成能力の養成のためのアカデミック・ライティングの徹底、他者と議論する力を養成するための少人数語学教育
留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育の実施

Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力

Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、

協調性・柔軟性、責任感・使命感

Ⅲ：異文化に対する理解と日本人

としてのアイデンティティー

国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、豊かな語学力・コミュニケーション能力等を身

 につけ、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図るため、学生のグローバル化を推進

 する組織的な教育体制の整備を支援。日本人学生が世界に飛躍するためのグローバル力を徹底的に強化。

グローバル人材育成推進事業グローバル人材育成推進事業
平成２５年度概算要求額平成２５年度概算要求額

 

４５億円４５億円
1010件件××179,550179,550千円、千円、3030件件××89,55089,550千円千円

（前年度予算額（前年度予算額

 

５０億円）５０億円）

「グローバル人材」の３要素「グローバル人材」の３要素

（「グローバル人材育成戦略」（グローバル人材育成推進会議

 

審議まとめ）より）

左記の3要素を踏まえ、大学の教育目的・特色に応じたグローバル人材像の設

 
定と、「「外国語力スタンダード外国語力スタンダード」」等その人材に必要とされる能力・達成すべき水準

 
の明確化

上記のほか、大学が目指す国際通用力向上のための具体的目標を設定
・・・外国人教員数外国人教員数、学生・教員比学生・教員比、外国語による授業数外国語による授業数

 

等

これらの能力・水準をクリアした学生数や「「単位取得を伴う海外留学経験者数単位取得を伴う海外留学経験者数」」

 
等の目標値を設定



<第２回

 

Global 30 産学連携フォーラム>

【英語圏を目指す質の高い外国人学生の戦略的獲得】

• 英語による授業で学位取得が可能なコースの導入

→

 

学部３３、大学院１２４コースを開設予定（H２５年度末）

• 英語による質の高い授業を行うための国際公募による外国人教員等の配置

• 現地入試の実施などワンストップサービス提供のための「海外大学共同利用事務所」の設置

• 海外での戦略的リクルート活動（留学フェアの開催、海外高校訪問

 

等）

→

 

留学生数：１万６千人（Ｈ２０）→５万人以上（Ｈ３２）

【留学生のためのサポート体制の整備】

• 日本語、日本文化に関する学習機会の提供

• 留学生に対する専門スタッフによる生活支援、就職支援（企業見学、ビジネスマナー研修

 

等）

【産業界との連携】

• 経済団体との協力（産学連携フォーラム、グローバル人材育成スカラーシップ

 

等）、講師派遣

 

等

【大学間ネットワークの形成等】

• 英語コースの授業開放、規程等翻訳文書ＤＢの公開、国際担当者研修

 

等

世界の有力大学間の競争が激化する中、日本の大学の国際化は不十分。特に、留学生比率や外国人教員比率は低調。

優秀な外国人学生や外国人教員の受入れを促進することにより、我が国の大学の国際化を推進することが必要。

国際化の拠点としての総合的な体制整備を図るとともに、産業界との連携、拠点大学間のネットワーク化を通じて、教育資源
や成果の共有化を図り、質の高い外国人学生の戦略的受入を推進する取組を重点支援。

平成２５年度概算要求額

 

２３億円
（平成２４年度予算額

 

２６億円）

背景・趣旨

大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業

<日本留学説明会（シンガポール）

 

2012>

<国際業務担当職員実務研修 2012>

実施内容

＜東北大学

 

モスクワ＞ ＜京都大学

 

ハノイ＞ ＜九州大学

 

カイロ＞

＜海外大学共同利用事務所＞
東北大学 ロシア/モスクワ
筑波大学 チュニジア/チュニス
東京大学 インド/バンガロール
名古屋大学 ウズベキスタン/タシケント
京都大学 ベトナム/ハノイ
九州大学 エジプト/カイロ
早稲田大学 ドイツ/ボン
立命館大学 インド/ニューデリー



国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指し、高

 等教育の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジ

 ア・米国・欧州等の大学との国際教育連携の取組を支援。

目的・概要

（前年度からの継続事業）

3.

