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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

 北海道大学は、長い歴史の中で培われてきた「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人教育」

そして「実学の重視」の四つを基本理念として掲げている。これを承けて、本学は、第二期中期目標・中

期計画において、教育研究の世界的拠点大学としての役割を着実に果たすために、①世界水準の人材育成

システムの確立、②世界に開かれた大学の実現、③世界水準の知の創造と活用、④大学経営の基盤強化を

目指し、あらゆる活動を「世界の中の北海道大学」という観点から推進することを明確に述べている。 

 特に、教育の基本的目標として、豊かな人間性と高い知性を兼ね備え、広い教養を身につけた人間の育

成を目的とする「全人教育」と、多様な世界にその精神を開く「国際性の涵養」という理念を具現化する

ために、 

（１）国際的通用性をもった教育課程を整備すること、 

（２）大学院課程においては高度な専門性と高い倫理観をもって社会に貢献しうる指導的・中核的な人材

を育成すること、 

（３）学士課程においては地球市民としての資質を涵養する教養教育を一層充実させること、 

を謳っている。 

 本構想では、このような基本理念と目標を具体化するために、前人未踏の分野を果敢に切り拓く「フロ

ンティア精神」と問題を見出し解決策を追求する「実学の重視」の精神をバックボーンとして、外国語を

縦横に駆使して異なる文化の優れた諸点を融合する柔軟性および急速に変貌する世界情勢の中で生き抜く

たくましいリーダーシップを兼ね備えた人材を様々な分野にわたって輩出するために、既存の教養教育・

専門教育と並行して、新たな教育プログラムとしての「新渡戸カレッジ」を創設する。 

 
≪構想の目的≫ 

 「新渡戸カレッジ」とは、札幌農学校二期生であり、国際連盟事務局次長であった新渡戸稲造にちなん

だ、①特別教育プログラムであり、また②人材育成ネットワーク形成プログラムである。 

「新渡戸カレッジ」は、全 12学部の学生（入学定員 2500名）の中から選抜された 200名を「国際社会の

中で日本人としての自覚をもって生き抜くリーダー」として育成することを目的としている。 

それは、リーダーとしての資質を育成するための「新渡戸カリキュラム」と学生・教員・社会人の国際

的な人脈ネットワーク「新渡戸ネット」からなる。 

「新渡戸カリキュラム」は、学生に海外留学を義務付け、①英語力の強化を含む国際コミュニケーショ

ン力の育成、②日本人としての自覚を持って、国際社会の中で自己のなすべき課題を設定し、責任感をも

って活動する能力の育成、③多様な文化的背景と価値観をもつ人々と共に課題を解決する能力の育成、を

行うための教育課程である。新渡戸カリキュラムの一部は、他大学の学生にも開放される。 

「新渡戸カレッジ」は、北海道大学と本学同窓会が緊密に連携して教育に参与することを特色とする。

これを可能にするのが、「新渡戸ネット」であり、同窓会を懸け橋として、大学と実社会をつなぐ新たな仕

組みである。「新渡戸ネット」は、大学と国内外で活躍している先輩社会人の間で組織的・制度的なコミュ

ニケーションの場を形成し、「新渡戸カレッジ」修了生が、将来にわたって「新渡戸カレッジ」を学びあい

の場として活用すると同時に、カリキュラム等の不断の改革に協力し、後輩の学生にキャリアデザインに

必要な様々な情報と知見を提供する。 

 本構想は、以上のような特徴的な教育プログラムの開発および大学と社会を結ぶ新たな教育システムを

構築することによって、国際社会で活動するリーダーを育成するとともに、「新渡戸カレッジ」設立を機に、

カリキュラムの英語化、教員の国際化、事務組織の国際対応力の向上等、北海道大学全体の国際化を進展

させるものでり、日本の高等教育の国際化を先導する取り組みである。 
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

「国際性の涵養」は新渡戸稲造の言である。欧米諸国に対して、日本と日本人の精神基盤と真髄を広く

知らしめ、国際連盟事務局次長として紛争の解決に尽し、国際人教育に尽力した新渡戸の精神は、本学の

教育の源流である。本構想は、(1)この伝統を受け継ぎ、発展させつつ、(2)転換をはかるものである。 

 

（１）これまでの伝統を継承し、発展させる～グローバル時代の「全人教育」～ 

①自己省察の時を提供し、キャリアデザインを助ける仕組み 

現在までの取組：入学時に専門を特定しない「総合入試制度」の導入によって、学生に自己省察の時

を提供している。加えて、「アカデミック・サポートセンター」によって、学生がキャリアデザイン

を描く手助けをしている。 

本構想での発展：本学同窓会と連携・協力によって、学外の社会経験を「制度的に」教育に導入し、

学生のキャリアデザインをより具体的、実践的なものとする。これを実現する手段の一つとして、「新

渡戸カレッジ」のクラスすべてに社会人のメンターを置く。 

②「フロンティア精神」を育み「実学重視」の伝統を受け継ぐ少人数教育 

現在までの取組：定員 20 名の「フレッシュマン・セミナー」によって、双方向型アクティブラーニ

ングが実施され、練習船への乗船訓練や研究農場でのフィールド実習など、チームワークとリーダ

ーシップの重要性を体得させる教育を実施している。 

本構想での発展：体験型の「フレッシュマン・セミナー」（練習船への乗船訓練等）をさらに拡充・

拡大し（流氷研究、火山観測、森林演習等）、カレッジ生に受講を義務付ける。 

③現代社会が直面する課題を考察し、問題解決能力を育む「総合科目」 

現在までの取組：世界の直面する課題を「環境と人間」「健康と社会」「人間と文化」に分け、複数の

教員が、異なる角度より解決への方法論と学問的展望を提示し、教育している。 

本構想での発展：多文化状況で、外国人とともに課題を解決する技法を教育する「多文化交流科目」

を新設し、カレッジ生に限定して受講させる。 

④実践的な外国語教育 

現在までの取組：初年次の英語の授業では発信に重点を置き、学生にアカデミック・ライティングや

プレゼンテーションの基本を習得させ、評価は主としてTOEFLの成績で行っている。 

本構想での発展：「留学支援英語」を新設し、ネイティブの少人数クラスで、英語によるディベート、

プレゼンテーションの技能を集中的に強化する。また、TOEFLによる成績評価を徹底し、TOEFLiBT80

点相当以上をカレッジ生の最低要件とする。 

 ⑤教育の国際標準化の推進 

現在までの取組：全学的な教学管理として、GPAの導入、単位実質化と学習時間の確保のための履修

上限枠の設定、成績管理の厳格化（成績評価ガイドラインの導入）、一部の科目におけるナンバリン

グの導入、授業を補佐するTAの拡大、成績分布の公表、シラバスの質的向上、学生による授業評価

の実施など、教育環境の国際標準化に向けた整備を行ってきた。 

本構想での発展：GPAを「カレッジ」の卒業要件に含めるとともに、ナンバリングを全学で完全実施

し、海外大学との単位互換性を促進するため単位認定の国際標準化を推進する。英語話者教員団

（CEPU）の設立と英語授業FDの強化により、学部段階での、英語で提供される講義を飛躍的に増大

させる。 

 

（2）これまでの取組からの転換～国際社会のリーダーの「意識的」育成：～ 

現在までの前提：札幌農学校以来、本学では、卒業生全員が日本のリーダーたることを自明の前提と

した教育を実施してきた。事実、鈴木章本学名誉教授に代表されるように、顕著な成果も挙げてい

る。しかし、「国際的リーダー」を十分輩出しているかと問われれば、まだ不十分であると答えざる

を得ない。 

本構想での転換：「新渡戸カレッジ」構想は、「才能そのものを分節化し、その育成に直接的・積極的

に関与し、リーダーを『意識的に』育成する」というものである。入学生約 2500人の中から 200名
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を選抜し、「エリート教育」を施すという取組みを通じて、北海道大学の教育全体をグローバル化す

るというのが本構想による挑戦である。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

「グローバル人材」とは、国際事情に通じ、英語に堪能な人材と言うだけにとどまらない。「新渡戸カ

レッジ」が育成する「グローバル人材」とは、国際社会の中で日本及び日本人としての自らの位置を認識

し、他者の立場にも配慮しつつ、情熱と責任をもって、自己の設定した課題を遂行する人間である。それ

は、以下の三つの技能、能力、資質を有する人材である。 

 

（1）求められる技能～グローバルなコミュニケーションツールとしての英語力 

英語が、非英語圏でも非英語母語話者同士のコミュニケーションを図るグローバル言語となった以上、

高度な英語力は国際社会で生き抜くリーダーに不可欠な技能となった。「新渡戸カレッジ」では、無論、

英語以外の外国語の修得をも奨励するが、それ以上に、英語により十分に議論できる技能の修得を後押し

する。 
（2）求められる能力～グローバル時代の課題解決力 

一般にリーダーには、社会の現実を理解し（現状認識）、現実の中に将来の萌芽を読み取り（理想設定）、

理想実現への具体的方策を提示し（政策立案）、政策実現に向け人々を説得し、組織を動かすこと（説得

力、組織牽引力）により、課題を解決する力が求められる。北海道大学でも、論理的思考を育む「主題別

科目」や、問題解決能力を育む「総合科目」などによって、これらの能力を育成してきた。しかし、今日

のグローバル時代においては、とりわけ説得力と組織牽引力の獲得が重要になっている。国際社会の多文

化状況の中で、価値観の異なる人々の理解を得て、組織を牽引していくためには、多様な文化・価値観を

尊重し、チームワークを重視しながら、リーダーシップを発揮できるようにするための特別な教育が必要

とされている。 

（3）求められる資質～国際社会の中での日本人としての自己省察力と責任感 

グローバル時代のリーダーには、変転する社会環境、自然環境の中で、国際情勢や日本人としての自己

の位置を認識し、自己の設定した課題に向かって情熱をもって活動する人材が求められている。しかし、

今までの自分の人生観や常識が通用しない環境の中で、日本人としての自覚を持ちつつ、人々と協働して

いくことは容易なことではない。「新渡戸カレッジ」が「キャリア・デザイン」を描く力の育成を一つの

柱に据える理由もここにある。自己省察の結果、自己のキャリア・デザインが描けてこそ人は情熱をもっ

て行動することができるし、高い倫理意識と責任感も生じる。 

以上の技能、能力、資質が、「グローバル人材推進会議」が提言した「グローバル人材としての三要素」

と重なっていることはいうまでもない。 
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

≪新渡戸カレッジの育成する人材の具体像≫ 

新渡戸カレッジが育成する人材は、「国際社会の中で日本及び日本人としての自らの位置を認識し、自己

の課題を設定し、情熱と責任を持ってそれを遂行する人間」と述べたが、カレッジ修了後の目標とする具

体像を示せば、「グローバル企業、国際機関、研究機関、教育機関において、それぞれの専門において、国

際的な知識人と英語で不自由なく討議でき、（下記の項目の(1)英語力に相当）、その分野にふさわしい国際

的ネットワークを形成し、そのリーダーとして人々を牽引し、また日本人としての自己の活動の成果を発

信し、日本と国際社会が直面する社会問題、環境問題等の解決に貢献できる人材（(2)課題解決力及び(3)

日本人としての自己省察力と責任感）」である。これらの基盤となる具体的技能、能力、資質を次のように

育成する。先述したように「新渡戸カレッジ」は「新渡戸カリキュラム」と「新渡戸ネット」から成るが、

両者は相互補完的に上記能力等を育成する。 

 

≪「新渡戸カリキュラム」により育成する技能、能力、資質≫ 

（1）グローバルなコミュニケーションツールとしての英語力 

 入校時 TOEFL-iBT61 点以上相当の学生の英語力を、終了時に、100 点以上（カレッジ生の 10％）、90

点以上（同 30％）及び 80点以上（同 60％）相当まで引き上げるとともに、 

①「留学支援英語」（ネイティブ教師によって実施する少人数クラスの特別コース）を受講し、自らの考

えを英語で相手に効果的に伝える（プレゼンテーションする）ことができるようになるとともに、身

近な話題について英語で議論を進める（ディベートする）ことができるようになる。 

②英語で開講される講義を受講し、専門分野に関する内容を英語で理解できるようになる。 

 ③海外留学を通じて、誰とでも臆することなく英語で対話できるようになる。 
 
（2）グローバル時代の課題解決力 

①体験型「フレッシュマン・セミナー」（「おしょろ丸」乗船訓練、研究農場実習等）を受講し、チーム

ワークやリーダーシップや責任感をもって行動することの重要性を理解する。また、取り組むべき課題

を特定し、課題解決にあたって、チームワークで対応できるようになるとともに、状況に応じてリーダ

ーシップを発揮できるようになる。 

②「多文化交流科目」（多文化・異文化に関する知識・理解の促進を目的とした、外国人留学生と日本人

学生との協同学習）を受講し、多様な背景をもつ留学生との議論等を通じて、異文化間における相互理

解の難しさや対話の重要性を体感するとともに、多様な背景の人々とともに課題を解決する際に必要な

異文化に対する寛容な態度をとることができるようになる。 

 

（3）国際社会の中での日本人としての自己省察力と責任感 

①「ファースト・ステップ・プログラム」（短期海外研修をコアとするプログラム）の受講により、国際

社会で活躍する人々の活動現場訪問及びこれらの人々との対話を通じ、自らの特性や将来を見つめ、

キャリア・デザインを行うことができるようになる。 

②英語による日本文化論、同日本社会論、同日本語教育法等を受講し、日本文化・日本社会の主な特徴

について理解し、海外で日本文化・日本社会についてある程度紹介できるようになる。また、「ファー

スト・ステップ・プログラム」や海外留学の際に現地でこれを実践し、より幅広い内容、テーマにつ

いて紹介できるようになる。 

③ 国際ボランティア」「国際インターンシップ」等の活動を通じ、国際社会において自己の取り組むべ

き課題を設定し、責任をもって活動することの重要性を身をもって体験し、実践できるようになる。 

 

≪「新渡戸ネット」を通じた産学協働により育成する能力≫ 

 同窓会との連携により、社会で活躍する同窓生をメンターとして委嘱し、学内の担任教員と共に産学協

働で学生の勉学・生活上の指導を行うことにより、以下の具体的能力を習得させる。 
① 大学で学ぶことと社会で働くことの意義や関連性を考え、自らのグローバルなキャリア形成を主体的

に考えることができる。 
② 社会と大学との関係及び自らの学習と社会における自身の学修との関連性・必要性を理解し、国際的
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社会環境における自らの将来像を明確化することができる。 
③ 社会の第一線で活躍されている方々との緊密な指導関係を通じ、世代や職業、立場の違いを超えて不

自由なくコミュニケーションをとり、社会・文化の多様性を理解するとともに、社会的責任を踏まえ

た倫理観を形成することができる。 
  

≪学部専門教育を通じて育成する能力≫ 

「新渡戸カレッジ」の学生は、各学部に本籍を置き、各学部の専門教育を受け、それぞれの専門に応じて

進路を決定していく。したがってカレッジは学士課程全体を通じて教育を実施するのであり、専門教育の

国際化なしには十分な成果は上げられない。国際化に向けた専門教育を概括すると以下のとおりである。 

（1）専門教育によって育成する能力 

カレッジ生は（他の学生もまた）、3・4年次の専門教育を経て、以下の専門能力を備える。まず、外国語で行える

ようになる前提として、母語において次の３点が可能な能力を修得する。 

① 自らの卒業論文課題について、国際的文脈からの歴史的かつ文化的背景を日本語で説明できる。 

② 自らの専門分野が、世界の健全な発展に果たし得る機能について考察することができる。 

③ 自らの専門分野の観点から、一国の枠組みにとらわれない批判的視野を基礎に、課題について緻密

な考察、それに基づく活発な議論を行うことができる。 

（2）英語による専門分野の理解力と発信力 

上記（１）に加えて、英語を用いて次の３点が可能な能力を修得する。 

① 自らの専門の専門用語を理解し、英語の論文を理解することができる。 

② 自らの専門の授業もしくは講演を英語で受け、それを理解できる。 

③ 自らの研究について、英語で抄録を書くことができる。 

 学部専門教育を通じて育成する能力は、各部局によって異なるが、これを部局ごとの具体的内容として

その一例を記すと以下の表のように対応することとなる。（番号はカッコ付数字、丸付数字に対応する） 

番号 部局名   具体的内容 

(1)-① 医学部 

保健学科 
他者の気持ちを十分にくみ取れる豊かな人間性と高い倫理観が求められる分野にあっ

て、他国の文化や習慣を理解し受容する柔軟性と同時に、自国の歴史と世界における

自国の位置づけを説明できる能力を養う 

(1)-② 教育学部 「人を学び、人を支え、人を育み、人を創る」という視座に立った実践的教育機能の開

発が世界の健全な持続的発展を実現する上で大きな貢献をし得ることについて揺るぎ

ない確信を得るまでに、その能力を高める。 

(1)-③ 法学部 社会が成り立つうえで基礎となる学問である法学と政治学について、超域的・通時的な

視点を提供する多様な科目を提供することなどを通じて、法学・政治学に関する課題の

解決に貢献できる深い洞察力に基づいて、推論・発信・対話ができるようにする。 

(2)-① 医学部 ECFMG(Educational Commission for Foreign Medical Graduates)受験におい

て合格可能な医学専門用語と英語の理解を目指す。 

(2)-② 経済学部 学生が留学先で単位を取得する 

(2)-③ 薬学部 自身の研究内容について英語で発表できる能力の獲得を目指す。 

 
≪産業界・社会又は大学院への接続を見据えた能力≫ 

学生は、これらの専門能力をもって社会人として職場を起点に高度職業人としてグローバルに活躍するか、大

学院へ進学して研究者としてアカデミアを起点にさらに切磋琢磨するという二つの形で、次のステップへ接続す

る。特に優れた学生は大学院における学修を踏まえた専門的知見を活用することができるようになる。大学は、国

際機関におけるインターンシップ先の確保など、当該学生が更にグローバルに雄飛できるよう環境を整備する。 



9 
（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）      

目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」 

※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。 

全  学 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  100 人 120 人 150 人 200 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  20 人 15 人 15 人 15 人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

151 人 221 人 290 人 360 人 430 人 500 人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 2,613 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   12.1％ 14.6％ 17.4％ 20.1％ 

全
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL-iBT80 相当 100 人（20） 120 人（15） 150 人（15） 200 人（15） 

海外留学経験者数 151 人 221 人 290 人 360 人 430 人 500 人 

 

３ カ 月 未 満 107 人 161 人 214 人 258 人 302 人 346 人 

３カ月～１年 44 人 60 人 75 人 100 人 125 人 150 人 

１ 年 超 0 人 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 

卒業［予定］者数 2,613 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 

目標設定の考え方 
交換留学生（3 ヶ月～1 年未満）を平成 23 年度の４４名から，平成 28 年度に 150 名とする。その他の増は，

SV，海外短期語学研修，ファースト・ステップ・プログラム等の増加による。 

注１）平成２８年度の比率（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。 

注２）「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー

ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。 

注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の

設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。 

（対象：全学（学部）） 

（測定指標・達成水準） 

・英語演習（グローバルディベート）等の実践的語学能力を育成する科目において優又は秀を取得する。 

・体験型一般教育演習において優又は秀を取得する。 

・英語で日本文化等を説明でき、ファースト・ステップ・プログラムに参加する。 

（指標・水準設定の考え方） 

・新渡戸カレッジが育成する人材像に求める能力である、実践的語学力、課題解決力及び日本人としての自己省察力・責任感を身につける

ための授業等において優秀な成績を修めた学生とする。 

（達成する学生数設定の考え方） 

新渡戸カレッジの学生等であって、上述の科目等において達成水準を満たすと考えられる学生数とした。 

全学（学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 50 人 100 人 170 人 260 人 

対象となる学生数（B） 2,560 人 2,560 人 2,560 人 2,560 人 

達成する割合（A/B） 2.0％ 3.9％ 6.6％ 10.2％ 

（対象：文学部） 

（測定指標・達成水準）グローバル人材育成に関連する英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語等の科目において優れた成績（秀および優）

