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各年度補助金申請額の上限
年度（平成）

24年度

事業規模

38,630

120,000 120,000 120,000 120,000

518,630

補助金申請額 38,630

120,000 120,000 120,000 120,000

518,630

７．本事業経費

25年度

26年度

120,000千円

27年度

28年度

合 計

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額

大学名：一橋大学 申請区分：特色型）
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目標設定シート
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（大学名：一橋大学 ）
（申請区分：特色型）

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≫

一橋大学は、大学の教育理念と基本方針について、
「一橋大学研究教育憲章」に以下の４点を掲げている。
① 豊かな教養と市民的公共性を備えた、構想力ある専門人、理性ある革新者、指導力ある政治経済人を
育成する。
② 対話と双方向の教育を基軸とした、自由で緊張感ある教育環境を育成し、発展させる。
③ 学生個々人の感性を磨き、理性を鍛え、創造性と論理性、構想力と判断力を養うことを教育の指針と
する。
④ 教育の国際的連携を図り、情報・人的ネットワークを構築する。
以上のような大学の教育理念を実現するために、第２期中期目標・中期計画を定めている。また、平成 22
に創立 135 年を迎えたことを機に、大学運営の基本方針として大学長が打ち出した「一橋大学プラン 135」
では、教育の多角化、高度化、グローバル化を進めることにより、
「スマートで強靭なグローバルリーダー」
を育てることを教育目標としている。

≪構想の目的≫

上記の教育理念と目標を踏まえ、主体的かつ高度なグローバル化を推し進めるために、経営・経済におい
てグローバル人材を育成するとともに、それを支える全学的な教育体制の改革を推進し、本学を国際的に
競争力あるグローバル大学に発展させることを本事業の目的とする。
１．経営・経済におけるグローバル人材を養成する。
グローバル社会で活躍できる経営・経済人は、英語をはじめとする外国語によるコミュニケーション能
力を備えもつことはもとより、発信する内容（コンテンツ）に優れていることが重要となる。欧米主要国
の経営学・経済学を学ぶことに留まらず、日本経済や日本企業の活動・経験を踏まえた経営学・経済学を
体得し世界へと発信することのできる、国際的競争力を備えたグローバルリーダーを輩出する。更に、海
外インターンや長期（１年間）の海外留学を通して、異文化接触のなかでグローバル・リーダーとしての
使命感を持ち、また、ビジネスや経済それぞれの分野に関する専門的な議論を国際的に戦わせることので
きる、熱意と冷静な判断力を兼ね備えた「スマートで強靭」な高度専門人を育成することをめざす。
２．上記人材養成を進めるための、本学全体の教育プログラム・教育体制の改革を進める。
上記の人材育成を進めるためには、現在の教育課程、教育体制、大学運営に至るまで、大掛かりな改革
が必要となる。本構想の実施を大学全体を改革する好機と捉え、国際標準を上回るカリキュラム構築、教
職員の国際化、諸業務の効率的運営を図り、それらを支える組織基盤を強化することにより、グローバル
大学にふさわしい大学改革を進める。
３．経営・経済のグローバル教育モデルを国内に提示する。
本学は経営・経済分野において、日本および世界の教育をリードしてきた実績を持つ。グローバル化時
代において、教育体制・組織・内容について一層の改革を行い、国際的通用性の高い教育モデルを作成し
国内外へ配信する。
４．日本の経営学・経済学教育プログラムを世界にアピールする。
経営・経済分野において欧米諸国のディシプリンに追随することなく、主体的に高度な日本型グローバ
ルモデルを配信し、国際的競争優位性を確立する。これにより経営・経済分野における世界の教育を日本
がリードできるようにし、日本のソフト・パワーを強化する。
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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≫

一橋大学の教育目的・特色は次のとおりである。
１．本学は東京商科大学としての伝統を持ち、経営・経済の分野において教育・研究をリードし、ビジネ
ス界に多くの優れた人材を輩出してきた。グローバル化時代を迎え、今後は世界に通用するキャプテ
ンズ・オブ・インダストリーを養成することを目的とする。
２．本学は伝統的に実学を重視しており、グローバルビジネスやグローバル経済の諸問題について、優れ
て実践的な問題解決を図る能力の育成を教育の特色とする。
３．「社会科学の総合大学」として、経営・経済の分野においても専門的知識と総合的視野の双方を有す
るバランスに優れた人材を育成する。経営・経済分野におけるグローバル・リーダーズ・プログラム
は他の社会科学領域におけるグローバル人材育成にも寄与する。
４．産学官連携により、理論と実務の双方の視点から分析を行うことのできる人物の養成を目的とする。
５．異文化を理解し、日本と世界の重要課題を解決する革新的思考と論理的展開能力を養成する。
６．ゼミナールを中心に、プレゼンテーション、ディベート、卒業論文作成過程でのアカデミック・ライ
ティングの指導を重視し、徹底した少人数・双方向教育を行い、個々人の資質を伸ばす。
７．多様なニーズに応える優れた大学院教育を展開する。
社会のグローバル化に伴い、大学に対するニーズも多様化しており、商学部と経済学部は学部・修士
５年一貫教育を実施している。伝統的な大学院教育に加え、世界をリードする経済人およびビジネス
リーダーを養成する集中プログラムを提供している。
８．強力な大学支援組織による恵まれた留学制度を持つ。本学の同窓会である如水会は、海外派遣留学制
度として本学学生の海外留学（１年間）に対して奨学金を提供している。平成 24 年度は、学部生に
ついて 67 名の海外派遣が決定しており、本学学生の留学を活発なものとしている。
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≪育成するグローバル人材像≫

上記の教育目的及び教育の特色を踏まえて、本学が育成するグローバル人材像とは、次の６つの能力・
資質を有するグローバル・リーダーである。
（１） アジェンダセッティング能力
グローバル社会の問題について熱意を持ちつつ冷静に分析し、問題解決を図る能力を有する人物
を育成する。
（２） 現場の視点を持った理論家
グローバル社会における企業や市場の問題について専門的見地から理論的に考察すると同時に、
現場の視点も備えた問題解決を考察する能力を持った人物を育成する。
（３） 世界市場の諸問題解決のために新たな政策を提言できる能力
世界金融危機や人口の高齢化、地球環境破壊といったグローバル社会の諸問題の解決に向けて、
新たな政策やシステムを政府、企業、国際社会に提案することのできる「提言型」のグローバル・
リーダーを育成する。
（４） 日本・アジア発の仕組み・ルールを世界標準にしていく論理展開能力
日本を含め、アジアが持続的に発展していくために、アジアを中心として世界に広がる経済主体
や社会的主体を緊密に結びつけ、継続的に協働しあえる事業活動を構想し、構築しなければなら
ない。そのためには、語学が得意なだけでなく、問題解決のための仕組みやルールを提示し、そ
の仕組みを世界標準にしていける論理を展開できるような能力をもつ人材を育成することが是非
とも必要である。
（５） 日本のシステムを改革できるイノベーション能力
グローバル・イシューズの問題解決のために提言を行い、日本・アジア発の仕組みやルールを世
界標準としていくためには、日本自身についても改革が必要であり、日本社会の改革を提言し、
実行できる、イノベーション能力を有することが必要である。こうした改革を通じて、日本のソ
フトパワーの向上に寄与する人物の育成をめざす。
（６） 優れた語学力・コミュニケーション能力
このような社会科学的構想力をもつグローバル・リーダーが、同時に世界の人々と国際共通語で
ある英語で直接語り合い、説得する力量を身につけていくことは不可欠であり、語学力およびコ
ミュニケーション・スキルの向上にも全力投球する人物を育成する。
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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】

