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各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
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事業規模
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合
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千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額 11,200
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23,100

23,100

23,100
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103,600

申請区分：特色型）

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≫
国立大学法人東京工業大学は、1881年の建学以来、 多くの有為な人材を世に輩出するとともに、卓越し
た研究成果を創出し、基盤的な科学の進展を支えるとともに､我が国の発展の原動力である「ものつくり」
を先導し、世界に貢献してきた。人類社会がかつてない困難な課題を抱える中、本学が知のフロンティア
を拓き、長期的にその使命を果たしていくため、将来構想「東工大ビジョン2009」をとりまとめた。これ
は、本学が「世界最高の理工系総合大学」として進化し続けることを標榜しつつ、本学が目指す大学の“か
たち”を具体化する指針としている。「東工大ビジョン2009」においては、基本方針を次のように定めた。

「東工大ビジョン 2009」の基本方針
東京工業大学（東工大）は、その使命に基づき「時代を創る知ち・技わざ・志こころざし・和わの理工人」を育
成することを基本方針とする。世界的な視野に立って大学力を高め、社会に貢献しうる分野を重点的に
強化するとともに新しい価値の創造に挑戦する。また、自由と多彩性を尊重するとともに公正さを追求
し、世界から信頼される存在を目指す。
ここで､「知・技・志・和」とは､専門的な知識の基盤があり、確かな技術を持っているだけでなく、高い
志と、本質を悟って周りの人と心を一つにする和を重んじる精神を持っている人材を表した言葉として定
義している。本基本方針のもと、教育の基本理念を「理工系の各分野にわたって世界最高レベルの研究を
推進するとともに、そうした研究の刺激の中に学生を招き入れることにより、高い見識と倫理観、確かな
専門学力、自由な発想力や創造力、そして統合し実践する力を身に付け、最先端の科学・技術を牽引し、
豊かな国際社会を築いていく人材を養成する」と定めている。
≪構想の目的≫
１．世界最高の理工系総合大学の実現
本学の長期目標である「世界最高の理工系総合大学の実現」の要となるのが優れた「グローバル人材」
の育成である。国境を越えた人・モノの移動、経済の相互依存の深化により、これまで先進国に集中して
いた高度な科学技術分野における人材のニーズは、世界的な先進国経済の行き詰まりによる G8 体制から
G20 体制への変化に端的に見られるように、経済発展の著しい新興国へ広く波及している。これまで、も
っぱら先進国に限られていた高度科学技術人材の活躍の場は、新興国における社会基盤整備、ものつくり、
環境、高等教育などあらゆる関連分野に広がりつつある。こうした社会情勢の中、
「東工大ビジョン 2009」
で掲げられている「世界的な視野に立って大学力を高め、社会に貢献しうる分野を重点的に強化するとと
もに新しい価値の創造に挑戦する」ことは、日本、あるいは他の先進国といった限定されず、成長著しい
新興国や、今後の発展が期待される開発途上国での活躍も視野入れたものである。こうした時代認識を背
景に、本構想では、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材」の育成に向けて、国際的な視点から教
育プログラムの見直しを不断に行い、教育内容の改善に継続的に取り組む。
２．新興国で活躍する優れた科学技術人材
本学では、1960 年代からの UNESCO 大学院プログラムによる研究者の受け入れ、1970 年代からの JSPS 拠
点大学方式による学術交流、JICA によるアジア・アフリカ地域での理工系高等教育分野の技術協力への貢
献など、途上国の人材育成という観点から長きにわたって活動を行なってきたが、活動の大半は教員レベ
ルであった。一方、発展途上国が新興国として成長するにつれ、高等教育機関に限らずより幅広い科学技
術領域での協働が盛んになっている。科学技術教育においては、こうした潮流を踏まえ、教育の当初、学
士課程の段階で、将来新興国を含む海外で活躍することを念頭に、国際性を高める教育に主眼を置く。
３．本取組の重要視する「グローバル人材」像
日本がアジアを中心とした開発途上国を先導する役割は終わりつつあり、新興国との対等なパートナー
シップに力点が置かれるべきである。その観点から、
「他者の意見を尊重し、自分の意見を論理的に表現で
きる力」
（教育ポリシー）を身につけた人材を輩出することを狙いとし、従来の専門領域の枠を越えた学士
課程の教育プログラムを新たに構築することを目的とする。
以上のような目的と構想に基づいて具体的な取組について後述する。
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】
≪大学の教育目的・特色≫
１．東京工業大学の長期目標：世界最高の理工系総合大学の実現
本学の長期目標は、
「世界最高の理工系総合大学の実現」である。この目標の実現に向け、研究面の推進
に加え、教育面においても、その卓越した研究環境のもと、優れた能力を持ったグローバル理工人の養成
に取り組んでいる。この教育面における目的は、本学の教育目標と入学者に求める資質と能力を明記した
「教育ポリシー」において、
「理工系の各分野にわたって世界最高レベルの研究を推進するとともに、そ
うした研究の刺激の中に学生を招き入れることにより、高い見識と倫理観、確かな専門学力、自由な発想
力や創造力、そして統合し実践する力を身に付け、最先端の科学・技術を牽引し、豊かな国際社会を築い
ていく人材を養成」することと定めている。

２．学士課程における教育の目的・特色
本学では教育ポリシーにおいて、学士課程、修士課程、博士後期課程、専門職学位課程のそれぞれにお
いて養成する人材像と修得する能力を定めている。学士課程において養成する人材像は、
「理工系基礎学
力の習得に加え、人文学・社会科学の素養を身に付け、自ら学び考え、未知の世界に挑戦できる人材」で
ある。また、そのために修得すべき能力は、次の６項目と定めている。
（１）研究・技術開発に必要な理工系基礎学力と論理的思考力
（２）俯瞰的な視点から新たな方向性を見出すために必要な幅広い教養
（３）自ら学び考える力と豊かな発想力・創造力
（４）倫理観をもって未知の世界に挑戦する力
（５）国際的な視野から研究・技術開発を進めるために必要な語学力
（６）他者の意見を尊重し、自分の意見を論理的に表現できる力
学部教育においては、上記の能力を 1 年次から卒業に至るまでスパイラルアップ的に涵養することを狙
いとし、教養科目と専門科目のバランスに配慮しつつ体系的な教育プログラムを構築している。
３．大学院課程を通じた教育の目的・特色
学士課程において修得する能力は、将来社会において必要となる能力を修得するための基礎となる能力
であり、これらの能力は、学部卒業生の約 9 割が大学院に進学するという本学の特徴的な状況において、
学士課程に修得すべき能力として定めたものである。大多数の学生は、修士課程、博士後期課程において
更に高い能力を身に付けることにより、本学が目指すグローバル人材の姿である、
「しっかりとした学力、
統合し実践する力、科学技術の未来を拓く創造力と挑戦力を身に付けた理工系人材」として育成される。
大学院修了時に期待される人材像については、修士課程においては「科学・技術の専門家として、幅広
い視野を持ち、グローバル社会で活躍できる人材」であり、また、博士後期課程においては「国際的に通
用するリーダーとして、豊かな国際社会の実現に向けて科学・技術のフロンティアを開拓・牽引できる人
材」である。教育ポリシーでは、これらの人材像に対応して、修士課程、博士後期課程のそれぞれにおい
て修得する能力を定めており、それらの能力を修得することにより、真にグローバルに活躍できる人材と
して育成されることになる。このように学部から大学院に亘って学生の能力を高めていくことが本学の教
育の目的であり、特色である。
≪育成するグローバル人材像≫
１．学士課程修了時における人材像：グローバル理工人となるための基礎力を身に付けた人材
上述のとおり、本学が学士課程を修了する学生に対し期待する人材像は、基礎となる様々な能力を身に
付けた人材であるが、これらの能力をもって、グローバル人材として世界で活躍するためには、学士課程
においてもこの人材像に沿った、より具体的な取組が必要である。例えば、学部学生が修得する能力の一
つである、
「
（１）研究・技術開発に必要な理工系基礎学力と論理的思考力の育成」については、大学入学
直後から、国際的な視野に立った学力・思考力獲得のための動機づけを行うことが必要である。また、
「
（３）
自ら学び考える力と豊かな発想力・創造力」の育成のためには、自ら課題を発見し、解決してゆく能力に
結びつける訓練を受けることにより、
海外においてはじめてその能力を発揮することができることとなる。
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さらに、
「
（６）他者の意見を尊重し、自分の意見を論理的に表現できる力」については、その力が、異な
る文化背景を持つ者ともチームを組み、
成果を上げることのできる力に転換して現れることが必要である。
このような観点から、本構想においては、上記６つの学士課程において修得すべき能力について、①国
際意識、② 英語力・プレゼンテーション力、③ 異文化理解力・チームワーク力、④ 課題発見・解決力、
⑤ 実践をとおした海外での研究実践能力、といった５つの力として再定義し、それぞれの力の強化に向
けたプログラムを設置する。これらのプログラムに参加した学生は、ⅰ）新興国経験を含む高い国際意識
を持ち、ⅱ）英語により自身の知識や思考を明確に示すことができ、ⅲ）新興国を含む海外の学生や研究
者と共同で研究やその他の活動を行うことができ、ⅳ）研究上や社会的な問題を理解し前向きに取り組む
ことができ、そしてⅴ）新興国における科学技術分野で活躍することのできることが期待されている。
本学では学部学生定員の約 5%が留学生であるが、特に日本人学生が国際意識や異文化理解といった観点
を学ぶ機会は十分に提供されているとは言えない状況である。これに対し、大学院教育においては、今後
更に発展の余地があるとは言え、既に様々なグローバル人材育成のための機会が提供されている。しかし
ながら、学部を卒業したばかりの学生が、必ずしもその優れた機会を十分に利用できるような環境作りが
不足していたという反省がある。このため、本構想において目指す内容とは、学士課程修了時の学生が、
大学院において真のグローバル人材として必要な能力を獲得するために十分な準備ができるようになる
ということである。
２．大学院課程をとおして育成される人材像：グローバルに活躍できる理工人
本学の教育ポリシーは、大学院課程についても、養成する人材像を示しているが、修士課程においては
「科学・技術の専門家として、幅広い視野をもち、グローバル社会で活躍できる人材」として、また、博
士後期課程においては「国際的に通用するリーダーとして、豊かな国際社会の実現に向けて科学・技術の
フロンティアを開拓・牽引できる人材」として、それぞれ定義している。そして、これらの人材像から導
き出される能力とは、高い専門性に基づく優れた研究能力等に加え、
「国際的に通用するコミュニケーシ
ョン力」
（修士課程）
、
「国際的に通用するリーダーシップを発揮する力」
（博士後期課程）という言葉に象
徴される、グローバルに活躍できる能力である。
大学院においては、６つの研究科に加え、グローバルリーダーとして活躍できる人材の育成を目的とし
て、グローバルリーダー教育院 、環境エネルギー協創教育院、情報生命博士教育院 、グローバル原子力
安全・セキュリティ・エージェント教育院の４つの教育院を設置し、それぞれの目的に応じた形で、グロ
ーバルリーダー人材像を明らかにしている。その個々の内容は一様ではないが、共通する内容として、高
度な専門性を有する人材であることに加え、問題を抽出し解決する能力、そして国際的にリーダーとして
活躍できる能力が人材像において示されている。
３．新興国の科学技術分野の発展に貢献するグローバル理工人像
本学の大学院課程を修了した者が新興国の科学技術分野において活躍する機会は、高い専門性を活かす
ことのできる様々なものが想定されているが、大きくは、
（１）大学・研究機関における研究者・教育者、
（２）企業における高い科学技術の専門性を持つ職員（エンジニア、マネジメント担当職等）
、
（３）国際
的な公的機関・NPO 等の職員（国連職員等）
、に区分することができる。これらの職は、いずれも研究能力
に加えて、以下のような能力を身に付けている人材であることが求められる。
（１）新興国の大学・研究機関における研究者・教育者は、優れた研究能力・確かな教育力の裏付けとな
る科学技術の諸原理の深く理解し、限られた物的・人的資源の中で最適な解決法を探すことができる
探究心とチャレンジ精神を身につけた人材である。
（２）新興国の企業における高い科学技術の専門性を持つ職員となることは、異なる文化を理解しながら
課題を発見し解決への道筋をつけてリーダーシップを発揮する能力、研究室において経験したことの
ない未知の事態に対しても怯まず行動できる能力を持つ人材である。
（３）国際的な公的機関・NPO 等の職員は、これまで必ずしも本学の進路として一般的なものではなか
ったが、学生時代の学生・研究者を中心とした人間関係から抜け出し、新興国が抱える様々な課題を
理解し、異なる文化や専門性を持つ人々と共同で解決してゆく能力を持つ人材である。
以上のような能力は長年に亘る自己研鑽によって、はじめて培われるものであるが、本取組における学
士課程教育において、それを成し遂げようとする強い意志と志の高さを涵養することを目指したい。
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化
【２ページ以内】

１．学部修了時に修得すべき能力と、現状における課題
本構想では、グローバル人材育成に向けて学士課程に修得すべき能力について、
（１）国際意識、
（２）
高い英語力・コミュニケーション力、
（３）異文化理解力・チームワーク力、
（４）課題発見・解決力、
（５）
海外における実践的能力、としている。これらの能力については、既に大学院課程のプログラムとしては、
様々な取組がなされているが、学士課程においては、これまでは基礎的能力の育成に重点が置かれ、必ず
しもこのような観点からの具体的な能力の明確化は十分であったとは言えない。以下では、それぞれ修得
すべき能力についての課題を示すとともに、本構想における取組について述べる。
２．学士課程修了時において修得する能力についての現状認識と課題
（１）国際意識
交換留学を含む様々な海外派遣プログラムを提供し、また多くの場合においては奨学金の支援など、海
外経験の機会を十分に用意し、国際意識の醸成を図っている。しかしながら、留学することが科目履修や
大学院入試等、様々な面で学業に支障となると考える学生も多く、このような状況が学生の海外経験に対
する意欲を損なう結果となっている。したがって、大学入学後の早い時期から国際的な経験に向けた動機
づけを行い、その意欲を留学が実現するまで持続させるような仕組みを構築することが求められている。
（２）英語力・プレゼンテーション力
学部学生に対して卒業までに取得すべき TOEIC の目標（学科毎に 550～650 点を基準）を設定し、また、
通常の語学教育に加え、科学技術者実践英語、アカデミック・ライティング、英語口頭表現演習等、さら
に高水準の実践的な英語力を養成する教育プログラムを用意している。しかしながら、学士課程において
海外で実践的な経験を積むためのコミュニケーション能力の養成にはさらなる工夫が必要な状況にある。
（３）異文化理解力・チームワーク力
本学は、留学生数が学生総数の 1 割を超えること、また、学部の比較的早い段階から研究室に出入りし、
グループで実験を行うなどの機会も多いことから、異文化を理解し、また、チームワークを身に付けるた
めに好適な環境にあり、質の高い教育プログラムも用意している。さらに、この点を充実させるためにこ
れらの利点を系統立てて学生に指導、助言を行う制度を整備していくことが課題である。
（４）課題発見・解決力
本学では、卒業研究等により、きめ細かな教育がなされている。しかしながら、課題発見・解決力を十
分に身に付けている状況までに至っていない学生も多いとの教員サイドの認識がある。受け身ではなく、
自ら課題に取り組む実践的な能力を身に付けさせることが課題となっている。
（５）海外における実践的能力
本学は、海外の大学と 100 近い数の全学学術交流協定を締結し、その中の多くの大学へ交換留学の形で、
学生の派遣を行っている。また、海外研修を必修と課している学科もある。しかしながら、派遣先大学に
おいて実践的な能力を発揮する水準までは至っていない。この改善も含め、2012 年度からは世界展開力強
化事業により、世界のトップクラスの 19 大学との間で交流を開始したところであるが、成果が明らかにま
るまでは一定の時間を要する。
３．本構想において修得させる具体的能力とそれを実現するための取組
本学の学生が卒業・修了時に修得すべき具体的能力は、本学が新たに設置する「新興国の科学技術の発
展に貢献できる人材の育成・学士コース」
（次ページの図を参照）における諸プログラムを履修することに
より修得されるものである（コースの詳細については、後述）
。本コースは、類・学科を横断する形で設置
するもので、本学の入学定員 1、000 人余りのうち、10％以上の 120 人前後の学生がこれに所属することを
想定している。所属学生は、以下の 4 つのプログラムを通じ、学士課程において求められる能力を修得す
る。
（１）国際意識醸成プログラム
国際的な視点から自らのキャリアパスについて考えられるようになることを目標とする。そのため、大
学入学直後の初年次の教育を改革し、理工系リテラシー教育を強化する。本プログラムを通じて修得する
能力とは、一言で表わせばその「グローバルな活躍への意欲」である。大学受験を終え、受け身になりが
ちな学部の授業において、自ら２～３年後の海外経験、大学院時代の海外との共同研究、そして大学院修
了後のグローバル人材として活躍する姿をイメージし、現在の勉学に取り組む意欲を涵養する。
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（２）英語力・コミュニケーション力強化プログラム
海外の大学等で勉学するに必要な英語力を修得することを目標とする。そのため、現在の語学教育を改
革し、卒業まで継続的に語学能力を高めるプログラムを提供するとともに、一部学科で行われている英語
セミナーや技術英語等の実践的な科目を大幅に拡充することにより、語学能力を向上させる。具体的には、
550～650 点を標準の達成基準としている TOEIC の点数について、本コース所属学生は、750 点（または、
TOEFL iBT 80 点）とする。
（３）科学技術を用いた国際協力実践プログラム
国や文化の違いを越えて共同で活動できる能力、複合的な課題について、その本質を見極めて解決策を
提示できる能力を修得することを目標とする。新興国・発展途上国において、現地大学と協力し、開発問
題に関して学生が自ら課題を見出し、選抜制のフィールド調査を通じた解決のための取組を行う。併せて、
現在の教養教育を改革して国際化教養教育科目を設置する。本学の世界文明センター、リベラルアーツセ
ンターによる多彩な人文・社会科学分野の科目に加え、外国人招聘教員による実践的な教育プログラムや、
留学生を交えた共同作業プログラム（本学ものつくり教育研究支援センターを利用したプログラムを含む）
等の科目を開設して履修できるようにする。
（４）実践型海外派遣プログラム
自らの専門性を基礎として、海外での危機管理も含めて主体的に行動できる能力を修得することを目標
とする。そのため、従来の海外体験型の派遣プログラムに加え、パートナー大学あるいは企業・国際機関
との連携による実践型の海外派遣プログラムや事前、事後教育を伴うプログラムを用意することで、これ
まで以上に高い水準での実践的な能力の涵養を目指す。
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」所属学生は、これらのプログラムを
履修することにより、高い国際性を身に付け学部を卒業するが、その多くは、本学または海外の優れた大
学の大学院課程において更にその能力を高め、修了後に真にグローバルに活躍できる人材として育成され
ることを期待している。
以下は、本構想全体の概念図である。同コースの 4 つのプログラムの実施にあたっては、PDCA サイクル
を導入し、また、国際標準のカリキュラムにより実施する。さらに、左側に記した７つの改革を実施する
とともに、その実現のため、右側に記した７つの方策の取組を行う。