をおさめる。 

（指標・水準設定の考え方）人文・社会科学の分野において英語をはじめとする多様な言語の読解・作文・会話能力を養成する授業への参

加と成績を指標とした。 

(達成する学生数設定の考え方)当該科目で秀および優の成績をおさめる学生数を達成目標とした。  
 

文学部（学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 29 人 29 人 33 人 35 人 

対象となる学生数（B） 1９5人 1９5人 1９5人 1９5人 

達成する割合（A/B） 14.9％ 14.9％ 16.9％ 17.9％ 

（対象：文学研究科） 

（測定指標・達成水準）グローバル人材育成に関連する英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語等の科目において優れた成績（秀および優）

をおさめる。 

（指標・水準設定の考え方）人文・社会科学の分野において英語をはじめとする多様な言語の読解・作文・会話能力を養成する授業への参

加と成績を指標とした。 

(達成する学生数設定の考え方) 当該科目で秀および優の成績をおさめる学生数を達成目標とした。 

 
文学研究科（修士） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 14 人 15 人 16 人 17 人 

対象となる学生数（B） 90 人 90 人 90 人 90 人 

達成する割合（A/B） 15.6％ 16.7％ 17.8％ 18.9％ 

（対象：教育学部） 

（測定指標・達成水準）海外留学体験 30%以上及び大学院に進学した者の人数 

（指標・水準設定の考え方）少なくとも 1 週間の単位取得を伴う海外留学体験及び国際公務員に求められる専門性を修得し、他大学院を含

む大学院に進学した者の数 

（達成する学生数設定の考え方）組織的に推進しているプログラムによって 25%の達成は今年度に達成可能、今後の追加的展開と、学生が

主体的に留学を目指す数を加味すれば 40%の達成は可能である。50%は挑戦的目標である。 

 

 

 
教育学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 16 人 20 人 25 人 30 人 

対象となる学生数（B） 60 人 ６0人 ６0人 ６0人 

達成する割合（A/B） 2６.７％ 33.３％ 4１.７％ 50.0％ 
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（対象：法学部） 

（測定指標・達成水準）本学部が開設する科目（「特殊講義 グローバル化社会における法と政治（仮）（連続講演会の形態で開講）」「専門外

国語」「外国語応用演習」等）で一定以上の成績を取得する、留学経験を単位認定する、外国語能力試験のスコアを評価するなどの方法が考

えられる。 

（指標・水準設定の考え方）英語以外の外国語をも尊重する観点から、TOEFLiBTなどの英語能力試験のみを指標とすることはできないと考

える。 

（達成する学生数設定の考え方）仮に留学経験者を達成学生数としてカウントするのであれば、現時点で 5％前後は確保されている。とは

いえ、昨今の就職環境の厳しさや、専門職大学院（法科大学院・公共政策大学院）との接続を鑑みれば、おおむね現時点での達成人数の２

倍を最終年度の目標として設定することが現実的である。 

法学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 1３人 1６人 ２０人 ２３人 

対象となる学生数（B） 2２0人 2２0人 2２0人 2２0人 

達成する割合（A/B） 5.9％ 7.3％ 9.1％ 10.5％ 

（対象：経済学部） 

（測定指標・達成水準）経済学分野でのグローバル人材育成関連科目（「交換留学単位互換科目」「Japanese Economy」「(経済学部教員によ

る)英語演習中級」「外国書講読」「国際経済学」「開発経済学」「国際協力論」「英語経済経営特論」「演習」等）において優秀な成績を修める。 

（指標・水準設定の考え方）経済学教員がグローバル人材を育成する科目での成績を指標とした。また「演習」成績は、海外留学、ディベ

ート・プレゼン大会、特選論文、英語力ブラッシュアップ・プログラム、語学スコア等、グローバルな課題解決能力・ディベート力の客観

評価を含む。 

（達成する学生数設定の考え方）当該科目で秀および優の成績を修める学生数を考慮した。1年度に 1学年 10%ずつ、4年度で全学年 10%の

学生数を目指す。 

 

 

経済学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ５人 １０人 １４人 １９人 

対象となる学生数（B） １９0人 １９０人 １９0人 １９0人 

達成する割合（A/B） 2.６％ 5.３％ 7.４％ 10.０％ 

（対象：理学部） 

（測定指標・達成水準）目標達成には該当する科目（国際コミュニケーション能力を見るための授業）を用意する。具体的には、各学科の

ゼミ形式授業の中から数科目を能力判定科目に指定し 、成績（予定では数科目を要修得科目として指定し，１つ以上「秀」を修得する事な

ど）により判定する（検討中）。 

（指標・水準設定の考え方）グローバルな人材となるためには英語力はある程度あればよい。英語力以外の資質を重視する。 

（達成する学生数設定の考え方）卒業時に何人の学生が達成できたかで算定する。平成 25年度には単位取得を伴う留学者数は 4年生での留

学のみのため期待できない。 

理学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 1 人 5 人 10 人 15 人 

対象となる学生数（B） 300 人 300 人 300 人 300 人 

達成する割合（A/B） 0.3％ 1.7％ 3.3％ 5.0％ 

（対象：医学部医学科） 

（測定指標・達成水準）学部専門科目（医学英語演習）を通じて英文論文を日本語論文と同様の速度で理解できるようになる 

（指標・水準設定の考え方）英語を母国語とする学生と互角に英語で意見交換ができる 

（達成する学生数設定の考え方）参考となるべき定量的な指標はないが，ＥＣＦＭＧの合格ラインは一つの目安となる。 

医学部医学科 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ５人 ５人 １0人 １0人 

対象となる学生数（B） １１２人 １１２人 １１２人 １１２人 

達成する割合（A/B） 4.５％ 4.５％ ８.９％ ８.９％ 
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（対象：医学部保健学科） 

（測定指標・達成水準）グローバル人材育成関連科目（「国際保健学」、「医療英語コミュニケーション（仮称）」）において優れた成績 

（秀および優）を修める 

（指標・水準設定の考え方）保健科学の分野で国際性を涵養する授業科目への参加と成績をもって指標とした。 

（達成する学生数設定の考え方）当該科目で秀および優の成績をおさめる学生数を考慮した。 

医学部保健学科（学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

対象となる学生数（B） ２００人 ２００人 ２００人 ２００人 

達成する割合（A/B） 15.0％ 15.0％ 15.0％ 15.0％ 

（対象：保健科学院） 

（測定指標・達成水準）  

・大学院共通科目（英語で実施）を選択し優れた成績（秀および優）を修める 

・大学院の海外渡航プログラムへの参加 

（指標・水準設定の考え方）英語で行われる大学院共通科目への参加と成績および海外渡航プログラムへの参加をもって指標とした。 

（達成する学生数設定の考え方）当該科目で秀および優の成績をおさめる学生数および海外渡航プログラムに参加する学生数を考慮した。 

保健科学院（修士） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ４人 ４人 ４人 ４人 

対象となる学生数（B） ２６人 ２６人 ２６人 ２６人 

達成する割合（A/B） 15.4％ 15.4％ 15.4％ 15.4％ 

（対象：歯学部） 

（測定指標・達成水準）グローバルな人材としての研究者養成コース及び高度臨床医養成コースにおいて，グローバル人材育成関連科目（「歯

科英会話」「基礎医学英語論文購読」「臨床歯科医学英語論文購読」（仮称））において優れた成績（秀及び優）を納める。 

（指標・水準設定の考え方）グローバルな人材養成において，学部段階での必須習得科目として上記の指標と達成水準とした。なお，大学

院歯学研究科では現在英語での授業科目を 3科目（各 1単位）開講しているが，将来英語のみで必要な単位を取得できるよう，拡大してい

く方針である。学部においてグローバル人材育成関連科目を履修した学生は，これをベースに，大学院に進学して優れたグローバル人材と

なるよう推奨していく。 

（達成する学生数設定の考え方）研究者養成コース，高度臨床医養成コースとも 2年生から開始し，各学年 10名ずつ．歯学部は歯科医師国

家試験に合格して一般歯科医師となる人材も必要であることから，各学年 10名とした．平成 25年度については、全学教育演習における教

育の一部として、異文化理解を深める教育を実施することから、当該科目において優又は秀を取得すると考えられる学生数とする。 

歯学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ８人 20 人 20 人 20 人 

対象となる学生数（B） 53 人 53 人 53 人 53 人 

達成する割合（A/B） 15.1％ 37.7％ 37.7％ 37.7％ 

（対象：薬学部） 

（測定指標・達成水準）「薬学英語」において優れた成績（秀及び優）を修める 

（指標・水準設定の考え方）薬学分野での国際性を涵養する授業科目の受講と成績をもって指標とした 

（達成する学生数設定の考え方）当該科目で秀及び優の成績を修める学生数を考慮した 

薬学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ４０人 ４０人 ４０人 ４０人 

対象となる学生数（B） ８０人 ８０人 ８０人 ８０人 

達成する割合（A/B） 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 
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（対象：工学部） 

（測定指標・達成水準）現行のe3（工学院に設置している英語で修士・博士の学位を修了できるコース）が要求している英語能力

（TOEFL-PBT550，TOEIC680相当）を，学部卒業時に獲得する． 

各コースで開講される英語で開講される「科学技術英語」「技術者倫理」「インターンシップ」に類する科目を履修し，優以上の成績を修め

る．ただし，インターンシップは国際関連の職場で実施するものとする．また，各コースが定める英語で開講される科目（例えば，社会基

盤学コースでは「国際プロジェクト論」）も履修し，優以上の成績を修める．これらの要件は，単位互換交流プログラムに参加し，海外の大

学に 1学期以上滞在し必要な単位を GPAが優相当以上の成績で修得することによって代えることが可能とする． 

（指標・水準設定の考え方）学部卒業後，大学院進学を原則とし，現行の大学院の英語プログラムe3が要求している水準を達成する． 

工学分野で国際性を涵養する授業科目への参加と成績を もって指標とする． 

（達成する学生数設定の考え方）平成 24年度から土木系で国際プログラムが開始され，今後他のコースも導入することを想定し，5年後に

15%が達成することを目標 

 

 
工学部（学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 30 人 54 人 68 人 102 人 

対象となる学生数（B） 680 人 680 人 680 人 680 人 

達成する割合（A/B） 4.４％ 7.9％ 10.0％ 15.0％ 

（対象：工学院） 

（測定指標・達成水準）現行のe3（工学院に設置している英語で修士・博士の学位を修了できるコース）が要求している英語能力

（TOEFL-PBT550，TOEIC680相当）以上を，修士修了時に獲得する 

国際環境のe3において，GPAが優相当以上の成績で修士号を取得し，単位互換交流プログラムもしくは海外インターンシップに参加し海外で

の勉学を体験し，優相当以上の成績を修める． 

（指標・水準設定の考え方）現行の大学院の英語プログラムe3が要求している水準をさらに海外の水準に合わせる 

英語プログラム e3への参加と海外勉学経験により工学分野での国際性の涵養が図れることから，その成績を指標とした． 

（達成する学生数設定の考え方）大学院修士課程学生の 20%が英語プログラムを上記の要件を満たし修了することを想定 

工学院（修士） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 30 人 ３3人 50 人 66 人 

対象となる学生数（B） 326 人 326 人 326 人 326 人 

達成する割合（A/B） 9.2％ 10.1％ 15.3％ 20.2％ 

（対象：農学部） 

（測定指標・達成水準）①卒業時に TOEFL iBTが 80点以上の学生と単位取得を伴う海外留学経験者数の合計/②国内外での国際学会で 1回

以上英語で発表した学生と国際農業研修に 1ヶ月以上参加した学生数の合計 

（指標・水準設定の考え方）上記①: 日常生活での英語能力(TOEFL iBT80 点以上)、②：専門分野での英語能力（学会で英語で発表できる

能力及び国際農業研修に参加できる英語能力） 

（達成する学生数設定の考え方） 同一学年在籍者数の 10％を下限とした。 

農学部（学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 22/22 人 24/26 人 26/28 人 32/32 人 

対象となる学生数（B） 215 人 215 人 215 人 215 人 

達成する割合（A/B） 10.2/10.2％ 11.2/12.1％ 12.1/13.0％ 14.9/14.9％ 

（対象：農学院） 

（測定指標・達成水準）①修了時に TOEFL iBTが 80点以上の学生と単位取得を伴う海外留学経験者数の合計/②国内外での国際学会で 1回

以上英語で発表し、終了後報告会を行った学生、国外の国際学会等参加の際に大学等の研究室を訪問し、研究内容の紹介を行った学生及び

査読のある学術論文に１報以上報告した学生数 

（指標・水準設定の考え方）上記①: 日常生活での英語能力(TOEFL iBT80 点以上)、②：専門分野での英語能力（学会で英語で発表し、終

了後報告会を開催できる英語能力、海外の大学等の研究室を自力で訪問し、研究内容の紹介を行える英語能力及び査読のある学術論文に投

稿できる英語能力） 

（達成する学生数設定の考え方） 同一学年在籍者数の 10％を下限とした。 

 農学院（修士） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 30/30 人 32/33 人 35/35 人 38/38 人 

対象となる学生数（B） 150 人 150 人 150 人 150 人 

達成する割合（A/B） 20.0/20.0％ 21.3/22.0％ 23.3/23.3％ 25.3/25.3％ 
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（対象：獣医学部） 

（測定指標・達成水準）国際性素養の基準となるコミュニケーション能力およびその実用力をはかる。具体的には、（１）１年次から２年次

の段階で TOEFL-PBTスコア 550点以上の学生を全学生の 12.5％、全学生の TOEFL-PBTスコアの平均点を 470点以上とすること、（２）生物科

学演習（２年次から４年次；Problem-based learningと英語演習）において優秀な成績（秀および優）を修めること、および（３）短期（２

週間程度）・長期（１～２か月）海外派遣を経験することを指標とする。以上の学生を全学生の 12.5％以上とする。 

（指標・水準の考え方）本学部が実施している教育は資格取得に重きをおいており、必ずしも TOEFL における高スコアがその有用性には関

連しない。そのため、生物科学で必要な事項を Problem-based learningとそれに伴う英語演習でより実用的な能力として養成し、さらにそ

れを海外における現地教育（2週間以上）で実践的なものとして会得させることを目的に、その達成度を評価する。 

（達成する学生数設定の考え方）特に、TOEFLスコアをクリアすることは容易ではない。これは、専門教育前の総合教育にも依存することが

大きいと考えられる。また、本学部の特徴として多くの学生が海外の事象に深く接しているため、むしろ専門教育を開始してからコミュニ

ケーション能力の必要性を痛感し、自主的な学習に向かうモチベーションが生じる可能性がある。そこに、十分な教育リソースを供給する

ことで、大きな教育効果が期待される。共同獣医学課程全体ではなく、北海道大学所属学生を対象とするため、１学年４０名である。 

獣医学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 3 人 5 人 6 人 6 人 

対象となる学生数（B） 40 人 40 人 40 人 40 人 

達成する割合（A/B） 7.５％ 12.5％ 1５.０％ 1５.0％ 

（対象： 水産学部） 

（測定指標・達成水準）「水産科学技術英語」（仮称）を新設し、優れた成績（秀および優）を修める。 

（指標・水準設定の考え方）水産科学の分野での国際性を涵養する授業科目を新設し、その参加と成績をもって指標とした。 

（達成する学生数設定の考え方）当該科目で秀および優の成績をおさめる学生数を考慮した。 

水産学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） ２人 ５人 １０人 ２０人 

対象となる学生数（B） ２１５人 ２１５人 ２１５人 ２１５人 

達成する割合（A/B） 0.9％ 2.3％ 4.7％ 9.3％ 
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

 

○ 大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

・平成 24年度中に、外国語を用いた授業に関して実施言語でのシラバス記載を徹底する。 

 ・平成 25年度までに優先度の高い学内規程等 90文書を英訳し、これまでに英訳を進めた 168文書と併

せて学内 HPに掲載する。 

・平成 25年度までに、GPA 制度を利用した学修指導（学期 GPA2.0以下の学生に対するクラス担任、学

生委員による学修指導の徹底）を開発する。 

・平成 25年度までに、本学 HPにおいて戦略的な国内外への教育情報の発信を行う。 

・平成 26年度までに、学生による授業評価を全ての学部で実施する。 

・平成 26年度までに、1年次教育においてナンバリング制度を導入し、カリキュラムツリーに基づく体

系的かつ順次性に従った学習制度の整備を実現する。 

・平成 26年度までに、教員への FD活動の一環として、学生の予習・復習活動に配慮した授業方式を確

立し普及させる。 

 ・平成 27年度までに、学科別学位授与の方針（Graduation policy）の策定を進める。さらに年次進行

として、学部専門教育、大学院教育についてもナンバリング制度を実施する。 

・平成 33 年度までに、本学事務職員の 20％程度が英語で外国人留学生や外国人研究者との対応が可能

なレベル（TOEIC700点相当）以上にし、そのうち 3分の 1は TOEIC850点相当以上とする。 

 

○ 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 

・平成 24年度から、留学支援英語クラスの提供を試行的に開始し、平成 25年度から本格的に開始する。 

・平成 25年度から、現在行われている取組の他、産業界からの講師等の派遣を受けた講義を実施する。 

 

○ 教員のグローバル教育力の向上 

 ・平成 24 年度中に、長期採用のみならず、中期や短期の採用条件（学期単位や月単位等）を工夫する

と共に、専門領域、年齢バランス、出身地域バランス等を多角的に考慮した柔軟な採用条件を定める。 

 ・平成 24 年度中に、新渡戸カレッジにおける教育活動の積極性を評価する教育表彰制度である「新渡

戸カレッジ教育研究アウォード」を設置し、外国人教員の活動を後押しする。 

・平成 25 年度までに、外国人教員や海外での教育経験のある日本人教員によるグローバルな人材養成

のための語学訓練、外国語（特に英語）による専門的会話や文書作成、専門的分野の基礎教育などの

骨太な指導体制を整備する。 

 ・平成 26 年度までに新渡戸カレッジにおけるグローバルな人材養成のための特別カリキュラムを充実

させる。 

 

○ 日本人学生の留学を促進するための環境整備 

 ・平成 25 年度までに、留学関連情報を一元的に網羅した HP を拡充整備するとともに、平成 26 年度以

降順次内容を充実させる。 

 ・平成 25年度にラーニング・アグリーメントの学内普及のための検討会を設置。平成 28年度までにす

べての部局においてラーニング・アグリーメントに基づいた海外留学が可能となる体制を整備する。 

 ・平成 25年度から、海外留学者の帰国後を見据えた就職支援セミナーを産業界と連携して実施する。 

 

○ 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 

 ・平成 25年度から、アカデミック・ライティング能力養成のための少人数語学教育を実施する。 

・平成 27年度までに一部の部局において、TOEFL等外部英語検定試験のスコアの入試への活用、入学志

願者の留学体験を評価する入試制度を実施する。 

 

○ 構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

・平成 26年度から他大学で海外留学を目指す学生へ一部のプログラムを開放し、連携実施を開始する。 
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目標設定シート３ 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 
※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。 

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

海外留学者数  （Ａ） 
434 人  

（ 281 人） 

500 人  

（321 人） 

610 人  

（391 人） 

730 人  

（468 人） 

860 人  

（551 人） 

   1,000 人  

（641 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

60 人  

（ 23 人） 

75 人  

（   28 人） 

91 人  

（34 人） 

109 人  

（41 人） 

129 人  

（49 人） 

150 人  

（57 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

108 人  

（ 55 人） 

125 人  

（   64 人） 

153 人  

（78 人） 

183 人  

（93 人） 

215 人  

（109 人） 

250 人  

（127 人） 

学士課程在籍者 
266 人  

（203 人） 

300 人  

（   229 人） 

366 人  

（279 人） 

438 人  

（334 人） 

516 人  

（393 人） 

600 人  

（457 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
2.4％  

（  1.6％） 

2.8％  

（     1.8％） 

3.4％  

（     2.2％） 

4.1％  

（    2.6％） 

4.9％  

（     3.1％） 

5.6％  

（   3.5％） 

目標設定の考え方 

交換留学生（3 ヶ月～1 年未満）を平成 23 年度の 50 名から，平成 28 年度に 150 名とする。その他の増は，

SV，海外短期語学研修，ファースト・ステップ・プログラム等の増加による。 

注１）各年度における 4月 1日から 3月 31日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。）に派遣される日本人学生数を