前項でのグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時までに学生が修得すべき能力は次の７つである。
１．経営学・経済学の深い専門能力
経営・経済分野における専門知識を備え、産業等の現場で即座に理論的枠組みを組み立てることができ
る能力である。本学では、伝統的に少人数のゼミナールを勉学の中心の場として、知識や思考を互いに切
磋琢磨する機会を提供してきた。また、日本語による専門科目だけではなく、英語による専門科目の授業
も増えている。
２．社会科学全体についての広い知識
経営・経済の専門知識をホリスティックに社会全体と関連させながら考察することを可能とする社会科
学の広範な知識である。本学は学部間の垣根が低く、他学部の科目履修が容易であることからこのような
機会が提供できる。
３．実践的な問題解決を提示できる応用力
グローバル化により新しい問題がつぎつぎに生まれる時代においては、紋切り型の専門知識だけでは問
題解決方法を見出すのが困難なことも多い。グローバル企業などでさまざまな問題解決に取り組んできた
実務家による授業を通じて、学生自身が実践的な問題解決能力を養うことをめざす。また、国内外のイン
ターンシップを通じて、実践的な問題解決を迫られる機会に出会うことも奨励する。
４．外国語能力
外国語能力、特に英語力は、グローバル社会でリーダーシップを発揮するうえで不可欠であり、英語の
実践的な運用能力（ヒアリング、スピーキング、ライティング、プレゼンテーション、ディスカッション、
ディベート等）を向上させることが重要である。後述する「グローバル・リーダーズ・プログラム」でも
述べているように、英語能力については商学部の場合で、学部の上位 15 名程度について、卒業時に TOEFL
iBT で 100、または TOEIC 等でそれに相当する得点を目指す。また上位 75 名程度については、卒業時に同
じく 90 を目指す。経済学部においては、上位 15 名程度の学生には、短期海外調査、長期留学の達成と、
外国人教員による基礎ゼミナールおよび英語による経済学の講義科目の履修、卒業時の TOEFL iBT 95 の達
成を目指す。また、平成 28 年度までに経済学部全体で 40 名以上が、卒業時の TOEFL iBT 85 以上を達成す
ることを目標とする。英語の学習においては、実践的かつ必修による強制力も必要であると考え、ブリテ
ィッシュ・カウンシルによる「英語スキル科目」を１年次必修とする。また、短期間でも、英語圏におい
て集中的に英語を学習することも効果的であり、海外短期語学研修を奨励する。
５．ビジネスの場で英語によって国際的に議論展開できる能力
語学に長けていても、自分自身の考えを正確に相手に伝え、理解してもらうことは決して容易なことで
はない。英語であれ、日本語であれ、発信力や説得力のない人物は少なくない。こうしたコミュニケーシ
ョン力を獲得するために口頭によるプレゼンテーションおよび文書における作文能力の向上に取り組む。
英語については、前述の英語スキル科目において、ライティングおよびプレゼンテーションのトレーニン
グを行う。加えて、日本語によるライティングおよびプレゼンテーションの教育にも取り組む。
６．グローバルリーダーシップ能力
国際的な場で、外国人と議論を戦わせ、多くの人の支持を得られるような政策を提言する能力、あるい
は日本やアジアで発展してきた仕組みやルールを優れたものと多くの人に認識させ、世界のルール形成を
リードできるような能力を身につけることをめざす。このようなグローバル・リーダーシップを持てるよ
うになるには、長期の海外留学などを経験し、異文化のなかでさまざまな学習や議論を重ね、場数を踏ん
でいくことが必要である。本学は、毎年、90 名の学部生に 1 年間の留学のための奨学金を供与する計画を
有しており、グローバルなリーダーシップ力形成のための機会を与える。
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７．説得力
異文化のなかで、また目まぐるしく変化する市場経済のなかで、自分自身の考えを説得力を持って伝え
る能力が重要となる。このような能力は、海外への留学、インターンシップ経験、卒業生など経験豊かな
産業人と密に交流することにより養成する。

＜選抜プログラム「グローバル・リーダーズ・プログラム」について＞
選抜プログラムを先行して開始する商学部、経済学部においては特に以下のように具体的能力の養成を
めざす。
<<商学部リーダーズ・プログラム>>
商学部で創始される教育プログラムは、
(１)学部の成績優秀者のうち 15 名程度を交換留学生と共修する特別教育プログラムを履修させ、
(２)そのコアとなる 15 名プラス留学生の集団がもつ波及効果によって、その他の学生たちの国際性を高め
ていく、という２段階の構造になっている。そのために、それぞれのグループについて量的・質的な目標
を設定する必要がある。まず学部の上位 15 名程度については、卒業時に TOEFL iBT で 100、または TOEIC
等でそれに相当する得点を目指す。また次上位 75 名程度については、卒業時に TOEFL iBT90 を目指す。
質的な目標としては、
①15 名程度のグローバル・リーダーズ・プログラムで、学部在籍時に留学し、自身の研究テーマについて、
英語でのプレゼンテーションを日常的に行なえるようにすること。これに加え、海外でのインターンシッ
プや国際的な学生交流の場での活躍が期待されている。
②その他の学生たちについては、このプログラムに合わせて創始される１年次の集中的な英語スキル教育
の成果と、コアメンバーの活動の影響によって、上位 20 パーセント程度が海外への語学留学や短長期留学
に積極的に参加し、国際的に学生同士のビジネスに関する議論を自然に行なえる水準を目指す。
<<経済学部リーダーズ・プログラム>>
経済学部リーダーズ・プログラムが養成をめざす能力は：
１．経済学の専門知識と分析方法の基礎の上に、的確な調査・研究を行う能力。
２．グローバルな視野と市民としての価値観を持ち、人口の高齢化、地球環境といったグローバル社会
の諸課題の解決に向けて、政策提言を行う能力。
３．調査・研究報告書等を英語でまとめ、英語で発表し、英語でディスカッションする能力。
４．卒業・修了後には、海外のトップクラスの大学院への進学も可能となるレベルの専門知識と英語力。
以上の能力習得の達成指標として、特定プログラムに選抜された 15 名程度の学生には、短期海外調査、
長期留学の達成と、外国人教員による基礎ゼミナールおよび英語による経済学の講義科目の履修、卒業時
の TOEFL iBT 95 の達成を目指す。また、平成 28 年度までに経済学部全体で 40 名以上が、卒業時の TOEFL
iBT 85 以上を達成することを目標とする。
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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

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

３０人

４０人

５０人

１１６人

１０人

１０人

１０人

１０人

６９人

７２人

８５人

１００人

１１５人

１５９人

５６４人

７０９人

５５０人

５５０人

５５０人

５５０人

１７.３％

２０.０％

２２.７％

３０.７％

１５（ ５ ）

２０人（ ５ ）

２５人（ ５ ）

３２人

４０人

５０人

６０人

７０人

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT 9０

５２人（ ５ ）

商学部

海外留学経験者数

３５人

３カ月未満

２６人

２１人

２６人

３４人

４１人

４９人

３カ月～１年

９人

１１人

１４人

１６人

１９人

２１人

１

０人

０人

０人

０人

０人

０人

２８６人

３６１人

２７５人

２７５人

２７５人

２７５人

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

国際的なビジネスの場で議論を展開できるレベルの英語力として、 TOEFL iBT ９０を設定する。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT １００

人（

）

人（

）

人（

商学部リーダーズ・プログラム

）

１２人（０）

人

人

１２人

海外留学経験者数

人

人

３カ月未満

人

人

人

人

人

０人

３カ月～１年

人

人

人

人

人

１２人

１

人

人

人

人

人

０人

人

人

人

人

人

１２人

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

人

平成 23 年の時点で、１年生の入学時点での英語力のスコアを見ると、iBT ９０（相当）を超える者が一定数存
在する。かれらのなかから、意欲のある学生 15 名を、商学部グローバル・リーダーズ・プログラムの受講者と
して選抜し、後述するような特別プログラム（PACE 他、英語による専門科目）
、更に、海外短期留学や、一年
間の留学を必修させることで、卒業後ただちにグローバル・リーダーとして活躍できる最低限の語学力 iBT 100
（600 相当）以上の獲得を目指す。なお成績評価を厳格に行うために、不合格者が出る可能性があることを考慮
して、卒業予定者数をプログラム参加学生全体の８割に設定した。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT ８５