７つの全学改革項目

国内外の大学院進学

大学院入試改革
学士・修士連携教育

新興国の科学技術の発展に貢献
できる人材の育成・学士コース

国際教育改革
混在教育の強化
海外大学との連携
海外インターンシップ

実践型海外派遣
プログラム
・留学（新興国含む）
・海外インターンシップ

専門教育改革
実践型教育
教養教育改革
国際教育
語学教育改革
卒業までの継続教育
初年次教育改革
理工系リテラシー
学部入試改革
高大連携教育
特別選抜

科学技術を用いた国際
協力実践プログラム
・課題発見・解決
・異文化理解
・チームワーク

７つの全学方策
海外有力大学・企業
及び国際機関との
ネットワーク強化
全学協力体制の整備
学生支援体制の強化
留学支援
インターンシップ支援
キャリア支援
教員の国際的教育力強化
海外派遣・海外FD
海外教員採用

英語力・コミュニケーショ
ン力強化プログラム

事務職員の国際力強化
海外大学院・海外SD

国際意識醸成
プログラム

類・学科を超えた教育プロ
グラムの構築

国際意識の高い学生

高校・日本語学校への広
報・啓蒙活動強化

「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」を
構成するプログラムと、それを実現するための改革と方策
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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

1４0 人

1７0 人

200 人

2８0 人

90 人

90 人

100 人

130 人

65 人

64 人

９０人

1１0 人

1３0 人

１８０人

１，164 人

1，200 人

1，200 人

1，200 人

1，200 人

1，200 人

15.0％

16.7％

19.2％

25.8％

100 人（62）

120 人（60）

137 人（68）

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC750

又

は

TOEFL iBT80

191 人（89）

工学部

海外留学経験者数

26 人

14 人

40 人

60 人

80 人

120 人

３カ月未満

２5 人

14 人

38 人

58 人

77 人

114 人

３カ月～１年

1人

0人

2人

2人

3人

6人

１

超

0人

0人

０人

０人

０人

０人

卒業［予定］者数

814 人

840 人

840 人

840 人

840 人

年

目標設定の考え方

840 人

海外の大学等で勉学するに必要な英語力を修得することを目標とする。海外大学との連携を強化し、質の保証に
考慮しながら、海外留学を行う授業数と履修者を増加させていく。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC750

又

は

TOEFL iBT80

20 人（14）

25 人（15）

33 人（17）

47 人（22）

理学部

海外留学経験者数

２9 人

30 人

30 人

30 人

30 人

35 人

３カ月未満

２9 人

30 人

30 人

30 人

30 人

35 人

３カ月～１年

0人

0人

0人

0人

0人

0人

超

0人

卒業［予定］者数

１

年

184 人

目標設定の考え方

0人

190 人

0人

0人

0人

0人

190 人

190 人

190 人

190 人

海外の大学等で勉学するに必要な英語力を修得することを目標とする。海外大学との連携を強化し、質の保証に
考慮しながら、海外留学を行う授業数と履修者を増加させていく。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC750

又

は

TOEFL iBT80

20 人（14）

25 人（15）

30 人（15）

42 人（19）

生命理工学部

海外留学経験者数

１０人

２０人

20 人

20 人

20 人

25 人

３カ月未満

１０人

１９人

20 人

20 人

20 人

25 人

３カ月～１年

0人

１人

0人

0人

0人

0人

１

0人

0人

0人

0人

0人

0人

170 人

170 人

170 人

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

１６６人

170 人

170 人

海外の大学等で勉学するに必要な英語力を修得することを目標とする。海外大学との連携を強化し、質の保証に
考慮しながら、海外留学を行う授業数と履修者を増加させていく。

注１）平成２８年度の比率（
（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。
注２）
「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー
ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。
注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位
取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。
注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の
設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。
（対象：全学）
（測定指標・達成水準）
：
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」の所属学生のうち、規定の要件（① コースにお
いて指定された科目の履修、② 語学能力、③ 海外派遣）を満たすことを達成水準、すなわち修了要件として設定している。コース修了に
必要な履修単位数は 16 単位以上と設定している。
（指標・水準設定の考え方）
：学生がグローバル人材としての高い能力を獲得するためには、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の
育成・学士コース」が設定する科目を十分な単位数履修する必要があると考え、達成指標を 16 単位以上と設定した。同コースは厳格に質保
証を行い、修了の認定は本コース運営体による審査を経て行われることから、この修了条件を、同コースの達成水準とすることは適切であ
る。
（達成する学生数設定の考え方）
：全学学生数に対する比率は、コースの内容・修了要件を踏まえ、全学学生の 10％程度が適当であると判
断した。なお、在校の 2〜4 年生については、コース修了と同程度の能力を有し、海外留学を実施したものとして、平成 25 年度～ 平成 27
年度は、その数を目標としている。

全

学

平成２５年度

対象となる学生数（B）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

10 人

30 人

40 人

120 人

1，200 人

1，200 人

1，200 人

1，200 人

0.8％

2.5％

3.3％

１0％

達成する学生数（A）

達成する割合（A/B）
（対象：工学部）
（測定指標・達成水準）全学に同じ
（指標・水準設定の考え方）全学に同じ

（達成する学生数設定の考え方）本コースの教育内容は工学系分野にやや力点が置かれていることから、工学部所属学生の履修率は高いと
判断し、全学平均よりも高い数値としている。

工学部

平成２５年度

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２６年度

平成２７年度

平成２８年度

10 人

20 人

30 人

100 人

840 人

840 人

840 人

840 人

1.2％

2.4％

3.6％

11.9％

（対象：理学部）
（測定指標・達成水準）全学に同じ
（指標・水準設定の考え方）全学に同じ
（達成する学生数設定の考え方）本コースの教育内容は工学系分野にやや力点が置かれていることから、理学部所属学生の履修率はやや低
いものと判断し，全学平均よりも低い数値としている。

理学部

平成２５年度

平成２７年度

平成２８年度

0人

5人

5人

5人

190 人

190 人

190 人

190 人

0％

2.6％

2.6％

2.6％

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）

平成２６年度

達成する割合（A/B）
（対象：生命理工学部）
（測定指標・達成水準）全学に同じ
（指標・水準設定の考え方）全学に同じ

（達成する学生数設定の考え方）本コースの教育内容は工学系分野にやや力点が置かれていることから、生命理工学所属学生の履修率はや
や低いと判断し、全学平均よりもやや低い数値としている。

生命理工学部
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

0人

5人

5人

15 人

170 人

170 人

170 人

170 人

0％

2.9％

2.9％

8.8％
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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】
本構想における取組の実施にあたり、７つの方策を講じることしているが、以下は各方策に対する目標
である。
１．高校への広報・啓発活動の強化
高校への広報のため、パンフレットを作成し、本学への進学実績のある高校を中心に送付し、
「新興国
の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」をはじめとした、国際プログラム、留学プログ
ラムの紹介を行う。また、東京工業大学附属科学技術高等学校で実施している高大連携教育（サマープロ
グラムなど）において、グローバル化を意識させるなどの内容の充実を図るとともに、他の高校との新ら
たな実施など、拡充を図る。
２．類・学科を越えた教育プログラムの構築
本学の学生は、1 年次に類に在籍し、2 年次以降は学科に在籍するが、
「新興国の科学技術の発展に貢献
できる人材の育成・学士コース」は、全ての類・学科の学生が、同コースの 4 つのプログラムが指定する
科目を履修することにより、在籍する類・学科の枠を越えた教育を実施する。平成 25 年度入学の学生に
対しては学年進行に合わせ、4 つのプログラムにおいて計 16 単位以上を取得するために必要な科目を提供
する。加えて、平成 25 年度に第 2 年次、3 年次の学生に対しても、実質的に同コースの所属学生が当該学
年において履修すべき科目を設置する。
３．事務職員の国際力の強化
実践的な語学研修・海外研修を実施する。具体的には、国内での語学研修に加え、文部科学省・日本学
術振興会の海外研修プログラム、モナシュ大学、グラスゴー大学への海外実務研修、協定校等が実施する、
短期研修・セミナー・インターンシップ等、および海外大学での高等教育マネジメントの修士号取得プロ
グラムを実施する。これらのプログラムによる派遣職員数は、年間 10 人を目標とする。
４．教員のグローバル教育力の向上
FD 研修において、海外有力大学から講師を招聘し、グローバル化に対する教員の意識向上を目的とした
情報共有とワークショップを毎年実施する。
５．学生支援体制の強化
「海外留学コンシェルジュ」を新たに 2 名雇用し、学生に対し、一般的な留学情報の提供に加え、留学
先大学のカリキュラム調査、修学計画作成のアドバイス、留学期間中のトラブル対応、帰国後の進路指導
などを行う。
就職支援については、学生支援センターのキャリア支援部門が中心となり、日本人学生・外国人学生を
問わない形で、一元的に就職情報を提供できる体制を構築する。
６．全学教育体制の整備
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」実施のための運営体を全学的な協力
の下に設置する。また、本学は、平成 24 年度に GPA の試行導入を開始し、本格導入に向けた検討を進め
ている。その中で、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」においては、全所
属学生を対象として GPA を用いた修学指導を先行的に実施する。そして、この先行実施において得られた
知見を全学的に情報共有し、全学導入に向けた検討にフィードバックさせる。
７．海外有力大学とのネットワークの強化
本学は、昨年度において採択された「大学の世界展開力強化事業」により、世界の有力 19 大学との間
で交流を深めている。また、アジアの主要大学との間でも、学生交流プログラムを実施してきている。こ
れらの交流による派遣学生の多くは大学院課程学生であるが、学士課程学生の派遣の充実を図り、平成 28
年度までに「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース」の学生のうち、20 人程度が、
この枠組みで派遣することを目標とする。加えて、派遣先大学の充実を図り、連携大学とのネットワーク
を強化する。
（注）世界展開力強化事業の対象大学は、清華大、韓国科学技術院（KAIST）
、香港科技大、南洋理工大、
カリフォルニア工科大、MIT、ジョージア工大、UC バークレー、ミシガン大、ワシントン大、ウィスコン
シン大、ミネソタ大、スタンフォード大、ブラウン大、インペリアル・カレッジ、デルフト工科大、スイ
ス連邦工科大、アーヘン工科大、パリテックの 19 大学である。
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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
海外留学者数

（Ａ）

博士・博士後期課程
在籍者
修士・博士前期課程
在籍者
学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

平成２４年度
295 人

288 人
（

（

（

（

平成２５年度

34 人）

（

65 人
2 人）

（

140 人
25 人）

（

83 人
7 人）

（

37 人）

322 人
（

65 人
2 人）
140 人
27 人）

平成２６年度

40 人）

（

（

90 人
8 人）

（

72 人
2 人）

平成２７年度

351 人
（

（

平成２８年度

397 人

44 人）

（

79 人
2 人）

（

48 人）

476 人
（

87 人
3 人）

53 人）
96 人
3 人）

（

155 人
29 人）

（

172 人
32 人）

（

190 人
34 人）

（

210 人
38 人）

95 人
9 人）

（

100 人
10 人）

（

120 人
11 人）

（

170 人
12 人）

10，108 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

2.8％

3.0％

3.3％

3.5％

4.0％

4.8％

（

0.3％）

（

0.4％）

（

0.4％）

（

0.4％）

（

0.5 ％）

（

0.5％）

海外大学との連携を強化し、質の保証に考慮しつつ、海外留学を行う授業数と履修者を増加させていく。大学
院では、海外派遣の必修化を学位課程の目標に応じて進めていく。平成２３年度では、単位取得を伴わない学
生も含む海外留学者数となっているが、平成２８年度に向けての本取組により全員が単位取得を伴う留学とな
るようにし、その数が日本人学生の海外留学者数となるように目標設定した。

目標設定の考え方

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
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

141 人
（

0 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

20 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

45 人
0 人）

（

76 人
0 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

10，108 人

87 人
（

34 人）

（

（

（

0％）

合 計

60 人
（

0 人）

35 人
2 人）

（

10 人
0 人）

45 人
25 人）

（

50 人
0 人）

7人
7 人）

（

0人
0 人）

288 人
（

34 人）

（

（

（

65 人
2 人）
140 人
25 人）
83 人
7 人）

10、108 人

10、108 人

10、108 人

0.9％

0.6％

2.8％

1.4％
（

１年以上

（

0.3 ％）

（

0％）

（

0.3 ％）
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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）
外国人留学生数

（Ａ）

1，254 人
（

71 人）

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）

1，260 人

1，270 人

1，285 人

1，305 人

（ １０２人）

（ １２２人）

（

７７人）

（

８７人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

533 人
0 人）

（

533 人
0 人）

（

533 人
0 人）

（

533 人
0 人）

（

533 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

380 人
0 人）

（

380 人
0 人）

（

380 人
0 人）

（

380 人
0 人）

（

380 人
0 人）

（

192 人
0 人）

（

192 人
0 人）

（

192 人
0 人）

（

192 人
0 人）

（

192 人
0 人）

149 人
71 人）

（

１５５人
77 人）

（

１６５人
87 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

（

1，242 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

（

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

1，247 人

６８人）

（

1，256 人

７３人）

（

１８０人
102 人）

（

1，270 人

８２人）

（

９５人）

２００人
122 人）

1，288 人
（ １１４人）

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

12.7％

12.7％

12.8％

13.0％

13.2％

（

0.7％）

（

0.8％）

12.5％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

（

（

0.7％）

（

0.9％）

12.6％
（

（

1.0％）

12.7％

0.7％）

（

0.8％）

（

12.8％
（

1.0％）

1.2％）
13.0％

（

1.2％）

外国人留学生が正規課程学生に占める割合は、現状でも全国トップクラスである。正規課程プログラムの履修
目標設定の考え方

生については、今後は数から質への転換をはかる（優秀な留学生の確保）ことを目標として、総人数（及び留
学生比率）は現状維持とする。一方、学生の流動化を促進するために、海外の有力大学との短期交換留学生の
数を大幅に増加させることを目標としている。