記載する。 

 

【平成 23 年度実績の内訳】 

平成23年度実績内訳 ３ヶ月未満 ３ヶ月以上１年未満 １年以上 合 計 

海外留学者数  （Ａ） 
367 人  

（227 人） 

62 人  

（ 52 人） 

5 人  

（   2 人） 

434 人  

（281 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

51 人  

（ 19 人） 

8 人  

（  4 人） 

1 人  

（  0 人） 

60 人  

（ 23 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

101 人  

（ 50 人） 

6 人  

（  4 人） 

1 人  

（  1 人） 

108 人  

（ 55 人） 

学士課程在籍者 
215 人  

（158 人） 

48 人  

（ 44 人） 

3 人  

（   1 人） 

266 人  

（203 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
2.1％  

（  1.2％） 

0.3％  

（  0.3％） 

0.0％  

（  0.0％） 

2.4％  

（  1.6％） 
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 
（H24.5.1） 

平成２５年度 
（H2５.5.1） 

平成２６年度 
（H2６.5.1） 

平成２７年度 
（H2７.5.1） 

平成２８年度 
（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
1,400 人  

（ 141 人） 

1,610 人  

（ 162 人） 

1,750 人  

（ 176 人） 

1,890 人  

（ 190 人） 

1,932 人  

（  195 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

602 人  

（  4 人） 

692 人  

（  5 人） 

747 人  

（  5 人） 

803 人  

（  6 人） 

811 人  

（  6 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

424 人  

（  1 人） 

488 人  

（  2 人） 

525 人  

（  2 人） 

562 人  

（  2 人） 

567 人  

（  2 人） 

学士課程在籍者 
111 人  

（  0 人） 

128 人  

（  0 人） 

150 人  

（  0 人） 

170 人  

（  0 人） 

190 人  

（  0 人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等） 

263 人  

（136 人） 

302 人  

（155 人） 

328 人  

（169 人） 

355 人  

（182 人） 

364 人  

（187 人） 

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者   （Ｂ） 

1,347 人  

（ 141 人） 

1,549 人  

（ 162 人） 

1,683 人  

（ 176 人） 

1,820 人  

（ 190 人） 

1,858 人  

（ 195 人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
7.9％  

（   0.8％） 

9.1％  

（   0.9％） 

9.9％  

（  1.0％） 

10.7％  

（  1.1％） 

10.9％  

（  1.1％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
7.6％  

（  0.8％） 

8.7％  

（  0.9％） 

9.5％  

（  1.0％） 

10.3％  

（  1.1％） 

10.5％  

（  1.1％） 

目標設定の考え方 
３年後（第２期中期目標終了時）までに，全学生数の１割を外国人留学生が占めるように留学生数の受入れ増

を進める。 

注１）留学生数の計上に当たっては、「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入

れている者 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。 

 

【平成 2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ 中国 776 人  754 人  

２ 韓国・朝鮮 171 人  151 人  

３ インドネシア 55 人  54 人  

４ 台湾 40 人  39 人  

５ バングラデシュ 36 人  36 人  

６ タイ 31 人  29 人  

７ マレーシア 24 人  24 人  

８ インド 21 人  21 人  

９ ロシア 20 人  17 人  

１０ アメリカ 18 人  17 人  

その他 フィリピン等 208 人  205 人  

合 計  1,400 人  1,347 人  
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 

 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 

授業数（Ａ） 
317 回  396 回  475 回  554 回  634 回  

全授業数（Ｂ） 5,812 回  5,812 回  5,812 回  5,812 回  5,812 回  

割  合（Ａ／Ｂ） 5.5％  6.8％  8.2％  9.5％  10.9％  

目標設定の考え方 

大学院における英語によるプログラムの増加や，日本語力を問わず入学できる学士課程である現代日本

学プログラム課程（仮）の導入に伴う国際交流科目を中心とした英語による授業の拡充を図り，４年後

には外国語による授業の実施が平成２４年度の２倍となり全授業数の１割を超える。 

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国人教員等（Ａ） 650 人  713 人  716 人  772 人  843 人  

 うち外国人教員 83 人  86 人  89 人  90 人  91 人  

総教員数（Ｂ） 2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 27.6％  30.3％  30.4％  32.8％  35.8％  

目標設定の考え方 

定年退職後引き続き特任教員（再雇用）に雇用され，任期満了により退職した者の後任者を，国外の大

学で学位を取得した教員または，外国で通算１年以上教育研究に従事した日本人教員とすること及び外

国人教員を増員する施策の実施等により増加を図る。 

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

教員のうち博士号 

取得者数（Ａ） 
2,052 人  2,057 人  2,057 人  2,067 人  2,079 人  

総教員数（Ｂ） 2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 87.1％  87.3％  87.3％  87.8％  88.3％  

目標設定の考え方 

博士号（外国における相当学位を含む）未取得者のうち，定年退職後引き続き特任教員（再雇用）に雇

用され，任期満了により退職した者の後任者を博士号（外国における相当学位を含む）取得者とする。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  17,718 人  

総教員数（Ｂ） 2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  2,355 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  

目標設定の考え方 

運営費交付金が減少傾向にある中で、学生数及び教員数ともに現状を維持し、教育の質を担保する指標

の一つであるＳ/Ｔ比は平成２４年度と同等とする。 
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード TOEIC700 点（括弧内は 850 点） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー

ドを満たす事務系職
員数（Ａ） 

45 人（15人）  60 人(20人)  75 人(25人)  90 人(30人)  105 人(35人)  

事務系職員総数（Ｂ） 859 人  859 人  859 人  859 人  859 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 5.2％（1.7%）  7.0％(2.3%)  8.7％(2.9%)  10.5％(3.5%)  12.2％(4.1%)  

目標設定の考え方 

10 年後（第 3 期中期目標終了時）を目処に、事務職員 157 人（図書系を含む事務職員の 20%）程

度について、留学生との対応が可能なレベル（TOEIC700 点レベル）の英語力を備え、そのうち３分

の１は国際関係の専門的業務を行えるレベル（TOEIC850 点レベル）を備える。 

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）」を記載。 

注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）」を記載。 
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様式 

（本構想における取組内容） 
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様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

取組内容① 大学のグローバル化の推進 
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。 

【現状】 

○第二期中期目標及び国際本部の設置 

・北海道大学は、第二期中期目標においてグローバ

ル化をひとつの重点項目に掲げている。具体的には、

(a)「教育の国際的通用性を向上させ、学生の国際的

流動性を高める」ことや(b)「多様な形態で留学生を

受け入れ、留学生数を学生総数の 10％を目標に増加

させる」ことなどを掲げている。 

 

・これらを推進するため、学内の国際業務に関わる

部署を統合して平成 22年度に国際本部を設置し、推

進体制を強化した。 

 

・具体的な取組としては、これまでに、(a)について

は、英語のみで学位が取得できる大学院プログラム

の充実（現在 9プログラム開設）、ダブルディグリー

の締結推進（これまでに 6件締結）、GPA制度の導入、

などを行い、成果を挙げている。また、(b)について

は、海外オフィスの増設（これまでの北京に加え、

第二期中期目標期間に入ってソウル、ヘルシンキ、

ルサカに新設）、独自の奨学金の提供、受入環境の整

備（宿舎の増設、留学生サポートデスクや英語対応

可能なカウンセラーの配置、規程等の英文化推進な

ど）などを行ってきた。 

 

・平成 23年度には、国際本部が中心となり、企画経

営室、教育改革室の代表者等を含むグローバル化推

進のためのタスクフォースを設置し、グローバル化

の更なる推進策を検討した結果、第一に、英語によ

る授業中心で学士号が取得できる現代日本学プログ

ラムの創設、第二に、英語による授業の拡大や、日

本人学生と外国人学生との交流の制度的保証等を含

む「バイリンガル・キャンパス」の推進、そして、

第三に、主として学部学生のグローバル化対応能力

の育成を目的とした「新渡戸カレッジ」の設置、の

３つを基本構想として、グローバル化を進めていく

こととした。 

 

 

【本構想における展開】 

○３つの基本構想 

北海道大学は、グローバル化の推進のため、現在、

以下に記す三つの基本構想の実現に取り組んでい

る。 

○現代日本学プログラム 

第一は、「現代日本学プログラム」設置構想である。 

これは、文系の 4学部等が共同で、留学生のための

新しい学部教育課程を設立する構想である。英語話

者で、日本語力がない留学生を、国際 AO入試で入学

させ、集中的な日本語教育と英語による講義の提供

により、4 年間で、日本社会に定着できる人材を育

成するというものである。平成 27年度の開設に向け

て、準備を進めている。 

○バイリンガル・キャンパス推進構想 

第二は、「バイリンガル・キャンパス」推進構想で

ある。従来、ともすれば別々に行われてきた「外国

人留学生受入れ」と、「日本人学生留学支援」の二つ

を有機的に結合し、キャンパスの国際化を推進しよ

うとするものである。取組は多岐にわたるが、主な

ものとしては、①英語による授業の拡大（「基礎科目

の英語化、英語による専門科目の拡充等」、②日本人

学生と外国人留学生との交流の制度的保証（「多文化

交流科目」の新設等）、③留学生の日本定着促進プロ

グラムの実施（「ビジネス日本語」の提供等）、があ

げられる。 

○新渡戸カレッジ構想 

第三は、本申請の中核となる、「新渡戸カレッジ」

構想である。上記二つの構想が、軽重の差はあれ、

いずれも左記の第二期中期目標における(a)「教育の

国際的通用性を向上させ、学生の国際的流動性を高

める」と(b) 「多様な形態で留学生を受け入れ、留

学生数を学生総数の１０％を目標に増加させる」の

双方を念頭におきながら留学生の受け入れに重点を

置いた構想であるのに対し、「新渡戸カレッジ」構想

は、日本人学生の国際的流動性の向上に重点を置い

たものである。特に、これまで、一部の熱心な教職

員の努力に負ってきた日本人学生の留学促進、さら

にはグローバル対応能力の育成に、全学的・体系的

に取り組みつつ、同時に、大学のグローバル対応シ

ステム改革を行うもうとするところに特徴がある。 

このように、本構想は、本学のグローバル化推進

に向けての総合的戦略の中の最も重要な柱のひとつ

と位置づけて実施するものである。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 

○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の

実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

○全学的教学マネジメント 

総長と教育担当理事のもとに組織された教育

改革室において、全学的な教育の質的向上につい

て取り組んでいる。また、平成 22 年度より全学

的な教育体制の整備改善を目的として、高等教育

機能開発総合センターを改編し、新たに高等教育

推進機構を発足させた。本機構は、本学の教育体

制の維持管理、教育改革の実質を担っている。 

 

○シラバスの充実、多言語化 

シラバスの充実や多言語化に関しては、全学的な

整備・改善に努めている。従来のシラバス項目の中

に、「準備学習」の項目を追加し、予習活動の充実を

図っている。また、シラバスコンクールを実施し、

優れたシラバス例の周知等を通じて教育の質の改善

を進めている。シラバスの各項目には英語表記を併

記することで、留学生等への配慮を図っている。 

1年次カリキュラムに関しては、平成 23年度の総

合入試導入により、各学部別ではなく、全学的な「文

系」及び「理系」統一カリキュラム体制を実現した。 

 

○ナンバリングの推進 

既に英語による学部生向けの授業である「国際交

流科目」や理学部の一部の学科等において導入済み

であり、今後体系的なカリキュラムの一層の整備を

図っている。 

 

○ＧＰＡ制度を通じた成績評価の厳格化、履修上限

単位設定制の導入 

GPA制度に関しては、平成 17 年度より導入済みで

ある。また、成績評価の異議申し立て制度の導入（平

成 21年度より）やGPAに基づいた学科分属や奨学金

制度の拡充を実施している。そのほか、履修上限単

位数の設定制度は平成 18年度より導入済みである。

これに伴い、自由設計科目制度を平成 21年度より導

入した。このような学修制度改革の結果、導入年の

平成 17 年度では、入学 1 年次の通算GPAの平均が

2.23であったものが、平成 22年度には 2.39と顕著

な上昇を示している。 

また、平成 23年度より新たな入試制度「総合入試」

とそれに伴う 1年次の教育基盤体制「総合教育部」

を発足させた。この制度改革により平成 23年度の通

算 GPAは 2.45とさらに上昇してきている。 

 

【本構想における取組】 

○全学的教学マネジメント 

 「新渡戸カレッジ」を運営する全学組織として、

「新渡戸カレッジ運営委員会」（仮称）を設け、その

下に、教育課程の国際通用性向上を担当する部会を

置いて、高等教育推進機構と連携しつつ、以下に記

す事項を推進する。 

 

○シラバスの充実、多言語化 

これまでの対応を発展させるため、本構想では英

語またはその他の外国語を用いた授業に関しては、

従来の英語による記入項目の表記に加え、実施言語

でのシラバス記載を徹底し、全学的にシラバスの外

国人留学生対応度を向上させる。 

 

○ナンバリングの推進 

これまで一部の部局において実施されていた科目

ナンバリング制度を全学的に整備するため、本構想

では、平成 26年度までに 1年次教育においてナンバ

リング制度を導入し、カリキュラムマップに基づく

体系的かつ順次性に従った学習制度の整備を実現す

る。さらに年次進行として、平成 27年度までに学部

専門教育、大学院教育についてもナンバリング制度

を実施し、全学的なカリキュラム整備を実現する。

上記と並行して、学科別学位授与の方針（Graduation 

policy）の策定を進める。 

 

○ＧＰＡ制度を通じた成績評価の厳格化 

これまでの本学の取組によって GPA 制度はほぼ確

立したので、本構想では、これを利用した学修指導

開発・改善を進める。具体的には、学期 GPA2.0以下

の学生に対するクラス担任、学生委員による学修指

導を徹底させる。 

 平成 23年度より総合入試（文系や理系の総合入試

枠で受験し、本人の希望と 1年次の成績によって学

部に移行できるシステム）入学者は 1年次終了後、

成績に基づいた学部学科移行を実施している。ここ

では「移行点」（算入する授業科目を限定した GPA）

を用いているが、この移行システムの検討と改善を

進めることで、学修効果の徹底を図る。 

 

○学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立

これまで導入してきた履修上限単位設定制度によ

り、学生には予習・復習の必要性が認識されており、

単位の実質化が進められてきている。本構想では、
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○学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立 

上記 GPA制度や履修上限単位数の設定等の措置に

より、自習時間が平成 18年度の 0.93時間/科目から

1.22時間/科目（平成 22年度）に増加している。こ

のように本学では全学的な教育制度改革による「単

位の実質化」が着実に進んでいる。 

 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの

課題解決型の能動的学修の推進 

・北海道大学では全学教育（教養教育）の一環とし

て 1990 年代から少人数教育（1クラス 20人程度）

による双方向型授業（一般教育演習：フレッシュマ

ンセミナー）を行っている。毎年およそ 145クラス

を開講し、1 年次学生全員が参加できる。大学への

導入教育がその目的であるが、グループ学習など，

少人数で自律的に学習させるアクティブ・ラーニン

グの手法が取り入れられており、課題発見・解決の

能力やリーダーシップの涵養に役立っている。 

 

・一般教育演習の中でも、自然の中で学習するフィ

ールド体験型学習は 10年余の歴史がある。特に練習

船、牧場などでは、個人の行為が常に怪我や人命に

関わるので，緊張感があり、1 週間の集中講義で学

生が変わる。具体的にはグループの一員としての役

割を果たすとともに、リーダーとしての責任感を参

加者全員が身につけることができる。 

 

・1998年から実施している北大の全学 FD（ワークシ

ョップ）には、グループ学習の手法が取り入れられ、

新任教員はグループ学習の運用方法を習得してき

た。修了した教員は 550 名を超え、全学の教員の 4

分の 1に及ぶ。1998 年から実施している TA 研修で

もグループ学習が取り入れられ、その修了者は 2000

名を超えている。このため、本学では初年次教育か

ら大学院まで幅広い学習にグループ学習が取り入れ

られている。このアクティブ・ラーニングによる学

習の広がりの大きさは、他大学にはないものである。 

 

○留学を促進する学期制度の改革 

本学では、教育改革室のもとに「4 学期制検討ワ

ーキンググループ WG」を設け、留学を促進する学期

制度の改善に取り組んできた。短期の留学が夏季休

業時であることを考えると、1 学期の授業終了時期

を前倒しにすることで、留学機会が高まる。そこで、

平成 24 年度より、全学教育 1 学期の一部授業に 6

講時を設けることにより、1～2週間程度、学期授業

終了を早め、海外大学と夏期休暇時期を近づけるこ

とにより留学をしやすい環境を整えた。 

この自学自習の一層の充実を図るため、教員への FD

活動の一環として、履修者の予習・復習活動を配慮

した授業方式の確立とその普及を徹底させる。 

上記の取り組みを並行して進めることで、本構想

において、教育の質の改善、単位の実質化をさらに

進め、国際的な水準に近づける。 

 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの

課題解決型の能動的学修の推進 

・本取り組みの対象者に実施するすべての講義は、

アクティブ・ラーニングを取り入れた授業になる。

すなわち、双方向授業やアクティブ・ラーニングの

考え方を取り入れた、グループ学習やディベートが

ベースになる。さらに、講義の補助教材としてクリ

ッカーや e-ラーニングを活用する。本格的なグルー

プ学習を導入するために、訓練された GSI (Graduate 

Student Instructor)を活用する。 

 

・リーダー養成の目的を達成するために、フィール

ド体験型学習を大幅に取り込む。練習船、牧場など

の演習科目を本取組のために、さらに拡大して実施

する。フィールド体験型学習の中でも特に練習船等

における演習は、組織（チーム）の一員としての責

任感を身につけることができる課題解決型の能動的

学修を推進するプログラムで、課題解決能力の育成

やリーダー養成に効果的である。 

 

・上記 2点を実現するには、専門の教員ならびに GSI

の育成が要請される。本学の長年にわたる全学 FD、

TA研修会、PFF授業（大学院生のための大学教員養

成講座）の経験をもとに、それらの教員ならびに GSI

のための研修を企画し実施する。この種のグループ

学習の指導方法を学ぶ研修を受けなければ、教員も

GSI も本取り組みに参加することはできない。研修

の企画・実施の役割は、本構想のために新たに設置

されるティーチング・サポートセンターが、高等教

育推進機構高等教育研究部の教員と協力しながら担

う。 

 

○留学を促進する学期制度の改革 

いわゆる「秋入学」制度について検討するため、

既存の「4学期制検討 WG」を発展させた「教育シ

ステムの在り方検討 WG」を平成 24 年度に発足さ

せた。本構想では、国際化に対応した教育システ

ムのあり方について多角的な検討を加え、改革を

推進する。 

 



24 
（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）      

 
取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 

○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい

て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

【これまでの取組】 

 

○本学ＨＰにおける情報発信 

・学生に関する基本的な情報、外国人教員数、海外

の大学との交流状況、外部資金の獲得状況などにつ

いては、本学の HP や広報誌等を中心に公開されて

いる。 
教育課程とその水準に関しては、学生の履修登録

オンラインシステムを整備し、実行教育課程表、シ

ラバス及び時間割の閲覧が容易に可能となっている

とともに、過去の各科目の履修者数や成績評価の状

況を検索して参照することが可能である。特に成績

評価に関しては、GPA 制度や履修上限単位数設定

（CAP 制度）の導入に合わせて詳細な Q&A を整備

し入学者及び教職員へ配布している。  

 

