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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≫ 

同志社大学は、明治 8 年（1875 年）に新島襄によって設立された「同志社英学校」を嚆矢とする。本

学は、建学の精神である「良心教育」を実現するため、教育理念として、「キリスト教主義」、「自由主義」

並びに「国際主義」を掲げている。本学は、「一国の良心」とも言うべき人物を養成するために、キリスト

教主義に基づく教育によって、知識の修得を目指す「智育」のみならず、精神と品行を陶冶する「心育」

にも傾注し、学生一人ひとりの行動指針として「倜儻不羈（てきとうふき：才気が優れ、独立心が旺盛で、

常軌では律しがたいこと）」たることを是とし、世界的な視座の中で、優れた外国語運用能力を有するだけ

でなく、異なる価値観を理解し、受容できる人材を輩出することを目指している。本学の教育理念は、同

志社設立爾来の新島の宿願として、「良心の全身に充満したる丈夫（ますらお）の起り来（きた）らん事を

（良心が全身に充満した青年を養成したい）」という一節に凝縮されている。 

≪構想の目的≫ 

本構想は、創立者新島襄の建学の精神に基づき、3つの教育理念の実現に向けて、高度な外国語運用能

力を基礎的資質としつつも、キリスト教の徳育に基づき、自由でのびやかな進取の気性に溢れ、「良心を

手腕に運用する」ことのできる、「考動する」グローバル人材を輩出することを目的とする。本構想は、

また、この目的に沿って、4年間の在学期間中にわたる学生一人ひとりの全人格的な成長と陶冶、及びそ

れを支援する教員のグローバル教育力の伸長を促すことを目指している。従って、取組名称は、「良心と

進取の気性に溢れる同志社グローバル人材養成のための実践的取組（Doshisha Educational Program 

Filled with Conscience and Enterprise for Global Competence）」とする。この特色ある人材養成目的を

実現するために、有機的に連携した二つの教育プログラム、「留学型」と「国内型」を設定する。 

留学を含む教育実践取組（「留学型」）では、入学前から、初年次を経て、2 年次の留学標準期までの

期間（留学前段階）と、帰国後の言語運用能力と向学心の維持・向上並びに関連企業等への就職支援も含

む期間（留学後段階）とを一連の連続したものと位置付け、本学学生の海外への送出しの「前」と「後」

を全学体制で支援する。まず、英語運用能力の伸長のために、既設の正課外科目「TOEFL 対策講座」に

加え、正課科目「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」を設置する。そして正課科目の留学プログラム

（サマープログラム・スプリングプログラム（約 1ケ月）、セメスタープログラム（約 3ケ月））と、交換

留学（約 1年）を更に拡充・発展させ、留学機会の拡大を図る。それらとの有機的な接続を視野に入れた、

留学への誘導のための諸企画、学部専門教育科目、「国際教養科目」等の連携総合プログラムを構築する。

更に、帰国後のフォローアップとして、留学とリンクした専門教育の更なる深化を目指す学部独自の「専

門型留学プログラム」への誘導や国内外インターンシップ等への参加を促進する。 

また、国内にいながら、グローバル人材の育成を図る教育実践取組（「国内型」）では、具体策の一例と

して、「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（以下、「Global 30」と言う）」を契機に平成 23

年（2011 年）度に開設された、外国人留学生と日本人学生向けに英語のみで授業が行われる学士課程の教

育プログラムである「国際教育インスティテュート（The Institute for the Liberal Arts、以下、「ILA」

と言う）」の援用が挙げられる。「国内型」では、ILA の諸科目や全学共通教養教育センターで提供される

「国際教養科目群」の諸科目、及び「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」や「TOEFL 対策講座」等

の受講による段階的・系統的履修を経ることで、留学経験がなくても、外国語の運用能力等所期の目的が

達せられるプログラムを構築する。 

両者とも、本学の教育理念としての「国際主義」に則り、建学の精神とキリスト教主義的道徳を教授す

る「同志社科目」群、各学部の専門教育科目群等の履修を通して、自治自立の精神に基づく問題解決能力・

自己実現能力、自文化と他文化を相対化できる多文化理解能力と高度な外国語運用能力を備えた人材の養

成を目指す。また、本構想は、学生と教員の双方を巻き込んで「考動する」グローバル人材を養成する体

制を構築することを目指す。すなわち、学生を国内外でグローバルな視野に立って活躍できる人材として

養成するに留まらず、教員が国内外での教育プログラムの研修・講義担当等を通して、英語による専門科

目の教授法の研鑽に努め、本学でのグローバル人材の養成に貢献できるようにすることを目指す。 
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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≫ 

同志社大学は、設立当初より、「良心教育」に基づいた同志社教育を通して修得した知識や能力を「良

心を手腕に運用し」うる、社会に貢献できる人物の育成を目指している。既に述べた「キリスト教主義」、

「自由主義」、「国際主義」の 3 つの教育理念に基づき、それを具体化すべく、次の 5 つの教育目標を掲げ、

広く HP 等で公開している。 

① 高い倫理性と豊かな人間性の育成 

同志社大学は、高い倫理観と幅広い教養を備えた、品格ある人物を育成する。 

② 自治自立の精神と行動力の育成 

同志社大学は、批判的、科学的思考力をもって、自ら問題を発見、解決できる自立した人物を育成 

する。 

③ 生涯を通じて社会に貢献する精神と行動力の育成 

同志社大学は、生涯を通じて真理を探究する精神を備え、積極的に市民社会に貢献できる人物を育成 

する。 

④ 国際社会に対応できる語学力と行動力の育成 

同志社大学は、優れた外国語運用能力をもって、国際社会で広く活躍できる人物を育成する。 

⑤ 寛容な精神の育成 

同志社大学は、多様な価値観を受容し、世界の平和に貢献できる人物を育成する。 

更に、各学部においては、それぞれの学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針を定めている。本取

組におけるグローバル人材の養成に当たっては、当然のことながら、各学部が定める教育課程と有機的な

連携を保ちながら、全学体制の総合的な取組となることを目指す。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

同志社大学では、創立者新島襄の強固な意思と明確なビジョンに従って、創設時には外国人宣教師らを

中心とした国際的な教育環境の下で、徹底した尐人数教育が行われてきた。本学には、教養教育に根ざし

たグローバル人材養成の長き伝統がある。本取組は、言わば、新島の目指した教育理念を今日に再現する

「現代版同志社大学グローバル人材養成の取組」である。 

従って、同志社大学が現代において目指すグローバル人材（Global Competence）は、上記の①～⑤の

教育目標を満たすことによってこそ、育成されると確信している。すなわち、それはまずなによりも、グ

ローバル化した社会においても、内面的規範意識としての「高い倫理観」と「幅広い教養を兹ね備え」（①

参照）、自らの責任で思考し、行動できる「考動する」人材（②参照）である。また、そうした人材には、

高度な外国語運用能力（④参照）と共に、専門教育によって培われた専門領域の知識と、近現代を中心と

した世界及び日本の歴史、世界の文化の根底をなす宗教等について必要十分な理解を有し、多文化に対す

る「寛容な精神」と「多様な価値観を受容」する（⑤参照）、21 世紀に必須のグローバルな視点をも有す

ることが求められる。以上が、冒頭に掲げた「自由でのびやかな進取の気性に溢れ、『良心を手腕に運用

する』ことのできる、『考動する』グローバル人材」の輪郭をなす。 

これらの資質・能力・技能は、「同志社科目」や各学部の専門教育課程及び ILA で提供される種々の授

業の履修、更にそれに加え、正課科目として開設されている種々の留学プログラムへの参加、外国語運用

能力の向上に特化した諸講座の受講等を通じて培われる。 

本取組は、多数の本学学生を組織的に海外へ積極的に送出すことを重要な目的として設定している。留

学希望学生に、留学の目的、学修計画との関係性、留学により修得したい能力等を「“Go Global”ポートフ

ォリオ」に適宜記入させ、これにより、学生一人ひとりの自己成長を促し、卒業時において、外国語運用

能力の伸長や人間的成長等を含めた自己達成目標を客観的に実感できる方策を構築する。 

だが、グローバル化された社会において、国際的通用性が養われ、また、試されるのは、なにも国外だ

けに限ったことではない。たとえ海外留学を経験しなくとも、グローバルな視野と問題理解力を養成し、

将来国内外で活躍できる人材を育成することは可能であると考える。その際には、自らの価値判断に依拠

しながらも、問題の所在を的確に把握し、問題解決に向けて自己の主張と相手の主張との異同を見極め、

両者が納得できる妥協点を模索できる公明正大な折衝能力が問われる。もちろん、その交渉には、高度な

当該外国語運用能力が不可欠であり、自文化のみならず、他文化の深い理解と、他者を慮る豊かな人間性

に支えられて初めて、両者が納得のいく解決策が見出されうる。このような観点から、本取組では、外国
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語運用能力、グローバルな視野と理解力の習得に関して所定の要件を満たした学生を、グローバル人材と

認定し、その育成にも努力する。 
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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】  

<<グローバル人材像に基づく具体的能力とプログラムの数値目標>> 

同志社大学が目指すグローバル人材とは、既述の通り、良心に基づいて、自らの責任で思考し、行動で

きる、「良心を手腕に運用する」「考動する」人材である。卒業時までに学生が修得すべき具体的能力とし

ては、以下の能力・知識・素養が挙げられる。 

① TOEFL-iBT 79 点を基本標準とする高度な外国語運用能力 

② 日本と世界の近現代史及び世界の諸宗教についての十分な理解力 

③ 専門教育によって培われる専門領域の知識 

④ 他者を理解し、他者に配慮できる、バランス感覚に優れた感性と品性 

⑤ グローバル社会における「公正」と「正義」の実現を求める高度な倫理性 

本学は、大学設置基準の大綱化以降も人間形成の基本としての教養教育を重要視し、知・徳・体全てに

わたる豊かな人間性と 21 世紀型市民にふさわしい幅広い教養を有する人物を育成するために、「同志社科

目」、「キャリア形成支援科目」、「プロジェクト科目」、「外国語教育科目」、「国際教養科目」等の 10 の科目

区分を全学共通教養教育科目として設置している。外国語教育科目群には、英語及び独・仏・中・西・露・

コリア語等の初修外国語科目が設置されている。国際教養科目群には、国際教養基礎論等の「基礎科目」、

多文化に関して、また、「ことば」やグローバル社会に関して深く学ぶ科目の「展開科目」、海外留学を伴

う科目や、受入留学生との合同授業で、外国語運用能力及び多文化理解を実践する「留学関連科目」を設

けている。グローバル人材としての高度な外国語運用能力はもちろん、多文化を理解する上で重要と考え

られる我が国の歴史・文化、世界の歴史・文化、そして文化の根底となる宗教についての知識は重要であ

る。そこで、日本史や世界史の知識や理解が不十分な学生のために、「全学共通教養教育センター」や 21

世紀 COE にも採択された「一神教学際研究センター」等、学内関係諸機関の協力も得て、「日本近現代史」

「世界近現代史」「世界の宗教」（全て仮称）を新たに設置し、履修を促す。 

既に採択されている「Global 30」プログラムは、本学の派遣留学生数の目標値を平成 25 年（2013 年）

に 750 名、平成 32年（2020 年）に 1,055 名と定めている。この数を基礎数としながらも、本取組におい

て新たに設定する数値目標として、平成 28 年（2016 年）度末において、TOEFL-iBT 79 点相当

（TOEFL-PBT 550 点、TOEIC730 点）を満たす学生数＋卒業時における「卖位取得を伴う海外留学経験

者数」（重複を含まず）を、平成 28 年（2016 年）度の卒業生数の約 40%（約 2,400 名）とする。 

本構想終了時の平成 28年（2016 年）度の卒業生（標準修業年限での卒業と仮定すると、平成 25 年（2013

年）度入学の学生に該当）を例として、具体的な数値目標を、以下の通り設定する。 

① 入学者全員（100％、約 6,000 名）を対象に、プレイスメントテストとして、TOEFL-ITP を受験さ

せ、能力別クラス編成の基準に資すると共に、その点数をもって、本取組の種々のプログラムに参

加するための基礎能力スコアとする。（取組参加状況に合わせて、外国語運用能力の伸長度も含めて、

「“Go Global”ポートフォリオ」の利活用によって、適宜、自己達成度の確認を行う。） 

② 卒業時までに取組の全て、あるいは一部プログラムに参加する学生数を約 50％（約 3,000 名）とす

る。 

③ 卒業時までに「留学型」あるいは「国内型」の取組として所定のプログラムを修了し、一定の基準

を満たす成績優秀者に授与される「Doshisha “Go Global” Passport」を取得する学生数を約 40％（約

2,400 名）とする。 

③’「留学型」としては、各学部が新規に開発する「専門型留学プログラム」の参加者約 10％（約 600

名）を含み、種々の正規科目の留学プログラムに参加する学生数を約 30％（約 1,800 名）とする。 

③”「国内型」としては、TOEFL-iBT 79 点相当以上を約 20％（約 1,200 名）以上に、更に、その内、 

TOEFL-iBT 92 点相当以上を約 10％以上（約 600 名）とする。 

<<具体的能力達成のためのロードマップ>> 

「留学型」では、（0）「入学前段階」（ⅰ）「留学前段階」（ⅱ）「留学期間」（ⅲ）「留学後段階」

のそれぞれの段階に適合した動機付けと外国語運用能力の向上のための諸講座を提供し、これと各学部の

専門教育課程や ILA で提供される種々の授業の履修、正課科目として開設されている種々の留学プログラ

ムへの参加等を有機的に接続させることで、上記の具体的能力の修得を目指す。 

（0）入学前段階では、一貫教育のメリットを活かし、法人内諸学校と連携し、入学前PRとして、取組

概要を記載した印刷物を送付し、4月1日までにHPから本取組参加の申込を受付け、入学前のTOEFL試験
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対策講座の開設や受験機会の促進を図り、導入としての動機付けを図る。 

（ⅰ）留学前段階は、前期（ⅰ-1）「海外留学に向けた語学力向上のためのステージ」、中期（ⅰ-2）「海

外留学適応力養成に向けた海外留学準備のためのステージ」、後期（ⅰ-3）「交換留学申請書類等作成を含

む海外留学実現のための最終ステージ」から構成され、最終ステージを経た学生を対象に現地での授業料

等に一定の補助・支援を可能とするスクリーニング制を採用する。 

（ⅰ-1）留学前段階前期（1セメ）では、4月1日以降にHPから取組参加の申込受付を行い、ラーニング・

コモンズやラーネッド図書館等を活用して、専従の留学コーディネーターの指揮・統括の下、オリエンテ

ーションの実施、留学体験者による留学の勧め、常設的なメディア発信による留学情報の提供、外国人留

学生との交流機会の創出等によって、具体的なイメージ作りと共に、留学への誘導を図る。また、留学コ

ーディネーターとの個別面談によって、各自の｢“Go Global”ポートフォリオ｣に留学試験目標値を設定さ

せ、留学までの具体的なロードマップの作成を支援する。更に、具体的な外国語運用能力の向上のために、

例えば、「TOEFL対策講座」として、TOEFL-iBT 61点（TOEFL-PBT 500点）コース、TOEFL-iBT 79

点（TOEFL-PBT 550点）コース、TOEFL-iBT 100点（TOEFL-PBT 600点）コースを設け、受講生の外

国語運用能力の向上を図ると共に、受講料の一部補助を行い、動機付けの一助とする。 

（ⅰ-2）留学前段階中期（2セメ）では、「スプリングプログラム」参加者への対応を主目的とし、上述

の「TOEFL対策講座」等を開設する。また、TOEFL等の受験機会の促進として、希望者全員に複数回（最

大3回まで）の受験料を一部補助する。更に、「海外留学適応力養成窓口」を設置し、留学コーディネータ

ーとの個別面談を通じて、留学準備の諸手続きの支援や危機管理情報の提供も行う。 

（ⅰ-3）留学前段階後期（3セメ）は、「サマープログラム」、「セメスタープログラム」、「交換留学」参

加者の留学準備への対応期とし、引き続き、英語運用能力の更なる向上を目指し、TOEFL等の受験機会の

促進を図る。更に、ネイティヴ教員等の指導による1週間程度の「英語合宿」（イマージョン・プログラム）

参加による擬似留学体験機会の提供やAssociated Kyoto Program（アーモスト大学等のアメリカの有力リ

ベラルアーツカレッジにより構成、以下、「AKP」と言う）等が本学で展開するスタディーアブロードプ

ログラム（以下、「SAP」と言う）で実施されている授業の履修による外国人留学生との共修環境の創出

によって、より高度な外国語（英語）運用能力を養成し、より一層強い留学への動機付けを図る。 

（ⅱ）留学プログラム参加期間中（4セメ＋5セメ）は、留学生各自の留学目標・目的に応じて、目標達

成に向けた問題解決・自己実現能力、多文化理解能力、高度な外国語（主に英語）運用能力の向上のみな

らず、可能な限り、専門科目の履修を奨励、指導する。 

（ⅲ）留学後段階（5セメ、6セメ以降）では、帰国学生のフォローアップ方策として、英語運用能力の

維持・向上のために、AKP等のSAPで実施されている授業の履修に加え、外国人留学生との共修環境によ

るシナジー効果の創出を目指して、ラーニング・コモンズでの日本人学生・外国人留学生とのPBL（Project 

Based Learning）型プロジェクトを実施する。更に、京阪神を中心とした校友組織を最大限に活用して、

国内の有力企業への国内インターンシップの機会を確保すると共に、海外在住の校友のネットワークを活

用しつつ、海外協定大学が実施する海外インターンシッププログラムへの参加も促進する。 

「国内型」でも、全セメスターを通じて、「留学型」と同様に、有効な動機付けと共に、外国語運用能力

の向上を目指した正課科目として新設する「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」及び既設の正課外の

「TOEFL 対策講座」等の受講、各学部の専門教育課程や ILA における諸科目、全学共通教養教育センタ

ーで提供される「イングリッシュ・プラクティクム」やインテンシヴ・クラス等の外国語上級諸科目を段

階的・系統的に履修することによって、留学経験を経なくとも、TOEFL-iBT 79 点相当以上の外国語運用

能力の修得を可能とする。 

本取組における動機付けとして、本取組参加者の自己達成度が確認できる「“Go Global”ポートフォリオ」

を活用する。「ポートフォリオ」に記入された各プログラムへの参加・履修内容並びに成果を、留学コーデ

ィネーターが確認し、派遣留学プログラムへの申請推薦、並びに成績証明書に「Doshisha “Go Global” 

Passport」取得者として記載する等の方策を採用する。 

また、奨学金制度等による留学支援制度を一層充実し、従来の派遣奨学金制度に加えて、到達目標達成

者（「Doshisha “Go Global” Passport」取得者、当初スコアから目標スコアへの達成度を 20％～10％程度

に設定）及び外国語オナーズ表彰者には、在学期間中に派遣留学プログラムに参加した場合に一定の奨学

金を給付する。更に、「学部専門型留学プログラム」にも同程度の奨学金を給付する（なお、これらについ

ては、本補助金申請外の扱いとする）。 
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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 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  

  407 人 688 人 909 人 1,200 人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  224 人 310 人 443 人 579 人 

海 外 留学 経験 者数 
（Ｂ） 

695 人 711 人 835 人 1,175 人 1,450 人 1,800 人 

卒 業 ［予 定］ 者数 
（Ｃ） 5,505 人 5,804 人 5,753 人 5,950 人 5,753 人 6,015 人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   18.4％ 25.0％ 32.9％ 39.6％ 

神
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 2 人（1） 4 人（2） 8 人（4） 9 人（6） 

海外留学経験者数 15 人 6 人 10 人 15 人 20 人 27 人 

 

３ カ 月 未 満 9 人 5 人 8 人 9 人 11 人 17 人 

３カ月～１年 6 人 1 人 2 人 6 人 9 人 10 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 55 人 72 人 70 人 80 人 61 人 60 人 

目標設定の考え方 

海外でのフィールドワークを課している授業を設置しており、学部間協定に基づく交換留学も定着しつつある。

学部に国際関連コーディネーターを配置することにより、学部間協定の交渉窓口として、また英語力向上のため

の講座担当者として、学生の留学及び語学学習への意欲をより一層促進することができるものと期待する。また、

平成 25年（2013年）度からは定期的に学術交流協定に基づくチューリヒ大学への短期滞在プログラムを実施

する予定であり、大学全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラム参加者増

を計画する。なお、外国語力スタンダードについては、TOEIC や TOEFL だけでなく、神学の学修に係る外国語

として、ヘブライ語等も目標とする。 

文
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 63 人（19） 87 人（28） 110 人（35） 120 人（43） 

海外留学経験者数 140 人 119 人 133 人 188 人 210 人 235 人 

 

３ カ 月 未 満 66 人 53 人 64 人 99 人 119 人 134 人 

３カ月～１年 74 人 66 人 69 人 89 人 91 人 101 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 655 人 670 人 670 人 670 人 670 人 670 人 