１５人（ 5 ）

２０人（ 5 ）

２５人（ 5 ）

4０人（ 5 ）

経済学部

海外留学経験者数

３４人

４０人

４５人

５０人

５５人

６５人

３カ月未満

２９人

２７人

３２人

３５人

３８人

４５人

３カ月～１年

５人

１３人

１3 人

１５人

１７人

２０人

１

０人

０人

０人

０人

０人

０人

２７８人

３４８人

２７５人

２７５人

２７５人

２７５人

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

通常の英語によるコミュニケーションに困らないレベルの英語力として、 TOEFL iBT 85 を設定する。

経済学部リーダーズ・プ

ログラム

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL iBT ９５

人（

）

人（

）

人（

）

１２人（ ０ ）

海外留学経験者数

人

人

人

人

人

１２人

３カ月未満

人

人

人

人

人

０人

３カ月～１年

人

人

人

人

人

１２人

１

超

人

人

人

人

人

0人

卒業［予定］者数

人

人

人

人

人

１２人

年
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（大学名：一橋大学 ）
（申請区分：特色型）

目標設定の考え方

英語による専門的なコミュニケーションも可能なレベルの英語力として、 TOEFL iBT 95 を設定する。なお成
績評価を厳格に行うために、不合格者が出る可能性があることを考慮して、卒業予定者数をプログラム参加学生
全体の８割に設定した。

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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（大学名：一橋大学 ）
（申請区分：特色型）

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。
（対象：全学）
（測定指標・達成水準）
下記と同様。
（指標・水準設定の考え方）
下記と同様。
（達成する学生数設定の考え方）
下記と同様。

全

学

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

１０人

２５人

４０人

９９人

５５０人

５５０人

５５０人

５５０人

１.８％

４.５％

７.３％

１８.０％

（対象：商学部）
（測定指標・達成水準）
次に述べるグローバル・リーダーズ・プログラムを含めて、商学部全体として見た場合の達成目標は、①TOEFL iBT あるいは TOEIC
を用い、iBT でいえば上位 75 名程度が最終的に 80 点になることを目指す。また、②短期・長期の留学、海外インターンに参加する学
生、国際的な学生交流の場や企業の主催するコンテストなどに出場する学生の数を合計で期間中に 40 名程度にする。これらすべての
要件を満たす学生数を、平成 25 年度に５名から始めて、平成 28 年度までに 40 名へと進めていく計画である。
（指標・水準設定の考え方）
量的な目標は国際標準もしくはそれに近いものを採用する。英語力だけでなく、国際的にビジネスの議論ができる程度をインターン
やコンテストなどで測定する。
（達成する学生数設定の考え方）
学生数が 275～300 名であるから、全体の 15％＝41 名に近い水準を設定し、その波及効果でそれ以外の学生の学力向上につながるこ
とを意図している。

商学部

平成２５年度

達成する割合（A/B）

平成２７年度

平成２８年度

５人

１０人

２０人

４０人

２７５人

２７５人

２７５人

２７５人

１.８％

３.６％

７.３％

１４.５％

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）

平成２６年度

（対象：商学部グローバル・リーダーズ・プログラム）
（測定指標・達成水準）
商学部学生を１年次末に 15 名ほど選抜して行なわれるグローバル・リーダーズ・プログラムについては、①TOEFL iBT 相当で３年
終了時で 100 以上とするのが目標である。②これらの学生については、短期・長期の留学・海外インターン・国際的な学生交流の場や
企業の主催するコンテストなどへの出場を必ず１人１回行なうという基準とする。これらすべての要件を満たす学生数を平成 25 年度
から 15 人のコース中 12 人程度育成していく。
（指標・水準設定の考え方）
量的な目標は国際標準もしくはそれに近いものを採用する。英語力だけでなく、国際的にビジネスの議論ができる程度をインターン
やコンテストなどで測定する。
（達成する学生数設定の考え方）
15 人のコースの成績を厳格に付けるため、１割～２割の不合格者が出る可能性があるため、15 名中 12 名となっている。次に述べ
るグローバル・リーダーズ・プログラムを含めて、商学部全体として見た場合の達成目標は、①TOEFL iBT あるいは TOEIC を用い、iBT
でいえば上位 75 名程度が最終的に 80 になることを目指す。また、②短期・長期の留学、海外インターンに参加する学生、国際的な学
生交流の場や企業の主催するコンテストなどに出場する学生の数を合計で期間中に 40 名程度にする。これらすべての要件を満たす学
生数を、平成 25 年度に５名から始めて、平成 28 年度までに 40 名へと進めていく計画である。

商学部グローバル・リ

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

ーダーズ・プログラム
達成する学生数（A）

人

人

人

１２人

対象となる学生数（B）

人

人

人

１５人

達成する割合（A/B）

％

％

％

８０.０％
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（対象：経済学部）
（測定指標・達成水準）
経済学部グローバル・リーダーズ・プログラムを含めて、経済学部全体で、①TOEFL iBT 85 以上、②短期または長期留学、③英語
による専門科目履修、という要件をすべて達成する学生数を平成 28 年度までに 35 名にする。
（指標・水準設定の考え方）
英語によるコミュニケーションの基礎力、英語による専門知識の習得と情報発信力、グローバル経済の現場感覚等を測るという観点
から、指標とその水準を設定する。
（達成する学生数設定の考え方）
経済学部グローバル・リーダーズ・プログラム参加者以外にも、英語スキル教育の拡充、英語による専門科目の増加とともに、目標
水準を達成する学生数が増加することを目指している。

経済学部

平成２５年度

達成する割合（A/B）

平成２７年度

平成２８年度

５人

１５人

２０人

２７５人

２７５人

２７５人

２７５人

１.８％

５.５％

７.３％

１２.７％

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）

平成２６年度

３５人

（対象：経済学部グローバル・リーダーズ・プログラム）
（測定指標・達成水準）
経済学部グローバル・リーダーズ・プログラムでは、学部２年次前半に選抜された 15 名程度のうち、①TOEFL iBT 95 以上、②短期
および長期留学、③外国人教員による基礎ゼミを４単位以上履修、④英語による経済学の講義科目を 12 単位以上履修、という要件す
べてを学部卒業時までに達成する学生数を、平成 28 年度に 12 名にする。
（指標・水準設定の考え方）
英語によるコミュニケーションの基礎力と応用力、英語による専門知識の習得と情報発信およびディスカッションの能力、グローバ
ル経済の現場感覚等を測るという観点から、指標とその水準を設定する。
（達成する学生数設定の考え方）
成績評価を厳格に行うため、不合格者が出る可能性があることを考慮して、達成水準をプログラム参加学生全体の８割に設定する。
平成 25 年度入学生からプログラムが開始されるため、その最初の卒業生が出るのは平成 28 年度である。

経済学部グローバ

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

ル・リーダーズ・プロ
グラム
達成する学生数（A）

人

人

人

１２人

対象となる学生数（B）

人

人

人

１５人

達成する割合（A/B）

％

％

％

８０.０％
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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】
全学プログラムと選抜プログラム
全学プログラムにおいては、英語スキル科目等には必修科目を設定するが、短期語学研修、インターシ
ップ（国内・外国）
、長期（1 年間）留学については選択とする。
選抜プログラムであるグローバル・リーダーズ・プログラムは、１学年に 15 名の学生を１年次の終わり
に選抜し、いくつかの英語による専門科目を必修として履修させ、また海外留学を必修として行なわせる
プログラムである。必修とされる科目に合格し、本学の海外留学制度に応募し、選抜され、１年間の長期
留学を修了することが必要とされる。選抜プログラムの定める科目履修すべてを修了したものには、グロ
ーバル・リーダーズ・プログラム修了の証明書（Certificate）を授与する。これが「グローバル一橋」の
成績優良者としての証明書となる。更に、学部・大学院の５年一貫教育へ進むことができる。
このプログラムでも、他の一般の教育プログラムと同様に厳しい成績管理を行なうため、15 名すべての
学生が最後まで必要単位を履修してサーティフィケートを得られるとは限らない。それ故、15 名の特別な
エリート・プログラムではあるものの、２割程度が所期の目標水準に到達しないことを考えて置かざるを
得ない。したがって 15 人中 12 人が基準に到達するという目標設定とした。
○一橋大学グローバル化構想・概念図（特色型）
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（大学名：一橋大学 ）
（申請区分：特色型）