・さらに、研究成果を示すものとして、北海道大学

学術成果コレクション（HUSCAP）においては、本

学の研究者及び大学院学生の学術論文、学会発表資

料、教育資料等の閲覧が可能となっている。 
 
・留学生への対応としては、入学手続きから入学後

の生活及び教育と学位取得に至るまでの流れや、英

語による授業のみで学位取得可能なコース及び大学

間交流協定に基づく交換留学プログラムに関する情

報を入学希望者向けの案内としてまとめて公開して

いる。 
 

・また、オープン・コース・ウェア(OCW)により、119

件の全学教育科目、学部専門科目及び大学院授業科

目をインターネットを通じて広く公開している。 

 

・このように、「公表が望まれる項目」の一定程度

は、ＨＰ等で公表している。ただし、必ずしも整理

されて見やすい形とはなっていない。また、日本語

による情報のみで、外国語による情報を提供してい

ないものもあるなど十分とはいえないものもある。 

 

○国際的な評価とその公表 

国際化の取組については、国際的評価が必要との

判断から、パリを本部とする国際大学協会(IAU)に評

価を依頼し、平成 21年度に同協会による初めての大

学評価を受け、このことを国内外に公表した。 

 

【本構想における取組】 

 

○英文版ＨＰを通じた戦略的情報発信 

・これまでの取組において教育情報の発信を行って

きたところであるが、各情報を一層戦略的に国内外

へ発信するために、より体系的に明確な形で情報を

提示できるようにホームページを整備する。本学の

英文版HPは現在、本年度中の改訂を目指しており、

学内に英文版HP対応ワーキンググループを設置し、

改訂作業を行っているところであり、改訂後の英文

版HPに本学の教育情報を一元的に発信するページ

を設ける。 
 
・また，学生へ向けての教育情報発信において

は、Admission Policy、Curriculum Policy、
Graduation Policyの流れを明確に示し，本学の各部

局においてどのような人材を求め、そのためにどの

ような教育を実践し、最終的にどのような人材を輩

出するかを強く打ち出して国内外へ発信する。 
 
○新渡戸カレッジの教育内容・成果の可視化 

本構想では、グローバルな人材を輩出するという

目的と教育内容とその効果を新渡戸カレッジの HP
等を通じ対外的に明確に示すことにより、修了学生

の卒業後のキャリア形成に資するものとするほか、

新渡戸カレッジ参加学生の履修、成績評価、留学相

談及び修了判定などに関する管理・指導体制を HP
上に明記することにより新渡戸カレッジ生が世界中

どこからでもアクセスできる体制を構築することの

ほか、産業界・大学・学生及び高校生に対しても新

渡戸カレッジの教育内容・成果を可視化する。 
 
○教育に係る共有財をつくることを目的とした国際

コミュニティネットワークである Open education 
resource 活動に関わる組織は本学に複数存在する。

本構想では、このような組織に対して，全学的な統

御のもと連携を図る目的で，新たな組織 OEC (Open 

Education Center)を発足させる。本学が開発した

ELMS（教育情報システム）を活用した教育・学習支

援システムをさらに拡充させ，リアルタイムの双方

向性を具備した遠隔授業システムの開発を進める。 
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取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

【これまでの取組】 

 

○事務職員の国際対応能力の向上 

・国際本部に英語圏国籍を有する職員の配置の他、

英語で業務を行える職員の集中的配置に加え、中国

語、韓国語の対応ができる職員も配置し、効率的な

国際業務運営を行っている。 

 

・なお、若手職員を中心に、国際本部で業務経験を

積んだ職員を部局の国際業務担当へ異動させ、部局

の国際化推進に貢献するとともに部局の国際活動に

ついての状況を把握し、また数年後に国際本部に異

動させるといった国際化対応職員の人材育成システ

ムを構築し、実行に移している。 

 

・現在では部局レベルにおいても国際化が求められ

ており、特に国際共同研究等が活発な部局において

も国際担当部署の設置が進みつつある。このような

部局レベルの国際担当部署への国際本部又は各種国

際担当者研修等の修了者の配置等を実施している。 

 

・平成 24年度より、全学教育の外国語特別講義にお

けるカリキュラムを一部変更し、学生が社会に出た

際に職務上必要な英語によるプレゼンテーション能

力、会議の進行、手紙・電子メールの書き方、電話

対応方法等を学ぶことができる「English for 

Professionals」を開講。試行的に事務職員も参加で

きることとした。 

 

 

 

 

 

○学内規程等の多言語化に向けた取組 

学内規程等の英文化については、従前から大学院

通則、学位授与規程、研究生規程等、特に外国人留

学生にとって不可欠な学内規程を英文化し、学内 HP

に公開している。平成 23年度には各部局に英文化が

必要な学内文書の要望を照会し、その結果、外国人

留学生の修学に直接関係する文書（宿舎の利用規則

等）、外国人研究者の雇用に必要な文書（特任教員就

業規則等）、安全管理に関する文書（危機管理規程等）

を含む 168文書を英文化することを決定した。平成

23年度にはそのうち 78文書の英文化を実施した。 

【本構想における取組】 

 

○事務職員の国際対応能力の向上 

・昨今の急速な国際化を踏まえ、これまでの取組を

加速化する必要があるとの認識から、英語対応がで

きる職員については、第 3期中期目標・中期計画期

間終了時までに、事務職員の 20％程度を英語で留学

生や外国人研究者との対応が可能なレベル

(TOEIC700点程度以上)に、また、そのうち 3分の 1

程度を国際関係における専門的業務を支障なく遂行

できる高度なコミュニケーションが取れるレベル

（TOEIC850 点程度以上）にすることを目標に掲げ

た。これを達成するため、以下の研修プログラムを

実施する。 

 

対象 研修内容 
新規採用職員 6 ヶ月間の語学学校での英語

研修を義務づけ 
中級研修 TOEIC500 点程度以上の職員を

対象に 700点レベルに養成 
上級研修 TOEIC700 点程度以上の職員を

対象に 850点レベルに養成 
短期海外研修 協定校へ 3ヶ月間程度派遣 

 

○研修によって得た英語力の維持方策 

 研修終了後 3年間程度、年 1回の TOEIC受講を義

務づけて、英語力の維持を図る。 

 

○英語力のある職員の採用 

採用時において将来性や積極性と併せて、一定の

割合で英語能力を考慮した選考を実施し、英語力の

ある職員の増加を図る。 

 

○学内規程等の多言語化に向けた取組 

学内規程等の英文化については、平成 23年度まで

に英文化を実施した文書の他、平成 25年度までに、

優先度が高いと考えられる規程等 90 件の英訳を完

成させる。 

また、現在英文化をすすめている規程等の他、学

内の複数の HP に分散掲載されている英文化資料を

１カ所にまとめた上で HP掲載し、学内全体で共有化

するとともに、英文化した規程、特に外国人留学生

の学修、外国人教員の雇用に関連する規程等は海外

からの閲覧を可能とすることにより外国人留学生・

教員の増加に資する。 
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様式２ 

様式 2 全体で４ページ以内 

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 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。 

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。 

【これまでの取組】 

○教養科目の充実 

・本学の教養科目は、札幌農学校の「全人教育」の

伝統を受け継ぎ、平成 13 年度以来すべての北大生

が身につけておかなければならない共通の素養を

育む「コアカリキュラム」として展開されている。 

教養教育は、①高いコミュニケーション能力、②社

会・文化の多様性の理解、③創造的な思考力と建設

的な批判能力、④社会的な責任と倫理の自覚を目標

としている。多様な科目を全学から提供される「最

良の専門家による最良の非専門的教育」として開講

することで、学生が文系、理系の区別なく学際的素

養と複眼的視野というグローバル人材として求め

られる素養を身につけることを可能にしていると

いうことが本学における教養科目の大きな特徴の

一つである。 

・例えば、複数の分野を横断する科目として開講さ

れる「総合科目」の１つである「環境と人間」の科

目では、35 の講義が開講されており、進学先の専

門分野に関わらず、環境というテーマに触れる機会

を広く提供している。また、「純粋な教養」として

のコアを意識した単一分野からなる「主題別科目」

の１つである「芸術と文学」においては、「ピアノ

音楽の楽しみ・魅力」や「パイプオルガンとその音

楽」と題した講義を開講するなど、学生の知性と感

性を統合し、バランスのとれた教養の形成に資する

ものとなっている。 
・さらに、これらの教養科目は「くさび形教育とし

て１年次学生のみならず、高年次学生にも履修が可

能となっており、卒業時まで一貫した「全人教育」

が行われている。 

 

○一般教育演習（フレッシュマンセミナー）の設置 

前述した教養科目の一つとして、本学は一般教育

演習（フレッシュマンセミナー）を設置していると

ころである。これは初年次の学生を対象とした様々

な主題を持つ少人数クラス（20名程度）の演習であ

る。学生との意見交換、討論などの双方向的な授業

によって、それぞれの関心、学修レベル、個性に応

じた問題解決能力を育成する。自ら主体的に学ぶと

いう大学にふさわしい学習態度への転換を図るも

【本構想における取組】 

○「新渡戸カレッジ」の創設 

本構想の実施枠組みとして「新渡戸カレッジ」（定

員は一学年 200名）を創設する。「新渡戸カレッジ」

（以下、カレッジ）とは、札幌農学校二期生新渡戸

稲造にちなんだ、「世界の中で生き抜くリーダー」

を育成することを目的とする、特別教育プログラム

である。学生の学籍上の所属は各部局とするもの

の、一般の学生とは異なるプログラムにおいて研鑽

を積み、海外留学を義務付ける。プログラムを通じ

て、学生は①高度な英語力、②グローバル時代の課

題解決力、③責任感と世界の中における日本人とし

ての自己省察力、を身につける。 
 

○カレッジの参加要件 

 入学時に新渡戸カレッジへの参加希望者を対象

に実施される英語能力判断テストの結果を基に、

TOEFL-iBT61点（TOEFL-ITP500点相当）以上の者を

カレッジへの参加要件とする。定められた語学水準

を達成した者を対象とすることにより、計画的かつ

効率的な教育の提供を可能にする。 

 

○カレッジの修了要件 

新渡戸カレッジ学生のうち、以下の各要件を満た

す者についてはそれぞれの称号を付与するととも

に修了証書を授与する。カレッジ修了生は、世界の

中で生き抜くリーダーと認定し、その資質を社会に

対して保証する者である。 
称号 要件 

新渡戸 
マスター

学生 

・所要の単位の取得 
・交換留学の終了（複数の海外研修

等を交換留学に代替することも可） 
・所属学科等における通算 GPA が上

位 15％以内であること 
・カレッジ修了時の語学力が、

TOEFL-iBT100 点（あるいはそれに

相当する指標） 
新渡戸 
シニア学

生 

・所要の単位の取得 
・交換留学の終了（複数の海外研修

等を交換留学に代替することも可） 
・所属学科等における通算 GPA が上
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のである。受講者を文系・理系に区分せず、むしろ

異なる専門分野を志向する学生間の討論を通じて

相互の理解を深める授業を展開し、本学が掲げる

「全人教育」の特徴を強く表した代表的な科目とな

っている。 

 

○国際交流科目の提供 

 主として協定校からの学部レベルの交換留学生

が履修するための授業として、英語による専門科目

を年間 50 科目提供している。この国際交流科目は

日本人学生も履修することができることとしてお

り、これを奨励してきた結果、平成 23 年度には延

べ 118人の日本人学生が同科目を履修している。当

該科目には本学に短期留学している外国人留学生

が多く受講していることもあり、日本人学生よりも

外国人留学生数のほうが多い科目がほとんどとな

っている。このため日本人学生のうち、特に学部学

生にとっては教室で外国人学生と机を並べて学ぶ

ことができるきわめて貴重な機会であるとともに、

本学が基本理念として掲げる「国際性の涵養」に寄

与するものとなっている。 

 

○海外短期語学研修の単位化 

平成 22 年度から、高年次学生も対象とする外国

語演習として、外国語圏の教育機関で実施されてい

る短期語学研修を内容とする授業科目を開講した。

これに伴い派遣国も増加し、学生が海外短期語学研

修を選択する際の幅が広がった。 

 

○日本人と留学生との交流機会の提供 

 「Language Partner」、「茶話会」、（日本人と外国

人留学生が共に禅寺に一泊するなどの）「日本文化

体験ツアー」などの交流機会を提供している外、日

本人と留学生との混住宿舎（日本人 24室:留学生 96

室）を平成 22 年度に設置するなど、日本人と留学

生との日常的な交流の場を積極的に提供すること

を通じ、多様な文化・考え方が存在することを認識

し、異文化・多文化に対する寛容さを身につける機

会を提供している。 

 

○インターンシップの実施、産業界との連携 

インターンシップについては全学教育科目に「イ

ンターンシップⅠ、Ⅱ」を整備し、企業体験の機会

提供およびその単位化が行われている。実施にあた

っては、学生は参加目的レポートを事前に提出し、

就業体験における自己目的を明確化した上で参加

するとともに、終了後は成果報告レポートを提出す

ることにより、高い職業意識を涵養している。 

また、大学院レベルでは、大学院工学院に平成１

７年度から工学系教育研究センター（CEED）を設

位 30％以内であること。 
・修了時の語学力が、TOEFL-iBT90
点以上（あるいはそれに相当する指

標） 
新渡戸 
ジュニア

学生 

・修了要件単位の取得 
・一回以上の海外研修を終了 
・所属学科等における通算 GPA が上

位 50％以内 
・カレッジ終了時の英語力が、

TOEFL-iBT80 点以上（あるいはそ

れに相当する指標） 
 

○カレッジ修了所要単位は、所属部局における卒業

要件に含まれる単位も含め、以下とする。 
授業科目 単位数 

留学支援英語  4 単位 
国際交流科目等、英語による専門科目 2 単位 
フィールド型演習 2 単位 
多文化交流科目等、異文化理解促進科目 2 単位 
日本文化・社会に関する理解増進科目 2 単位 
ボランティア、インターンシップ等の実

社会経験 
2 単位 

海外留学 1 単位以上 

合計 15 単位 
 

＜「新渡戸ネット」を通じた人材育成＞ 

○同窓会との連携によるカレッジ運営 

カレッジの運営は、本学同窓会と連携して実施す

る。カレッジ校長は本学総長であり、2人の副校長

は国際本部長及び本学同窓会幹部が就く。各クラス

には、学内担任（教員）の外、メンターを置き、本

学同窓会の協力により、社会で活躍する本学同窓生

をもって充てる。学外のメンターを含めた「新渡戸

カレッジ運営委員会」（仮称）を毎年開催し、カレ

ッジの運営、カレッジ生の指導と成績評価につい

て、検証し改善を図る。カレッジ修了認定もここで

行う。随時開催される集中講義、セミナー等も、同

窓会との連携のもとに実施する。 

 

○メンターによるキャリアデザイン支援 

メンターは、セミナーの開催やソシアル・ネット

ワーク・サービスの活用により、カレッジ生がキャ

リアデザインに必要な様々な情報と知見を提供す

る。 
 

○同窓会を橋渡しとする産業界との連携強化 

国内外におけるインターンシップ、産業界からの

講師派遣を同窓会と緊密な連携のもとに拡充する。

「これまでの取組」に記載した企業等におけるイン

ターンシップを他の部局の学生や、学部生向けにも



28 
（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）      

置し、国内外の企業、研究機関等でのインターンシ

ップの機会を提供している。海外へのインターンシ

ップ派遣者数は、年々増加しており、平成 20 年度

には 21 名だったところ、平成 23年度には、その数

を約 3.5 倍の 74 名に伸ばした。しかしながら、学

部生の参加はこのうち 7名に留まっている。 

 

○キャリア教育の実施 

本学のキャリア教育科目としては教養科目の一

つである総合科目に「大学と社会」、「キャリア・デ

ザインⅠ、Ⅱ」を開講している。「大学と社会」で

は北大を卒業し、産業界、行政、マスコミなど様々

な分野で活躍する方々を毎回講師としてお招きし、

「職業人として求められる資質」、「学生に育成を求

められる能力」などを学ぶ機会を提供している。ま

たその機会は本学の HP から動画配信し、すべての

学生が講義終了後でも見ることができるようにし

ている。更に講義時間の 3分の 1を学生との質疑応

答にあて、学生との双方向授業となるよう最大限の

配慮を行っている。 

同じく「総合科目」で開講される「キャリア・デ

ザインⅠ、Ⅱ」においては民間企業経営者、起業家

などの学外講師による講義を含みながらも、自己分

析及びグループワークやグループでのディスカッ

ションに充てる時間を多くとり、自らのキャリアを

自己考察の上でデザインする能力の育成を図って

いる。 

このように、キャリア教育科目の提供により学生

が卒業後のキャリアについて考察する機会を設け

ている。 

 

○部局における特色ある取組 

【獣医学部】 

平成 24 年度入学者から開始される帯広畜産大学

との共同獣医学課程実施に際し、獣医学教育の国際

化を一つのテーマとして掲げている。具体的には、

日本の獣医師資格を国際的に認めてもらうために、

国際的な獣医学認証評価組織から北大と帯畜大の

共同獣医学課程における獣医学教育の認証を受け

ようとするものである。このためには欧米の獣医学

教育に沿って教育内容を充実させねばならない。現

実的には、米国あるいは欧州の国際認証を得るため

には、国内大学との連携だけでなく、海外大学との

連携は不可欠である。獣医学部では、エジンバラ大

学およびグラスゴー大学との教育協力を活用して、

国内での教育が困難な分野についてスコットラン

ドに短期留学させることも視野に入れて準備を進

めている。 

具体的には、共同獣医学課程におけるアドバンス

ト教育のアドバンスト科目において、両大学から教

拡充して実施するとともに、同窓会が新渡戸カレッ

ジ生の就職を支援する等の体制を整える。 

 

＜新渡戸カリキュラムを通じた人材育成＞ 

○少人数クラスによる「全人教育」 

 カレッジはクラス制度を指導の基本とし、定員 20

名の 10クラスを置く。クラスには、学内担任の他、

メンターを置き、実社会で活躍する本学同窓生に委

嘱する。このような産学協同の指導態勢により、学

生が自らのグローバルなキャリア形成を主体的に

考え、自らの将来像を明確化する能力を育成する。 

また、20人のクラスメートが、切磋琢磨し、また

協力し、支えあう環境を提供することによって、豊

かな人間性を備えた人材を育成する。 

 

○グローバルなコミュニケーションツールとして

の英語力の育成 

①入校時 TOEFLiBTスコア 61点以上の学生の英語力

を、終了時に、80点（カレッジ生の 60％）、90点（同

30％）、100点（同 10％）まで引き上げる。 

②ネイティブ教師による少人数の特別コース「留学

支援英語」を開講し、英語によるプレゼンテーショ

ン力、ディベート力を育成する。 

③部局との連携により、英語で開講される講義を拡

大し、専門の内容を英語で理解する力を育成する。 

④原則として半年間の交換留学を義務付け、海外で

の英語の講義を理解する力を育成する。 
 

○段階的・体系的な「グローバル時代の課題発見・

解決力」の育成 

①クラスごとに、体験型フレッシュマン・セミナー

（おしょろ丸乗船訓練、牧場体験研修等）を受講

し、チームワークや責任感の必要性を理解する。 

②「多文化交流科目」（多文化・異文化に関する知

識・理解の促進を目的とした、外国人留学生と日

本人学生との協同学習）を受講し、多様な背景を

もつ留学生との議論等を通じて、異文化間におけ

る相互理解の難しさや対話の重要性を体感する

とともに、異文化への関心や寛容を身につける。 
 
○国際社会の中での日本人としての自己省察力と

責任感の育成 

①海外で日本・日本文化を発信する能力を育成する

ために、英語による日本文化論、同日本社会論、

同日本語教育法等を受講する。 
②「ファースト・ステップ・プログラム」（短期海

外研修をコアとするプログラム、後述）の受講に

より、国際社会の現実に直面して、日本人として

の自らのキャリア・デザインを描く。また、プロ

グラム中の諸活動を通して、日本文化・日本社会
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員を招へいし、北大で英語講義を実施してもらい、

さらに1か月程度の臨床に特化したサマープログラ

ム（馬学、エジンバラ大学、産業動物学、グラスゴ

ー大学）の開設である。また、今まで行ってきた 2

週間程度の短期現地実習は今後も続ける予定であ

る。 

 