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

左記のうち、

外国人留学生数

在留資格が「留学」の者

１

中国
韓国

505 人
145 人

495 人

２
３

タイ

117 人

117 人

４

ベトナム

73 人

73 人

５

145 人

インドネシア

71 人

71 人

６

マレーシア

32 人

32 人

７

アメリカ合衆国

20 人

８

フィリピン

21 人
20 人

９

モンゴル

17 人

17 人

１０
その他
合 計

20 人

台湾

17 人

フランス ほか

236 人
1，254 人

17 人
235 人
1，242 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。

外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

目標設定の考え方

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

835 回

835 回

840 回

840 回

845 回

4,014 回

4，014 回

4，019 回

4，019 回

4，024 回

20.8％

20.8％

20.9％

20.9％

21.0％

外国語による授業は大学院を中心に十分な数を現状で実施している。今後は、講義内容の充実に努める
ことと、大学院と学部の連携教育により学士課程学生の外国語による授業の履修の増加を図る方針であ
る。さらに、学士課程学生には日本語併用授業が有効であることが明らかとなっていることから、この
ような授業の拡充を図ることを目標としている（この数は上記の数値には反映されていない）
。

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

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員
総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

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

113 人

130 人

150 人

185 人

200 人

42 人

44 人

46 人

48 人

50 人

1,089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

10.4％

11.9％

13.8％

17.0％

18.4％

本学の国際化のポリシーに基づき、外国人教員ならびに国外の大学で学位を取得した教員を増加させる
目標設定の考え方

取組を行っており、その方針に沿って目標を設定している。平成２4 年度は、日本人教員は、国外の大
学での学位取得者、本学在籍前の連続１年以上の海外での教育研究に従事した者をカウントしている。

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）

1，020 人

1，020 人

1，020 人

1，020 人

1，020 人

総教員数（Ｂ）

1，089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

93.7％

93.7％

93.7％

93.7％

93.7％

割

合（Ａ／Ｂ）

既に高い水準であるため、博士号取得をしていない優れた多様な人材を確保するためにもこれ以上の増
目標設定の考え方

加を目標としない。そのため数値的には現状維持としている。

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）

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

9，903 人

総教員数（Ｂ）

1，089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

1，089 人

9.1

9.1

9.1

9.1

割

合（Ａ／Ｂ）

9.1

学生数と教員数の比率は、きめ細かな教育を実施するに十分な数値となっていることから、今後ともこ
目標設定の考え方

の割を保持すべく、総学生数、総教員数は現状維持を目標としている。
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）
事務系職員総数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC800 点相当

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

18 人

25 人

30 人

40 人

50 人

463 人

463 人

463 人

463 人

463 人

3.9％

5.4％

6.5％

8.6％

10.8％

留学生交流や協定業務の遂行が可能なレベルを目標値にしている。また、各課 1 名以上、国際業務の
目標設定の考え方

部署には複数人配置できる人数を目標設定している。なお、平成 24 年度は TOEIC800 点以上の数値
であるが、平成 25 年度以降は TOEFLiBT80 点以上、IELTS6.5 以上、英検準 1 級以上、ケンブリ
ッジ英検 CAE 以上など、TOEIC800 点相当の記録も含める。

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】
1．大学のグローバル化に向けた長期的な目標
本学の教育研究活動に関するポリシーや戦略等
は、本学の長期目標「世界最高の理工系総合大学の
実現」に収斂する形で定めており、グローバル化の
推進は、長期目標に記された「世界の東工大」を目
指す本学の要ともいえる目標である。
2．学生をグローバル人材として育成するための戦
略的な目標
人材を育成するための取組については、「東工大
ビジョン 2009」において、
「専門的な知識・技術の
確立を前提としつつ、社会においてリーダーシップ
を発揮できるグローバル人材を育成するため、国際
性涵養のための科目を充実させるなど、国際化にも
対応したコミュニケーション能力の強化を図る」と
している。
この取組は、大学院課程においてリーディング大
学院として 4 つの教育院を設置することにより実現
させた。各教育院とも国際社会においてリーダーシ
ップを発揮できる人材の育成を行っているが、今後
は、これらの大学院進学を念頭に置いた、学士課程
入学直後から一貫した国際性涵養の取組を強化す
ることが、同ビジョンの実現に向け重要である。
語学力に関しては、国際化戦略（2003 年策定）に
おいて具体的な戦略的強化策が明記されており、そ
れに基づき TOEIC 利用による出口管理や実践的な国
際コミュニケーション科目の設置などの取組が進
められている。
3．教育プログラム向上のための戦略的な目標
国内外の優れた教員を確保することも本学の目
標のひとつである。東工大ビジョン 2009 において
は、「教員の選考・採用の全学的ガイドラインをつ
くり、優秀な教員の世界的視野での選考と教員構成
の多彩性が確保されるよう、採用活動の全学的共通
認識を浸透させる。特に、女性、外国人、他学出身
者の数値目標を設定し、達成を目指す」ことが示さ
れている。
本学は現在、Global Edge Institute を設置し、
国際公募によりテニュアトラック助教を採用し、ま
た、新たな教授選考規則を制定し、国際水準の教授
を任用するなどしている。さらに、平成 23 年度か
らは、講師以上の教員については和文に加え、英文
による公募を義務づけており、世界的視野での教員
の選考が着実に進められている。

【本構想における展開】
1．長期的な目標に向けた大学のグローバル化
本構想で構築を目指す「新興国の科学技術の発展
に貢献できる人材の育成・学士コース」は、人材育
成の面から「世界最高の理工系総合大学の実現」へ
向けての重要な具体策の一つと位置付けられる。
2．本構想を通して学生をグローバル人材として育
成するための取組の展開
本構想を実施することは、
「東工大ビジョン 2009」
に示された国際化に関する戦略目標を、学士課程に
おいて実現させることを意味する。より具体的に
は、「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の
育成・学士コース」の 4 つのプログラムを実施する
ことが、すなわち教育ポリシーに示された人材像で
ある「理工系基礎学力の修得に加え、人文学・社会
科学の素養を身に付け、自ら学び考え、未知の世界
に挑戦できる人材」を育成するための取組である。
本コース所属学生の多くは、修了後、リーディン
グ大学院をはじめとする大学院課程に進学するが、
学士課程において本コースの科目を履修すること
により、進学後に必要な、高い国際性が涵養される。
語学力に関しては、近々策定が決定している新国
際戦略 2012 において、
「アカデミック・コミュニケ
ーション力の強化を目的とした学部及び大学院の
英語授業を拡充し、学部及び大学院卒業までに英語
のリスニング、スピーキング、リーディング、ライ
ティングの４技能向上に一層取り組む」こととし、
従来の戦略よりさらに高い目標を設定している。
3．本構想における国際的な水準における教育プロ
グラムの実施
本構想において行なう優れた教員の確保につい
ては、
「東工大ビジョン 2009」等の戦略に示された
目標に向けた取組と一致するものである。
さらに、新国際戦略 2012 においては、現在の取
組をさらに発展させた内容として、海外からの優秀
な教員の採用（英語による公募の徹底、海外大学の
学位取得者や教員の積極的な採用、外国人教員・研
究者への研究支援の強化）等の具体的な取組みが明
記される予定である。すなわち、本構想は、本学の
新たな国際戦略を具現化するプログラムである。
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」は、本学の学部・学科の枠を越え
て実施されることから、中期計画にある学科・専攻
の枠を越えた連携の目標を実現させるプログラム
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既存の枠組みを越えた教育を行うことの重要性
についても本学の戦略文書に明記されている。具体
的には、中期計画において、「学科・専攻の枠を越
えた学内連携に加えて、国内外の有力大学及び研究
機関との連携を推進し、多様な教育を提供する」と
している。
4．海外の大学との連携に関する戦略的な目標
海外の大学との連携については、「東工大ビジョ
ン 2009」において「理工系大学のトップリーグネッ
トワークの創設、国際連携の強化：世界最高水準の
理工系大学ネットワークを構築するとともに、サテ
ライトラボ等を誘致した教育研究エリアを設け、共
同研究・教育を通じた人材交流を推進することによ
り、抜本的に国際化を推進する」としている。
この理念に基づき、2009 年に本学が主導して
ASPIRE リーグを創設し、加盟大学の間で教育および
研究の両面で活発な活動を行っている。
加えて、タイ・フィリピン・中国の各海外拠点、
AUN/SEED-Net や EJUST といった国際協力プロジェク
トを通じた、新興国・発展途上国との強力なネット
ワークも有している。

である。理学、工学、生命理工学という異なる学部
で学ぶ学生が、本コースに所属し、共に将来国際的
に活躍する夢を抱きながら本コースの科目を履修
するという、学部の専門性を越えた貴重な経験の機
会を提供するものである
4．新興国を中心とした世界の有力大学との連携に
よる人材育成
本構想においては、新興国の有力大学、ASPIRE リ
ーグ加盟大学に加え、ヨーロッパの有力理工系 5 大
学により構成される IDEA リーグ加盟大学や、米国
の有力 10 大学との連携の枠組みをとおして学生の
派遣を行うこととしている。その具体的な取組につ
いては、新国際戦略 2012 において明記される予定
であるが、この派遣の枠組みは、研究重視型の学部
教育プログラムと呼ばれるものである。研究重視型
の学部教育プログラムとは、平成 24 年度に各相手
大学と共同で創設したもので、世界の理工系大学間
の学部レベルにおける交流のモデルとなるものと
位置づけられている。すなわち、本構想による学生
の派遣は、世界の理工系大学間の交流の新たな展開
にも資するものでもある。

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】
1. これまでの教育の質の保証の取組
本学では、高度な研究水準と一体化した教育を推
進することで国際通用性の高い教育を実現してい
る。すなわち、本学では学士課程教育を大学院の基
礎教育と位置づけ、
「理工学における基礎知識を身に
つけ、それを応用する能力を備えた上で、国際性及
び社会性など幅広い教養を兼ね備えた人材の育成」
を理念に『くさび形教育』を実践している。
また、本学は「世界最高の理工系総合大学」の実
現を目指し、世界で活躍できる人材を養成するため
に国際的にも通用する全学及び各学部の教育ポリシ
ーを策定している。各学科では教育ポリシーに基づ
き、標準学習課程を定め、その中で教育目標・学習
目標（修得すべき能力）を明示するとともに、学習
目標を達成するための学習内容・履修図を明らかに
している。
さらに、学位を取得するための卒業要件も厳格に
定めており、その要件を満たすことで国際通用性の
ある教育の質の保証が図られている。

【本構想における取組】
1.「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」設置を通じた質の保証の充実化
本構想では、
「新興国の科学技術の発展に貢献でき
る人材の育成・学士コース」の 4 つのプログラムを
通じて、グローバル人材に必要とされる能力の育成
により現実的な国際通用性を育むことを狙いとして
いる。本コースでは、初年次教育において「高い国
際意識」を醸成し、受動から能動への学生の意識の
転換を図り、順次英語能力・異文化理解能力等の実
践に必要な知識・スキルを修得する。その後、実践
に必要な能力を身につけた上で、海外の大学での実
践的な研究に従事することを通じて、グローバル人
材を養成することとしている。
コース所属学生の学修状況は、メンター（各学科
教員）及びプログラムコーディネーターが進捗チェ
ックし、適宜修学指導を行う。
本コースの修了は、ポートフォリオにより学生
個々が修得した能力を評価するとともに、面接を実
施してその習熟度及びグローバル人材足り得るかを
評価する。
2. 講義情報の公開
2. 講義情報の公開の充実化
授業科目ごとにシラバスは完備しているものの、
本構想では、シラバスの充実を図る。具体的には、
英語開講科目を除いて、多言語化は図られていない。 全ての授業科目で日英表記を原則とするほか、授業
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また、授業を通じて修得する能力についても十分と 内容に即して英語以外の言語での表記も実施する。
さらに、学生の学修意欲を向上させるため、授業
は言えない状況にある。
を通じて修得できる能力も明記することとする。
3. 体系的カリキュラムの充実
3. 体系的カリキュラムの整備状況
教育ポリシーに基づき、全学的に教養教育と専門
標準学習課程を定めており、専門教育では履修図
により体系的な学修が可能となっている。しかし、 教育が有機的に機能する体系的なカリキュラムを整
教養教育においては、科目間の連携が不十分である 備し、学士課程教育のボトムアップを図る。
その上で、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる
こと及び専門教育との連携が希薄であることから、
その点において学士課程教育のカリキュラムの体系 人材の育成・学士コース」のカリキュラムを体系化
する。コースカリキュラムは学期ごとに履修すべき
化は急務である。
授業科目及び必要単位数を設定し、各プログラムに
より能力の修得を図る。
4. 成績評価制度の充実
4. 成績評価制度の改善状況
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
従来の 100 点満点による成績評価に加え、平成 24
年度入学者より GPA 制度を試行導入した。試行期間 成・学士コース」の授業科目については、その成績
中に得られたデータを基にその活用方法・基準等を 評価基準を明確にするとともにシラバス等で公表す
検討した後、本格導入することとしており、２～４ る。そのうえで、コース所属学生については、一定
水準以上の GPA を取得していなければ修学指導の対
年後を予定している。
GPA の試行で得られたデータにより科目間での成 象とするなど、厳格な管理を行う。また、国際通用
績評価基準のバラツキが生じていないかを検証し、 性向上のため、学生の海外派遣についても一定水準
以上の GPA を課すこととする。
適切な成績評価を目指すこととしている。
5. 単位制度の実質化
5. 学修時間及びキャップ制
世界に伍したグローバル人材の育成にあっては、
大学設置基準によれば1 単位45 時間の学修時間が
必要であるが、学勢調査によれば学部学生の１日の 海外の大学並みに単位の実質化を図る必要があるこ
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材
勉強時間（研究も含む）は、5 時間未満の者が 3 割 とから、
弱、7 時間未満の者が約 6 割となっており、研究に の育成・学士コース」の授業科目については、原則
従事している時間を除けば十分な学修時間が確保さ として毎回の授業で課題又はレポートを課すことと
れているとは言い難い。レポートや課題を課すなど し、単位に見合う学修時間を確保する。授業科目ご
により事前準備・事後学修を促し、学修時間を確保 とに必要とする学修時間はシラバスに明記すること
とする。
する方策を講じる必要がある。
グローバル人材に求められる能力を高い水準で修
また、学士課程では年間申告単位の上限を 60 単位
としているが、十分な学修時間を確保するためには 得するためには、計画的な学修が必要であることか
ら年間申告単位は 60 単位を上限とするものの、過度
上限単位数の見直しも必要と思われる。
な学習申告は抑制する。
6. 課題発見・解決力、異文化理解力の強化
6. 課題発見・解決力、異文化理解力の強化
課題発見・解決能力を修得するには確固たる知識
本学の学生は、専門知識が豊富で創造力は優れて
いると評される一方、課題発見・解決能力について が不可欠であるとともにそれを応用する力を身につ
「新興国の科学技術の発
は不十分であると思われる。これは、講義形式の授 けることが肝要であるため、
業が多いことにその要因があると考えられる。大学 展に貢献できる人材の育成・学士コース」では、単
院においては、グループワークや双方向授業が増え なる知識の詰め込みに止まらず、実験科目を中心と
てきているものの、学部においては不足している。 してその活用にまで踏み込んだ教育を実践する。さ
実験科目等で培うことも可能ではあるが、多面的 らに、多面的な思考力を身に付けるため、実験科目
な思考力や洞察力を養うには、多様な価値観が存在 以外の授業ではグループワークなどの双方向型授業
することを認識するとともに他者の思考を取り入れ やアクティブ・ラーニングで行うこととする。
また、多様な価値観の存在を認識するために、オ
る必要がある。少人数教育やグループワークを取り
入れた授業への転換を視野に教育内容の見直しが不 フキャンパス教育として異文化交流を促進する。本
学に在籍する留学生はもとより海外の学生を招聘し
可避である。
て交流イベントを実施することとする。
7. ナンバリング
7. ナンバリング
全学的に教養教育科目を中心に導入に向けて検討
学科で開設する科目順に番号をふって、学務管理
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を行っている。また、標準学習課程において、それ し、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
ぞれの科目ごとに履修すべき学期を指定している。 成・学士コース」では先行して各プログラムの授業
科目について履修すべき学期が分かる形でナンバリ
ングを導入する。

