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申請区分：全学推進型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
事業規模

７．本事業経費

24年度

25年度

26年度

260,000千円

27年度

28年度

合

計

230,820 434,150 438,470 438,050 438,450

1,979,940

補助金申請額 202,620 260,000 260,000 260,000 260,000

1,242,620

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額 28,200

174,150 178,470 178,050 178,450
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737,320
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目標設定シート
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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≫
1913 年に大学創立 30 周年を記念して策定された「早稲田大学教旨」は、
「学問の独立を全うし、学問
の活用を効し、模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す」とし、特に「世界の学問に裨補せん事を期
す」
、
「広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す」という目標が掲げられている。そして、創立者の
大隈重信は、
「一身一家、一国の為のみならず、進んで世界に貢献する」人材の育成を目指し、
「吾人の大
なる理想は文明の調和者として、東洋の文明と西洋高度の文明とを並行せしめ、調和せしむるにある」と
して、文明間の相互理解・対話を通じた調和ある社会・平和の創造への志を語り、東洋と西洋を結ぶ日本
を創る為、早稲田大学をその知的な核としたいという壮大な構想を有していたとされる。
このような大学の理念は、近年の大学改革でも繰り返し確認され、1990 年代には「グローカルユニバー
シティ」を旗印として「地球的規模で考え地域的に行動する」人材の育成を目指し、2000 年代前半には「ア
ジア太平洋地域における知の共創」を目指すアジアの中核的大学として、アジアにおけるリーダーの育成
を中心においた世界展開を行ってきた。また、
「Waseda Next 125」
（2008 年策定）でも「早稲田から
WASEDA へ」をスローガンに、
「多文化が共存・融合する地球社会における知の基盤を構築する」
「地球
の至るところを学びの場とし地球共同体のリーダーを育成する」ことを大学の「中心的課題」として設定
している。創立 150 周年（2032 年）に向けた中長期目標である「Waseda Vision 150」では、
「世界に貢
献する志をもった学生」
、
「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する早稲田の研究」
、
「グローバルリーダ
ーとして歓びを持って汗を流す卒業生」を 3 つの柱とし、
「教育・研究の質を飛躍的に向上させ、世界に
貢献する大学であり続ける」ことを早稲田大学の中心的目標として提示している。
≪構想の目的≫
本構想の目的は、早稲田大学の全学部（13 学部）の全ての学生（1 学年約 8,000 名）に、広く世界に貢
献する「グローバル人材」となる機会を作ることにある。ここでいう「グローバル人材」とは、世界・そ
して日本のいかなる場所・場面（Global, Regional, National, Local）においても、グローバルな視点を持
って課題の解決に貢献する人材のことを指す。そうした人材は、幅広い知識や優れた知的能力（叡智）は
もちろんのこと、奉仕・勇気・チャレンジ精神等の高い精神性（志）、そして問題解決能力や物事を最後
までやり遂げる力（実行力）を兼ね備えている必要がある。そして、このような人物を育てるに当たって
は、学生たちが世界の文化・歴史・社会を世界中の言語で学び、世界中の様々な国で学習・生活・切磋琢
磨し、世界中の人々と交流・対話する、という国際教育の機会を提供することが極めて重要である。そこ
で、早稲田大学は、本構想において、
「叡智と志と実行力を育てる国際教育」を創造・実施する。
早稲田大学では、ここ数年、年間 1,800 名以上（1 年間の長期留学約 800 名、短期留学約 1,000 名）の
学生の海外への派遣、6 学部 9 研究科における英語での学位取得プログラム等を通じた年間約 4,000 名の
留学生の受け入れなど、学生が国際的な環境で学ぶ機会を数多く創出してきた。本構想では、この早稲田
大学生の海外での国際的な学びと国内での国際的な学びの機会を、量・質ともに飛躍的に拡充する。この
量・質の飛躍的拡充を象徴的に示す 2 つのキーワードは、「学部生全員の海外留学」と「知識と実践の学
びのスパイラル」である。「学部生全員の海外留学」は、10 年後の 2022 年度までに、学部学生の全員（1
学年約 8,000 名）に卒業までに一度は海外への留学を体験させるというものである（4 年後の 2016 年度
までに学部学生の半分の約 4,000 名）。「知識と実践の学びのスパイラル」とは、全学部生に単に海外留
学の機会を与えるのにとどまらず、全学共通教育センターを設置することによって、留学前には外国語を、
そして留学後には世界の文化・歴史・社会を世界中の言語で学ぶ機会を提供する。これによって、「早稲
田での学習（知識）→海外留学（実践）→早稲田でのより深い学習（知識）」というスパイラル的な学習
効果を期待できる。こうした国際教育の機会の大幅拡充のプロジェクトを“Waseda Initiatives for the
Next Globalization Stage ( WINGS )”と名づける。
Waseda Initiatives for the Next Globalization Stage 早稲田発・グローバル社会への次なる貢献
卒業予定者の海外留学経験者数
２０１２年度 １,８４８名
長期留学者数： ７９８名
短期留学者数：１,０５０名

２０１６年度 ４,０００名
長期留学者数：１,５００名
短期留学者数：２,５００名

２０２２年度 ８,０００名
長期留学者数：２,０００名
短期留学者数：６,０００名

*「短期留学」とは 3 カ月未満のプログラムを指す。 *上記人数は単位付与者のみ。
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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≫
○早稲田大学の教育目的
2011年12月に、創立150周年の 2032年に向けて早稲田大学が目指すビジョンとして策定が開始された
「Waseda Vision 150」 では、
「学問の独立」
「学問の活用」
「模範国民の造就」という早稲田大学の「三
大教旨」は未来に向けても引き継がれるべき早稲田のミッション（使命）であると位置づけられ、
「世界に
貢献する早稲田大学」という観点から再定義が行なわれた。すなわち、
「学問の独立」を「世界へ貢献する
礎」とし、あらゆる制約から解放された自由な批判精神が学問の独立の礎であり、自律的かつ自由な相互
作用の中で世界の課題解決に貢献する礎を構築することを目指すものとした。また、
「学問の活用」を「世
界へ貢献する道」と位置付け、学理の攻究に留まらず、それを文化、社会、産業に活用することによって、
世界の課題解決への実践的・実質的な貢献を行う道を拓くことを目指す、としている。そして、早稲田大
学の教育目的として最も重要な「模範国民の造就」を「世界へ貢献する人」と位置付け、世界の何処にあ
っても、どのような困難に直面しようとも、自らの意思で周囲と連携して状況を切り拓くことのできる知
識と知恵と勇気、さらには頑健な身体としなやかな感性を有する地球市民の育成を目指す、としている。
この「模範国民の造就」
「世界へ貢献する人」こそ、早稲田大学の目指すグローバル人材像である。
創立者大隈重信は、かつて「模範国民の造就」の意味について次のように述べている。「模範国民とな
らんとすれば、知識のみではいかぬ。道徳的人格を備へなければならぬ。而して、一身一家、一国の為の
みならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ」「教育は、人格の養成を根義とする。唯だ専門
智識を吸収するのみに汲々として、此点を閑却するに於ては、人間は利己的となる。進んで国と世界との
為に尽すといふ犠牲的精神は段々衰へてくるのである。恐るべきことである。是文明の弊である。此弊を
避けて、其利を収むるのは模範国民たるものの責任である」。このような創立者の志を現代的に具現化す
る為に、Waseda Vision 150ではその3つの柱を「世界に貢献する志をもった学生」
、
「世界の平和と人類の
幸福の実現に貢献する早稲田の研究」
、
「グローバルリーダーとして歓びを持って汗を流す卒業生」とし、
「教育・研究の質を飛躍的に向上させ、世界に貢献する大学であり続ける」ことを早稲田大学の中心的目
標としている。
世界に貢献する志を

世界の平和と人類の幸福の実現に

もった学生

グローバルリーダーとして歓びを

貢献する早稲田の研究

持って汗を流す卒業生

世界に貢献する早稲田大学

○早稲田大学の特色
このような「世界に貢献する」という教育目的を達成する為に、早稲田大学は教育の様々なレベルでの
国際化、グローバル化を行ってきた。留学生受け入れでは、創立の3年目の1885年に最初の留学生を朝鮮
半島から受け入れたことを皮切りに、1905年には清国留学生部を設置し、当時の早稲田の全学生の2割が
中国からの留学生であったとされる。第二次世界大戦後にも1963年に国際部を立ち上げ、年間100人以上
の米国からの留学生を受け入れるなど、長い間にわたって様々な国籍の学生を受け入れてきた。現在、早
稲田大学に在籍する外国人学生は4,200名を超え、日本最大数の留学生が学ぶ大学となっている。
世界に貢献する人材の育成の為に、世界77カ国・地域413大学と交流協定を締結し、現在年間約800名の
学生を長期で世界の協定校に送り出している。短期での派遣留学を含めると1,800名以上の学生を海外に
送り出しており、これも日本の大学では最大規模の海外留学者数となっている。
受け入れ・派遣の学生数だけではなく、教育プログラムの国際化にも、様々な取り組みをしている。国
際教養学部をはじめ6学部9研究科における英語による学位取得プログラムの提供、
「グローバルカレッジ
科目」としての英語による授業や20種類以上の外国語教育プログラムの提供、
「平和学」や「国際協力」
などの国際的なテーマに関する全学共通副専攻の設置、OECD、アジア開発銀行、JICA等と協力した海外
インターンシップの提供、
「国際コミュニティセンター」による留学生と日本人学生の交流・共生教育、国
際学生寮における共生教育、
「平山郁夫記念ボランティアセンター」
による途上国へのボランティア派遣等、
様々な国際教育の機会を提供し、それらに学生が選択的に参加・受講することによって、世界に貢献する
人材として成長できるようにしており、これらが総体として、早稲田の教育の特色となっている。
また、アジアとの歴史的な関係を基として、1990 年代からは「アジア太平洋地域における知の共創」を
旗頭に、ダイナミックに成長するアジアに重きを置いた教育・研究に力を入れ、歴史的に盛んであったア
ジアからの留学生受け入れのさらなる強化、アジアの主要大学との連携強化、大学院アジア太平洋研究科
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の開設、北京大学・シンガポール国立大学等アジアトップ校とのダブルディグリー・プログラムの開発、
21 世紀 COE「現代アジア学の創生」
・グローバル COE「アジア地域統合の為の世界的人材育成拠点」の
運営、アジア研究機構・イスラーム研究機構・現代中国研究センター等のアジア研究基盤の構築など様々
な取り組みを行い、アジアの為のアジアに関する特色ある教育基盤の整備を進めてきた。
≪育成するグローバル人材像≫
育成するグローバル人材像
「一身一家、一国の為のみならず、進んで世界に貢献する」人材(大隈重信 1913 年）

グローバルな視点を持って、
“Global･Regional･National･Local”のどの場においても
課題解決に貢献する人材
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな課題
環境、資源
ｴﾈﾙｷﾞｰ、
ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ…

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙな課題
領土問題
EU・ASEAN 問題、
TPP…

ﾅｼｮﾅﾙな課題
財政問題
災害対策
少子高齢化、
社会保障…

ﾛｰｶﾙな課題
まちづくり
ゴミ問題
過疎化…

○地球的課題とグローバル人材像
地球環境問題の深刻化、人の国際的移動の爆発的増大、グローバル経済の急速な展開、情報通信技術の
長足の進歩は、従来基本的には一国の枠組みで考えられていた課題解決の為のガバナンス（統治）のあり
方に大きな変容を迫りつつある。国連、OECD等の国際機関のみならず、G8やG20といった大国を中心と
したグローバルガバナンスの体制が世界経済や安全保障、貧困や環境問題などのグローバルイッシューの
解決枠組みとして重要度を増している。政府の連合体によるガバナンスのみならず、クロスボーダー化し
た経済を自由に行き来するグローバル企業や国際的な連帯・ネットワークを有する巨大NGOも、国際社会
における主要なアクターとして、世界的な課題解決に大きな役割をもつようになっている。一方で、グロ
ーバリゼーションと軌を一にして、ヨーロッパや東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ、中東等の地域
では、リージョナルな枠組みで、国境を越えた課題解決を行うことの機能的な意味が再認識されている。
特に、域内の経済的相互依存が進展しているアジアにおいては、ASEAN+3や日中韓サミット、TPPなど
多層的な地域連携のフレームワークが構築されようとしている。もちろん、従来からの一国（ナショナル）
を単位とした課題解決の枠組みは今も重要な役割を担っており、国や政府の枠組み、もしくは国と国との
交渉によって、解決を模索する社会的・経済的課題は数多い。他方、民主主義の進展や課題の個別化は、
住民やNPOを巻き込んだ、分権的でローカルなガバナンス体制での課題解決を志向する。
○「世界に貢献する」グローバル人材像
以上のような問題認識の下、
「世界に貢献する」ことを目指し、早稲田大学が国や地域社会のリーダー
を輩出してきた特色を活かしながら育成しようとするグローバル人材像は、
「グローバルな視点を持って、
“Global, Regional, National, Local”のどの場においても課題解決に貢献する人材」である。つまり、グロ
ーバルな課題にグローバルな観点からアプローチするだけではなく、ローカルなより現場の人々に近い立
場や心情を大切にしながらグローバルな課題の解決に携わることのできる人材、リージョナルな課題にナ
ショナルな観点をバランスさせながら取り組める人材、ローカルな課題にグローバルな視点をもって解決
に貢献できる人材等である。例えば、地球温暖化の問題に対処するときに、グローバルな視点から環境問
題に関する大所高所の議論をするだけではなく、自らの生活改善や地域社会からの地道なアプローチを大
切にできる人材、TPP 等の地域的経済連携枠組みの形成に、国益のみならず地域益・地球益の観点もバラ
ンスさせながら取り組める人材、まちづくりや地域発のビジネスにおいてもグローバルな広い視野からそ
の課題を解決できる人材等である。つまり、早稲田大学が考えるグローバル人材は、ある時はグローバル
で、またある時はリージョナルで、ナショナルで、ローカルでというように、その時々の課題、それぞれ
の仕事の内容・職業、社会的役割等で、貢献する場が変わることが想定されている。しかし、どのような
場においても、グローバルで多角的な視点をもち、自らの「叡智」をフルに生かして課題の解決に貢献す
る「実行力」を備え、その為の高い「志」を有することが期待される。
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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】

それでは、早稲田大学の学部生が「グローバルな視点を持って、“Global, Regional, National, Local” の
どの場においても課題解決に貢献する人材」となる為には、在学中にいかなる能力・資質を修得する必要
があるだろうか。ここで、最も重要なことは、一般に人が社会の課題の解決を通じて世の中に貢献するに
は、かつて本学の創立者大隈重信が「知識のみではいかぬ」と述べたように、豊富な知識や高度な知的能
力（叡智）をもっているだけでは十分でないということである。その人が世の中の為に尽くすという抱負
をもつとともに、その人に道徳心や倫理観などの高貴な人格（志）が備わらなければならない。また、ど
のような仕事であっても、その場の課題を発見しそれを実際に解決にまで導くには、力強さやタフさ、他
人をまとめる力、そして物事を最後までやりぬく力等（実行力）が必要となる。
そこで、本構想において、早稲田大学の学生が卒業・終了時までに修得すべき具体的能力・資質を「叡
智」
「志」
「実行力」の 3 つの観点から分類する（8 ページの図ご参照）
。これらの能力・資質は、数値化し
た指標で測ることが簡単でないものも含まれているが、早稲田大学の学生が、その専門分野に関わらず、
将来的に本構想が考える「グローバル人材」となる為に卒業までに修得すべき能力・資質と考える。
まず、
「叡智」に関わる能力である。その 1 つ目として「広い国際的教養」があげられる。世界の課題で
あっても地方の課題であっても、それをグローバルな視点をもって解決するに当たっては、世界の文化、
社会、歴史に関する幅広い教養をもっていることが不可欠である。2 つ目としては「異文化理解力」があ
げられる。それは世界の各地での課題の発見と解決への過程で大きな助けとなるだけでなく、今後は日本
の地方においても国際的な人的交流が盛んになると予想され、異文化理解力は地方のプロジェクト（観光・
まちおこしの分野等）でも大いに役立つであろう。3 つ目は「高い専門性と分析力・考察力」である。こ
れは、専門分野で得られた知識や分析の結論が直面する課題の解決に役立つだけでなく、これらの能力の
向上は論理的思考能力を高めることにもつながる。4 つ目の「言語・コミュニケーション力」は、世界中
の幅広い情報の収集の際に、また世界中の人々と議論し協働して課題を発見・解決していくにあたって極
めて重要である。最後の「自律的・批判的思考能力」は、様々な課題を常識にとらわれず独自の視点でと
らえ、その解決方法を生み出す力を生むことになる。
次に、
「志」に関わる資質である。その 1 つ目の「世界の平和と豊かさを希求」は、平和と豊かさが現代
の人々の幸せの前提条件であり、それを希求する心は課題解決への基本的な姿勢となる。2 つ目の「勇気・
チャレンジ精神」は、人にこれまでにない新しい課題に果敢に取り組むことを可能にする。3 つ目の「奉
仕と感謝の心」のうち、
「奉仕」は「世の為人の為に尽くす」という本学の創立者大隈重信の精神であり、
自らの境遇に対する「感謝」の気持ちは自らの社会における責務を意識させることとなる。4 つ目の「高
い道徳心と倫理観」は、課題の解決を単なる知識や論理だけで行うのではなく、人としての正義や良心の
見地から判断することを助ける。そして、5 つ目の「アイデンティティ」は、日本人としてのアイデンテ
ィティ、アジア人としてのアイデンティティが、課題がグローバルであれローカルであれ、それに取り組
む際のコアな価値観とそれに基づく解決方法を生み出すことに寄与する。
最後に「実行力」に関わる能力である。1 つ目の「課題発見能力」は、知識・論理によって課題を発見
する能力のみならず、行動を伴った現場ベースでの課題発見の能力をも含んでいる。2 つ目の「本質を見
抜く洞察力」は、複雑な世の中において物事の本質を見極める力である。3 つ目の「人と協力し周囲をま
とめる力」は、他人との協調性に加え、グループをまとめるというリーダーシップ力をも含んでいる。4
つ目の「物事を最後までやり遂げる力」は、どのような困難に直面しようとも、様々な知識・手段・方法
を用いて課題の解決までやり遂げる力を指している。そして、最後の「力強さ、タフさ」は、精神面・肉
体面の両方の意味をもち、課題の提示から解決に至るまで、様々な活動を支えるあふれるエネルギーであ
る。
そして、こうした「グローバル人材」が備えるべき「叡智」
、
「志」
、
「実行力」の 3 つの分野の具体的能
力・資質を育てる為に、本構想では早稲田大学の全 13 学部の学生を対象にして広範囲にわたった取組
（WINGS）を行う。WINGS の内容は、単に学部生に海外への留学の機会を開くことにとどまらない。そ
れは、入試、学部での教育、留学準備教育、海外留学・研修、帰国後の外国語による教養・専門教育、さ
らにはグローバル・キャンパスの学習環境の整備と、学部生の 4 年間の学生生活全般にわたって「グロー
バル人材」を養成すること目指すものである。それらの多様な取組の内容のうち主なものは、次ページの
図の下の部分に示されている。そして、これらの取組内容が上にあげた「グローバル人材」の具体的能力・
資質の養成にどのように寄与するかは、12 ページで説明する。
7
（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）

「 叡 智 」 と 「 志 」 と 「 実 行 力 」
【叡智】

【実行力】

・広い国際的教養
・異文化理解力
・高い専門性と分析力・考察力
・言語・コミュニケーション力
・自律的・批判的思考能力

・課題発見能力
・本質を見抜く洞察力
・人と協力し周囲をまとめる力
・物事を最後までやり遂げる力
・力強さ・タフさ

【志】
・世界の平和と豊かさへの希求
・勇気・チャレンジ精神
・奉仕と感謝の心
・高い道徳心と倫理観
・アイデンティティ

Waseda Initiatives for the Next Globalization Stage 早稲田発・グローバル社会への次なる貢献
入試

入試制度改革の実現
・留学経験、TOEFL、TOEIC 等、外国語能力テストを伴う AO 入試、自己推薦入試の導入
・国際経験等を評価する入試制度の整備（AO 入試、帰国生入試、付属・系属高校推薦入試等）
・一般入試におけるリスニング試験の導入

学部教育

全１３学部が提供する多様な教育
政治経済*
国際教養*

商

教育

法
文化構想

社会科学*

人間科学

基幹理工*

文

スポーツ科学

創造理工*

先進理工*

*英語による学位取得が可能な学部

全学共通教育センター

外国語教育、留学準備教育

英語・その他外国語による教養・専門教育

・全学部によるプレイスメントテスト、定期的な語学力測定
テスト、習熟度別外国語クラス編成の実施
・英語・中国・その他外国語教育の提供（全 23 言語）
・少人数チュートリアル・イングリッシュの提供
・アカデミック・ライティング・クラスの提供
・DDP 準備コースの設置
・オナーズ・プログラムの設置
・カレッジスキル及び TOEFL スコアを延ばす留学準備講
座の提供（オンデマンド含む）