【工学部】 

土木系においては，学部開講科目の約 4分の 3を

英語環境下で開講するプログラムを 2012 年度より

開始し、学部段階の国際化を推進している。 

 

【教育学部】 

「ESD キャンパスアジアプロジェクト」：JASSO 提供の

SS & SV プログラムによって、学士課程学生を対象に

海外協定校に派遣（H23年度5名）し、同時に同じ海外

協定校から学生の受入を行い(H23 年度 5 名)、互いに

友人関係をもたせるべく(Buddy Program)、それぞれの

ホスト大学で、英語による集中講義（それぞれ単位認

定）と英語によるグループディスカッションを課し、関心

主題の presentation および最終的なレポート提出とそ

の後の語学検定試験の受験を義務づけている。 
 

【経済学部】 

 経済学部の学生全体の英語力の向上に資するた

め、英語力の継続的な向上を自発的に図ろうとする

学生に対するインセンティブとして教育助成金等

を授与する「英語力ブラッシュ・アップ・プログラ

ム」を試行運用することにより、登録学生の毎年度

の TOEICスコア向上度の測定と、留学前準備教育へ

のフィードバックを行っている。 

 

○二段階の習熟度別留学推進プログラムの提供 

本学では交換留学の機会を提供するとともに、海

外大学の語学学校等における海外語学研修を実施

してきた。平成 23 年度から、これまで海外留学を

したことがない1年次学生を主たる対象として海外

留学及びグローバルキャリアを見据える海外体験

型プログラム「ファースト・ステップ・プログラム」

を新規に開始した。これにより、第一段階として海

外体験及び語学力を向上させる機会としての海外

短期語学研修、そして第二段階として１セメスター

以上の交換留学というステップを踏んだ留学体験

が可能となった。しかしながら、未だ試行段階であ

り、単位化には至っていない。 

 

 

について海外で紹介する体験、また、日本語教育

を補助する体験を積み、日本人としての自己省察

力と発信力を高める。 
③「国際ボランティア」「国際インターンシップ」

等の実践によって、多文化社会で自己の追求すべ

き課題を明確にするとともに責任をもって活動

することの重要性を認識する。 
 
○企画力・行動力の育成 

本学は 2007 年度から「持続可能な社会」の実現

に寄与する研究・教育を推進するために毎年約 2週

間を「サステナビリティ・ウィーク」と定め、人類

が抱える諸問題についてシンポジウム等を集中開

催している。この取組の一つに学生企画によるポス

ターセッションの機会がある。カレッジの学生はこ

の機会に自ら企画し、自由なテーマで発表等を行う

ことが推奨される。 

 また、学生の自主性、創造性を発揮させることを

目的とした学生企画支援事業「北大元気プロジェク

ト」がある。このひとつとして学生自らの留学体験

を編纂する留学応援プロジェクト「Trans Japan」

の編纂に携わることにより、自らの留学体験を後輩

に伝える活動に参加することが推奨される。 

 

○二段階の習熟度別留学推進プログラムの提供 

 「ファースト・ステップ・プログラム」の内容を

充実し、単位化を図るとともに、提供回数を増やし、

カレッジの学生が二段階留学により海外留学への

適正等を自ら判断しながらキャリアデザインを行

えるようにする。本構想においてはこれらをカレッ

ジ修了要件対象の科目として取り込む。また、語学

能力の程度によっても提供するメニューを異なる

ものとしてテーラーメイド型の海外留学を実施で

きる体制を整備する。 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

取組内容① 教育体制のグローバル化 
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

 

〇ポイント制人件費管理システムを利用した外国

人教員の積極的採用 

 本学では、平成 18 年度にポイント制教員人件費

管理システムを導入し、また、平成 23年度からは、

外国人教員を新規採用した場合のインセンティブ

として、職種に応じた一定のポイントを採用部局に

追加付与することとした。この制度においては、平

成 23年度から 26年度の間、当該年度の外国人教員

採用数に応じた一定のポイントが採用翌年度から 3

年間の期限で採用部局に追加付与され、部局の人事

の円滑化を促進する枠組みが作られた。この制度の

もと、平成 24年 6月 1日現在、全学で 48名の外国

人教員が採用されている。 

 

〇「20%by2020計画」及び「北大 F3プロジェクト」

の推進 

本学では、平成 18 年度から文部科学省科学技術

振興調整費の助成をうけて「20%by2020 計画」の下

に女性研究者採用促進のためのポジティブ・アクシ

ョン方式（上記と類似のポイント付加制度）を構築

し、さらに平成 21 年度以降は、文部科学省による

女性研究者養成システム改革加速の方針を承けて、

特に理学・工学・農学系の女性研究者養成を推進す

る「北大 F3 プロジェクト」を構築している。これ

らの方式やプロジェクトで新たに採用された女性

教員の中にも若手の外国人教員が含まれて、現在

様々な専門分野で活躍している。特に、後者の「北

大 F3 プロジェクト」では平成 21 年度以降 23 年度

までで 9名の外国人教員を採用した。 

 

〇「北大基礎融合科学領域リーダー育成システム」

におけるテニュアトラック制度及び文科省テニュ

アトラック普及・定着事業の推進 

 本学では、平成 19 年度に異分野融合研究のため

新設された北大創成研究機構に「北大基礎融合科学

領域リーダー育成システム」を設け、自立研究支援

やOJT型研究運営育成プログラムを含んだ、5年間の

試用期間を条件とするテニュアトラック制度を構

築し、新たな科学分野においてリーダーとなるべき

若手教員の育成と教員採用とを結びつけた雇用プ

ログラムの確立を目指してきた。このシステムにお

いて採用された若手研究者の中にも、平成 19 年度

【本構想における取組】 

 

〇「新渡戸カレッジ」の教育を多様化する外国人教

員の柔軟な採用制度の整備 

 左記のような既存の外国人教員採用促進システ

ム・プロジェクト・制度等と本プログラムにおける

助成とを組み合わせて、さらに平成 25年度までに、

カレッジの教育内容を拡充のため外国人教員や外

国での教育経験のある日本人教員を採用してグロ

ーバルな人材養成のための語学訓練、外国語（特に

英語）による専門的会話や文書作成、専門的分野の

基礎教育などの、より骨太な指導体制の整備を目指

す。また、外国人教員の所属組織として下記のよう

に別途構築される CEPU を利用し、「新渡戸カレッ

ジ」におけるグローバルな人材育成のための特別カ

リキュラムを平成 26年度までに充実させる。 

加えて、上記の教員養成の際、長期採用のみなら

ず、教員個人の事情を勘案した中期や短期の採用条

件（学期単位や月単位等）を工夫すると共に、専門

領域、年齢バランス、出身地域バランス等を多角的

に考慮した柔軟な採用条件を平成 24 年度中に定め

て、国際公募を通じ多様な文化的・専門的背景を有

した外国人教員によるバラエティに富んだ教育体

制の拡充を図る。 

 

○英語母語話者教師団の設置 

講義・演習英語化の推進力として、英語母語話者

教師団（CEPU= Central English Program Unit）
を設置する。CEPU は、10 名の英語母語話者集団

をコアとした学内全部局のバイリンガル教師のネ

ットワークである。 
10 名の外国人母語話者教師を CEPU に配置す

る。これを「CEPU コア教師団」とする。また各

学部で英語による専門科目等の授業を提供する教

員を「CEPU 協力教員」とする。コア教員団と協

力教員のネットワークにより、「英語による授業」

を週 60 コマ以上増やす 
CEPU は、学部における英語による授業が、学

生の必要とする学問分野に適切に配置されている

か、学力に応じて段階的に提供されているか、等を

評価し、改善・改良の方策を提言する。 
 

 

〇「グローバル・プロフェッショナル・プログラム」
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以降 23 年度までに外国人 2 名がいる。また、この

システムと連携して、平成 23 年度から文部科学省

による科学技術人材育成費補助事業のサポートを

承けて行われている テニュアトラック普及 ・定着

事業を利用し、さらに 3名の外国人教員が採用され

ている。 

 

 

の創設  

上記の外国人教員採用促進体制の拡充と同時に、

国内外における一線級の専門家を新渡戸カレッジ

に招聘し、現代社会におけるグローバルなトピック

に係る共同セミナーの定期的開催を促進する「グロ

ーバル・プロフェッショナル・プログラム」を平成

25 年度までに創設する。セミナーでは海外におけ

る最新のトピックを教員間で共有し、海外大学にお

ける講義方法の FDに資するものにすると同時に、

セミナーにはカレッジ生も参加し、グローバルな問

題への関心や応用的語学力などをより強化する。 

取組内容② グローバル教育力向上のための取組 
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。 

○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。 

○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい

るか。 

【これまでの取組】 

○海外の大学における教育活動を通じたグローバル

教育力向上の取組推進 

2009年から英語による授業を担当する教員のため

にＦＤを実施してきた。2009年 7月にはワシントン

大学ナイキスト教授によるマイクロティーチング・

ワークショップを実施した。また，6 回にわたるワ

ークショップを開催するとともに，8 月にはオラン

ダ・ライデン大学におけるＦＤを開催したところ、

教員 15名が参加し、英語によるアクティブ・ラーニ

ング等の教育手法について集中的に研修した。さら

に、12月にはこの研修成果を全学に普及させるべく、

シンポジウムを 2 回開催したところ、それぞれ 200

名の教員等の参加を得た。2010年度には工学部と獣

医学部の教員を対象にしたＦＤ「教室英語表現の活

用法」を実施した。2011年度には総合化学院の教員

を対象にして 5 回にわたり「英語による授業を担当

する教員のための研修」を実施した。 

 

○海外大学からの講師招聘による大学院生への大学

教員養成 

海外大学からの講師招聘による FD：2009年から 3

年間 UCバークリーの 2名の教員を招聘し、ティーチ

ングとライティングに関する集中講義（1 週間）を

実施してきた。3 回で 100 名余の修了者を輩出し、

大学院生のグローバル教育力を向上させている。3

回目の本授業はテレビ会議システムにより、水産学

部（函館）、パランカラヤ大学（インドネシア）に配

信された。その主たる内容は、ティーチングとライ

ティングである。本学におけるこの大学院学生の人

材育成に焦点を当てた北大型 Preparing Future 

Faculty（大学教員養成（PFF））は、グループ作業を

中心に据えた、国内でも先駆的な取り組みとなって

【本構想における取組】 

○ティーチング・サポートセンターの設置 

 本プロジェクトに参加する教員およびＴＡの研

修のために高等教育推進機構内に「ティーチン

グ・サポートセンター（仮称）」を設置し、特任准

教授を配置する。その業務は以下のようになる。

主な業務としては、グローバル教育力向上のため

の研修の実施や各種制度の整備により本プロジェ

クト担当教員をサポートするとともに、新渡戸カ

レッジカリキュラムの質の充実を図る。 

 

○グローバル教育力向上のためのＦＤ 

・英語による授業を担当する教員のための研修：

これまで対象としてきた英語によるカリキュラム

を有する希望部局のみならず、全学的な取り組み

として広く実施する。これまで実施したＦＤやワ

ークショップ等の内容をもとに、教室内でよく使

われる会話のトレーニング，英語発音の矯正，さ

らにデモ授業に対して相互に助言・改善提案を行

う形式によるマイクロティーチングなどを組み合

わせて実施する。 

・アクティブ・ラーニングを実施する教員，ＴＡ

のための研修：双方向授業やグループ学習，

PBL(Problem based Learning)などの手法について

学ぶ。 

・授業参観システム：平成２２年度に授業改善の

方策の一環として、エクセレント・ティーチャー

ズに選定された教員らが実施する授業科目を公開

し、教員の授業参観を受け入れる「授業公開・参

加支援システム」が導入されているが、この参観

の機会をＴＡにも拡大し、教育技術の研修や同僚

相互の学びあいの機会を提供するとともに、授業

改善手法の普及と教員の意識改革を進める。 
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いる。 

 

○教員の教育力を評価する取組やその結果の人事へ

の反映など教育力向上のためのインセンティブ 

教育力評価と人事への反映：教員の教育力の評価

については、平成 11年度より、毎年学生による授業

評価を全学的に実施し、平成 16年度からはホームペ

ージにおいて結果を公開している。平成 17年度から

は、評価の高い教員をエクセレント・ティーチャー

ズとして選定し、当該科目の授業内容の詳細を紹介

することで、授業改善のヒントが得られることを期

待している。 

 また、教育力向上のためのインセンティブとして、

平成 23年度より北海道大学教育総長賞を設け、毎年

研究総長賞と合わせて約 15名の教員を選考し、表彰

している（１件あたり 30万円の報奨金）。平成 23年

度は、前年度にエクセレント・ティーチャーズに選

定された中から 7名が教育総長賞に表彰された。 

 

 

・以上のように大学教育の国際化に合わせ、英語に

よる授業に関するＦＤプログラムやワークショップ

を英語によるカリキュラムを有する希望部局を中心

に実施するとともに、海外の大学におけるＦＤプロ

グラムへの本学教員の派遣などの支援を実施し、平

成２３年には「英語による授業サポートマニュアル」

を作成した。 

 

○海外大学との共同教育推進 

海外の大学との共同教育を推進する一環として、

これまで学内経費を活用して、協定校等における授

業提供及び協定校等の教員による本学における授業

実施を推進している。 

 また、情報基盤センターの支援により、海外の大学

へのテレビ会議システムを活用した授業提供も活発

に行われている。 

 これらにより、教員が海外の協定大学等の学生向け

の授業を実施している。 

 

○海外大学からの講師招聘による大学院生への大

学教員養成授業 

 大学院生対象の Preparing Future Faculty（大

学教員養成（PFF）授業を本プロジェクト担当のＴ

Ａにまで拡大する。すなわち、UC バークリーの 2

名の教員を招聘し、本プロジェクト担当の TAを対

象にティーチングとライティングに関する研修を

実施する。本学におけるグループ作業を中心とし

た特徴的な PFF への参加により、学内のグローバ

ル教育力を強化する。なお、この授業は、インド

ネシアなどアジア諸国に配信する。この授業はグ

ループ学習をベースに実施されるので、本学の授

業にファシリテーターを配置するとともに、配信

先の大学にもファシリテーターを派遣する。 

 

○教育力の評価、データベース化及び反映 

本プロジェクトに参加するすべての教員の中か

ら、毎年 1 名の最優秀教員を選考し、カレッジ教

員のインセンティブとする。 

また、「英語による授業」開講をうながすために、

CEPU協力教員の中でも海外における学位取得経

験又は海外における複数年の教育研究経験を有す

るなど、高い語学能力を有する教員をデータベー

ス化すると共に、教育・研究経費の増額、研修制

度の導入等のインセンティブを付与する。また、

それ以外の教員に対して英語FDを実施し、CEPU
協力教員の増大を図る。以上により、「英語による

授業」の質量両面での向上をはかる。 
 

〇外国人・日本人教員に対する「新渡戸カレッジ

教育研究アウォード」の設置 

 「新渡戸カレッジ」に関係して教育研究活動を

行う外国人・日本人教員の学問的・実践的意欲を

喚起するために、カレッジにおける教育活動の積

極性を評価する教育表彰制度や外国出張・国外研

修・学術交流活動などへの研究助成制度を含む「新

渡戸カレッジ教育研究アウォード」を平成 24年度

中に設け、外国人・日本人教員の活動を後押しす

る。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

取組内容①  日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組 
○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。 

○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。 

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

○入学時からの周知、動機付け、計画作成支援 

（１）入学直後の授業「一般教育演習（フレッシュ

マンセミナー）」における留学に向けた学生の準

備・計画作成支援 

・ 特に初年次の学生を対象にした少人数クラスの

演習である一般教育演習（フレッシュマンセミナ

ー）に設置された授業科目「留学を考えるあなた

へ」において海外留学を考える際に役に立つ考え

方や実践的な知識を習得させるとともに、異文化

交流の基礎知識や、留学準備を行うための考え方

を養う機会を提供している。 
・ 同様に、一般教育演習（フレッシュマンセミナ

ー）のうち「『国際交流』を実践する」において

留学生交流の基本的実践能力（大学の取組、生活

支援、ハラルフードに関する知識等）を習得させ

るとともに、留学生センターが主催する地域交流

事業である「ホリデーイン日高」に参加し、留学

生交流の第一歩を踏み出し、今後の海外留学に向

けた動機付けを行っている。 
 
（２）単位取得を伴う海外留学プログラムの開発支

援体制 

平成 22 年 7 月に国際活動に関わる全学的な業務

を一元的に扱う組織として国際本部を設置（本部

長：本堂武夫理事・副学長）。それまで、組織的、

物理的に離れて存在していた３つの国際担当部署

を同本部の下に集約したことにより機動的な活動

を展開できる体制が整った。国際本部では、大学間

交流協定について既存の協定を見直すのみならず、

新規協定の締結をよりスピーディーに行うために

新しい提案方式を定め、さらに締結国・締結大学に

関する新しいルール作りを行った。その結果、学生

交流においては、相互交流を活発化させたい国・地

域の主要大学と協定を締結することが容易になり、

このことが学生の派遣先拡大に大きく貢献してい

る。 
単位取得を伴う海外留学プログラムの開発のた

めに最も必要な大学間交流協定を大幅に増加させ

ている。平成 20 年度には 61 件であった全学レベル

【本構想における取組】 

（１）入学時からの周知、動機付け 

・ 北海道大学への進学を検討する高校生に配付す

る募集要項に新渡戸カレッジの情報を記載し、カ

レッジの魅力・入学に必要な資格要件等を事前に

周知し、全国の優秀な高校生に本学への進学およ

びカレッジへの入学を検討してもらうための資

料を提供する。同要項は、全国の高校に送付する

他、本学が設置している海外オフィス、在外日本

公館等にも設置を依頼し、海外に暮らす優秀な日

本人の子弟にも情報提供を行う。さらに、全国各

地域で実施している進学説明会および本学が 8
月に実施するオープンキャンパス等で同要項を

配付し、情報をより広く周知する。 
 
・平成 23 年度に試験的に実施した、海外展開企業、

国際機関等で活躍している企業人に海外に出る

きっかけなどを学生に伝える対話形式の「グロー

バルセミナー」を拡大実施し、入学時から海外キ

ャリアを実践している社会人の考え方や学生時

代になすべきことなどを学生に伝えると共に、早

期からの動機付けを促す。平成 25 年度以降は新

規に開始するグローバル・プロフェッショナル・

プログラム」と連携実施する。 
 

（２）ラーニング・アグリーメントの導入と学生の

海外留学計画支援 

・ 海外留学者が多い部局を中心に、海外留学アド

バイザーを措置し、留学先での履修計画を作成す

る際のアドバイス、留学先大学とのアグリーメン

トの実施等、事前の履修登録手続きの支援から帰

国後の単位認定申請までの一連の手続きを一貫

してサポートする体制を整備する。単位認定申請

に関する指導・相談は、現在も行っているが、学

部により相談先や手続きが明確ではなく、相談さ

れる側も十分な知識・経験を有しているとは言い

難い。そのため、海外留学アドバイザーを措置す

ることにより、留学先で修得した単位の認定可否

を事前に理解した上で留学することにより、説明

責任を明確化する。さらに、単位認定の具体的な
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の大学間交流協定は平成 24 年 5 月には 111 件とな