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）

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

１７６人

１７８人

２１０人

２３２人

２６４人

２６６人

（ ４８人）

（ ６６人）

（ ７０人）

（ ７４人）

（ ７８人）

（ ８２人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

７人
１人）

（

５人
０人）

（

６人
０人）

（

７人
０人）

（

８人
０人）

（

９人
０人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

４人
１人）

（

３人
２人）

（

４人
２人）

（

５人
２人）

（

６人
２人）

（

７人
２人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

１６５人
４６人）

（

６４５０人

１７０人
（ ６４人）

６３１３人

２.７％
（

２００人
（ ６８人）

６３００人

２.８％

0.７％）

（

１.０％）

２２０人
（ ７２人）

６３００人

３.３％
（

１.１％）

２５０人
（ ７６人）

６３００人

３.７％
（

２５０人
（ ８０人）

６３００人

４.２％

１.２％）

（

１.２％）

４.２％
（

１.３％）

本学は、第２期中期目標中期計画において毎年 300 名の日本人学生の海外派遣目標を設定し、これを実現する
ために、新規の学生交流協定校を積極的に開発し、グローバル人材養成のための全学プログラム及びグローバ

目標設定の考え方

ル・リーダーズ・プログラムを実施する。その成果として上記のような目標値達成が十分可能である。

注１）各年度における 4 月 1 日から 3 月 31 日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。
注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。
）に基づき、
教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。
）に派遣される日本人学生数を
記載する。

【平成 23 年度実績の内訳】
平成 23 年度実績内訳
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

１２３人
（

０人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

２人
０人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

２人
０人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

１１９人
（
０人）

６４５０人
１．９％
（

０％）

１年以上

５２人
（

（

（

１人

１７６人

４８人）

（

０人）

（

４８人）

４人
１人）

（

１人
０人）

（

７人
１人）

２人
１人）

（

０人
０人）

（

４人
１人）

４６人
４６人）

（

合 計

６４５０人
０．８％
（ ０.７％）

（

０人
０人）

６４５０人
０.０％
（ ０.０ ％）

（

１６５人
４６人）

６４５０人
２.７％
（ ０.７％）
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②

外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

（Ａ）

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）

７５４人

７７４人

７９８人

８２０人

８５５人

（

４８人）

（

５０人）

（

６０人）

（

７０人）

博士・博士後期課程
在籍者

１３２人
（
０人）

（

１３４人
０人）

（

１３８人
０人）

（

１４０人
０人）

修士・博士前期課程
在籍者

３２７人
（
０人）

（

３３０人
０人）

（

３３５人
０人）

（

３４０人
０人）

学士課程在籍者

２０８人
（
０人）

（

２１０人
０人）

（

２１５人
０人）

（

２２０人
０人）

上記以外
（短期留学生、研究生等）

８７人
４８人）

（

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ） （

６７７人

全 学 生 数

６３１３人

４８人）

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

１００人
（ ５０人）

１１０人
（ ６０人）

６４３人
（

５０人）

（

７０人）

１５０人
０人）
３４５人
０人）
）

（

（

２３０人
０人）

１３０人
（ ８０人）

７４３人

６０人）

８０人）

（

１２０人
（ ７０人）

７２１人
（

（

７７８人
（

８０人）

６３００人

６３００人

６３００人

６３００人

１１.９％

１２.３％

１２.７％

１３.０％

１３.６％

（ ０.８％）

（ ０.８％）

（ １.０％）

（ １.１％）

（ １.３％）

１０.７％

１０.２％

１１.４％

１１.８％

１２.３％

（ 0.８％）

（ １.０％）

（ １.１％）

（ １.３％）

（

０.８％）

受入外国人留学生に関しては、すでに１０％を超え、他大学と比較しても、外国人留学生比率は高くなってい
目標設定の考え方

るが、中期目標中期計画では、更に、27 年度までに学部生 300 人の受け入れを達成するため準備を進めてい
る。あわせて、大学院生についても着実に受け入れの増加を目指しているため、全体として、外国人留学生比
率が増加することが見込まれる。

注１）留学生数の計上に当たっては、
「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、
以下の者についても計上することとします。
・
「留学」の在留資格を有さない短期留学生
・
「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生
・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入
れている者
注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。
）に基づき、
教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

１

中華人民共和国

２

大韓民国

３
４
５

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

２５８人
２１７人

２３３人

台湾

４１人

３７人

モンゴル

２８人

２８人

１９５人

ベトナム社会主義共和国

２６人

２４人

６

アメリカ合衆国

１８人

１３人

７

オーストラリア連邦

１２人

８

タイ王国

１２人
１２人

９

マレーシア

９人

９人

１０
その他

インドネシア共和国
シンガポール共和国、他

合 計

１１人

９人

８人

１２４人

１０７人

７５４人

６７７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）

１２４回

１３０回

１３６回

１４２回

１４８回

全授業数（Ｂ）

８３３回

８４０回

８４８回

８５６回

８６４回

割

１４.９％

１５.５％

１６.０％

１６.６％

１７.１％

合（Ａ／Ｂ）

全学プログラム及びグローバル・リーダーズ・プログラムの設置により、商学部、経済学部、法学部、
目標設定の考え方

社会学部のいずれからも英語による授業の提供が拡大している。加えて、外国人客員教員による集中講
義等も積極的に進めることにより、上記の目標値達成が見込まれる。

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

１２３人

１３０人

１３６人

１４２人

１４８人

１５人

１８人

２１人

２３人

２５人

総教員数（Ｂ）

３９８人

４０１人

４０４人

４０４人

４０４人

割

３０.９％

３２.４％

３３.７％

３５.１％

３６.６％

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員

合（Ａ／Ｂ）

「人事の国際化」の方針のもとに、教員の国際公募を進め、外国人教員および外国の大学での学位取得
目標設定の考え方

者を積極的に採用していく。外国人客員教授による講義（集中講義含む）を増加させる。

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）

２２１人

２２６人

２３１人

２３６人

２４１人

総教員数（Ｂ）

３９８人

４０１人

４０４人

４０４人

４０４人

割

５５.５％

５６.４％

５７.２％

５８.４％

５９.７％

合（Ａ／Ｂ）

日本の社会科学が世界をリードできる水準になることで、本学卒業生が国際社会に新しい視野、発想を
目標設定の考え方

提供できるようになるとの考え方のもとに外国での博士号取得教員を増大させる。

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）

６３１３人

６３００人

６３００人

６３００人

６３００人

総教員数（Ｂ）

３９８人

４０１人

４０４人

４０４人

４０４人

１５.９

１５.７

１５.６

割

合（Ａ／Ｂ）

１５.６

１５.６

学部での外国人留学生を積極的に受け入れていくために、教員あたりの学生数は減少させる計画はな
目標設定の考え方

い。
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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

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

１０人

１６人

２５人

３３人

４１人

１６５人

１６５人

１６５人

１６５人

１６５人

６.１％

９.７％

１５.２％

２０.０％

２４.８％

平成２３年の時点で、TOEIC８００点（iBT 88－89 相当）の職員は、自己申告した者が 10 名存在
目標設定の考え方

する。今後は、より正確な数値を把握するとともに、外国語力スタンダードを満たす職員数を増加する
ことは、急務であるため、積極的な目標を設定した。職員の海外研修の機会も拡大する。