・留学後のフォローアップ教育
・少人数セミナー形式の授業の拡充
・グローバル・スタディーズ副専攻の設置
・国際関連の副専攻コースの提供
・海外大学院進学準備コースの設置（GMAT、GRE 等）
・国際コンソーシアムへの参加及び研究発表
・海外協定校との共同セミナーの提供（遠隔システム利用含む）
・外国語での卒業論文作成の指導

知識と実践の学びのスパイラルの実現

海外留学・派遣

短期留学プログラム
・12 の国・地域、5 言語、35 大学による春・夏合計 41
プログラム（2011 年実績）
・クォーター制を利用した新規サマー・プログラム開発
（14 の国・地域、11 言語）
・インターンシップ、フィールドワーク型等、体験型
プログラムの拡充
・専門コンテンツを学べるプログラム
・ゼミによる協定校への訪問・共同ゼミの実施
・発展途上国等における海外ボランティア・プログラム

長期留学プログラム（2011 年実績）
・413 の協定校による合計 445 プログラム（77 カ国、23 言語）
・ｱｼﾞｱ、欧米大学とのダブルディグリー・プログラム
・非英語圏における英語留学プログラムの強化
・各学部の特色を活かした学部間プログラムの拡充
・１セメスターによる中期留学プログラムの開発
（7 つの国・地域、2 言語）

卒業予定者の海外留学経験者数
２０１２年度 １，８４８名
長期留学者数：
７９８名
短期留学者数：１，０５０名

２０１６年度 ４,０００名
長期留学者数：１,５００名
短期留学者数：２,５００名

２０２２年度 ８,０００名
長期留学者数：２,０００名
短期留学者数：６,０００名

学生生活・環境整備

グローバル・キャンパスの学習環境
・留学生受入れ体制の強化（グローバル 30 プログラムからの継続した取組、受入留学生の増加 4,000 名→8,000 名）
・日常的な異文化交流コミュニティの形成（ランゲージ＆カルチャーエクスチェンジ、フィールドトリップ）
・中野国際共生寮（Waseda International Student House（WISH）／留学生との混住型学生寮）2014 年完成
・国際コミュニティセンター（ICC）の機能拡充（リサーチ・プロジェクト、異文化理解教育プログラム等）
・ボランティアセンターによる様々な社会貢献活動（東日本大震災プロジェクト、海外ボランティア等）
・キャリアセンターを中心とした国内外インターンシップ・プログラム（JICA カンボジア等）
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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

外国語力スタンダード
を満たす学生数
うち海外留学未経験
者数
（Ａ）
海外留学経験者数
（Ｂ）
卒業［予定］者数
（Ｃ）
比
率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）

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

2,102 人

2,576 人

3,179 人

3,766 人

670 人

695 人

730 人

815 人

1,701 人

1,848 人

2,455 人

2,907 人

3,441 人

3,997 人

9,549 人

10,720 人

10,180 人

10,180 人

10,260 人

8,900 人

30.7％

35.4％

40.7％

54.1％

300 人（10）

391 人（15）

474 人（20）

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 80

政治経済学部

海外留学経験者数

176 人

322 人

392 人

472 人

562 人

３カ月未満

109 人

120 人

220 人

280 人

300 人

340 人

３カ月～１年

65 人

83 人

100 人

110 人

170 人

220 人

2人

2人

2人

2人

2人

2人

983 人

1,162 人

1,000 人

1,030 人

1,030 人

900 人

１

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

205 人

566 人（30）

年々新入生の TOEFL スコアが向上していることと、習熟度別の英語クラスや英語学位プログラム講義の履修推
奨、留学の推進を踏まえ、現在学部内で設定している語学基準：3 年次に TOEFFL-ITP500 点（iBT61 点）か
ら更にレベルアップし、卒業時には、学生の 50%が上記外国語力スタンダードを満たす事を目標とする。

卒業時の外国語力スタンダード
海外留学経験者数

TOEFL iBT 71

350 人（220） 360 人（175） 380 人（180） 400 人(185)

(WeTEC 700)

法学部

70 人

90 人

145 人

３カ月未満

57 人

70 人

120 人

３カ月～１年

１３人

20 人

25 人

１

年

190 人

210 人

230 人

160 人

170 人

180 人

30 人

40 人

50 人

超

０人

０人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

794 人

956 人

800 人

800 人

800 人

740 人

目標設定の考え方

今後、全体の学部カリキュラムをより充実させていく計画である一方で、国際化の潮流を受け、可能な限り留学
経験者数も増加させる意向である。また、本学部は、各国の法律を学ぶ目的等で英語以外にも独語や仏語等の外
国語教育を充実させてきており、多言語教育を提供している。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 71

177 人（80）

(WeTEC 700)

240 人（110） 300 人（60）

360 人（60）

海外留学経験者数

63 人

79 人

111 人

141 人

251 人

311 人

３カ月未満

20 人

30 人

60 人

80 人

150 人

200 人

３カ月～１年

42 人

48 人

50 人

60 人

100 人

110 人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1,085 人

1,305 人

1,200 人

1,200 人

1,200 人

960 人

１

年

超

卒業［予定］者数

教育学部

本学部では、WeTEC を用いて英語クラスのレベル分けを行っている。上級クラスは 720 点以上を基準として
おり、その基準を考慮して上記の外国語スタンダードを 700 点に設定した。そのスタンダードを満たす学生数
および割合は、以下のとおりとする。
25 年度 177 人（14.7%）
、26 年度 240 人（20.0%）
、27 年度 300 人（25.0%）
、28 年度 360 人（30.0%）
なお、割合の増加の背景としては、英語教育力のさらなる向上や今後の留学拡大等が挙げられる。
目標設定の考え方

※WeTEC とは Web-based Test for English Communication の略称で、インターネットを利用した英語コ
ミュニケーション能力判定テストである。株式会社 教育測定研究所の作成するテスト CASEC を早稲田大学が
より学部生に適合するように調整したものである。WeTEC は、個人の能力に合わせてテスト問題を変化させて
いく適応型のテストシステムであり、従来のペーパーテストに比べて短時間で正確な測定が可能である。
（ご参考）外国語スタンダードの一部に使用している WeTEC と TOEFL(iBT)との換算は、以下のように定めて
いる。
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WeTEC（換算表）
WeTEC

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL (iBT)

354 以上 524 未満

29 以上 48 未満

524 以上 595 未満

48 以上 57 未満

595 以上 648 未満

57 以上 64 未満

648 以上 755 未満

64 以上 80 未満

755 以上

80 以上

TOEFL iBT 80

130 人（ 10 ） 200 人（ 15 ） 350 人（ 20 ） 500 人(30)

(TOEIC 750)

商学部

海外留学経験者数

234 人

254 人

305 人

345 人

405 人

510 人

３カ月未満

191 人

200 人

240 人

270 人

300 人

320 人

３カ月～１ 年

40 人

５０人

6０人

70 人

10０人

180 人

3人

4人

５人

５人

５人

１０人

1,009 人

1,000 人

1,000 人

1,000 人

1,000 人

900 人

１

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

ビジネスの学部にとって国際化は喫緊の課題であり、外国語コミュニケーション能力を高める為には留学を促進
することは必要不可欠であると考える。中でも比較的行きやすい、単位認定を前提とした短期留学を積極的に推
奨することで、３か月未満の海外留学者数を増加させ、国際教育を促進する見込みである。また、短期留学で海
外経験をした学生に対し、さらに中長期留学プログラム参加を促すことで、平成 28 年度には約半数の学生が海
外留学を経験して卒業すると予想される。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 71

200 人（100） 250 人（100） 330 人（100） 350 人(100)

(WeTEC 700)

社会科学部

海外留学経験者数

119 人

133 人

186 人

211 人

281 人

361 人

３カ月未満

95 人

100 人

150 人

170 人

180 人

200 人

３カ月～１ 年

23 人

32 人

35 人

40 人

100 人

160 人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

712 人

938 人

880 人

850 人

930 人

630 人

１

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

習熟度別クラス編成の導入をはじめとする英語カリキュラム改革および G30 科目（英語による講義科目）の活
用により教育効果を上げていく。中国語学習者が半数以上を占める実態も考慮し、英語力＋１の語学力修得を奨
励し、中国語での留学も促進していく。

卒業時の外国語力スタンダード

人間科学部

海外留学経験者数
３カ月未満

年

(TOEIC 675)

100 人（5）

150 人（5）

258 人

308 人

345 人

405 人

300 人

320 人

360 人

25 人

45 人

151 人

155 人

146 人

150 人

250 人

5人

8人

３カ月～１ 年
１

TOEFL iBT 71

5人

8人

200 人（5）

300 人（5）

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

611 人

600 人

600 人

600 人

600 人

560 人

目標設定の考え方

英・独・仏・中・西から二か国語を選択必修としており、英語以外の外国語にも力を入れている。一方で、中心
となる英語圏への留学を、短期を中心に飛躍的に増加させることで、一層の実践的外国語教育を目指す。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 71

80 人（10）

(TOEIC 675)

120 人（10）

180 人（10）

225 人(20)

スポーツ科学部

海外留学経験者数

118 人

125 人

158 人

208 人

265 人

300 人

３カ月未満

113 人

120 人

150 人

200 人

240 人

255 人

３カ月～１ 年

5人

5人

8人

8人

25 人

45 人

１

0人

0人

0人

0人

0人

0人

463 人

450 人

450 人

450 人

450 人

400 人

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

グローバル化している現状を踏まえた、英語力の向上を目指す独自の「スポーツ英語」の開講、学部独自の海外
プログラムの用意等、実践的外国語能力育成を行っている。特に短期留学を推進し留学者数を増加させる。

10
（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）

卒業時の外国語力スタンダード

国際教養学部

海外留学経験者数

TOEFL iBT 100

537 人

325 人（0）

550 人

580 人

325 人（0）

325 人（0）

325 人（0）

590 人

600 人

620 人

３カ月未満

49 人

50 人

80 人

90 人

100 人

120 人

３カ月～１ 年

478 人

490 人

490 人

480 人

475 人

475 人

超

10 人

10 人

10 人

20 人

25 人

25 人

卒業［予定］者数

１

年

658 人

650 人

650 人

650 人

650 人

620 人

目標設定の考え方

入学試験の段階からの語学力の高い学生をリクルートし、英語によるカリキュラムを提供、さらには原則全員留
学といった濃密な国際教育体系により、突出した外国語能力を身につけることが可能となる。一般的に海外の大
学院進学に必要な TOEFL(iBT)100 を、卒業者数の半数が取得することができる。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 80
(WeTEC 755)

170 人（70）

170 人（30）

170 人（30）

170 人（10）

文化構想学部

海外留学経験者数

91 人

95 人

120 人

157 人

184 人

206 人

３カ月未満

78 人

80 人

100 人

130 人

140 人

150 人

３カ月～１年

13 人

13 人

15 人

20 人

34 人

46 人

0人

2人

5人

7人

10 人

10 人

900 人

1,062 人

1,000 人

1,000 人

860 人

１

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

1,000 人

本学部は、1 年次に英語に加えて基礎外国語（仏語、独語、露語、中国語、西語、伊語、朝鮮語）16 単位を必
修とするカリキュラムを組んでおり多言語教育に力を入れている。また 2 年次以降の専門課程には、多元的、複
合的な多文化教育プログラムを導入しており世界各国のあらゆる地域を研究対象としている。本来、外国語力ス
タンダードには各国語の運用能力を設定すべきだが、本構想においては英語力をその基準としていることから、
現在 2 年次において、本学部設置の選択英語科目（TOEFL、TOEIC 関連科目）を履修する人数の半数を基準と
した。一方、本構想において短期留学は、英語圏に限定せず世界各国にその範囲を拡大しながら派遣留学生数を
増加させる計画であり、本学部においてはその人数は飛躍的に増加する見込みである。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 80
(WeTEC 755)

70 人（5）

70 人（5）

70 人（5）

70 人（5）

海外留学経験者数

88 人

106 人

200 人

280 人

328 人

362 人

３カ月未満

71 人

80 人

170 人

240 人

270 人

290 人

３カ月～１年

17 人

21 人

20 人

30 人

48 人

62 人

文学部

超

0人

5人

10 人

10 人

10 人

10 人

卒業［予定］者数

１

年

736 人

891 人

800 人

800 人

800 人

660 人

目標設定の考え方

1 年次に英語に加えて基礎外国語（仏語、独語、露語、中国語、西語、伊語、朝鮮語）16 単位を必修とするカ
リキュラムを組み、多言語教育に力を入れている。また 2 年次以降の専門課程には、中文、英文、仏文、独文、
露文の各国文学を専門領域とするコースを置く他、美術史、アジア史、西洋史、考古学など世界各国を研究対象
とするコースがある。本来、外国語力スタンダードには各国語の運用能力を設定すべきだが、本構想においては
英語力をその基準としていることから、現在 2 年次において、本学部設置の選択英語科目（TOEFL、TOEIC 関
連科目）を履修する人数の半数を基準とした。一方、本構想において短期留学は、英語圏に限定せず世界各国に
その範囲を拡大しながら派遣留学生数を増加させる計画であり、本学部においてはその人数は飛躍的に増加する
見込みである。

卒業時の外国語力スタンダード

基幹・創造・先進 理工学部

海外留学経験者数
３カ月未満

TOEFL iBT 71

200 人(160 )

(TOEIC 675)
54 人

56 人

46 人

50 人

70 人
60 人

300 人(230)

400 人(300)

500 人(370)

85 人

100 人

130 人

70 人

80 人

100 人

３カ月～１ 年

5人

5人

7人

10 人

12 人

20 人

１

3人

1人

3人

5人

8人

10 人

1,598 人

1,706 人

1,800 人

1,800 人

1,800 人

1,670 人

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

理工学術院では、学生が、
「科学・技術分野において、英語で、論文発表、研究プレゼンテーションができる」こ
とを最終目標に、一年次科目から、科目ごとに達成目標を設け、その目標に到達できるようなカリキュラムを提
供している。
TOEFL や TOEIC の点数を上げる為の指導はしていないが、
上記の数字は、2007 年以来の TOEIC
累積データを元に、上記点数をクリアできると予測される学生の比率を、１学年学生予測総数（約 1,800 人）
に乗じて、算出した。
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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）

○（測定指標・達成水準・その設定の考え方）
「目標シート１③」においては、本構想で設定したグローバル人材像をふまえて、卒業時に学生が修得すべき具体的能力・資質を、
「叡智」
・
「志」
・
「実行力」の 3 つの観点から分類・設定した。その結果は、下の図の上半分（
「グローバル人材像」と「具体的能力・資質」
）にまと
められている。

グローバルな視点を持って、
“Global･Regional･National･Local”の
どの場においても 課題解決に貢献する人材

グローバル人材像

【叡智】
具体的能力・資質

【志】

・広い国際的教養
・異文化理解力
・高い専門性と分析力・考察力
・言語・コミュニケーション力
・自律的・批判的思考能力

【実行力】

・世界の平和と豊かさへの希求
・勇気・チャレンジ精神
・奉仕と感謝の心
・高い道徳心と倫理観
・アイデンティティ

・課題発見能力
・本質を見抜く洞察力
・人と協力し周囲をまとめる力
・物事を最後までやり遂げる力
・力強さ・タフさ

ダブルディグリー・プログラム/オナーズ・プログラム

達成条件

留学前学習（2 単位）

留学プログラム（長期・短期）

帰国後学習（2 単位）

これらの「叡智」
・
「志」
・
「実行力」の 3 つの分野の能力・資質を、数値化した指標で測定するのは容易ではない。ただ、本学では、13 ペ
ージで述べるように、これらの能力・資質の多くのものは、学生の海外留学によってそのかなりの程度が養われると考えている。中でも、
ダブルディグリー・プログラムまたはオナーズ・プログラムを修了した学生は、早稲田と相手先大学での多言語でのハイレベルな学習を積
み、異国の地・異文化の下で世界のトップレベルの学生と切磋琢磨し、厳しいプログラムを最後までやりとげたということから、これらの
3 つの分野の能力・資質の多くのものを備えていると判断される。一方、通常の留学（長期、短期）プログラムに参加した学生に関しては、
留学をはさんだ「知識と実践の学びのスパイラル」
（次ページご参照）によって、これらの 3 分野の能力・資質のいくつかを兼ね備えると考
える。そこで、全学共通教育センターにおいて、留学前に 2 単位、留学後に 2 単位の学習を行った学生も、3 分野の能力・資質の達成条件
を満たしたと判断する。

○（達成する学生数設定の考え方）
本事業が終了する平成 28 年に、留学する学生の人数を 4,000 名（年間）と設定しており、その半数の 2,000 名の学生が、
「ダブルディグ
リー・プログラム／オナーズ・プログラムの修了」または「全学共通教育センターの留学前 2 単位＋留学後 2 単位を修得」すると想定して、
達成する学生の目標数を設定した。

全

学

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

700 人

1,000 人

1,500 人

2,000 人

10,180 人

10,180 人

10,260 人

8,900 人

6.9％

9.8％

14.6％

22.5％
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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】
8 ページには、本構想の全体図が描かれており、本構想の「グローバル人材」が修得すべき能力とそれ
を育成する為の取り組みの内容（WINGS）が示されている。この図にも示されているように、WINGS
には 2 つの大きな取組目標がある。それは、
「学部生全員の海外留学（全学部生海外派遣計画）
」と「知識
と実践の学びのスパイラルの実現」である。
○学部生全員の海外留学
早稲田大学の学部生が「叡智と志と実行力」を備えた人材となる為には、その在学中に少なくとも一度
は海外留学することは、他に比類のない貴重な機会になると考える。留学経験は、言語・コミュニケーシ
ョン能力を高めるだけでなく、異国の地・異文化のもとで学習し切磋琢磨する経験は国際的教養や異文化
理解力、勇気・チャレンジ精神、力強さ・タフさ等を生みだし、人間としての総合力・課題解決力を大き
く高めると期待される。現在、早稲田大学の学部学生は、2012 年度の卒業予定者のうち 1,848 名が海外
留学（短期・長期を含む）を経験しており、これは全卒業予定者数の約 5 分の 1 に当たる。この海外留学
経験者数を今から 10 年後の 2022 年度に 8,000 名にまで増加し、学部学生の卒業予定者の全員に一度は海
外留学の経験を与えることにする。その前段階として、今から 4 年後の 2016 年度には卒業時の海外留学
経験者数を現在の約 2 倍の 3,997 名（全卒業生の約半分＝54.1%）に増加させる。
この海外留学経験者数の増加は、かなり挑戦的な数字に見えるかもしれないが、これは本学では十分に
実現可能と見ている。その理由は、日本人学生の内向き志向が指摘される一方で、本学における学生の海
外留学・将来の海外勤務への意欲が極めて高いことにある。早稲田大学国際コミュニティセンターが早稲
田大学の学生を対象に行った「早大生のグローバル意識調査結果」
（2011 年 12 月～2012 年 1 月実施、有
効回答者 698 名）によると、
「学生時代に何らかの海外経験を積みたい」と回答している学生は全体の
81.8％に上っている。またこの調査結果からは、
「将来海外で働きたい」という学生が全体の 70.4％を占
めることも明らかになっている。これらのことからすると、少なくとも本学に関する限り、学生の側には
海外での経験を通じて異文化にふれたい、自らを高めたいという強いニーズがあることがわかる。
ただ、
学生の経済的事情等を考慮すると 1 年以上の留学を全ての学生に勧めるのは難しいと考えられる。
そこで、本構想では、1 セメスターの中期留学プログラムを開発することに加えて、学部学生が 1 週間～
3 か月未満の短期の留学を行う機会をふんだんに準備する。より具体的に言えば、春期休暇中・夏期休暇
中の海外プログラムの拡充、大学暦のクォーター制への移行によって学生が 6・7 月に参加可能となる海
外のサマースクールの開発、海外のインターンシップ・フィールドワーク等の体験型プログラム、海外ボ
ランティア・プログラムさらなる開発などがあげられる。また、ゼミの教員が引率する形での海外協定校
等への訪問を、そのサポートのしくみを作ることによって現在の数を倍増させる。これらの取組によって、
10 年後には早稲田の学部生の全員に、5 年後には学部生の半数に海外留学の機会を作る。
○知識と実践の学びのスパイラルの実現
本構想のグローバル人材の育成は、学生の海外留学によってのみ行われるものではない。海外留学に行
く前と海外留学から帰ってきた後の早稲田のキャンパスで行うグローバル教育、さらには 4 年間の学生生
活全体にわたっての大学をあげてのグローバル人材育成の教育が極めて重要だと考えている。事実、創立
150 周年（2032 年）に向けた中長期目標である Waseda Vision 150 でも、
「グローバルリーダー育成の為
の教育体系の再構築」を今後の早稲田の核心戦略の 1 つとして、現在その実施計画が検討されている。
そこで、本構想においては、早稲田のキャンパスでのグローバル教育の拠点として、
「全学共通教育セ
ンター」を 2013 年に新設する予定である。この全学共通教育センターでは、学部間の壁をこえて早稲田
大学の全学生が「外国語教育」
「留学準備教育」
「英語・その他外国語による教養・専門教育」を受ける全
学的組織である。現在の各学部で行われている上記の教育内容は、全学共通教育センターに一元化される。
そこで、早稲田大学の全学部学生は、入学してから留学前までに「外国語教育」
「留学準備教育」で世界
の言語を中心に学び、留学からの帰国後は「英語・その他外国語による教養・専門教育」で世界の文化、
歴史、社会を世界中の言語でより深く学ぶことができる。そして、その学習がまた在学中・卒業後の海外
留学・海外赴任につながることが期待される。すなわち、この全学共通教育センターの設置によって、「早
稲田での学習（知識）→海外留学（実践）→早稲田でのより深い学習（知識）→海外留学・赴任（実践）」
という「知識と実践の学びのスパイラル」を実現する。そして、この学びのスパイラルを通じて、単に知
識（「叡智」）のみではない、「志」と「実行力」をも兼ね備えたグローバル人材を育成する。
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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２６年度

