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構想の概要

A 海外での取組＝本学のボストン校や現地協定校とリンクしたグローバル・プログラムの設計

1. 海外分校「昭和ボストン」で15週間の実践型プログラムを開講 → 安心安全な環境でボランティアやインターンシップを体験しながら海外に目を向ける

2. 現地学生と多文化協働プロジェクトを体験 → 英語でコミュニケーションをはかる・多文化による協働体験を積む

3. 意欲ある学生には4週間の延長プログラム → 協定校の授業を履修・聴講する → 希望者には正規留学大学を斡旋

B 国内での取組＝英語の授業改善とキャンパスのグローバル化

1. 英語は能力別クラスで細分化 → 英語4技能を向上させて海外留学に備える

2. 3・4年次は英語による学部共通専門科目を開講 → アカデミック・ライティングなど学修に必要な英語力育成科目も並行して開講する

3. 海外協定校・受入留学生の増加 → 英語で意見交換しあうアクティブな授業の実現・多文化による協働体験を日本でも実践

英語スキル向上
4年間一貫した英語学習カリキュラム

英語授業科目
国際教養関連科目の開講

Readiness Program
英語スキル4技能を集中的に伸ばす15週間

プログラムコーディネーター
総合的な学生支援体制を整備

チュータリングシステム
卒業生Fellowと教員が連携支援

海外ボランティア 学生間交流 インターンシップ

留学アドバイザー
海外留学情報を提供

多文化協働

正規留学
Bridge Program

協定大学で集中講義を受講する4週間

体験学習

留学生活支援

カリキュラム

留学生短期受入プログラム
英語による日本文化・社会・歴史等の講義等

ボランティア 学生間交流 インターンシップ 多文化協働

日本語スキル授業
日本語チューターが留学生を支援

海外協定校
開拓

留学生数の増加カリキュラム

留学生活支援

体験学習

上海交通大学
ソウル女子大学

ほか協定校

昭和ボストン

昭和東京（昭和女子大学）

プレイスメントテスト TOEIC 英語学習アドバイザー 社会人メンター ライティングサポート 国際交流センター

Colleges of the Fenway （ボストン市内協定6大学）
Simmons College, Wheelock College, Emmanuel College, Wentworth 
Institute of Technology, Massachusetts College of Pharmacy and 
Health Sciences, Massachusetts College of Art and Design

多文化協働
プロジェクト

多文化協働
プロジェクト

共同FD活動

Accredited by Commission on English 
Language Program Accreditation
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育成する人材の持つべき資質と能力

【世の光となろう】 ⇒ 【夢を実現する７つの力】 ⇒ 【グローバルに生きる力】

本構想で育成する人材＝ グローバル社会の様々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

身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動するために［Glocal］

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・協調し［Collaborate］

様々な異なる人材・情報・文化・物を結びつけ［Connect］

新しい価値や文化を創造［Create］できる女性

3C’s for 1G
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昭和ボストンの概要紹介 3

昭和ボストン Showa Boston Institute for Language and Culture

昭和ボストン（Showa Boston Institute for Language and 
Culture）は、「日本と世界の新しい融合点を発見し、人類
の向上発展に貢献する人材」を育成することを目的として、
1988年に開設された海外キャンパスです。

豊な自然に囲まれたキャンパス内には、日本文化を紹介
する施設や、長期滞在をサポートする環境が充実してお
り、小学生から大学生・社会人までの多様なニーズに応
じた学習プログラムを提供しています。



昭和ボストンとの連携
留学体験型からグローバル人材育成型につなげるカリキュラムを強化・発展
東京のプログラムと密接に連携したカリキュラムを設計
海外への正規留学を意識し、準備教育や情報提供を行える体制を整備

海外協定校の拡充
アジアを中心とした大学とのネットワークを強化して海外協定校数を拡充し、交換留学生数を増加
日本語能力の育成も含めた教育プログラムと学生の生活支援を充実