目標設定の考え方 

文学部では、グローバル社会で活躍するための実践的な英語力の指標として、TOEFL iBT79を掲げている。

英文学科は、その特徴である「全学に占める派遣留学生の割合の高さ」を保ちつつ、平成 24年（2012年）度

から開始した独自のセメスタープログラムにより、現状（平成 23 年度）から年間 30 名程度の留学者数の増加

を見込んでいる。英文学科以外の学科は、英文学科と比較して、留学経験の率は下がるものの、現状でも学生の

約 1割が留学経験を有している。 

文学部は今後も、大学全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラムへの参

加、教育課程に直結した留学プログラムの新設、学部間協定大学への積極的な送出し等により、留学経験者を増

加させると共に、留学せずとも外国語力スタンダードを満たす力量を備えた人物を育成する。また、平成 24 年

（2012年）度生からを対象に新設した副専攻の「国際専修コース」により、国際教育インスティテュートに在

籍する留学生と共に学ぶ機会を通して、擬似留学を体験し、グローバルな感性を備えた人物を養成する。 

社
会
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 29 人（0） 40 人（0） 56 人（15） 63 人（40） 

海外留学経験者数 34 人 26 人 66 人 89 人 106 人 120 人 

 

３ カ 月 未 満 26 人 19 人 46 人 63 人 73 人 82 人 

３カ月～１年 8 人 7 人 11 人 16 人 22 人 26 人 

１ 年 超 0 人 0 人 9 人 10 人 11 人 12 人 

卒業［予定］者数 449 人 464 人 445 人 469 人 426 人 450 人 

目標設定の考え方 

外国語力スタンダードについて、入学前および在学中に TOEIC、TOEFL でスタンダードを越えた場合に、外

国語科目の単位認定を行う。また、海外留学経験者数については、海外プログラム参加者とし、大学全体で提供

される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラムに加え、学部間交流協定校への派遣者（ロ

ヨラ大学（米）、中央大学校（韓国）、華東理工大学（中国））を含む。 
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法
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 105 人（70） 125 人（60） 150 人（50） 155 人（45） 

海外留学経験者数 70 人 57 人 72 人 131 人 184 人 236 人 

 

３ カ 月 未 満 47 人 41 人 56 人 103 人 147 人 190 人 

３カ月～１年 23 人 16 人 16 人 28 人 37 人 46 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 870 人 880 人 880 人 870 人 860 人 850 人 

目標設定の考え方 

海外の大学との合同ゼミの実施や国際模擬仲裁大会への参加を目的とした「特殊講義」の拡充等により、大学

全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラムも含めより多くの学生に対して

留学の機会を提供することを想定している。また、卒業時の外国語力スタンダードは海外の大学への留学に必要

と思われるレベルで設定している。なお、本学部では TOEFL 等の語学能力試験で一定のスコアを満たした学生

に単位認定を行っており、これにより学生の語学能力向上に対するインセンティブを与えている。 

経
済
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 40 人（40） 60 人（58） 80 人（78） 90 人（80） 

海外留学経験者数 192 人 163 人 165 人 198 人 222 人 245 人 

 

３ カ 月 未 満 171 人 152 人 154 人 176 人 196 人 209 人 

３カ月～１年 21 人 11 人 11 人 22 人 26 人 36 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 850 人 850 人 850 人 850 人 850 人 850 人 

目標設定の考え方 

グローバリゼーションの進展と共に経済と生態系との共存をどのように実現させるかは、経済学が担う今日的

な課題の１つである。このような社会で活躍できるように、経済学的素養に基づく分析能力や政策立案能力を備

え、同時に高い語学の運用能力を有する人物を育成する。経済学部では、企業調査や国際比較のため、アジア諸

国での実地研修が盛んに行われている。このような研修に対する学生の志向も年々高まる傾向があり、学部の支

援も５年程度の先を見据えて、段階的な整備・改善を課題としている。また、企業で活躍している経済学部の卒

業生の支援を得て、当該企業の海外事業部において一定期間研修の機会を与えていただく経済学部インターンシ

ップがスタートから５年を経過し、学生の認知度も含めて軌道に乗りつつある。この制度についても、更なる学

修効果を高め、かつ学生の受入人数の拡大も含めた改善が次の５年に向けての課題となる。更に、中国の吉林大

学、ベトナムのハノイ大学、ドイツのデュースブルグ－エッセン大学とは昨今、学部独自の学術交流協定を締結

した。現在は、イギリス、アメリカ、イタリアの大学とも同様の協定締結に向けて準備を進めている。これらの

体制整備の下で、今後は、学生の交換留学も具体化させていくことになる。 

商
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 80 人（60） 110 人（90） 140 人（110） 148 人（135） 

海外留学経験者数 149 人 154 人 161 人 174 人 196 人 223 人 

 

３ カ 月 未 満 132 人 134 人 139 人 147 人 164 人 180 人 

３カ月～１年 17 人 20 人 22 人 27 人 32 人 43 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 846 人 877 人 882 人 937 人 831 人 850 人 

目標設定の考え方 

卒業時の外国語力スタンダードを満たす学生の設定については、TOEIC やＴＯＥＦＬといった語学試験の結果

を単位化する取組を「実践英語」と言う名称を付与して現在も実施しており、また入学時点で、学内高校推薦入

学者については、語学試験の成績の提出を義務付けている。これによると平成 23年（2011年）度の該当者は、

45 人になる。今後「実践英語」の周知を強化し、学内高校推薦入学者の語学水準の見直しも検討することで、

在学生の語学力の質を担保し、平成 28年（2016年）度には、卒業[予定]者数の 20％にあたる 170人の確保

を目指したい。 

海外留学経験者数は、商学部内の取組としてゼミにおける海外研修を実施しているクラスが、平成 23 年

（2011年）度 5クラス（参加人数：90人）ある。平成 23年（2011 年）度時点では、学部間協定を締結し

ている大学数は、3カ国 3大学で、６人の派遣学生があった（派遣先大学が提供しているサマースクール参加者

3 名含む）。現在平成 24年（2012年）度時点では、学部間協定を 4カ国 4大学と締結、学生派遣を行ってお

り、半期各大学 2名ずつ、及びサマースクールの参加を含めて 11名の参加を見込んでいる。平成 24年（2012

年）度以降も、大学全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラム参加に加え、

海外の大学と積極的に学部間協定の締結を目指し、学生の海外留学の可能性を広げていく。 

現在 1年次生を対象に開設している科目に初年次教育科目「ビジネス・トピックス」（秋学期開講）がある。「ビ

ジネス・トピックス」は、商学部生としての学習意欲の向上と問題意識の喚起を図ることを目的に開設している

科目で、企業訪問や企業で活躍する実務家をゲスト講師として招聘するなど、通常の講義とは異なる多面的な教

育活動を行っている。この授業において、平成 25年（2013年）度より海外留学を将来目指す学生を対象にし

たクラス開設を検討する。またこの他にも、平成 24年（2012年）度より初年次教育科目「アカデミック・リ

テラシー」（春学期開講）、2 年次生対象演習科目「スタディ・メソッド」（両学期開講（半期完結））において、

学部間協定に基づく派遣留学、大学実施の派遣留学制度について、キャリア教育の一環として入学後間もない時

期から、海外留学を視野に入れた、啓発活動を始め、1年次・2年次生から留学への意識向上を図っていく。 



11 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

 

 

政
策
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 24 人（0） 34 人（4） 48 人（9） 58 人（30） 

海外留学経験者数 35 人 24 人 42 人 74 人 95 人 110 人 

 

３ カ 月 未 満 24 人 14 人 32 人 57 人 72 人 83 人 

３カ月～１年 11 人 10 人 10 人 17 人 23 人 27 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 331 人 396 人 375 人 375 人 375 人 375 人 

目標設定の考え方 
英語を使った尐人数の授業に力を入れ、また TOEIC 等の受験料の補助を行い受験を奨励するなどして、学生

の英語力を高める。そのことを踏まえ、専門科目を修得するための国際的な活動を推奨する。 

文
化
情
報
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード 
TOEFL- iBT 79点、 

国連英検 A 級相当 
23 人（7） 31 人（12） 42 人（19） 47 人（30） 

海外留学経験者数 14 人 8 人 22 人 41 人 54 人 71 人 

 

３ カ 月 未 満 8 人 6 人 14 人 27 人 37 人 48 人 

３カ月～１年 6 人 2 人 8 人 14 人 17 人 23 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 256 人 280 人 280 人 280 人 280 人 280 人 

目標設定の考え方 

語学留学を無理なく達成させるための諸策、例えば教育課程上の配慮や精神的、財政的支援を大学と連携しな

がら充実させることにより、大学全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海外留学プログラ

ムも含め留学、本学部の専門分野に関連した留学プログラムを充実させ、留学、語学学習へのモチベーションを

高めて現在の実績を目標数に押し上げる。 

理
工
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 20 人（18） 40 人（36） 80 人（74） 95 人（90） 

海外留学経験者数 11 人 11 人 14 人 31 人 50 人 110 人 

 

３ カ 月 未 満 10 人 10 人 11 人 25 人 42 人 95 人 

３カ月～１年 1 人 1 人 2 人 4 人 5 人 10 人 

１ 年 超 0 人 0 人 1 人 2 人 3 人 5 人 

卒業［予定］者数 780 人 780 人 780 人 780 人 760 人 760 人 

目標設定の考え方 

派遣学生数増加については、スプリングプログラムやセメスタープログラム等に参加することが、学生にとっ

て良い経験になることや就職時などの自己アピールとして活用できることなど、学生にとってプラスになること

が実感しやすい形で周知する方法を検討することで、理工学部生が年間30 名程度が参加するようにする。また、

学部間協定校の拡充や交換留学プログラムの新規導入を検討し年間 65名程度が参加するようにする。 

語学要件達成者については、外国語の単位認定等は理工学部では実施しないため、定量的評価は困難であるが、

専門分野の文献を理解する能力を養うことを目的に、各学科に設置された英書講読等の科目において、現状より

尐ない定員を設定する尐人数制を目指すことや、学部間交換留学プログラムの参加条件等を設けることで語学要

件達成者増とその把握ができるように検討する。 

生
命
医
科
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 0 人（0） 10 人（2） 25 人（16） 48 人（28） 

海外留学経験者数 20 人 22 人 10 人 16 人 20 人 46 人 

 

３ カ 月 未 満 18 人 20 人 10 人 16 人 18 人 41 人 

３カ月～１年 0 人 0 人 0 人 ０人 0 人 3 人 

１ 年 超 ２人 ２人 0 人 ０人 ２人 ２人 

卒業［予定］者数 202 人 210 人 210 人 210 人 210 人 210 人 

目標設定の考え方 

平成 25 年（2013 年）度入学者をベースに検討した。外国語力については、学科内で実施している TOEIC

テストの結果、平成 24 年（2012 年）度の 730 点以上獲得者は、12 名であることを参考データとした。平

成 25年（2013年）度入学生については、１年次は受験へ向けた準備期間として設定した。2年次になる平成

26 年（2014年）度から年複数回の受験を奨励し、合格者には 4年次における研究室配属先の希望を優先させ

る等の方策を講じることにより、徐々に数を増やし、平成 25～28 年度のトータルで 48 名とし、入学定員の

20%を目指す。 

海外留学経験者数については、全学共通科目であるサマープログラム等は、２年次から始まる。過年度実績か

ら平成 26～28年度の当該プログラム参加者を考えた。また、学部独自プログラムである海外協定校とのダブル

ディグリープログラムには 3 年次生から毎年 2 名程度の参加実績があることから、平成 27（2015）、28 年

（2016年）度の１年超の数を 2名とした。平成 28年（2016年）度は、この他に 4年次配当科目である「卒

業論文」において、海外研修を導入し、３カ月未満で 18 名派遣することとする。また、３カ月未満のプログラ

ム参加者の内、半分が外国力スタンダードは未だクリアーしていないと考えて、海外留学未経験者を算出した。

例えば、平成 26 年（2014 年）度であれば、３カ月未満のプログラム参加者は 16 名。16÷２＝8 10－8

＝2名と算出した。  
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（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部 

【
中
国
語
コ
ー
ス
】 

卒業時の外国語力スタンダード 
中国語検定 2級、あるいは 

漢語水平考試（HSK）5 級 
0 人（0） 41 人（0） 40 人（0） 40 人（0） 

海外留学経験者数 0 人 41 人（※1） 40 人（※2） 40 人（※3） 40 人 40 人 

 

３ カ 月 未 満 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

３カ月～１年 0 人 41 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 －人 －人 －人 41 人（※1） 40 人（※2） 40 人（※3） 

目標設定の考え方 

本コースの学生全員がコミュニケーションの担い手となるべく目指すべき外国語運用能力の指標は「中国語検

定 2級、あるいは漢語水平考試（HSK）5級」である。 

なお、本学部は平成 23 年（2011 年）年度開設のため、平成 25 年（2013 年）度の卒業対象者は 0 名と

なる。そのため、それ以前の海外留学経験者数については、毎年の「Study Abroad」参加者数を卒業[予定]者

数計上の 2年前に計上（記載）している。 

※1～3：「Study Abroad」は第 2、3年次（第 4、5セメスター）必修のため、海外留学経験者数は卒業[予

定]者数計上の 2年前に計上している。なお、「Study Abroad」が必修のため、外国人留学生を対象とした日本

語コース（定員 30人）を除いた卒業者の留学経験率は 100パーセントとなる。 

  

ス
ポ
ー
ツ
健
康
科
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 6 人（5） 12 人（11） 25 人（22） 39 人（36） 

海外留学経験者数 5 人 2 人 5 人 13 人 23 人 40 人 

 

３ カ 月 未 満 5 人 1 人 5 人 11 人 18 人 34 人 

３カ月～１年 ０人 1 人 0 人 2 人 5 人 6 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 １３５人 １８３人 １７５人 １６５人 １５６人 ２１０人 

目標設定の考え方 

外国語能力の向上に向けては、学内で実施・開講されている TOFEL、TOEIC の受験料補助や、同「対策講座」

の受講料補助制度の新設、また、一定レベルの外国語能力を有する学生への単位認定制度の新設を検討していく。

一方、海外留学経験者数の向上に向けては、大学全体で提供される協定校への交換留学及び外国語能力向上の海

外留学プログラムに加え、演習・実験実習科目のテーマにより、海外フィールド調査等の実施を検討していくこ

ととする。 

心
理
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL- iBT 79 点相当 15 人（4） 20 人（7） 25 人（11） 28 人（16） 

海外留学経験者数 8 人 4 人 15 人 25 人 30 人 37 人 

 

３ カ 月 未 満 4 人 4 人 14 人 21 人 24 人 29 人 

３カ月～１年 4 人 0 人 1 人 4 人 6 人 8 人 

１ 年 超 ０人 ０人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 76 人 142 人 136 人 149 人 154 人 150 人 

目標設定の考え方 

目標とする人数増加率は、外国語能力スタンダードについては現状の 2倍、海外留学経験者数は約 1.5倍であ

る。これは、第１に、大学が実施しているサマープログラムの参加者や派遣校への留学者の数を増加させること

で達成可能と考える。そのためにサマープログラムや派遣留学経験者を招き、留学についてのセミナーの開催を

予定する。父母会の総会を利用することで、学生だけでなくその父母も留学について身近に考えられるようにす

る。第２に、外国からのゲストによる心理学の講演や特別講義の数を増やし、専門的な視点からも、外国語学習

への動機付けを高めることを目指す。第３に、上記の外国語力のスタンダードを満たした学生に奨励金を付与（試

験料を補助）することで、これまで試験を受験したことのない学生に対しても動機付けを高めることができると

考えられる。 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部 

【
英
語
コ
ー
ス
】 

卒業時の外国語力スタンダード 
TOEFL- iBT 79 点相当、

IELTS 6.0 
0 人（0） 74 人（0） 80 人（0） 80 人（0） 

海外留学経験者数 2 人 74 人（※1） 80 人（※2） ８０人（※3） ８０人 ８０人 

 

３ カ 月 未 満 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

３カ月～１年 0 人 74 人 ８０人 ８０人 ８０人 ８０人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 －人 － 人 －人 74 人（※1） 80 人（※2） 80 人（※3） 

目標設定の考え方 

本コースの学生全員がコミュニケーションの担い手となるべく目指すべき外国語運用能力の指標は

「TOEFL-iBT 79 点（ITP 550点）、あるいは TOEIC 750点、IELTS 6.0」である。 

なお、本学部は平成 23 年（2011 年）年度開設のため、平成 25 年（2013 年）度の卒業対象者は 0 名と

なる。そのため、それ以前の海外留学経験者数については、毎年の「Study Abroad」参加者数を卒業[予定]者

数計上の 2年前に計上（記載）している。 

※1～3：「Study Abroad」は第 2年次（第 3、4セメスター）必修のため、海外留学経験者数は卒業[予定]

者数計上の 2 年前に計上している。なお、「Study Abroad」が必修のため、外国人留学生を対象とした日本語

コース（定員 30人）を除いた卒業者の留学経験率は 100パーセントとなる。 
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（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
文
化
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード 
TOEFL -iBT 79 点、

CEFR B 1 相当合格者  
0 人（0） 0 人（0） 0 人（0） 180 人（0） 

海外留学経験者数 －人 －人 0 人 60 人（※） 120 人（※） １８０人 

 

３ カ 月 未 満 －人 －人 0 人 ５５人 110 人 165 人 

３カ月～１年 －人 －人 0 人 ５人 10 人 15 人 

１ 年 超 －人 －人 0 人 0 人 0 人 0 人 

卒業［予定］者数 －人 －人 －人 －人 －人 １８０人 

目標設定の考え方 

本学部では「選択必修科目Ｂ群（スタディ・アブロード科目群）」を用意し、様々な行き先、期間の海外留学科

目をここに置く。「選択必修」としていることからも分かるように、本学部の学生全員に、卒業までに最低一度は

海外留学体験をさせることが目的であり、海外体験を通して実用的な外国語能力を向上させると共に、多文化の

ただ中に自ら身を置くことによって、当該地域の問題及びグローバルな諸問題を深く理解することに資する科目

群としてカリキュラム全体の中に位置付けている。更にこの留学体験を、同志社大学が提供する交換留学制度の

積極的活用、長期の海外留学へとつなげていくことによって、外国語資料を厳密かつ批判的に読み解く力、地域

文化研究に必要な語学力を一層発展させるための第一歩として位置付けることもできる。また、この科目群には

「スタディ・ツアー」、「海外インターンシップ」のように、各地域へのフィールドワークや、実地体験に基づく

地域文化研究の深化につなげるための科目も含んでいる。 

※なお、本学部は平成 25年（2013年）度より開設のため、卒業対象者は平成 28年（2016年）度までは

0 名となる。そのため、それ以前の海外留学経験者数について、毎年、第 2年次生で学年の 1/3（60名）が留

学を経験すると想定し、卒業[予定]者数計上の 2年前に数値予想を計上（記載）している。 

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。 

 

  



14 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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。 

目標設定シート 1③」で設定した各能力について、以下の通りとする。 

①  ①の「高度な外国語運用能力」については、p.7 に記載の通り、「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」

及び既設の正課外の「TOEFL 対策講座」等の受講や海外留学を経験することにより、グローバル人材と

しての最低限の外国語能力を有することができる、定量的測定指標として TOEFL-iBT 79 点相当

（TOEFL-PBT 550 点、TOEIC730 点）以上を設定し、これを達成する学生数は、p.9 に記載した「卒業

時の外国語力スタンダードを満たす学生数」と同数とする。 

②  ③の「専門領域の知識」については、学則に規定された各学部の人材養成目的に沿った学部の教育課程

に基づく卒業必要卖位を修得し、卒業した学生とする。 

②④⑤に記載した能力の指標については、以下の通りとする。 

（対象：全学） 

（測定指標・達成水準） 

②の「日本と世界の近現代史及び世界の諸宗教についての十分な理解力」については、平成 25年（2013

年）度を目処に、全学共通教養教育科目の中に、「日本近現代史」「世界近現代史」「世界の宗教」（全て仮

称）の 3 科目を設置し、卒業までにこの 3科目の内 2科目の卖位を取得することを達成水準とする。 

③  ④の「他者を理解し、他者に配慮できる、バランス感覚に優れた感性と品性」及び⑤の「『公正』と『正

義』の実現を求める高度な倫理性」については、全学共通教養教育科目として設置された同志社科目群の

中の既存科目である「建学の精神とキリスト教」の卖位を取得することを達成水準とする。 

（指標・水準設定の考え方） 

 本学の目指す「グローバル人材」には、高度な外国語運用能力に留まらず、各学部の専門領域に関連し

た留学プログラムへの参加等による広い知見の涵養が求められる。加えて、修得した外国語能力を用いて、

TPO に応じた効果的かつ適切な議論が行えるかが重要である。また、多文化と遭遇し、交流する際の基

礎知識、留意すべき知識として、我が国の歴史・文化、世界の歴史・文化、そして文化の根底となる宗教

についての知識は重要な意味を持つと考える。 

そこで、②の能力水準として、入学試験科目の関係で、日本史や世界史を十分学んでこなかった学生の

ために、全学共通教養教育センター等、学内関係諸機関の協力を得て、「日本近現代史」「世界近現代史」

「世界の宗教」（全て仮称）を設置し、これら 3 科目の内、最低 2 科目の卖位取得を設定した。更に、④

及び⑤の能力水準については、「キリスト教的人間観から醸成される他人への優しさと、安易に人に左右

されない信念と独立心を持った自治自立の人物を養成する」という本学の良心教育の精神を涵養するため

に既に設置している「建学の精神とキリスト教」の卖位取得を設定した。 

（達成する学生数設定の考え方） 

新規科目の設置が平成 25 年（2013 年）度を目処としているため、平成 25 年（2013 年）度入学生に対

しては、グローバル人材として求められる知識も含めた「Doshisha “Go Global” Passport」の周知・徹底、

を行い、4 年間の履修計画の中で、上記の科目履修を促し、入学定員の約 40％を目標とする。なお、既存

科目である「建学の精神とキリスト教」の卖位取得については、過去 2年間の履修者数平均 5,000 名超、

卖位取得者数平均約 4,600 名であるため、本科目に加え、新規設置科目 3科目中 2 科目の卖位取得者数約

40％（約 2,400 名）は、達成可能と考えている。 

一方、平成 25年（2013 年）度の卒業予定者、つまり、現時点で既に 3年次の学生については、一定の

卖位を既に取得済みであるため、学生に科目履修の必要性を説き、履修を促すこととするが、多くの履修

者を望むことはできない。しかし、卒業に必要な卖位取得のみで卒業要件を満たすのではなく、学生自身

が将来のキャリア設計も含め必要性を認める科目であれば、新たに登録・履修することも期待できるため、

本要件を達成する学生も一定程度存在することを想定している。 

全  学 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） 115 人 298 人 575 人 2,406 人 