平成２７年度

平成２８年度

2,300 人

2,700 人

3,100 人

3,600 人

（1,795 人）

（2,000 人）

（2,300 人）

（2,900 人）

（3,400 人）

（3,800 人）

博士・博士後期課程
在籍者

82 人
（42 人）

85 人
（45 人）

90 人
（50 人）

95 人
（55 人）

95 人
（60 人）

100 人
（65 人）

修士・博士前期課程
在籍者

108 人
（93 人）

110 人
（100 人）

130 人
（120 人）

150 人
（140 人）

180 人
（170 人）

200 人
（190 人）

1,891 人
（1,660 人）

2,105 人
（1,855 人）

2,480 人
（2,130 人）

2,855 人
（2,705 人）

3,325 人
（3,170 人）

4,000 人
（3,545 人）

海外留学者数

（Ａ）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

2,081 人

平成２５年度

53,341 人

53,333 人

53,000 人

52,300 人

51,400 人

4,300 人

50,000 人

3.9％

4.3％

5.1％

5.9％

7.0％

8.6％

（3.4％）

（3.8％）

（4.3％）

（5.5％）

（6.6％）

（7.6％）

本構想においては、平成 28 年度までに学部生を年間 4,000 人海外派遣する計画を立てており、上記の目標は
現在の実績を踏まえ、新規開発のプログラム運用開始年度を想定して算出した。全学生数の緩やかな減少が見

目標設定の考え方

込まれる中、博士課程、修士課程、学士課程それぞれにおいて日本人の留学を推進する挑戦的な目標である。

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

1,179 人

880 人

（1,060 人）

（732 人）

（3 人）

（1,795 人）

博士・博士後期課程
在籍者

78 人
（38 人）

4人
（4 人）

0人
（0 人）

82 人
（42 人）

修士・博士前期課程
在籍者

99 人
（87 人）

6人
（6 人）

3人
（0 人）

108 人
（93 人）

1,002 人
（935 人）

870 人
（722 人）

19 人
（3 人）

1,891 人
（1,660 人）

海外留学者数

（Ａ）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

53,341 人

53,341 人

22 人

53,341 人

2,081 人

53,341 人

2.2％

1.6％

0.0％

3.9％

（2.0％）

（1.4％）

（0.0％）

（3.4％）

14
（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）

②

外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

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）

4,362 人

4,950 人

5,400 人

5,950 人

6,500 人

（Ａ）

（326 人）

（705 人）

（830 人）

（905 人）

（980 人）

博士・博士後期課程
在籍者

645 人
（6 人）

650 人
（10 人）

700 人
（15 人）

750 人
（20 人）

800 人
（25 人）

修士・博士前期課程
在籍者

1,579 人
（38 人）

1,600 人
（ 45 人）

1,800 人
（55 人）

2,000 人
（65 人）

2,200 人
（75 人）
）

学士課程在籍者

1,924 人
（189 人）

2,100 人
（200 人）

2,200 人
（210 人）

2,400 人
（220 人）

2,600 人
（230 人）

214 人
（93 人）

600 人
（450 人）

700 人
（550 人）

800 人
（600 人）

900 人
（650 人）

上記以外
（短期留学生、研究生等）

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

3,517 人

3,700 人

3,900 人

4,100 人

4,300 人

（308 人）

（330 人）

（350 人）

（400 人）

（450 人）

53,333 人

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

53,000 人

8.2％

9.3％

（0.6％）

（1.3％）

52,300 人

51,400 人

50,000 人

10.3％

11.6％

13.0％

（1.6％）

（1.8％）

（2.0％）

6.6％

7.0％

7.5％

8.0％

8.6％

（0.6％）

（0.6％）

（0.7％）

（0.8％）

（0.9％）

学士課程の外国人留学生の受け入れは、英語での学位プログラムを提供している 6 学部を中心にリクルートを
行うと共に、日本語を中心に学ぶ「日本語教育プログラム」及び英語による教養科目と日本語科目を組み入れ
目標設定の考え方

た 1 年間の留学生受入プログラム Waseda International Student Program(WISP)を新規に設置、期間 3 か
月～1 年間の留学生受入を強化する。研究科については、英語での学位プログラムを提供している 9 研究科に
加えて、2013 年に開講予定の国際コミュニケーション研究科を中心に留学生を積極的に受け入れる。

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

１

中華人民共和国

２

大韓民国

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

1,977 人
1,108 人

1,649 人
255 人

774 人

３

台湾

300 人

４

アメリカ合衆国

164 人

151 人

５

タイ王国

93 人

79 人

６

インドネシア

52 人

45 人

７

シンガポール

47 人

39 人

８

ベトナム

43 人

36 人

９

マレーシア

41 人

35 人

ドイツ

38 人

33 人

499 人

421 人

4,362 人

3,517 人

１０
その他

フランス等

合 計
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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
外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

1,058 回

1,070 回

1,100 回

1,200 回

1,400 回

14,603 回

14,500 回

14,100 回

13,500 回

13,150 回

7.2％

7.4％

7.8％

8.9％

10.6％

外国語による科目を増やすだけでなく、類似の科目を対象に教員の持ち時間数を減らし、教員が授業準
目標設定の考え方

備等にかける時間を今まで以上に確保し、教育の質を保証する。外国語科目の割合は、平成 28 年度に
10％を超えることを目標とする。

③ 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）

513 人

521 人

550 人

620 人

730 人

うち外国人教員

177 人

180 人

185 人

200 人

230 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

28.2％

28.6％

30.2％

34.1％

40.1％

総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

総教員数については、大学の財政状況に鑑み現状を維持する一方で、さらなるグローバル化を図る為、
目標設定の考え方

外国人教員数、国外大学での学位取得者数および１年以上海外で教育研究に従事する教員を増やし、平
成 28 年度に全体の 40％を超えることを目標とする。

④ 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）

1,065 人

1,100 人

1,150 人

1,200 人

1,260 人

総教員数（Ｂ）

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

58.5％

60.5％

63.2％

66.0％

69.3％

割

合（Ａ／Ｂ）

目標設定の考え方

定年退職教員の補填をする際には、博士号を取得している教員を優先的に採用し、総数は増加させない
ものの、より質向上の保証ができる体制を構築する。

⑤ 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）

53,333 人

53,000 人

52,300 人

51,400 人

50,000 人

総教員数（Ｂ）

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

1,819 人

29.3

29.1

28.8

28.3

27.5

割

合（Ａ／Ｂ）

学部生については教育の質向上を目的とし減員を検討する。一方で修士課程および博士課程学生数につ
いては増員を検討する為、全体としては 3,000 名程度の減員と見込んでいる。
目標設定の考え方

学部生の減員は単純に定員を削減するのでなく、教員と学部生が話し合いの場を持つクラスミーティン
グなどの新たな取り組みを実施し、延長生を減らす努力をすることにより実現する。
総教員数については、上述の通り、大学財政の状況を鑑み、総数を現状維持する。
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⑥ 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
TOEIC800 点以上
あるいは
HSK（中国語検定試験）7 級以上 等

外国語力スタンダード

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）

１０２ 人

１１２人

１２２人

１３２人

１４２ 人

事務系職員総数（Ｂ）

７００ 人

７００ 人

７００ 人

７００ 人

７００ 人

１４．６ ％

１６．０ ％

１７．４ ％

１８．９ ％

２０．３ ％

割

合（Ａ／Ｂ）

英語・中国語・韓国語を対象言語とし、一定の外国語力スタンダードを満たす人材*の採用を進めると
ともに、在職中の職員に対して、語学研修、海外協定大学派遣研修等の研修を実施し、外国語力の向上
を図る。
＊ここで言う一定の外国語力スタンダードを満たす人材の基準は次の通りである。
目標設定の考え方

1. TOEIC800 点以上、HSK（中国語検定試験）7 級以上等、該当する外国語で業務を遂行できると
される語学力証明テストに合格している。
2. 実際に外国語で業務に従事している、もしくは過去に従事していた。
3. 採用要件として指定する語学力の条件を満たしている。
4. 海外で学位課程を修了している。

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】

【本構想における展開】

○大学の将来構想におけるグローバル化の推進
本学では、2000 年に「21 世紀の教育研究グラン
ドデザイン」を策定、21 世紀初頭の 25 年間を視野
に入れ、グローバル化推進の為に、大学院の拡充を
図り、アジア太平洋に基盤を置く研究大学を目指し
た。国際化の基本方針として「アジア太平洋地域に
おける知の共創」をスローガンに、世界の大学と競
争あるいは、協調する大学を目指して、様々な国際
教育・研究プログラムを構築した。2007 年には、創
立 125 周年を迎えたことを機に、その後 10 年間の
中長期計画として、「Waseda Next125」を策定、グ
ローバル化を最優先課題として位置付け、日本の大
学としての存在を超え、
「早稲田から WASEDA へ」を
スローガンに、グローバルユニバーシティとしての
「WASEDA」を構築することを目指してきた。
「Waseda Next125」においては、重点施策として、
「グローバル・キャンパスの形成と地球市民の育成」
及び「国際研究大学への飛躍」を掲げ、留学生の積
極的な受入と地域研究体制の強化を推進してきた。

○大学の将来構想におけるグローバル化の推進
「21 世紀の教育研究グランドデザイン」
、
「Waseda
Next 125」の下、
「早稲田から WASEDA へ」をスロ
ーガンに様々な国際化に向けた様々な取組を実施して
きた。現在、創立 150 周年の 2032 年に向けて、早稲
田が目指すビジョンとして「Waseda Vision 150」を策
定中であり、学生がどのような教育・研究環境の中で、
何を身に付け、卒業生がどのような姿で世界のリーダ
ーとして、あるいは地域社会を支える市民として活躍
するのかを示している。
また、
「Waseda Vision 150」においては、早稲田の
特色である「多様性」
、
「広がり」
、
「開放性」を教育・
研究の基本姿勢として、海外との結びつきを深めなが
ら、世界に貢献する人材を育成すると共に、世界から
信頼される大学を目指しており、
「グローバルリーダー
育成の為の教育体系の為の再構築」
、
「独創的研究推進
と国際発信力の強化」
、
「世界へ展開する教育・研究と
社会貢献」をグローバル化推進の核心戦略に据えてい
る。

○教育のグローバル化推進
1990 年代以降、アジア太平洋研究科、国際教養学
部を始めとして英語学位課程を設置。近年ではグロ
ーバル 30 プログラムとして、政治経済学部、基幹・
創造・先進理工学部、社会科学部において、英語で
の学位プログラムを設置するなど、大学全体で 6 学
部 9 研究科における英語による学位取得プログラム
を提供してきた。
中でも、留学生受入に力を入れ、全学で合計 8,000
人の外国人学生が学ぶことができる体制を目標に、
留学生の日本企業への就職等、キャリア形成支援の
強化、アジア・太平洋地域の大学とのダブルディグ
リー制度の充実、海外指定高校からの推薦入学を図
るとともに、学生寮と奨学金等の基盤整備を実施し
た。また、留学生の入試サービスを一元的に提供す
る国際アドミッションズ・オフィスを設置して、海
外オフィスと連携した海外における学生募集活動の
強化、入学検定料の引き下げ、国費留学生の積極的
受入及び協定校からの交換留学生受け入れ促進を図
り、多文化が融合するグローバル・キャンパス構想
を推進してきた。その結果、平成 23 年度は世界 91
国・地域から 4,241 人の留学生を受け入れるにいた
った。

○教育のグローバル化推進
英語での学位プログラムを提供している 6 学部 9 研
究科以外において、各学部・研究科のカリキュラムに
密接に連携した国際教育プログラムの開発を推進す
る。法学部、社会科学部、文学部における多言語プロ
グラムの強化、英語による授業をオープン化して、ど
の学部の学生でも履修できる制度の構築、商学部の英
語科目の増強、国際教養学部と連携した国際コミュニ
ケーション研究科の開設（2013 年度）を予定する等、
全学的な教育のグローバル化を一段と推進していく。
正規学位取得留学生受け入れについては、海外から
出願しやすい体制を作る為に、クレジットカードによ
る入学検定料の支払い及びウェブサイトからの出願を
実施し、海外企業による留学生の為の奨学金獲得を推
進し、地域別戦略のもとに学生募集活動体制を整え、
着実な留学生増加を目指す。
期間 3 か月～1 年間の留学生受入に関しては、日本
語を中心に学ぶ「日本語教育プログラム」を設置する
と共に、英語による教養科目と日本語科目を組み入れ
た 1 年 間 の 留 学 生 受 入 プ ロ グ ラ ム Waseda
International Student Program(WISP)を新設。また、
クォーター制度を利用して、海外協定校からのサマー
短期受入プログラムにも注力する。
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直近 5 年間の外国人学生数

5 年間の外国人学生数受入計画

平成 19

平成 20

平成 21

平成 22

平成 23

長期プログラム

2,435

2,608

3,125

3,972

4,060

短期プログラム

30

42

51

302

181

2,465

2,650

3,176

4,274

4,241

合 計

平成 24

平成 25

長期プログラム

4,300

4,600

短期プログラム

300

350

4,600

4,950

合 計

平成 26

平成 27

平成 28

5,000

5,500

6,000

400

450

500

5,400

5,950

6,500

一方、海外派遣留学プログラムに関しては、有力
な海外大学との教育連携を図り、交換留学中心にプ
ログラム開発を行った。2004 年度に 1 年間の留学プ
ログラムを必須とした国際教養学部の設置を機に、
伝統的な交換留学プログラムに加えて、アジア太平
洋地域のトップスクールとのダブルディグリー・プ
ログラムや、長期・中期・短期の多様な派遣留学プ
ログラムを開発・運営することなどにより、派遣留
学者数は、質的、量的共に進化を遂げている。

海外派遣プログラムに関しては、「Waseda Vision
150」でも策定した「世界へ貢献する人材」を育てる
べく、叡智と志と実行力を育てる国際教育の開発を推
進する。1 セメスターの留学プログラム開発を含めた
長期留学プログラムの拡充、ボランティア、フィール
ドスタディを含む様々な短期留学プログラムの新規開
発を積極的に展開、5 年度には、全学生の約半分の学
生が海外留学を経験、10 年後にはほぼ全学生が 4 年間
の間に何らかの留学が出来る制度を設ける。

○研究の国際化
研究活動の国際化については、最先端の研究を推
進し、先進的な国際研究大学としての地位を確立す
ることを目指してきた。総合大学としての強みを活
かし、学理と実学の融合を促進し、学際的課題の典
型である地域研究へと研究領域を延伸し、日本学・
日本文化の世界的な研究拠点を形成する為に、アジ
ア研究機構、日米研究機構、イスラーム地域研究機
構、日欧研究機構を設置した。また、海外の大学、
研究機関、企業との連携を図り、ナンヤン工科大学
との大学院共同プログラム、北京大学との環境・持
続可能発展学に関する共同大学院の設立等、外国大
学との大学院レベルでの連携を深めた。
77 カ国・地域の 413（うちアジア 114）の大学と
学術交流協定を締結し、それら協定校を中心に年間
200～250 名の外国人研究者を受入れ、延べ 2,500
名を超える本学教員が海外研究出張を行っている。
教 員 受 入 に 関 し て は 、 International Scholar
Services（ISS）を設置し、増加する外国人研究員
の需要に応える為に体制を整備した。また、様々な
フェローシップの創設により、米国トップ校からの
研究者受入実績も定着しつつある。

○研究の国際化
「Waseda Vision 150」においては、国際競争力の
ある研究型大学としての地位を確立する為に、これま
で教員個人や研究室が培ってきた海外研究者との研究
ネットワークを側面から支援しつつ、それぞれの協定
校の強みと学内リソースの分析をふまえた、戦略的マ
ッチングにもとづく国際共同研究を推進する。また有
力校同士による連携の動きも加速しており、大学とし
ての明確な意思を持って、特定の有力協定校との戦略
的アライアンスを構築し、一国では解決できない世界
的な課題解決に本学が貢献していく為のプラットフォ
ームの形成を目指し、これを活用していく。
外国人研究者との積極的な交流が、研究の高度化及
び国際化には必須である為、日本研究を行う研究者を
受け入れる国際日本学フェローシップを新たに立ち上
げ、積極的に外国人研究者を招へいし、彼らを本学の
アカデミックコミュニティの一員としてより実質的に
活躍してもらうことを検討して、研究者受入環境なら
びに支援体制を整備する。
また、教員派遣制度を充実させ、今後これらの海外
拠点がいかに研究・教育機能を強化していくかを含め、
効果的な海外拠点展開戦略を策定する。

○海外拠点の整備
現在、アジア 5 か所（北京、上海、台北、シンガ
ポール、タイ）米国 3 か所（ニューヨーク、ワシン
トン D.C.、サンフランシスコ）
、欧州 2 か所（ボン、
パリ）
、計 10 か所の拠点を整備、現地における教育・
研究プロジェクトの支援、本学からの派遣留学生の
学習・生活支援ならびに危機対応、学生募集・選考
支援等の活動を展開している。

○海外拠点の整備
アジア 5 か所、米国 3 か所、欧州 2 か所の計 10 か
所の海外拠点の運営は、地域・拠点ごとの特性・機能・
実績・ポテンシャル等の分析にもとづく戦略の下で、
各拠点の役割を見直し、それに合わせた海外拠点展開
戦略を策定する。
また、北京、シンガポール、サンフランシスコを現
地大学との共同の研究拠点として位置付ける。
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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】

【本構想における取組】

シラバス・多言語化

シラバスの充実・多言語化

→到達目標・授業計画・成績評価等整備

→ディプロマ・ポリシーの見直し

国際通用性向上のための取組

→Course N@vi システムの活用

これまでの国際通用性

ナンバリング
→部分的導入
GPA
→全学の GPA 算定方式の統一
単位制度の実質化
→全学部、履修可能上限単位数を設定

将来的に英語・中国語での公開
ナンバリング全導入・体系的カリキュラム
→全学共通教育センターから導入
全学共通と各学部との教育補完
GPA とその活用
→成績評価の根拠と基準をさらに明確化
単位制度の実質化
→Course N@vi システムの活用
教員コマ数減による教育の質の向上
双方向授業、アクティブ・ラーニング

双方向授業、アクティブ・ラーニング

→CTLT の設置

→Course N@vi システムの活用

ボランティアセンター強化

○シラバスの充実や多言語化
シラバスは、全学統一の書式により授業内容の情
報を公開しているが、コースカタログとしての講義
要項、科目登録時に参照する Web シラバス、受講生
向けシラバスの 3 種類に整理したうえで、
到達目標、
各回の準備学習を含む授業計画、成績評価基準等の
記述を推し進めてきた。
シラバスシステムを本学独自の LMS (Learning
Management System)のコースナビゲーションシ
ステム（CourseN@vi）に統合することで実際の授
業展開との連携を可能にするとともに、入力できる
文 字 を UTF-8 ( 8-bit UCS Transformation
Format ) 対応にするなど、将来的に多言語化でき
ることを見据え、充実を図っている。