留学準備教育、語学教育
留学を意識した科目群を配置し、語学力向上に効果的な科目を増加

各学科の基幹科目を中心に英語での授業科目を開講し、専攻分野に関連する海外留学ができるよう
指導

学生サポート体制の充実
留学生の受け入れ・派遣に関する支援体制の充実
ボストンや協定校等に留学生担当者を配置して留学中の学生の学習・生活を現地で支援

アクティブ・ラーニングの促進
多文化協働プロジェクトにより、学部全体のアクティブ・ラーニングを促進
ボストンの多文化協働プロジェクトでは、学生寮に同居するRA等による正課外の学習支援を充実
現地の国際交流センターがオブザーバーやゲストを招聘する等して学生の主体的学習をサポート

大学の国際化

ボストンのColleges of the Fenwayから専門職を招聘し、カリキュラムの国際通用性を高める
本構想に関する各取組の検証・FD活動を昭和ボストンと共同で実施

ウェブサイトやシラバスの多言語化、外国語による情報発信、服務規程等の諸規定、事務書類、学内
掲示の英語併記

事務組織の強化

大学のグローバル化の推進組織として国際交流センターの機能を強化
国際交流センターに留学アドバイザーや語学アドバイザー等の専門職を配置してセンター機能を強化
大学事務組織の国際化の企画・立案・戦略を実行
昭和ボストンとColleges of the Fenwayとの連携を強化して教職員研修プログラムをボストンで運営

GPAなど厳格な成績評価
海外留学者のためにGPAを英文証明書に掲載
より厳格な成績評価のための大学としての基準等の検討と設定

ナンバリングの導入 人間文化学部全授業科目についてナンバリングを行い、学生の体系的な履修を支援

履修可能な上限単位数の設定
授業時間外での学修時間の増加と単位の実質化を推進
各学期で履修する単位数をより厳格に適応

大学のグローバル化に向けた戦略・教育課程の国際通用性

実現のための教育カリキュラムの内容・方法 4



実現のための教育カリキュラムの内容・方法

Readiness Program Bridge Program *Readiness Programに続く期間

英語スキル4技能を集中的に伸ばすコア科目群と
学科の特色に応じた選択科目群で構成する。

協定大学で専門分野の集中講義を受講。
女性リーダー、福祉・教育、多言語多文化教育、ビジネス、アート、歴史等
近郊大学での正規単位修得への橋渡しとする。

コミュニティサービス
ボストンでボランティア活動を体験。
小中学校や日本語学習者への日本文化紹介プログラム等の体験型プログラムでグローバル感覚を養う。
優秀な学生にはビジネス体験プログラム（インターンシップ）の参加を認める。

多文化協働プロジェクト
本学学生とColleges of the Fenway等の協定大学学生で協働プロジェクトを実施する。
様々な国籍を持つ学生と、共通言語である英語でグループワークを行い成果を発表する。

プログラムコーディネーター

昭和ボストンにプログラムコーディネーターを置き、学生支援部と教
務部との連携をはかりながら総合的な学生支援体制を整備する。

チュータリングシステム

学生の専門学修を支援するため、ポストンで学ぶ本学卒業生
（Fellow）と教員とが連携するチュータリングシステムを構築する。
Fellowは、米国での大学・大学院進学を目指す学生のロールモデル
としてメンターの役割も担う。

英語・国際プログラム

実践・体験プログラム

学生支援体制

昭和ボストンの主なグローバル人材育成カリキュラム

身につけた能力により次の進路を選択する。
① 世田谷キャンパスで学修する
② 引き続きボストンで学修する
③ 他大学に半年から1年間認定留学する

②、③希望者のためにボストンに留学アドバイザーを置き、近郊大学のアドミッション部門や進学
コンサルタントと連携して支援する。
アメリカ国内だけでなく、中国や韓国等のアジアやヨーロッパ諸国の情報も提供する。
Readiness Programの選択科目群には仏・独・西・中・韓等の第2言語系科目も開講し、留学先の
言語習得を目指す。

ボストンプログラム修了後の進路
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留学生受け入れプログラム