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】
大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への
教育情報の発信を従来から推進してきている。
1. 戦略的な国内外への教育情報の発信
本学ではステークホルダーへの適切な情報を提
供するため、大学のＨＰにおいて以下の教育情報を
公表している。
(1) 本学の教育に関する情報
①本学の将来構想と教育ポリシー
・東工大の将来構想（東工大ビジョン２００９）
・全学の教育目標
・学部及び大学院の教育ポリシー
・入学者に求める資質と能力
②本学の教育組織とその目的、及び教員組織
・学部及び大学院
・所属教員情報 など
③卒業までの流れ及び教育体系・カリキュラム
・学修案内（学部・大学院）
・取得できる学位（学部・大学院）
・各教育課程（博士一貫教育など） など
④各種協定、各種交流プログラム
・海外派遣留学
・四大学連合複合領域コース など
⑤学生支援体制
・学生支援センター など
⑥大学生活における費用及びその支援体制
・各種費用及び経済的支援体制 など
⑦学内の施設・設備、学修関連システム
・キャンパス紹介（各キャンパス）
・教務 Web システム、OCW/OCW-i など
⑧入学に関する基本方針
・入学者に求める資質と能力
・募集要項（学部・大学院） など
⑨東工大の歴史
(2) 教育に関する情報（平成 22 年度実績）
・学生数に関する項目
・教員に関する項目 など
(3) 教育に関する各種詳細情報
・大学としての戦略・取り組み など

【本構想における取組】
これまでの取組を基盤として、さらにグローバル
化を一層推進する。
1. 国内外への教育情報の発信の強化
本構想では、現在公表している教育情報に加え、
本学がグローバル化に対応して取り組んでいる事
業（世界展開力強化事業・海外の大学とのコンソー
シアム等）などの国際化戦略も含めて、以下の項目
を中心として積極的に大学ＨＰにおいて国内外に
発信することとする。その発信にあたっては、
「大
学ポートレート（仮称）
」も視野に、国際競争力の
向上を目指し、海外の大学を含む他大学との間で比
較可能となるよう英語を含む外国語で発信するこ
ととする。
また、本構想の取組状況も広く世界に向けて発信
することとする。
(1) 教育活動の規模や内容等
①学生に関する基本的な情報
・教員当たりの学生数、学位授与数
・卒業率、卒業後の進路、退学の状況 など
②明確な方針に基づく教育課程とその水準
・ナンバリングとシラバス
・単位認定、学位認定、成績評価の基準 など
③外国人教員数
・外国人教員数に加え、海外において通算して 1
年以上教育研究に従事した、また国外で学位を
取得した日本人教員の在籍状況も公表する。
④研究成果の生産性や水準
・論文数、論文被引用数、特許数
・海外研究機関との共同研究・連携 など
⑤教育外部資金の獲得状況
・外部資金の獲得状況
(2) 教育の国際連携
・協定を締結している海外の大学、交流状況
・国内外の機関との連携・コンソーシアム など
(3) 大学の戦略
・教育戦略、研究戦略、国際戦略 など
(4) 留学生への対応
・学位取得、学位取得後の就職等の状況 など
(5) 外部評価等の実施状況
・自己点検・自己評価、認証評価 など
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2. 情報発信にあたっての体制
教育情報の公開は、教育推進室が担当している。
公表すべき項目及びその公表の仕方については、継
続して検討しているが、多言語化が図られておらず
課題となっている。

2. 情報発信にあたっての体制の強化
大学として戦略的に情報の公表・発信を展開する
ために国際室と教育推進室の合同の体制を構築し、
広報センターと連携して本学の教育に関する情報
の公表を国内外に対して行う。

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】
１．国際部の設置
文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」に採択
され、教員と事務職員が連携して国際化を推進する
体制を平成 17～21 年度に整備した。平成 20 年 7 月
には学務部留学生課と研究協力部国際事業課を再
編・統合し、国際連携課、留学生交流課、国際事業
課の３課からなる国際部を設置した。国際部に海外
研修を経験した職員や外国人職員を配置し、大学間
協定の締結手続き、海外学生交流プログラムの実
施、本学の海外拠点の運営、外国人教員・学生への
情報提供等の支援、海外からの訪問者への対応、英
文広報等の国際関係の機能を拡充してきた。
2．語学研修・海外研修 の実施
(1)語学研修
事務職員全体の英語力向上のため、学内及び語学
学校において初・中級レベルの英語研修を実施して
いる。国際業務の中核を担う人材育成のため、中・
上級レベルの英語研修や中国語・韓国語の研修を実
施した。英文メール・英文ライティング等の E-ラー
ニングも毎年多数の職員が受講している。
(2)海外研修
事務職員対象の海外実務研修として、文部科学
省、日本学術振興会の海外研修プログラムに加え、
英国・グラスゴー大学（4 週間、平成 20 年度開始）
とオーストラリア・モナシュ大学（10 週間、平成
21 年度開始）での本学主催の海外実務研修に本学職
員を継続して派遣し、国際的な視野を身に付けた事
務職員の増加に努めている。

3．学内文書等の英文化
国際部が中心となって、学内規定や通知文書等の英
文化を逐次進めている。

【本構想における取組】
1．事務局全体のグローバル化の推進
事務局全体のグローバル化の司令塔として、日常
業務や研修を通じた職員の育成、専門能力を備えた
職員の配置等により国際部のさらなる強化を図ると
ともに、国際部以外の職員のグローバル対応能力の
育成を行い、学内全部署に国際関連業務を担うこと
ができる人材の配置を目指す。
ウェブサイト、SNS 等の改善と有効活用を含む国
際広報の強化、教務システム（GPA、単位認定等）の
グローバル化対応、学生支援・相談体制の強化、外
国人教員への各種サポートの強化を行う。
2．体系的な語学研修・海外研修等の実施
(1)グローバル対応可能な職員の増加
学内及び語学学校における主に中級レベルの実践
的な英語研修を事務職員対象に毎年継続して実施、
E-ラーニングによる初・中級レベルの語学研修も拡
充し、国際業務の対応可能な人材の増加を図る。
(2)国際業務中核人材の拡充
国際業務の中核を担う人材を拡充するため、国内
において上級レベルの英語研修、中国語・韓国語等
英語以外の語学研修（E-ラーニングを含む）
、英文契
約、海外広報等の専門研修を実施する。
(3)海外研修等を通じた国際的視野の涵養
文部科学省、日本学術振興会の海外研修プログラ
ムや英語圏の大学における海外実務研修に引き続き
職員を派遣する。海外の協定校等が実施するセミナ
ー、インターンシップ等に新たに派遣、また、海外
協定校と事務職員の交流を行う研修（１ヶ月程度）
を新たに開始し、海外の高等教育の実情に通じた職
員の増強を行う。
(4)海外長期研修の開始
海外の大学で高等教育マネジメントの修士号を取
得するなどの本学主催の 1 年以上の期間の事務職員
海外長期研修を新たに開始する。
（5 年間で 3 名程度）
3．学内文書等の英文化等教育環境のグローバル化
外国人研究者や留学生に十分な情報を英語で提供
できる環境を提供できる体制を確立していく。
また、
その他の言語についても対応を進める。
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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】
1．本学の学部教育の特色
本学の学生数は、学部約 4900 人、大学院約 5200
人である。学部は、理学部、工学部、生命理工学部
の 3 学部により構成されており、卒業生の約 9 割は、
本学の 6 つの研究科のいずれかに進学する（一部の
学生は、就職あるいは海外大学等へ進学する）
。この
ため学部学生に対しても早い段階から研究室に所属
し、実験を行う機会を提供するなど研究重視型の教
育が行われている。

2．学士課程におけるグローバル人材育成への取組
本学の教育ポリシーに示された学部において修得
すべき能力のひとつは、
「国際的な視野から研究・技
術開発を進めるために必要な語学力」である。これ
までは、この目的の沿う形で語学教育を中心に、人
材のグローバル化のニーズに対応した取組を行って
きた。
3．本学の学士課程の構成の特徴
本学の教育の特徴は、
「くさび型教育」とスパイラ
ルアップ型の構造である。「くさび型教育」とは、1
年次から少しずつ専門的な教育を織り交ぜ、学年が
上がるに従い専門的な学習量が増えていく本学伝統
の教育方法である。また、その教育の構造は、入学
時から卒業までにスパイラルアップ的に「理工学基
幹学力」
、
「創造力」
、
「国際コミュニケーション力」
、
「リーダーシップ力」を向上させるものとなってい
る。

新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・
学士コース

本学伝統の 「くさび型教育」
学士論文研究
４年次創造性
育成科目

4

3

2

教養教育
科目

専門教育
科目

【本構想における取組】
1．本学の学部教育の特色と「新興国の科学技術の
発展に貢献できる人材の育成・学士コース」
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」の目的は、大学院課程修了後に、
新興国を含む世界でリーダーシップを発揮できる
人材を育成することにある。このため、学士課程に
おいては、卒業後、大学院課程において国際水準の
教育研究活動を行い得る、高度な能力を身に付けさ
せることを目的とする。
2．
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」の特徴
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」は、
「国際意識醸成プログラム」
、
「英語力・プレゼンテーション力強化プログラム」
、
「科学技術を用いた国際協力実践プログラム」
、そ
して「実践型海外派遣プログラム」により構成され
る。本コースに所属する学生は、上記 4 プログラム
より合計16 単位以上を取得することを義務付ける。
対象となる科目は、高い質の保証システムを導入
し、厳格な履修の管理と成績評価を行う。
3．本コースの構成
本コースにおいても、本学の教育の特徴であるス
パイラルアップ型の構造が取り入れられており、初
年次の「国際意識醸成プログラム」に始まり、年次
が進行するに従い、当該年次の科目を履修するとと
もに、本コースの他のプログラムを履修する構造と
なっている。

4

3

２・３年次
創造性
育成科目

2
実験・
実習
科目

1

1

Fゼミ

年次

英語
力・
コミュ
ニケ
ーショ
ン力
強化
プロ
グラ
ム

教養教育
科目

学士論文研究
４年次創造性
育成科目

実践
型海
外派
遣プロ
グラム

専門教育
科目

科学技術
を用いた
国際協力
実践プロ
グラム

国際意識醸
成プログラム
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4．本学における留学と科目履修の関係
本学は、これまでも交換留学プログラム等を通し
て積極的に学生の海外への派遣を行ってきた。しか
しながら、学部に設置された科目において直接留学
と関連するものは設置されていないなど、必ずしも
履修課程の構成において留学への支援が十分であっ
たとは言えない。また、留学した者の経験も、報告
会の開催等を通して他の学生に伝えられることはあ
っても、体系的なシステムが整備されるという状況
には至っていない。

5．学部課程における追加的な科目履修
本学では、1 年次に必要な課程を修了した者は、2
年次に進級する時点で学科に在籍する。この学科へ
の進級は、多くの学生にとって将来に向け専門性を
高める動機づけとなる。
6．留学の成果の認定
本学は、海外の大学における履修の成果の認定に
ついて規程を整備するなど、海外留学の成果が本学
における学業の成果と結びつける体制を整えてき
た。しかしながら、海外留学の成果は、個々の科目
の単位としてのみ認定されるのみであり、海外経験、
さらには学生が海外への派遣を通して修得した様々
な能力を評価する制度は存在していなかった。
7．学生の国際性を高めるための取組の現状
本学における学生の国際性を高めるための取組の
現状は以下のとおりである。
(1)学生に対する国際的な動機づけ
本学は、新入学生に海外留学プログラムを紹介し、
また、毎年春に「留学フェア」を開催するなど、学
生に対する海外留学への関心を呼び起こす努力をし
てきた。この結果、平成 24 年度留学フェアには、計
400 人が参加するなど、学生の関心の高まりもみられ
る。
しかしながら、派遣留学プログラムへの応募者や
留学フェアの参加者は、大学院学生の比率が高く、
必ずしも学部学生、特に初年次の海外留学に対する
関心は必ずしも高くないことが明らかとなってい
る。

(2)英語力・プレゼンテーション力の強化に向けた取
組
本学では、必修授業、選択授業、およびその他の
取組より構成される国際コミュニケーション科目と
して語学教育を実施している。必修科目としては、
入学 1 年次から 4 年次までの継続学習とし、8～10
単位を卒業要件としている。また、全学生を対象と

4．全学における本コースの位置づけ
本コースの所属学生数は各学年 120 人と、約 1068
人の入学定員の 1 割強の人数に留まっている。しか
しながら、
「新興国の科学技術の発展に貢献できる
人材の育成・学士コース」に指定された科目は、他
の学生の受講も可能としており、全学部学生に対す
る教育の点でも国際化に貢献する構想となってい
る。さらに、本コースにより派遣された学生は、自
身の経験を他の学生に伝える役割も担わせており、
学生同士のコミュニケーションを通した全学的な
学生の国際経験への関心の高まりも期待できる。
5．本コースへの所属
本コースの所属は、原則として 1 年次を終えた時
点で決定する。後述するように、1 年次で国際的な
意識を高めるプログラムにより動機付けられた学
生が、学科所属と同時に本コースに所属する。
6．本コース修了の認定要件
本コースに所属する学生は、高い意欲をもって各
プログラムの科目を履修することが求められる。様
式 1 の「取組内容② 教育課程の国際通用性向上の
ための取組」に記した履修要件を満たした者のみ
が、本コースの修了を認定される。本コースの修了
者は、高いグローバル人材としての意識を持つとと
もに、学士課程において将来に向けて必要な経験を
積んだ者であることを意味する。
7．各プログラムの概略
上記 4 つのプログラムの概略は、以下のとおりで
ある。
(1)国際意識醸成プログラム（必要単位数：3 単位
または 5 単位）
本学の学生は、第 1 年次は 7 つの「類」のいずれ
かに所属する。
「類」に 1 年間在籍した後に、本人
の志望に基づき関連する学部・学科に所属すること
となるが、この「類」に在籍する 1 年間の教育は、
学生の将来のキャリア形成に大きな意味を持つ。
本プログラムは、多数の新入学生に対し、国際的
な関心を高めることを目的として、本学が 1 年次を
対象として開講しているF ゼミと名付けたセミナー
形式の科目の枠組みを利用する。
また、新たに全学共通の「国際意識醸成科目」を
設置する。多様な講師陣による講義や体験型のプロ
グラムといった、通常の授業では得られない経験を
通して国際的なキャリアへの関心を高める。
(2)英語力・プレゼンテーション力強化プログラム
（4 単位）
本コースの修了要件における語学力は、TOEIC750
以上または TOEFL iBT80 以上とし、その目標に向け
た科目の整備を進める。あわせてその他授業外の取
組も充実させる。
「英語力・プレゼンテーション力
強化プログラム」として「アカデミック・プレゼン
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した TOEIC 受験機会の提供もスコアを利用した英語
力の進捗確認も行っている。選択科目としては、4
技能に対応する科目の他、
「TOEIC 対策セミナー」
、
「留
学対策セミナー」等を開講している。
(3)課題発見・解決、異文化理解に関する科目の提供
課題発見・解決力を、国際的な観点から高めるこ
とを目的とした全学的な科目は設置されていない
が、学科によっては、例えば国際開発コミュニケー
ション論等、特色のある科目を開講している。
異文化理解に関しては、本学は、文化系科目とし
て人文・社会科学の幅広い範囲における国際的な知
見を高めるためのプログラムを開講している。また、
本学の世界文明センターによる文明科目も開講して
いる。
(4)学部学生の海外経験の現状
本学は、数日間の短期の体験型プログラムから 1
年程度の留学プログラムまで様々な留学機会を提供
しているが、その数は学部学生の場合、60 人余りに
留まっている。また、派遣先大学で単位を取得する
などし、その成果を本学の履修科目として認定され
た者の数は僅かである。この点については、現状で
は英語圏以外の相手大学においては英語で開講され
るプログラムが限られていることや、本学における
履修科目との互換性の問題等、いくつかの課題が指
摘されている。
8．教育改革の取組の現状
国際化に向けた学士課程の教育プログラムの改革
は、語学力の向上に力点が置かれてきた。国際コミ
ュニケーション科目として設定された、必修授業、
選択授業、及び授業外の発展的な取組により、全学
的に一定のレベルに達したが、グローバル人材の育
成という点では、必ずしも十分とは言えない状況に
ある。
(1)学部入試・高大連携教育の現状
東京工業大学附属科学技術高等学校との間では、
オープンキャンパス（1 年）
、サマーレクチャー（2
年）
、サマーチャレンジ（3 年）を通して、教育の連
携が進められてきた。しかしながら、入試制度につ
いては、国際的な経験や能力を評価する取組は特に
行われていない。
(2)初年次教育の現状
「くさび型教育」により、初年次から、学生に対
して動機づけを目的とした専門性のある教育を行っ
ている。特に F ゼミについてはセミナー形式により
行われるため、学生の意欲を高めるために高い効果
が見られる。
(3)語学教育の現状
本学学士課程における語学教育は、英語を含む国