○シラバスの充実や多言語化
Vision150 の一環で、アドミッション／カリキ
ュラム／ディプロマの 3 つのポリシーを見直し、
それに沿って各学部でカリキュラムを再構築す
る。個々の授業の到達目標をクリアしていくと、
ディプロマ・ポリシーを満たす卒業生が育成され
るように仕組みを整える。
また、多言語化を推進し、教育内容の公開を実現
する。その方法としては、既存サービスの OCW
(Open Courseware)や iTunes/U、大学体験 Web サ
イト等との関係を整理する。そして英語による科目
の比率を向上させ、インターネットを通じて配信す
る。英語による授業の公開が、軌道に乗った段階で、
中国語等による科目の公開を実施する。

○ナンバリング導入・体系的なカリキュラムの整備
現在、国際教養学部では、専門分野を 7 つのクラ
スターに分類し、各クラスターに 4 段階のレベルを
設定したコースナンバリングを導入している。
また、他学部でも履修のレベルに対応する「群」
で分類され、学生が適切な科目を履修できるような
システムが存在する。このことにより、実質的にナ
ンバリングの基礎となるシステムを有していると言
える。

○ナンバリング導入・体系的なカリキュラムの整備
2013 年 4 月設置予定の全学共通教育センターに
て、ナンバリングシステムを導入し、それを 5 年以
内に、各学部へも適用し、全学的なナンバリングシ
ステム構築を図る。
また、各学部の特色を生かした専門性を高める
科目と、全学共通で行うことにより教育効果を高
めることができる科目との違いを明確にし、カリ
キュラムの実質化を実現する。

○GPA など厳格な成績評価とその活用
○GPA など厳格な成績評価とその活用
成績評価は、全学統一の GPA 算定方式を定め、
成績評価の根拠と基準をさらに明確にする為、分
従来の成績証明書とは別に GPA を掲載した成績証 野ごとにルーブリックなどの評価指標サンプルを
明書を発行している等、国際通用性を高める仕組み 作成してその活用を推進する。活用方法としては、
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を構築した。
さらに FD 推進委員会において、各学部の成績評
価分布状況や取り組み等を共有し、成績評価の国際
通用性をより高める為の議論を継続してその向上を
図っている。

海外大学院進学の際の利用、奨学金や留学の選考の
際の選考指標としての利用等を計画している。全学
統一基準で導入した GPA の活用方法を、相対評価
の導入との関連について FD 推進委員会で引き続き
検討する。

○履修可能上限単位数の設定および主体的な学びの
確立・単位制度の実質化
全学部において、その単位数は様々であるが、履
修可能上限単位数を設定し、過剰登録を防いで学生
の学習時間の確保を行い、授業の質を確保している
と言える。
大学設置基準で定められている単位制度の趣旨に
沿って、教室での学習と教室外での学習をあわせた
1 単位 45 時間の学習時間を学生に確保させるよう、
シラバス等も整備している。
なお、その際、独自システムの CourseN@vi シス
テム活用を促し、教室外での補完的な学習を充実さ
せるよう、システム的にも体制を整えていると言え
る。

○履修可能上限単位数の設定および主体的な学びの
確立・単位制度の実質化
学生の授業時間以外での学習時間を確保する為
に、
予習課題を CourseN@vi システムで事前に与え、
また、授業終了後は、上記システムを用いたレビュ
ーシートの提出を課す等、予習・復習の充実を行い、
履修可能上限単位数の実質化の確立を図る。
また、学生の主体的な学びを促進する為に、対話
型、問題発見・解決型教育へ移行する体制を整える。
ICT 活用方法等の教員サポートの充実、授業の質を
高める為の教員の担当コマ数減などの各種方策を実
施する。教員がより深く指導し、なおかつ学生主体
で実施する対話型、問題発見・解決型授業を取り入
れる為に、TA(教務補助)を活用する。

○双方向型授業等能動的学修の推進
本学では、CourseN@vi システムにより、学生と
教員間のコミュニケーションを良くし、学生同士の
意見交換やグループワーク活動を支援するツールを
提供しており、7 割以上の教員（8 割以上の専任教
員）が利用している。また CourseN@vi システムや
クリッカーの利用方法を提案するなど、教育の充実
に向けて、さらなる有効活用の支援を行っている。
また本学では、16 か国 24 大学が加盟している
U21(Universitas 21) に 参 加 し 、 メ ン バ ー 間 で
Collaborative Group を組み、研究・教育活動の推
進を図るほか、年 1 回の総会、Student Summer
Conference、Undergraduate Research Conference
などの多様なイベントの実施を通じた交流を図って
いる。
また、ボランティアセンターでは、国内外の現場
での能動的学修を推進するよう、教職員の指導を得
ながら学生が学んでいる。

○双方向型授業等能動的学修の推進
本学独自の CourseN@vi システムのオンデマンド
コンテンツを予習・復習に活用し、教室では対話型
授業を中心とする。同時にカリキュラム体系の中で
学生への課題の量が適切なものになるように調整を
行う。また、個々の学生の学修支援を強化する為に
学習ポートフォーリオや TA・SA による学部生の学
習補助など学習指導機能を充実させる。
授業方法の企画・開発・普及を促進する為 CTLT
（Center for Teaching, Learning and Technology）
を設置する予定である。
また、多くの講義科目のオンデマンド化を進める。
教室で行う授業は、対話型、問題発見・解決型教育
へ移行していく。その為に学内の先行事例を調査し
てほかの授業に展開できるモデルとして示す。
さらに、ボランティアセンターや全学共通副専
攻、テーマカレッジ、遠隔教育センターのさらなる
活用により能動的学修の強化を図る。

○その他国際通用性
セメスター制は既に導入済みであり、学部によっ
ては秋入学試験、秋卒業等、国際的標準に近い制度
を整え、学生が比較的留学がしやすい環境を提供し
ている。
また、現在、オープン教育センターを設置してお
り、学部教育に外付けするような形態で、外国語や
教養科目等、様々な分野の科目を学部横断的に提供
している。

○その他国際通用性
全学的に、クォーター制度の導入を行い、派遣・
受入とも留学しやすい環境を整える。それは各国の
カリキュラムに適合し、派遣学生の留学時期の選択
の幅を与え、その促進を可能とする。
また、左記センターから発展的に改組し、全学共
通教育センターの設置を行い、体系的外国語教育・
国際教養教育等を、学部の垣根を取り払いかつ学部
のカリキュラムと連動した形態で提供する。
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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】

【本構想における取組】

既に外部向けに各種大学情報紙を定期的に発行・
配布するとともに、大学の公式 Web ページや各種情
報発信メディアを通じて、幅広い分野に渡る教育的
取組や国内外の数多くの大学・機関との連携と成果、
そして詳細な教育情報を発信してきた。また、研究
については研究者情報等、関連データベースを日英
両言語で構築し、外部に公開している。教育に関し
ては本学留学センターを中心に各部局・学部・大学
院によって入試から留学中、そして日本国内外の就
職活動等、多岐に渡る情報が日英で公開・発信され
ている。また、本学総長室と教務が中心となり、公
式ウェブページでの戦略情報の公開をおこなうと共
に、グローバル 30 の取組として設置した翻訳セン
ターがこれを定期的に英訳・更新している。以上の
ように、本学では、英語による情報発信強化が進め
ており、既に全学術院（学部・大学院）の Web サイ
トで英語版対応をしている。その他、Waseda Online
を活用した教育・研究成果の英文情報発信も軌道に
乗り、英文 News Letter など新たなツールの開発を
含め、大学の国際情報発信体制を整備している。

情報発信については、日本の大学としては先んじ
てこれまで既に各種手段や言語（英語）による情報
の Accessibility 環境の整備をすすめてきた。今後は
この環境を活用し、大学の外部評価等、特に重点的
により詳細な公開が求められる分野の情報について
精査を行っていくことが求められていると本学も認
識している。これについて、まずは学内で情報検討
委員会を設置し、定期的に学内の情報公開の状況に
ついて精査して行く方向である。その際、国内外で
の情報公開の現状とともに、受験生や外部研究者・
機関等情報の受け手側のニーズの調査・検討も同時
に進めて行く。学内では本学の多岐に渡る活動とそ
れを支える関連部門が、海外については国際部門に
加え、海外計 10 か所の海外拠点が中心となる。上
記国内外の本学組織には、受信だけでなく、発信の
役割も求められており、この点について、これまで
に大学が整備してきた各種情報発信メディアを活用
し、海外は現地語による発信強化を図るとともに、
国内外の関係者を通じて、イベントや情報発信メデ
ィアの活用により、様々な言語による発信を試みる。

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】

【本構想における取組】

2004 年開設の国際教養学部や文科省補助金事業
グローバル 30 の取組により、本学の事務体制の国
際化強化は着実な成果をあげている。教育環境のグ
ローバル化への対応として、本学の外国人教員・交
換 研 究 員 支 援 の 為 、 ISS(International Scholar
Services)を 2009 年に設立し、住居情報の紹介や在
留資格認定相談、家族の教育等各種生活サポートの
他、学内各種施設の利用案内や学内諸手続きをサポ
ートしている。また、職員育成として、英･中･韓 3
言語によるチュートリアルクラスを設け、日常的な
語学学習環境の整備の他、より高度で実践的な国際
業務に対応できる職員養成の為、2009 年度よりスタ
ッフ・ディベロップメント・プログラムを設置した。
これまでに入職 3～5 年目の若手職員を中心に、24
名を海外協定校に 2～3 ヶ月派遣し、語学研修と受
入れ大学でのインターンシップにより、英語力と国
際業務の実践力を養った。文書の多言語化において
は、翻訳センターを設置し、学生や研究員向けのシ
ラバス・各種ガイドライン、生活情報を英訳してい
る他、中・韓訳も行っている。

事務体制の国際化について、既に職員研修で実施
して来たビジネス会話やメール作文講座等、事務業
務の国際化推進支援事業の継続・強化と同時に、日
本以外の国・地域出身の職員を増やす。外国人教
員・交換研究員支援および学内文書の多言語化につ
いては、既にほぼ全てで和英対応をしているが、今
後は ISS の事業を発展し、外国人教員・交換研究員
の受け入れを支援する一元的なシステムを構築する
と共に、多言語に対応した形で病気や子の就学、住
宅斡旋等の支援も強化する。また、日本で就業経験
のある外国人スタッフを配置し、外国人学生向けキ
ャリア・アドバイスおよび就職支援制度の充実を図
る。加えて、留学生の増加に伴う留学生のメンタル
や健康の問題についても、専門アドバイザーの新た
な配置や既存スタッフの語学トレーニング、通訳対
応可能なスタッフの配置により、非日本語対象者へ
の対応整備を進める。事務の多言語化への取組とし
て、海外とより専門的で複雑な業務を遂行可能な英
語以外の中・韓等、需要の高い言語につき、高度な
語学力を有するスタッフを国際部門に配置する。
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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】

【本構想における取組】

本学においては、2007 年に策定した中長期目標
である「Waseda Next125」に基づき、各学部・各研
究科において、グローバル人材の育成に取り組んで
きた。これらの取り組みは、互いに独立しているも
のではなく、教育課程において有機的に連携をして
おり、一過性ではなく、学習の相乗効果を生み出し
ている。

「Waseda Next125」に次ぐ本学の中長期計画と
して、
「Waseda Vision 150」の策定に取り組んでお
り、本構想で掲げるグローバル人材の育成を全学の
最優先目標として位置づけている。組織改組やカリ
キュラム改革も視野に入れた取り組みを予定して
おり、学部や部局を超えた連携を進め、教育課程に
おける相乗効果をより一層強めることとする。

（１）学びの場として、これまで以下の取り組みを
行い、語学教育及び海外教育の基盤を整えてきた。
○語学教育環境の充実
本学のオープン教育センターにおいては、学部を
問わず、全学の学生が科目を履修できる多彩な語学
科目を設置している。日本で学ぶ機会が限られてい
る言語も含め、全 23 言語のクラスを提供している。
多くの言語は入門や初級からスタートし、中級、上
級へと段階的に受講することができる。また、英語
と中国語については、少人数制のチュートリアル・
レッスンを提供、コミュニケーション能力を伸ばす
為のプログラム開発に力を入れている。また、ライ
ティングスキルを伸ばす為のアカデミック・ライテ
ィング・クラスも設置している。言語のみならず、
その言語圏の文化や歴史にも触れながら学べる科
目もそろえている。

（１）以下の取り組みを導入し、入学から卒業まで
の体系的な語学教育プログラムを実施する。
○語学教育環境の充実
本構想においては、オープン教育センターを改組
し、全学共通教育センターを設立する。ここでは、
現在も提供している少人数制のチュートリアル・レ
ッスン、アカデミック・ライティング・クラスに加
えて、全学生が、多言語による語学教育、教養科目
及び専門科目を履修できる環境を整備する。入学時
に全学生にプレイスメントテストを実施し、習熟度
別外国語クラスの編成を行い、留学事前教育とし
て、カレッジスキル及び TOEFL スコアを伸ばす講
座を提供する。また、留学後のフォローアップ教育
として、多言語による教養科目及び専門科目を提
供、ダブルディグリー・プログラム準備コース及び
海外大学院準備コースの設置も検討する。

○全学的な教育システム
オープン教育センターでは、体系的な学習プログ
ラムを提供しており、テーマに関連した演習科目
（ゼミ）ごとにテーマカレッジを設けているほか、
指定の科目を卒業までに終了すると卒業時に副専
攻を認定し、修了書を授与している。これらのうち、
国際教育やグローバル社会に焦点を当てたものも
多く、
「EU・欧州統合研究」
、
「イスラーム地域研究」
、
「新しいアジアを味わい知ろう」
、
「国際コミュニケ
ーション」
、
「平和学」
、
「国際協力」
、
「グローバルリ
ーダーシップ学」等がある。

○全学的な教育システム
英語によるテーマカレッジや副専攻を拡大させ、
英語科目を設置していない学部の学生にも広く英
語による学習環境を提供する。
この中でも、特定の優秀な学生を対象とした質の
高い教育を行う為の戦略的な全学横断型の教育プ
ログラムである「オナーズ・プログラム」の設置を
検討する。また、留学前準備講座、長期留学、留学
後のフォローアップ教育として「グローバル・スタ
ディーズ副専攻」を設置、長期派遣留学する学生の
語学環境サポートの充実化を図る。

○英語による学位プログラムの導入
○英語による学位プログラムの導入
現在、以下の 6 学部・9 研究科において、英語に
既存の英語による学位プログラムにおいては、定
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よる学位プログラムを提供している。政治経済学
部、社会科学部、国際教養学部、基幹理工学部、創
造理工学部、先進理工学部、政治学研究科、経済学
研究科、社会科学研究科、基幹理工学研究科、創造
理工学研究科、先進理工学研究科、アジア太平洋研
究科、商学研究科ビジネス専攻、国際情報通信研究
科、情報生産システム研究科。

員の拡大や規模の拡充を図る一方で、他の学部にお
いては新規の英語学位プログラム導入を検討する。
本格的に学位プログラムを開始する準備段階とし
て、一部の学部においては、受入れ学生を対象に一
部の科目を英語にて提供し、シラバス設定等の経験
を蓄積していくなど、段階的に充足させていくステ
ップを用意する。

（２）学習のみならず、体験の場として、実践的な
教育プログラムを提供している。
○長期留学プログラム
本学においては、77 ヵ国・地域の 413 大学と全学
協定を取り交わしており、留学センターにおいて、
交換留学、ダブルディグリー・プログラム、語学学
習を中心としたフィーベースのプログラムを提供
している。協定校のうち、米国のリベラルアーツ大
学を中心とした五大湖・中西部私立大学連盟
（GLCA/ACM）とは、1963 年より約 50 年間の長
きにわたって協定関係を結んでおり、これまで学生
の受入れ・派遣において活発な学生交流を行ってき
た。一方で、欧米の有力リサーチ大学では、コロン
ビア大学、ペンシルベニア大学、ジョージタウン大
学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、パ
リ政治学院らと協定を締結している。ダブルディグ
リー・プログラムに関しては、コロンビア大学（修
士レベル）
、北京大学、復旦大学、国立台湾大学、
シンガポール国立大学のアジアトップクラスの 4
大学と合計 40 名規模の交換協定を交わしている。
また、日本人学生の留学の障害の一つとして指摘
されてきた就職活動への影響を解消する為、平成
23 年より、1 セメスターの中期留学プログラムを新
たに開発した。このプログラムでは、語学力がハー
ドルになっていた学生を考慮し、語学力を身につけ
る内容が中心となっている。英語のみではなく、第
二外国語の習得を奨励し、本学の社会科学部では、
中国語を履修する学生の為に、北京大学での中国語
のプログラムを設置した。

（２）本構想において実践的な教育プログラムとし
て留学プログラムの拡充を図る。
○長期留学プログラム
本構想においては、77 カ国の 413 大学との協定
の結びつきを深めて、交換留学を行っている大学へ
の交換留学の派遣数を増やすと共に、アジア（イン
ド、ベトナム）、南米やアフリカの大学等、協定が
あるにも関わらず学生交流が行われていない大学
とのプログラム活性化及び新たな交換留学の協定
先大学の新規開拓に努める。また、長期派遣留学の
行き先として、授業料が相互免除となる交換留学の
大学数を、協定の切り替え時に留学者数の増加を交
渉すると共に、留学生を積極的に受け入れ始めてい
るアメリカの州立大学及び欧州、アジア地域で英語
プログラムを実施している大学に対して、積極的に
新規交換留学の申し入れを行う。ダブルディグリ
ー・プログラムに関しては、現在プログラムの立上
げを相談している長年の協定関係にある米国の五
大湖・中西部私立大学連盟（GLCA/ACM）
、東アジ
アの高麗大学や香港中文大学に加えて、東南アジア
地域や EU 圏の協定校に拡大する。また平成 23 年
よりスタートさせた半年間の語学学習を中心とし
た中期留学プログラムを更に拡大させて、現在、米
国 2 大学と行っているプログラムを 5 か国 7 地域、
9 大学まで増やす事を計画している。これにより、
平成 28 年に卒業予定者の内、3 か月～1 年及び 1 年
超の留学者数を、1,500 名まで増やすことを目標と
する。

過去 6 年間の 3 か月～1 年及び 1 年超の留学経験者数（卒業者）

3 か月～1 年及び 1 年超の留学経験者数（卒業予定者）

平成 17

平成 18

平成 19

平成 20

平成 21

平成 22

平成 23

平成 24

平成 25

平成 26

平成 27

平成 28

605

710

628

610

670

706

726

798

855

917

1,191

1,482

○短期留学プログラム
1 学年の留学プログラムに参加する体験や準備と
して、本学においては夏休みと春休みに語学及び文
化体験の短期留学プログラムを提供している。年間
で 13 ヵ国・地域、7 言語による 44 のプログラムを
実施し、平成 23 年には、737 名（単位付与しない
プログラム含む）の学生が参加した。これらの多く
は、現地大学が行う双方向型のレッスンであり、コ
ミュニケーション能力、カレッジスキルを鍛えるも

○短期留学プログラム
本構想においては、来年度より全学で導入予定の
クォーター制度を利用して、短期留学プログラムの
ラインアップの充実を図ることを予定している。既
存のプログラムに加え、全学共通教育センターで開
講している語学を中心に、14 ヵ国・地域、11 言語
のプログラム並びに法律、ビジネス、理系等、学部
のカリキュラムに連動したプログラムを開発して
いくとともに、あらかじめ語学科目の一環として、
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のとなっている。
また、特徴的なプログラムとして、ハーバード大
学、イェール大学、マサチューセッツ工科大学、コ
ロンビア大学、シンガポール国立大学、北京大学、
ワシントン大学、高麗大学校の計 8 校と共同で、グ
ローバル・オナーズ・カレッジ(Global Honors
College)を 2009 年から 3 年間連続で、東京及びシ
ンガポールで行ってきた。
このほか、本学ではゼミ単位の海外合宿「海外学
生交流計画」を奨励しており、ひとつのプログラム
に対して、20 万円の補助金を支援している。平成
23 年度は、80 プログラム 802 名の学生を海外に送
り出している。

カリキュラムに組み込み、一部必修化することも踏
まえて検討していく。
また、ゼミの海外合宿を全学として推進し、海外
の協定大学学生との共同ゼミを通したグループデ
ィスカッションやフィールドトリップを取り入れ、
体系立った支援体制を整備する。関連して、同じよ
うに協定大学からの訪問の受け入れを行い、または
遠隔教育システム等を用いた学習を導入するなど、
海外協定大学との共同教育の新たな形を模索して
いく。
これにより、平成 28 年に卒業する予定者の内、3
か月未満の留学者数を、2,500 名まで増やすことを
目標とする。