対象となる学生数（B） 5,753 人 5,950 人 5,753 人 6,015 人 

達成する割合（A/B） 2.0％ 5.0％ 10.0％ 40.0％ 

 

 



15 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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】  

【留学生との交流促進及び多文化との出会いの場の提供】 

現在、「Global30」の採択を受け、多数の多様な外国人留学生受入を行っているが、これらの外国人留

学生と本学学生との様々な交流は、本学学生の多文化理解の促進に資するところ大であり、大学全体のグ

ローバル化の一方策と位置付けることができる。現在も、ILA コースの学生や AKP 等の SAP で提供され

ている科目履修に加え、International Day 等を企画し、外国人留学生と本学学生の交流機会を設けてい

る。このような交流機会の活用も学生の積極的、目的意識的な参加が前提となっている。しかし、特別な

意識をせずとも、自然な状況の中で留学生と出会い、多文化に遭遇する環境作りも重要である。そのよう

な環境作りとして、今年度末に完成するラーニング・コモンズには、「グローバル・エンカウンター・セ

クション（仮称）」等を設け、主要国のテレビ放送の放映や外国人留学生と共にプロジェクト形式で運営、

オープンスペースでの様々な発表会の開催を計画している。多文化との出会いとして、文化の根幹をなす

宗教も重要な要素である。そこで、グローバル・スタディーズ研究科及び平成 25 年（2013 年）度新設の

「グローバル地域文化学部」が主として利用する建物には、今年度末を目標に、メディテーションルーム

を設置し、宗教上当該施設を必要とする学生に開放する。このことは、当該学生以外の学生に対して、当

該施設の存在意義及び必要性の理解を促す重要な契機となるものである。 

更に、現在食堂メニューの英語化はほぼ完了しており、ハラル食品の取扱いについても、生活協同組合

との協力の下、学生食堂において調理・成分表示の面で十分な対応が可能であることを確認している。 

【事務組織のグローバル化】 

グローバル人材の養成には、海外に学生を派遣することのみならず、学内のいたるところでグローバル

人材育成と関連する取組や学習環境の醸成が必要であり、全学の教職員が一丸となって教育環境のグロー

バル化を進めることが重要である。従って、国際関連部署だけの努力では達成不可能で、国際担当副学長

以外の学生支援、教育支援、研究支援担当の副学長が管掌する各機構の緊密な協力体制が不可欠である。 

「Global30」における外国人留学生の受入においても、既に 4 つの機構の協力体制を構築してきたが、

今回の事業については、本学学生の留学、関係科目の卖位の認定等に関する制度改革（教育支援機構担当）、

本学学生の学習環境等の改善（学生支援機構担当）との連携が必須であるため、今年度より新たに配備さ

れた 4つの機構の事務部長が協力し、大学全体の更なるグローバル化の推進を図る。 

【英語による学部教育に係る文献の充実及び外国人留学生との交流機会の創出】 

本学は、相当量の英文文献を研究用も含め学内に保有し、研究者及び大学院生や、学部学生の便に供し

ている。一方、本学で活動する海外の有力大学の SAP センターは、各センターの学生用に英文文献を大

量に保有している。そこで、各 SAP センターの文献を一箇所に集中させ、本学学生への英語文献利用の

ための環境整備・充実を行い、SAP センター間の関係及び本学との関係を強化する。また、センターに所

属する各外国人留学生のみならず、英語による科目の履修のみで学士（国際教養）の学位が取得できる ILA

のプログラムの学生や、いわゆる日本語により授業を行っている従来からの学部の学生で ILA 科目を履修

する学生（国際専修コースの学生）が、授業の準備・復習・レポート作成のために、一箇所に集う環境を

創出することになる。これにより、卖なる英語文献の提供を越えて、文献を利用することに伴う相互啓発

の交流の場となることが期待できる。 

【小学生等のグローバル化意識の向上への貢献】 

本学は、学校法人同志社の一員であり、2 つの小学校と 4 つの中学・高等学校を擁し、各々の学校段階

において教育理念の一つである国際主義教育を推進している。その一環として、創立者新島の母校である

アーモスト大学から毎年派遣されるアーモスト・フェローや交換留学生が、学校を訪れ、海外の文化や生

活について話題提供を行い、生徒等の海外に対する意識の涵養に大きく貢献している。今後、このような

取組に、外国人留学生等だけでなく、本学の留学経験者も派遣する。これにより、生徒等は、同じ日本人

でありながら、留学を経験することにより大きく成長し、世界を理解している姿に感銘を覚え、自らも将

来本学に入学して、留学を志すことを幼い頃から意識することが期待できる。一方、本学学生は、自らの

経験を、相当年齢差がある生徒等の前で発表する機会を与えられ、留学経験で得たことの振り返りと総括

を行うことにより、与えられている責務を自覚し、更なる人間としての成長が期待されていることを理解

させる。 
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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） 
746 人  

（116 人） 

762 人  

（106 人） 

886 人  

（254人） 

1,270人  

（327 人） 

1,565人  

（370人） 

1,953人  

（440人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

3 人  

（2 人） 

3 人  

（2 人） 

3 人  

（2 人） 

6 人  

（4 人） 

7 人  

（5 人） 

9 人  

（6 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

48 人  

（9 人） 

48 人  

（9 人） 

48 人  

（9 人） 

89 人  

（17 人） 

108 人  

（20 人） 

144 人  

（27 人） 

学士課程在籍者 
695 人  

（105 人） 

711 人  

（95 人） 

835 人  

（243 人） 

1,175 人  

（306 人） 

1,450 人  

（345 人） 

1,800 人  

（407 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 28,428人  28,642人  29,119人  29,534人  29,799人  30,064人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
2.6％  

（0.4％） 

2.7％  

（0.4 ％） 

3.0％  

（0.9％） 

4.3％  

（1.1％） 

5.3％  

（1.2％） 

6.5％  

（1.5％） 

目標設定の考え方 

博士課程（後期、前期等合計）学生の海外留学については、平成 23 年（2011 年）度より新たに導入した

奨学金制度により、今後も論文作成等に係る海外での研究機会を得る学生の増員を図る。加えて、協定に基づ

く海外の大学への派遣については、ダブルディグリープログラムの拡充及び、既存の KCJS 加盟校（4名)及び

スタンフォード（2名）への派遣枠を埋めることにより、尐しずつではあるが、増員を図る。 

学部学生の海外派遣については、外国語能力向上を主目的とする留学プログラムの充実（平成 28年（2016

年）度には、春夏合計 35本のプログラムで 680名派遣）に加え、各学部の専門領域に関連する内容による留

学プログラムを増設（平成 28年（2016年）度に 600名を派遣）することにより派遣学生数の増加を図る。

更に、学生の外国語能力向上策の結果として、協定校への派遣枠を十分に活用することが可能となり大学全体

の学生交換協定のみで 170名の派遣を予定している。 

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） 
562 人  

（2 人） 

182 人  

（112 人） 

2 人  

（2人） 

746 人  

（116 人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

1 人  

（0 人） 

2 人  

（2 人） 

0 人  

（0 人） 

３人  

（2 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

39 人  

（0 人） 

9 人  

（9 人） 

0 人  

（0 人） 

48 人  

（9 人） 

学士課程在籍者 
522 人  

（2 人） 

171 人  

（101 人） 

2 人  

（2 人） 

695 人  

（105 人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 28,428 人  28,428人  28,428 人  28,428人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
２.0％  

（0.0％） 

0.6％  

（0.４％） 

0.0％  

（0.0％） 

2.6％  

（0.4％） 
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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） 
1,24３人  

（325人） 

1,428人  

（330人） 

1,558人  

（334人） 

1,653人  

（337人） 

1,689人  

（340人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

74 人  

（3 人） 

80 人  

（3 人） 

84 人  

（3 人） 

88 人  

（4 人） 

92 人  

（4 人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

19２人  

（9 人） 

238 人  

（10 人） 

240 人  

（11 人） 

245 人  

（11 人） 

250 人  

（12 人）） 

学士課程在籍者 
442 人  

（0 人） 

568 人  

（0 人） 

687 人  

（0 人） 

768 人  

（0 人） 

792 人  

（0 人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

535 人  

（313 人） 

542 人  

（317 人） 

547 人  

（320 人） 

552 人  

（322 人） 

555 人  

（324 人） 

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

1,131人  

（282人） 

1,299人  

（286人） 

1,418人  

（290人） 

1,504人  

（292人） 

1,537人  

（295人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 2８,642人  29,119人  29,534人  29,799人  30,064人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
4.3％  

（1.1％） 

4.9％  

（1.1％） 

5.3％  

（1.1％） 

5.5％  

（1.1％） 

5.6％  

（1.1％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
3.9％  

（1.0％） 

4.5％  

（1.0％） 

4.8％  

（1.0％） 

5.0％  

（1.0％） 

5.1％  

（1.0％） 

目標設定の考え方 

「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」の受入留学生数の目標値（平成 25 年（2013 年）まで

に、2,200名、平成 32年（2020年）までに 3,500名。何れも年度末人数）を踏襲し、各年度の５月１日

時点における在籍数は、年度末人数在籍数のおよそ半分の数値を目標値としている。 

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 518 人  491 人  

２ 韓国 251 人  237 人  

３ アメリカ 156 人  104 人  

４ 台湾 114 人  111 人  

５ ドイツ 36 人  35 人  

６ イギリス 24 人  24 人  

７ フランス 1２人  12 人  

８ 日本 12 人  －人  

９ インドネシア 9 人  9 人  

１０ カナダ 8 人  6 人  

その他 ﾒｷｼｺ･ﾀｲ･ｵﾗﾝﾀﾞ 他･･ 103 人  102 人  

合 計  1,24３人  1,131 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） 
319 回  334 回 34４回 35３回 360 回 

全授業数（Ｂ） 4,474 回  4,489 回 4,533 回 4,563 回 4,566 回 

割  合（Ａ／Ｂ） 7.1％  7.4％  7.6％  7.7％  7.９％  

目標設定の考え方 

３研究科において、英語のみで学位を取得できるコースを開設している。また、平成23年（2011

年）度に開設した文系学部横断的な国際教育インスティテュート及びグローバル・コミュニケーション

学部においては、英語と中国語で授業する科目を多く開講する。更に、平成 25 年（2013 年）度に

開設を予定しているグローバル地域文化学部においても、同様に外国語で授業する科目を開講する。 

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） 392 人  410 人  429 人  448 人  467 人  

 うち外国人教員 61 人  62 人  63 人  64 人  65 人  

総教員数（Ｂ） 778 人  788 人  798 人  808 人  818 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 50.4％  52.0％  53.8％  55.4％  57.1％  

目標設定の考え方 

嘱託講師を含めた外国人教員の比率は、平成 25年（2013年）度末に 10.4％、平成 26年（2014

年）度末に 11.1％に向上させることを目標としている。専任教員の採用については、国際公募による

採用方法への変更や任期付教員の外国人枠の奨励などに取組むと共に、海外における 1 年以上の教育

研究に従事する教員数の増加を目的に在外研究員制度を見直し、平成 24～28 年度に 112 名の派遣

枠を設け、外国人教員等比率の改善を図る。 

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） 
529 人  549 人  570 人  592 人  613 人  

総教員数（Ｂ） 778 人  788 人  798 人  808 人  818 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 68.0％  69.7％  71.4％  73.3％  74.9％  

目標設定の考え方 
教員の採用に際して、実務家を採用する場合を除き、博士の学位を有していることを基準として定め、

取得率の漸増を図っている。 

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） 28,642 人  29,119 人  29,534 人  29,799 人  30,064 人  

総教員数（Ｂ） 778 人  788 人  798 人  808 人  818 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 36.8  37.0  37.0  36.9  36.8  

目標設定の考え方 
平成 15年（2003年）度に、「収容定員ベースで教員一人当たりの学生数を 40名以下とする」と

いう目標を定め、教員を 100名増員してきた。今後も、この目標を堅持する。 

 



19 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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 
TOEIC800点以上、 

英語検定準１級以上、新HSK５級以上 

 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） 
36 人  40 人  44 人  48 人  52 人  

事務系職員総数（Ｂ） 433 人  442 人  448 人  448 人  448 人  

割  合（Ａ／Ｂ） 8.3％  9.0％  9.8％  10.7％  11.6％  

目標設定の考え方 

事務系職員については、平成 25年（2013年）度内に専任職員の欠員を補充するよう採用を進め、

平成 26年（2014 年）度以降は、退職者の補充を中心に採用を行う予定であるが、採用においては、

職員として必要な素養と共に語学に秀でた人材（一定の外国語力スタンダードを満たす事務職員）を各

年度、計画的に一定数採用する。 

また、学内研修制度を充実することでも外国語力を有する職員の割合を高める。新入職員には、全員

を対象に入社前研修として、従来の事前課題に加えて、英語を中心とした語学研修を本人のレベルに応

じて課し、成績の報告を義務付ける。 

自己啓発研修制度（年間上限 15万円補助）では、外国語能力の維持向上のため、同じ職員が複数年

にわたり、通信教育を受講することや語学学校に通学することを可とし、継続した語学学習を可能とす

る。 

在外研修制度（自己設計型、提携型）においても、職員の国際化対応力向上戦略の一環として派遣を

行うと共に、参加希望が多い場合には特別措置を講じて派遣できる体制を整える。 

全国の大学職員を対象とした国際連携推進に係るSD研修会を開催して、全国の職員の能力向上に寄

与すると共に、本学においては、国際関係部門の職員以外の参加も促す。 

現在、学内には上表以外に TOEIC750 点～799 点を取得済の事務職員が 10 名おり、上記研修の

実施は、目標達成をより現実的なものとする。 

以上の採用、研修を実施することで、平成 28 年（2016 年）度までの各年度において「外国語力

スタンダードを満たす事務系職員数」について4名ずつの増加を見込んでいる。 

 

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） 



21 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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】 

＜大学のグローバル化に向けた戦略的展開＞ 

本学は設立以来、教育理念の一つに「国際主義」

を掲げ、この理念の実現、大学のグローバル化に向

けて様々な努力を積み重ねてきた。その一例が、本

学が早くから欧米の有力大学連合の SAP を積極的

に引き受けたことである。現在では、既に 40 年の

歴史を経た AKP をはじめ、「テュービンゲン大学同

志社日本語センター」、「スタンフォード技術革新セ

ンター：スタンフォード大学の理系学生の日本留学

プログラム、以下、「SCTI」と言う）」の他に、近年

KCJS（Kyoto Consortium for Japanese Studies：

14のアメリカの研究大学により構成、以下、「KCJS」

と言う）も、本学に留学拠点を置いて SAP を展開し

ている。これら SAP の存在は、本学のグローバル化

に様々な面で貢献している。 

近年急速に進展を見た教育内容や教育組織のグロ

ーバル化については、平成 22年（2010 年）に、ア

メリカ研究科を改組再編し、独立研究科グローバ

ル・スタディーズ研究科を設置し、平成 23 年（2011

年）には、英語・中国語・日本語コースからなるグ

ローバル・コミュニケーション学部と、全科目を英

語で授業する ILA を設置した。その他に、修士学位

のプログラム 2本、専門職学位プログラム 1本の「英

語コース」が新設された。これらは、大学全体が一

致協力して教育のグローバル化を戦略的に推進して

きたことの成果である。  

＜派遣、受入留学生の増加＞  

全学挙げての教育のグローバル化の推進は、特に

本学が「Global 30」に採択されたことを契機に、加

速化している。その成果も明瞭になっている。 

例えば、①平成 23 年（2011 年）度の学位取得を

目的とする外国人留学生数は、平成 20 年（2008 年）

度の 2.5 倍となり、学位取得を目的としない外国人

留学生も含めると、平成 23 年（2011 年）度の外国

人留学生総数は、平成 20 年（2008 年）度から 836

名の増員の 1,387 名（短期滞在含む）となっている。 

他方、②本学学生の海外派遣プログラムの充実、

学生交換を含む多様な交流促進のための学術交流協

定校も積極的に拡充し（平成 20 年（2008 年）5 月

時：26 カ国 70 大学→平成 24 年（2012 年）5月時：

36 カ国 158 大学）、③学術交流協定校への交換学生

の派遣も、大幅増員を達成した（平成 20 年（2008

年）度 63 名→平成 23 年（2011 年）度 102 名）。 

【本構想における展開】 

＜グローバル化に向けた戦略的展開＞ 

本学は、左記のような教育組織の新設に続き、平

成 25 年（2013 年）にグローバル地域文化学部の新

設を予定している。この学部は、ヨーロッパ、アジ

ア・太平洋、单北アメリカの 3つのクラスターを擁

し、学生全員が、卒業時までに、長期、短期いずれ

かの海外留学を経験することが必修となっている。

従って、そのカリキュラム、人材育成方針は本取組

の構想と密接に連関している。 

また、本取組は本学学生の英語能力の向上や異文

化交流のために、AKP、KCJS 等の SAP を従来以

上に積極的に活用することを計画している。アメリ

カからの優秀な留学生と本学学生が、同一授業で「机

を並べる」機会を増やすことは、学生の意識・視野

のグローバル化に非常に有益である。 

更に、平成 25 年（2013 年）度より、文・法・経

済・商学部 1・2 年次生が今出川校地に統合される

ことを契機に、これら 4学部の国際専修コースの多

数の学生が、ILA の科目を受講することになる。こ

こでも本学の多くの学生が世界各国からの留学生と

机を並べて、英語での授業に参加することになる。 

＜派遣留学の拡充とグローバル人材の育成＞ 

上記のような、これまでの大学のグローバル化の

組織的成果を活用するに留まらず、本取組は本学の

「国際主義」の実質化に向けて、新たな施策を展開

する。 

この展開を通して、最終年度には「留学型」1,800

名、「国内型」1,200 名のグローバル人材を育成でき

る環境・プログラムを創出する。そのための主要施

策は以下の通りである。 

①「TOEFL 対策講座」等を大幅に拡充することに

よって、学生の外国語運用能力の向上を促進する。 

②全学共通の「留学プログラム」を拡充して、留学

希望者の多様な留学ニーズに応える。 

③今後も、一定の割合で学生交換協定を含む協定校

を拡充し、「交換留学」の枠を拡大する。 

④学部独自の「専門型留学プログラム」を実施して

いない学部に働きかけ、最終年度までに全学部がこ

のプログラムを実施できるようにする。 

「Global30」構想で推進してきた多様な外国人留

学生の受入の増大・強化と並行して、本取組では留

学経験者の大幅な増加を核に、全学体制でグローバ

ル人材の育成を進める。 



22 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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】 