テーション」
、
「留学対策科目」
、
「集中講義形式」の
開講、拡充に加え、
「TOEIC 対策セミナー（全学生対
象）
」や TOEFL iBT 受験機会の提供、E-ラーニング
による自主学習、ライティングラボ/スピーキング
ラボの取組を行う。
(3)科学技術を用いた国際協力実践プログラム（8
単位）
様々な分野を専攻する学生のニーズに応え、課題
発見・解決力強化のための科目を当該プログラムの
対象として各学科において設定するともに、全学型
の課題解決型の科目を創設する。
さらに、国際開発コミュニケーション論等の科目
を発展させるとともに、本学のリベラルアーツセン
ター、世界文明センターと協力するなどし、この目
的に沿ったプログラムを開講する。
(4)実践型海外派遣プログラム（1～4 単位）
このプログラムでは、短期派遣と長期派遣を設置
する。短期派遣は各国の大学、研究機関、企業、NPO
等を受入れ先とした体験型の海外派遣プログラム、
また、長期派遣は、相手大学との交換文書に基づく
留学プログラム等を想定している。短期派遣につい
ては、左記のプログラムに加え、アジア、欧米等へ
の多様な派遣機会を設ける。また、長期派遣につい
ては、新興国の協定大学に加えて、世界展開力強化
事業の対象大学を含む世界のトップクラス大学、さ
らに長期インターンシップを単位化している学科
では企業・国際機関などを主な派遣先としている。
8．
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」実施に伴う教育改革
上述したとおり、本コースの実施は、単に選抜さ
れた120 人の学生のグローバル人材としての能力を
高めるだけではなく、
「7 つの改革」と名付け、全
学的に国際水準の学部教育を実施し、全ての学生
が、より高い履修成果を上げることを目的とした取
組を行う。
(1)学部入試改革：高大連携教育
東京工業大学附属科学技術高等学校で実施して
いる連携教育を他の高校とも新たに実施する。ま
た、入試においては、
「理工人」としての資質を評
価する中で、国際的な資質を評価する仕組みの構築
を検討する。
(2)初年次教育改革：理工系リテラシー教育
初年次の学生に対しては、動機づけを含む類を越
えた教育プログラムを提供するための改革を行う。
本コースのF ゼミや全学共通の
「国際意識醸成科目」
に加え、基礎的学力を高めるためのプログラムを強
化する。
(3)語学教育改革：卒業までの継続教育
語学教育の改革については、上の欄および様式 5
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際コミュニケーション科目として必修授業、選択授 「語学力を向上させるための入学時から卒業時ま
業、及び授業外の発展的な取組から構成されている。 での一体的な取組」に記したとおりである。外国語
履修の機会とその種類を大幅に増加させることに
より、本コース所属学生以外においても卒業時まで
継続的に語学の能力を高めることができる。
(4)教養教育改革：国際化教育
(4)教養教育の現状
「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
「くさび型教育」により、初年次から卒業年次ま
で、文系科目、総合科目、文明科目として継続的に 成・学士コース」の実施を通し、本学の多様な教養
教養教育の科目を履修するカリキュラムが組まれて 教育科目の中でも国際的な側面の強い科目を強化
する。このため、特に文系科目、総合科目、文明科
いる。
目の更なる改善に向けた取組を行う。
(5)専門教育改革：実践型教育
(5)専門教育の現状
既に実践的要素が多く取り入れられている専門
専門性育成科目、創造性育成科目、実験・実習科
教育科目についても、
「新興国の科学技術の発展に
目を通し、専門性を高める教育が行われている。
貢献できる人材の育成・学士コース」の実施に合わ
せ改革を行う。
(6)国際教育改革：海外大学との連携教育
(6)海外大学との連携の現状
従来の交換留学制度に加え、海外の大学との間の
本学は海外の 100 近い数の大学と全学協定を締結
するなどし、大学間交流を行っているが、その多く 連携による様々な形態の教育プログラムを実施す
はセメスター単位の交換留学である。なお、平成 24 る。一例としては、大学の世界展開力強化事業によ
年度には、世界展開力強化事業により 19 の世界の理 る海外の理工系有力大学との間の学部学生および
工系トップ大学と、新たな交流の枠組みによるプロ 修士課程学生を対象とした研究プログラムを実施
する。
グラムを開始した。
(7)大学院入試改革：学士：修士連携教育
(7)大学院入試の現状と課題
学部教育と大学院教育の一貫性の観点から、大学
本学においては、7 月～8 月に大学院修士課程の入
試が行われるが、学部 4 年生にとっては、この時期 院入試について検討を行っているが、本コース所属
学生については、効果的な海外への派遣が可能とな
に海外への派遣が困難になるという課題がある。
るよう、入試時期を早める等の検討を行う。
9．PDCA サイクルによる改善
9．PDCA サイクルの導入に関する状況
本コースの実施にあたっては、アドバイザリーボ
全学的に教育推進室を中心に PDCA サイクルの導入
ードを設置し、改革・改善をはかる。
を図っている。
10．産業界との連携の拡大
10．産業界との連携の状況
本学の国際面を含む産業界との強い連携を利用
本学は、国際的な人材の育成の面においてもアジ
ア人財資金構想やプロダクティブリーダー養成機構 し、本コース所属学生に対しても、国内・海外の企
などを例として、またグローバルＣＯＥや産学連携 業との協力のもと、キャリア支援、インターンシッ
推進本部と協力して産業界との間で強い連携に基づ プ、寄附金に基づく派遣プログラム等を実施する。
く事業を実施している。
11．大学院への進学のためのキャリア支援
11．大学院への進学のためのキャリア支援の状況
本コースを修了した学生の卒業後の進路は、上述
各専攻の就職担当教員との密接な連携のもと、日
本人・外国人を区別することなく学生支援センター のとおり本学の大学院への進学や海外の優れた大
のキャリア支援部門において一元的な就職支援を精 学の大学院への進学である。本学はリーディング大
学院として 4 つの教育院を設置しているが、本コー
力的に行っている。
ス所属学生に対し、同教育院への進学の指導・助言
を行う。また、海外大学の大学院に進学しようとす
る者に対しても、実践型海外派遣プログラムにより
留学等の機会を提供し、また、入試の支援を行うな
どする。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

教員のグローバル教育力の向上の取組
取組内容① 教育体制のグローバル化
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体
制のグローバル化を図っているか。

【これまでの取組】
1. 外国人教員の任用
「若手研究者の自律的研究環境整備促進」事業の
採択を受け、Global Edge Institute を平成 18 年度
に設置し、テニュアトラック制度を導入。平成 23
年度からは大学の経費により新たな制度として開
始。これまでに、基礎研究・基盤的研究の強い分野、
強化すべき分野にテニュアトラック助教を国際公
募し、現在までに 18 人の外国人教員を採用した。
平成 20 年度から、外国人教員・研究者向けに、
科研費の説明会を開催している。
2．国際水準の教員の任用
世界最優秀レベルであることや国内外の意見書
を得ることなどを条件とした新たな教授選考規則
を制定し、国際水準の教授を任用するなどにより、
教員の博士号取得率は 93.7％となっている。
平成 23 年度から、世界的な視野で優秀な教員を
獲得するため、講師以上の教員選考に係る公募につ
いて、和文に加え英文による公募を義務付けている

3．外国語による教育経験を有する日本人教員の配
置
外国から優秀な教員を採用するほか、平成 19 年
に開始した国際大学院プログラム等において平成
23 年度には 835 の授業を外国語で実施するなど、多
数の教員が外国語による教育経験を有している。

4．海外の大学から招聘する教員による授業の実施
・各部局が客員教授ポストを確保し、海外の大学か
ら招聘した教員による授業を実施。

【本構想における取組】
1. 外国人教員の任用のための取組
Global Edge Institute を一層強化し、優秀な外
国人教員の採用を促進する。
平成 23 年度に導入した教員の定員管理を行う
「教員ポイント制」を活用し、外国人教員任用のイ
ンセンティブとして、公募により、各部局が必要と
する外国人教員の採用に学長裁量ポイントを一定
程度補助する仕組みを導入する。
外国人教員による科研費等研究資金の獲得を促
進するため、説明会やアドバイス体制を充実する。
2．国際公募による国際水準の教員の任用
引き続き同教授選考規則を厳格に運用する等に
より、国際水準の教授を任用する。
教員の国際公募を行う部局に対し、国際誌に有料
広告掲載を行う際に、必要経費を支援する制度を導
入する等により、国際公募を強化する。
高い国際水準の教員を確保するため、講師以上が
新たに本学へ着任する際、移転費を含むスタートア
ップの資金として支援する。
3．海外の大学での教育経験や外国語による教育経
験を有する日本人教員の増加
新しい国際戦略 2012 に方針を定めるなど、海外
で学位を取得した教員や海外の理工系有力大学の
ネットワークを活用し、海外での教育研究経験のあ
る教員の採用を促進する。
本学教員がサバティカル制度等を活用して世界
の有力外国大学の客員教員等として授業を担当す
ることで、外国語による教育経験を有する日本人教
員を増加させる。
国際大学院プログラムのほか、学部段階での英語
による授業を充実することにより、外国語による教
育経験を有する日本人教員を増加させる。
4．世界のトップレベルの大学から招聘する教員に
よる授業の実施
各部局が海外のトップ大学から客員教員を招聘
し授業を実施することを一層促進するため、金銭的
支援を行う。
本学主導により構成したアジアの理工系トップ
大学（ASPIRE）リーグと欧州の理工系トップ大学
（IDEA）リーグとの連携等において、招聘を含む教
員交流の中で特別授業を実施する。
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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】
1．FD 研修の現状
ＦＤは一般的には授業改善のための教授法の普
及活動を指すことが多いが、本学では研究と教育の
両面の重要性を意識して、教員を取り巻く研究と教
育全体を改善する幅広い活動と定義している。
本学でのＦＤ活動は 11 年前の工学部でのＦＤ研
修会を実質的なスタートとし、5 年前からは全学を
対象とした研修会として実施している。
例えば、平成 23 年度は 1 泊 2 日で実施し、講師
10 名、教員 63 名、職員 10 名の、合わせて 83 名の
参加者があった。学長の「東工大の教育～これから」
と題した講話及び教育・国際担当理事・副学長の講
話ではグローバル競争下における本学の役割と教
育の方向性が示され、その後、8 グループに分けた
ワークショップで学部・大学院における教育上の問
題点を活発に議論し、教員の教育力向上に大いに貢
献してきている。学部のテーマは、
「わかりやすい
授業とその実践のこつ」
、
「授業改善方法としてのピ
アレビューは必要か、どうあるべきか」
、
「成績評価
基準の客観化とその明示的運用のためにはどうす
べきか」
、
「教員の教育実績・教育力を評価するため
にはどうすれば良いか」で、議論した結果を参加者
に発表し、意見交換を行った。また、その討議内容
を本学広報誌「東工大クロニクル」で学内外に公開
し情報共有を図っている。

【本構想における取組】
1. グローバル化に向けた FD 研修
(1)海外有力大学との連携による研修
毎回のＦＤ研修会に外部より講師を招き、話題提
供をしてもらっているが、国内の産業界からの講師
による話題提供は、教員が社会情勢の把握に大いに
役立っている。グローバル人材の育成にあたって
は、海外の教育に関する情報や学生の状況を認識す
る必要があることから、海外の大学から講師を招聘
し、グローバル化に対する教員の意識向上を目的に
情報提供とともに意見交換を実施する。
また、講師にはワークショップにも参加してもら
い、より詳細な議論を展開することとする。

2．教員の評価と人事への反映等
教員個人評価は「国立大学法人東京工業大学にお
ける大学教員の評価に関する取扱い」（以下「教員
評価取扱い」
）により以下の評価項目が制定されて
いる。
（１）教員 関連評価項目
（２）学術・研究 関連評価項目
（３）社会・国際貢献 関連評価項目
（４）組織運営管理 関連評価項目
大学院研究科、附置研究所、学内共同研究教育施
設等の判断で「教員評価取扱い」に基づき、実施ま
たは試行している。あるいは「教員評価取扱い」に
基づかない部局独自の方法で評価を実施している。
教員個人評価の実施にあたって、評価結果の教員
へのフィードバック、インセンティブ付与への活用
が課題となっている。

2．教員の評価とインセンティブの付与
グローバル教育力に限らず、教員の教育力を向上
させるためには、動機付け、それを正当に評価する
制度、評価に応じたインセンティブの付与が必要と
なってくる。
本構想では、教育力を評価する仕組みを構築し、
適正な評価に基づいて人事に反映することに取り
組む。特に、グローバル教育力が向上した教員につ
いては、サバティカル研修制度の優先参加などのイ
ンセンティブを与え、グローバル教育力をさらに高
度化させたリーダー的教員として育成する取組み
を検討・実施する。

(2)サバティカル研修制度の活用
本学では、大学教員の大学における業務を免除
し、国内外の教育研究機関等において研究活動に従
事する機会を与えることにより、大学教員の資質向
上及び研究教育の発展を図ることを目的とするサ
バティカル研修制度を設けている。
本構想においては、このサバティカル研修制度を
積極的に活用して若手教員を中心に海外の大学・研
究機関に派遣し、教員のグローバル教育力向上に資
することとする。
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3．本学教員の海外における教育活動を通した能力 3．本学教員の海外における教育活動を通した能力
の向上
の向上
本学の教員は、これまで、JICA、 UNESCO 等への 左記の活動を継続して実施することに加えて以下
協力を始めとして、海外の大学での教育活動、支援 のような活動を行う。
活動を積極的に行ってきており、教員のグローバル
化への意識は高く、教育能力においても優れたもの
があると自負している。海外における教育活動の内 (1)海外協定大学等への教員派遣の組織的対応
現在、本学では大連理工大学、エジプト・日本科
で本学が組織的に取組でいる例を以下に記す。
学技術大学（E-JUST）
、アセアン工学系高等教育ネ
ットワーク（AUN/SEED-Net）等、世界各国の大学に
(1)中国赴日予備教育
本学は 1981 年以降、日中両国政府間の協議に基 教員を派遣して教育活動を実践している。また、世
づいて、毎年夏季に本学教員を中心とする専門日本 界展開力強化事業において、平成 24 年度から欧米
語教師団を中国赴日本国留学生予備学校（東北師範 亜の各国の学生を協定大学と協力して指導する。こ
大学内）に派遣して専門日本語教育を実施してい れらの取組を通じて、教員のグローバル教育力をさ
る。本事業を通じて蓄積された教育経験は、本学に らに向上させる。
おける留学生教育指導の向上に寄与している。
(2)中国赴日予備教育
中国赴日予備教育において、継続して教員を派遣
(2)東工大・清華大学大学院合同プログラム
東京工業大学と清華大学は、2004 年に日本初の大 し、留学生教育指導の向上を行う。
学院修士課程デュアル・ディグリープログラムであ
る「東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム」 (3)東工大・清華大学大学院合同プログラム
を開始した。本プログラムでは、バイオテク・ナノ 「東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム」
テク・社会理工の各コースにおいて、本学教員が清 における教育を修士課程から博士課程に拡大して
華大学に赴いて集中講義を行い、参加専攻の相当数 いく取組を実施している。参加専攻の教員の更なる
教育力向上に資する。
の教員が清華大学での講義経験を有している。
(3)TAIST Tokyo Tech
2002 年にタイ王国国家科学技術庁（NSTDA）と包
括的な学術交流協定を締結し、合同大学院プロジェ
クトを開始した。自動車工学及び組込みシステムコ
ースを開設し、キングモンクット工科大学ラカバン
校・トンブリ校、タマサート大学、カセサート大学
等とも提携して、東工大の多くの教員が毎年タイで
の講義を実施している。