過去 6 年間の 3 か月未満の留学経験者数（卒業者）

3 か月未満の留学経験者数（卒業予定者）

平成 17

平成 18

平成 19

平成 20

平成 21

平成 22

平成 23

平成 24

平成 25

平成 26

平成 27

平成 28

398

482

588

695

884

1,022

1,265

1,485

1,650

1,990

2,250

2,515

（３）本学では学生の課外活動においても、国際経
験ができるように、ボランティアセンターやキャリ
アセンターが中心となり、様々なプログラムを実
施、多様な学生のキャンパスのグローバル化に取り
組んできた。
○キャリア支援、海外インターンシップ
本学では、キャリアセンター、インターンシッ
プ・オフィス、留学センターを通して、学生にイン
ターンシップ・プログラムの提供や、就職支援を行
ってきた。特にインターンシップについては、
「国
際貢献」という切り口から、国際通貨基金や世界銀
行が実施するプログラムをあっせんしている。
また、留学センターでは、OECD（経済協力開発機
構）にて行うインターンシップ・プログラムの募集
を行っており、本学から多くの研修生を同機構のヘ
ッドクォーター（パリ）に派遣している。
このほか、留学センターが実施している留学プロ
グラムのうち、中国（北京大学）とドイツ（ボン大
学）の留学プログラムにおいて、本学の海外オフィ
スや現地の卒業生ネットワークを通して、留学中の
学生に現地日系企業におけるインターンシップ・プ
ログラムを提供している。

（３）本構想においては、グローバル・キャンパス
の学生生活・環境整備を行い、グローバル人材に欠
かせない実践力を養うべく、ボランティア、インタ
ーンシップ等の課外活動のより一層な充実を図る
ものとする。
○キャリア支援、海外インターンシップ
本プログラムを通して、海外オフィスや現地の卒
業生ネットワークを生かし、現地企業におけるイン
ターンシップや企業体験を取り入れた留学プログ
ラムの開発に取り組み、既にプログラムを実施して
いる北京及びボン事務所に加えて、本学が海外に持
つ 8 拠点（ニューヨーク、ワシントン D.C.、サン
フランシスコ、上海、台北、シンガポール、バンコ
ク、パリ）において、インターンシップ・プログラ
ムを拡大する。実務経験のみならず、企業見学や説
明会の開催など、海外で働く実態を把握する機会を
設ける予定である。
また、留学センターがキャリアセンターと連携
し、留学経験を持つ学生の就職支援イベントを企画
する。本学の特色を生かした留学プログラム経験者
には、自らの強みをアピールする場を確保する為、
留学によって得られた知識や経験を重要視する企
業へのアプローチを行う。

過去 6 年間の海外インターンシップの参加者数（卒業者）

海外インターンシップの参加者数（卒業予定者）

平成 17

平成 18

平成 19

平成 20

平成 21

平成 22

平成 23

平成 24

平成 25

平成 26

平成 27
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○ボランティア活動
平成 14 年に社会に貢献する人材を育成すること
を目的に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ
ンターが設立された。以来、年間を通して国内外で
行われるプロジェクトや、ボランティア論やリーダ
ーシップ論、開発援助を講義形式で展開する科目を

○ボランティア活動
現在、4 名の助教を中心に運営されている海外支
援プロジェクトや科目の規模を拡充させ、准教授を
新規に 1 名配置し、プロジェクト数、科目数を増や
すとともに、学習ラインナップを整備する。
具体的には、以下の 3 点にまとめることができ
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オープン教育センターに設置し、全学の学生に提供
している。発展途上国に赴く体験的な学習プロジェ
クトを取り入れた科目群を副専攻として「社会貢献
とボランティア」を設けている。
発展途上国で行われるボランティア・プロジェク
トは、世界各地の国にわたっており、タンザニアや
ケニアを始めとするアフリカの国々や、インドやボ
ルネオ、ラオスなどのアジアの国・地域にも展開し
ている。また、日本発の問題や経験を世界に広げる
プロジェクトとして、中国におけるハンセン病支援
や「杉原千畝ブリッジ・プロジェクト」などの活動
を行っている。こうした活動は「環境」
、
「農業」
、
「教
育」
、
「人権」
、
「交流」
、
「スポーツ」などと多岐にわ
たっており、多くの場合、その活動の主体は本学の
学生である。企画・運営の力を育て、社会との関わ
りを通して、問題意識を持ち、自己と他者の在り方
を学習させる。
これまで 8 年間で、延べ 10 万人以上の学生が科
目を履修し、もしくはプロジェクトに参加した。
【平成 23 年度実績】
38 科目

オープン科目開講数

4,734 名

科目履修者数

33 件

プロジェクト数

14,236 名

プロジェクト参加者数

3,332 名

メーリングリスト登録者数

○グローバル・キャンパスとしての共生環境
本学においては、年間 4,000 名以上の留学生を受
け入れており、これらの学生と日本人学生によるグ
ローバル・キャンパスの形成に力を入れてきた。
学生部の外局として、平成 16 年に国際コミュニ
ティセンター（ICC）が設立され、留学生だけに特
化せず、本学の学生全員にグローバルな体験・多文
化共生の場を提供する為の組織として、活動、文化
や国境を越えた学生相互、および教職員・校友・地
域コミュニティとの交流を促進する為の仕掛けを
企画している。
【ICC のこれまでの活動実績】
回数

参加者数

2006

131

6,169

2007

203

12,147

2008

235

12,974

2009

192

14,331

2010

282

11,807

2011

333

17,205

民間のメンテナンス企業と連携し、早稲田大学国
際学生寮（WID）を本学学生の寮として提供してい
る。平成 23 年 9 月時点では、都内 9 か所の寮に 854
名の学生が入居しており、ランゲージエクスチェン
ジをはじめとする共生教育を実施している。

る。 (1)ボランティア関連科目を全学基盤教育の一
部とし、全学共通選択必修科目として設置する。(2)
これまで公認外であった活発で質の高い学生活動
を新たに公認するなど、既存プロジェクトのあり方
を見直し、新しいテーマを取り入れるなど、新規の
活動を開始する。(3)「自分にとって価値あること」
を見出すこととその価値を「生きること」や「働く
こと」と関係づけていくボランティア・メソッドを
推進し、学生が「自分の生き方を他者との関わりの
中で紡ぎだす力」を育成していく。
また、活動の場所をキャンパス外からキャンパス
内に移し、認知度の向上を図るとともに、会議スペ
ースの拡充や参考図書の充実を図り、学習が活動し
やすい拠点となるよう、整備をする。
続いて、職員の企画・発案能力の向上を図り、学
外からの経験者の積極的な採用を進めるとともに、
職員には多種多様なプロジェクトへの同行により、
経験することとによって、問題意識を広げ、実践・
実行力を鍛える。自主意識の高い学生を非常勤で雇
用するなど、学生に企画・運営の実践的な機会を与
えるとともに、斬新なアイディアによる新規プロジ
ェクトを進める。
長期的な目標として、年間参加者数 40,000 人を
目途に増やし、全学の学生が在学中に一度はボラン
ティア活動に参加できるシステムを構築する。
○グローバル・キャンパスとしての共生環境
多文化・多様性を理解する為の教育プログラムを
継続して発展させていくべく、ICC においては、リ
サーチ・プロジェクトや自主ゼミなど、学生発案の
教育プログラムを継続して行う。一方で、地域や社
会貢献のプログラムを更に充実させ、地域に対して
異文化理解教育を提供すると同時に、学生に多文化
共生社会教育実習を体験させる機会を数多く設け
る。
また、平成 26 年には、
「早稲田大学中野国際コミ
ュニティプラザ」を設立、教育の国際化を目指し、
国際交流や地域交流の主役となる日本人学生と留
学生が共生する約 870 名規模の学生寮”Waseda
International Student House (WISH) “を新たにオ
ープンする予定である。さらに、これまでは協定大
学からのリクエストに応じて一部行ってきた短期
の海外留学生受け入れを拡充させる。プログラムの
内容は、英語による講義やフィールドスタディのほ
か、日本語学習プログラムを取り入れ、本学の日本
語研究科で蓄積されたノウハウを海外に発信する。
フィールドスタディには本学の在校生も参加させ、
学生主体の交流イベントを企画させるなど、キャン
パス内における異文化体験を促進し、コミュニケー
ション能力を鍛える場として提供する予定である。
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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】

【本構想における取組】

○国際公募による外国人教員の採用
国際教養学部では、平成 16 年度の学部設立当時
より外国人教員および海外での教育経験を有する
教員の積極的な採用を進めてきた。
平成 22 年 4 月 1
日現在、助教を含めた専任教員に占める外国人教員
の比率は約 33％となっており、3 分の 1 を超えてい
る。また、当該学部の日本人教員の海外における博
士学位取得率は約 58％となっている。
これまで、専任教員の採用においては、H-net:
Humanities OnLine や The Chronicle of Higher
Education 等、海外の求人情報サイトも使用し、広
く募集をしてきた。
国際教養学部以外の学部でも、グローバル 30 の
採択拠点となった学部では、採択を契機として、英
語学位プログラムを開設するとともに、外国人教員
の国際公募を実施している。このほか、グローバル
30 に採択されていない法学部でも、各外国語につき
当該言語を母語とする外国人教員に欠員が出ない
よう、人事担当委員会が共通認識を持って、採用活
動を行っている。その他の学部においても、上記の
ような事例に呼応するような形で、数多くの取り組
みがなされている。

○国際公募による外国人教員の採用
第一に、生来的に、教員公募は、国際公募を原則
とすることしたい。公募要項も日英併用を基本とし
て募集し、公募の広報先としても、国際学会や海外
の求人情報サイトを（まずはこれまで利用実績のあ
る H-net: Humanities OnLine や The Chronicle of
Higher Education 等から）積極的に活用する。
第二に、教員採用時の評価方法の一環として、英
語（またはその他の言語）による模擬講義を原則必
須とする。これまでは、ペーパー上でのスキルや実
績にのみ頼って採用する傾向が強かったが、今後の
よりグローバル化された教育・指導体制の「質の向
上」を目指す為に、こうした模擬講義を課すことを
検討する。
第三に、英語等の語学能力に限定せず、外国語を
用いて、実践的にグローバルな世界で交渉し、新規
分野を開拓できる人材を育成できるかどうかを、教
員採用時の評価項目に加える。現時点でどのような
点で評価するかについては未定だが、
「一方的に英
語で教える」というレベルを超え、グローバル市場
において競争力の高い人材を育成できる教員を積
極的に採用する。

○海外での教育経験または外国語による教育経験
のある教員の配置
1998 年のアジア太平洋研究科設置以来、
外国語教
育が可能な日本人教員の採用を特に積極的に開始
した。同時に、これまで日本語のみで展開していた
募集要項についても、状況の変化に応じて英語（ま
た、その他の言語）でも作成して来た。
本学 FD センターと国際部で主催するアメリカで
の「FD プログラム研修」にも毎年十数名で教員を派
遣しており、大学全体としてみると前述の教員比率
はまだまだ高くはないが、もともと英語での教育が
潜在的に可能な教員も多く、それらの教員と合わせ
ると教育・指導体制のグローバル化はここ数年で着
実に進んできた。
英語によるコース設置後は、日本人教員について
も、海外の大学院で博士学位を取得した者や海外の
高等教育機関での教育歴のある者を積極的に採用
するよう努めている。

○海外での教育経験または外国語による教育経験
のある教員の配置
今後日本人教員の採用については、これまで以上
に海外の大学院で博士学位を取得した者や海外の
高等教育機関での教育歴のある者、そして外国語に
よる講義を行えることや海外の有名ジャーナルで
の論文掲載数が多いことなどを考慮することを各
学部・大学院に働きかけ、外国人教員に比肩するグ
ローバル教育力を有する日本人教員の採用を進め
て行く。
また、左記に示した通り、本学はグローバルな教
育・指導体制を着実に確立しつつあると言えること
から、今後は、
「グローバル教育力」が意味するも
のとして、
「外国語で教育を行う力」とあわせて「多
文化の背景を持つ学生たちを相手に教育を行う力」
が問われていると認識している。その為、今後教員
採用においては、単純な語学力のみでなく、上記要
件と同時に、マインドセット面での資質も多分に重
視する。
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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】

【本構想における取組】

○学内におけるグローバル教育力向上のための取
組
本学ではファカルティー・ディベロップメントを
推進する為に、2008 年に FD 推進センターを設置し
た。各学部・研究科などから委員を選出し、FD 推
進委員会を運営している。ここでは、カリキュラム
やシラバスの改善、成績評価基準見直し、授業アン
ケートなどによる学生の理解度の把握、学生とのコ
ミュニケーション促進などに取り組んできた。ま
た、同センターの主催で毎年新任教員セミナーを開
催し、7 割近い新任教員が参加している。
加えて、1998 年に新設したアジア太平洋研究科、
2004 年に開設された国際教養学部、
そして文部科学
省補助金事業グローバル 30（政治経済学部、基幹・
創造・先進理工学部、社会科学部）、商学部の復旦
大学、
香港中文大学の 3 大学による Global College –
ABS (Asian Business Studies)等の取組により、全
学における英語による講義科目数は大幅に増加し
た。学部に設置された英語による講義科目数は現在
500 以上に達している。これにより、既存の日本人
教員の英語による講義が始まり、同時に、外国人教
員や日本人の国外での学位取得者の採用を増やし、
外国人教員の比率は現在、教員全体の 28.5％に達し
ている。
こうした教員に対する上記 FD 推進センターによ
るプログラムやセミナーの提供、及び学内授業支援
システム Course N@vi の利用による教員の自己研
鑚を通じて、効果的な授業運営が促進されている。
複数の教員が共同で講義を行っている科目に関し
ては、教員同士で相互に講義を観察し、改善の為の
意見交換を行っている。
また、国際教養学部においては、フルブライトス
カラーを始め、海外協定大学からの毎年複数名の交
換教員を招聘し、学内において本学の教員と定期的
に研究発表や意見交換の機会を設け、FD 活動の一
環として活用している。

○学内におけるグローバル教育力向上のための取
組
グローバル教育力の向上を目的とし、ＦＤ推進セ
ンターと遠隔教育センターの機能を統合し、Center
for Teaching, Learning and Technology (CTLT) の
設置を予定している。CTLT の主な業務として、授
業改善のワークショップや講演会とそれらに関係
する FD 講習会テキスト・ビデオの作成・発行・貸
出に加え、授業や教育改善の取組に対する財政的支
援を予定している。遠隔教育システムも活用し、授
業の企画・開発・普及促進や授業方法の教員に対す
る研修などを一体的に推進している。
2012 年度より、ファカルティー・ディベロップ
メント・プログラム（FD プログラム）の一環とし
て、海外より講師を招へいし、新任教員 50 名を対
象とした FD 研修を実施する。具体的には、すでに
本学が海外での FD 研修を行っている米国のワシ
ントン大学より、講師 2 名を招へいする。そして、
学内の教職員への FD についての講演会、米国の最
新の教授法紹介などのワークショップを実施する。
更に、インターネットのオンデマンドシステムや
OCW を活用し、授業やそこから派生した学生のレ
ポート・論文等も公開することで、個々の講義の透
明性を高め、広く社会に理解と評価を求める。同時
に、世界の優れた授業内容を積極的に取り入れ、多
様な教材・方法による教育を実現する。また、教育
内容の多言語化を図り、英語化の次の時代を見据
え、教育の多言語化の検討と準備も始める。
この他、若手教員の OJT として、若手教員と経
験豊富な教員を組み合わせたメンター・システを通
して、海外協定校との共同プログラムを企画・運営
する方式を取り入れることも予定している。こうし
た取り組みにより、国際通用性の高い教育プログラ
ムの拡大を図り、テニュアトラック制度の確立と合
わせて、優秀な若手教員を育成・確保することを目
指す。

○教員の教育力を評価する取組
本学では 2001 年度より、授業内容をより充実し
たものに改善を行っていく為の試みとして、全学が
学生による授業評価のアンケートを導入し、2005
年より、Web を利用する実施体制に切り替えた。ま
た、現在では、アンケートを日英両言語で実施して
おり、科目担当教員へのフィードバックと学生への
公開を迅速かつスムーズに行うことにより、各科目

○教員の教育力を評価する取組
学生授業アンケートの結果、各教員の遂行職務、
および授業内容を完全公開し、評価の低い教員につ
いては、改善計画の提示を求めると共に、相互評価、
他者評価実施を全学的に普及し、教育の質向上を目
指す。
教育活動と改善実績を正当に評価するなど、職務
内容に応じた給与体系の多様化や顕彰制度の構築
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の質の確保と向上に役立てている。
○海外の大学における教育活動・グローバル教育力
向上
本学では、大学教育の国際化にあたって、文部科
学省より「大学教育の国際化加速プログラム（海外
先進教育研究実践支援）」の補助金を受け、本学教
員を米国の本学協定校に派遣し、FD 研修を実施す
る取り組みを行って来た。その後、グローバル 30
プログラムの採択を受け、FD についても大学教育
の国際化の為の重要施策の一つとして、教員への海
外 FD プログラムを拡充している。具体的には、現
在英語での授業を実施している教員、もしくはその
計画がある教員を対象にして、本学の米国の協定校
である五大湖・中西部私立大学連盟、ポートランド
州立大学、ワシントン大学の 3 校での研修を実施し
た。
研修内容は、米国での最新の大学教授法の理解と
それらを本学での教育活動で活用することを念頭
に置き、教授法のワークショップ、英語によるプレ
ゼンテーションスキル向上を目的とした講座、授業
見学、
模擬授業実施からなる約 3 週間の研修を 2008
年以来実施している。

を視野に入れた検討を行う。
○海外の大学における教育活動・グローバル教育力
向上
本年度開始の新任教員対象の FD 研修の実施を
受け、海外 FD プログラムへの派遣教員数を倍増す
る。米国五大湖・中西部私立大学連盟
（GLCA/ACM）
、ポートランド州立大学、ワシント
ン大学に加えて、英国、シンガポール、オーストラ
リアの大学でのプログラムを開始する予定である。
本学が参加する、海外大学とのコンソーシアム機
関であるベニス国際大学（VIU）では、世界中から
様々なバックグラウンドを持つ教員・学生が共に学
ぶ環境にある。本学からは、毎年、教員を講義担当
者として派遣しているが、今後は本コンソーシアム
との関係強化を図る為、全学から若手教員を積極的
に公募し、複数名を派遣する。
こうした海外 FD プログラムや海外コンソーシ
アム加盟大学における講義・研修経験を帰国後に発
表し、それをデータベース化した後、全学で共有で
きるようにする。
他にも、海外協定校と本学をネットワークで結ん
で海外の学生と英語によるライブディスカッショ
ン を 行 う 科 目 「 Cross-Cultural Distance
派遣大学別参加者数一覧
Learning」
、海外協定校と本学の学生が双方のキャ
派遣先大学名
派遣年度
2008
2009
2010
2011
計
ンパスで講義を受けて、ディスカッションやフィー
五大湖・中西部私立大学連盟加盟校
4
1
1
1
7
ルドワーク等を行い現場で実践しながら理解を深
めていく実習科目「海外フィールドスタディ」
ポートランド州立大学
4
2
1
1
8
「Trans-Pacific Leadership」などの共同プログラ
ワシントン大学
12
7
8
27
ムを企画・実施して、国際通用性の高いプログラム
合計
8
15
9
10
42
構築を図って行く予定である。これらのプログラム
本プログラムは事前に本学の各学術院（学部・研 を通じ、実践的なグローバル教育力育成を目指す。
また、海外の大学における教育活動を活発にする
究科・研究所を系統ごとにまとめた組織）が派遣希
為に、
クォーター制の導入を推進する制度面の整備
望者を推薦し、受入大学へ派遣する形式をとる。
を行う。
本制度の導入により、次の効果が期待され
2008 年から 2011 年までに、当該プログラムへ、8
学術院より 42 名と幅広い分野から多くの教員が参 る。
・短期間で集中的に講義を実施することが可能と
加している。
また、国際教育交流を促進することを目的とする なり、教育効果の向上が期待できる。
「海外協定校等との学生交流計画制度」では、海外 ・教員の授業負担が軽減され、研究時間の確保が
の学術交流協定校等との間において本学学生を対 できる。
象とする教育活動を実施する際、プログラムコーデ ・海外協定校等のサマー・プログラムにおいて講
ィネーターであり、引率者となる本学教員に対し 義を担当し、その教育力の向上を図ることができ
て、旅費交通費の一部として、国や地域に応じて 20 る。
～30 万円を補助している。この取組では、海外の学 ・本学のアカデミック・カレンダーが、海外主要
術交流協定校等と共に実施される交流活動である 大学と合致することにより、海外の著名な教員を
ことが条件とされており、ゼミ交流や共同セミナー 1 クォーター単位で招聘し、本学において講義の
等を目的に海外での教育活動促進を目的としてい 場を設ける。その際に、彼ら講義コンテンツや授
る。本学としても、教育の国際化を促進する目的で、 業運営方法等をアーカイブ化し、学内教員に向け
本支援事業を積極的に広報し、申請件数もそれに応 て公開することにより、本学全体において教育力
向上へとつながることが期待される。
じて増加して来ている。
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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】