っており、わずか 4年で約 2倍に増加となっている。

これにより学生の交換留学先としての選択肢が格

段に拡大している。また、これまで学年暦が異なる

ため、学生の派遣が難しい等の理由で協定校が少な

かったオーストラリアに新規協定校を開拓すると

ともに、相手先の要求する語学レベルに満たない学

生の留学を可能とするため、語学研修の後に正規授

業（交換留学）に参加する新しいタイプのプログラ

ムを創設すべく、現在、交渉にあたっている。 
平成 22 年度 2 学期からサマー及びスプリング・

プログラム（夏期休暇、春期休暇中の語学研修）の

単位化を実施。また、語学研修（短期留学）先を 7
大学から 15 大学に拡大し、開催国もこれまでのア

メリカ、ニュージーランド、韓国にドイツ、フラン

ス、ロシア、スペイン、中国が加わった。同制度で

は、優秀な学生に対して助成金の支給を行ってい

る。上記により、学生の語学研修先の選択肢が大幅

に広がったと共に同制度を利用して語学研修に参

加する学生数が格段に増加した。 
また、国際本部は平成 23 年度に短期間の海外留

学プログラムを新規に開発した。特に海外留学経験

がない学部 1年生が協定校での学習体験、海外展開

している日系企業訪問等を通じ、海外留学を促進す

る（ファースト・ステップ・プログラム）ことを目

的としている。 
 
（３）留学情報の一元的提供 

・国際本部留学生センターの HP に海外留学に関

する情報を掲載している。また、学内 5 カ所に留

学情報提供掲示板を設置するとともに、留学情報

メールでの情報提供を行っている。 
・留学情報、留学制度、各種語学試験、各種奨学

金プログラム等の情報を網羅した「北大生のため

の留学ハンドブック」を毎年度作成し、主として

新 1年生全員に配付している。 
・留学体験者等が学内のプロジェクトの援助を受け

て作成した留学体験記 “Trans Japan”を留学説

明会等で配布し、留学に対するモチベーションを

高める一助としている。 
・ 新入生対象の留学オリエンテーションを皮切り

に、各種留学説明会・セミナー等を年間通じて

実施している。近年は、各国大使館・政府の留

学機関等を招いた海外留学フェア、海外協定校

の担当者を招いての留学説明会、学内に設置さ

れているフィンランドセンター北海道事務所が

実施するフィンランド留学案内等多種多様な情

報提供の機会を学生に提供している。 

手続きやスケジュール等を新入生対象のオリエ

ンテーションで説明、学生便覧・ホームページ等

で公開することにより、学生が早い段階で留学を

組み込んだ学習スケジュールを立てることが可

能となる。（経済学部、理学部など、進んだ取組

を行っている部局の事例を全学的に共有する仕

組みを作り、普及を図る。） 
 
（３）留学情報の一元的提供 

現在の本学のＨＰを改訂し、留学生の受入及び派

遣双方に必要な情報が本学の国際戦略等とともに

一元的に閲覧可能にする。特に海外留学に関しては

facebook 等のソーシャル・ネットワークを活用し、

留学希望者と留学経験者が常時情報交換可能な場

を提供する。同システムはさらに留学経験者が就職

活動する際、既に就職している先輩と連絡をとる場

としても活用できる。同システムの導入により、留

学希望者・留学経験者（在学生・卒業生）が一元的

なつながりを持てるだけではなく、同地域や同じ大

学に留学した学生同士、同時期に留学した学生同士

等の人的ネットワーク作りが可能となる。 
そのほか、留学経験者を「海外留学チューター」

として派遣前から派遣中、帰国後に渡る学生目線で

のサポートを提供できるようにするほか、海外留学

用の奨学金情報、夏期休暇中の海外語学研修など、

時期が決まっているものについては事前の情報提

供や昨年度までの選考状況などが把握できるＨＰ

とする。 
 また、国際機関のインターン情報なども一元的に

ＨＰ掲載し、希望者が常時情報を把握することがで

きるようにする。 
 
（４）海外留学を促進する制度等の導入 

○学習意欲向上のためのインセンティブ付与 

 学習意欲を高めるための仕組みとして、新渡戸カ

リキュラムの履修単位と成績評価に応じてポイン

トを与え、取得ポイントに応じて TOEFL の受験料

や海外留学補助金を支給するなどの措置を講じる。 

 なお、資金源を確保するため、新渡戸カレッジの

支援に用途を特定した寄附を募る。 

 

○海外留学単位の制度化 

・外国語演習の中に新規科目「海外経験 A（2 単

位、B（1 単位））」を新規に設定し、交換留学等

で履修した科目が該当する授業科目がない等の

理由で、学部の専門科目として読み替えることが

できない場合に授業・プログラム内容等を精査し

たうえで、単位化することを可能とする。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 

○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。 

【これまでの取組】 

 

○事前面接を通じたサポート体制 

 交換留学希望者に対して国際本部関係教員によ

る個別面接を義務づけている。面接の目的は①口頭

試問を通じた留学希望者の語学能力の確認（英語圏

以外であれば当該地域言語の専門家）、②留学準備

状況・留学動機を問うことにより留学目的、帰国後

の学修計画、卒業後のキャリアプラン、履修予定科

目と当該学生の専門の確認など多岐にわたってお

り、学生の目的意識を高めた上での派遣（交換留学

生の質保証）を担保する仕組みを構築している。 

 

○留学中から帰国後における健康管理体制、 

海外留学安全協議会（JCSOS）が提供する危機管

理保険の加入費用を大学が負担し、大学全体として

の危機管理体制を構築している。当該危機管理保険

では加入者の身体的・精神的な健康状態について医

師や看護師による相談を受けることが可能となっ

ている。 
また、海外における突発的事件・事象が発生した

場合にいち早く大学担当者に連絡が入るほか、現地

にいる学生への情報提供（危機回避を含む）、必要

な場合には日本語の話せる病院の紹介なども行え

るよう、万全の体制を整備している。 
さらに、国際本部では日本語・英語を問わず対応

可能なカウンセラーを配置しており、派遣前から帰

国時まで一貫した心理サポート体制を備えている。 
 
○産業界との連携等による留学中及び帰国後の就

職支援 

・海外留学中の学生に対してはキャリアセンターに

おいて skype による相談体制を整備し、海外留学

中であっても日本国内における各種就職関連情

報を入手できるようにするとともに、ＯＢ紹介も

可能にしている。 
・また、グローバル人材を育成する観点からの就職

支援としては「国際機関への就職活動ガイダン

ス」を開催。外務省職員によるセミナーにより、

国際機関への就職活動を行うにあたって必要な

知識・情報を提供している。 
 

【本構想における取組】 

○緊急時・災害時の対応のためのリスク管理に関す

る研修の実施 

・海外留学安全協議会（JCSOS）が実施する危機管

理セミナーを学内で実施する。このセミナーは実際

に海外で日本人留学生が不慮の事故に遭遇したこ

とを想定したシミュレーション型研修である。研修

の中で、参加者は情報収集担当、家族対応等それぞ

れの役割を割り振られ、実際に事故があった際にど

のように対応するべきか模擬体験することを可能

とする研修である。この研修を、北海道内の大学に

も開放し、実施する。 

・同じく海外留学安全協議会（JCSOS）が実施する

地区セミナーを学内で開催し、北海道内の他大学も

参加の便宜を図る。テーマは、毎回それぞれの時事

に則した設定となっており、事例紹介を行うなど実

践的な内容となっている。 
 

○産業界との連携等による帰国後の就職支援 

・特に３年次後期に留学する学生を対象として、グ

ローバル人材の採用を考える企業による説明会を

開催する。企業が求める人材像、特に留学時に身に

つけてほしい能力等の説明を聞く機会を設けるこ

とにより、就職も見据えた留学時の活動を明確化す

ることが可能になる。帰国後の４月に、同様にグロ

ーバル人材の採用を考える企業によるセミナーを

開催し、帰国学生を中心とした就職活動が可能とな

る環境を整備する。特に当該セミナーは少人数の長

時間型（座学のみならずディスカッション等を含

む）セミナーとし、海外留学によって得られた能力

と当該企業が求める能力のマッチングを十分に行

うことが可能となる。 

 

○緊急時における海外オフィスのサポート 

本学は現在４カ所の海外オフィス（北京、ソウル、

ヘルシンキ、ルサカ（ザンビア））を設置し常駐ス

タッフを配置している。これらオフィスは海外から

の留学生受け入れ・研究拠点としての活動の他、海

外留学中の日本人学生にとってサポートオフィス

としての役割も課している。各オフィスには職員が

常駐しているため、緊急時対応を迅速に行うことが

可能となる。また、緊急時には各オフィスはいずれ

の大学からの学生であれ、サポートする。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

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 

取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価 
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

○TOEFL等のスコアの入試への活用 

入試における外国語力の評価については、各学部

において以下の取り組みを実施している。 

AO 入試で、英検、TOEFL、TOEIC 等の英語の

資格、能力検査の結果がある場合には、自己推薦書

に記入を課し、選考に用いている（水産学部）。 
また、帰国子女入試で、出願要件を、TOEFL-PBT

の得点 500 点以上、TOEFL-iBT の得点 61 点以上、

TOEIC の得点 550 点以上、私費外国人留学生入試

では、TOEFL-PBT の得点 550 点以上、TOEFL-iBT
の得点 79 点以上、TOEIC の得点 750 点以上として

いる（医学部医学科）。 
 

なお、私費外国人留学生入試の医学部医学科を除

く学部・学科では、第２次選考実施科目「英語」に

おいて、TOEFL 等（TOEFL、TOEIC、国連英検、ケン

ブリッジ英検、実用英語技能検定試験（日本・英検）

あるいはこれと同等と認められる英語能力の検定試

験）の成績の提出を課している。 

 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験の適切な評価

の実施 

入試における留学経験等の評価については、帰国

子女入試において、自己推薦書に外国での学校教育

や生活等が自身に与えた影響等についての記述を課

し、選考に用いている。（文学部、医学部、工学部、

農学部、獣医学部） 
 

○2年次への進学にあたっての TOEFL-ITPの活用 

平成 23 年度から、本学では総合入試制度を導入

している。総合入試とは、学生がまず文系・理系別

の総合入試枠で受験・入学し、本人の希望と 1年次

の成績によって学部に進学できるシステムである。

2 年次への進学にあたって全学生が 1 年次の 6 月に

受験するTOEFL-ITPの結果も含めて決定する 2段

階選抜を実施している。 
 
 

【本構想における取組】 

○TOEFL等のスコアの学部入試への活用 

直ちに全学的に導入することは困難であるが、可

能な部局から活用を図る。 

 

平成 27年度より、工学部において TOEFL等のス

コアを活用した入試を AO入試の改善を通じて実施

することによって、中等教育段階においてグローバ

ル人材に求められる主要素の一つである語学能力

が優れた学生の獲得に資する。 

また、諸活動の記録の一部として留学経験・在外

経験を問う欄を新たに設ける。 

 

・経済学部においては後期日程の論述試験におい

て、国際知識や外国語力をより考慮した問題作成・

採点を実施することを通じて、入試段階からのグロ

ーバル人材の獲得を図る。 

 

○新渡戸カレッジ入学希望者への活用 

・本学への入学決定後、新渡戸カレッジ入学希望に

関しては、事前にプレイスメントテストを行い、

英語能力の評価を行い TOEFL-iBT61 点以上の学

生を対象者とする。カレッジへの入学判定には、

入試等のデータだけでなく、上記英語能力を加味

して最終的な選抜に利用する。 

・新渡戸カレッジ入学希望者に関しては、事前に留

学経験等についての調査を実施し、本入学者選抜

のためのインセンティブとして評価する。 

 

○大学院入試での活用 

 現在，大学院レベルの多くの部局においては、

TOEFL iBTなどの点数により語学試験の代替とする

ことが行われている。学生の海外留学や TOEFL ス

コア向上への動機付けのため、TOEFL-iBTのスコア

や単位取得を伴う海外留学により、大学院の語学試

験を免除する制度を拡大する。 
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取組内容② 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 

○ 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など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構
想を必ず記載してください。） 

○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。 

○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。 

○ 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が行われているか。 

【これまでの取組】 

○習熟度別語学クラスの編成について 

本学における全学教育の英語授業は、1 年次のコ

ア部門と 2年次以降の発展部門に分けられ、習熟度

別・技能別のステップアップ方式を採っている。コ

ア部分はⅠ～Ⅳからなる。Ⅰは＜伝わる英語＞に重

点を置いた発信の基礎トレーニングであり、Ⅱは

CALL(Computer Assisted Language Learning)シ
ステムを活用したオンライン授業である。 
プレイスメントテストは、6 月に 1 年生全員に

TOEFL-ITP を受験させ、その後の授業に習熟度別

クラスを導入している。本学の入学者には

TOEFL-ITP で 450 点に満たない学生も少なからず

いる。以前は十分なケアができていなかったが、初

級クラスの開設は学生に精神的なゆとりと学力向上

の自覚をもたらした。 
英語Ⅲは「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能

に特化した技能別クラスであり、同時に習熟度別ク

ラスでもある。Ⅳはコアの最終部分であり、学術的

な文章を教材とする総合的な学習である。 
TOEFL-ITP で 530 点以上の成績の学生について

は「優秀認定」を行って、英語Ⅲ、Ⅳの受講を免除

し、早期の英語演習履修を奨励している。英語演習

は発展部門に位置づけられ、内容的に学部教育と有

機的につながるようにテーマ別、習熟度別の開講に

なっている。 
 
○学生の語学力向上度の測定について 

TOEFL-ITP 受験の義務化は今年で 10 年になる。

これで入学者の学力の傾向はわかるが、卒業時に同

様の試験を課してはいないので、学生個々の学力向

上度の測定はできていない。とはいえ、年ごとの 1
年生の学力については詳細な分析をし、全学教務委

員会においてその都度報告している。これまで充分

でなかった成績上位者や下位者に対して、

TOEFL-ITP 導入後は格段のケアが可能になった。 
 
○外国語による論文作成能力の養成について 

コア部門のライティング指導は、まずⅠで基本的

なパラグラフ・ライティングのトレーニングを行っ

ている。１クラス 35 名である。Ⅱでは担当教員が

2009 年度にアカデミック・ライティングに関する一

【本構想における取組】 

○習熟度別語学クラスの編成について 

新渡戸カレッジでは、本学の英語演習を大幅に拡

充し、海外留学という明確な目標を持つ学生を対象

に実践的な授業を新たに開講する。その目標は英語

圏の大学で一定期間学ぶために最低限必要な英語

運用能力を習得させることにある。それは、文献を

早く正確に読み、その趣旨を理解する能力であり、

自分の意見や着想を述べ、他者と議論する能力であ

る。 
したがってその授業内容はやはり「読む」（速読

速解）、「書く」（大意要約）、「話す」、「聞く」（発表、

議論）という４技能にまたがる。学習の動機が明確

である分、学生の英語習熟度も高いと予想される

が、上記の４技能を短期間に目標値まで高めるに

は、学生が履修する授業数も限られるので、無理の

ない段階設定が必要であり、おのずと、最初の適切

な振り分けが肝要である。授業開始前（原則として

4 月初旬、8 月、9 月下旬、2 月）にプレイスメン

トテストを実施し、学生を適切な授業に割り振る。 
新たに開講する授業は年間約 90コマになるが、

その内容については、全体の段階設定だけでなく、

各々の授業内でも段階的に進行するように、事前の

詳細な設計が必要になる。英語担当教員を中心に本

学外国語教育センターにおいて効果的なカリキュ

ラム設計について検討、検証の作業を行う。 
 
○学生の語学力向上度の測定について 

新渡戸カレッジの英語研修は、留学前は上記の英

語演習、留学後は CEPU（英語母語話者教員団）

提供の授業が中心になる。随時 TOEFL 等の実施に

より学生の英語力向上度を客観的に測定し、適切な

指導を行う。 
学生対象のアンケート調査は、IR コンソーシア

ムが担う。本学では「英語能力の自己評価」を 1
年生と 3 年生を対象に行ってきたが、この調査を継

続するとともに、新渡戸カレッジの全学生を対象に

英語能力・学習状況などの調査を毎年実施する。こ

の調査結果もカリキュラムの修正に活用される。 
 
○外国語による論文作成能力の養成について 

新渡戸カレッジの英語研修は原則としてひとつ
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連の講義をビデオ化し、2010 年度からそれをオンラ

イン授業のタスクに組み入れたことにより、全学生

がその基本的な手ほどきを受けている。Ⅲではライ

ティングに特化した中級授業を 15コマ設けている。

１クラス 25 名である。これは英語を母語とする教

員が担当し、上記のビデオを随時参照してその作法

を確認しながら、学生に数回、模擬的に研究成果な

どのアカデミック・エッセイを 800～1000 語で書か

せ、その講評を中心に授業を行っている。 
 
○外国語で説明や議論ができる力の養成について 

英語Ⅰで 1年次学生全員が基本的な自己表現や意

見表明の指導を受ける。Ⅱでは、2010 年度から、英

語の音韻特徴に関する講義を独自にビデオ化して教

材に盛り込んでいる。発音と聴き取り能力は連動す

ると考え、イントネーションや音韻変化の規則性を

万遍なく学生に学ばせている。加えて、このオンラ

イン授業にはその種の練習教材も組み込まれてお

り、学生は全員それを通じてチェックを受けている。

Ⅲのスピーキング中心の中級授業（15 コマ開講、定

員 35 名、英語を母語とする教員担当）では、場面

やジャンルに適した言葉遣いに留意しながら、グル

ープ討論などの活動を通じて、表現力を伸ばし、緻

密にする授業が行われている。その最終段階で学生

は、短く簡潔な用語や的確な用例、話題の一貫性な

どの点で教員の指導を受けながら、各自アイデアを

まとめて、プレゼンテーションを行っている。 
 

○専門科目レベルの履修が可能となる留学前準備教

育 

 本学では学部学生向けに英語で実施される授業

「国際交流科目」が設置されている。学際的・先端

的なテーマを入門レベルから専門レベルまで提供

し、学部学生が所属を問わず留学生と学ぶことを通

じ、語学力の向上及び国際性の涵養を図っている。 

 また、各学部における専門科目として、「医学英語

演習」、「薬学英語」、「テクニカルイングリッシュ」

など専門科目を英語で学ぶために必要な語学能力の

向上を図る科目を設置している。 

その他、TOEFL-iBT に関して英語圏への留学を希

望する者を対象に2009年度からTOEFL-iBT対策講座

を実施するとともに受講費の半額を大学が負担する

ことによって、学生の語学力が現地大学において必

要なレベルまで十分に向上するよう支援しているこ

とに加え、工学系教育研究センター（CEED）では補

助事業で学部 3 年生・4 年生及び関係大学院生を対

象として「Brush-Up英語講座」を実施するとともに、

受講者の国際関係プログラム等への積極的参加を促

す取組を実施し留学前準備教育の一助としている。 

のスキルに特化するのではなく、総合的に 4技能を

万遍なく取り扱い、次第に語彙数や速度、精度を上

げる。簡潔に要領よく見解を記述できるか否かは総

合的な言語運用能力に左右されるからである。クラ

ス定員を 20名とし、個別指導を可能にする。各授

業の「書く」訓練は、学生の将来に直接に関わる学

術的な文章作成を目標に据え、定型的なアブストラ

クトの書き方から、本格的なアカデミック・エッセ

イへ向かう。 
上記の演習のほかに、UC バークリーの教員を招

聘し、アカデミック・ライティングの集中講義を実

施する（1 週間）。また、CEPU も同様の科目を開

講する。 
 
○外国語で説明や議論ができる力の養成について  

新渡戸カレッジの英語研修では、スピーキングに

ついても、このスキルに特化することなく、総合的

に英語運用能力を養う中でこの面を向上させる。す

でに基本はコア部門で習得済みなので、ここではプ

レゼンテーションとそれに関するディベートに基

軸を置く。プレゼンテーションにしてもステップア

ップの道筋を明確にし、習熟度に合わせて段階を設

ける。 
英語演習のほかに、新渡戸カレッジでは「多文化

交流科目群」が、外国語を用いて他者に論理的にも

のごとを説明する力や他人の主張を聞いて対応す

る力、議論をまとめる力を培う、実践的な場になる。 
 
○専門科目レベルの履修が可能となる留学前準備

教育 

 これまでの取組に加え、「英語演習：留学支援講

座」を新規開設するとともに、特に海外留学を目指

す日本人学生が多い部局においては専門科目レベ

ルでの留学前準備教育の履修が可能となるような

体制・科目を整備するとともに当該部局以外の学生

であっても所属学部が認定する他学部履修の範囲

内において単位付与ができることとなる。 
 また、各学部において専門科目レベルの知識・用

語の英語運用能力を高める授業を大幅に増加させ

ることを通じ、学生が現地における授業に円滑に接

続できるようにする。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組 
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。 