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。
注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）
」を記載。
注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）
」を記載
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様式
（本構想における取組内容）
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様式１
様式１全体で５ページ以内

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上
取組内容① 大学のグローバル化の推進
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。

【現状】

【本構想における展開】

本学は伝統的に国際的に活躍する人材を数多く輩
出するとともに、目標設定シート１で記したとおり、
教育憲章、第２期中期目標・中期計画および平成 23
年の「一橋大学プラン 135」において、理念および
実践において明確にグローバル化戦略を採用、推進
してきた。
１．教育プログラムのグローバル化
〈大学院での先行的取組〉
国際企業戦略研究科（ＩＣＳ）
、国際・公共政策大
学院では、英語による専門科目のみの履修で修士号
取得を可能としている。また、ＩＣＳでは、北京大
学・ソウル大学と連携する日中韓「キャンパスアジ
ア」構想が採択され、すでに３大学間のダブルディ
グリー制度を進めている。
〈学部レベル〉
①英語コミュニケーション・スキル科目の強化
英語の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）に力点をおいた少人数の
英語スキル科目をブリティッシュ・カウンシルと協
力して、提供・拡大してきた。すべて TESOL（実践
的英語教育専門資格）を有するネイティブ教員によ
る少人数クラスで、全国的にも英語レベルの高い本
学の学生向けに独自教材を使用している。
②４学部における英語による専門科目の強化
商学部、経済学部、法学部、社会学部において、
英語による専門科目の提供を強化している。商学部
では平成 23 年度から選抜プログラム（グローバル・
リーダーズ・プログラム）の準備を始めている。経
済学部では、200 番台（学部基礎）において Selected
Topics in Economics、300 番台（学部発展）におい
て国際経済学、400 番台に（学部上級および大学院
基礎）において上級ミクロ経済学、国際経済学Ⅰな
どの科目で、英語による授業を実施した。担当する
のは外国人教員および海外の大学での教育経験を有
する日本人教員等である。
③ＨＧＰ（一橋グローバル・エデュケーション・プ
ログラム）
国際交流科目として英語による科目を受入留学生
に提供するとともに、これから留学する日本人学生
にも留学準備用の科目として履修を奨励している。
④グローバル・リーダーズ・プログラム（選抜プロ
グラム）の準備
第２期中期目標・中期計画において、英語による

秋入学問題に関連して、現在学内で学期制の変更
を審議・検討中である。アカデミック・カレンダー
の変更にも対応できるように、１年次夏学期のカリ
キュラムでグローバル人材養成のための「導入期教
育」を強化することを検討しており、入試方法の改
革も議論している。
１．グローバル人材育成プログラム
「第２期中期目標・中期計画」では年間 300 人の留
学生の派遣・受入という数値目標を掲げ、第２期中
期目標・中期計画期間中には長期留学生を 90 人に増
やす計画である。また、英語による専門科目教育で
ある「国際プログラム」の立ち上げ目標として定め
た。これらの目標を実現するために、グローバル人
材育成プログラムを実施する。本構想は、全学的な
体制を土台として、商学部・経済学部それぞれで 15
名の選抜された学生を対象とするグローバル・リー
ダーズ・プログラムを展開する。
<全学的な体制>
①学内での外国語・コミュニケーション・スキル科
目の履修（１年次必修化）
・左記のブリティッシュ・カウンシルによる実践的
な「英語スキル科目」を１年次必修とし、留学前の
語学準備と位置付ける。
②短期語学研修（選択制）とリスク管理の強化
・現行の研修（左記）を継続する。
・中国での語学研修にも力を入れていく。
・これまで学部・研究科単位で企画されていたプロ
グラムのアグリーメントや契約書、保険などを全学
で整理・統一し、学生の安全確保やリスク管理に一
層努める。
③長期留学（選択・応募型）
・３年次および４年次で専門教育を学ぶ長期留学。
・現行の長期留学制度（グローバル・リーダー育成
海外留学制度と一橋大学海外派遣留学制度）を更に
活用。
・留学修了後は新設の“ステイ・ネイティブ”科目
を履修。
④グローバル企業でのインターン
・短期海外企業研修（国内・外国の双方）を実施。
・
「如水ゼミ」に加え、産・官から実務家教員を受け
入れ、実践的な応用力を育てる。
<グローバル・リーダーズ・プログラム>
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
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国際プログラムの創設・実施を掲げており、商学部
が先行して、準備を開始した。詳細は右欄に記すが、
深い社会科学的な思考力を身につけるため、学部と
大学院経営学修士コースと研究者養成コースを有機
的に結びつけて学修を加速する５年一貫プログラム
を導入し、世界で活躍できる社会科学的構想力のあ
るビジネス・パーソンの育成を目指す。
⑤短期語学研修
米スタンフォード大学やカリフォルニア大学デイ
ヴィス校、また北京大学などへの短期語学研修を部
局単位で企画・提供している。単位化されており、
学生が海外へ向かうインセンティブをあげている。
⑥グローバル企業との産学官連携による応用力養成
グローバル企業に勤務する実務家を講師とするオ
ムニバス形式の授業「如水ゼミ」を開講している。
キャリア教育も意識しながら、グローバルに活躍す
る先輩と身近に触れられる。
⑦短期企業等研修
国際教育センターによる外国での短期企業研修を
実施している。経済学部では平成 22 年度はインドネ
シア、平成 23 年度は中国にそれぞれ学部学生 10 名
前後を８日間派遣し、現地の大学との共同研究発表
と討論、現地の国際機関（ＩＭＦや政府機関）
、企業
などの訪問調査を実施した。
⑧長期海外留学派遣制度の充実
本学は次の２つの長期（１年間）留学制度を設置
している。
・
「一橋大学海外派遣留学制度」
昭和 62 年（1987 年）に始まった海外交流協定校
への派遣留学制度。現在、世界の 45 もの大学と交
流協定を締結し、財政的には同窓会「如水会」か
らの奨学金を得ている。この制度で留学をする交
換学生は全学部学生の１割にのぼっている。
・
「グローバル・リーダー育成海外留学制度」
ハーバード大学をはじめ、世界トップクラスの大
学に学生を１年間派遣し、将来のグローバル・リ
ーダーたちと対等な立場で切磋琢磨させる留学制
度。平成 23 年度より開始。
２．教育グローバル化のための「人事の国際化」
①外国人教員および外国の大学での Ph.D.取得者の
拡大
各学部とも外国の大学での Ph.D.取得者の採用を
強化してきた。たとえば経済学部では海外の大学の
Ph.D.学位を有する専任教員が 30 名（経済学を専門
とする教員全体の 67％）いる。
②教員の国際公募の実施
③テニュア・トラック制を導入
②③については経済学部が先行して進めている。

平成 24 年度に試行的に開始した PACE
（Practical
Applications for Communicative English）プログ
ラムを平成 25 年度４月からは本構想に基づき本格
的に稼働させる。この本格的試行を経て、平成 26
年度に２年次に進級する学年から、１年次の終了時
点で希望者を募り、ＧＰＡと TOEFL 等の得点をベー
スに 15 名程度の選抜クラスをつくり、30～40 単位
程度の英語による専門科目を提供する。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
外国人教員によるアカデミック・ライティング/
プレゼンテーション能力養成の基礎ゼミ、および専
門教育の基礎ゼミを開講し、英語能力と専門知識の
双方を向上させる。短期海外調査を実施し、グロー
バル経済の「現場感覚」を身につけ、グローバル社
会における諸課題について考える機会を与える。日
本人教員等が英語で教える専門科目の一層の増加
を図る。長期留学後も、400 番台（大学院基礎およ
び学部上級）の学術英語スキル科目において、一層
高度なアカデミック・ライティング/プレゼンテー
ション能力を養成する。これらの総合的な取組によ
り、教育研究のグローバル化を一層推進する。
２．教育体制のグローバル化
グローバル・リーダーを輩出する大学として、以
下のような全学的な業務体制の改革に取り組む。
①「アカデミック・プランニング・センター」（略
称 APLAC）の設置
学生の主体的な学修をサポートするために設立。
専門アドバイザーが将来の留学を視野に入れた履修
ガイダンスや、留学生にはメンタル支援など総合的、
かつきめ細かく、個々の学生をサポートする。
②キャリア支援室の強化
キャリア観形成科目コーディネーターを採用し、
体系的な「キャリア観形成科目群」として再編成す
る。将来的には産学官連携国際教育コーディネータ
ー（外国人）の雇用も計画中である。
③ 「グローバル就活」支援セミナーの開催
３～４年次の留学生の就職活動を支援するため、
海外での就職セミナーや面接のオーガナイズを行
う。他大学の留学生も参加できる「グローバル就活
拠点」をめざす。
３．ガバナンスのグローバル化－「人事の国際化」
教員・職員の双方について外国人の採用を拡大し、
また日本人については海外研修制度を強化する。
４．大学のグローバル化に関する外部意見の登用
社会科学に関するグローバル円卓会議や海外の大
学とのネットワーク参加校とのワークショップを通
じて外部意見をもらう。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の
実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