【本構想における取組】

○入学時からの動機付けや留学に向けた学生の準
備・計画作成支援への配慮
一部の学部に対して、入学オリエンテーション時
に、留学プログラムを紹介、入学時から学生に留学
への動機づけを行っている。また、年 2 回留学フェ
アを開催し、年間 4,000 名を超える学生が参加して
いる。ここでは、海外協定校、各国大使館、JASSO、
ETS、就職支援企業を招いて、留学制度の説明に加
えて、語学試験、奨学金情報、就職活動も組み入れ
た 4 年間の学業計画のモデルプランを提示してい
る。また、留学経験者によるボランティア団体「学
生留学アドバイザー」が、留学体験談の紹介、留学
カウンセリングを年間通して行っている。

○入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準
備・計画作成支援への配慮
全 13 学部の入学オリエンテーション時に、留学
センターが提供する様々な留学プログラムや全学
共通教育センターにおけるグローバル・スタディー
ズ副専攻や留学準備講座を紹介する。また、より多
くの学生が参加できるよう、今までは年 2 回開催し
ている留学フェアの開催日数を増やすとともに、各
キャンパスにおいて積極的な広報活動を展開する。
「学生留学アドバイザー」と就職支援企業によるパ
ネルディスカッションを開催、留学時の支障になっ
ている就職活動と留学の準備に関してもサポート
を実施する。

○単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発支 ○単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発支
援体制
援体制
・訪問、来訪対応
国際課
本構想において、アジア（インド、ベトナム）
、
・交流協定締結
南米やアフリカの大学等、協定があるにも関わらず
学生交流が行われていない大学とのプログラム活
早稲田大学
海外協定校
性化及び新たな交換留学の協定先大学の新規開拓
を予定しており、ダブルディグリー・プログラムに
・先方との交渉
関しては、米国の五大湖・中西部私立大学連盟
国際教育企画課
・単位認定
（GLCA/ACM）
、高麗大学、香港中文大学に加えて、
・留学センター
・プログラム精査
東南アジア地域や EU 圏の協定校との開発を計画
本学では、国際課、国際教育企画課、留学センタ している。開発に関しては、従来同様に、国際課、
ーが協働で、これまで 77 カ国・地域に及ぶ 413 の 国際教育企画課、留学センターとの協働でプログラ
全学協定に基づき、短期、長期からダブルディグリ ムを開発する。
ー・プログラムににわたるまで様々な海外留学プロ
また、各学部のカリキュラムの特色を生かし、そ
グラムを開発し、学生の派遣に関わる運営を行って れぞれのニーズにあった留学プログラムの充実を
きた。その他、各学部、研究科においても、220 以 図り、海外協定校との共同ゼミによる短期留学プロ
上の学生交流協定が締結されており、国際課が各学 グの促進を図り、各学部の支援体制の強化に務め
部の海外大学との協定締結の支援を行っている。
る。
○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と提供、獲得に向けた支援
への取組み
留学センターにおいて、77 カ国・地域に及ぶ 413
の全学協定に基づいた協定校の情報を一元的に集
め、日本語と英語によるハンドブックを作成し、各

○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と提供、獲得に向けた支援
への取組み
留学センターの留学インフォメーションルーム
の機能を、他キャンパスにおいても提供できるよ
う、スカイプ等による遠隔地カウンセリングの実施
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協定校の紹介を行っている。また、留学インフォメ
ーションルームにおいて、協定校の情報、派遣留学
に関するワンストップサービスを目指し、語学力の
準備、勉学計画についてのカウンセリング、体験談、
渡航に関する準備の情報を提供している。また、ホ
ームページにおいて、留学プログラムの紹介、出願
基準、語学要件、履修科目、学費、寮費等を検索で
きるサービスを提供している。また、派遣留学の学
内外の奨学金情報については、情報を留学センター
に集約し、留学の手引きにまとめて提供すると共に
留学フェアにおいては JASSO 担当者を招き、個別
のブースで奨学金に関する情報を提供している。
海外 10 拠点においては、現地の日系・外資系企
業に対して、派遣留学の奨学金を獲得する為のファ
ンド・レイジング活動を行っている。また、イギリ
スのオックスフォード大学、ケンブリッジ大学への
留学プログラムに関しては、本学校友会が留学費用
の一部を奨学金として給付している。

や関連資料の整備を検討する。ホームページにおい
ても、次世代型インターフェイスを取り入れ、留学
を検討する学生に対して、進路や適正を判断できる
ように診断フローチャートを導入し、わかりやすく
情報を提供する。また頻繁に来ている海外協定校の
来訪の機会をまく利用して、世界の協定校による留
学説明会を、年間 30 大学を目標に実施していく。
学外の奨学金に関して、書類の準備、申請におけ
るアドバイスなど、学生が外部奨学金を獲得しやす
いように支援を行い、国内の地方自治体、各種財
団・企業の奨学金、海外の奨学金団体に関する情報
を積極的に学生に提示する。
海外 10 拠点、海外校友会 62 拠点及び、交換留
学生として来日、又は研究活動を行った経験のある
人々を結ぶグローバルネットワークサービスの
WiN(Waseda International Network)を利用して、
派遣留学生の為の奨学金を獲得すべく、新たな資金
源を開拓するなど、支給対象者の拡大を図る。

○ラーニング・アグリメントや履修情報の事前提供
毎年 2 回ある派遣留学学内選考に先立ち、協定校
に留学プログラム内容を確認し、現地で取得できる
科目の確認、履修条件等の確認を実施し、留学先の
履修情報を提示している。留学先大学における受入
れ可能な学部や、本学の学生が履修できる科目につ
いて、多くの情報を開示することで、学内選考に出
願する前から、学生が十分な計画を立てられるよう
に務めている。また、新規に海外の大学と協定を締
結する際には、留学プログラムの内容精査に加え
て、現地で取得した単位が認定できるように、海外
の大学の調査を実施して、留学先の教育の質を保証
している。最近では、商学部及び社会科学部が、学
部のカリキュラムに組み込んだ留学プログラムを
開発、各学部へのラーニング・アグリメントのサポ
ートを積極的に実施している。

○ラーニング・アグリメントや履修情報の事前提供
これまでの履修情報提供に加え、今後は、過去の
留学経験者の科目履修実績を分析し、データベース
化することにより、協定校ごと履修モデルを整理
し、提示する。また、帰国後の単位認定の傾向を調
査し、傾向を分析することで、留学後から卒業時ま
での学習計画を立てる為の情報提示を行う。協定の
定期的なメンテナンスを始め、派遣期間中の学生の
リスク管理サービスの標準化を図り、今後のプログ
ラム開発においては、単位認定の仕組みを学部カリ
キュラムと調整しながら実施する。また、全学部に
よる留学担当教職員間の定期的な会議を開き、学部
における独自の留学プログラムの紹介、欧州単位互
換制度（ECTS）
、UMAP、U21 等、海外の大学コンソ
ーシアムの単位認定等、ラーニング・アグリメント
につながる情報共有の場を設ける。

○海外留学を促進する制度
セメスター制度を導入、秋入学や秋卒業を可能と
し、海外留学をうながす体制をとっている。
語学学習とコンテンツ授業を組み合わせたプロ
グラム、1 セメスターの中期留学プログラム、23 外
国語による長期留学プログラム等、学生の様々なニ
ーズに応じている。例えば、イェール大学、コロン
ビア大学、ペンシルベニア大学、オックスフォード
大学、ケンブリッジ大学、パリ政治学院等、欧米の
有力リサーチ大学や米国のリベラルアーツ型カレ
ッジとの連携や、ダブルディグリー・プログラムで
は、北京大学、復旦大学、国立台湾大学、シンガポ
ール国立大学のアジアトップクラスの 4 大学との共
同プログラムも含まれる。

○海外留学を促進する制度
本学においては、留学に際して障害となっていた
「就職活動や卒業への影響」を減らすべく、2013
年度よりクォーター制度を全学に選択的に導入す
る。アカデミック・カレンダーを世界の大学と交流
しやすい体制にして、海外のサマー・プログラムへ
の参加を積極的に促し、夏休みと春休みを利用した
短期留学プログラムを開発する。
また、留学中に取得した単位の認定をする際に、
国際教養学部の一括認定システムを全学に導入す
ることを検討する。同時に留学を組み入れたカリキ
ュラムのモデルプランを作成し、学部における新規
留学プログラムの開発を促進する。

32
（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）

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】

【本構想における取組】

○留学中から帰国後にわたるサポート
留学センターでは、21 名のスタッフ（内 13 名は
早稲田大学 100％子会社キャンパス社に外部委託）
が学生の海外派遣業務を担当、留学中の定期的なレ
ポート提出により学生の学習状況を管理している。
帰国後は、帰国報告書を作成、必要に応じて留学セ
ンター教員が面談を行い、学業、生活両面において、
問題が起きないよう確認を行っている。

○留学中から帰国後にわたるサポート
派遣留学生を 1,800 名から 4,000 名に増やす事か
ら、留学センターに留学担当の教員を 2 名、事務職
員を 4 名、外部委託先に 10 名の社員を新たに配置
することを検討している。これらの教職員及び外部
委託先社員は、留学中の科目履修状況、健康状態を
把握し、メンタル面でもスカイプ、携帯電話でカウ
ンセリングできるように体制を整える。

○産業界との連携等による就職支援
キャリア支援は、キャリアセンターによって一元
的に行っており、企業説明会の開催や面接指導、個
別カウンセリングを実施、英語によるセミナーも開
催する等、グローバル化人材の養成に力を入れてい
る。インターンシップにおいては、国内外に様々な
プログラムを提供、留学センターによる海外インタ
ーンシップと合わせて充実したプログラムを提供
している。

○産業界との連携等による就職支援
海外 10 拠点及び海外校友会 62 拠点のネットワー
クを活かし、インターンシップ、または企業体験を
取り入れたプログラムを留学中の学生に広く提供
していく。また、留学センターがキャリアセンター
と連携し、留学経験を持つ学生に特化した就職支援
イベントを開催し、語学力のみならず、高度なコミ
ュニケーション能力や異文化経験を生かした特色
ある就職ができるように支援を行う。

○緊急時のサポートやリスク管理
包括契約による海外旅行保険への契約を義務付
けており、24 時間対応のサポートデスク（日・英対
応可）を通じて、盗難、急病、けが、事故などの緊
急事態へ対応しており、出発前に全学生に携帯電話
を配布している。緊急時には、海外 10 拠点の職員
が現地に赴き、学生のケアに当たる体制を整えてい
る、また、電話面談やテレビ会議などにより、メン
タル面のサポートを実施している。

○緊急時のサポートやリスク管理
最近は、留学中にメンタル面で現地の生活に馴染
めず、途中帰国する学生が多くいることから、派遣
候補者全員に、留学前にメンタルチェックを行うこ
とを予定している。ストレス耐性が潜在的に弱い学
生を事前にピックアップし、派遣先の再検討やカウ
ンセリングを行い、十分なストレス耐性を身につけ
てから派遣できるよう、リスク管理体制の強化を行
う。

○履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置
各学部に留学担当教職員が配置されており、学
業、生活両面において、サポートを行っている。1
年間の留学を義務付けている国際教養学部におい
ては、学生の相談相手として助教を配置、指導に当
たっている。

○履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置
派遣先大学における科目履修アドバイザーとし
て留学センターに教員を 2 名新たに配置する予定、
新たに 4 名配置する職員に関しては、プログラム開
発に加えて、担当の学部を持ち、単位認定、危機管
理等、様々なアドバイスを行う。

○学内外における研修による体制強化
海外の協定校とのスタッフ・ディベロップメント
協定を締結し、毎年 3 名の研修者を 3 ヶ月間派遣し
ている。新入職員は、入職 3 年目に、海外の協定校
を訪問し、独自のリサーチを行っている。また、英
語・中国語・韓国語によるチュートリアル・レッス
ンも実施している。

○学内外における研修による体制強化
学内の研修制度の充実に加えて、学外研修への参
加も推奨する。新たに国際関係の業務に着任する職
員 に 対し ては 、営 利活 動法 人 国際 交流 協議 会
（JAFSA）が行う新任職員研修会や、海外留学安
全対策協議会(JCSOS)が行う危機対策研修への参
加を義務付けるなど、業務水準の標準化を図る。
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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】

【本構想における取組】

○TOEFL 等のスコアの入試への活用
語学検定試験の入試への活用

○TOEFL 等のスコアの入試への活用
既に 3 つの学部で行われている AO 入試や自己推
薦入試における語学能力試験の評価を他の学部に
おいても採用することで、入学時から実践的な外国
語力を持った学生を評価し、多言語によるコミュニ
ケーション能力に長けた学生の受け入れ制度の整
備を図る。現在、商学部が語学検定試験を入試に活
用する入試制度の具体化を検討している。
中等教育段階から TOEFL などへの意識が高ま
ることを促すことで、入学後の TOEFL スコアのさ
らなる伸長や、その後の様々な海外留学へと繋がる
ような一体的な取組の構築に努める。また、本構想
における全学部生海外派遣計画のことを広く社会
に広報することによって、広い国際的教養と異文化
理解力を持ち、外向きのマインドを持った学生が一
層本学に興味を持つような循環を生み出す。
本学の付属高校とは、本学への内部推薦入試の際
に、TOEFL を選考要素に加味することを協議し、
本学の付属高校である高等学院では、第二外国語が
必修として課されている為、その語学力も推薦時の
要素として加味する。
帰国生入試を通して、本学では毎年約 100 名の
学生を受け入れているが、
提出書類の 1 つに語学検
定（TOEFL、TOEIC、IELTS、実用技能英語検定
試験、ケンブリッジ英語検定及び英語以外の外国語
検定試験）のスコアを追加し、選考時の参考資料と
して考慮する。

政治経済学部

TOEFL

AO 入試
社会科学部

TOEFL、TOEIC、IELTS、実用技能英

自己推薦入試

語検定試験、ケンブリッジ英語検定英検、
中国語検定試験及びフランス語検定試験
等、英語以外の外国語検定試験

国際教養学部

TOEFL、TOEIC、IELTS、実用技能英語検定

AO 入試

試験、ケンブリッジ英語検定）
、その他英
語による試験（SAT Reasoning Test）

政治経済学部 AO 入試及び社会科学部自己推薦入
試では、出願資格の１つとして語学検定を用いるこ
とができ、高い外国語力及び海外における留学経験
を国際性、コミュニケーション能力として評価され
る仕組みがある。国際教養学部の AO 入試では、
TOEFL スコアに加えて、英語による論文や面接審
査を通じ、4 技能を適切に評価して、志願者の高等
学校時代の様々な活動経験等、一人ひとりの資質や
個性、経験、熱意などを総合的に評価している。グ
ローバル 30 に採択された、
「英語による授業のみで
学位を取得できるコース」を実施する政治経済、基
幹・創造・先進理工、社会科学の各学部ではそれぞ
れ TOEFL、
IELTS が選考要素の 1 つとされている。
また、付属高校からの推薦入試において、国際教
養学部は、TOEFL の最低基準（TOEFL(iBT)60)
を設けている。
○入学志願者の留学経験や在外経験等の評価
政経学部、国際教養学部、創造理工学部（建築学
科）の AO 入試、社会科学部、教育学部の自己推薦
入においては、書類審査において、高校の活動記録
における留学経験も評価の対象にしており、志望動
機、活動記録、小論文及び筆記試験に加えて、面接
審査を実施、受験生の総合力を評価する入試を実施
している。
また、本学では、在外経験を適切に評価し、多様
なバックグラウンドを持った優秀な学生を受け入れ
るべく、国際教養学部を除く、全 12 学部において、
帰国生入試を通して、毎年約 100 名の学生を受け入
れている。

○入学志願者の留学経験や在外経験等の評価
政治経済学部においては、外国の教育課程による
中等教育を修了（もしくは修了見込み）の学生を対
象とした 9 月入学の定員数を段階的に増やし、
英語
による書類審査および面接審査を通して、グローバ
ルリーダーシップを目指すに相応しい学生の確保
を目指す。
本学の付属高校の海外留学を拡大するとともに、
進学の際にその経験が適切に評価されるような推
薦入試制度の導入を推進する。また、指定校推薦の
選考要素にも留学経験や在外経験等を盛りこむ。社
会的に中等教育段階からの海外留学が促されるよ
うな、社会的な共通認識を広めることを意識し、学
外への広報にも注力する。
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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】

【本構想における取組】

○プレイスメントテストによる習熟度別語学クラス ○プレイスメントテストによる習熟度別語学クラ
の編成及び効果的な語学教育
スの編成及び効果的な語学教育
プレイスメントテストを実施している学部
試験
学部
TOEFL 政治経済、国際教養
TOEIC 商、人間科学、基幹・創造・先進理工
WeTEC 法、教育、社会科学、スポーツ科学

プレイスメントテスト実施学部（本構想実施後）
試験
学部
TOEFL 政治経済、国際教養
TOEIC 商、人間科学、基幹・創造・先進理工
WeTEC 法、教育、社会科学、スポーツ科学、
文化構想、文
：新たにプレイスメントテストを実施する学部

本学では全 13 学部の内、11 学部においてプレイ
スメントテストを実施、そのスコアを習熟度別の語
学編成のクラス編成に利用している。政経学部、国
際教養学部では、プレイスメントテストに
TOEFL-ITP 試験を利用し、そのスコアにより英語
クラスを習熟度別に編成している。
商学部、基幹・創造・先進理工学部、人間科学部
では、プレイスメントテストに TOEIC-IP 試験を利
用し、習熟度別によりクラス分けを行っている。商
学部では、1 年、2 年次の各年末にプレイスメント
試験（TOEIC-IP）を実施、人間科学部は、1 年次、
基幹・創造・先進理工学部では、1 年次、2 年次に
実施している。
法学部、教育学部、社会科学部、スポーツ科学部
では、チュートリアル・イングリッシュを履修する
学生を対象に、本学が開発した英語能力試験である
WeTEC を実施し、習熟度別に語学クラスを編成して
いる。法学部は、1 年生の内、英語履修者（全体の
95％以上）のみ、教育学部、社会科学部、スポーツ
科学部は、1 年生全員に WeTEC の受験を実施して
いる。また、教育学部複合文化学科においては、第
二外国語のプレイスメントテストも実施、習熟度別
語学クラスを実施している。政治経済学部、社会科
学部では、第二外国語についても大学入学までの履
修外国語の習熟度を基にクラス編成を行っている。

本構想においては、既に各学部で行われているプ
レイスメントテストの取り組みに加えて、大学の教
務部が主導して、
全学部学生が受験する仕組みを整
え る 。 そ の 結 果 、 全 て の 13 学 部 に お い て
TOEFL-ITP、TOEIC-IP、又は WeTEC いずれか
のプレイスメントテストの実施が可能になる。
習熟度別の英語クラスの設置に加えて、全学共通
教育センターにおける語学教育の強化、様々な長期
短期留学プログラムによる国際教育プログラムの
推進、留学後の英語・その他外国語による教養・専
門科目の提供を中心とした留学後のフォローアッ
プ教育により、5 年後の達成目標として、各学部毎
に半数の学生が TOEFL(iBT) 71～100 点以上を取得
する。また、設定した外国語力スタンダードを、社
会に広く広報し、全学的にもそのスタンダードの達
成を明確に意識して取り組むことにより、本学に入
学する学生にも、卒業時の達成に向けて、どのよう
なロードマップを持って取り組んでいくか意識で
きるように、入学広報の段階から変えていく。既に
一部の学部では、
英語以外の言語でもプレイスメン
トテストの実施及びそのスコアによる習熟度別語
学クラスを編成しているが、全学共通教育センター
にその他外語学プログラムを集約し、二者間折衝・
交渉が可能な素地を備えた学生を育成する。

○学生の語学力向上度の測定による教育効果の分析
と語学教育へのフィードバック
教員 1 名に対して学生 4 人を上限とした超少人数の
グループレッスンである「チュートリアル・イング
リッシュ」では、履修前後に学生の英語力を測定し
ており、教育効果の分析、教育内容の改善に努めて