(4)TAIST Tokyo Tech
TAIST Tokyo Tech に、平成 24 年度から新たに環
境工学コースを開設している。本コースでは、カセ
サート大学と連携しており、他の２コースと協力し
て、英語での授業を含む教員の教育力向上を図る。
4．本学講義への成果還元
前述した海外での英語講義の経験は、本学国際大
学院プログラムにおける教育の質向上にも資する
ものである。今後は本取り組みにおいて「教授法セ
ミナー参加→海外大学での実践的研修→国際大学
院プログラムへの還元」というプロセスを体系化し
ていく仕組みを構築することを目指す。
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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】
1．派遣学生支援の現状
本学が独自に作成した「海外留学の手引き」を新
入生全員に配布するとともに、留学生センター、外
国語研究教育センター等の協力のもと、国際室主催
による全学的な留学説明会を開催して、留学希望者
に対する情報提供を行っている。また、学部学生の
海外留学を促進するためには、語学能力向上も含め
てより早い時期から海外に目を向けることが不可
欠であることから、本学への入学を希望する高校生
に対して、大学説明会、大学祭等の機会を利用し本
学の留学制度を紹介したパンフレットを配布する
など、入学者予備軍の世代に対して、広く海外留学
の必要性を訴えている。

【本構想における取組】
1．派遣学生支援の拡充
本学では、海外留学を行う学生は、大学院修士課
程在籍者が大半を占めてきた。しかし、年齢が若い
学部学生の海外留学も推進していくためには、従前
の取り組みに加えて、個々の留学先大学への訪問調
査、カリキュラム調査、修学計画、留学期間中のト
ラブル対応、帰国後の進路指導など、これまで教員
や学生本人の自助努力に委ねられていた部分につ
いても、教育の質を確保する観点から積極的に関与
していくことが必要である。このため、こうした個
別事項に対して適切に対処するため、海外の大学院
で学位（博士号又は修士号）を取得した海外留学経
験者を新たに雇用し国際室に集中的に配属するこ
とにより、
「海外留学コンシェルジュ・サービス（仮
称）
」を全学的に実施する。

2．留学プログラム開発に向けた支援体制
国際室では、既に外国語研究教育センター等と連
携して、本学での講義履修と海外協定大学への短期
留学を組み合わせた授業科目を設けるなど、教育の
質保証に留意して正式な単位取得を可能とする新
たな海外留学プログラムを実施しており、現状にお
いて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、十分に構築されている。また、
大学院においては、研究派遣型プロジェクトにおい
て、本学の単位を取得できるようになっているが、
学部・大学院を通じての取り組みにはなっていな
い。

2．留学プログラム開発に向けた支援体制の強化
これまでは各部局教員が国際室に兼務して当該
支援を行っていたが、学部・大学院在籍の教員は教
育研究活動に専念できる環境を構築することが望
まれることから、今後は国際室において当該業務に
専念する教員を雇用することにより派遣留学支援
と教育研究活動の分離を図るなど、より効果的な支
援体制を築きあげることを目標とする。また、教育
推進室を中心として、学部・大学院両方の教育課程
において、留学科目の設置を検討・実施し、学生の
留学をプログラム化する体制を整えるとともに、修
学計画書と報告書の提出を義務付け、単位認定を行
う指導体制を整える。

3．留学情報等の提供
留学希望者に対しては、学年、所属学部を区別す
ることなく、国際室において一元的に、一般的な留
学相談の他、奨学金情報、留学先大学の選択、授業
履修プロセス、留学中の各種相談、帰国後の単位認
定方法など、留学前から帰国後まで一貫した留学支
援を行っている。

3. 留学情報等の提供の充実
本学では、既に大学 HP での海外留学情報の提
供、定期的なメールニュース配信などにより、随時
最新情報にアクセスできる環境を整備してきたが、
今後は、HP をより情報アクセスしやすい形式に改
善し、かつメールニュース等を充実させ各部局の学
生や教員への情報アクセスの改善をはかる。また、
Facebook などの SNS を活用して、
「留学情報提供」
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から「国際意識醸成」へ、より直接的に学生の留学
意欲を高めていく方策にシフトさせていく。
4. ラーニング・アグリメント
本年度から一部プログラムの中で「修学・研究計
画書」に基づく派遣留学を実施しており、本学での
単位認定プロセスの明確化にも寄与している。
（留学の手引き）

4. ラーニング・アグリメントシステムの充実
学部学生の場合は、修学計画の策定、留学先大学
への手続等を適切に行えないケースが散見される
ことから、今後は前述の「海外留学コンシェルジュ」
によるサポート体制の充実をはかり、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）を容易にする教育システムを構築する。
（きめ
細かな指導をする）

5. 海外留学の現状
授業料不徴収協定を締結している大学は 50 校を
越え、また、日本学生支援機構の奨学金に加えて、
本学独自の創立 130 周年基金から、学資金として留
学費用を支援することを行っている。また本格的な
交換留学に先立ち、試行的に短期間海外留学を体験
できるプログラムを複数用意しており、当該プログ
ラムへの参加を経て、単位取得を伴う中長期の留学
にチャレンジする学生も多い。学生支援センターで
実施しているキャリア相談では、留学終了後の就職
のあり方についても予め相談に応じており、就職活
動を憂慮することなく海外留学を行うことができ
る体制が構築されている。

5. 海外留学の促進
本学では学部卒業生の 9 割以上が大学院修士課
程に進学するが、現状では 8 月に大学院入試が実施
されるため、研究室所属が確定した学部４年次での
海外留学が非常に困難な状況にある。このため、大
学院入試のあり方も含めて、学部・大学院修士課程
の一貫教育の中に海外留学を位置づけ、半年から 1
年の留学を行っても、卒業時期が遅れることなく６
年以内に修士課程を修了することが可能な教育課
程の見直しを行う。

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】
1．留学中から帰国後におけるサポート
海外大学等に留学している学生には、教務課から
毎月学内情報をメールの配信等により提供し、留学
中ならびに帰国後の学業生活に支障が無いよう配
慮している。また、国際部からも定期的に連絡をと
り、安否確認、修学・生活上の各種相談に応じてい
る。帰国後は、留学中の学習状況を報告させ、単位
の認定に関する支援を行っている。
2．産業界との連携による就職等支援
9 割以上の学生は大学院に進学するが、留学が就
職の妨げにならないように、各学科の就職担当教員
が産業界との連携のもとに学生と密接な連絡を取
り、就職支援を実施している。
このほか、プロダクティブリーダー養成機構を中
心にして産業界と連携した就職支援を精力的に実

【本構想における取組】
1. 留学中から帰国後におけるサポートの強化
本取組により、単位認定含む学修管理のニーズが
急増することが予想される。留学プログラムの開発
と支援体制を強化し、留学中の学生の修学状況や生
活状況の把握を適切に行う。帰国後は、専任の特任
教員と各学科の教員とが連携して、留学中の学習状
況を評価し、単位の認定に関する支援体制を充実さ
せる。
2. 産業界との連携による就職等支援の充実
グローバル人材育成には、留学後の就職のサポー
トが確かであることが学生側の安心感と制度利用
の充足感につながる。就職担当の教員と学生支援セ
ンターが中心となり、産業界と連携して、社会での
グローバル人材の高いニーズを学生に提供し、就職
の支援を充実する方策を整える。
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施している。
3．リスク管理
新たに留学する日本人学生に対しては、留学前オ
リエンテーション等において、「東工大生のための
安全な海外渡航の手引き」に基づき、現地での疾病、
事故、修学・生活上のトラブル等について具体的事
例もあげて注意喚起を促している。また、海外傷害
保険等の証書コピー提出を義務づけることにより、
事実上保険加入を強制している。緊急連絡先も提出
させている。また、外務省のスポット情報・広域情
報・危険情報が更新される度に、部局長等の責任者
に配信し、不足の事態に対して備えるようにしてい
る。

3. リスク管理の強化
海外留学コンシェルジュ職員により、現地での疾
病、事故、修学・生活上のトラブル等についての指
導や管理の体制を強化する。また危機管理会社との
契約により、24 時間体制の安否確認システムの導
入を検討する。疾病、障害等に対する不安から解放
されて修学に専念できる海外留学制度の構築を進
めていく。

4．支援職員等の配置及び育成
留学希望者に対しては、学年、所属学部を区別す
ることなく、国際部留学生交流課において一元的
に、一般的な留学相談の他、奨学金情報、留学先大
学の選択、授業履修プロセス、留学中の各種相談、
帰国後の単位認定方法など、留学前から帰国後まで
一貫した留学支援を行っている。留学生交流課の常
勤及び非常勤職員の大部分は、海外大学卒業ないし
一年以上の海外留学経験を有しており、自らの留学
体験を生かした親身の指導を行うことができる体
制が構築されている。

4. 支援体制の充実
従来の国際部留学生交流課の支援に加えて、海外
研修制度により高度な指導能力を有する職員を育
成し、サポート体制の充実を図る。これらの職員と
海外留学コンシェルジュ職員と連携して、学生に対
し、一般的な留学情報の提供に加え、留学先大学の
カリキュラム調査、修学計画作成などの修学アドバ
イス、留学期間中のトラブル対応を行う。
また、本プログラムに参加した学生は、次年度以
降に海外留学する学生のサポーターとして修学・生
活上の助言を行うことにより、自己の経験を次世代
に繋ぐことができる体制を構築する。将来的には本
取組で育まれた経験が、グローバルな人材ネットワ
ーク構築に資することも期待できる。
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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】
1．入試について
本学は理工系大学であることの特徴を踏まえ､ア
ドミッションポリシーとして、以下を定めている。
 自然科学の基本的な概念や考え方を身に付け、
応用できる力を有している。
 論理的に思考し、集中してものごとに取り組む
ことができる。
 専門教育で必要となる基礎的な語学力を有して
いる。
 自然科学を探究し、科学・技術の発展に貢献す
る意欲を有している。
語学力については、基礎的な素養を身につけてい
れば、本人の努力により入学してからも十分その力
を伸ばすことができるとの考えから、英語の試験に
ついては、リーディング・ライティング力を問う入
試としており、４技能のすべてを問うものとはして
いない。その理由として、
（１）理工系科目において
必要とされる適性や能力を最優先していること、
（２）本学に入学した学生の大学入試センター試験
（英語）の平均点と全国の受験生の平均点を比較す
ると本学への入学生の方がかなり高水準であること
（2010 年：本学 209.01 点、全国 147.53 点）が挙げ
られる。それを裏付けるように、入学直後に実施す
る TOEIC IP テストでは 2010 年入学者の平均点が
565 点という高い水準にある。さらに、入学後の英語
カリキュラムの中で、4 技能を学ぶことができるよう
になっている。これらを踏まえ、入試における英語
の能力を適切に評価することは重要であると考える
が、理工系能力とのバランスにおいて判断すべきと
考えている。

【本構想における取組】
1．入試について
本学では、学部の入学時に、科学・技術への知
的好奇心と探究心を有し、基本的な概念や考え方、
応用力を身に付けた人材を求めており、学者に期
待する資質は、以下の二つであると標榜している。
1.｢理系」であることに「自信」を持っていること
2.｢理系」であることに「誇り」を持っていること
したがって、優れた理数系能力を有しているこ
とを評価することに重点を置いた入試を継続し、
語学力に関しては、出題内容については改善を進
めるが、基本的には従来通りの試験とする。
一方、本学では平成 16 年度から高大連携教育に
取り組んでおり、附属高校の優秀で意欲の高い理
工系に興味を持つ高校生に「サマーチャレンジ」
という夏季特別授業を実施している。高大連携接
続教育を経て入学した学生達の多くは、海外の学
会やコンペティション等に参加し発表するなどグ
ローバルな活躍をしている。このような一般入試
とは別の形態の入試においては、留学経験や在外
経験等が適切に評価することを検討していく。

2．入学後について
１年次、3 年次に義務付けている TOEIC の受験
は継続し、2 年次、4 年次に本コース所属者に対し
ては TOEFL の受験を義務付ける。

3．広報活動について
本構想の役割は、その基本的な資質の上に、
「大
学入学直後から、国際的な視野に立った学力・思
考力修得のための動機づけを行う」ことである。
理工系に興味を持ち意欲の高い学生であれば、
2．入学後について
入学前の語学力や留学経験の有無にかかわらず、
本学では学部学生に対し TOEIC の目標（550～ 安心して本コースに所属し、
「新興国の科学技術分
650 点を基準）を設定しているが、入学直後に１年 野の発展に貢献できる人材」としての将来を目指
生全員に TOEIC IP テストを実施、後期以降の英 すことができるよう、専用 HP やパンフレット等
語クラス分けの基準としている。
を活用し、サマーチャレンジや高校訪問などの機
会を通じて意欲の高い高校生にむけて広報活動を
行う予定である。
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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】
1.学士課程英語教育の特徴
本学学士課程の語学教育は、言語運用能力の調和
的な発達をこころざし、外国語に習熟するとともに、
あわせて外国文化一般について知識を得ることを目
的として、英語を含む複数外国語の履修を進める国
際コミュニケーション科目として必修授業、選択授
業、及びその他の取組から構成されている。
本学による顕著な取組として平成 18 年度に導入さ
れた TOEIC スコアを利用する英語力の進捗確認があ
る。学生は、1 年次前期に TOEIC IP 試験を、また 3
年次前期に TOEIC 公開試験を受験し、英語学習の方
向づけに活かし、学習成果の指標としている。大学
としては、この 2 回の受験について受験費用を負担
する大きな支援を行っている。また、卒業のために
は各学科が定める合格基準点以上を原則として取得
しなければならないため、学生は基盤的な英語力の
修得について高い意識を持って学習している。
2.標準課程の英語科目
学士課程における英語教育では、平成 18 年度以降
の入学生に 1 年次から 4 年次までの継続学習を求め
ることとし、国際コミュニケーション英語科目 8 単
位または 10 単位の修得を卒業要件とした。この必修
科目の英語は原則として 1 クラス 25 名程度の少人数
クラスにより開講されている。
(1)大学英語への導入と TOEIC の利用
1 年次前期の英語科目では、理工系分野のトピック
を巡るテキストを中心として、４技能のバランスに
配慮しながら大学におけるアカデミック・イングリ
ッシュへの導入を行っている。
1 年次前期にはまた、現段階の英語力を客観的に確
認するとともに、学習の方向づけとなるよう全学生
に TOEIC IP テスト受験の機会を与えている。
(2)4 技能の強化
1 年次後期から 2 年次後期までの 3 学期に渡って学
生は４技能をもとに設定された英語種目を選択して
履修を進める。リスニング及びスピーキング種目で
は、TOEIC スコアを使って習熟度別クラスを編成し、
学生の語学力に配慮した授業を行っている。
(3)卒業時の英語力水準確保
3 年次前期に、全学生に TOEIC 公開試験の受験機会
を与えている。3 年次の英語科目では、所属学科の合

【本構想における取組】
1. 新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の
育成・学士コースの英語教育
左欄で記したように現行の学士課程英語教育で
は、学生に達成すべき基準(合格基準点)を明確に
提示したことで、本学学士課程卒業者が備えるべ
き基盤的英語力の確保は順調に進展してきてい
る。
しかしながら、すべての学生が到達すべき最低
ラインを示す取組では、中・上級の英語力を備え
た学生またはグローバルな人材として期待される
学生の能力向上を十全に果たすことはできない。
そこで、新たな国際コミュニケーション教員を
加えて、
「英語力・プレゼンテーション力強化プロ
グラム」科目の整備を進めるとともに、授業外の
取組も充実させていく。本コースに所属する学生
には、通常の合格基準点(550-650)を上回る TOEIC
750 点以上(または、TOEFL iBT 80 点以上)をコー
ス修了要件とする。
2. 英語力・プレゼンテーション力強化プログラム
の英語科目
本コース所属の学生は、標準課程の英語科目 8
単位または 10 単位に加えて国際コミュニケーショ
ン英語選択科目のうち、英語力・プレゼンテーシ
ョン力強化プログラムに属する科目を 2 科目 4 単
位修得して本コースを修了するものとする。この
ため、本取組の実施にあたっては、現在展開され
ている英語科目選択制の長所を活かしつつ、留学
のために必要な知識及び技能を修得させることを
目的とし、以下のような授業科目の整備を行う。
(1)「アカデミック・プレゼンテーション」開講
問題への気づきにはじまり、取組方針の決定、
データの収集と整理を経て問題を解決し、効果的
な発表の構築と実施、さらに質疑応答にいたるプ
レゼンテーションの過程を英語を使用しながら体
験し、英語力の強化につなげる科目を学士課程向
けに開設する。
(2) 留学対策科目の拡充
学士課程学生を対象とする現行の「留学対策セ
ミナー(TOEFL)」と「留学対策セミナー(口頭表現)」
は、リーディングとライティングを含めた４技能
について、グローバル理工人に求められる水準を
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格基準点以上の TOEIC スコアを取得している学生が
単位を修得する。合格基準点に達しなかった学生は、
さらに英語授業に出席し定められた基準を達成しな
ければ相当する単位を修得できない。
(4)英語選択科目
平成 24 年度において、１年次から 4 年次の学生が
履修できる国際コミュニケーション英語選択科目
は、対象とする技能と水準により区分され 18 科目を
数える。
「アカデミック・リーディング」
「アカデミ
ック・ライティング」
「英語口頭表現演習」など 4 技
能に対応する科目の他、
「TOEIC 対策セミナー」
、
「留
学対策セミナー」等が学生の関心に応えている。
3. 授業外の取組
(1) 外国語学習相談
外国語研究教育センターの「外国語学習相談室」
では、学生からの外国語学習上の相談に対して、教
員が面談により応えている。また、昼休みの時間帯
を利用して、英語母語話者の教員を中心に英語でデ
ィスカッションを進める「イングリッシュ・カフェ」
に積極的に参加する学生が増えている。英語論文執
筆のガイダンス、口頭発表のリハーサルなどについ
て個別指導の要望があり、英語を母語とする教員を
中心に授業に付随する支援の範囲で対応している。
(2) 夏休み、春休みの集中講座
外国語研究教育センターでは夏休み及び春休みに
非正課のクラスとして英語母語話者を担当者として
留学準備をテーマとした集中講座を開いている。単
位修得はできないが、毎回受講可能数を超えようと
する応募がある。