 

「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援

 

（H22選定）6件×63,252千円、（H23選定）10件×54,072千円

日中韓政府が策定するガイドラインに沿って、単位相互認定や成績管理、学位授与等を共通的な枠組みで行う協働の教育プログラム

4.

 

米国の大学等との協働教育創成支援

 

（H23選定）12件×54,072千円

米国等の大学との「教養教育の共通基盤の育成」、「E-learningの活用による協働の専門教育の開発」、「ダブル・ディグリープログラム
の拡充」等、新たな学びのスタイルによる協働教育プログラム

5.

 

ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援

 

（H23選定※）3件×54,072千円、（H24選定）10件×63,792千円

ＡＳＥＡＮ諸国等の大学との高等教育制度の相違を超えた、質保証の共通フレームワークの形成や教育内容の可視化等のアジアに
おける先導的なモデルとなる大学間交流プログラム

（新規事業）

大学の世界展開力強化事業大学の世界展開力強化事業 平成２５年度概算要求額

 

４４億円

うち

 

重点要求

 

２１億円

（前年度予算額

 

２７億円）

1.

 
海外との戦略的高等教育連携支援

 
（H25新規）20件×63,325千円【重点要求】

欧州連合、東南アジア教育大臣機構等との共同による国際的な高等教育連携枠組みのもとで、戦
略的な教育連携プログラムを開発・実施

2.

 
高等専門学校のグローバル展開

 
（H25新規）

 

745,000千円【重点要求】

国際的に活躍できる優秀な実践的技術者を育成するため、高専生の海外派遣や、留学生の受入れ
等、国際交流の取組を総合的に実施すると共に、アジア地域の国際技術者教育ネットワークを構築
し、高等専門学校教育のグローバル化を推進

※）上記のほか、国際教育連携プログラムの質保証や国際連携の推進に係る支援経費として
「高等教育国際連携・質保証推進経費」（新規50,000千円）を重点要求

※）「キャンパス・アジア」中核拠点支援のうちタイプA-IIに選定された3件の組替分



大学の世界展開力強化事業大学の世界展開力強化事業－－海外との戦略的高等教育連携支援海外との戦略的高等教育連携支援－－
Support for strategic collaboration on higher education

我が国の高等教育のグローバル展開を強化し、国際的

 プレゼンスを高めるとともに、優秀な外国人学生の確保

 及び国際的に活躍できるグローバル人材を育成するた

 め、

欧州連合や 東南アジア教育大臣機

構、BRICs等との連携枠組みの構築

海外への日本型高等教育モデルの提供支援 等

海外の政府や高等教育地域ネットワーク等との戦略的

 な連携による国境を越えた教育連携の拡大とブランディ

 ングを図る。

平成25年度概算要求額

 