○学生の語学力向上度の測定による教育効果の分
析と語学教育へのフィードバック
定期的で全学的な実施により、その伸長度をデー
タ化し、教育内容に毎年フィードバックすることで
継続的な質向上とデータベースの構築に努める。そ
れと併行して、蓄積したデータをもとに、本学独自
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いる。また、政経では、第二外国語についても、大
学入学までの履修外国語の習熟度を基にクラス編成
を行い、
「欧州共通参照レベル」に準じた到達目標を
設定し学習意欲の向上を図っている。
国際教養学部の英語科目のアカデミック・ライテ
ィングについては、入学前に行ったライティング試
験の結果に基き、3 段階のレベル分けを行うが、全
員が上級レベルに達するまで受講しなければいけな
い。
○外国語による論文作成能力養成のための個別指導
体制の導入や教育
全学生向けのライティング・センターにおいて、
英語によるアカデミック・ライティングの個別指導
を実施。スタッフ 7 名（教員 2 名、助手 4 名）
、チ
ューター約 20 名（学内の修士・博士課程に在籍す
る大学院生で専門的な訓練を受けた者）が英語、ま
たは日本語で対話しながら、英語文書の指導をする。
○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
チュートリアル・イングリッシュ に加えて、
「Critical Reading and Writing」を設置、英語力
と論理的思考力の両方の向上を目標として、中級と
上級の 2 コースを用意した。また、海外協定校の学
生と Web 会議システムを活用して、事前に決められ
たテーマについて議論を実施する「Cross-Cultural
Distance Learning(CCDL)」を通して、他者と議論
できる英語の実践的な運用力を養っている。
○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
本学の全学生を対象にした国際交流プログラムの
開発・運営・実施を行っている留学センターでは、
ディスカッション、ライティング、リスニング＆リ
ーディングといった、留学先で求められるカレッジ
スキル能力を留学前に確実に身につけられるよう
に、留学前の準備教育を実施している。特にコロン
ビア、ペンシルバニア等のアイビーリーグ校やトロ
ント大学、カールトン大学等のアメリカ・カナダの
大学に加えて、オックスフォード、ケンブリッジ、
パリ政治学院等の欧州の有力大学、シンガポール国
立大でダブルディグリー・プログラムを履修する学
生向けに英語の上級ライティングクラスを用意し
ている。また、北京大学での中国語によるダブルデ
ィグリー・プログラムなど高い能力が求められる言
語の派遣先の候補者に対しては、ライティング準備
講座の履修を必須とし、留学先でふさわしい成果を
あげられるように十分な準備をさせている。

の英語能力試験である WeTEC のバージョンアップ
を進め、スピーキング能力も測定できる試験とする
とともに、TOEFL などの外部の英語能力試験との
換算表の精度をより高める。
また、中国語についても本学独自の能力試験であ
る TAC が既にあるが、試験内容をより充実させる
ことによって、語学教育の PDCA サイクルを加速
させ、中国留学に必要な語学要件として求められる
HSK 試験のスコアとの換算表の精度をより高め
る。
○外国語による論文作成能力養成のための個別指
導体制の導入や教育
既にライティング・センターで大きな効果を挙げ
ているものを、受講可能な学生数を量的に拡大する
とともに、これまで蓄積したノウハウを生かして、
質的にも深化させる。言語的には、現在の日・英対
応から、より多言語で対応できるような環境を整備
していく。
○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
現在のチュートリアル・イングリッシュをベース
に、語学力の高い学生に対してはディベートの技術
や論理的な説明方法など、英語基礎力の向上でな
く、実社会での道具として使いこなせるレベル、本
学が本構成で目標とするグローバル人材に必要な
英語力を確実に育成できるようにバリエーション
を増やす。また、CCDL についても英語圏の協定
校との交流を増やすなど、継続的に内容を拡充す
る。
○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
留学前準備教育については、現在留学センターで
実施している講座を、全学共通教育センターでより
大規模に実施する。学問分野や派遣先国の特徴に応
じて、バリエーションを増やすことによって、一層
効果の高いプログラムを充実させ、学生が留学開始
当初より最高のパフォーマンスが発揮できるよう
な準備教育を施す。
また、留学が単発で終わらないように、全学共通
教育センターにおいて、帰国後のフォローアップ学
習も用意して、留学準備教育、長期派遣留学、留学
フォローアップ講座を履修プログラムとした「グ
ローバル・スタディーズ副専攻」を設置、留学に
向けて高いモティベーションを維持しながら、継続
的な学習を目指せるように環境を整備する。
フォローアップ講座においては、本学卒業後に海外
の大学院に進学する学生も見込み、GMAT や GRE
対策も検討していく。
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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。

【本構想における取組】
○本構想における推進体制について
2012 年度は、本構想実施に向けた準備段階として、取組の中心となる本学教務部・国際部と学内構想
参加部局のうち、国際担当副総長を委員長、教務・国際両部長が副委員長、そして関連部局の部局長・
事務部長を「構想実施委員会」メンバーとし、教務・事務両面から運営業務体制・基盤づくりを行う。事
業支援期間終了後も本構想の各取組の継続を前提とし、本構想における改革推進体制を確立し、本委員会
がその役割を引き続き行うことを想定している。本委員会は、初年度から関連公開シンポジウム等により、
取組についての学内外への周知・公開を行うとともに、構想に参加する学内関連箇所同士の情報共有と取
組への意識向上を図る。2013 年度を本格的な構想の実施元年ととらえ、構想実施の着手を経て、取組の
方向性、施策の進捗や実施レベルを合わせる為、本学海外拠点を含めた全ての関連機関を「構想実施委員
会」のメンバーとする。また、補完機能として、教育・研究・事務体制および本学海外拠点が各々学内横
断型の分科会を設置・活動することで、本構想を通じた組織のグループ最適とシナジー効果を図る。
○本構想における評価体制について
取組実施三年度目となる 2014 年度以降、本構想における取組に関し、上記委員会および分科会の自己
評価に加え、プロジェクトへの学生・教職員ら参加者からの意見集約、国内外の産業界、教育界および国
際機関の有識者を加えた第三者評価委員会の評価をもとに、各々の取組について改善を進める。構想の評
価は本学の学内関係者向けウェブサイトを利用した形で、プロジェクト・対象ごとに迅速かつ効率的に意
見の集約が可能で、日本語以外の言語による公開や外部への透明性の高い評価システムの構築を目指す。
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。

○成果の公表と産業界等への普及
本構想では、本学の海外拠点も活用し、国内外でより活発に経団連などの産業界とも連携し、日本で発
展の余地の残る、教育における産学連携も積極的に試みる。具体的には、本構想に関する情報の公開・発
信に関して、本学や上記参加組織を通じた日本語・英語による積極的な情報発信に加え、既に本学で実施
している連続教育シンポジウムの実施拡大、他大や産業界との共同開催、海外の大学教育に関わる事例や
本学が進める人材育成目的と実態・課題についても NAFSA や JAFSA を通じて国内外に発信する。本連
携を通じて、大学と社会・企業間の相互理解と共に、社会や企業による大学教育へ参画を促進することで、
今日の世界情勢に応じ、社会や産業界のニーズに沿ったより実践的な教育の実現が期待できると考える。
○他大学との連携と公益性
本学では、参加する国内外の大学コンソーシアムやネットワーク組織を通じ、本事業で求められている、
より透明性・公益性の高い取組と運営を進めている。また、日本の主要 5 大学（2013 年に 3 大学が追加
予定）と連携・協同し、実践的研究実施と戦略的に発信する最先端研究拠点の形成を目的に設立した日米
研究インスティテュート（USJI）や国内 5 大学との単位互換交流（f-campus）における全国で初めての
共通科目登録システムの構築のように国内外で他大学と連携して課題に取り組み、それぞれの活動で着実
に実績を上げている。また、国内「Global 5」国際系大学（国際教養大学、国際基督教大学、上智大学、
立命館アジア太平洋大学、早稲田大学）間でも協定を締結し、相互の国際化を図っている様に、既に本学
の推進する教育の国際化が日本の教育の国際化をけん引するものであると自負する。今後は特に人材育成
面で、海外教員研修（FD プログラム）を他大に開放拡大し、職員研修（SD プログラム）についても、
これまで海外の協定大学に対し実施して来たが、これを本学の国内協定大学・機関に対し、短期・中期で
積極的に提供する。こうした取組を通して、他大学への本学の国際分野における業務ノウハウの供与と同
時に、本学と参加大学双方で各種プログラムの共同実施が期待できるとともに、大学・機関を越えた人材
ネットワーキング形成を通じ、教育におけるグローバル化促進につながると考えている。
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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】
○教職員のグローバル教育力向上の為の各種研修の開発
・米国協定校における FD プログラム、海外協定校における SD プログラム
派遣プログラム開発要員（専任・嘱託職員）研修
○教員招へい
・国際日本学フェローシップの準備（国際課）
○少人数チュートリアル・イングリッシュ、アカデミック・ライティング・プログラムの運営
（オープン教育センター）
○多言語および、留学準備の為のプログラム開発
・英語およびその他外国語科目、多言語による教養・セミナー科目（オープン教育センター）
・留学準備講座、ダブルディグリー・プログラム準備講座（留学センター）
○語学能力判定テスト（WeTEC）の開発
○ナンバリング・シラバスなど、カリキュラムの見直しの検討（全 13 学部）
○学生授業アンケートの準備（全 13 学部）
○留学プログラム開発
・長期・短期派遣留学、ダブルディグリー・プログラム、ゼミの海外研修の開発、インターンシップ、
フィールドワーク、ボランティア・プログラムの開発(留学センター、キャリアセンター、ボランテ
ィアセンター)
○留学プログラム環境整備
・留学プログラムガイドの作成、海外協定校に関する情報収集、キャリア支援
国内・海外インターンシップ・プログラムの開発、OECD インターンシップ・プログラムの運営
○その他
・全学共通教育センター設置の準備・検討、オナーズ・プログラム設置の検討（オープン教育センター、
留学センター）
、国際共生寮の準備（レジデンスセンター）
、異文化理解教育プログラムの開発・運営
（国際コミュニティセンター（ICC）
）
、国内における社会貢献活動の開発・運営（ボランティアセン
ター）
、国内インターンシップ・プログラムの開発・運営（キャリアセンター）
、国際的な課外活動プ
ログラムの開発・運営（学生生活課、以後継続）
【平成２４年度】
1．人事
○採用関係（教員）
・任期付専任教員及び助教（留学センター）の国際公募および選考実施
○採用関係（嘱託職員）
・派遣留学プログラム開発要員、翻訳要員（留学センター）
、派遣留学サポート要員（関連会社委託）
2．教育プログラム
○全学共通教育センター設置準備
○各種研修
・米国協定校における FD プログラム、海外協定校における SD プログラムの実施
派遣プログラム開発要員（専任・嘱託職員）研修実施（次年度以降継続）
○教員招へい
・国際日本学フェローシップによる米国からの招へい教員・海外協定校からの招へい教員（国際課、
次年度以降継続）
○少人数チュートリアル・イングリッシュ、アカデミック・ライティング・クラスの運営（オープン教育
センター、次年度以降継続）
○教材・授業準備
・教材開発・講義内容の準備（英語およびその他外国語科目、留学準備講座、ダブルディグリー・
プログラム準備講座、多言語による教養・セミナー科目）
、語学能力判定テスト（WETEC）の開発、
ナンバリング・シラバスなど、カリキュラムの見直しの検討、プレイスメントテスト実施準備とテス
トの結果に応じた習熟度別語学クラスの設置、学生授業アンケートの整備（全 13 学部）
3．留学プログラム
○留学プログラム開発
・長期・短期派遣留学プログラム、ダブルディグリー・プログラム、ゼミの海外研修の開発、インター
ンシップ・フィールドワーク・ボランティア・プログラムの開発
○留学プログラムサポート体制の整備
・留学前のストレス耐性試験の実施検討
○留学プログラム環境整備
・留学プログラムガイドの作成、留学フェア開催（春・秋）
（留学センター）
、海外協定校に関する情報
収集（次年度以降継続）
○海外大学院進学コースの検討・準備
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4．その他
・グローバル・スタディ・コース設置の検討（留学センター）
、オナーズ・プログラム設置の検討（オ
ープン教育センター、留学センター）
、国際共生寮の準備（レジデンスセンター）
、異文化理解教育プ
ログラムの開発・運営（国際コミュニティセンター（ICC）
）
【平成２５年度】
1. 教育プログラム
○全学共通教育センター設置
○英語およびその他外国語科目の開講（全学共通教育センター）
○留学準備講座、ダブルディグリー・プログラム準備講座、多言語による教養・セミナー科目の開講（留
学センター）
○グローバル・スタディーズ副専攻の開講（留学センター）
○オナーズ・プログラムの開講（全学共通教育センター）
○プレイスメントテストの実施と、その結果に応じた習熟度別語学クラスの設置（全 13 学部）
○海外大学院コースの準備
2．留学プログラム
○留学プログラム開発
○留学プログラムサポート体制の整備
・留学前のストレス耐性試験の実施（留学センター、次年度以降継続）
○入試
・TOEFL 等のスコアの AO 入試、自己推薦入試、帰国生入試への活用の検討と入学志願者の留学経験
や在外経験等の評価の入試への活用の検討（次年度以降継続）
3.その他
・国内における社会貢献活動の開発・運営（ボランティアセンター）
、国内外インターンシップ・プロ
グラムの開発・運営（キャリアセンター）
、Web ページ整備、遠隔教育及び派遣学生サポートの為
の海外オフィス機材導入

【平成２６年度】
中間評価実施
1．教育プログラム
○海外大学院進学コースの開講（全学共通教育センター、国際教養学部）
○各科目・講座・プログラム等の実施状況の把握と改善
○長期・短期新規留学プログラムの実施（留学センター）
2．留学プログラム
○留学プログラム開発（次年度以降継続）
・長期・短期派遣留学プログラム、ダブルディグリー・プログラムの開発・実施（留学センター）
、イ
ンターンシップ・フィールドワーク・ボランティア・プログラムの開発・実施
3．その他
・国際共生寮の完成（レジデンスセンター）
【平成２７年度】
1．教育プログラム
○長期・短期新規留学プログラムの実施（留学センター）
○英語およびその他外国語科目、留学準備講座、ダブルディグリー・プログラム準備講座、多言語による
教養・セミナー科目の実施（全学共通教育センター）
【平成２８年度】
最終報告
1． 教育プログラム
○長期・短期新規留学、ダブルディグリー・プログラムの実施（留学センター）
○英語およびその他外国語科目、留学準備講座、ダブルディグリー・プログラム準備講座、多言語による
教養・セミナー科目の実施（全学共通教育センター）
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本構想における諸取組は早稲田大学が近年策定した「NEXT 125」と「VISION 150」というそれぞれの大学
の戦略的施策プランに基づいたものとなっており、取組自体は将来的に実施を予定するものであった。ただ、本
補助事業の財政支援により、実施時期を数年早めることができるが、財政支援期間終了後も引き続き、事業自体
は継続して行う。
特に、国際担当副総長を委員長、教務・国際両部長が副委員長、そして関連部局の部局長・事務部長や
海外拠点のスタッフをメンバーとする、
「構想実施委員会」は、本構想における各取組の継続を前提とし
て、設置・運営されるものであり、支援終了後の改革推進体制の役割を引き続き行うことを想定してい
る。本構想の中心的役割を担う全学教育センターの設置もまた、本学が持続的に本構想事業を推進するこ
とを示すものとなっている。
上記に加え、本調書でも記載している通り、これまで推し進めて来た国際化の更なる促進や目標とする
10 年後の派遣留学生数 8,000 人という数値に到達する為、また、本学が上記策定指針で目標とする「叡
智と志と実行力を育てる国際教育」の創造・実施という教育目標の達成の為にも、本構想における諸々の
取組の継続は不可欠である。こうした認識から、大学本部や各部局への本補助事業申請に際しての協力依
頼時、事業内容の説明と共に、支援期間終了後の諸取組継続の為の財政面を含む継続的な実施支援につい
ても既に理解を得られている。
以上の様に、本構想事業は、本学の過去の実績や取組からみても、実現の可能な構想となっていると同
時に、本補助事業の財政支援終了後も継続的に運営・実施する体制も整っている。これにより、財政支援
期間とその後の継続的な取組が、本学の国際化を推進するとともに、引き続き他大学や産業界にも人材育
成の面で貢献するものとなっていると自負する。

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】
取組に必要とされる設備備品は 5 年間の支援期間で購入・配備が完了する。その他支援期間後に必要な
消耗品費は事務用品と図書資料費に限られる為、大学箇所予算として留学センターと全学共通教育センタ
ーの経常予算によって賄える範囲の経費に納まる見込である。
【人件費・謝金】
＜教員人件費＞
教員人件費については、専任教員の定年退職による入れ替え、および既に採用している任期付教員の入
れ替え時に本構想におけるプログラム支援の可能な教員の採用比率を向上させる。
また、既存の教員の英語能力の向上など FD 推進や全学共通組織等見直し等によって吸収する。
＜職員人件費＞
職員人件費については、今後団塊の世代の退職に伴う職員補充の際に、外国語堪能者や外国人の採用比
率を向上させる。同時に、職員の海外派遣などの各種研修を推進し、既存職員の国際化対応能力の底上げ
を図ることによって吸収する。
【旅費】
留学プログラム開発については、支援期間内で一通りの完成を目指す為、支援期間終了後は大幅に減額
した負担となる。また、その他旅費については、取組上必要不可欠なものである為、実施箇所の経常予算
に計上することで、取組の継続的な実施を行う予定である。
【その他】
その他の経費については、本構想の支援期間中に補助金によって集中的に整備された後は、基本的にはそ
れぞれの費目ごとの経常予算によって賄える範囲の経費に納まる見込である。
＜本構想における大学負担額＞
本構想における本学負担は以下のとおりである。
平成 24 年度
28,200 千円

平成 25 年度
174,150 千円

平成 26 年度
178,470 千円

平成 27 年度
178,050 千円

平成 28 年度
178,450 千円
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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

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・職員用事務用什器一式（100千円×8台）
・教員用事務用什器一式（500千円×3台）
②消耗品費
・教職員用事務用PC（100千円×11台）
・電話機（10千円×11台）
・事務用品（留学センター、全学共通教育セン
ター）
・図書資料
［人件費・謝金］
①人件費
・任期付教員 2人×10,000千円
・任期付助教 1人×5,500千円
・嘱託職員 6人×6,200千円
・派遣社員 2人×2,500千円
②謝金
・
［旅費］
・海外渡航費（留学プログラム開発経費アジ
ア、4人×300千円×10国×2回）
・海外渡航費（留学プログラム開発経費欧米、
4人×400千円×8国×2回）
・海外渡航費（海外ゼミ研修補助アジア、20人
×200千円）
・海外渡航費（海外ゼミ研修補助欧米、20人×
300千円）
・国内旅費(外部評価委員会参加者5人×50千円
×1日)
［その他］
①外注費
・留学プログラム運営委託費
・留学準備講座開発経費
・海外大学院コース開発経費
・ストレス耐性試験開発経費
・ホームページ開発経費（グローバル・スタ
ディ・コース）
②印刷製本費
・留学プログラム紹介パンフレット(日英版
20,000部)
・プロジェクト紹介パンフレット(日英版12,000部)
③会議費
・運営委員会（20人×10千円×1日）
・海外協定校会議費用（30校×12千円×1回）
④通信運搬費
・携帯電話使用料
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・教職員公募広報費（国内外）

平成２４年度

該当ページ

5,510
2,300
800
1,500
3,210
1,100
110

1,000

1,000

1,000
67,700
67,700
20,000
5,500
37,200
5,000

1,000
67,700
67,700
20,000
5,500
37,200
5,000

59,850

59,850

24,000

24,000 P.25様式2,9

25,600

25,600 P.25様式2,9

4,000

4,000

6,000

6,000

250

250
28,200
28,000
21,000
7,000

97,760
82,000
45,000
17,000
3,000
5,000
2,000

10,000

10,000

5,000

5,000

3,000

3,000

2,000
560
200
360

2,000
560
200
360
200
200

200
200
10,000
10,000

合計

事業規模
（①＋②）

5,510
2,300
800
1,500
3,210
1,100
110

69,560
54,000
24,000
10,000
3,000
5,000
2,000

・ダブルディグリープログラム準備講座開発経費

大学負担額
(②)

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

202,620

P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.32様式4-①,1

P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.33様式4-②

P.26様式2,3
P.26様式2,3
P.37様式6-①,13

P.31様式4,2
P.36様式5,31
P.24様式2,24
P.24様式2,25
P.33様式4,21
P.32様式4,1
P.31様式4,2
P.23様式1-③
P.37様式6-①,2