本学では、平成 16 年（2004 年）度から、全学的

な教育施策の企画及び開発、並びに教育活動の継続

的な改善の推進及び支援により、大学教育の充実と

発展に寄与することを目的とする「教育開発センタ

ー」を設置し、全学的な教学マネジメントの下、卖

位制度の実質化を図り、学士課程教育の質的向上に

取組んできた。 

〈シラバスの充実等〉 

学生の主体的な学びを促すための重要なツールと

なるシラバスについては、平成 16 年（2004 年）度

より全学統一書式によるシラバス・データベースを

導入し、大学 HP で公開している。平成 21 年（2009

年）度からは、各教員がそれぞれの PC からシラバ

ス原稿を直接入力するシステムを開発・導入してい

る。この方法により、概要、到達目標、成績評価等

の項目はもちろん、規定の回数である 15 回の授業

計画の入力や、予習・復習等授業時間外の学修を入

力することが必須項目として要求されることになっ

ている。更に、システムによるチェックでは発見で

きないようなシラバス記入上の不備については、各

学部・研究科・センターの教務主任、FD 委員らが

再度点検し、不備があった場合には、担当教員に指

示を出して、修正を要求する体制を全学で採ってい

る。シラバスの項目には、授業時間外学修を記入す

る項目が用意されているので、各教員は、シラバス

作成の際に、必ず学生に課す授業時間外学修内容を

意識することとなる。学生にとっても、シラバスを

見ることによってそれぞれの授業に備えて、どのよ

うな予習・復習が必要となるかを把握しやすくなる

よう工夫されており、学生と教員双方にとっての卖

位制度の実質化を実現することに大いに役立ってい

る。 

〈ＧＰＡ等の厳格な成績評価とその活用〉 

学生の学びの成果を厳格に評価するために、平成

16 年（2004 年）度から世界標準の GPA による成績

評価制度を全学年に一斉に導入した。GPA は奨学金

の給付や交換留学の選抜等の判定資料に利用してお

り、様々な機会を通して学生の関心を喚起するよう

配慮している。同時に、本学では、各クラスの GPA

評価による成績分布をインターネット上で公開して

おり、学生が自分の成績をクラスの構成員の中で客

観的に評価できるように、また、教員側も自分の成

績評価を他の教員の成績評価と比較できるような仕

組を構築している。 

【本構想における取組】 

 平成 24 年（2012 年）度には、教育開発センター

を「学習支援・教育開発センター」に改組し、教員

に向けての教育支援のみならず、従来はなされてい

なかった全学的体制での、学生の主体的な学びの支

援体制を構築する。その際、後述する、「ラーニング・

コモンズ」の活用が重要な役割を果たすことが期待

されている。 

〈シラバスの充実等〉 

既存シラバスの授業時間外学修の項目について、

各教員の理解の差を埋めることが大きな課題となっ

ているため、シラバスを更に充実させる方向で、こ

の課題の解決を図る。具体策として、教員側として

は、シラバス作成時に、学生が授業の準備や復習と

して何を期待されているのかを把握しやすいよう心

がけると共に、学生が積極的にラーニング・コモン

ズを活用するよう働きかけることが重要である。ま

ず、教員側にラーニング・コモンズの有効性を説明

会やパンフレットを通して周知徹底し、授業時間外

学修の実質化のために、多様な形でラーニング・コ

モンズを学生が活用できる方策を考案し、シラバス

に盛込む予定である。外国人留学生の受入及び日本

人学生の送出しの数が飛躍的に増加することに鑑み

ても、ラーニング・コモンズを通しての学修支援は、

本学におけるこれからの教育の充実に必須のものと

位置付けられる。 

〈ナンバリングの導入〉 

本学の主要文系学部では、学年により履修校地を

分割していたが、平成 25 年（2013 年）度から今出

川キャンパスに統合することになっている。これに

よって、体系的なカリキュラムを組立てることが容

易になるため、カリキュラム全体を見渡せるように、

また、海外の大学との卖位互換を推進するために、

グローバル通用性を意識したナンバリング制度を平

成 26 年（2014 年）度より導入の方向で検討を進め

ている。ナンバリング制度は全学部が一斉に導入す

る必要があるため、現在、各学部・学科との調整を

行っている。 

〈ＧＰＡ等の厳格な成績評価とその活用〉 

GPA 制度については、尐数の同一科目複数クラス

間で GPA に大きな格差が見られる。クラス間の

GPA の格差をなくしていくためには更なる工夫が

必要であり、各学部・学科との調整を行う。具体的

には、成績評価分布を参考にしながら、成績評価に

偏りの見られるクラスについては、各学部のカリキ
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〈上限単位数の設定〉 

授業時間外学修を含めた学生の学修時間を保証す

るためには、過度な履修科目の登録を認めることは

適切ではないので、大学全体としては学部一般内規

において、年間 52 卖位の登録上限単位設定を行っ

ている。この上限卖位数は、各学部・学科のカリキ

ュラムに配慮した最大公約数的な設定であり、各学

部においては、この範囲内で各学期 20 卖位から 26

卖位の間で年間の登録可能卖位数を設定し、登録指

導の中で無理のない履修を推奨する指導を行ってい

る。 

中でも、平成 23 年（2011 年）度に設置したグロ

ーバル・コミュニケーション学部では、各学期の登

録卖位数の上限を、学年により 16 卖位から 22 卖位

の間で制限し、学生の 4 年間にわたる計画的な学修

を促している。 

〈課題解決型の能動的学修の推進〉 

本学は比較的早い時期から、課題解決型の能動的

学修を PBL（Project Based Learning）として、導

入・採用してきた。全学卖位あるいは学部卖位での

PBL の実践的取組は、数多くが GP に採択・選定さ

れ、学外からも高い評価を受けてきた。 

 平成 18 年（2006 年）度の全学的取組「公募制の

プロジェクト科目による地域活性化」（現代 GP）の

他、平成 17 年（2005 年）度の法学部の取組（現代

GP）、平成 19 年（2007 年）度のキャリアセンター

の取組（現代 GP）、商学部の取組（特色 GP）、平成

20 年（2008 年）度の社会学部、政策学部、文化情

報学部それぞれの取組（全て GP に採択）など、学

生主体の能動的学修、PBL 教育は、言わば、同志社

大学の学士課程教育の「お家芸」となって全学の教

育に定着している。これらのプログラムに参加した

学生は、プログラムにおしなべて高い評価を与えて

いることも確認されている。 

教育開発センターが年度末に実施している「キャ

ンパスライフに関するアンケート調査」の結果から

も、授業方法としての双方向型授業やアクティブ・

ラーニング等の課題解決型の能動的学修についての

学生の評価が高く、尐人数のゼミに限らず、通常の

講義科目においても、これらの手法を取り入れるよ

う、引き続き全学に呼びかけている。 

平成 18 年（2006 年）に始まった全学共通教養教

育科目である「プロジェクト科目」は、現在も、PBL

の手法に改善、改良を加え、大学関係者以外の外部

講師による社会の教育力を活用して、学生に多様な

学びの機会を提供することを継続しており、改めて

平成 21 年（2009 年）度の「文部科学省大学教育・

学生支援推進事業大学教育推進プログラム」に採択

されている。 

ュラム委員会等とクラス担当教員が面談する機会を

設け、成績評価についての妥当性について再考を促

すことができるような制度を構築する。また、学習

支援・教育開発センターが適正な成績分布について

考察を促すため教員に啓発活動を展開する。こうし

た制度の確立は、海外の大学との交流を発展させて

いくためにも、成績評価の厳正化により互いの信頼

を高める上でも重要である。 

〈ラーニング・コモンズにおける多様な学修支援〉 

現在建設中の「良心館」に整備するラーニング・

コモンズを設計・運営していくことを通して、学生

の学修を多様に支援する体制作りを行う。現在、新

棟の 2階及び 3 階部分全てをラーニング・コモンズ

として使用することを計画しており、総面積約

2,500 ㎡という巨大な施設は国内でも稀に見る規模

となる。更に、京田辺キャンパスのラーネッド図書

館内で仮稼働しているラーニング・コモンズについ

ても、設備やサービスの更なる充実を図る。 

ラーニング・コモンズが、卖なる空間と設備の提

供に終わらないように、印刷物で周知を図り、学習

支援・教育開発センター、図書館、国際センター、

学生支援センター及び各学部の代表委員等により構

成される「ラーニング・コモンズ運営部会（仮称）」

によって組織運営されることが決められている。 

更に、ラーニング・コモンズには、専従のアカデ

ミック・インストラクター（2 名）、ライティング・

インストラクター（1 名）、及びラーニング・アシス

タント（10 名）、ライティング・アシスタント（5

名）、留学コーディネーター（１名）、学習支援コー

ディネーター（1 名）が常駐する。 

〈能動的学修の推進〉 

ラーニング・コモンズを学生が訪れることにより、

ライティング・センターにおけるレポート・ライテ

ィングのためのアドバイスやプレゼンテーション手

法の紹介等、様々な学習支援を受けられるよう計画

している他、学生が自ら積極的にグループ学習やピ

ア・ラーニングを行うことを奨励する。これは学生

の学習習慣に、アクティブ・ラーニングを根付かせ

るために重要であると考えられ、同時に学修時間の

増加・確保という点で非常に有効である。 

ラーニング・コモンズ内に設けられ、当該外国語

で運営される「グローバル・エンカウンター・セク

ション（仮称）」で留学奨励・支援活動を展開し、交

換留学に向けてのオリエンテーションをはじめ、

「“Go Global”ポートフォリオ」の導入、日本人留学

経験者や外国人留学生との交流、ランゲージ＆カル

チャー・エクスチェンジ等の催しを企画・運営する。

TOEFL・TOEIC 試験のための実践的な正課外指導

も行う予定である。 
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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】  

現在、日々の情報発信事項を中心に基本的な事項

については、本学 HP において、日本語、英語、コ

リア語、中国語（繁体字及び簡体字）の 5 言語での

情報発信を行っている。また、大学の歴史、学部・

研究科名称とその概要、教員情報、国際交流状況、

学生・教員数、年間予算等の情報を、A4版換算で約

20 ページにわたり（英語については全て、その他の

言語については一部未対応）、HP を中心として提供

している。特に、外国人留学生が必要とする入学試

験、奨学金、宿舎、就職支援に係る情報については

全て、4 つの外国語で提供している。 

また、英国、台湾、韓国、中国、ベトナムの海外

事務所を有効活用し、多言語化が完了していない事

項であっても、現地スタッフが説明できる体制を採

用することに加え、韓国、中国、台湾、ベトナムの

優秀な高等学校と推薦入学に係る協定を締結し、現

地に赴いて直接説明を行っている。 

【本構想における取組】 

左記の通り、標記ワーキンググループにより掲げ

られた各種情報について、情報発信を外国語により

行っているが、受験生、海外のステークホルダーに

とって知りたい情報が即座に、また体系的に入手で

きているとは言い難い。そこで、標記ワーキンググ

ループにより提言されている事項については、基本

的に全てを英文で体系化された分かりやすい形で発

信を行う。更に、一般公募での入学試験志願者の多

い韓国をターゲットとして、コリア語でも基本情報

を公開する。また、外国人留学生の多くが着目して

いる本学卒業生の主な就職先情報についても、当該

企業の説明も含めた情報を英語にて発信する。従来

から活動している英文化 WG を中心として、大学全

体の情報の英文化を更に促進することに加え、予算

化を施して学部・研究科に係る情報の英文化・多言

語化も進め、HP 等で広く発信を行い、本構想の成

果報告書を広く配布する。 

 

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】 

平成 22 年（2010 年）11月に「英文化 WG」を立

ち上げ、職位・雇用形態に拘らず、参加を促し、前

年度までに、延べ 11 回、総勢 479 名の出席を得た。

その中で、教務、総務等の業務分野別に、学内文書

の内、早急に英文化すべき文書の選定を行い、英文

化を完了して、国際連携推進機構の HP で公開し、

共通化を進めている。並行して、国際センターが中

心となって、外国人教員宿舎や客員研究員招聘に係

る文書を英文化し、HP で公開している。加えて、

この英文化 WG では、在留資格の取得方法、グロー

バル化の必要性等々の情報共有も行い、学内構成員

のグローバル化促進の啓発活動を強化した。職員の

グローバル化促進として、従来の職員在外研修に加

え、平成 22 年（2010 年）度より、英語と中国語の

語学研修を主目的とした研修制度を導入し、毎年協

定校に派遣する。また、現在、中国及びスウェーデ

ンの協定校から職員を研修のために受入る予定もあ

る。職員採用でも、基本的資質に加え、外国語能力

も重要な要素とし、平成 23 年（2011 年）秋には、

英語と中国語のほぼネイティブと同等の能力のある

職員を採用し、国際関係部門に配属した。今年 4 月

採用職員は 11名中 4 名が、留学経験者である。 

【本構想における取組】 

英文化 WG を引き続き開催して、学内文書の英文

化を進め、外国人教員向け英語版情報を充実すると

共に、専任職員や新規採用の契約職員、派遣社員等

への情報提供を強化し、ボトムアップでのグローバ

ル化推進を行う。また、平成 24 年（2012 年）4 月

に新たに設置した学生、教育、国際、研究の各機構

事務部長が協力し、各部門の担当業務分野における

グローバル化推進事項の再確認を行い、全学レベル

でのグローバル化を推進する。 

グローバル化推進を実質的に担う職員の外国語能

力向上のため、新入社員に対しては従来の研修に加

えて、英語を中心とした語学研修を課し、成績の報

告を義務付ける。また、全国の大学職員を対象とし

た国際連携推進に係る SD 研修会を開催して、全国

の職員の能力向上に寄与すると共に、本学において

は、国際関係部門の職員以外の参加も促す。 

職員の在外研修制度については、毎年数名の派遣

枠があるが、有効活用できていない現状に鑑み、職

員のグローバル化対応力向上戦略として、職員の人

事戦略の一環で、定員通りの派遣を行うと共に、希

望者が多い場合には、特別措置を講じて定員以上で

も派遣できる体制を整える。 
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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】 

＜大学の教育目的に応じたカリキュラム体制＞ 

目標設定シート 1 の②に挙げた建学の精神、「3

つの教育理念」、5 つの「教育目標」に沿って、本

学はこれまで、特色あるカリキュラムに基づく教育

を展開してきた。 

その第一の特色は、幅広い教養教育の重視であ

る。本学の全学共通教養教育科目は、「同志社科目」、

「キャリア形成支援科目」、「プロジェクト科目」、

「外国語教育科目」、「国際教養科目」等の 10 の科

目区分のもと、多彩で現代的な内容を擁している。 

第二の特色は、建学の精神を踏まえた、倫理学、

宗教学関連科目の充実である。それは、建学の精神

とキリスト教的道徳を教授する「同志社科目」の設

置や、数多くの倫理、宗教関連科目の配置に実現さ

れている。 

第三の特徴は、外国語教育と多文化理解の重視で

ある。外国語教育科目群には、多様な英語及び独・

仏・中・西・露・コリア語等の初修外国語科目が設

置されている。 

＜近年における教育のグローバル化の取組＞ 

特色ある教育の展開に際して重要な役割を果た

しているのが、「Global30」の採択である。この採

択を契機に、教育のグローバル化の重要性に関し

て、その認識が大学全体に定着しつつある。学長の

リーダーシップの下、全学を挙げた努力によって、

グローバル化が進み、海外諸大学との交流が急速に

進展し、外国人留学生の受入と日本人学生の派遣は

飛躍的に増大している。 

大学間の学術交流協定校は平成 20 年（2008 年）

5 月 1日現在から平成 24 年（2012）年 5月 1 日現

在までに、70 校から 158 校に増えた。同時期、正

規外国人留学生の受入は 300 名から 708 名に、受

入外国人留学生総数は551名から1,243名に増大し

た。各種の外国人留学生の受入の迅速・効果的展開

のために、海外の複数地域に教育研究拠点として本

学海外事務所（ロンドン、台湾、北京、上海、ソウ

ル、ハノイ等）も設置してきた。 

他方、本学学生の海外派遣も順調に拡大してい

る。全学共通の各種「留学プログラム」への参加者

は、上記と同時期、平成 20年（2008 年）度末 236

【本構想における取組】 

＜本取組でのカリキュラムの拡充・豊富化＞ 

本取組は、目標設定シート１の③に挙げた能力、

資質を備えたグローバル人材を育成するという目

的を実現するために、左記の特色あるカリキュラム

を拡充・補強することによって、取組全体をなによ

りも学生にとって魅力あるものに仕上げていくこ

とに努める。 

例えば、外国語運用能力の向上のために、

「TOEFL 対策講座」等を大幅に拡充し、また、正

課科目の TOEFL 強化コースとして「Intensive 

Courses for TOEFL（仮称）」を新設し、それを運

営できる体制を整える。更に、ILA で開講されてい

る英語での授業科目へ、6 学部からの日本人学生の

受講者を選抜し、積極的な履修を奨励する。 

また、現代のグローバル人材に不可欠な、日本と

世界の近現代史や世界の諸宗教についての十分な

理解を涵養するために、関連科目を新設することを

計画する。 

＜取組内容の体系性と特色＞ 

【取組内容の体系性】 

本取組は、プログラム参加を経年別に「入学前段

階」「留学前段階」「留学期間」「留学後段階」に

大別し、実際の正課科目としての各種留学プログラ

ムとの有機的接続を目指すと共に、留学後も卒業時

までの期間を更なる自己成長としての時期と定め、

体系的な構成をなすものである。 

まず、法人内の高等学校在学生を対象として、高

校在学時に留学オリエンテーションの実施や

TOEFL-ITP の受験機会の提供を行う。入学時には、

入学者全員を対象に、TOEFL-ITP を受験させ、そ

の点数をもって、本取組の各プログラムに参加する

ための基礎能力スコアとする。プログラム進行に合

わせて、新設される正課科目である「Intensive 

Courses for TOEFL」の履修に加えて、適宜実施さ

れる「TOEFL 対策講座」等への参加によって外国

語運用能力を向上させ、その伸長度も含めて、定期

的に行われる留学コーディネーターとの面談によ

って、自己達成度の確認を随時行う。 

【系統的な動機付けと成長】 

本取組を実効力と魅力あるものにするために特
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名から平成 23 年（2011 年）度末 469 名に増大して

いる。その他も合わせた派遣総数は 746 名になって

いる。 

以下に、本取組の構想と直接関連している、派遣

の現状、グローバル人材の養成を主目的とした新学

部の設置の意義、いわゆる「英語コース」開設の現

状を記す。 

【留学プログラム】 

全学共通の留学プログラムとしては、派遣期間別

に正課科目として、「スプリングプログラム」、「サ

マープログラム」、「セメスタープログラム」が、ま

た、大学間の学生交換協定に基づく「交換留学」が

設置されている。平成 23年（2011 年）度実績とし

ては、以下の通りである。 

・「スプリングプログラム」 

出願者 146 名、参加者 107 名（英語：出願者

90 名、参加者 64 名／初修外国語：出願者 56

名、参加者 43 名）。 

・「サマープログラム」 

出願者 329 名、参加者 190 名（英語：出願者

260 名、参加者 124 名／初修外国語：出願者

69 名、参加者 66 名）。 

・「セメスター留学」 

出願者 83 名、参加者 70名（英語） 

・「交換留学」 

出願者延べ 228 名（実数 147 名）、参加者 102 

名（英語圏は 50 名）。 

・「学部専門型留学プログラム」 

234 名／神・経済・商・生命医科学部 

既述したように、各種の派遣留学生数は、年々順

調に増えている。学生の留学への関心も高く、人気

のプログラムには応募者が殺到し、全ての希望がか

なえられない状況もある。 

その反面、今後解決しなければならないいくつか

の課題も浮上している。①英語のプログラムと初修

外国語のプログラムでは、希望者・応募者と受入枠

の間に大きな差が認められること、②一部の国・地

域への「交換留学」では、受入枠が恒常的に満たさ

れていないこと、③留学希望先と自らの語学能力に

差があり、留学を希望しつつも実現できない学生が

存在すること、などである。 

また、学部独自の留学プログラムは、現在、既に

神学部、文学部、経済学部、商学部、生命医科学部、

グローバル・コミュニケーション学部による複数の

独自「専門型留学プログラム」を実施しているが、

全体の参加数は、まだ 396 名に留まっている。 

【グローバル・コミュニケーション学部の派遣計画】 

各種の留学プログラムの展開の他に、派遣留学に

重点を置いた学部教育のグローバル化を促進する

一環として、平成 23 年（2011 年）度に、英語コー

に留意すべきことは、 

 ①入学前及び入学直後において、できるだけ早い

時期から系統的に動機付けの定着を図ること、 

 ②正課並びに正課外の種々のプログラムを通し

て、正課科目である留学プログラムへと接続するこ

と、 

 ③帰国後も、学生一人ひとりの言語運用能力の更

なる伸長のみならず、人間的成長をも支援すること

である。 

 本取組では、まず、大学生としての自己決定・自

己責任の重要性を入学時に明確に意識させること

を重視している。そのため、入学時に全ての学生を

対象とした TOEFL-ITP の受験は、プレイスメント

テストとしてその時点での語学能力を自己認識さ

せるばかりでなく、在学時における将来の留学プロ

グラム参加への強い誘引要因となりうることが大

いに期待される。 

留学への動機付けとして、既に入学前段階から、

本構想の全体像についての案内を印刷物を用いて

行い、本学の留学プログラムの理解を促し、在学中

の留学計画を促す『外国留学のススメ』を入試合格

者への書類に同封し、留学ロードマップ、タイムラ

インを示す。また、具体的な留学先、学術交流協定

校の全てのデータ、外国語能力についての情報を掲

載した『外国留学の手引き』を新入生全員に配付す

る。更に、履修指導週間中には終日にわたって、留

学に関する説明会を複数回開催し、留学を含めた履

修登録も行う等、一定の環境は整えられている。特

に、既に作成している『外国留学の手引き』には、

留学準備時に想定される様々な課題について、自己

分析する様式を組込んでいる。ラーニング・コモン

ズ等で、留学コーディネーターからの助言によっ

て、自らの意思に基づいて、自分の計画に合った留

学形態の選択及び留学準備を可能にする体制を整

える。 

また、各留学プログラムの参加者への財政的な支

援としては、既に、スプリングプログラム・サマー

プログラムの場合はプログラム費用の 2 割（7万円

を上限）、セメスタープログラムの場合は 25万円、

交換留学の場合は15万円または30万円を奨学金と

して支給し、留学する学生の財政負担の軽減を図っ

ている。 

本事業の学生送出しに要する更なる財政的支援

として、現在、留学奨励を目的とした奨学金（昨年

の支給実績 4,500 万円）を大幅に拡充して、大学と

して更に 1 億円程度の上積みをする計画である。 

【留学プログラムの拡充】 

学生の送出しプログラムについては、現行のスプ

リングプログラム、サマープログラム、セメスター

プログラム（英語・初修外国語合わせて、21 プロ
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ス（平成 23 年（2011 年）度入学者数 80 名）、中国