1,266,500千円（新規）

（20件×@63,325千円）

国内コンソーシアム
Ａ 大学
Ｂ 大学
・・・

Ｅ 大学

海外の政府や高等教育地域ネットワーク等との戦略的

 
な連携により、ダブル・ディグリー／モビリティプログラム

 
などの国際教育連携を推進する。

連携連携

海外コンソーシアム
α 大学
β 大学

・・・
Σ 大学

交流協定交流協定

Collaborative Education支援支援 支援支援

日本国政府 外国の政府等

事業内容

豪州や韓国をはじめ、世界各国が国境を越えた高等教育を戦略的に展開

欧州や東南アジア諸国連合など、国境を越えて高等教育の地域化が進展し、各国が戦略的に連携

米国や欧州、中国、東南アジア諸国連合など、多国間でマッチングファンド形式による大学の国際化・留学

生交流が加速

我が国においても、社会・経済のグローバル化により、優秀な外国人学生を含めたグローバル人材の需要

が急速に拡大

背景・課題

事業スキーム



大学の世界展開力強化事業大学の世界展開力強化事業－－高等専門学校のグローバル展開高等専門学校のグローバル展開－－

国際的に活躍できる優秀な実践的技術者を育成するため、国際的に活躍できる優秀な実践的技術者を育成するため、

-- 国際感覚を身につけ、将来海外で活躍する動機付けを高める国際感覚を身につけ、将来海外で活躍する動機付けを高める

 
学生の海外派遣の推進学生の海外派遣の推進

-- 日常的に高専学生の国際性を涵養する日常的に高専学生の国際性を涵養する

 
留学生受入れの推進留学生受入れの推進

-- ものづくりを中心とする産業発展が進むアジア地域の技術者ニーズに応えるものづくりを中心とする産業発展が進むアジア地域の技術者ニーズに応える

国際技術者教育ネットワークの構築国際技術者教育ネットワークの構築

等国際交流の取組を総合的に実施し、等国際交流の取組を総合的に実施し、高等専門学校教育のグローバル化高等専門学校教育のグローバル化を推進を推進

平成25年度概算要求額

 

745,000千円（新規）

［現状］

グローバル技術者に対する産業界からの強いニーズ

高等専門学校教育に対する諸外国からの高い関心・評価

［本事業による効果］

海外の生産現場で指導者となりうる優れた技術者の育成

実践的ものづくり教育のアジア諸国への広がり

＜事業内容＞

■交流協定校との留学プログラム等の拡大
（協定校及び交流人数の拡充、単位の相互認定の推進等）

■高等専門学校のキャンパス国際化
（留学生受入の拡充、英語による教育の充実）

■海外留学フェア、学校説明会等の充実
■海外展開企業等との連携強化による海外インターンシップ
の拡大

■アジア地域における高等専門学校教育制度の発信 高専制度に対し、諸外国から高い関心・評価
ワシントン・ポスト紙

 

２０１１．１０．１４



「日本再生戦略（平成２４年７月３１日）」における『日本人学生等３０万人の海外交流』、『質の高い外国人学生３０万人の受入れ』の目標達成を見据

 
えつつ、「グローバル人材育成戦略（平成２４年６月４日）」で示された課題に適切に対応するため、日本人学生等の海外留学とともに外国人留学生受

 
け入れも促進し、戦略的な留学生交流を進めることにより、グローバル人材の育成を図る。

日本人学生の海外派遣と留学生短期受入を一体とした交流事業
平成２５年度要求額【重点要求】

 

７８億円（平成２４年度予算額

 

５３億円）

本事業の実施により、日本人学生の海外派遣数及び留学生交流の拡充を推進し、①グローバル社会において活躍

 できる人材育成の促進、②大学等における学生交流の充実を図るとともに、我が国の高等教育機関の国際化・国際競

 争力の強化に資する。

政策効果

○外国人学生の受入れ
１３８，０７５人（H２３）▲３，６９９

 

←

 

１４１，７７４人（H２２）

○日本人学生の海外交流
５９，９２３人（H２１）▲２３，０２２人

 

←

 

８２，９４５人（H１６）

現 状

短期（３月未満）
○６，３００人（１０億円）
・奨学金：月額８０，０００円

長期（１年以上）
○２００人（４億円）

・奨学金：月額１４８，０００円等
・授業料：１，２００，０００円等

短期（３月以上１年未満）
○２，２８０人（１７億円）

・奨学金：月額８０，０００円

○３月未満に特化した事業を廃止すると

 
ともに、３月以上１年未満の事業を見直

 
し

○申請要件や審査を厳格化し、１年以

 
内の派遣としてその期間にかかわらず

 
優れた計画を採択

○フォローアップの強化によりPDCAサイ

 
クルを確立し、継続的に事業の改善を

 
図る体制を構築

短期派遣（１年以内）
○１０，０００人

 

（４７億円）
・奨学金：月額６０，０００円～１００，０００円

※派遣地域に応じた奨学金額を設定

長期派遣（１年以上）
○

 

３００人

 

（７億円）
・奨学金：月額１４８，０００円等
・授業料：１，２００，０００円等

平成２５年度

改善のポイント

短期（３月未満）
○６，３００人（１０億円）
・奨学金：月額８０，０００円

短期（３月以上１年未満）
○１，４４０人（１２億円）

・奨学金：月額８０，０００円

受入れ

改善

短期受入（１年以内）

○

 

５，０００人

 

（２４億円）
・奨学金：月額８０，０００円

派遣

２４年度

目的・事業内容