〈全学での取組〉
〈全学での取組〉
本学の教育課程はすでに国際通用性をかなりの程
左記のとおり、本学の教育課程はすでに国際通用
度、獲得している。
性を持つものだが、今後も以下のように全学的な教
学マネジメントを担う教育担当理事・副学長のガバ
１．シラバス、カリキュラムの国際化
ナンスのもと、学士課程教育の質的向上に総合的に
従来の講義要綱を平成 17 年度にウェブ・シラバ 取り組んでいく。
スへと転じた。ウェブ・シラバスは日本語版・英
語版の二か国語形式になっている。また平成 18 年 １．カリキュラム整備ほか
度からは「ガイドブック」としてぺーパーベース
平成 24 年度に教育課程の編成・実施方針（カリ
でも発行しており、学生にとっての利便性を高め キュラム・ポリシー）と学位授与方針（ディプロマ・
ている。
ポリシー）が確定するため、平成 25 年度から学習
内容の順次性や科目間の関連性の明示、ナンバリン
２．ナンバリング
グ、チューニングといったカリキュラム整備を順次
後述のとおり、経済学部が平成８年度に導入し 進めていく。
ている。将来的には全学的に導入予定である（右
更に、平成 24 年度からシラバスの一層の充実や
欄１．カリキュラム整備ほかの項参照）
。
多言語化等のカリキュラム情報、各学生の入試デー
タ、成績や留学経験等の学修成果情報、進路情報等
３．GPA
を含む教学データベース・システムの刷新的整備を
成績評価の厳格化のため、平成 22 年度入学者か 図る。学生ポータルの整備も計画中であり、これで
らＧＰＡを卒業要件のひとつに加えた。成績上位 学生は自分のデータを得るポートフォリオを持て、
者の学修を動機づける仕組みとして大いに活用し ＩＲとＩＣＴの連携の格段の充実化が図られる予
ている。たとえば、
定である。
①一定の数値が一橋大学海外派遣留学制度（奨学
金付）への応募要件となっている。
２．単位制度の実質化
②毎年度の優秀学生表彰で、各学部・各学年のＧ
現在 144 単位である卒業必要単位数の削減を図
ＰＡ最上位者に奨学金が付与される。
り、学修時間の増加・確保とその質的向上に向けた
③商学部・経済学部の「５年一貫プログラム」
（学 取組を行う予定である。
部４年次において、希望する優秀な学生のみ、修
士課程１年目の科目履修ができ、修士課程を含め ３．GPA
た５年間で学士号と修士号の両方が取得できる
平成 19 年度にアドミッション・ポリシーを策定
制度）の応募要件に、ＧＰＡが同一学部・学年の しており、平成 24 年度に「入試データ分析室」を
上位 10％であることがあがっている。
設置して入試成績と入学後ＧＰＡの相関分析を行
い、各学部のアドミッション・ポリシーをよりよく
４．双方向型授業・アクティブ・ラーニング
反映する入試の実現に向けた入試改革の準備を平
一橋大学の教育の伝統的特色のひとつは、学生 成 25 年度に開始する。
が切磋琢磨し、共同で思考力・表現力を向上させ
る少人数の学部後期ゼミナールが３年次、４年次 <グローバル・リーダーズ・プログラム>
で必修であることだ。ゼミナールは学部教育科目 ≪商学部リーダーズ・プログラム≫
のなかでも、817 コマ中 317 コマと 38.8%にもおよ １．ナンバリング
ぶ（数値は平成 23 年度）
。通年の少人数ゼミナー
すでに導入科目・基礎科目・標準科目・発展科目
ルは双方向型教育の場として優れており、本学で という４段階に科目を整理しており、容易にナンバ
はグループワークやディスカッション、実地調査 リングに移行できる。また、現在本構想と連動して
などアクティブ・ラーニングを含む、課題解決型 学部教育科目の見直しと再体系化が進められてお
の能動的学修が推進されているといえる。ゼミナ り、今後、更に体系化が進められる。
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ールは留学生にとっても必修であり、平成 23 年度
からはセメスター交流学生の参加も認められるよ ２．少人数・双方向型授業
うになった。このため全学的に、海外協定大学か
前述の PACE プログラムが平成 25 年度からは本格
らの交流学生の学修成果の向上と日本人学生の国 的に稼働する。１年次は通常の英語科目を週に２コ
際化が一層推進されている。
マとる以外に、商学部固有のこの PACE プログラム
科目を週に２コマ履修し、合計で週に４コマの英語
〈選抜プログラム：グローバル・リーダーズ・プロ 講義を受けることになる。この授業は 15 名程度の
グラムを実施する学部について〉
少人数でアカデミック・ライティングとアカデミッ
〈商学部の取組〉
ク・プレゼンテーションを指導するものであり、教
少人数、双方向型授業
室での相互作用以外にも、宿題と事前事後の質問
今年度（平成 24 年度）から行なわれる英語スキ 等、濃密な相互作用を通じた深い学修の可能なもの
ル教育プログラム（PACE プログラム）は１クラス となっている。また、新たに雇用される３～４名の
15 名の少人数・双方向型授業を提供する。アカデ 外国人専門教員も少人数～中規模な人数のクラス
ミック・プレゼンテーションとアカデミック・ラ で双方向型の授業を提供する事になる。
イティングについて、濃密な指導を行なうべく、
教室の改修も行なっている。学部専門科目のなか ≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
では現在、Christina Ahmadjian 教授の授業も双方 １．一貫教育カリキュラムの一層の整備
向型である。
学部・大学院一貫教育カリキュラムの一層の整備
を進める。
〈経済学部の取組〉
①授業科目を整理するとともに、各専門分野にお
１．ナンバリング
いてコアとなる科目を明示し、それらの主要科
経済学部では、学部から大学院修士課程までの
目における課題等のアサインメントを強化し
６年一貫教育カリキュラムによる体系的な教育課
て、授業の質的向上を図る。
程を構築している。全国の大学に先駆けて、平成
②学修目標や将来のキャリアに対応した履修系統
８年度に授業科目のナンバリングを導入し、各授
図を導入し、学生の履修計画を立てやすくする。
業科目の難易度、必要な準備、他の科目との関連
などを明示し、学修の段階に応じた履修を促して ２．アクティブ・ラーニング、双方向型授業
きた。
引き続き、海外短期調査を実施し、グローバル経
済の「現場感覚」を身に付けるためのアクティブ・
２．アクティブ・ラーニング、双方向型授業
ラーニングを推進する。また、事前研究および事後
平成 22～24 年度の文部科学省特別経費事業「地 の成果のまとめは、基礎ゼミナールにおいて、教員
域研究を通じての国際経済分析者養成プログラ と学生との間の双方向型授業により行う。
ム」では、これまでにインドネシアと中国にそれ
更に、外国人教員によって新規開講する予定であ
ぞれ学部学生 10 名前後を８日間派遣し、現地の大 る。学術英語スキルの基礎ゼミナールおよび経済学
学との共同研究発表と討論、現地の国際機関（Ｉ の基礎ゼミナールでも、双方向型授業を進め、学生
ＭＦや政府機関）
、企業などの訪問調査を行い、グ の能動的な学修を促進する。
ローバル経済の「現場感覚」を身に付けるための
アクティブ・ラーニングを推進してきた。これら
の海外短期調査の事前研究および事後の成果のま
とめは、基礎ゼミナールにおいて教員と学生との
間の双方向型授業により行われてきた。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に関
する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学において公表が
望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