視野に入れた科目グループとして拡充する。
(3)集中講義形式の開講
左欄「3.授業外の取組」の「(2)夏休み、春休み
の集中講座」で述べた留学準備をテーマとする集
中講座の期間に正課の授業科目を開講する。通常
の授業期間に履修できない学生にとって受講機会
が広がる。
3．その他の取組
(1) 専門科目のなかでの英語の使用機会の充実
英語科目のみならず、理工系専門科目において
も、海外からの教員の招へいや留学生の TA などを
通じて、英語を使用する機会を増加させ、学生が
英語に日常的にふれるようにする。
(2) TOEFL iBT 受験機会の提供
本コース修了者の外国語力スタンダードは
TOEFL iBT のスコアによっても示される。目標の達
成状況をはかるために、本コース履修者には 2 年
次と 4 年次の 2 回、大学が受験料を負担する方法
で TOEFL iBT の受験機会が与えられる。
(3) E－ラーニングによる自主学習
Web 教材による学生の英語能力向上のための E－
ラーニング自主学習システムを構築し、学生自ら
英語技能を向上させる機会を与える。
(4)ライティングラボ/スピーキングラボ
英語母語話者の教員を中心に、学生が英語に触
れる機会を設定する試みを継続するとともに、英
語学習上の問題について教員に相談し、指導を受
けられる場を設ける。外国語学習相談室の機能を
強化した、英語力向上のための作文練習、発音ク
リニックといった利用を想定している。

標準学習課程
ＴＯＥＩＣ 550～650以上

＜選択科目＞１年次～４年次
留学対策ｾﾐﾅｰ（TOEFL)
留学対策ｾﾐﾅｰ（口頭表現)
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞＡ・Ｂ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ Ｂ
英語口頭表現演習Ａ・Ｂ
ＴＯＥＩＣ対策セミナー１・２

g
実践型海外派遣プログラム
４
中級者

ＴＯＥＦＬ
ｉＢＴテスト

集中講義（夏・春）

３
英語５

（TOEICスコア）

英語４

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ）
英語４
（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）（ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ）

英語３

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ）
英語３
（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）（ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ）

英語２

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ）
（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）（ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ）

ＴＯＥＩＣ
公開テスト

３

準
学
習

２

２

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞＡ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝＡ
英語口頭表現演習Ａ

上級者
集中講義（夏・春）

留学対策ｾﾐﾅｰ（TOEFL)
留学対策ｾﾐﾅｰ（口頭表現)
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞＢ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞＢ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝＢ
英語口頭表現演習Ｂ

ＴＯＥＦＬ
ｉＢＴテスト

程

１
英語１

過

留学対策ｾﾐﾅｰ（TOEFL)
留学対策ｾﾐﾅｰ（口頭表現)
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞＢ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞＢ
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝＢ
英語口頭表現演習Ｂ

Ｅ ラーニング

標

ｰ

４

グローバル理工人育成・学士コース
ＴＯＥＩＣ 750点以上
ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 80点以上

ＴＯＥＩＣ
ＩＰ テスト

１

国際意識醸成プログラム

年次

年次

標準学習過程の英語履修

新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の
育成・学士コースの英語履修
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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】

1．マネジメント体制
本構想の取組を統括する体制を下図に示す。本学では、教育・国際担当理事・副学長が教育推進室長と
国際室長を兼務する体制をとっている。その教育・国際担当理事・副学長を統括責任者として、新興国の
科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース運営体を設置する。本運営体には、専任のコース長
を運営責任者として配置し、3 学部長、外国語研究教育センター長、本コースで実施する 4 つのプログラ
ムを担当する各センター等の責任者で構成する「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士
コース運営委員会」を設置し、本取組の運営にあたる。
また、学生や教職員の海外派遣や経理処理等さまざまな事務処理のため、本コース支援のための支援室
を設置し、特任教員 2 名、事務員 3 名、学生の修学・渡航サポートを行う海外留学コンシェルジュ 2 名を
配置する。これらの組織に加えて、教育推進室、国際室、全学の事務局が支援を行う。

新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース
学長
教育・国際担当理事・副学長

Plan

コース長

Do

教育推進室／国際室

事務局
（学務部／国際部）
連携・協力
・研究科／附置研究所
・ものつくり教育研究支援センター
・リベラルアーツセンター／世界文
明センター
・外国語研究教育センター
・アドミッションセンター

Check

新興国の科学技術の発展に貢献できる
人材の育成・学士コース運営体
運営委員会

コース支援室

企画／運営

支援／管理

• 教育推進室長／国際室長
• 理／工／生命理工学部長
• 外国語研究教育センター長
• 連携協力先の各センター長
• 学務部長／国際部長

• 特任教員
• 事務員
• 海外留学コンシェルジュ

Check
外部評価委員
会

Action
理学部

工学部

アドバイザリー
ボード

生命理工学部

本構想で構築するマネジメント体制
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2．評価・改善の取組
本取組が確実な成果を上げていくために、国内外の有識者からなるアドバイザリーボードならびに学内
外者で構成される外部評価委員会を設ける。新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コー
ス運営体は、これらの組織と連携を計り、具体的な企画の立案・運営及びその効果の評価と改善活動（PDCA）
を実施する。
本取組における各組織と評価・改善のための PDCA サイクルは以下の通りである。
【Plan】教育推進室／国際室
本コースの実施や推進、運営支援体制のほか、教職員の海外派遣等の実施ための計画を立案する。
【Do】新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース運営体／コース支援室
3 学部長、外国語研究教育センター長、各プログラム実施組織長等で構成し、コースを運営する。
支援室は、学生支援、教職員の海外派遣や語学研修、学内のグローバル環境構築の業務を行う。
【Check】アドバイザリーボード／外部評価委員
国内外の有識者からなるアドバイザリーボードを設置、取組の進捗状況等について助言を行う。
外部評価委員会を連携先大学や企業等の委員によって構成し、目標達成状況等の評価を行う。
【Action】新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース運営体／コース支援室
アドバイザリーボードならびに外部評価委員会による助言や評価、所属学生からのフィードバック等
に基づき、本コースの取組内容について、改善を行う。

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。

1．成果の公表・普及
本学では理事・副学長（企画担当）を統括責任者とする広報センターを中心に、対象や目的に応じて国
際室、教育推進室など関係部署が協力して国内外への情報提供をホームページ、広報誌の発行などを通じ
て精力的に行ってきている。本取組においては、新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育成・学士
コース運営体を中心に広報センターの協力を得て、本取組を通じて得られた成果を公表し、国内外の理工
系大学のグローバル化を先導するモデルとなるように、積極的に普及活動に努める。
具体的には、本学のホームページにおいて、専用のサイトを設け、本構想の取組の状況や成果に関して、
以下のような内容について、日本語及び英語により順次、情報発信を行う。
（1）本構想の取組・実施内容
（2）本取組に関する最新ニュース
（3）シンポジウム開催状況
（4）各種関係資料
（5）所属学生の取組情報 等
2．国内大学のグローバル化への貢献
本取組によって得られる成果を取りまとめ、関係機関へ積極的に情報発信するとともに、新興国の科学
技術の発展に貢献できる人材の育成・学士コース運営体担当者に、国内外の専門家、国内大学の関係者、
国際交流連携先（ASPIRE、IDEA リーグ等）の大学関係者、産業界からのメンバーを交えた「グローバ
ル理工系人材育成シンポジウム（仮称）
」を定期的に開催し、国内理工系大学のグローバル化の推進に資
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】
本取組で目指すことは、本学の教育の特徴である優れた理工学系能力の涵養に加えて、大学入学直後か
ら、国際的な視野に立った学力・思考力修得のための動機づけを行い、学士課程を通じて継続的な学習を
促し、高い水準で学士課程の教育目標を達せさせるための教育プログラムを構築することである。そのた
めに必要なカリキュラム体系、教学組織、海外大学とのネットワーク形成等については本学教育推進室な
らびに国際室において検討を進めるとともに、①国際意識、② 英語力・プレゼンテーション力、③ 異化
理解力・チームワーク力、④ 課題発見・解決力、⑤ 海外実践能力を涵養するための教育プログラムを一
部先行的に実施しているとことろから、実現に向けた準備が十分整っていると言える。
【平成２４年度】
実施体制を整備し、本事業の活動を開始する。また、それぞれの教育プログラムについて、準備態勢を
整える。
 実施体制を構築し、教職員の採用、アドバイザリーボード、外部評価委員の選任、学内規則の改正
等の必要な準備を整える。
 各カリキュラムの実施体制を構築するとともに科目開講の準備を行う。
 在学生、高校等への広報活動を実施する。
 海外提携校との調整を行う。
【平成２５年度】
それぞれの教育プログラムについて活動を開始するとともに、以下のような事項について取組む。
 学科に所属をした学生に対して、効果的な学習が進められるように学科との連携体制を整える。
 コース所属学生の選抜を行う。
 海外派遣を行う教職員を選抜し、研修を実施する。
 ＦＤ研修、シンポジウムを実施する。
【平成２６年度】
それぞれのプログラムや活動等について、平成 25 年度と同様に実施することに加えて、次の項目につ
いて実施する。
 コース所属の学生に対して学修状況を調査し、プログラム改善にフィードバックさせる。
 活動状況のフォローアップと、外部評価委員会による本プログラムの進捗状況と効果についての中間
評価を実施する
 アドバイザリーボードから意見を聴取し、教育の内容・方法改善へフィードバックする。
【平成２７年度】
それぞれのプログラムや活動等について、平成 25-26 年度と同様に実施することに加えて、次の項目に
ついて実施する。
 学生の派遣先での活動状況について調査を実施し、その結果を教育プログラムの改善に活用する。
 東工大産官学連携人財養成コンソーシアム（仮称）の枠組みを活用して、支援期間終了後の本プロ
グラムと学生支援の継続性について産業界等との検討を開始する。
【平成２８年度】
それぞれのプログラムや活動等について、平成 25-27 年度と同様に実施することに加えて、次の項目に
ついて実施する。
 活動状況のフォローアップと、外部評価委員会による本プログラムの進捗状況と効果についての外部
評価を実施する
 東工大産官学連携人財養成コンソーシアム（仮称）の枠組みを活用して、支援期間終了後の本プログ
ラムと学生支援を継続するための仕組みを構築する。

37
（大学名：東京工業大学）（申請区分：特色型

）

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
支援期間終了後においても、本構想において構築する「新興国の科学技術の発展に貢献できる人材の育
成・学士コース」は、学長の強いリーダーシップのもと、継続して内容の改善を図りつつ、本学のグロー
バル人材養成のための仕組みの中核として実施していく。さらに、学士課程教育と大学院教育の連携を強
めていくことで、国際的なリーダーシップを発揮できるに人材を育成するための教育プログラムとしての
成熟を図る。学生の国際的視点からのキャリア意識涵養については、このための仕組みとして、
「グロー
バルイノベーター養成プログラム（仮称）
」を構築し、本事業を継続して実施するための体制を整える。
海外大学との連携については、世界展開力強化事業において構築する大学間プラットフォームを活用す
るとともに、交流大学の充実を図り、国際連携体制の強化を目指す｡
事業を推進するために必要とされる人的資源については、本学の教育体系を、ディシプリンを基本に教
育の仕組みから修了者のアウトカムベースの教育の仕組みに改編していく中で捻出・充当する。さらに、
学生の派遣のための支援等に必要な経済的資源についても、実績を積み重ねることにより、政財官界から
の継続的支援が得られるよう努めていく。
以上のような取組により、社会の求める人材を広く輩出し、その効果を学内外に向けて提示することで、
本学のみではなく我が国の教育のグローバル化に資するように継続的に本事業を実施していく。

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。

財政支援期間中において、持続可能な実施体制、財政基盤を構築することで、支援期間終了後において
も、本取組が継続して実施できるように以下のような資金計画を想定している。
【物品費】
・備品については、平成２９年度以降は支出予定なし。
・ 必要な消耗品費については、平成２９年度以降は大学負担とする。
・ 寄付金、競争的資金からの支援が得られるよう努めていく。
【人件費・謝金】
・特任教員、事務員、事務補佐員にかかる雇用経費は、平成２９年度以降は大学負担とする。
（なお、雇用時期は平成２９年度途中までの見込み。それ以降は常勤教職員で対応する。
）
・ 非常勤講師に係る経費は、平成２９年度以降は大学負担とする。
（旅費についても同様）
・ 寄付金、競争的資金からの支援が得られるよう努めていく。
【旅費】
・ 必要な旅費については、平成２９年度以降は大学負担とする。
・ 寄付金、競争的資金からの支援が得られるよう努めていく。
【その他】
・ 必要な経費については、平成２９年度以降は大学負担とする。
・ 寄付金、競争的資金からの支援が得られるよう努めていく。
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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
・パソコン等什器備品
・国際コミュニケーション設備費
・実習機器、計測機器等（国際協力実践プログラ
②消耗品費
・国際協力実践プログラム用消耗品
・事務消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員（2名×＠3,500）
・事務員（3名×＠1,500）
・国際コミュニケーション教員
・海外留学コンシェルジュ・サービス（2名）
②謝金
・留学支援補助謝金(30名×4ヶ月×＠50)
・外部評価委員謝金（5名×＠100)
［旅費］
・海外出張旅費（10回×＠500）
・職員海外研修旅費
・国内出張旅費（5回×＠60）
・外部評価委員招へい旅費（5名×＠60)
［その他］
①外注費
・規則、書式、ＨＰ等の英訳化
・専用ＨＰ作成費
②印刷製本費
・パンフレット
・履修案内製本代
③会議費
・外部評価委員会会議費
④通信運搬費
・郵便代・電話代
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・語学研修講座受講料
・外国語検定料（TOEIC・TOEFL受験料）
・FD研修
・Eラーニング費用
・施設使用料
・国際公募広告料
・職員海外研修費用

平成２４年度

41,000
28,500
1,500
3,000
24,000
12,500
12,000
500
24,000
17,500
7,000
4,500
2,000
4,000
6,500
6,000
500
6,800
5,000
1,200
300
300
12,100
3,600
3,000
600
1,500
500
1,000
100
100
200
200
6,700
2,600
2,000

大学負担額
(②)

3,500
3,500
3,500

700
700
7,000
250
250

6,750
500
3,650
1,000

83,900

事業規模
（①＋②）

41,000
28,500
1,500
3,000
24,000
12,500
12,000
500
27,500
21,000
7,000
4,500
5,500
4,000
6,500
6,000
500
7,500
5,000
1,900
300
300
19,100
3,850
3,250
600
1,500
500
1,000
100
100
200
200

1,000
600

13,450
3,100
5,650
1,000
1,200
900
1,000
600

11,200

95,100

1,200
900

合計

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

該当ページ

様式6① P35 7行目
様式5② P34右23行目
様式2 P24右9行目

様式2 P24右9行目
様式6① P35 7行目

様式6① P35 8行目
様式6① P35 8行目
様式5② P33右9行目
様式4① P29右13行目

様式4② P31右18行目
様式6① P36 3行目

様式4① P29右5行目
様式1④P21右31行目,37行目

様式5① P32右34行目
様式6① P36 3行目

様式1④ P21右41行目
様式6② P36 23行目

様式5① P32右33行目
様式1③ P20右4行目

様式6① P36 3行目

様5P32右34行、様6P36 3行

様式1④ P21右21行目
様式5① P32右22行目
様式3② P27右8行目
様1P21右16行,様5P34右19行

様式6① P35 8行目
様式3① P26右14行目
様式1④P21右33行目,40行目
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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