語コース（同 42 名）及び外国人留学生を対象とし

た日本語コース（同 18 名）から構成される「グロ

ーバル・コミュニケーション学部」を設置した。平

成 24 年（2012 年）度には、2年次生春学期からの

海外留学を義務付ける英語コースでは、学生をアメ

リカ（4 大学）、カナダ（4 大学）、イギリス（2 大

学）、オーストラリア（2 大学）、ニュージーランド

（1 大学）へ派遣しており、2 年次生秋学期から派

遣を行う中国語コースでは、中国（2 大学）、台湾

（1 大学）を派遣先として決定している。なお、各

コースの卒業までの目標として、英語コースは

TOEFL iBT79 点相当以上、中国語コースは中国語

検定 2級、日本語コースは J.TEST 実用日本語検定

準 A 級レベルの取得を掲げている。更に、平成 25

年（2013 年）度には、ある一定期間の海外留学を

教育課程の中に義務付ける「グローバル地域文化学

部」を新設する。 

【英語で行われる教育プログラム】 

魅力ある教育のグローバル化の重要な要素とな

っているのが、いわゆる「英語コース」の開設であ

り、これを日本人学生に広く開放することである。 

平成 23 年（2011 年）度に開設された英語による

授業のみで学士の学位が取得できる学士課程プロ

グラム ILA には、“Japanese Society and Global 

Culture Cluster,” “Japanese Business  in  the  

Global  Economy Cluster,” “Japanese Political 

Science and Global Studies Cluster”の 3つのクラ

スターが設置されている。当該プログラムに

Degree Seeking Student として入学した外国人留

学生以外に、本学の文・社会・法・経済・商・政策

学部の国際専修コース生についても、一定数の卖位

を ILA 科目より履修することが義務付けられてお

り、本学において、英語で実施される科目を履修し

ている。（平成 23 年（2011 年）度春学期 延べ 19

名 7 科目、平成 23 年（2011 年）度秋学期延べ 32

名、8 科目履修、平成 24年（2012 年）度春学期延

べ 46 名、13 科目履修。） 

その他、全学共通教養教育科目の中には、「国際

教養科目群」を設け、主に多文化及び日本文化を理

解する科目、英語により授業が行われるクラスや、

外国人留学生と共に学ぶクラスを提供している。具

体的には、外国人留学生と共に学び、日本の文化に

ついて再認識できる「日本の伝統と美」「日本の伝

統と文化」「日本の伝統と芸能」「日本の伝統と能楽」

「日本の伝統と芸」等が設置されている。 

更に、本学に SAP センターを設置する AKP、

KCJS、並びに SCTI 等の本学学生による科目履修

も可能となっている。（平成 23 年（2011 年）度実

績で、延べ 20 名、11 科目履修）。本学の学生と SAP

グラム実施）を、年次進行に合わせて拡充する。平

成 28 年（2016 年）度までに、スプリングプログラ

ム 10（英語 6＋初修外国語 4）、サマープログラム

22（英語 15＋初修外国語 7）、セメスタープログラ

ム 3の計 35 プログラムにまで拡充を図る。（1プロ

グラム収容定員は 20～30 名とする。）具体的には、

平成 25 年（2013 年）度に、スプリングプログラム、

サマープログラムの新規候補として、カナダの 2 大

学と交渉を進める。また、年次進行に合わせて、大

学間協定を締結している大学を中心に毎年 2～3 大

学を目処に新規開拓する。 

更に、大学間協定に基づく派遣留学者数について

は、平成 23 年（2011 年）度実績の 102 名を、平成

25 年（2013 年）度には学生交換協定大学数とほぼ

同数の 140 名、平成 28 年(2016 年)度には、170 名

を見込む。 

以上の全学共通の留学プログラムに加えて、各学

部の協力を得ながら、「学部専門型留学プログラム」

の積極的な拡充を図り、このタイプの留学生を平成

28 年（2016 年）度には 600 名派遣することを目指

す。 

【新設学部による組織的な派遣計画】 

左記の通り、グローバル・コミュニケーション学

部は、英語コース約 80名、中国語コース約 40名の

学生を、それぞれ 2年次春学期からと 2年次秋学期

から 1年間海外の諸大学に派遣し、そこでの一定の

卖位の履修をカリキュラム上義務付けている。来年

度以降も、運営上の改善を図りながら、この組織的

な派遣を継続していく。 

これに加えて、平成 25 年（2013 年）度には、グ

ローバル地域文化学部が設置される予定であるが、

この学部も卒業時までに卖位認定のできる、何らか

の形態での留学を全員（学生定員 180 名）に課して

いる。それゆえ、学部教育の専門性と連携した、様々

な留学プログラムへの参加者が年度を追うごとに

順次増大していくことが見込める。 

【英語で行われる教育プログラム】 

現在、文学部、法学部、経済学部、商学部（入学

定員合計 3,220 名）は、1・2 年次の教育を京田辺

キャンパス、3・4 年次の教育は今出川キャンパス

で実施している。平成 25 年（2013 年）度には、両

キャンパスの特色を明確にし、いわゆる人文・社会

科学系の教育は今出川校地に統合することが決定

されている。 

この校地移動によって、従来は社会学部と政策学

部の学生にだけ可能であった ILA「国際専修コー

ス」（学部の日本人学生が、ILA の英語授業科目を

20～30 卖位履修するコース）への参加・履修者が

文・法・経済・商学部へと拡大される。従って、こ

れら 4学部の意欲ある積極的な学生が、学内にいな
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センターの外国人留学生が授業科目による知識の

涵養のみならず、正課外における活動も共にするこ

とにより、多様な知識及び経験の富化が可能な科目

を提供している。 

その他、本学で実施される海外大学のプログラム

としては、ハーバードサマースクール（平成 24 年

（2012 年）6 月 5 日～7 月 26 日開講）の

study-partner としての参加、ニューオリンズ大学

のUNO-Japan Studyプログラム（平成 24年（2012

年）5 月 29 日～6 月 29 日開講）、アメリカ政府奨

学 金 プ ロ グ ラ ム で あ る Critical Language 

Scholarship プログラム（毎年 6月上旪～8月上旪

の 8週間開講）がある。これらのプログラムへの登

録参加によって、本学において、アメリカの有力大

学の学生と、まさに机を並べて学習できる環境の提

供により、留学前後の疑似留学体験が可能となって

いる。 

上記のように、本学学生の送出しに関しては、教

学と後方支援に関する組織面と運用面において、動

機付け、外国語運用能力の伸長、並びに正課科目と

しての留学プログラムへの接続に関して、一定の成

果を上げてきた。しかしながら、それらはそれぞれ

の部署の卖発的な取組として実施されてきたもの

で、全体としての有機的な体制が構築されておら

ず、全学部を巻き込んだ、一体化された全学支援体

制となっていないという課題が残されている。 

＜産業界との連携＞ 

従来から留学促進の阻害要因の一つとされてい

る就職活動支援との関係については、外国人留学

生、日本人帰国子女と共に、日本人の海外留学経験

者を対象としたグローバル人材向け企業セミナー、

会社説明会等を開催（平成 23 年（2012 年）度 3回

開催予定、内 1 回は開催済）し、企業が求めるグロ

ーバル人材についての周知の機会を提供すると共

に、留学中の学生への就職情報の提供を行ってき

た。 

産業界の連携についても、キャリアセンターが所

管の就職支援事業として、例えば、海外インターン

シップについては、「現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム」の取組として、平成 20年（2008 年）度

及び平成 21年（2009 年）度に「上海インターンシ

ップ」を実施した。また、キャリア形成講座におい

ては、グローバル企業を招聘し、事業展開や事業内

容について話題提供を行った。 

がら英語で行われる科目を履修する機会は格段に

広がり、英語運用能力の向上や将来の本格的な留学

への対応が可能になる。 

その他、留学を経験せず、国内に留まったままの

本学学生には、ILA によって提供される科目の履修

機会に加えて、AKP、KCJS、SCTI 等の海外の大

学及び連携組織の SAP センターによって提供され

る卖位取得を含む授業の履修機会の拡充によって、

国内にいながらの擬似海外留学体験の機会を一層

拡充するように努める。更に、各学部専門教育科目

並びに｢国際教養科目｣の体系的な履修によって、

「学部専門型留学プログラム｣へとつなげる。現行

の「学部専門型留学プログラム｣の充実については、

各学部のカリキュラムポリシーに従って、学部間協

定の新規締結やゼミ卖位の交流の活性化等の方策

で、学生の一層の流動性を高め、海外留学の促進を

図る。 

＜産業界との連携＞ 

海外インターンシップの実施方策として、まず、

グローバル志向の学生に対して、海外での就業体験

を通じて、将来日本人スタッフとして働く状況を想

定させる。現地校友会と連携して、海外で仕事をす

ることについて、卒業生の立場から助言を得ること

で、職業観の醸成を目指す。また、現地学生との交

流会を企画し、多文化への理解を深める契機とす

る。このため、平成 27 年（2015 年）年度実施を目

処に、グローバル展開している企業に働きかけ、受

入先を開拓する。 

現在、既に実施中の正課インターンシップの中

に、「国内インターンシップグローバルコース（仮

称）」を設置し、国内のグローバル企業でのインタ

ーンシップを実施する。受入先のプログラムにおい

ても国際業務に特化した内容とする。 

また、低年次向けプログラムとして、校友会のネ

ットワークを活用し、グローバルに活躍している

OB や OG を招聘し、自身の仕事やキャリアパスの

みならず、同志社大学での学びとの関連性について

も話題提供してもらう。入学後早期の段階から、海

外で活躍することを視野に入れた自身の将来を考

える契機とする。 

更に、企業と学生の交流を目指して、グローバル

企業の若手社員とグローバル志向の学生との交流

会を実施する。グローバル化した多角的な仕事の実

態の一端を理解することを目的とする。 

いずれのプログラムも、派遣留学生を中心に、帰

国子女や TOEFL や TOEIC 等の高得点取得者はも

とより、グローバルに活躍できる人材となることに

意欲のある学生を巻き込み、海外に目を向ける層の

拡大を図る。 
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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】 

本学では、教育理念の一つである「国際主義」を

具現化するために、創立当初から、欧米の先進的な

知見と教育方法を身に付けた外国人教員を積極的

に採用してきた。平成 24 年（2012 年）4 月の時点

で、専任教員 778 名中、外国人教員は 61 名（7.8％）

である。嘱託講師を含めると、2,089 名中、外国人

教員は 211 名（10.1％）となる。外国人教員の比率

は、平成 15 年（2003 年）度に任期付教員制度を導

入するに当たり、全学の外国語教育を担当する言語

文化教育研究センターにおいては、任期付教員を全

て外国人教員とすることを組織決定して以来、年々

上昇している。 

近年は、平成 22年（2010 年）に開設したグロー

バル・スタディーズ研究科で、専任教員 21 名中、

外国人教員 6 名（28.6％）、平成 23 年（2011 年）

度に開設したグローバル・コミュニケーション学部

で、専任教員 29 名中、外国人教員 9名（31％）、同

じく、平成 23 年（2011 年）度に開設した ILA は 5

名の専任教員全員（100％）が外国人教員となる等、

全学平均を大きく上回る比率の組織の開設が続い

ている。 

更に、平成 25 年（2013 年）度に開設するグロー

バル地域文化学部においても、完成年度の平成 28

年（2016 年）度には、専任教員 52 名中、外国人教

員 17 名（32.7％）の着任が決定済みである。 

また、かつては、外国語教育の推進のために外国

人教員を採用する傾向があったが、最近は外国語運

用能力を基礎として、様々な地理的、文化的、社会

的基盤を持つ人々により構成されるグローバル社

会で活躍できる多文化理解能力に長けた人材を養

成するために、外国人教員に限らず、海外事情に詳

しい、海外での教育研究実績のある教員の採用も積

極的に進めている。平成 24 年（2012 年）4月現在、

専任教員の内 167 名（22.7％）が海外の博士学位ま

たは修士学位、専門職学位を有していることは、教

育体制のグローバル化の証である。 

このように、外国人教員をはじめとした海外経験

豊富な卓越した教員を確保するために、教員公募は

学会等の HP に加え、本学 HP でも公募し、外国人

教員も採用の対象としている場合は、公募要領も外

国語で掲載している。また、文学部英文学科、グロ

ーバル地域文化学部、ILA、ビジネス研究科等では

【本構想における取組】 

本学では、平成 21 年（2009 年）度の「Global 30」

の採択を受けて、嘱託講師も含めた外国人教員の比

率を平成 25 年（2013 年）度末までに 10.4％に、

平成 32 年（2020 年）度末までに 11.1％に向上さ

せることを目標として設定しており、今後もこれの

実現に向けて、外国人教員の採用とそのための環境

整備を加速させていく。 

ただし、教員採用は、各学部・研究科の教育・研

究に係る最重要課題であり、教授会の専決事項であ

ることから、全学一律の基準を設けて、これを強制

することは適切でない。このため、全学的に教育体

制のグローバル化に向けての意識を共有するため

に、以下のようなガイドラインを設け、各学部・研

究科に協力を求める。 

＜国際公募による選考と外国語による教育経験＞ 

まず、教員の採用に際しては、学問分野の性格上

やむを得ない場合を除いて、原則として国際公募に

よる競争的な環境での選考を行う。公募情報は日本

語版と外国語版の両方を準備し、常時本学 HP で閲

覧できるようにする他、海外の提携校や大規模な学

会等の団体へ公募情報を送付する。 

また、選考に当たっては、海外の大学で取得した

学位を保有していることや、海外の大学での教育歴

を有していること、外国語による教育経験を有して

いること等を重要な指標に位置付ける。 

＜外国人任期付教員採用＞ 

次に、学部・研究科ごとに定めている任期付教員

の採用枠の内 1 名は外国人教員枠とすることを奨

励する。なお、グローバル・コミュニケーション学

部とグローバル地域文化学部で採用する、主として

全学の外国語教育を担当する任期付教員は、従前の

ルールを適用し、全員、担当する外国語を母語とす

る外国人教員とする。 

＜グローバル関連学部における教員採用＞ 

3 点目として、グローバル・コミュニケーション

学部やグローバル地域文化学部のように、教育内容

のグローバル対応を謳っている学部以外の既設の

学部についても、学生の目を世界に向けさせるため

に、海外での教育・研究経験（学位の取得、大学で

の授業経験、在外研究等）を有する教員の比率を高

める。 

＜本学教員のグローバル教育力の養成＞ 
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国際公募によって外国人教員を募集しており、これ

に加えて、グローバル・コミュニケーション学部、

グローバル・スタディーズ研究科のように、海外の

大学での教育経験や海外の大学で取得した学位の

保有を採用条件としている組織もある。 

更に、海外の優れた研究者の見識に触れ、グロー

バルな視点や海外で学ぶことへの動機付けとして、

集中講義による短期間の招聘を認める等、客員教員

の制度を柔軟に運用し、より多くの研究者を海外か

ら招聘し、学生の教育に従事してもらうことを推進

している。平成 23年（2011 年）度の海外からの客

員教員招聘数は 23 名であり、平成 24 年（2012 年）

度も 4月現在、21 名の招聘が決定している。 

 なお、外国人教員の受入態勢を強化するために、

教育活動支援の一環として、出講案内（授業時間割、

台風等の場合の措置、情報処理機器操作、試験、評

価基準、緊急連絡先、給与、キャンパスハラスメン

ト等について記載）、WEB 学修支援システム（シラ

バス入稿や採点入力）、関連学内諸規程の英文化が

完了している。 

これらの方策に加えて、海外協定大学との学術交

流を活発にし、年卖位での教員の交換による双方の

大学での教育活動を推進し、教員体制のグローバル

化を図ることとする。まず本学 ILA によって提供

されている英語による授業や、海外提携大学によっ

て開講されている英語による授業への、本学の教員

の参加数を増加させる他、海外の提携大学から派遣

される教員との合同授業（チーム・ティーチング）

を積極的に導入する。これらの経験を積み重ね、本

学教員のグローバル教育力を向上させた上で、次の

段階として、海外へ赴き、提携大学での授業を担当

する教員数を増加させるという方策によって、段階

的に教員のグローバル教育力を向上させていくこ

とが計画されている。 
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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】 

本学の教育開発センターでは、毎年 2 回 FD 講演

会を開催しており、各回の講師として国内外の高等

教育研究者を招聘してきた。過去には、カリフォル

ニア大学ロサンゼルス校・バークレイ校、サウスカ

ロライナ大学ビューフォード校等から大学教育の

専門家を FD 講演会に招聘してきており、先進的な

教育に取組んでいる海外の事例を、本学の教職員に

紹介してきた。 

最近では、平成 24 年（2012 年）1 月、本学 ILA

が主催（共催：京都大学、大阪大学、立命館大学）

して、海外からも多くの講師を招き“Developing 

English Undergraduate Programs in Japan : 

Pedagogy, Recrutiment and Student Life”と題し

た Doshisha G30 Workshop を開催し、日本で行わ

れる学士課程レベルの英語授業の実践に関わる諸

テーマについて活発な議論を惹起し、学内外の高い

評価を得た。 

ILA では、現在（3 セメスターまで進行中）、本学

の外国人専任教員 5 名が 22科目（30クラス）を担

当している他、ILA を全学体制で支援するという観

点、日本人専任教員のグローバル教育力の向上とい

う観点から、本学の日本人専任教員 14 名が 15科目

（15 クラス）を担当している。全セメスター完成時

（平成 26 年（2014 年）9月）には、20 名を超す日

本人専任教員が ILA 科目を担当する予定である。 

なお、日本人教員が英語による授業を担当した場

合は、当該授業についてのコマ数カウントを当面 2

倍にする等、外国語による授業を充実させるため

に、教員のインセンティブを図っている。 

また、協定に基づきアーモスト大学、オバーリン

大学、カールトン大学等から教員が派遣され、本学

の教育に参加することがある一方で、本学の教員

も、アーモスト大学、北京大学等の協定校を中心に、

海外での授業実施例がある。 

この他、教員個人の教育力を向上させる取組とし

て、毎年、年度末に 1 年間の教育業績を報告しても

らう「教育活動実態調査」を各学部で行っており、

一部の学部においては、教育業績の評価を行って、

昇任の際の一つの指標として取り扱っている。 

更に、教育開発センターによる、教育方法・教材

開発支援制度により、グローバルな通用性のある新

しい教育方法や教材開発に取組もうとする組織や

教員を経済的に支援する制度を設けている。 

【本構想における取組】 

＜FD の推進－英語による実践授業・合同授業＞ 

 平成 24 年（2012 年）度の「学習支援・教育開発

センター」への改組によって、教員への FD 支援及

び学生への学習支援が可能となる。従来の FD 講演

会も卖なる講演による海外の事例紹介に終始する

のではなく、教員に実際の授業現場を経験してもら

い、教育方法を身につけてもらうために、学生参加

による実践授業や合同授業の実施を計画している。 

＜学内におけるグローバル教育力から海外実践＞ 

更なるグローバル教育力の向上のために、以下の

方策・計画を段階的に講じる。 

①本学の ILA におけるカリキュラムに、より多

くの日本人教員が参加するよう奨励し、現時点で

28.2％である日本人専任教員の授業担当数を、平成

28 年（2016 年）には 35％程度まで上昇させる。 

②本学で開講されている AKP 及び KCJS、スタ

ンフォード大学、ハーバード大学等の英語による授

業への日本人教員の参加も奨励し、現時点で皆無で

ある日本人教員の授業担当数を、平成 28年（2016

年）には 10％程度まで上昇させる。 

③海外の提携大学から派遣された教員が卖なる

講演を行うのではなく、積極的に本学の授業に参加

してもらうために、授業前に電子メール等によって

日本人担当者と綿密な意見交換をし、本学で合同授

業（チーム・ティーチング）等を実践する。こうし

た授業経験によって、日本人教員にとっては、海外

での授業担当のシミュレーションとなるため、実践

的教育力の養成につながる。この点においても、現

時点では実験的にしか行われてこなかった海外提

携大学教員との合同授業の授業担当数を、平成 28

年（2016 年）には 10％程度まで増加させる。 

④これらの段階的な養成を通して、本学で開講さ

れる外国語による授業担当を経験した教員は、提携

校へ赴き、実践型研修を受け、授業実施を行う。更

に、現地で修得した教授法・授業運営方法を持ち帰

り、本学の教育へのフィードバックとして実践す

る。これら一連のサイクルを定着化させることによ

り、本学の教員のグローバル教育力養成を図る。 

＜グローバル教育力の評価＞ 

外国語による授業の担当や、提携大学教員との合

同授業、海外での実践型研修や授業実施を行う教員

の教育業績を積極的に評価するため、現在の本学の

所定の業績書に教育業績記入欄を設け、採用、昇任

の際の審査の対象となるよう配慮する。 
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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】 