１．国際的な活動に重点を置く大学として、シラバ
ス、学位授与数、退学者数、教員あたり学生数、な
どは「一橋大学概要」において毎年、公表している。
２．本学のウェブサイトにおいて、カリキュラムや
履修規程、GPA の卒業要件化などについて、日本語
および英語にて公開している。
３．シラバスは、本学のウェブ・シラバスにおいて、
二ヵ国語で公開されている。
４．
「一橋大学研究者情報」
（HRI）を通じて、大学ウ
ェブサイトで各教員の履歴・担当科目・研究業績等
の情報を英文で公開している。外国での Ph.D.取得
に関する情報や外国人教員についても、上記データ
ベースで公表している。
５．商学部・経済学部・法学部・社会学部のそれぞ
れのウェブサイトで、権威のある賞を受賞した教員
に関する詳細な情報など、教員の卓越した研究成果
等の情報を発信している。
６．各学部のウェブサイトにおいて、グローバル COE
プログラムやその他の資金によって海外の大学・研
究機関等と連携して開催する国際コンファレンス、
レクチャー・シリーズ等の情報を発信している状況
を公開している。
取組内容④ 事務体制のグローバル化

全学的には以下の取組を行う。
１．情報発信の方法
教育情報発信の方法として、ウェブサイト、冊子
に加え、教員・学生の交流を通じた「顔の見える」
教育情報発信も重視する。
２．ウェブサイトで発信するもの
これまでの取組に加え、以下の情報発信を強化する。
① 入試方法＋奨学金情報等
② 授業のシラバスとゼミナール紹介を英語でも作
成し、大学ウェブサイト等で公開する。
３．顔の見える情報発信（以下は例示）
・留学フェアを強化する。
・本学教員の提携大学での授業提供
・専門科目担当外国人教員の雇用拡大
・その他、レクチャー・シリーズ、サマープログラ
ム、ジョイントセミナー等などの情報発信機能に注
目して、広報という視点からも充実を図る。
以上のような全学的取組のうえに、平成 25 年度に
開始する商学部および経済学部グローバル・リーダ
ーズ・プログラムに関する情報を、大学および、そ
れぞれの学部のウェブサイト等で国内外に発信す
る。

○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が
行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。
○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

１．職員向けのグローバル関連研修
職員がグローバル化に対応できるよう、現在、次
のような研修制度を活用している。
①海外研修：本学職員が交流協定大学において語学
研修とその職員の該当部局で実務研修を行う。短期
研修では 40 歳以下の職員を１名、約１ヵ月の研修
を、長期研修では 35 歳以下の職員１名を約２ヵ月
半。この研修のあとには必ず報告会を行い、経験や
ノウハウの共有と蓄積を行っている。
② 国際交流事情などの研修：毎年 30 名程度が参加。
③語学研修：春に英会話研修、秋にビジネス英語文
書研修を各 10 名程度に行っている。

「グローバル対応の日常化」を進めるためにすべ
ての事務の部・課におけるグローバル対応能力を強
化する。
具体策として、次のことを実施する。①外国人職
員の採用。②日本人職員の採用時には一定の語学能
力を要件化する。③日本人職員の海外研修機会・期
間を拡大する。④海外研修とその後の事務職員配置
をリンクさせ、大学の多くの事務部局においてグロ
ーバル化に対応できるようにする。⑤調査・分析能
力に優れたプログラム・コーディネーターの雇用を
強化する。⑥プログラム・コーディネーターには、
NAFSA や EAIE など世界で行われる大学マネジメント
の研修・研究発表・シンポジウムにも参加させる。
２．学内文書の多言語化：国際企業戦略研究科、国 ⑦ 教育関連の各種文書の英語化（留学生の受け入
際・公共政策大学院では先行して、規程を英語で作 れ、カリキュラム、履修マニュアルの英語化）を実
成している。
施する。⑧海外向けウェブサイトを海外の利用者の
視点からより充実させる。
23
（大学名：一橋大学 ）
（申請区分：特色型）

様式２
様式 2 全体で４ページ以内

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組
○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。
○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。
○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。
○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

１．本学の教育目的・特色を活かした取組
本学は社会科学の総合大学としてこれまでも商
学部・経済学部・法学部・社会学部のそれぞれの領
域で専門知識の教育にあたるとともに、４学部の垣
根の低い特色を活かし、学生にも所属学部以外の他
学部科目の履修を必修とし、社会科学の総合力を身
につけるよう促してきた。
また、キャプテンズ・オブ・インダストリーを輩
出することを目的として実学重視の教育をおこな
ってきた。産学官連携は本学の伝統のひとつでもあ
る。
更に、グローバルな社会でリーダーとなるために
は語学力・専門知識・経験が必要であることを認識
し、昭和 62 年（1987 年）から、本学同窓会である
如水会等の財政支援により、一橋大学海外留学制度
（奨学金）を開始して、これまでに多くの学生を海
外の大学に派遣（１年間）してきた。

１．本学の教育目的・特色を活かした取組
本構想では、グローバル社会の問題解決のための
熱意と使命感をもって政策提言を行う人材の育成
を目指すとともに、日本・アジアでの革新的な仕組
み・ルールを世界のルールへと昇華できるグローバ
ル・リーダーの育成を目指す。優れた技術をもちな
がら、日本が推奨する仕組み・ルールが世界のルー
ルとならない一因には国際的な場での議論を得意
としないことがあげられる。これからのグローバル
人材に必要とされるのは単なる語学力だけでなく、
社会科学の優れた専門知識と総合力、現実の問題を
実践的に解決する実学的な応用力、そして議論にお
いての説得力と、なによりも国際的な場での多くの
議論の場数を踏む経験である。
社会科学の総合大学としての本学は、この構想に
おいて、学生に社会科学の専門知識と総合力を日本
語と英語で教授する。また、キャプテンズ・オブ・
インダストリーを掲げてきた本学は、産業界や官界
に多くのリーダーを輩出しており、こうした実務家
と協働で実学重視の科目を揃えるとともに、グロー
バル企業（国内・海外）でのインターンシップを本
構想のなかでプログラム化している。
更に、ブリティッシュ・カウンシルの協力により
徹底して実践的な英語スキル教育を１年次に必修
化し、１年次はあたかも一橋大学「新・英語学科」
の観を呈するほどとなる。また、本学の強力な同窓
会組織「如水会」が１年間の海外留学を支援する奨
学金制度が設けられており、本構想では毎年 70 名
前後が奨学金を得て海外留学する。短期語学研修・
海外企業研修への財政的支援もあり、
毎年 300 名
（１
学年の３分の１）を海外に派遣する計画（中期目
標・中期計画に明記）である。
本構想により進める「グローバル一橋」は実学を
重視し、産業界とも強力な協力関係を有する社会科
学の総合大学として本学の目的・特色を活かしたも
のであり、日本の学生にとり、また産業界や市民社
会にとり、魅力的な取組である。