P.25様式2,9
P.25様式2,9

10,000
10,000 P.28様式3-①
28,200

230,820

（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・事務用品(留学センター、全学共通教育センター)
・図書資料
［人件費・謝金］
①人件費
・任期付教員 2人×10,000千円
・任期付助教 1人×5,500千円
・非常勤講師 10人×86千円×12月
・嘱託職員 6人×6,200千円
・派遣社員 2人×2,500千円
②謝金
・TA人件費
・講師謝金（8人×10千円×2コマ）
・講演会講師謝金(2人×50千円×2シンポジウム)
［旅費］
・海外渡航旅費(FDプログラム:10人×1,000千円)
・海外渡航旅費(SDプログラム:10人×500千円)
・海外協定校からの招へい教員(渡航費・滞在費)
・海外渡航費（留学プログラム開発経費アジ
ア、4人×300千円×10国×3回）
・海外渡航費（留学プログラム開発経費欧米、
4人×400千円×8国×3回）
・海外渡航費（国際シンポジウム・会議参加、
5人×400千円×2回）
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助アジア、20人×200千円)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助欧米、20人×300千円)
・国内旅費(外部評価委員会参加者5人×50千円×1日)
［その他］
①外注費
・留学プログラム運営経費
・FDプログラム運営経費
・SDプログラム運営経費
・留学準備講座運営経費

79,000
78,020
20,000
5,500
10,320
37,200
5,000
980
980
95,500
10,000
2,500
4,600

2,000
1,000
1,000
1,380

2,000
1,000
1,000
80,380
78,020
20,000
5,500
10,320
37,200
5,000
2,360
2,000
160
200
108,250
10,000
5,000
4,600

1,380
1,020
160
200
12,750
2,500

38,400

4,000

4,000

・教材印刷費
・留学プログラム紹介パンフレット(日英版20,000部)
・報告書印刷費
③会議費
・外部評価委員会（5人×10千円×2日）
・運営委員会（40人×10千円×2日）
・シンポジウムレセプション(1,000千円×2回)
・海外協定校会議費用（30校×12千円×2回）
④通信運搬費
・携帯電話使用料
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・雑役務費（教材・資料翻訳:5千円×200頁）
・プレイスメントテスト実施経費(1.5千円×18,000人)
合計

2,000

38,400

・英語およびその他外国語科目教材(2,000部×500円）

平成２５年度

2,000

36,000

6,000
1,500
1,000
1,000
5,000

・海外大学院コース運営経費
・ストレス耐性試験実施経費
・ホームページ開発経費(全学共通教育センター)
・ホームページメンテナンス費
②印刷製本費

事業規模
（①＋②）

36,000

85,500
85,500
71,000

・ダブルディグリープログラム準備講座運営経費

大学負担額
(②)

260,000

4,000
6,000
250
158,020
120,500
84,000
6,000
2,000
21,000
1,000
1,000
5,000
500
5,500
1,000
1,000
3,000
500
3,620
100
800
2,000
720
400
400

4,000
6,000
250
243,520
206,000
155,000
6,000
2,000
27,000
1,500
2,000
2,000
10,000
500
5,500
1,000
1,000
3,000
500
3,620
100
800
2,000
720
400
400

該当ページ

P.23様式1-④
P.32様式4,1
P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.36様式5,11
P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.19様式1,22
P.29様式3,16
P.37様式6-①,7
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.20様式1-①
P.25様式2,9
P.25様式2,9
P.37様式6-①,7

P.26様式2,3
P.26様式2,3
P.37様式6-①,13

P.31様式4,2
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.35様式5-②
P.24様式2,24
P.24様式2,25
P.33様式4,21
P.32様式4-①,1
P.32様式4-①,1

P.35様式5-②
P.35様式5-②
P.31様式4-①,2

P.37様式6-②
P.37様式6-①,13

P.37様式6-①,2
P.37様式6-①,7

P.25様式2,9
P.25様式2,9

28,000
1,000
27,000

28,000
1,000 P.36様式5,11
27,000 P.35様式5-②,2

174,150

434,150

（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

80

2,340
200
200
2,140
200
20
1,000
920
2,360

2,420
200
200
2,220
200
20
1,000
1,000
92,780
90,420
20,000
5,500
10,320
49,600
5,000
2,360
2,000
160
200
108,250
10,000
5,000
4,600

［物品費］
①設備備品費
・職員用事務用什器一式（100千円×2台）
②消耗品費
・職員用事務用PC（100千円×2台）
・電話機（10千円×2台）
・事務用品(留学センター、全学共通教育センター)
・図書資料
［人件費・謝金］
①人件費
・任期付教員 2人×10,000千円
・任期付助教 1人×5,500千円
・非常勤講師 10人×86千円×12月
・嘱託職員 8人×6,200千円
・派遣社員 2人×2,500千円
②謝金
・TA人件費
・講師謝金（8人×10千円×2コマ）

80

80
90,420
90,420
20,000
5,500
10,320
49,600
5,000

・講演会講師謝金（2人×50千円×2シンポジウム）

［旅費］
・海外渡航旅費(FDプログラム:10人×1,000千円)
・海外渡航旅費(SDプログラム:10人×500千円)
・海外協定校からの招へい教員(渡航費・滞在費)
・海外渡航費（留学プログラム開発経費アジ
ア、4人×300千円×10国×3回）
・海外渡航費（留学プログラム開発経費欧米、
4人×400千円×8国×3回）

89,500
10,000
2,500
2,600

36,000

38,400

38,400

80,000
80,000
71,000
6,000
1,000
1,000
1,000

・ダブルディグリープログラム準備講座運営経費

・海外大学院コース運営経費
・ストレス耐性試験実施経費
・ホームページメンテナンス費
②印刷製本費
・教材印刷費
・報告書印刷費
・留学プログラム紹介パンフレット(日英版20,000部)
・プロジェクト紹介パンフレット(日英版20,000部)
③会議費
・外部評価委員会（5人×10千円×2日）
・運営委員会（40人×10千円×2日）
・シンポジウムレセプション（1,000千円×2回）
・海外協定校会議費用（30校×12千円×2回）
④通信運搬費
・携帯電話使用料
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・雑役務費（教材・資料翻訳:5千円×200頁）
・プレイスメントテスト実施経費(1.5千円×18,000人)

平成２６年度

合計

2,500
2,000

36,000

・海外渡航費(国際シンポジウム・会議参加、5人×400千円×2回)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助アジア、20人×200千円)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助欧米、20人×300千円)
・国内旅費(外部評価委員会参加者5人×50千円×1日)

［その他］
①外注費
・留学プログラム運営経費
・FDプログラム運営経費
・SDプログラム運営経費
・留学準備講座運営経費

2,360
2,000
160
200
18,750

260,000

4,000
4,000
6,000
250
155,020
116,500
84,000
6,000
2,000
21,000
500
1,000
1,000
1,000
6,500
1,000
500
3,000
2,000
3,620
100
800
2,000
720
400
400

4,000
4,000
6,000
250
235,020
196,500
155,000
6,000
2,000
27,000
1,500
2,000
2,000
1,000
6,500
1,000
500
3,000
2,000
3,620
100
800
2,000
720
400
400

該当ページ

P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.23様式1-④
P.32様式4-①,1

P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.36様式5,11
P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.19様式1,22
P.29様式3,16
P.37様式6-①,7
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.20様式1-①
P.25様式2,9
P.25様式2,9
P.37様式6-①,7

P.26様式2,3
P.26様式2,3
P.37様式6-①,13

P.31様式4-①,2
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.35様式5-②
P.24様式2,24
P.24様式2,25
P.33様式4,21
P.32様式4-①,1

P.35様式5-②
P.37様式6-②
P.31様式4-①,2

P.23様式1-③
P.37様式6-①,13

P.37様式6-①,2
P.37様式6-①,7

P.25様式2,9
P.25様式2,9

28,000
1,000
27,000

28,000
1,000 P.36様式5,11
27,000 P.35様式5-②,2

178,470

438,470

（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・事務用品(留学センター、全学共通教育センター)
・図書資料
［人件費・謝金］
①人件費
・任期付教員 2人×10,000千円
・任期付助教 1人×5,500千円
・非常勤講師 10人×86千円×12月
・嘱託職員 8人×6,200千円
・派遣社員 2人×2,500千円
②謝金
・TA人件費
・講師謝金（8人×10千円×2コマ）
・講演会講師謝金（2人×50千円×2シンポジウム）

［旅費］
・海外渡航旅費(FDプログラム:10人×1,000千円)
・海外渡航旅費(SDプログラム:10人×500千円)
・海外協定校からの招へい教員(渡航費・滞在費)
・海外渡航費（留学プログラム開発経費アジ
ア、4人×300千円×10国×3回）
・海外渡航費（留学プログラム開発経費欧米、
4人×400千円×8国×3回）

・国内旅費(外部評価委員会参加者5人×50千円×1日)
［その他］
①外注費
・留学プログラム運営経費
・FDプログラム運営経費
・SDプログラム運営経費
・留学準備講座運営経費

2,000
1,000
1,000
92,780
90,420
20,000
5,500
10,320
49,600
5,000
2,360
2,000
160
200
82,500

2,000
1,000
1,000
92,780
90,420
20,000
5,500
10,320
49,600
5,000
2,360
2,000
160
200
108,250
10,000
5,000
4,600

25,750
10,000
3,000
4,000

36,000

36,000

38,400

38,400

4,000
1,500

4,000
4,000
6,000
250
235,020
196,500
155,000
6,000
2,000
27,000
1,500
2,000
2,000
1,000
6,500
1,000
500
3,000
2,000
3,620
100
800
2,000
720
400
400

6,000
500
1,000
1,000

・海外大学院コース運営経費
・ストレス耐性試験実施経費
・ホームページメンテナンス費
②印刷製本費
・教材印刷費
・報告書印刷費
・留学プログラム紹介パンフレット(日英版20,000部)
・プロジェクト紹介パンフレット(日英版12,000部)
③会議費
・外部評価委員会（5人×10千円×2日）
・運営委員会（40人×10千円×2日）
・シンポジウムレセプション(1,000千円×2回)
・海外協定校会議費用（30校×12千円×2回）
④通信運搬費
・携帯電話使用料
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・雑役務費（教材・資料翻訳:5千円×200頁）
・プレイスメントテスト実施経費(1.5千円×18,000人)

平成２７年度

2,000

82,720
79,500
71,000

・ダブルディグリープログラム準備講座運営経費

200
200
1,620
100
800

2,500
6,000
250
152,300
117,000
84,000
6,000
2,000
21,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,300
1,000
300
3,000
2,000
2,000
2,000

720
400
400

1,000
1,000

27,000
27,000

合計

事業規模
（①＋②）

2,000

2,000
600

・海外渡航費(国際シンポジウム・会議参加、5人×400千円×2回)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助アジア、20人×200千円)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助欧米、20人×300千円)

大学負担額
(②)

260,000

178,050

該当ページ

P.23様式1-④
P.32様式4,1
P.33様式4
P.33様式4
P.36様式5,11
P.33様式4
P.33様式4
P.19様式1,22
P.29様式3,16
P.37様式6-①,7
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.20様式1
P.25様式2,9
P.25様式2,9
P.37様式6-①,7

P.26様式2,3
P.26様式2,3
P.37様式6-①,13

P.31様式4-①,2
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.35様式5-②
P.24様式2,24
P.24様式2,25
P.33様式4-②,21

P.32様式4-①,1

P.35様式5-②
P.37様式6-②
P.31様式4-①,2

P.23様式1-③
P.37様式6-①,13

P.37様式6-①,2
P.37様式6-①,7

P.25様式2,9
P.25様式2,9

28,000
1,000 P.36様式5,11
27,000 P.35様式5,2
438,050

（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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（前ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

1,000

1,000

2,000

1,000
500
500
86,520
85,420
20,000
5,500
10,320
49,600

1,000
500
500
6,260
5,000

2,000
1,000
1,000
92,780
90,420
20,000
5,500
10,320
49,600
5,000
2,360
2,000
160
200
108,250
10,000
5,000
4,600

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・事務用品(留学センター、全学共通教育センター)
・図書資料
［人件費・謝金］
①人件費
・任期付教員 2人×10,000千円
・任期付助教 1人×5,500千円
・非常勤講師 10人×86千円×12月
・嘱託職員 8人×6,200千円
・派遣社員 2人×2,500千円
②謝金
・TA人件費
・講師謝金（8人×10千円×2コマ）

1,100
1,000

・講演会講師謝金（2人×50千円×2シンポジウム）

100
93,480
10,000
2,000
3,080

［旅費］
・海外渡航旅費(FDプログラム:10人×1,000千円)
・海外渡航旅費(SDプログラム:10人×500千円)
・海外協定校からの招へい教員(渡航費・滞在費)
・海外渡航費（留学プログラム開発経費アジ
ア、4人×300千円×10国×3回）
・海外渡航費（留学プログラム開発経費欧米、
4人×400千円×8国×3回）
・海外渡航費（国際シンポジウム・会議参加、
5人×400千円×2回）
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助アジア、20人
×200千円)
・海外渡航費(海外ゼミ研修補助欧米、20人×300千円)
・国内旅費(外部評価委員会参加者5人×50千円×1日)
［その他］
①外注費
・留学プログラム運営経費
・FDプログラム運営経費
・SDプログラム運営経費
・留学準備講座運営経費

平成２８年度

36,000

38,400

38,400

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

4,000

6,000
250
156,420
117,500
84,000
6,000
2,000
21,000
500
1,000
2,000
1,000
6,500
1,000
500
3,000
2,000
3,620
100
800
2,000
720
800
800

6,000
250
235,420
196,500
155,000
6,000
2,000
27,000
1,500
2,000
2,000
1,000
6,500
1,000
500
3,000
2,000
3,620
100
800
2,000
720
800
800

6,000
1,000
1,000

・海外大学院コース運営経費
・ストレス耐性試験実施経費
・ホームページメンテナンス費
②印刷製本費
・教材印刷費
・報告書印刷費
・留学プログラム紹介パンフレット(日英版20,000部)
・プロジェクト紹介パンフレット(日英版12,000部)
③会議費
・外部評価委員会（5人×10千円×2日）
・運営委員会（40人×10千円×2日）
・シンポジウムレセプション(1,000千円×2回)
・海外協定校会議費用（30校×12千円×2回）
④通信運搬費
・携帯電話使用料
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・雑役務費（教材・資料翻訳:5千円×200頁）
・プレイスメントテスト実施経費(1.5千円×18,000人)
合計

3,000
1,520

36,000

79,000
79,000
71,000

・ダブルディグリープログラム準備講座運営経費

5,000
1,260
1,000
160
100
14,770

260,000

該当ページ

P.23様式1-④
P.32様式4-①,1

P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.36様式5-②,11

P.33様式4-②
P.33様式4-②
P.19様式1-①,22
P.29様式3-②,16

P.37様式6-①,7
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.20様式1-①
P.25様式2,9
P.25様式2,9
P.37様式6-①,7

P.26様式2,3
P.26様式2,3
P.37様式6-①,13

P.31様式4-①,2
P.37様式6-②,18
P.37様式6-②,18

P.35様式5-②
P.24様式2,24
P.24様式2,25
P.33様式4-②,21

P.32様式4-①,1

P.35様式5-②
P.37様式6-②
P.31様式4-①,2

P.23様式1-③
P.37様式6-①,13

P.37様式6-①,2
P.37様式6-①,7

P.25様式2,9
P.25様式2,9

28,000
1,000
27,000

28,000
1,000 P.36様式5-②,11
27,000 P.35様式5-②,2

178,450

438,450

（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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様式８
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。

本学は、平成21年度の「国際化拠点整備事業・大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」採
択により、5学部6研究科において、英語による学位取得プログラムを新設中である（平成24年度現在ま
でに、5学部6研究科が開設）。具体的内容としては、政治経済学術院の学部・大学院では日本やアジア
における政治と経済の相互作用を踏まえて、新たな国際・国民・地域社会秩序の制度設計の方法を実践
できる能力を確固とした政治経済学のカリキュラムで身につける。社会科学総合学術院の学部・大学院
では、現代の日本を、人文科学・社会科学･自然科学など様々な領域からの総合的研究の成果である現代
日本学を中心に、環境・福祉・平和などイシューオリエンテッドなカリキュラムを提供する。また理工
学術院の各学部・各大学院では、情報技術、環境技術、生命工学など日本が世界的に優位であり本学が
得意とする分野を中心に、留学生がその分野の技術専門家として世界で活躍できる能力を養うカリキュ
ラムを提供する。各学部・大学院の共通点は、コース運営にあたって留学生だけが特別クラスで授業を
受けるような｢出島｣状態ではなく、日本人学生も積極的に受講させることで、混在による相互理解と切
磋琢磨、国内学生の国際感覚養成を図っていることである。そして本学が担当する海外大学共同利用事
務所であるドイツ・ボン事務所について、当該事業のドイツおよびその近隣国への広報活動、欧州の大
学と日本の大学との関係強化のための支援事業、日本留学フェアの実施などを実施している。今回の事
業は、教育のグローバル化という目的を有しながらも、海外派遣留学や語学教育整備を中心としている
ため、重複しない。
平成23年度の「大学の世界展開力強化事業構想」の採択により、以下2件の補助金を受けている。
アジア太平洋研究科では、「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）拠点形成」として、北
京大学（中国）、高麗大学（韓国）、タマサート大学（タイ）、ナンヤン工科大学（シンガポール）、
本学の5大学の連携で拠点を形成し、アジア地域統合プログラム（セメスター交換留学、サマー/ウィン
ター・スクール、ダブル・ディグリー・プログラム）、および共同研究を展開し、アジア地域統合に関
する社会科学をベースとした包括的専門性を持つ人材を育成している。
留学センターでは、「グローバル・リーダーシップ・プログラム」として、日本と米国（さらには東
洋と西洋）に関する歴史・文化・社会・宗教・政治・経済などの52科目を履修することにより、知識と
問題意識を深めながら、今後の国際社会で必要とされるリーダーシップの素養を身につけることを目指
す、全学共通副専攻の「グローバル・リーダーシップ学」と、選抜された15名の学生を米国に1年間の留
学に派遣し、留学後は、米国の5大学から本学に留学してきた学生と合流し、「日米共同ゼミ」での学習
を通じて知識と考察力とリーダーシップを学習する「トップリーダー・プログラム（TLP）」で構成され
ている。これら2件は、今回申請する取組内容、目的と重複していない。
平成24年度「大学の世界展開力強化事業」においては、大学院日本語教育研究科/日本語教育研究セン
ターと国際教養学部から、現在2件の申請をしている。大学院日本語教育研究科/日本語教育研究セン
ターからは、大学院または学部で日本語教育学を主専攻・副専攻とする学生に対して海外実習を提供す
ると共に、海外教育機関の日本語学習者に対して実践的日本語教育を提供する教育プログラムに、本学
とASEAN諸国の各大学が共同で取り組むものであり、もう１件の国際教養学部からは、アジア全体の特徴
や共通性を学ぶコースと、各地域の言語や文化などの独自性学ぶコースを学生に提供し、関心や目的に
応じて短期・長期の多様な学習機会などを提供する、アジア型リベラルアーツ教育の構築にアジア７国
の相手大学と取り組むものである。この申請は人物交流や地域を特定したプログラムになっており、い
ずれも今回申請する取り組みの実施対象およびその実施目的と重複していない。
「国際交流事業」及び「研究者育成事業」のうち、「海外特別研究員」「外国人招へい研究者」「外
国人特別研究員」「二国間交流事業」「研究拠点整備事業」「国際研究集会」「JSPSサマー・プログラ
ム」「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」「組織的な若手研究者等海外派遣プログ
ラム」「日独共同大学院プログラム」「論文博士号取得希望者に対する支援事業」などのプログラムに
おいて補助金を受けている。これらは本学に所属する教員や大学院生、あるいはそれらの所属する研究
室における個別の研究について直接支援されるものであり、今回申請する取組とは支援対象が異なる。
平成24年度「博士課程教育リーディングプログラム」には、現在オールラウンド型、複合領域型（情
報）、複合領域型（横断的テーマ）、オンリーワン型それぞれに1件ずつ計4件申請している。グローバ
ル人材を養成という点で『志』に共通する部分は大いにあるが、プログラム展開は明確に異なるため、
経費の重複は発生しない。
現在、平成24年度日本学生支援機構の留学生交流支援制度「ショートステイ（SS)、ショートビジット
（SV）プログラム」に留学生センターが採択されており、3か月未満の留学生受入れ、または3か月未満
の学生派遣のプログラムに参加する学生を対象とした奨学金（月額80,000円）を対象学生に支給してい
る。これは、短期プログラム拡大のためであること、対象学生への奨学金支給であることなどから、今
回申請する取組の目的と重複していない。
（大学名：早稲田大学）（申請区分：全学推進型）
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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】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

人
人

平成 28 年度

人
人
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（大学名：早稲田大学）
（申請区分：全学推進型）