＜動機付け及び留学準備・計画支援＞ 

入学前及び入学時からの動機付けや留学に向け

た学生の準備・計画作成支援については、現在、国

際センター国際課が主管となって行っている。オー

プンキャンパス等を活用して、入学前段階から、本

学の留学プログラムを理解し、在学中の留学計画を

実現可能なものとするために、『外国留学のススメ』

を全学生に配布している。ここには、「なぜ留学す

るのか」「多様なプログラムの自分にとってのメリ

ット・デメリット」等分析する様式が組込まれてい

る。留学について自問・自答することにより、自分

の計画に合った留学形態の選択及び留学準備を可

能としている。国際センター国際課窓口に直接相談

に来る学生には、適宜必要な助言を与えている。 

＜海外留学プログラム等の開発支援体制＞ 

国際連携推進機構の強力なサポート体制によっ

て、大学間の学術交流協定校数は、「Global 30」申

請時の平成 21 年（2009 年）5月 1 日現在、28 カ国

87 大学であったが、平成 24 年（2012 年）5月 1 日

時には、36 カ国 158 大学となり、「Global 30」採

択後 3年足らずで、70 大学以上との新規協定を締結

し、学生の多様な留学先の確保・拡充に努めてきた。 

また、具体的な留学プログラムとして、最短 2 週

間程度の短期の留学、1 カ月のスプリングプログラ

ム・サマープログラム、1 学期間のセメスタープロ

グラム並びに最長 1 年の交換留学まで、多様なニー

ズに対応できる留学プログラムの充実を図ってき

た。現在、スプリングプログラム、サマープログラ

ム、セメスタープログラムについて、英語・初修外

国語を合わせて、21 プログラムを実施している。 

全学共通教養教育センターの下に提供されてい

る国際教養科目群内に置かれているスプリングプ

ログラム、サマープログラム、セメスタープログラ

ムについては、教学面での責任を、グローバル・コ

ミュニケーション学部並びに言語文化教育研究セ

ンター（平成 25年（2013 年）度よりグローバル地

域文化学部に改組転換予定）が負っている。一方で、

留学に関わる種々の連絡・後方支援は国際センター

【本構想における取組】 

＜動機付け及び留学準備・計画支援＞ 

本取組では、入学前段階から、法人内の高等学校

を巻き込んだ一貫教育のメリットを最大限に活か

し、留学に向けた事前オリエンテーションの実施や

TOEFL 等の資格試験対策講座を提供し、早期段階

における留学への誘導を図る。更に、本学の留学プ

ログラムの理解と在学中の留学計画も促す『外国留

学のススメ』や具体的な留学先、学術交流協定校の

全てのデータ、外国語能力についての情報を掲載し

た『外国留学の手引き』を新入生全員に配付する。

更に、ラーニング・コモンズ等で留学に向けたオリ

エンテーション並び各種プログラムを入学後直後

の時期から集中的かつ効果的に行う。 

＜海外留学プログラム等の開発支援体制＞ 

新規の海外留学プログラム等の開発は、これまで

大学間交流協定等で交渉実績のある国際センター

国際課が有する情報を活用しつつ、教学面での責任

体制として、引き続き、全学共通教養教育センター

の管轄の下、グローバル・コミュニケーション学部

並びに言語文化教育研究センターがその責を担う。

平成 28 年（2016 年）度には、スプリングプログラ

ム、サマープログラム、セメスタープログラムを合

わせて、最大で計 35 プログラムにまで拡充する。 

本取組において主導的役割を担うのは、学習支

援・教育開発センター所管のラーニング・コモンズ

に配置される留学コーディネーターである。メンタ

ル面も含めた留学指導及び情報提供等の恒常な支

援・指導によって、学生自らの意思に基づいて、学

生自らの計画に合った留学形態の選択及び留学準

備を可能にする体制が整えられる。 

＜留学情報や奨学金に関する一元的支援＞ 

諸外国の大学の留学等に関する情報については、

既に十分な情報蓄積がある国際センター国際課の

ノウハウを活用し、留学コーディネーターの管理・

運営の下、一層の情報収集と情報提供を行い、一元

管理の下、ワンストップサービス機能を強化する。 

奨学金に関しては、留学の間接的な後方支援の一

部と位置付け、一元的な情報収集・提供、獲得に向
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国際課が担っている。また、短期の留学並びに交換

留学は、その選考過程から、留学前の相談、留学中

の事務連絡、留学後の事後相談に至るまで、一括し

て、国際センター国際課が事務を担当している。 

＜留学情報や奨学金に関する一元的支援＞ 

諸外国の大学の留学等に関する情報については、

交換留学先の必要な情報を大学別にファイリング

し、希望者の閲覧に供している。奨学金に関する一

元的な情報収集・提供、獲得に向けた支援について

も、全ての留学に対し、留学期間に応じて一定額の

奨学金を与え、留学する学生の財政負担の軽減を図

っている。これらの支援は、全て、国際センター国

際課が一元的に管理・運営を行っている。 

＜ラーニング・アグリメントの周知徹底＞ 

国際センター国際課が所管となって、留学に必要

な情報を適宜収集し、全ての留学先に個別対応した

「出願ガイド」を作成している。また、帰国した学

生にはアンケートの提出を求め、履修卖位の読み換

え等に係る情報収集に努めてはいるが、未記入のま

ま提出されている場合も多く、組織的な取組となっ

てはいないのが現状である。 

＜海外留学を促進する制度等の導入の推進＞ 

グローバル・コミュニケーション学部並びに言語

文化教育研究センター所属の外国語別担当教員に

よる語学カウンセリングとオフィスアワーが今出

川キャンパス並びに京田辺キャンパスに設けられ、

留学希望学生の相談に利用されている。 

AKP、KCJS 等の海外有力大学の SAP 拠点で開

講されている授業科目の一部について、本学学生の

登録・履修が認められており、留学することなく、

アメリカの学生たちと共に現地の授業を本学内で

共修できる、擬似留学体験の機会が提供される。こ

れによって、より高度な英語運用能力の養成と共

に、より一層強い留学への動機付けを図ることがで

きる。 

学部レベルの海外留学を義務付ける取組として、

平成 23 年（2011 年）度に、グローバル・コミュニ

ケーション学部を設置し、外国人留学生を対象とす

る日本語コース以外の英語及び中国語の両コース

は 1年間の海外留学を義務付けている。 

更に、平成 25 年（2013 年）度には、グローバル

地域文化学部を開設することを計画している。この

学部は、ヨーロッパ、アジア・太平洋、アメリカの

3 つの地域の文化と社会についてグローバルな視野

に立って理解を深めることを主目的とするもので、

既設のグローバル・コミュニケーション学部のよう

に1年間の海外留学を義務付けることはしないもの

の、外国語の研修も含めた本学のいずれかの留学プ

ログラムに参加することを必修とする。 

けた支援について、引き続き、国際センター国際課

が担当する。 

＜ラーニング・アグリメントの周知徹底＞ 

従来、国際センター国際課が所管となって行って

きた留学に必要な情報収集や応募願書の作成、卖位

認定等に係る情報提供並びに危機管理情報等は、全

て留学コーディネーターの管理・運営の下、ラーニ

ング・コモンズに集中させて、ワンストップサービ

スの機能を強化する。 

＜海外留学を促進する制度等の導入の推進＞ 

海外留学を促進する仕組として、この取組への申

請者には、一定期間に当該言語圏の大学での学修に

必要とされる外国語運用能力の 4 技能を高めるこ

とを可能にする正課・正課外の語学特別プログラム

を提供する。まず、平成 25 年（2013 年）度を目処

に、課外の語学検定講座（TOEFL・TOEIC 対策講

座等）の拡充に加えて、正規科目「Intensive 

Courses for TOEFL（仮称）」を新設する。具体的

には、この科目は、全学的な英語教育の取組の新機

軸として、例えば、0 講時（8：20～8：50）及び昼

休み時（12:35～13:05）を活用し、月～土の毎日に

おいて集中的語学トレーニングを課す予定である。

この科目の運営・管理のために、任期付教員 3名（主

担当のコースコーディネーター1名、副担当 2名）

を採用する。また、正課外プログラムとしては、例

えば、「TOEFL 対策講座」について、TOEFL-iBT 

60 点（TOEFL-PBT 500 点）コース、TOEFL-iBT 

79 点（TOEFL-PBT 550 点）コース、TOEFL-iBT 

100 点（TOEFL-PBT 600 点）コースを設置し、受

講生には一定の受講費用の補助を行う。なお、実施

においては、既に実施実績のある外部業者に業務委

託する。 

留学を実効あるものとするために、例えば、学術

交流協定校への留学者（最低 1セメスター）の留学

の動機、目的、成果等を明確に自己認識させること

ができるよう、留学申請の段階から「“Go Global”

ポートフォリオ」の作成を義務付け、留学に係る

PDCA を確立させる。また、「留学型」「国内型」を

問わず、外国語、卖位認定を伴う海外研修及び「グ

ローバル人材関連科目（仮称）」から 16 卖位以上を

修得し、GPAが3.3以上の学生には、「Doshisha “Go 

Global” Passport」を授与し、表彰する。 

更に、留学コーディネーターの管理・運営の下、

留学経験者及び外国人留学生との交流を前提とし

た彼らの積極的な関与の重要性に鑑み、一定の国・

地域への留学経験学生もラーニング・アシスタント

に任用する。留学を考える相談者にとって、留学に

関する経験や情報を通した双方向的な交流が留学

への強い動機付けとなることが期待される。 
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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】 

本学学生の留学に係る業務は、国際センター国際

課が担っているが、長期の留学（学術交流協定校へ

の交換留学）の主担当者 2 名の専任職員は、長期に

わたる海外居住経験者及び留学経験者（合計3年間）

である。彼らは、海外の事情に詳しく、留学前から

派遣される学生と密接な関係を保つと共に、留学中

においても、現地到着後 2週間、第 1セメスター開

始後及び第 2セメスター開始後、帰国直前、帰国後

に提出されるレポートを精査し、留学中に問題があ

れば、電子メール及び電話にて対応する体制を採っ

ている。また、先方大学への協力要請が必要な場合

には、担当者間のみならず、組織としての協力体制

が必要である場合には、国際センター所長、副所長

または課長が直接相手大学の責任者と交渉を行っ

ている。このような関係構築のため、毎年アメリカ

及びヨーロッパで開催される、NAFSA 及び EAIE

等に出向き、人的ネットワークの構築・強化に努め

ている。 

留学中の学生の危機管理については、危機管理会

社のサービスへの加入を義務付け、本学学生が世界

中のどの地域に滞在しているかを当該会社が把握

し、世界中の出来事についてのレポートを作成し

て、自然災害、重大な事故・政変が発生した場合に

は、すぐにレポートが届くシステムを導入してい

る。また、当該サービスに加入すると、体調不良を

訴えた場合は、滞在地域でいちばん近い医療機関の

紹介がなされるようになっている。最悪のケースの

場合でも、周辺地域に滞在する本学学生に安否確認

メールを一斉送信することも可能である。 

帰国後のサポートとしては、日本と留学先大学の

学年暦の相違により学生が不利益を被ることがな

いよう、「外国の大学に留学する学生の取扱いに関

する内規」において、留学した学生の帰国直後の学

期における登録及び履修に特別の措置を講ずるこ

とがある旨規定し、卖位取得に必要な授業時間数が

確保できる場合には、柔軟な対応を認めている。 

留学中のキャリア支援については、留学前出発オ

リエンテーション時での就職活動の情報提供や留

学中の本学の就職支援システムの利用等の環境を

整え、帰国後に参加できるグローバル人材向けのガ

イダンスや企業セミナーを 7月に開催している。ま

た、必要な情報は、国際センター国際課とキャリア

支援課の連携の下、電子メールで提供している。 

【本構想における取組】 

＜トライアングルサポート体制＞ 

留学前指導、留学中のサポートから帰国後のサポ

ートまでを一括して、国際センター国際課が、本事

業で雇用予定の留学コーディネーターと連携する

ことで、留学及び帰国後のよりきめ細かいフォロー

を行えるようにする。具体的には、セメスター以上

の留学を行う者については、留学の目的、本学にお

ける学修計画との関係、将来の目標、留学により会

得したい能力に加え、健康面も含めた留意事項を記

載した「“Go Global”ポートフォリオ」の作成・提

出を義務付け、留学者が将来直面すると予測される

障害をあらかじめ把握し、特に留意する必要のある

学生については、留学コーディネーター及び事務レ

ベルの緊密な連絡体制を構築する。更に、外国語能

力、GPA 等の客観評価に加え、学術交流協定校へ

の交換留学生の選考においては、当該学生の履修計

画、ストレス耐性も含めた総合的な判断を学生の所

属する学部面接により行っていることに鑑み、各学

部に交換留学中の窓口となる教員（教務[国際]主任

等）を配置し、留学コーディネーター、協定校との

関係及びその他の事項担当の国際センター職員と

のトライアングルサポート体制を採る。 

＜留学中の危機管理＞ 

危機管理については、危機管理会社のサービスを

利用することにより一層の徹底を図ると共に、派遣

を決定する場合の対応マニュアルを刷新する。更

に、留学の前・留学中の危機管理体制を、世界 5 カ

国（7 月にもう 1カ国（トルコ）追加予定）の事務

所機能に加え、世界中で活躍する本学 OB/OG ネッ

トワークを有効活用して、機能強化する。特に初回

の派遣先には、引率教員を配置して危機管理に努め

ると共に、プログラム内容の精査を行う。 

留学中に取得した卖位認定の更なる促進のため

に、協定校別に協定校における授業科目名、過去に

本学で認定された授業科目名と卖位数を検索でき

るシステムを構築し、留学先での履修科目の選択の

材料として提供する。一方、各学部に対しては、教

育の質の保証に留意した上で、海外で取得した卖位

の積極的な認定を依頼する。 

＜就職支援と海外でのインターンシップ＞ 

 従来のキャリア支援課の就職サポートの他、全世

界に広がる本学 OB/OG ネットワークを利用し、国

外でのインターンシップを積極的に進める。 
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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】 

本学では、「同志社英学校」以来の伝統に則り、一

般入試においても、入学志願者の英語力を重視して

きている。この基本姿勢は各学部で定める入試配点

として反映されている。 

＜英語に関する取組＞ 

一般入試では、読解・作文だけでなく、会話文の

内容や典型的な会話表現を問うような出題も行いな

がら、バランスの取れた出題形式となっている。 

更に、大学入試センター試験を利用する入試では、

13 学部がセンター試験のリスニング分野を評価の

対象としている。 

推薦選抜入試（公募制）では、文学部（英文学科、

美学芸術学科）、法学部、文化情報学部、グローバル・

コミュニケーション学部の 4 学部が TOEFL や

TOEIC 等のスコアを出願資格として定め、合否判

定資料として活用している。 

推薦入学（指定校制）においても、文学部英文学

科、政策学部、グローバル・コミュニケーション学

部英語コース及び中国語コースで、TOEFL や

TOEIC 等のスコアが被推薦者の要件として定めら

れている。グローバル・コミュニケーション学部英

語コースは、法人内 4 高等学校の推薦要件に、英語

資格試験のスコアを組込む方策を採っている。 

その他、AO（アドミッションズオフィス）方式に

よる入試（社会学部、商学部、文化情報学部、スポ

ーツ健康科学部）では、英語能力や留学・国際交流

が大きな評価対象の一つとされてきた。 

また、本学では、入学者の中等教育段階での語学

力を評価する取組も行っている。神・法・商・政策・

文化情報・生命医科学部には、TOEFL、TOEIC、

実用英語技能検定、国際連合公用語英語検定といっ

た外部資格試験の成績に応じて、大学の正課科目（英

語）として単位認定する制度があり、毎年約 50 名

が入学時に卖位認定を受けている。 

＜英語以外の外国語に関する取組＞ 

推薦選抜入試（指定校制）において、法学部では

入学志願者のフランス語能力を積極的に評価してお

り、AO 入試においては、英語以外の外国語能力も

評価対象としている。 

 

 

 

【本構想における取組】 

＜英語に関する取組＞ 

推薦選抜入試（公募制）において TOEFL や

TOEIC のスコアを出願要件とすることを、平成 28

年（2016 年）度を目途として、現行の 4 学部から

段階的に全学部実施へと展開する。 

同様に、推薦入学（指定校制）においても、TOEFL

や TOEIC 等のスコアを推薦要件とすることを、現

行の 3学部から段階的に全学部に拡大する。また、

法人内 4 高等学校にも、これらの資格試験を高等学

校段階で受験させる。 

推薦入学制度（公募制、指定校制）による合格者、

法人内4高等学校からの入学予定者及びAO方式に

よる入試合格者には、入学前から一連の留学への動

機付けを行う必要があるので、大学 HP 上の留学案

内、合格通知書に同封する留学プログラム冊子、及

び留学説明会の案内と実施を積極的に行う。 

 更に、留学支援プログラムへの参加申込を大学

HP 上で、入学前から行えるようにし、入学直後か

ら留学準備（TOEFL・TOEIC 対策講座の受講等）

ができるシステムを整備する。とりわけ、一貫教育

の関連で、法人内 4 高等学校出身者（約 1,100 名）

には、特に強く働きかけ、本取組参加を促す。 

本取組では、これら資格試験の受験料や対策講座

の受講料の一部補助も行い、正課科目との有機的連

携を図りながら、長期・短期の留学希望者数の大幅

な増大の実現を目指す。 

＜英語以外の外国語に関する取組＞ 

平成 25 年（2013 年）設置予定のグローバル地域

文化学部では、ヨーロッパ共通言語参照枠（以下、

「CEFR」と言う）での A2相当を、推薦選抜入試

（公募制、指定校制）及び法人内 4高等学校からの

推薦条件とする。更に、複数学部・学科（国文、社

会福祉、メディア、法律、政治、商）で既に行われ

ているが、同学部においても、平成 26 年（2014

年）から大学入試センター試験を利用する入試で、

英語以外の外国語での受験生も受入れ、独、仏、中、

コリア語既修者の入学を可能とする。今後、このよ

うな方式を全学部に拡大していく。 

＜在外経験・海外留学経験の評価＞ 

 学内の国際高校の出身者をはじめ、帰国子女や海

外留学経験を有する受験生を積極的に受入れ、在学

生の語学力の更なる向上を支援する。 
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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尐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】 

英語及び英語以外の外国語の学修において、本学

では、言語文化教育研究センターが中心的な役割を

果たしてきた。同センターが発行する冊子「Sphinx」

は、4 年間を通じた語学学習のモデルを入学者に提

示するものである。また、「CEFR」に基づく言語能

力プロファイルを提示し、学習者の目的意識を高め

つつ、外国語学習を補完的に動機付けるものとして

言語文化科目を「国際教養科目」として、展開して

きている。 

＜英語に関するプログラム＞ 

本学においては、平成 14 年（2002 年）度より入

学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラ

ス編成に関する試行を繰り返してきた実績がある。

平成 20 年（2008 年）度以降は、京田辺キャンパス

を拠点とする 3学部（生命医科学部、スポーツ健康

科学部、文化情報学部）でプレイスメントテストに

よる習熟度別クラス編成を実施している。 

学生の語学力向上度測定に関しては、原則として、

セメスターごとに学生の英語能力を適切に評価でき

る試験の実施が正課各担当者の義務とされている。

学部・学科によって実施に差はあるものの、4 年間

に 2 度程度 TOEFL や TOEIC といった資格試験も

学生に受験させてきた。また、他の国公私立大学と

共に、平成 21 年（2009 年）度に採択された「文部

科学省大学教育充実のための戦略的大学連携支援プ

ログラム」の一環として、1 年次生を対象とした英

語運用能力修得の調査も行い、「CEFR」に沿った形

で学生の意識調査を行い、本学高等教育・学生研究

センターが分析し、その成果を公表している。 

英語による論文作成能力養成も含めた英語科目と

しては、個別指導ではないが、週 2 回型科目「アカ

デミック・イングリッシュ」及び「プロフェッショ

ナル・イングリッシュ」（教授言語は英語）がある。

英語圏文化やビジネスのコンテンツを重視した尐人

数による討議中心の授業が行われており、発表やレ

ポート作成（ファイナル・レポートは 700 語程度）

が義務付けられ、担当者の添削指導も恒常的に行わ

れている。 

英語科目「イングリッシュ・プラクティクム」に

おいては、更に高度な英語運用能力の養成が目標と

して位置付けられ、受講学生の大半が派遣（交換）

留学を目指して履修している。これらのクラスは、

【本構想における取組】 

＜英語・英語以外の外国語に関するプログラム＞ 

まず、本学の WEB 学修支援システム上に「外国

語学習の成果（仮称）」（Doshisha Language  

Portfolio、以下、「DLP」と言う）という項目を加

え、学習者の自律的外国語学習を支援・促進するシ

ステムを構築する。この項目には、主として、外部

語学試験等の成果が反映され、学習者本人が本構想

で定めた TOEFL や TOEIC のスタンダード・スコ

ア（TOEFL-iBT 79 点相当）や「CEFR」の言語

能力プロファイルに従って、外国語学習における自

分の現在位置を自覚し、今後の目標設定を可能にす

る。同時に、このシステムによって、教員側も情報

を把握し、学生に WEB 上で適切に助言することが

可能となる。 

次に、本取組の趣旨に沿って、英語・英語以外の

言語の別を問わず、大学入学以前に取得していた語

学資格を、入学後の語学単位として認定する。これ

により、入学直後から上級の科目群の履修が可能と

なる。同時に、入学後に学習者本人の努力により取

得した語学資格も、対応表を作成した上で、卒業要

件として積極的に認定していく。 

また、卖位認定を伴う海外研修プログラムについ

ても、積極的に卒業要件単位として認定できるよう

に制度改革を行い、これによって、学生の多文化体

験・多文化理解を促進し、各人の多文化間コミュニ

ケーション能力を高めることを促す。 

更に、「留学型」「国内型」を問わず、外国語、卖

位認定を伴う海外研修及び「グローバル人材関連科

目（仮称）」から 16 卖位以上を修得し、GPA が 3.3

以上の学生には「Doshisha “Go Global” Passport」

を授与し、表彰する。 

＜英語に関するプログラム＞ 

入学時のプレイスメントテストによる習熟度別

クラス編成を段階的に実施する。まず、京田辺キャ

ンパスを拠点とする全学部で、習熟度別クラス編成

の先行実施に取組み、この成果をもって、今出川キ

ャンパスにおいて段階的に習熟度別クラス編成を

進め、最終的には全学での実施を目指す。 

本取組では、多くの学生が、留学という目的意識

をもって正課科目を履修するだけでなく、一定の財

政的援助によってTOEFLやTOEICの対策講座も

受講する。結果として、このことが、TOEFL や
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定員を 25 名とする少人数クラスであり、英語によ