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
83,300
58,800
20,000
15,000
5,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
14,400
200

・実習機器、計測機器等（国際協力実践プログラム用）

②消耗品費
・国際協力実践プログラム用消耗品
・事務消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員（2名×＠10,000）
・事務員（3名×＠5,000）
・国際コミュニケーション教員
・海外留学コンシェルジュ・サービス（2名）
・外国人教員（1名×＠7,000）
・国際意識醸成プログラム講師（5名×＠200）
②謝金
・学生謝金（200名(延べ）×＠30）
・留学支援補助謝金(50名×12ヶ月×＠30)
・外部評価委員謝金（5名×＠100)
［旅費］
・国際コミュニケーション教員旅費（4名×＠50）

・シンポジウム等への海外教員・学生招へい
（25名×＠300）
・外国人教員招へい旅費（1名×＠300）
・職員海外研修旅費
・外部評価委員招へい旅費（5名×＠60)
・海外出張旅費（10回×＠300）
［その他］
①外注費
・規則、書式、ＨＰ等の英訳化
・専用ＨＰ維持費
②印刷製本費
・学生向け冊子作成
・履修案内製本代
③会議費
・シンポジウム・イベント等会場費
・外部評価委員会会議費
④通信運搬費
・郵便代・電話代
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・語学研修講座受講料
・外国語検定料（TOEIC・TOEFL等）
・FD研修
・施設使用料
・国際公募広告料
・職員海外研修費用(学位取得の場合を含む）
・Eラーニング費用

平成２５年度

7,500
300
3,100
300
3,000
17,500
1,500
1,000
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
13,600
2,600
4,000

大学負担額
(②)

7,000
7,000
7,000

1,100

1,100
15,000
500
500

14,500
1,000
7,300
2,000

900
3,000
3,100

合計

120,000

3,000
1,200
23,100

事業規模
（①＋②）

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
90,300
65,800
20,000
15,000
12,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
15,500
200
7,500
300
4,200
300
3,000
32,500
2,000
1,500
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
28,100
3,600
11,300
2,000
900
3,000
4,200
3,100

該当ページ

様式2 P24右9行目

様式2 P24右9行目
様式6① P35 7行目

様式6① P35 8行目
様式6① P35 8行目
様式5② P33右9行目
様式4① P29右13行目
様式3① P26右35行目
様式2 P23右42行目

様式5② P34右10行目
様式4② P31右18行目
様式6① P36 3行目

様式5② P33右11行目

様式6② P36 16行目
様式3① P26右35行目
様式1④ P21右26行目
様式6① P36 3行目
様式4① P29右5行目

様式1④ P21右36行目
様式5① P32右33行目

様式5① P32右33行目
様式5① P32右32行目

様式6② P36 16行目
様式6① P36 3行目

様5P32右34行、様6P36 3行

様式1④ P21右12行目
様式5① P32右22行目
様式3② P27右8行目
様式6① P35 8行目
様式3① P26右14行目
様式1④ P21右26行目
様1P21右16行,様5P34右19行

143,100

（大学名：東京工業大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２６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

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
83,300
58,800
20,000
15,000
5,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
14,400
200

・実習機器、計測機器等（国際協力実践プログラム用）

②消耗品費
・国際協力実践プログラム用消耗品
・事務消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員（2名×＠10,000）
・事務員（3名×＠5,000）
・国際コミュニケーション教員
・海外留学コンシェルジュ・サービス（2名）
・外国人教員（1名×＠7,000）
・国際意識醸成プログラム講師（5名×＠200）
②謝金
・学生謝金（200名(延べ）×＠30）
・留学支援補助謝金(50名×12ヶ月×＠30)
・外部評価委員謝金（5名×＠100)
［旅費］
・国際コミュニケーション教員旅費（4名×＠50）

・シンポジウム等への海外教員・学生招へい
（25名×＠300）
・外国人教員招へい旅費（1名×＠300）
・職員海外研修旅費
・外部評価委員招へい旅費（5名×＠60)
・海外出張旅費（10回×＠300）
［その他］
①外注費
・規則、書式、ＨＰ等の英訳化
・専用ＨＰ維持費
②印刷製本費
・学生向け冊子作成
・履修案内製本代
③会議費
・シンポジウム・イベント等会場費
・外部評価委員会会議費
④通信運搬費
・郵便代・電話代
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・語学研修講座受講料
・外国語検定料（TOEIC・TOEFL等）
・FD研修
・施設使用料
・国際公募広告料
・職員海外研修費用(学位取得の場合を含む）
・Eラーニング費用

平成２６年度

7,500
300
3,100
300
3,000
17,500
1,500
1,000
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
13,600
2,600
4,000

大学負担額
(②)

7,000
7,000
7,000

1,100

1,100
15,000
500
500

14,500
1,000
7,300
2,000

900
3,000
3,100

合計

120,000

3,000
1,200
23,100

事業規模
（①＋②）

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
90,300
65,800
20,000
15,000
12,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
15,500
200
7,500
300
4,200
300
3,000
32,500
2,000
1,500
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
28,100
3,600
11,300
2,000
900
3,000
4,200
3,100

該当ページ

様式2 P24右9行目

様式2 P24右9行目
様式6① P35 7行目

様式6① P35 8行目
様式6① P35 8行目
様式5② P33右9行目
様式4① P29右13行目
様式3① P26右35行目
様式2 P23右42行目

様式5② P34右10行目
様式4② P31右18行目
様式6① P36 3行目

様式5② P33右11行目

様式6② P36 16行目
様式3① P26右35行目
様式1④ P21右26行目
様式6① P36 3行目
様式4① P29右5行目

様式1④ P21右36行目
様式5① P32右33行目

様式5① P32右33行目
様式5① P32右32行目

様式6② P36 16行目
様式6① P36 3行目

様5P32右34行、様6P36 3行

様式1④ P21右12行目
様式5① P32右22行目
様式3② P27右8行目
様式6① P35 8行目
様式3① P26右14行目
様式1④ P21右26行目
様1P21右16行,様5P34右19行
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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

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
83,300
58,800
20,000
15,000
5,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
14,400
200

・実習機器、計測機器等（国際協力実践プログラム用）

②消耗品費
・国際協力実践プログラム用消耗品
・事務消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員（2名×＠10,000）
・事務員（3名×＠5,000）
・国際コミュニケーション教員
・海外留学コンシェルジュ・サービス（2名）
・外国人教員（1名×＠7,000）
・国際意識醸成プログラム講師（5名×＠200）
②謝金
・学生謝金（200名(延べ）×＠30）
・留学支援補助謝金(50名×12ヶ月×＠30)
・外部評価委員謝金（5名×＠100)
［旅費］
・国際コミュニケーション教員旅費（4名×＠50）

・シンポジウム等への海外教員・学生招へい
（25名×＠300）
・外国人教員招へい旅費（1名×＠300）
・職員海外研修旅費
・外部評価委員招へい旅費（5名×＠60)
・海外出張旅費（10回×＠300）
［その他］
①外注費
・規則、書式、ＨＰ等の英訳化
・専用ＨＰ維持費
②印刷製本費
・学生向け冊子作成
・履修案内製本代
③会議費
・シンポジウム・イベント等会場費
・外部評価委員会会議費
④通信運搬費
・郵便代・電話代
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・語学研修講座受講料
・外国語検定料（TOEIC・TOEFL等）
・FD研修
・施設使用料
・国際公募広告料
・職員海外研修費用(学位取得の場合を含む）
・Eラーニング費用

平成２７年度

7,500
300
3,100
300
3,000
17,500
1,500
1,000
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
13,600
2,600
4,000

大学負担額
(②)

7,000
7,000
7,000

1,100

1,100
15,000
500
500

14,500
1,000
7,300
2,000

900
3,000
3,100

合計

120,000

3,000
1,200
23,100

事業規模
（①＋②）

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
90,300
65,800
20,000
15,000
12,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
15,500
200
7,500
300
4,200
300
3,000
32,500
2,000
1,500
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
28,100
3,600
11,300
2,000
900
3,000
4,200
3,100

該当ページ

様式2 P24右9行目

様式2 P24右9行目
様式6① P35 7行目

様式6① P35 8行目
様式6① P35 8行目
様式5② P33右9行目
様式4① P29右13行目
様式3① P26右35行目
様式2 P23右42行目

様式5② P34右10行目
様式4② P31右18行目
様式6① P36 3行目

様式5② P33右11行目

様式6② P36 16行目
様式3① P26右35行目
様式1④ P21右26行目
様式6① P36 3行目
様式4① P29右5行目

様式1④ P21右36行目
様式5① P32右33行目

様式5① P32右33行目
様式5① P32右32行目

様式6② P36 16行目
様式6① P36 3行目

様5P32右34行、様6P36 3行

様式1④ P21右12行目
様式5① P32右22行目
様式3② P27右8行目
様式6① P35 8行目
様式3① P26右14行目
様式1④ P21右26行目
様1P21右16行,様5P34右19行

143,100
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（前ページの続き）
＜平成２８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

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
83,300
58,800
20,000
15,000
5,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
14,400
200

・実習機器、計測機器等（国際協力実践プログラム用）

②消耗品費
・国際協力実践プログラム用消耗品
・事務消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員（2名×＠10,000）
・事務員（3名×＠5,000）
・国際コミュニケーション教員
・海外留学コンシェルジュ・サービス（2名）
・外国人教員（1名×＠7,000）
・国際意識醸成プログラム講師（5名×＠200）
②謝金
・学生謝金（200名(延べ）×＠30）
・留学支援補助謝金(50名×12ヶ月×＠30)
・外部評価委員謝金（5名×＠100)
［旅費］
・国際コミュニケーション教員旅費（4名×＠50）

・シンポジウム等への海外教員・学生招へい
（25名×＠300）
・外国人教員招へい旅費（1名×＠300）
・職員海外研修旅費
・外部評価委員招へい旅費（5名×＠60)
・海外出張旅費（10回×＠300）
［その他］
①外注費
・規則、書式、ＨＰ等の英訳化
・専用ＨＰ維持費
②印刷製本費
・学生向け冊子作成
・履修案内製本代
③会議費
・シンポジウム・イベント等会場費
・外部評価委員会会議費
④通信運搬費
・郵便代・電話代
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・語学研修講座受講料
・外国語検定料（TOEIC・TOEFL等）
・FD研修
・施設使用料
・国際公募広告料
・職員海外研修費用(学位取得の場合を含む）
・Eラーニング費用

平成２８年度

7,500
300
3,100
300
3,000
17,500
1,500
1,000
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
13,600
2,600
4,000

大学負担額
(②)

7,000
7,000
7,000

1,100

1,100
15,000
500
500

14,500
1,000
7,300
2,000

900
3,000
3,100

合計

120,000

3,000
1,200
23,100

事業規模
（①＋②）

4,800
1,000
1,000
3,800
3,300
500
90,300
65,800
20,000
15,000
12,800
10,000
7,000
1,000
24,500
6,000
18,000
500
15,500
200
7,500
300
4,200
300
3,000
32,500
2,000
1,500
500
1,800
800
1,000
400
300
100
200
200
28,100
3,600
11,300
2,000
900
3,000
4,200
3,100

該当ページ

様式2 P24右9行目

様式2 P24右9行目
様式6① P35 7行目

様式6① P35 8行目
様式6① P35 8行目
様式5② P33右9行目
様式4① P29右13行目
様式3① P26右35行目
様式2 P23右42行目

様式5② P34右10行目
様式4② P31右18行目
様式6① P36 3行目

様式5② P33右11行目

様式6② P36 16行目
様式3① P26右35行目
様式1④ P21右26行目
様式6① P36 3行目
様式4① P29右5行目

様式1④ P21右36行目
様式5① P32右33行目

様式5① P32右33行目
様式5① P32右32行目

様式6② P36 16行目
様式6① P36 3行目

様5P32右34行、様6P36 3行

様式1④ P21右12行目
様式5① P32右22行目
様式3② P27右8行目
様式6① P35 8行目
様式3① P26右14行目
様式1④ P21右26行目
様1P21右16行,様5P34右19行

143,100
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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。

○大学の世界展開力強化事業（日中韓先進科学技術大学教育環）
東京工業大学、清華大学、韓国科学技術院（KAIST）が協力して実施する、国際的な環境におけ
る研究を重視した教育プログラムである。学生に対する国際的なキャリア形成に向けた動機づけ
を目的として、科目履修や研究室での実験を中心に行なわれる「国際経験型教育プログラム」
と、卓越した科学技術の素養を持つグローバル人材の育成を目的として、複数の大学の教員が共
同で学生に対し研究指導を行う「大学院課程研究重視型教育プログラム」により構成される。東
アジアの理工系大学における高い質の単位認定や学位授与等の枠組みの構築に寄与するため、三
大学の代表による合同委員会を設置し検討を行い、ベストプラクティスを提示する。
○大学の世界展開力強化事業（グローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク）
欧米等の先導理工系大学との連携の下、学部生向け研究体験型海外教育プログラムと院生向けの
共同指導型交換留学プログラムを中核として、入学から修了・就職まで一貫して国際人教育を行
うグローバル理工系リーダー養成システムを構築する。研究体験型海外教育プログラムとして、
特定テーマに関する集中講義、短期研究プロジェクト等で構成されるサマープログラムを、共同
指導型交換留学プログラムとして、各大学の特色を生かして策定した研究プロジェクトの下、事
前・事後教育を含むテーラーメイド型の個別共同指導を行うプログラムを構築する。これにより
理工系学生の新たな交流モデルを提示し国際協働教育の共通基盤ネットワークを確立する。
【申請を予定している事業】
○国立大学改革強化推進事業（「世界文明教養」教育ブリッジ構想）
東京外国語大学、東京工業大学を中心に、遠隔授業、タイムシフト授業、オンデマンド授業に対
する設備、機材、システムを整備し、それらを用いてキャンパス間授業配信を実験的に行う。講
義の内容は文明科目、理工系科目、語学系科目等で、必要に応じ相手キャンパスで開講する。本
件は東京外国語大学が幹事校として申請の予定である。
○大学間連携共同教育推進事業（大学院・高専連携高度専門技術者育成共同プログラム）
本連携教育プログラムは、大学院研究科と高専が共同して、高専専攻科と研究科の教育の質を向
上させるとともに、専攻科の卒業生に対して研究科の修士課程への入学を推奨し、高等専門教育
を行うことにより、地域に貢献する創造性、コミュニケーション力、グローバルな視点を備えた
高度専門技術者を養成するための取り組みである。本件は本学より平成24年度に申請の予定であ
る。
【2ページ目に続く】

（大学名：
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○博士課程教育リーディングプログラム
①グローバルリーダー教育院
科学技術に関する卓越した高い専門性に加えて、広範な知識、豊かな教養及び国際性をもち、国
内外の政財産官学界で活躍するとともにグローバル社会を牽引するトップリーダーを養成するこ
とを目的とした学位プログラム
②新化学材料共育院
我が国のものつくりに資する物質創成（イノベーション）を支え、多様な価値観への共生に向け
た理解と理工融合の自由な発想を基盤に、化学と材料の分野を融合した新物質・材料の創製と機
能開拓を先導し、国際的視野で企画・実践できる即戦力の博士人材として通用する、π型グロー
バル人材の育成を目的とした学位プログラム
③先進情報システム創成博士教育院
災害にも強く、高齢者や社会的弱者も幸せに暮らせる、人にやさしい明るい未来情報社会を拓く
情報システムを構築・展開できるリーダーを養成することを目的とした学位プログラム
④大都市減災とリスクマネジメント教育院
大都市減災とリスクマネジメントの実現を目指して、(1)機械工学分野、(2)土木工学・建築学分
野、(3)社会理工学分野の3分野が連携・協調し、専門分野における深い基礎能力と周辺分野に対
する本質的な理解力・俯瞰力、コミュニケーション能力、構想力を有し、国際的に活躍できる人
材を育成することを目的とした学位プログラム
⑤ＩＣＴを基盤とする社会システムデザイン教育院
レジリアントで持続可能な社会の実現に向けたオープン社会イノベーションを先導する人材、す
なわち社会システムの知識とＩＣＴをベースに、俯瞰力と独創力、構想力およびシステム思考力
を駆使して、多様な知を目利きし新たな価値を創出し、社会的課題の解決策をシステムとしてデ
ザインできるグローバルリーダーを養成することを目的とした学位プログラム

（大学名：
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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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