英語・国際プログラム

実現のための教育カリキュラムの内容・方法

東京昭和（昭和女子大学）の主なグローバル人材育成カリキュラム

英語スキルの向上
1年次から4年次まで一貫した英語学習カリキュラムを整備する。
このカリキュラムを昭和ボストンのReadiness Programコアカリキュラムと連動させる。

英語による専門科目の開講
英語による専門科目で構成する国際教養関連科目を、人間文化学部の副専攻として開設する。
昭和ボストンや海外留学から帰国した学生、海外からの留学生を対象として、昭和ボストンのBridge 
Programと同種のテーマを中心として、専門性を高め、自らのキャリアを意識させる内容とする。

留学生短期受け入れプログラム

協定校の留学生やハーバード大学の学生等を対象に、英語による日本文化・社会・歴史等の講義、
歌舞伎や和食等の日本文化体験プログラム（短期）を開講する。

宿泊研修も組み入れて留学生が日本的な集団活動を体験するチャンス等、本学学生との日常的な
文化交流体験の場も提供する。

多文化協働プロジェクト
本学学生と留学生との多文化協働プロジェクトを実施する。

ボストン・東京のいずれのプロジェクトにおいても、学生がグローバルな課題やテーマ等を取り上げ
てグループ間で協議して解決策を企業等に提案する。

日本語スキル授業の開設

外国人留学生には、アカデミック・ジャパニーズを中心とした授業を
開設し、日本語チューターを配置して留学生の学修サポートを行う。

海外協定校の開拓

アジアを中心とした大学からより多くの留学生を受け入れられるよう、
短・長期のプログラムを用意し、海外協定校を開拓する。

留学生受け入れ体制

現在、ボストンで行っているビジネス体験プログラム（海外インターン）を、アジア圏を含む他国でも行う。
国内のインターンシップについても、グローバル企業で多文化の職場環境を持つ協力企業を開拓する。
海外ボランティアでは、安全確保に注意しながら派遣国を増やす。
個々の学生のグローバル能力育成へ向けて、適切なアドバイスができるグローバル人材アドバイザーを学内に配置する。

グローバル化の推進
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具体的な実現目標

卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制

プレイスメントテスト
入学時にプレイスメントテストを実施してレベル別クラスを編成する。
少人数制クラスで、4年間の充実したカリキュラム編成にする。

学生の語学力向上度の測定

学期ごとにTOEICテスト等を実施し学生に学修成果を知らせると共に、スコアを分析して教材や授業法を
検証する。

英語スキル科目を中心に、語学の学習法を指導し、苦手意識を克服して運用力を伸ばせるよう指導・助
言する。

外国語による論文作成
昭和ボストンでアカデミック・ライティングの基礎講座を開講し、文章構成等の基礎力を育成する。
昭和東京ではライティングサポートセンターが英語文章・論文の個別添削と指導も担当する。

外国語で他者と議論できる力
多文化協働プロジェクトで外国人学生との協働体験を実践する。
1・2年次から論理的思考力を高めながら、3・4年次向けの英語による国際教養科目を
開設し、留学生を受け入れて多文化間で議論できる環境を整備する。

専門科目レベルの履修が可能な
力を養成する留学前準備教育

学生の英語能力を分析してカルテを作成し、アドバイザーが学修履歴やTOEICスコア等から
英語学習法を指導する。
目標値の設定や学習方法を明確にして、海外での専門レベルの履修が可能な英語力を
主体的に身につけさせる。
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グローバル化を推進する取組構想図と学内体制の整備

昭和女子大学
部局長会

グローバル人材育成
プロジェクト委員会

FD活動の推進

教員の派遣
教員の受入

教員相互の
協働プログラム

協定校との取組

アクティブラーニングに関する研修

海外での教育体験
短期研修

学内での取組

国際プログラムの充実

昭和ボストン

中国・アジア

昭和ボストンでの
FD研修会

プログラムコーディネータ

チュータリングシステム

協定校開拓

プログラムコーディネータ

●学事顧問
竹内弘高ハーバード大学大学院教授

●コーディネータ
段宁 元上海交通大学プログラムマネージャー

Colleges of 
the Fenway

外国語英語科目の整備 レベル別細分化

成果の検証

TOEIC成績管理 学習アドバイザー

東京昭和 留学生の生活・学習支援

国際交流センター
（東京・ボストン）

ボストン・プログラムとの接続

外国人教員の採用計画

英語による専門関連科目の開講

上海交通大学
評価委員会

企業学生

多文化協働プロジェクト
推進
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グローバル化を推進する取り組みの構想