○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。 

○運営について 
カレッジの日常的運営は校長の下、二人の副校長を

中心に行い、国際本部が支援する。 
カレッジの運営に関する重要事項は、国際本部、 

教育改革室及び部局の CEPU 協力教員等の学内関係者
と産業界等学外のメンバーから構成する「新渡戸カレ
ッジ運営委員会が検討・策定し、校長が決定すること
となる。 
 
○新渡戸カレッジの評価改善について 
・国際評価：北海道大学は平成 21 年度に、国際化の
取組については国際評価が必要であるとの認識から、
パリを本部としている国際大学協会（IAU）に評価を
依頼し、同協会による初めての大学評価を受けた。こ
の実績を踏まえ、新渡戸カレッジの活動についても国
際大学協会に依頼し、その結果を公表する。本評価は
事業最終年度に実施し、ポスト本構想の検討に際しての提言を得ることを目的とする。 
・国内評価：人材の受皿としての産業界の目線から見た評価も実施する。評価方法・評価者は新渡戸ネッ
トを通じて強化される産業界との繋がりを活かし、北大同窓会と協議の上決定し、毎年度実施する。 
・学生による評価：既に本学で運用を行っている授業評価の仕組みを用いて、学生からの授業評価を実施
し、授業の質改善並びに教員FDに活用する。 

取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先

導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。 

○得られた成果の公表・普及 
・新渡戸カレッジ専用 HPにおいて、参加学生の海外留学状況、語学能力の向上度、進路状況等の他、学
生自らによる自己評価を日本語・英語の双方で公表する。これによって大学関係者、高校関係者のほか産
業界、特に卒業予定者が就職を希望する企業関係者にとっては、学生が行ってきた活動実績・大学時代に
身につけた具体的能力を把握できるため、一般的な面接を通じた採用活動と比較して格段に学生の特性を
把握した上で採用することが可能となるきわめて透明性が高いシステムを構築する。 
 
○他大学のグローバル化先導に向けた取組 
・他大学の学生であってもグローバル人材として自らの育成を希求する者が参加できるよう、プログラム
の一部を開放する。具体的には夏期・春期の集中英語コース及びファースト・ステップ・プログラムへの
参加である。特に夏期・春期の集中英語コース開催期間に札幌に滞在する他大学の学生に対しては、留学
生宿舎のうち母国に帰国している者の部屋に入居を可能として低廉な価格での使用を可能とするなど、遠
隔地からの参加に伴う金銭的ハードルに十分考慮する。 
 
○地域初等・中等教育との連携 
・本学はこれまで北海道教育委員会が実施する、北海道内の小学生～高校生が英語のみを使用する環境で、
青少年自然の家に宿泊する「イングリッシュ・キャンプ」に本学留学生が参加していたところ、新渡戸カ
レッジ学生であって、海外留学する日本人学生も当該事業に参加するなど、地域の初等・中等教育段階の
生徒にとっての「数年後のロールモデル」となることができるよう連携を強化する。 
 
○産業界への効果 
・新渡戸カレッジ副校長が本学同窓会長であるメリットを活用し、常時産業界からのインプットを受けな
がら本事業を実施する。具体的には新渡戸カレッジのメンターを産業界から迎えることにより、社会にお
いて必要な実践的知識を学習した上で学生を輩出する。 

新渡戸カレッジ 
マネジメント体制 
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

【構想実施に向けた準備状況】 

・グローバル人材育成推進事業に関係する国際本部、教育改革室、経営企画室の役員補佐、関係する外国

語教育センター、留学生センター等から構成される「グローバル人材育成推進事業タスクフォース（座

長：本堂副学長・国際本部長）」を組織し、全学における当該事業への対応方針等を検討するとともに準

備を開始。 

・英文版 HPの改訂に向け、役員補佐を中心とした WGを設置し、海外への情報発信強化を含めた HPの改定

案を作成している。 

・事務職員の英語能力を向上させる方策について検討し、平成 24年度からの研修実施方策を策定した。 

・英文化を必要とする規程等を学内に照会。要望があった 363件のうち、全学に関連する 167文書を優先

的に英文化することとし、英文化に取り組んでいる。 

・いわゆる「秋入学」制度について検討するため「教育システム在り方検討ＷＧ」を発足させ、国際化に

対応した教育システムの在り方について検討を開始。 

・語学研究と海外留学を一体化させた留学プログラムを構築するために海外大学とコンタクトを開始して

いる。 

新渡戸カレッジ関連 内なる国際化関連 海外留学環境整備関連 

【平成２４年度】 

・新渡戸カレッジ学生を各部局で認

識できるよう、教務情報システムを

改修する。 

・新渡戸カレッジの内容を掲載した

HPを作成する。 

・アカデミック・ライティング能力

養成のための少人数語学教育を試

行実施する。 

・地域高校等において新渡戸カレッ

ジの説明会を実施。 

・留学支援英語クラスの提供を開始

する。 

 

・外国人教員の採用に関し、長期

採用のみならず、中期や短期の採

用条件（学期単位や月単位等）を

工夫すると共に、専門領域、年齢

バランス、出身地域バランス等を

多角的に考慮した柔軟な国際採用

条件を定める。 
・外国語を用いた授業に関して実

施言語でのシラバス記載を徹底す

る。 

 

 

・海外オフィスをヘルシンキ（フ

ィンランド）及びルサカ（ザン

ビア）に新規設置し、合計 4 カ

所の海外オフィスを設置するこ

とを通じ留学生の受け入れ及び

日本人学生の派遣への拠点体制

を整備する。 
・初年次学生を中心とした、留

学とグローバルキャリアの第一

歩を踏み出す海外体験型研修

「ファースト・ステップ・プロ

グラム」を実施する。 
 

【平成２５年度】 

・新渡戸カレッジにおける授業を開

始する。 

・現在行われている取組の他、産業

界からの講師等の派遣を受けた講

義を実施する。 

・アカデミック・ライティング能力

養成のための少人数語学教育を実

施する。 

 

 

・授業評価に基づいて、優れた授

業を実施した教員に対する表彰制

度を確立する。 

・GPA 制度を利用した学修指導開

発（学期 GPA2.0 以下の学生に対

するクラス担任、学生委員による

学修指導の徹底）を実施する。 
・外国人教員や海外教育経験のあ

る日本人教員を採用してグローバ

ルな人材養成のための語学訓練、

外国語（特に英語）による専門的

会話や文書作成、専門的分野の基

礎教育などの骨太な指導体制を整

備する。 
 

 

・留学関連情報を一元的に網羅

した HP を拡充整備するととも

に、平成 26年度以降順次内容を

充実させる。 

・平成 25 年度にラーニング・ア

グリーメントの学内普及のため

の検討会を設置。平成 28 年度ま

でにすべての部局においてラー

ニング・アグリーメントに基づ

いた海外留学が可能となる体制

を整備する。 
・海外留学者の帰国後を見据え

た就職支援セミナーを産業界と

連携して実施する。 

・ファースト・ステップ・プロ

グラムを 3回以上実施する。 
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（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）      

【平成２６年度】 

・新渡戸カレッジにおいて必要なす

べての科目を開講する。 

・新渡戸カレッジにおけるグローバ

ルな人材養成のための特別カリキ

ュラムを充実させる。 
・履修者による授業評価を全ての学

部で実施する。 

・大学の戦略的な情報発信が行われ

るＨＰを完成させる。 

・中間評価の実施。 

 
・1 年次教育においてナンバリン

グ制度を導入し、カリキュラムツ

リーに基づく体系的かつ順次性に

従った学習制度の整備を実現す

る。 

・教員への FD活動の一環として、

履修者の予習・復習活動に配慮し

た授業方式を確立し普及させる。 

・必要な学内文書の英文化を完成

する。 

・履修者による授業評価をすべて

の学部で実施する。 

 

・他大学で海外留学を目指す学

生へ一部のプログラムを開放

し、連携実施を開始する。 

・ファースト・ステップ・プロ

グラムを 4回以上実施する。 

【平成２７年度】 

・中間評価を踏まえたプログラムの

改善を実施する。 

・第 2期中期目標・中期計画を踏ま

え、第 3期中期目標・中期計画にお

ける対応策を検討する。 

 

・学科別 Graduation Policyの策

定を進める。さらに年次進行とし

て、学部専門教育、大学院教育に

ついてもナンバリング制度を実施

する。 

・第 2期中期目標・中期計画を踏

まえ、第 3期中期目標・中期計画

における対応策を検討する。 

 

・一部の部局において TOEFL 等

のスコアへの活用、入学体験を

評価する入試制度を実施する。 

・第 2 期中期目標・中期計画を

踏まえ、第 3 期中期目標・中期

計画における対応策を検討す

る。 

【平成２８年度】 

・IAUによる最終評価を実施する。 

・最終年度における国内評価を実施

する。 

 

・学科別 Graduation Policyの策

定状況をレビューする。 
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（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）      

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

グローバル人材の育成は、洋の東西を問わず、かつ、産官学等のセクターの別を問わず、普遍的課題で

ある。グローバル人材の育成･供給の担い手である大学セクターの一員として、また、責務として、北大

は本事業の終了後においても本構想による成果･反省を踏まえて、プログラムを再構築し、グローバル人

材の育成に積極的に取り組む。また、平成２８年度から始まる第３次中期目標･計画期間においても、引

き続きこの課題に取り組むことは確実である。 
事業継続に際しての戦略、方向性に関しては、本構想での活動の国際的な評価を通じて策定したい。具

体的には、本構想最終年度に国際大学協会（IAU）に評価を依頼し、当該評価から示される提言を踏まえ

てポスト本構想を策定する。北大は平成２１年度に自身の国際化に関する評価を IAU に依頼し、実施し

た経験があるため、IAU、北大の双方ともこの種の評価にはノウハウを有している。これに加えて、人材

の受け皿としての産業界の目線から見た評価も実施する。評価方法・評価者は新渡戸ネットを通じて強化

される産業界との繋がりを活かし、北大連合同窓会との協議の上決定し、毎年度実施する。 
具体の事業展開については、産業界、国際機関、大学院課程といった人材供給先のニーズ・特性を意識

し、これらを踏まえ、必要に応じてプログラムをカスタマイズするなど、決め細かな育成プログラムを構

築・実施する。このうち、大学院課程に関しては、大学院版のグローバル人材育成プログラムを立ち上げ、

グローバルな精神及びスキルに富む研究者、高度専門職業人の育成を図る。 
グローバル人材育成のための基本インフラとも言える英語力強化のための教育体制については、本構想

を通じて設置する CEPU（英語母語話者教師団）について、登録有資格教員の積極採用、FD の強化を通

じた現行教員からの登録教員増等を通じて量的拡大を図ることで、英語により提供される科目を飛躍的に

増加させる。学生の留学先については、英語ネイティブ諸国は勿論のこと、BRICs や NEXT11 などもタ

ーゲットに加え、バランスのとれた多様な留学先を確保し、学生に提供する。 
環境面に関しては、国際化推進の中心組織である国際本部や、各部局の国際担当部門の機能を強化、高

度化するとともに、業務を担う能力のあるスタッフの集約化を強力に進める。さらに、実践的かつ魅力的

な海外留学プログラムの開発や、適時適切な情報の情報収集、提供を図ることを通じて、学生に対して海

外留学に対するモチベーションを高める環境を醸成する。 
以上のとおり、北大はグローバル人材の育成を自身の最重要課題として、責務として認識し、明確な戦

略の下、本事業による財政支援期間終了後においても本構想を拡大・発展させる。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。 

【物品費】 

物件費の多くは遠隔教育システムなど、初期投資として要する部分であるため、支援期間終了後は本学の

一般運営財源から措置することとなる。 

【人件費・謝金】 

本学では平成 27年度から、日本語能力がない留学生が英語による授業及び日本語教育を同時並行して履

修しながら 4年間での卒業を目指す現代日本学プログラムを立ち上げることとしており、教員に要する経

費のうち CEPU に要する部分は現代日本学プログラムと接続させることによって吸収することを予定して

いる。このことにより、両プログラムの教員組織が有機的に結合しながら学生の受け入れ・派遣双方に必

要な語学力を高める組織として機能することとなる。 

【旅費】 

旅費の多くは海外留学プログラムの新規開発などに要する経費であるため、支援期間内に必要なプログラ

ムの開発を終えると共に、支援期間終了後は海外オフィスがプログラムの新規開発の任に当たることによ

り所要額そのものを減じるよう取り組む。また、学生の旅費については外部資金などを積極的に活用する

ことにより、学生の負担を抑えながらも魅力的なプログラムへの参加者の拡充を図る。 

【その他】 

プログラムの一部を他大学に開放して実施する予定であるが、その際、プログラム運営費の一部の共同負

担などの仕組みを構築し、所要額の平準的負担化を図る。 

 



様式７
支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

16,940 16,940
15,500 15,500
7,200 7,200 P37様式5-②,1
4,000 4,000 P37様式5-②,1
4,300 4,300 P28様式2,24
1,440 1,440

300 300 P28様式2,24
500 500 P39様式6-①,2
540 540 P28様式2,24
100 100 P39様式6-①,2

27,710 1,750 29,460
25,150 1,750 26,900
2,000 2,000 P31様式3-②,1
4,000 1,750 5,750 P28様式2,46
3,750 3,750 P28様式2,43
7,200 7,200 P33様式4-①,25

4,800 4,800 P33様式4-①,25

2,400 2,400 P39様式6-①,2
1,000 1,000 P28様式2,31
2,560 2,560
1,000 1,000 P37様式5-②,1
500 500 P31様式3-②,11

460 460 P28様式2,34
400 400 P33様式4-①,15

100 100 P31様式3-②,1
100 100 P31様式3-②,1

20,280 7,580 27,860
12,380 12,380 P33様式4-①,21

7,900 7,900 P31様式3-②,11

7,580 7,580
41,300 12,566 53,866
33,400 12,566 45,966

12,566 12,566
8,000 8,000 P37様式5-②,1

8,000 8,000 P34様式4-①,10

5,000 5,000 P26様式2,1
5,000 5,000 P25様式1-④,31

4,000 4,000 P38様式4-②,41

1,500 1,500 P38様式4-②,40

1,000 1,000 P32様式3-②,21

900 900 P32様式3-②,30

100 100
100 100 P29様式2,9

7,800 7,800
4,000 4,000 P35様式4-②,12

2,700 2,700 P37様式5-②,26

600 600 P39様式6-①,1
500 500 P38様式4-②,41

合計 106,230 21,896 128,126

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

・ＦＤ担当教員雇用　@2,000千円×1人

・特任教員雇用　@3,750千円×1人

・特定専門職員雇用　@2,400千円×2人
・国際コーディネーター雇用　@1,200千円×6人

②印刷製本費
・英文校正・校閲費　一式

⑥その他（諸経費）

・教材費　一式
・人材育成室整備　一式

・遠隔テレビ会議システム　3式

・ＴＡ謝金　@100千円　一式
・ＲＡ謝金　@100千円　一式

・ＦＤ講習会講師謝金　@500千円 一式
・講師謝金　@200千円×2人，@30千円×2人

記載例  ：教材印刷費　　　○○○千円
　　　　　　　　       ○○部×＠○○○円

　　　　　 ：謝金　 　　　　 ○○○千円
　　　　　　　  　　　○○人×＠○○○円

②謝金

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバ
ル人材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募
要領参照。)【年度ごとに１ページ】

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

・自習用インターネットソフト　一式

［人件費・謝金］

②消耗品費
・教材作成用等消耗品費　一式

［旅費］

・事務補佐員雇用　@1,200千円×2人

・アルクグローバル化プログラム委託費　一式

・非常勤講師雇用　@1,000千円×1人

・ソフトウェア　一式

・外国招へい旅費　@600千円×7人ほか

・語学教育法テキスト和訳　@1,000千円 一式

①人件費

・ＦＳＰ担当特任教員雇用　@2,000千円×2人

・講演謝金　@50千円×6人，@20千円×5人

・外国旅費　@600千円×2人,@500千円×7人ほか

［その他］

・複合機リース料　2台

　（15クラス×15回×2期，10クラス×30回×2期）

①外注費

・実践英語コース外部委託費　一式

・外国研修派遣旅費助成　@260千円×3人ほか

・留学情報ＨＰ構築費　一式
・教務情報システム構築費　一式

・教材翻訳費　一式
・ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ対策講座外部委託費　一式

・ＴＯＥＦＬ－ＩＴＰ受験料　@3千円×900人

・ホームページ英文化外部委託費　一式

・自習用インターネットサーバーレンタル料　一式

・ポスター･パンフレット印刷費　一式

・規程等英文化外部委託費　一式

・ＪＣＳＯＳ保険料　一式

平成２４年度

・パソコン，プロジェクタ，周辺機器　一式

43



（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

2,310 2,310
350 350
350 350 P28様式2,24

1,960 1,960
1,510 1,510 P28様式2,24
400 400 P28様式2,24
50 50 P39様式6-①,2

148,310 7,000 155,310
142,860 7,000 149,860
32,000 32,000 P28様式2,34
8,000 8,000 P31様式3-②,1
16,000 7,000 23,000 P28様式2,46
14,500 14,500 P28様式2,31,43

32,000 32,000 P30様式3-①,24

14,400 14,400 P33様式4-①,25

14,000 14,000 P33様式4-①,25

6,800 6,800 P39様式6-①,2
5,160 5,160 P28様式2,31

5,450 5,450
1,800 1,800 P27様式2,35等
2,750 2,750 P28様式2,34等

500 500 P31様式3-②,11

200 200 P31様式3-②,1
200 200 P31様式3-②,1

44,830 7,580 52,410
25,780 25,780 P33様式4-①,21

19,050 19,050 P31様式3-②,11

7,580 7,580

64,550 64,550
50,500 50,500
30,000 30,000 P37様式5-②,1

5,000 5,000 P25様式1-④,31

4,800 4,800 P33様式4-①,21

4,000 4,000 P38様式4-②,41

2,800 2,800 P25様式1-④,1
1,500 1,500 P38様式4-②,40

1,000 1,000 P32様式3-②,21

500 500 P34様式4-①,10

900 900 P32様式3-②,30

700 700
100 100 P29様式2,9
600 600 P33様式4-①,25

60 60
60 60 P31様式3-②,11

13,290 13,290
4,000 4,000 P35様式4-②,12

4,000 4,000 P28様式2,31
2,700 2,700 P37様式5-②,26

1,200 1,200 P39様式6-①,1
890 890 P37様式5-②,27

500 500 P38様式4-②,41

合計 260,000 14,580 274,580

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

［その他］

・非常勤講師雇用

・教材費　一式

・ＦＤ担当教員雇用　@8,000千円×1人

［人件費・謝金］
①人件費

・ＣＥＰＵ特任教員雇用　@8,000千円×4人

・ソフトウェア　一式

・国際コーディネーター雇用　@2,400千円×6人

・ＦＳＰ担当特任教員雇用　@8,000千円×2人

①設備備品費
・パソコン　1台
②消耗品費

・教材作成用等消耗品費　一式

・特任教員雇用 @7,500千円×1人,@7,000千円×1人

［旅費］

・ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ対策講座外部委託費　一式

・規程等英文化外部委託費　一式

・英文校正・校閲費　一式
・留学情報ホームページ作成費　一式

・特定専門職員雇用　@7,000千円×2人

・講師謝金　@500千円×1人，@200千円×5人ほか

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・教員雇用　@8,000千円×4人

・ＴＯＥＩＣ受講料　@5,565円×160名

・おしょろ丸使用料　一式

①外注費

・事務職員英語研修委託費 上･中級2ｸﾗｽ×各24回

・会場借上費　一式

②印刷製本費
・ポスター･パンフレット印刷費　一式

・海外語学研修委託費　一式

平成２５年度

・ＦＤ講習会講師謝金　@500千円 一式

・外国招へい旅費

③会議費

・事務補佐員雇用　@3,400千円×2人

　　　　　　@2,000千円×2人,@165千円×4人ほか

⑥その他（諸経費）

・テキスト，報告書等作成　一式

・講演謝金　@50千円×32人，@20千円×10人

・外国旅費　@2,000千円×2人,@600千円×5人ほか

②謝金

・ＴＡ謝金　@100千円　一式
・ＲＡ謝金　@100千円　一式

　　　　　　@600千円×13人,@500千円×20人ほか

・実践英語コース外部委託費　一式
　（15クラス×15回×2期，10クラス×30回×2期）

・外国研修派遣旅費助成

・ＪＣＳＯＳ保険料　一式

・複合機リース料　2台

・自習用インターネットサーバーレンタル料　一式

・ＴＯＥＦＬ－ＩＴＰ受験料　@3千円×900人

　　　　　　@260千円×3人,@200千円×10人ほか

・アルクグローバル化プログラム委託費　一式

・教材翻訳費　一式
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

1,010 1,010
1,010 1,010

740 740 P28様式2,24
220 220 P28様式2,24
50 50 P39様式6-①,2

148,810 7,000 155,810
142,860 7,000 149,860
32,000 32,000 P28様式2,34
8,000 8,000 P31様式3-②,1
16,000 7,000 23,000 P28様式2,46
14,500 14,500 P28様式2,31,43