る討議や発表は恒常的であって、アカデミック・ラ

イティングの指導も行われる。 

また、昭和 47 年（1972 年）以来、本学において

実施されてきたAKPは40年の長きにわたる歴史が

あり、このコースの一部を本学学生も履修すること

ができる。こうした取扱いは他の SAP でも措置され

ており、本学学生と外国人留学生との共修環境が形

成され、シナジー効果は大きいと言える。 

留学準備に関しては、まず、言語文化教育研究セ

ンター教員による「語学カウンセリング」において、

留学を含む語学学習全般（英語を含む 7言語）につ

いてカウンセリングを行っている。その他、留学準

備のための英語科目は、文学部科目として「Skills in 

English」、グローバル・コミュニケーション学部科

目として「Threshold Seminar」、全学科目として「イ

ングリッシュ・プラクティクム 2」を開設している。 

＜英語以外の外国語に関するプログラム＞ 

独、仏、中、西、露及びコリア語において、週 2

回のレギュラー・クラスの他に、週 3回型（ネイテ

ィヴ教員と日本人教員によるペア授業）のインテン

シヴ・クラス（Ⅰ～Ⅷのグレード制、Ｖ～Ⅷは週 2

回）を開設してきた。更に、「言語文化原典演習」や

「現代地域事情・上級講読」（reading）、「文化事情」

（listening）、「表現法」（writing）、「中・上級会話」

（speaking）を開設し、4 年間一貫して、2 つ目の

外国語を集中的に学ぶことのできるシステムを構築

してきた。 

＜特記すべきプログラム＞ 

本学では、平成 18 年（2006 年）度から「外国語

オナーズ」制度を設けている。これは、上記 7言語

の他に、アラビア語、ヘブライ語、日本語（グロー

バル・コミュニケーション学部日本語コース学生向

け）を加えた 10 言語に関して、成績優秀者を表彰

する制度である。応募するには、それぞれの外国語

に関して、12 卖位から 28 卖位までの履修（GPA 3.6

以上）及び関連分野科目の履修が必要とされ、更に、

TOEFL-iBT 79 以上（英語）、CEFR・B1レベル以

上（英語以外の外国語）等、外部検定試験による外

国語能力の証明も要求される。平成 19年（2007 年）

春から平成 23 年（2011 年）春までの 5年間で、英

語 55 名、ドイツ語 27 名、フランス語 5 名、中国語

17 名、スペイン語 10 名、ロシア語 3名、コリア語

11 名、ヘブライ語 1名に「同志社大学外国語オナー

ズ」が授与されている。 

TOEIC の受験希望者の大幅な増加へとつながる。

成績上位者及び希望者全員に学期・学年ごとに複数

回の受験料の一部補助を行うことによって、教育効

果の分析（教員へのフィードバック）が可能となり、

今後の語学教育カリキュラム改定（学生へのフィー

ドバック）に活用できる。 

TOEFL や TOEIC の受験者の大幅な増加は、新

設の「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」の

履修を促進し、既設の上級科目履修希望者の増加に

つながり、SAP 等で学ぶ外国人留学生との共修環

境を求める学生の増加も見込まれる。これらの層の

学生が、将来、派遣留学をはじめとする各留学プロ

グラムに参加することが十分に予想される。 

アカデミック・ライティングの個人指導について

は、本取組の予算によって、ライティング・インス

トラクターを 1名雇用・配置する。ライティング・

インストラクターはラーニング・コモンズに常駐

し、学生の日本語及び英語による作文の指導やスタ

ディー・スキルの教育に当たる他、学生の

e-Learning による学修の監督・指導も行う。 

短期留学に対応するためには、ネイティヴ教員等

による 1 週間程度の「英語合宿」（イマージョン・

プログラム）を実施する。英語のみを使用する環境

での体験型学習を通して、自分の英語運用能力を自

覚させ、短期留学に出発する直前の学生のモチベー

ションや緊張感を高めさせる。 

創立者新島襄が学んだアーモスト大学に平成 26

年（2014 年）度を目途に、「アーモストエクステン

ションセンター（仮称）」を設置し、ディレクター

（教員）と嘱託職員が常駐する。このエクステンシ

ョンセンターでは、留学先での専門科目レベルの履

修を可能にするスタディー・スキルや入学前準備教

育をセメスター卖位で徹底した上で、夏期・春期休

暇期間に、サマープログラムやスプリングプログラ

ムを実施して、50 名～100 名程度の学生を同地に

派遣し、英語やアメリカの文化を学ばせる。 

＜英語以外の外国語に関するプログラム＞ 

英語以外の外国語については、グローバル人材に

ふさわしい英語以外の外国語能力のスタンダード

を「CEFR」B1 レベルとし、インテンシヴ・クラ

スの全受講者及び希望者には対応するレベルの各

国語検定受験費用の一部を補助する。 

受験する検定試験は、可能な限りその外国語が用

いられる国・地域でも通用するものとする。現時点

では、Zertifikat Deutsch（独）、DELF-B1（仏）、

DELE-NivelIntermedio（西）、新 HSK４級（中）、

ТРКИ 第 1 レベル（露）及びコリア語試験 4 級等

である。学修効果を上げるため、各言語のインテン

シヴ・クラスの受講の範囲を広げ、全学レベルで登

録履修が可能となる制度改革を行う。 
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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】 

本学の将来構想を検討する「総合企画会議」の下に、国際担当副学長を議長として、教学担当、研究担

当、学生担当の副学長、国際センター所長、日本語・日本文化教育センター所長、事務局長、財務部長と

国際関係部署の部長・課長・事務長が一堂に会して本学のグローバル化推進計画についての協議及び情報

共有を行う「国際化拠点推進会議」を平成 21年（2009 年）度に設け、既に今年 5月時点で延べ 42 回開

催し、多岐にわたる検討を行い、国際連携推進に関して、全学で取組む体制を構築してきた。 

特に、「Global 30」関連予算の執行、とりわけ補助金を利用した海外出張については、本会議の議を経

ることとなっており、本事業においても同様の措置を取り、補助金の適正かつ有効な支出に努める。もち

ろん、本構想においても、予算面のみならず、更に有効かつ実質的なものとするため、特に、外国語能力

向上及び留学プログラムに係るものであることから、新たな構成員として、全学共通教養教育センター所

長及び学習支援・教育開発センター所長、教育支援、学生支援、研究支援の 3 機構の事務部長を加える。

更に、学長を議長として各学部長・研究科長が出席する総合企画会議、国際連携推進機構長（国際担当副

学長）が議長を務め、各学部・研究科選出の教務[国際]主任により構成される教務[国際]主任連絡会議と

本推進会議を有機的に連携させ、数々の施策を実行する。 

取組の外部評価については、海外有力校の SAP センターである AKP、TUB、SCTI、KCJS の所長を

委員とする「国際化拠点整備事業に関わる外部評価委員会」を設置し、グローバルな観点からの評価を受

けている。SAP センターは、海外から日本へ留学させることを目的とし、本事業と同様の目的を有して

いることから、貴重な意見・適切な評価を受けられると期待する。なお、本事業は、本学学生のグローバ

ル化を図り、グローバル社会で活躍できる人材を育成することを目的とするため、アカデミックな観点に

加え、産業界からの観点での評価を受けるため、一般企業からも外部評価委員を募ることとする。 

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。 

「Global 30」においても、関西の 4 採択大学（京都大学・大阪大学・立命館大学・本学）との協働に

より、数々のシンポジウム、ワークショップ等の開催を行ってきた。今年度も、英語による授業のみで学

位が取得できるプログラムの教員を中心として、インターラクティブな授業展開等についての FD ワーク

ショップに加え、職員のグローバル化推進力を向上させる SD 研修会を開催することを決定している。 

本事業においても、海外派遣プログラムの質保証、危機管理、サポート体制等を中心に情報発信すると

共に、本学に拠点を置く SAP センターの本部から関係者を招聘する等して、日本のみならず、グローバ

ルな見地から学生の留学への動機付け、プログラム開発、施行に係る課題等を議論するシンポジウムを

「Global30－Plus」採択大学を中心に開催する。その際には、「Global 30」事業により培われた経験を

活かし、シンポジウム等の開催において指導的立場を採る。もちろん、留学プログラム要項、危機管理マ

ニュアルは、他大学の参考とすべく、全て本学 HP で公開し、JAFSA の国際教育交流担当者研修会、大

学コンソーシアム京都等を利用して、情報提供を行う。更に、現在、関西経済連合会主催の「グローバル

人材活用研究会」に出席し、関西地区の国立大学法人及び有名私学と共同で外国人留学生の雇用及び活用

に加え、日本人学生のグローバル対応、日本人学生に必要とされる能力等の研究会を行っている。この機

会を活用し、本学の取組の情報提供を行い、産業界からの意見を受け、日本人学生の海外留学の問題点、

企業が大学に求めるグローバル人材養成に係る教育等の確認を行い、参加大学のグローバル化推進に寄与

する。もちろん、全国レベルでは、同様の取組を経団連と、京都レベルでは京都経済同友会とも行ってお

り、グローバル人材育成についての施策の PDCA を図ることとする。 
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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】 

Global 30 採択により、外国人留学生の受入のみならず、本学学生の海外派遣に係るプログラム開発及

び支援体制を構築してきた。本学の将来構想を検討する学長主催の総合企画会議の下に、教養教育検討部

会（外国語教育及び留学プログラム検討を含む）及び国際化拠点推進会議を既に設置している。また、平

成 25 年（2013 年）の文系学部の今出川キャンパスへの統合移転を契機に、延べ床面積 5 万㎡の新校舎

を建築中であり、その中に多様な催し、グローバル社会や海外留学の意識を涵養させるラーニング・コモ

ンズ（2500 ㎡）も設置する計画であり、当該計画を本取組に明確に位置付け、更に高い目標を設定する。 

また、積極的な情報発信として、「国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ」が掲げる情報を

HP で発信している。 

英語プレイスメントテストは、文学部英文学科、文化情報学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部で

実施している。 

 

【平成２４年度】 

・外国語研修プログラム充実のため、英語圏（オーストラリア及びカナダ 2件を予定）の留学先開拓。 

・本構想の内容を周知するための印刷物の作成・印刷・配布。 

・法人内諸学校出身者（本学入学予定者）からの本事業によるプログラムへの参加申込受付。 

・ラーニング・コモンズ紹介の印刷物作成・印刷・配布。 

・ラーニング・コモンズに配置する、専従のアカデミック・インストラクター、ライティング・インスト 

ラクター、留学コーディネーター等の募集。 

・「日本近現代史」「世界近現代史」「世界の宗教」（全て仮称）の 3科目を全学共通教養教育科目に設置準 

備。 

・「Intensive Courses for TOEFL」（仮称）の設置準備。 

 

【平成２５年度】 

・上記 3学部に加え、理工学部、心理学部、グローバル・コミュニケーション学部で、英語プレイスメン

トテスト実施。 

・外国語研修プログラム充実のため、英語圏（アメリカ合衆国 2件、オセアニア 1件を予定）の留学先 

開拓。 

・Go Global ポートフォリオ（基礎能力スコア（プレイスメントテスト）、留学試験目標値の設定）開始。 

・アカデミック・インストラクター、ラーニング・アシスタント等をラーニング・コモンズに配置。 

・海外インターンに向け、プログラム策定及び準備（米西海岸、中国上海）。 

・国内インターンシップ（グローバルコース）と受入企業の開拓（在阪企業を中心にアプローチ）。 

・低年次向にグローバルに活躍する OB による講演及び企業若手社員との交流会プログラムの策定。 

・「日本近現代史」「世界近現代史」「世界の宗教」（全て仮称）の 3科目を全学共通教養教育科目に設置。 

・メディテーションルームの運用開始。 

・SAP センターが所有する英文の文献を集中させ、英文参考文献閲覧による外国人留学生と本学学生の 

交流の場の運用開始。 

・本学卒業生の就職先情報の英語での情報発信。 

・外国語研修プログラム提供本数、合計 27 本。 

・海外留学経験者数 835 名。 
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【平成２６年度】 

・上記 6学部に加え、文学部全学科、神学部、社会学部、グローバル地域文化学部で、英語プレイスメン 

トテスト実施。 

・外国語研修プログラム充実のため、英語圏（英国 1件、カナダ 2件を予定）の留学先開拓。 

・海外インターンの実施（米西海岸 1カ月弱 10名、上海 1週間程度 10名で実施予定）。 

・英語合宿開始（イマージョン・プログラム）。 

・ナンバリング制度導入開始予定。 

・創立者出身大学のアーモスト大学に「アーモストエクステンションセンター設置」、学生派遣。 

・外国語研修プログラム提供本数、合計 30 本。 

・海外留学経験者数 1,175 名。 

 

【平成２７年度】 

・上記 10 学部に、経済学部及び商学部で、英語プレイスメントテスト実施。 

・外国語研修プログラム充実のため、英語圏（アメリカ合衆国およびオセアニアを予定）に各 1件の留学 

先開拓。 

・海外インターンの実施及び検証（米西海岸 1カ月弱 10 名、上海 1週間程度 20名で実施予定）。 

・AKP、TUB、SCTI、KCJS の責任者をアメリカ及びドイツから招聘し、SA（Study Abroad）推進の

シンポジウム開催。 

・外国語研修プログラム提供本数、合計 33 本。 

・海外留学経験者数 1,450 名。 

 

【平成２８年度】 

・上記 12 学部に加え、法学部、政策学部で、英語プレイスメントテスト実施。 

・「外部評価委員会」最終報告書を取りまとめ。 

・外国語研修プログラム提供本数、合計 35 本。 

（スプリングプログラム 10 本（英語 6＋初修外国語 4）、サマープログラム 22 本（英語 15＋初修外国 

語 7）、セメスタープログラム 3 本。） 

・海外留学経験者数 1,800 名（学部の専門教育に関連する留学者数 600 名を含む）。 

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開     

 本構想は、「留学型」と「国内型」に大別し、留学プログラムの拡充と外国語能力の向上のためのプロ

グラム策定を行うものである。 

下記の財政支援期間終了後の事業展開に係る資金計画に記載の通り、財政支援期間中に補助金を用いて

留学プログラムや外国語能力向上のためのプログラム及びスキームを確立する予定であり、財政支援期間

終了後には、PDCA サイクルに則り、学生にとって魅力的であり、グローバル人材の能力養成に有効と

なるよう、各種の取組の改善を行う。そのために、留学した学生数や学生の外国語能力に係る統計情報、

学生へのアンケート実施、外部評価委員会の継続的な開催、本学学生の受入先企業やキャリアセンターを

巻き込んだ懇談会を開催する。 

ラーニング・コモンズについては、面積面でも機能面でも、国内でも稀に見る規模で展開する予定であ

り、今後の本邦における同種の取組のパイロットケースとなりうるものである。財政支援期間中のみなら

ず、財政支援期間終了後においても、取組内容を成功事例として、広く情報発信を行う。 
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（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

 

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。 

以下の通り、財政支援期間終了後は、一定程度の大学負担の下に、本事業を継続、展開する。 

大学負担として支出する費目は、人件費等のように通常の大学の経常経費として執行する費目と、国際

連携推進機構においてグローバル人材養成のための戦略的特別予算で執行する費目に大別される。 

 後者の場合の財源は、学長の裁量予算として平成 21 年（2009 年）度に設定された「国際化戦略特別

経費」予算（過去 4 年間の合計予算額、約 8 億円）がある。この特別経費予算は、留学の際の奨学金等

にも充てており、本学の教育研究の充実により、相当の学生確保が見込める限り継続的に資金手当てされ

る予算である。 

また、国際連携推進機構は国際交流基金（第 3 号基本金：基金 25 億円）を所管しており、その運用収

入も国際連携推進事業の重要な財源となっている。 

 

【物品費】 

 構想調書 p.15 に記載のラーニング・コモンズにおいて、特別な意識をせずとも、自然な状況の中で世

界中の色々なテレビ放送に触れることによる、多文化理解及び外国語能力向上のための海外放送受信関係

設備並びに留学関連及び外国語能力向上に係る情報誌を本構想における物品費としている。 

高額の設備備品費は、設置年度である初年度のみに発生し、情報誌購入のための低額の消耗品費のみが、

最新の情報を提供するため毎年発生している。従って、設備備品費に係る維持管理及び情報誌の継続的な

購入については、本学の予算で対応可能である。 

【人件費・謝金】 

 留学コーディネーター、ラーニング・コモンズにおけるアカデミック・インストラクターやライティン

グ・インストラクター、「日本近現代史（仮称）」や「Intensive Courses for TOEFL（仮称）」等の科目

担当者の人件費は、大学全体の共通費として支出する。なお、「日本近現代史」、「世界近現代史」、「世界

の宗教」（全て仮称）の科目担当者については、同種の科目を既に開講していることに鑑み、財政支援期

間中も半額を自己負担とし、財政支援期間終了後に備えている。 

Intensive Courses for TOEFL 等の実施計画を策定する TOEFL 対策のコーディネーターについては、

財政支援期間内に一定のスキームの構築を完了することを目的として、任期付教員として採用する。従っ

て、財政支援期間終了後は確立されたスキームを継続することで財政支援期間中と同等の効果を期待でき

るため、人件費は発生しない。 

【旅費】 

 財政支援期間中は、年度別実施計画に記載の外国語能力向上のためのプログラムとしての留学先開拓に

加え、各学部の教育課程に即した専門型留学先開拓のため、複数の目でプログラム内容及び危機管理等も

含め確認するため、必要な旅費を計上している。しかし、財政支援期間終了時には、留学先プログラムの

開発が完了する見込みであり、財政支援期間終了後は発生しない。 

 留学プログラム等の引率のための旅費については、新規開発プログラム実施の初期について、引率が必

要であるため、毎年一定程度を補助金より支出する。しかし、財政支援期間終了時には、派遣先（地域）

との関係で、一部のプログラムでは毎年引率が必要なものもあるが、それ以外のプログラムについては、

財政支援期間中に催行される初回のみの引率であり、財政支援期間終了後はほとんど発生しないため、旅

費のかなりの圧縮が可能であり、自己負担で対応可能と考えている。 

【その他】 

 プレイスメントテスト、TOEFL 対策講座は、大学全体の事業として位置付け、毎年度の国際連携推進

機構の恒常的予算として、支出する。 

 留学先の増加と共に、危機管理の重要性が増すが、その対応策としての危機管理サービス会社との契約

金は、当初より大学自身の責任として遂行するため、自己負担としている。 

 留学プログラムの支援スタッフは、外国語能力に秀でた派遣社員を想定しているが、p.19 に記載の通

り、一定の語学要件を満たす職員の充実計画を遂行することにより、派遣社員に頼ることなく海外の大学

等と折衝することが可能となると考えており、派遣社員の雇用は、ほとんど発生しないと考えている。 

 