本学では、今回のグローバル人材育成推進事業での取り組みにおいて、キャンパスのグローバル化やカリキュラムの見直しはもちろ
ん、実践的な英語を使用して多様な価値観の中でディスカッションするスキルや課題解決能力を養うべく「多文化協働プロジェクト」を実
施します。

これまで行ってきたコミュニティサービスなどのアクティブラーニングをさらに発展させ、海外でのインターンシップの充実や、多文化協
働プロジェクト実践の場として現代ビジネス研究所を介して企業との連携を深めるなど、語学学習だけでなく、グローバルな舞台で活躍
する土台を身につけさせます。

さらに、既にある社会人メンター制度を活用して留学経験を生かしたキャリア形成のサポートや、海外大学への進学や就職を経験した
卒業生に昭和ボストンでロールモデルとして活躍してもらうフェロー制度を通じてキャリア支援をするなど、進路・就職サポートにも力を入
れます。



グローバル化を推進する取組構想図と学内体制の整備 9

事務本部
・プロジェクト委員会事務および関連する委員会・WGの調整
・予算執行および執行前申請受付
・文科省宛申請・報告事務

案件に応じて、それぞれの委員会
にて協議、意見の集約等を行う

10
事務本部

(国際交流センター）

職員（教育支援C、学長室他）

＜拡大委員＞
（人文学部各学科長、人社、生活科学、

グローバルビジネス各学部長）

委員長

副委員長

委員長補佐

委 員委 員

WG WG

拡大委員会

グローバル人材育成プロジェクト委員会

委任

委 員

委員長

副委員長

委員長補佐

委 員 委 員委 員

WG WG

グローバル人材育成プロジェクト委員会

FD推進委員会

海外交流専門委員会

プロジェクト委員会を中心とした本事業運営組織の構成



グローバル化を推進する取組構想図と学内体制の整備

プロジェクトのマネジメントと評価体制

マネジメント体制

学長を議長とする最終決定機関「大学部局長会」の下に「グローバル人材育成プロジェクト委員会」を設置し、プロジェクトを
管理する。委員会での決定事項は、大学部局長会で承認を受ける体制を敷く。

委員会は、構想責任者の副学長が委員長、実施責任者の国際交流センター長が副委員長となり、カリキュラム・留学・昭和
ボストン・キャリア支援・入学選考・学生支援等のチームを編成し、プロジェクトを推進する。

評価体制

「グローバル人材育成推進プロジェクト委員会」の自己評価、学生組織「プロジェクト評価学生委員会」の学生評価、全学部
教職員と外部評価委員で組織する「プロジェクト評価委員会」による三段階評価を実施する。
PDCAサイクルによる評価システムを構築する。
A Plan（実施計画の評価）：毎年3月に実施

カリキュラム、留学、キャリア支援、入学選考、学生支援等の年間計画の自己評価と外部評価
B Do（実施状況の評価）：毎年8月と3月の期末に実施

本構想の実行・経過状況に関する自己評価
C Check（点検評価）：毎年3月に実施

プロジェクト評価学生委員会、プロジェクト評価委員会による本構想の計画と達成度の評価
D Act（改善評価）：毎年3月に実施

点検評価の結果に基づく改善状況の学生と外部委員の評価

プロジェクト評価体制
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平成24年度の主な取り組み

１．国際交流センター（東京）を中心とした語学学習・留学支援スペースの整備
２．昭和ボストンでの海外進学・留学サポート環境の整備
３．ボストン近郊大学等との多文化協働プロジェクトの企画提携
４．昭和ボストンでの「グローバル人材育成」をテーマとしたシンポジウムを開催
５．平成25年度入学生が卒業する平成28年までを見通した事業の企画実施の行程整備と準備