32,000 32,000 P30様式3-①,24

14,400 14,400 P33様式4-①,25

14,000 14,000 P33様式4-①,25

6,800 6,800 P39様式6-①,2
5,160 5,160 P28様式2,31

5,950 5,950
1,800 1,800 P27様式2,35等
2,750 2,750 P28様式2,34等

500 500 P27様式2,27
500 500 P31様式3-②,11

200 200 P31様式3-②,1
200 200 P31様式3-②,1

45,630 7,580 53,210
25,780 25,780 P33様式4-①,21

19,050 19,050 P31様式3-②,11

800 800 P27様式2,27
7,580 7,580

64,550 64,550
50,500 50,500
30,000 30,000 P37様式5-②,1

5,000 5,000 P25様式1-④,31

4,800 4,800 P33様式4-①,21

4,000 4,000 P38様式4-②,41

2,800 2,800 P25様式1-④,1
1,500 1,500 P38様式4-②,40

1,000 1,000 P32様式3-②,21

500 500 P34様式4-①,10

900 900 P32様式3-②,30

700 700
100 100 P29様式2,9
600 600 P33様式4-①,25

60 60
60 60 P31様式3-②,11

13,290 13,290
4,000 4,000 P35様式4-②,12

4,000 4,000 P28様式2,31
2,700 2,700 P37様式5-②,26

1,200 1,200 P39様式6-①,1
890 890 P37様式5-②,27

500 500 P38様式4-②,41

合計 260,000 14,580 274,580

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

　　　　　　@2,000千円×2人,@165千円×4人ほか

・ＲＡ謝金　@100千円　一式

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・教材費　一式

・講師謝金　@500千円×1人，@200千円×5人ほか

・ＦＳＰ担当特任教員雇用　@8,000千円×2人

②謝金

・メンター謝金　@50千円×10人

②消耗品費

・ソフトウェア　一式

・教員雇用　@8,000千円×4人

・ＪＣＳＯＳ保険料　一式

・教材作成用等消耗品費　一式

①人件費

・ＦＤ担当教員雇用　@8,000千円×1人

①外注費

・外国招へい旅費

［旅費］

・講演謝金　@50千円×32人，@20千円×10人

③会議費

・英文校正・校閲費　一式
②印刷製本費

・会場借上費　一式

・ポスター，パンフレット印刷費　一式
・テキスト，報告書等作成　一式

　　　　　　@600千円×13人,@500千円×20人ほか
・国内招へい旅費　@80×10人

・複合機リース料　2台

・おしょろ丸使用料　一式
・ＴＯＥＦＬ－ＩＴＰ受験料　@3千円×900人

平成２６年度

・非常勤講師雇用

・留学情報ホームページ作成費　一式

・外国旅費　@2,000千円×2人,@600千円×5人ほか

・アルクグローバル化プログラム委託費　一式
・事務職員英語研修委託費 上･中級2ｸﾗｽ×各24回
・ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ対策講座外部委託費　一式
・教材翻訳費　一式

［その他］

・特任教員雇用 @7,500千円×1人,@7,000千円×1人

・自習用インターネットサーバーレンタル料　一式

⑥その他（諸経費）

・ＦＤ講習会講師謝金　@500千円 一式

・ＣＥＰＵ特任教員雇用　@8,000千円×4人
・国際コーディネーター雇用　@2,400千円×6人
・特定専門職員雇用　@7,000千円×2人
・事務補佐員雇用　@3,400千円×2人

・実践英語コース外部委託費　一式
　（15クラス×15回×2期，10クラス×30回×2期）
・規程等英文化外部委託費　一式
・海外語学研修委託費　一式

・ＴＯＥＩＣ受講料　@5,565円×160名

・外国研修派遣旅費助成
　　　　　　@260千円×3人,@200千円×10人ほか

・ＴＡ謝金　@100千円　一式
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

4,510 4,510
4,510 4,510
3,560 3,560 P28様式2,24

900 900 P28様式2,24
50 50 P39様式6-①,2

149,310 7,000 156,310
142,860 7,000 149,860
32,000 32,000 P28様式2,34
8,000 8,000 P31様式3-②,1
16,000 7,000 23,000 P28様式2,46
14,500 14,500 P28様式2,31,43

32,000 32,000 P30様式3-①,24

14,400 14,400 P33様式4-①,25

14,000 14,000 P33様式4-①,25

6,800 6,800 P39様式6-①,2
5,160 5,160 P28様式2,31

6,450 6,450
1,800 1,800 P27様式2,35等
2,750 2,750 P28様式2,34等
1,000 1,000 P27様式2,27
500 500 P31様式3-②,11

200 200 P31様式3-②,1
200 200 P31様式3-②,1

45,630 7,580 53,210
25,780 25,780 P33様式4-①,21

19,050 19,050 P31様式3-②,11

800 800 P27様式2,27
7,580 7,580

60,550 60,550
46,500 46,500
30,000 30,000 P37様式5-②,1

4,800 4,800 P33様式4-①,21

4,000 4,000 P38様式4-②,41

2,800 2,800 P25様式1-④,1
1,500 1,500 P38様式4-②,40

1,000 1,000 P25様式1-④,31

1,000 1,000 P32様式3-②,21

500 500 P34様式4-①,10

900 900 P32様式3-②,30

700 700
100 100 P29様式2,9
600 600 P33様式4-①,25

60 60
60 60 P31様式3-②,11

13,290 13,290
4,000 4,000 P35様式4-②,12

4,000 4,000 P28様式2,31
2,700 2,700 P37様式5-②,26

1,200 1,200 P39様式6-①,1
890 890 P37様式5-②,27

500 500 P38様式4-②,41

合計 260,000 14,580 274,580

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

［物品費］

・教材作成用等消耗品費　一式
・ソフトウェア　一式

・教材費　一式

・規程等英文化外部委託費　一式

・事務職員英語研修委託費 上･中級2ｸﾗｽ×各24回

・海外語学研修委託費　一式

①人件費

・外国招へい旅費

・ＦＤ担当教員雇用　@8,000千円×1人
・ＦＳＰ担当特任教員雇用　@8,000千円×2人

・ＣＥＰＵ特任教員雇用　@8,000千円×4人

　（15クラス×15回×2期，10クラス×30回×2期）
・実践英語コース外部委託費　一式

・ＲＡ謝金　@100千円　一式

・教員雇用　@8,000千円×4人

・特任教員雇用 @7,500千円×1人,@7,000千円×1人

・外国旅費　@2,000千円×2人,@600千円×5人ほか

・会場借上費　一式

・自習用インターネットサーバーレンタル料　一式
・ＴＯＥＩＣ受講料　@5,565円×160名

③会議費

・複合機リース料　2台

・教材翻訳費　一式
・留学情報ホームページ作成費　一式

・ＪＣＳＯＳ保険料　一式
⑥その他（諸経費）

②印刷製本費
・ポスター，パンフレット印刷費　一式

・英文校正・校閲費　一式

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

・ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ対策講座外部委託費　一式

・ＴＯＥＦＬ－ＩＴＰ受験料　@3千円×900人

平成２７年度

・おしょろ丸使用料　一式

・特定専門職員雇用　@7,000千円×2人
・事務補佐員雇用　@3,400千円×2人
・非常勤講師雇用

　　　　　　@260千円×3人,@200千円×10人ほか

　　　　　　@2,000千円×2人,@165千円×4人ほか

・ＴＡ謝金　@100千円　一式

②消耗品費

・メンター謝金　@50千円×20人

・講演謝金　@50千円×32人，@20千円×10人

［人件費・謝金］

　　　　　　@600千円×13人,@500千円×20人ほか
・国内招へい旅費　@80×10回

［その他］

・アルクグローバル化プログラム委託費　一式

・外国研修派遣旅費助成

①外注費

［旅費］

・ＦＤ講習会講師謝金　@500千円 一式

・国際コーディネーター雇用　@2,400千円×6人

②謝金

・講師謝金　@500千円×1人，@200千円×5人ほか

・テキスト，報告書等作成　一式

46



（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

1,210 1,210
1,210 1,210

660 660 P28様式2,24
500 500 P28様式2,24
50 50 P39様式6-①,2

149,810 7,000 156,810
142,860 7,000 149,860
32,000 32,000 P28様式2,34
8,000 8,000 P31様式3-②,1
16,000 7,000 23,000 P28様式2,46
14,500 14,500 P28様式2,31,43

32,000 32,000 P30様式3-①,24

14,400 14,400 P33様式4-①,25

14,000 14,000 P33様式4-①,25

6,800 6,800 P39様式6-①,2
5,160 5,160 P28様式2,31
6,950 6,950
1,800 1,800 P27様式2,35等
2,750 2,750 P28様式2,34等
1,500 1,500 P27様式2,27
500 500 P31様式3-②,11

200 200 P31様式3-②,1
200 200 P31様式3-②,1

47,430 7,580 55,010
25,780 25,780 P33様式4-①,21

19,050 19,050 P31様式3-②,11

1,800 1,800 P39様式6-①,10

800 800 P27様式2,27
7,580 7,580

61,550 61,550
47,500 47,500
30,000 30,000 P37様式5-②,1

4,800 4,800 P33様式4-①,21

4,000 4,000 P38様式4-②,41

2,800 2,800 P25様式1-④,1
1,500 1,500 P38様式4-②,40

1,000 1,000 P25様式1-④,31

1,000 1,000 P32様式3-②,21

800 800 P39様式6-①,10

900 900 P32様式3-②,30

500 500 P34様式4-①,10

200 200 P39様式6-①,10

700 700
100 100 P29様式2,9
600 600 P33様式4-①,25

60 60
60 60 P31様式3-②,11

13,290 13,290
4,000 4,000 P35様式4-②,12

4,000 4,000 P28様式2,31
2,700 2,700 P37様式5-②,26

1,200 1,200 P39様式6-①,1
890 890 P37様式5-②,27

500 500 P38様式4-②,41

合計 260,000 14,580 274,580

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

・外国旅費　@2,000千円×2人,@600千円×5人ほか

②印刷製本費
・ポスター，パンフレット印刷費　一式

・会場借上費

［物品費］
②消耗品費

・国内招へい旅費　@80×10人

・ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ対策講座外部委託費　一式

・実践英語コース外部委託費　一式

［その他］

　（15クラス×15回×2期，10クラス×30回×2期）

③会議費

・ＴＯＥＩＣ受講料　@5,565円×160名
・自習用インターネットサーバーレンタル料　一式

・おしょろ丸使用料　一式

・複合機リース料　2台

⑥その他（諸経費）
・ＪＣＳＯＳ保険料　一式

・外国招へい旅費（IAU/国際大学協会）@600千円×3人

平成２８年度

・外国招へい旅費　@600千円×13人ほか

・メンター謝金　@50千円×30人

［旅費］

・教材作成用等消耗品費　一式

・ＴＯＥＦＬ－ＩＴＰ受験料　@3千円×900人

・テキスト，報告書等作成　一式

・ＲＡ謝金　@100千円　一式

・ＦＤ講習会講師謝金　@500千円 一式
・ＴＡ謝金　@100千円　一式

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［人件費・謝金］
①人件費

②謝金

・講師謝金　@500千円×1人，@200千円×5人ほか

・事務補佐員雇用　@3,400千円×2人

・教員雇用　@8,000千円×4人

・特任教員雇用 @7,500千円×1人,@7,000千円×1人
・ＣＥＰＵ特任教員雇用　@8,000千円×4人
・国際コーディネーター雇用　@2,400千円×6人
・特定専門職員雇用　@7,000千円×2人

・ＦＤ担当教員雇用　@8,000千円×1人

・教材費　一式

・ソフトウェア　一式

・ＦＳＰ担当特任教員雇用　@8,000千円×2人

・講演謝金　@50千円×32人，@20千円×10人

・非常勤講師雇用 @2,000千円×2人,@165千円×4人ほか

・海外語学研修委託費　一式
・アルクグローバル化プログラム委託費　一式
・事務職員英語研修委託費 上･中級2ｸﾗｽ×各24回

・外国研修派遣旅費助成
　　　　　　@260千円×3人,@200千円×10人ほか

①外注費

・留学情報ホームページ作成費　一式
・英文校正・校閲費　一式
・ＩＡＵ（国際大学協会）評価委託費　一式

・規程等英文化外部委託費　一式

・ＩＡＵ（国際大学協会）報告書翻訳外部委託費　一式

・教材翻訳費　一式
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様式８

（大学名：北海道大学）（申請区分：全学推進型）

他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
　当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

当該申請事業は、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、大学改革推進等補助
金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業の
補助金等、いずれの経費措置も受けていない。上の補助金による事業として代表的なものを以下
に列挙する。

●　大学の世界展開力強化事業
『人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム』
「持続可能な開発」国際戦略を掲げて、分野横断的な教育・研究連携に力を入れてきた本学が、
学問分野間の教育の質保証システムを均等性のあるものへと整備しつつ、ASEANの主要6大学との
教育連携システムの構築を図る。

●　国立大学改革強化推進事業
『北海道内国立大学の機能強化について～北大を拠点とする連携体制の構築』
１．道内国立大学の教養教育連携実施
２．学部・大学院入学前留学生教育の充実による国際化の推進
３．道内国立大学の事務の共同処理の推進
　北海道内の国立大学がそれぞれの特色を活かし，機能を強化していくため，今ある資源を効果
的・効率的に活用していくよう複数大学による連携を図る。

● 大学改革推進等補助金「博士課程教育リーディングプログラム」
【採択年度：平成２３年度】
(1) One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム
プログラムコーディネーター：大学院獣医学研究科・教授 堀内 基広

【申請年度：平成２４年度】
(1)複合領域型（環境）『イノベーティブな課題解決を目指す国際環境リーダー育成プログラ
ム』
プログラムコーディネーター：地球環境科学研究院・教授　山中康裕
(2) 複合領域型（生命健康）『持続的健康社会を創造するパイオニア養成プログラム』
プログラムコーディネーター：先端生命科学研究院・教授　川端和重
(3) 複合領域型（物質）『物質科学フロンテイアの開拓を可能とするAmbitiousリーダー育成プ
ログラム』プログラムコーディネーター：工学研究院・教授 増田隆夫
(4) 複合領域型 （情報）『オープンな教育による複合的次世代ＩＴリーダー養成プログラム』
プログラムコーディネーター：情報科学研究科・教授　栗原　正仁

●研究拠点形成費等補助金（グローバルCOEプログラム）
【平成20年度　採択】
(1)人獣共通感染症国際共同教育研究拠点の創成、獣医学研究科 特任教授　喜田　宏
(2)多元分散型統御を目指す新世代法政策学、法学研究科 教授　田村　善之
(3) 統合フィールド環境科学の教育研究拠点形成、環境科学院 教授　山中　康裕

【平成21年度　採択】
(1) 境界研究の拠点形成、スラブ研究センター教授　岩下　明裕
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●頭脳循環を加速する若手研究者 戦略的海外派遣プログラム
(1) 理学研究院 「複合的なアプローチによる生物源炭酸塩骨格を用いた地球環境変動の解明」
(2) 地球環境科学研究院 「海洋生態系モデリングに関する世界をリードする国際的ネットワー
クの形成」

●組織的な若手研究者戦略的　海外派遣プログラム
(1) 環境科学院「環境科学に関する海外パートナーと協働した若手研究者育成および国際的共同
研究の推進」
(2) 工学研究院 「物質科学イノベーションを担う若手研究者海外ネットワーク形成プログラ
ム」
(3) 獣医学研究科 「先進的獣医科学教育・研究における国際的な次世代リーダーの育成」
(4) 文学研究科 「多文化共生時代における国際水準の次世代研究者育成をめざすプログラム」

●大学改革推進等補助金
(1) 平成22年度 大学改革推進等補助金(大学病院連携型高度医療人養成推進事業）
(2) 平成23年度 大学改革推進等補助金(大学病院における医師等の勤務環境改善のための人員の
雇用）
(3) 医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保医学部・大学病院
の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保
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（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SEND の概要 

様式２「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」において、「SEND」の実施を含む構想を策定

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語

指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SEND の概要】 

（１）本学におけるこれまでの取組 

本学における SENDに関連するこれまでの取組として以下の活動が挙げられる。 

【日本語教授法ワークショップの実施】 

本学は、平成 20年度から毎年度、海外の協定大学で日本語教育を担当されている教員を招聘し、日本

語教授法の向上を図ると共に、日本語教育担当教員とのネットワークの強化を図ることを目的とした「日

本語教授法ワークショップ」を実施している。これにより、本学は海外協定校（中国、韓国、台湾、タイ、

フィリピン等）における日本語担当教員と既に強固な信頼関係を構築している。 

【日本語イブニング・コースの実施】 

本学は、平成 22年度から留学生・外国人研究者及びその家族を対象とし、留学・研究生活がスムーズ

に遂行されるよう、夜間に日本語のクラスを提供している。学生やボランティアを主体とし、学生自身の

日本語教育実践の場ともなっている。平成 23年度は学生インストラクターが延べ 218名参加した。 

【ファースト・ステップ・プログラム（FSP）における日本文化紹介】 

平成 23 年度から開始しているファースト・ステップ・プログラム（以下 FSP）では、現地協定校を訪

問した際に日本文化等を紹介するプレゼンテーション等の活動を既に実施している。 

 

（２）SENDにおける取組 

 本学におけるこれまでの取組実績を踏まえ、SEND においては以下の活動を実践する。また、活動状況

のレビューを行い、国によっては現地高校等における活動への拡大を図る。 

① 日本語教授法ワークショップのネットワーク活用 

標記ネットワークを活用し現地大学で実施可能な協力体制を確立する。また、これ以外にも本学の海

外オフィスを通じ、現地大学の日本語担当教員と連携し、相互交流を拡大する。 

② 日本語イブニング・コースを通じた日本語を教える技能の獲得と実践 

新渡戸カレッジの学生に、日本語イブニング・コースに参加することを推奨する。これにより、日本

人学生にとっては外国人への日本語の教え方を留学生センター教員の指導の下、学ぶことが可能とな

るとともに、日本文化について紹介する機会を得られることも期待される。新渡戸カレッジの学生に

は、日本語教材として海外で使用される頻度が高い教材「みんなの日本語」を用いた事前講習を実施

し、外国人に日本語を教える場合に最低限必要な技術を習得させる。 

③ FSP等を通じた日本文化紹介活動 

交換留学等の期間中に実施する他、既に実施されている FSPにおいても積極的に日本文化を紹介する

こと及び現地の日本語授業に参加することをその目的の一つとして位置付け、実施する。 

 

（３）帰国後学生の実践 

帰国後、学生は外国人留学生への教育・生活支援活動、日本語イブニング・コースにおけるインストラ

クターとしての更なる積極的参加等が強く期待される。 

（ＳＥＮD における交流学生数） 

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

学生の派遣   30 人 40 人 50 人 70 人 80 人 

学生の受入 10 人 15 人 20 人 20 人 25 人 
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