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

13,425 13,425
13,125 13,125
13,125 13,125 15頁8行目

300 300
300 300 32頁35行目

18,460 18,460
18,400 18,400

3,000 3,000 23頁30行目,33頁43行目

8,000 8,000 様式1④24頁3行目

2,400 2,400 様式1④24頁3行目

5,000 5,000 23頁25行目

60 60
60 60 様式6①38頁15行目

10,200 10,200

2,000 2,000 27頁11行目,32頁26行目

6,000 6,000 27頁11行目,32頁26行目

400 400 34頁34行目
1,800 1,800 34頁34行目

30,357 30,357
10,857 10,857
10,857 10,857 15頁8行目

9,000 9,000
3,000 3,000 26頁19行目
3,000 3,000 26頁21･25行目
3,000 3,000 23頁21行目

10,500 10,500

10,500 10,500 様式1④24頁3行目

合計 72,442 72,442

（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型）

・留学コーディネーター　

・ラーニングコモンズ紹介パンフレット　デザイン・印刷　30,000部

③会議費
・

・

・留学プログラム支援スタッフ

　　4,000,000円×半年×4名
　　1,200,000円×半年×4名

・アカデミック・インストラクター

・外部評価委員会謝礼（10,000円×6名）

⑥その他（諸経費）

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
・ラーニングコモンズ海外放送受信アンテナ機器
　(本体、受信ユニット、増進装置等）

［人件費・謝金］
①人件費

・留学関連、外国語力向上に係る情報誌購入

［旅費］

［その他］

②消耗品費

　　アジア方面　200,000円×1名×2回
・留学プログラム引率

・留学プログラム支援スタッフ
　　6,000,000円×半年×1名

　　10,000,000円×半年×1名

　　欧米方面　600,000円×2名×5回

・

⑤光熱水料

④通信運搬費
・

・

①外注費
・ラーニングコモンズ海外放送受信アンテナ機器工事関係

・海外留学先開拓旅費

　　欧米方面　600,000円×1名×3回

②印刷製本費
・グローバル人材育成PGパンフレット　デザイン・印刷 30,000部

　　アジア方面　200,000円×2名×5回

・外国留学の手引き（7,000部）、外国留学のススメ（10,000部）印刷　

　　4,200,000円×半年×5名（派遣社員）

平成２４年度
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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

300 300

300 300
300 300 32頁35行目

137,240 1,080 138,320
136,880 1,080 137,960
6,000 6,000 23頁29行目,33頁43行目

26,000 26,000 様式1④24頁3行目

14,000 14,000 23頁25行目
30,000 30,000 23頁27行目,33頁46行目

19,000 19,000 23頁26･29行目,37頁15行目

4,000 4,000 23頁29行

26,000 26,000 33頁23行目
1,080 1,080 2,160 7頁19行目,14頁12行目

10,800 10,800 33頁17行目
360 360
90 90 28頁34行目
210 210 28頁42行目
60 60 様式6①38頁15行目

26,550 26,550

150 150 28頁29行目

4,000 4,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

18,000 18,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

800 800 34頁34行目
3,600 3,600 34頁34行目

74,460 1,000 75,460
25,380 25,380
380 380 28頁19行目

25,000 25,000 23頁45行目

5,300 5,300
1,500 1,500 26頁19行目
3,000 3,000 26頁21･25行目
800 800 23頁21行目

80 80
80 80 34頁16行目

43,700 1,000 44,700
7,700 7,700 36頁33行目
15,000 15,000 36頁40行目

1,000 1,000 34頁24行目
21,000 21,000 様式1④24頁3行目

合計 238,550 2,080 240,630

（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型）

・留学プログラム支援スタッフ　4,200,000円×1年×5名（派遣）

⑤光熱水料

⑥その他（諸経費）
・プレイスメントテスト（3,500円×2,200名）

②謝金

・留学コーディネーター　6,000,000円×1年×1名
①人件費

［その他］

・留学プログラム引率、インターンシップ引率

・日本近現代史、世界近現代史、世界の宗教　各2クラス　嘱託講師

・

③会議費

・NAFSA出展時　物品送付

①設備備品費
②消耗品費

・留学プログラム支援スタッフ

・アカデミック・インストラクター
　　10,000,000円×1年×1名＋4,000,000円×1年×1名

・ラーニング・アシスタント　3,000,000円×1年×10名

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・留学関連、外国語力向上に係る情報誌購入

・学習支援コーディネーター
　　4,000,000円×1年×1名

・ライティング・インストラクター及びアシスタント　

　　4,000,000円×1年×1名＋3,000,000円×1年×5名

　　4,000,000円×1年×5名＋1,200,000円×1年×5名

　　東京50,000円×2、大阪5,000円×10

・グローバル人材養成プログラムパンフ印刷　10,000部

・ラーニングコモンズ紹介パンフレット印刷　10,000部

①外注費
・上海＋LA研修視察コーディネート費
・Go Global ポートフォリオシステム開発

②印刷製本費

　　欧米方面　600,000円×2名×15回

　　アジア方面　200,000円×1名×4回
　　欧米方面　600,000円×1名×6回
・

・低年次向け講演会　3回(東京×1＋大阪×2）

・若手社員との交流会プログラム(東京、大阪各2名×2回)


・留学､インターンシップ先開拓、NAFSA出張等旅費

［旅費］

・外部評価委員会謝礼（10,000円×6名）

　　アジア方面　200,000円×2名×10回

・インターンシップ受入企業開拓交通費


・外国留学の手引き（7,000部）、外国留学のススメ（10,000部）印刷　

・TOEFL対策のプログラムコーディネータ
　　10,000,000円×1年×1名＋8,000,000円×1年×2名

・Intensive Courses for TOEFL　30クラス 嘱託講師

・TOEFL対策講座（15,000円×1,000名）
・海外留学危機管理プログラム加入料

平成２５年度

④通信運搬費

・
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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

300 300

300 300
300 300 32頁35行目

152,940 1,080 154,020
152,480 1,080 153,560
6,000 6,000 23頁29行目,33頁43行目

41,600 41,600 様式1④24頁3行目

14,000 14,000 23頁25行目
30,000 30,000 23頁27行目,33頁46行目

19,000 19,000 23頁26･29行目,37頁15行目

4,000 4,000 23頁29行

26,000 26,000 33頁23行目
1,080 1,080 2,160 7頁19行目,14頁12行目

10,800 10,800 33頁17行目
460 460
90 90 28頁34行目
210 210 28頁42行目
60 60 様式6①38頁15行目

100 100 31頁8行目
31,250 31,250

150 150 28頁29行目

4,000 4,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

18,000 18,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

800 800 34頁34行目
3,600 3,600 34頁34行目
500 500 31頁8行目
4,200 4,200 31頁8行目
59,172 1,000 60,172
4,330 4,330
470 470 28頁19行目
3,000 3,000 28頁19行目
440 440 28頁19行目
420 420 28頁19行目

5,800 5,800
500 500 28頁19行目
1,500 1,500 26頁19行目
3,000 3,000 26頁21･25行目
800 800 23頁21行目

80 80
80 80 34頁16行目

48,962 1,000 49,962
1,412 1,412 28頁19行目
11,550 11,550 36頁33行目
15,000 15,000 36頁40行目

1,000 1,000 34頁24行目
21,000 21,000 様式1④24頁3行目

合計 243,662 2,080 245,742

（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型）

・ラーニング・アシスタント　3,000,000円×1年×10名

・留学プログラム支援スタッフ　4,200,000円×1年×5名（派遣）

・グローバル人材育成プログラムパンフレット印刷　10,000部

①設備備品費
②消耗品費

①人件費

・ライティング・インストラクター及びアシスタント　

　　4,000,000円×1年×1名＋3,000,000円×1年×5名

・海外留学､インターンシップ先開拓、NAFSA出張等旅費

　　アジア方面　200,000円×2名×10回
　　欧米方面　600,000円×2名×15回

・低年次向け講演会　3回（東京＋大阪）

［旅費］

・若手社員との交流会プログラム　2回（東京＋大阪）

・FD講演会（合同授業）

・インターンシップ受入企業開拓交通費

②謝金

・外部評価委員会謝礼（10,000円×6名）

・留学コーディネーター　6,000,000円×1年×1名

　　10,000,000円×1年×1名＋4,000,000円×1年×1名

　　4,000,000円×1年×8名＋1,200,000円×1年×8名

・アカデミック・インストラクター

・留学関連、外国語力向上に係る情報誌購入

・プレイスメントテスト（3,500円×3,300名）

・TOEFL対策講座（15,000円×1,000名）
・海外留学危機管理プログラム加入料

・FD講演会（合同授業）
・実践型研修渡航費用　600,000円×7名
［その他］
①外注費
・上海＋LA研修視察コーディネート費
・海外インターン(上海＋LA)コーディネート費

・ラーニングコモンズ紹介パンフレット印刷　10,000部

⑥その他（諸経費）

・NAFSA出展時　物品送付
④通信運搬費
③会議費

・海外インターン(LA＋上海)講演会・交流会コーディネート費

・学生宿泊施設借上費(上海＋LA)

⑤光熱水料

・外国留学の手引き（7,000部）、外国留学のススメ（10,000部）印刷　

・留学プログラム引率、インターンシップ引率
　　アジア方面　200,000円×1名×4回
　　欧米方面　600,000円×1名×6回

　　東京50,000円×2、大阪5,000円×10

②印刷製本費
・海外インターン事前事後学習指導費(上海＋LA)

・海外インターンパンフレット制作費

・日本近現代史、世界近現代史、世界の宗教　各2クラス　嘱託講師

・TOEFL対策のプログラムコーディネーター
　　10,000,000円×1年×1名＋8,000,000円×1年×2名

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

［人件費・謝金］

・留学プログラム支援スタッフ

・Intensive Courses for TOEFL　30ｸﾗｽ 嘱託講師

・学習支援コーディネーター　4,000,000円×1年×1名

平成２６年度
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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

300 300

300 300
300 300 32頁35行目

151,720 13,080 164,800
150,880 13,080 163,960
6,000 6,000 23頁29行目,33頁43行目

52,000 52,000 様式1④24頁3行目

1,080 1,080 2,160 7頁19行目,14頁12行目

10,800 10,800 33頁17行目

14,000 14,000 23頁25行目
18,000 12,000 30,000 23頁27行目,33頁46行目

19,000 19,000 23頁26･29行目,37頁15行目

4,000 4,000 23頁29行

26,000 26,000 33頁23行目
840 840
90 90 28頁34行目
210 210 28頁42行目
480 480 様式6②38頁6行目

60 60 様式6①38頁15行目

29,650 29,650

150 150 28頁29行目

4,000 4,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

12,000 12,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

400 400 34頁34行目
6,000 6,000 34頁34行目
2,400 2,400 様式6②38頁6行目

500 500 31頁8行目
4,200 4,200 31頁8行目
66,122 1,000 67,122
5,330 5,330
470 470 28頁19行目
4,000 4,000 28頁19行目
440 440 28頁19行目
420 420 28頁19行目

5,800 5,800
500 500 28頁19行目
1,500 1,500 26頁19行目
3,000 3,000 26頁21･25行目
800 800 23頁21行目

80 80
80 80 34頁16行目

54,912 1,000 55,912
1,412 1,412 28頁19行目
17,500 17,500 36頁33行目
15,000 15,000 36頁40行目

1,000 1,000 34頁24行目
21,000 21,000 様式1④24頁3行目

合計 247,792 14,080 261,872

（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型）

・ラーニング・アシスタント　3,000,000円×1年×10名

・留学プログラム支援スタッフ　4,200,000円×1年×5名（派遣）

・プレイスメントテスト（3,500円×5,000名）

［物品費］
①設備備品費

・留学コーディネーター　6,000,000円×1年×1名

・若手社員との交流会プログラム　2回（東京＋大阪）

・外部評価委員会謝礼（10,000円×6名）

・シンポジウム講師謝礼（100,000円×4名、20,000円×4名）

②謝金
・低年次向け講演会　3回（東京＋大阪）

・留学プログラム支援スタッフ
　　4,000,000円×1年×10名＋1,200,000円×1年×10名

・ライティング・インストラクター及びアシスタント　

　　4,000,000円×1年×1名＋3,000,000円×1年×5名

・学習支援コーディネーター
　　4,000,000円×1年×1名

・アカデミック・インストラクター
　　10,000,000円×1年×1名＋4,000,000円×1年×1名

・日本近現代史、世界近現代史、世界の宗教　各2クラス　嘱託講師

・Intensive Courses for TOEFL　30ｸﾗｽ 嘱託講師

・TOEFL対策のプログラムコーディネーター
　　10,000,000円×1年×1名＋8,000,000円×1年×2名

・留学関連、外国語力向上に係る情報誌購入

・FD講演会（合同授業）
・実践型研修渡航費用　600,000円×7名

・インターンシップ受入企業開拓交通費
［旅費］

・海外留学先開拓、NAFSA出張等旅費
　　アジア方面　200,000円×2名×10回
　　欧米方面　600,000円×2名×10回

［その他］
①外注費

　　東京50,000円×2、大阪5,000円×10

・留学プログラム引率、インターンシップ引率
　　アジア方面　200,000円×1名×2回
　　欧米方面　600,000円×1名×10回
・AKP、KCJS、SCTI、TUBの責任者招聘

・外国留学の手引き（7,000部）、外国留学のススメ（10,000部）印刷　

・TOEFL対策講座（15,000円×1,000名）
・海外留学危機管理プログラム加入料

②印刷製本費

・学生宿泊施設借上費(上海＋LA)

・上海＋LA研修視察コーディネート費
・海外インターン(上海＋LA)コーディネート費
・海外インターン(LA＋上海)講演会・交流会コーディネート費

・海外インターン事前事後学習指導費(上海＋LA)

③会議費

⑤光熱水料
⑥その他（諸経費）

・海外インターンパンフレット制作費

・ラーニングコモンズ紹介パンフレット印刷　10,000部

④通信運搬費

・NAFSA出展時　物品送付

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

②消耗品費

［人件費・謝金］
①人件費

平成２７年度

・グローバル人材養成プログラムパンフレット印刷　10,000部
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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

300 300

300 300
300 300 32頁35行目

151,340 13,080 164,420
150,880 13,080 163,960
6,000 6,000 23頁29行目,33頁43行目

52,000 52,000 様式1④24頁3行目

1,080 1,080 2,160 7頁19行目,14頁12行目

10,800 10,800 33頁17行目

14,000 14,000 23頁25行目
18,000 12,000 30,000 23頁27行目,33頁46行目

19,000 19,000 23頁26･29行目,37頁15行目

4,000 4,000 23頁29行

26,000 26,000 33頁23行目
460 460
90 90 28頁34行目
210 210 28頁42行目
60 60 様式6①38頁15行目

100 100 31頁8行目
30,250 30,250

150 150 28頁29行目

4,000 4,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

18,000 18,000 27頁11,28頁19,34頁16行目

400 400 34頁34行目
3,000 3,000 34頁34行目
500 500 31頁8行目
4,200 4,200 31頁8行目
68,370 1,000 69,370
5,330 5,330
440 440 28頁19行目
470 470 28頁19行目
4,000 4,000 28頁19行目
420 420 28頁19行目

6,100 6,100
500 500 28頁19行目
1,500 1,500 26頁19行目
3,000 3,000 26頁21･25行目
800 800 23頁21行目
300 300 様式1③24頁17行目

80 80
80 80 34頁16行目

56,860 1,000 57,860
20,860 20,860 36頁33行目
15,000 15,000 36頁40行目

1,000 1,000 34頁24行目
21,000 21,000 様式1④24頁3行目

合計 250,260 14,080 264,340

（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型）

・留学関連、外国語力向上に係る情報誌購入

・留学コーディネーター　6,000,000円×1年×1名

・ラーニング･アシスタント　3,000,000円×1年×10名

・留学プログラム支援スタッフ 4,200,000円×1年×5名（派遣）

・留学プログラム支援スタッフ

・上海＋LA研修視察コーディネート費
・海外インターン(上海＋LA)コーディネート費
・海外インターン事前事後学習指導費(上海＋LA)

・海外インターン(LA＋上海)講演会・交流会コーディネート費

・アカデミック・インストラクター
　　10,000,000円×1年×1名＋4,000,000円×1年×1名

・ライティング・インストラクター及びアシスタント　

　　4,000,000円×1年×1名＋3,000,000円×1年×5名
・学習支援コーディネーター　4,000,000円×1年×1名

・TOEFL対策のプログラムコーディネーター
　　10,000,000円×1年×1名＋8,000,000円×1年×2名

・NAFSA出展時　物品送付

・留学プログラム引率、インターンシップ引率
　　アジア方面　200,000円×1名×2回
　　欧米方面　600,000円×1名×5回

・実践型研修渡航費用　600,000円×7名
［その他］
①外注費

・FD講演会（合同授業）
［旅費］

・海外留学先開拓、NAFSA出張等旅費
　　アジア方面　200,000円×2名×10回

・FD講演会（合同授業）

⑥その他（諸経費）

平成２８年度

⑤光熱水料

②印刷製本費
・海外インターンパンフレット制作費

・ラーニングコモンズ紹介パンフレット印刷　10,000部

③会議費
④通信運搬費

・プレイスメントテスト（3,500円×5,960名）

・外国留学の手引き（7,000部）、外国留学のススメ（10,000部）印刷　

・TOEFL対策講座（15,000円×1,000名）
・海外留学危機管理プログラム加入料

・グローバル人材養成プログラムパンフレット印刷　10,000部

・最終報告書印刷

　　欧米方面　600,000円×2名×15回

②謝金

［人件費・謝金］
①人件費

・インターンシップ受入企業開拓交通費

　　4,000,000円×1年×10名＋1,200,000円×1年×10名

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費
　・
②消耗品費

　　東京50,000円×2、大阪5,000円×10

・外部評価委員会謝礼（10,000円×6名）

・低年次向け講演会　3回（東京＋大阪）
・若手社員との交流会プログラム　2回（東京＋大阪）

・日本近現代史、世界近現代史、世界の宗教　各2クラス　嘱託講師

・Intensive Courses for TOEFL　30ｸﾗｽ 嘱託講師
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様式８

（大学名：同志社大学）（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。

＜国際化拠点整備事業費補助金＞
○「同志社大学　大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」
　本学の教育理念の一つである「国際主義」の更なる現代的実質化を図り、同志社大学を、知と
精神の国際的多様性を尊重し、global issuesの解明・解決に貢献する国際的教育研究拠点へと
発展させる。世界中から学生・研究者を受入れ、かつ世界中に学生・研究者を派遣できる魅力あ
る知の国際化拠点・同志社大学の形成を行う。なお、本事業である通称Global30は、日本人学生
の派遣留学も含むものの、外国人留学生の受入を主たる目的としているものである。一方、今回
の事業である通称Global30－Plusについては、正に日本人学生の留学及び外国語能力の向上を目
的とするものであり、事業内容を慎重に精査し、補助事業の区分を行う。

＜大学の世界展開力強化事業＞
①「西太平洋コンピューター科学人材育成プログラム」
　文化情報学部・文化情報学研究科、理工学部・理工学研究科、生命医科学部・生命医科学研究
科を中心として、シンガポール、フィリピン、オーストラリア、日本の大学コンソーシアムを形
成、単位の相互認定に基づく日本人学生の現地修学、及び短期留学生の日本側受入による双方向
交流プログラム事業を計画中である。

②「東アジア大学共同体形成を目指した多層的教育モデルの構築」
　金沢大学を中心とし、長崎大学、福井大学、新潟大学、富山大学によるコンソーシアムを形成
し、AUN（Asean University Network）との協力体制に基づき、日本側コンソーシアム大学の特
質を活かし特別プログラムを設置して留学生を受入れる。また、AUNから提供される様々な期間
のプログラムに各大学の学生を参加させる計画である。目指すべきは「文化や習慣の相互理解」
「文化背景を超えたコミュニケーションの能力」、「社会的問題を発見・解決する専門知識」の
涵養である。

＜グローバル人材育成推進事業＞
○特色型：「「Study Abroad」と「Seminar Project」を機軸としたグローバル人材育成プログ
ラム―「世界へ通じる対話力」育成のために」
　卓越した外国語コミュニケーション能力の育成を教育目標として掲げるグローバル・コミュニ
ケーション学部が、カリキュラムの独自性を活かしつつ、更なる展開を図る。英語コース、中国
語コースで必修の「Study Abroad」（1年間の留学）の前、期間中、後のそれぞれの段階で効果
的な取組を構想し、コミュニケーションを戦略的に駆使し、国際社会の様々な場面で人と人とを
結ぶファシリテーター、交渉を進めるネゴシエーター、組織をまとめるアドミニストレーターと
しての役割を果たしうるグローバル人材の育成を目指す。

＜博士課程教育リーディングプログラム＞
①「グローバル・リソース・マネジメント」
　多文化共生のためにGlobal Resource Managementという学際領域を設定し、人間存在の基盤で
ある「資源、エネルギー工学、インフラ科学」と「地球規模の課題群」に関わる人文・社会科学
を融合した学位プログラムを構築する。基幹研究科としてのグローバル・スタディーズ研究科と
理工学研究科に加えて、本学の他の７研究科が連携研究科として協力し、特に新興国、最困難国
で活躍する文理融合型のグローバル・リーダーの養成を目指す。

②「発達加齢脳リーダー養成プログラム」
　脳科学研究科発達加齢脳専攻を中心に、当該専攻の教員に生命医科学研究科、理工学研究科、
心理学研究科などの教員の協力、及び国内外の研究機関の協力を得て、発達加齢脳に関する諸領
域で、高い研究力と企画力、プロジェクト推進能力を有し、産官学各分野で活躍できるリーダー
を育成する。
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48 
（大学名：同志社大学）（申請区分：全学推進型） 

（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 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 人 人 人 人 人 

学生の受入 人 人 人 人 人 
 

 