２．最近の取組
急速に進行するグローバル化に対応するために、
最近では、以下の点での取組を強化してきた。
①実践的な英語力の育成
・英語スキル科目
１～２年次を対象に基礎／標準／発展と習熟度
別に１クラス 15 人の少人数クラスを編成し、ヒア
リング、スピーキング、ディスカッションを中心と
した英語コミュニケーション力を高める授業「英語
スキル科目」を開講している（平成 22 年度より）
。
担当するのはブリティッシュ・カウンシルより派遣
され、国際的な英語教授法資格 TESOL を持つ英語ネ
イティブ講師である。本学学生の英語力が高いため
に難易度の高いカスタムメイドの授業が実施でき
ている。これまで３年間は選択制だったが、平成 25
年度より全学１年次の必修科目とすることを決定
した。
・語学力の達成度の分析
入学時と１年次終了時に TOEFL 受験を課し、ほぼ
全員が受験している。
TOEFL、IELTS などのスコアは派遣留学生選抜の際 ２．設定目標に必要な取組内容
の最重点項目として活用している。
上記のようなグローバル・リーダーを育成するた
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②英語による専門科目の増大
大学院では英語による専門科目の教育は早くか
ら、かつ広範に行われてきたが、最近は学部でも英
語による専門科目の提供を拡大してきた。こうした
科目をＨＧＰ（一橋グローバル・エデュケーショ
ン・プログラム）として整理し、海外にもウェブサ
イトで公表している。
③海外留学・海外研修制度の充実・強化
より多くの学生を海外のトップクラスの大学へ
留学させるために留学先大学を積極的に開拓して
きた。現在は３種類の留学・海外研修制度があり、
すべて単位互換、単位認定される。
・
「一橋大学海外派遣留学制度」
昭和 62 年（1987 年）に始まった海外交流協定校
への派遣留学制度。財政的には強力な同窓会「如
水会」からの奨学金を得ており、現在、世界の 45
もの大学と交流協定を締結している。この制度で
１年間の留学をする交換学生は全学部学生の１
割にのぼっている。
・
「グローバル・リーダー育成海外留学制度」
ハーバード大学をはじめ、世界トップクラスの大
学に学生を１年間派遣し、将来のグローバル・リ
ーダーたちと対等な立場で切磋琢磨する留学制
度。平成 23 年度より開始。
・短期留学
米スタンフォード大学やカリフォルニア大学デイ
ヴィス校、また北京大学などへの短期語学研修を
部局単位で企画・提供している。単位化されてお
り、学生が海外へ向かうインセンティブをあげて
いる。
３．取組内容の体系化
①全学的なレベルでの体系化
実践的な英語スキル科目に加えて、専門科目の英
語での提供や短期・長期の留学制度の充実にともな
って、こうした取組を体系化し、また学生にも履修
指導する必要性が高まった。全学レベルでは教育担
当副学長と各学部長で構成される教育委員会にお
いて、グローバル人材養成に直接関わる科目や取組
について、学年別進行で整理、英語スキル科目を１
年次で必修化、海外語学研修を単位化する、など体
系化を進めてきた。
②選抜プログラムの設立準備の開始
本学を日本発のグローバル大学として発展させ
るために、第２期中期目標・中期計画において、英
語による学部教育プログラムを「国際プログラム」
という呼称で設立・開始することを目標として設定
した。また各学部でも、英語による専門科目の提供
や短期海外調査・研修の実施などが進められてい
る。

めに、外国語能力、コミュニケーション能力、社会
科学の専門能力、実践的な問題解決能力、リーダー
シップ能力の５つの能力・資質の養成に焦点をあて
る。
①外国語能力
次の３ステップで能力向上を図る。
〈学内での教育〉
従来の英語教育よりも実用性・コミュニケーシ
ョン能力に力点を置いた「英語スキル科目」（左記
参照）を１年次必修とする。これを留学前の語学準
備と位置付ける。
〈短期語学研修〉
現行の研修（左記）を継続する。
〈長期留学〉
現行の長期留学制度（左記）を活用し、３～４
年次での専門科目を長期留学で学ぶ。
②コミュニケーション能力（発信力・説得力）
スキル科目で日本語によるプレゼンテーション
力や作文能力を向上させるとともに、本学の特色で
ある少人数ゼミナールでこれらの力を養う。
③社会科学の専門能力
商学部・経済学部・法学部・社会学部それぞれの
学部教育において専門能力を育成する。
④実践的な問題解決能力
既存の本学独自の産官学連携科目に加え、下記の
ように新たな海外企業研修などを開拓、提供する。
⑤リーダーシップ能力
少人数の２年間のゼミナール以外に、なによりも
このための長期の海外留学を推奨する。商学部・経
済学部によるグローバル・リーダーズ・プログラム
が提供する科目は、本学の全学生にも開放する（成
績等による選抜は行う）
。
３．教育課程での体系性
５つの能力を育成するための取組は、基本的に年
次別・段階的に進める。また、学生の能力および希
望を勘案し、以下のような全学生を対象とする全学
的な取組を前提として、商学部と経済学部によるグ
ローバル・リーダーズ・プログラムを展開する。
〈全学的な取組〉
・入学時に能力別に必修英語スキル科目のクラス編
成がなされる。１年次末に TOEFL 受験が課される。
２年次より短期語学研修および短期企業研修（国
内・外国）が選択制ではあるが奨励される。また、
アカデミック・ライティングなどのスキル科目がは
じまる。３年・４年次に長期（１年間）の海外留学
が奨励され、70 名前後には本学の留学制度で奨学金
が支給される。ちなみに３年次（４年次）に留学す
る場合は２年次（３年次）に本学海外留学制度に応
募する。帰国後は新設の“ステイ・ネイティブ”ク
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選抜プログラムについては商学部・経済学部が以
下のような準備を開始している。
〈商学部〉
なによりもまず日本語による専門的な思考力・論
理的な議論の展開力を少人数の導入ゼミナール・前
期ゼミナールでの徹底的なレポート作成・添削を通
じて高めることを目指す。こうした少人数の濃密な
トレーニングと同時に、商学部独自の英語スキル科
目教育の準備を進めており、平成 24 年度から試行
的に導入する。
また、大学院の MBA コースとの共修科目として、
英語による科目が集中講義などを活用して、提供さ
れている。更に、平成 24 年度からは Christina
Ahmadjian 教授の授業を開始し、本学専任の外国人
教員による専門教育も開始している。これらはいず
れも大学全体のグローバル化の構想を受けて進め
られてきたものである。
〈経済学部〉
①英語スキル教育
400 番台（大学院基礎および学部上級）科目の
Academic and Professional Presentation および
Research-Based Writing において、外国人教員が、
高度なアカデミック・ライティングおよびプレゼン
テーション能力を養成してきた。また、文部科学省
特別経費事業「地域研究を通じての国際経済分析者
養成プログラム」において、外国人教員とネイティ
ブ・レベルの日本人教員が 200 番台（学部基礎）科
目「経済語学」を担当し、社会科学を専攻する学生
のための英語スキル教育を行うとともに、教材開発
も行っている。
②学部学生の短期海外調査
文部科学省特別経費事業「地域研究を通じての国
際経済分析者養成プログラム」において、インドネ
シアや中国にそれぞれ学部学生 10 名前後を８日間
派遣し、現地の大学との共同研究発表と討論、現地
の国際機関（ＩＭＦや政府機関）、企業などの訪問
調査を行っている。
③英語による専門教育科目を実施
200 番台（学部基礎）において Selected Topics in
Economics を、300 番台（学部発展）において国際
経済学、400 番台（学部上級および大学院基礎）に
おいては上級ミクロ経済学、国際経済学 I、国際経
済政策 I、経済地理、理論経済学Ⅰ、数理経済学と
いった科目で英語による授業を実施している。これ
らの科目は、外国人教員およびネイティブ・レベル
の日本人教員が担当している。
④外国の大学とのインターゼミ
ゼミナールにおいて、たとえば日韓８大学が集ま

ラス（様式４②参照）を履修する。４年次には、グ
ローバル企業等での経験を有する実務家による講
義（如水ゼミなど）を履修する。
・履修・留学に関して、APLAC（アカデミック・プ
ラニング・センター）が相談・指導にあたる。
・留学前に就職についての相談が多いことに鑑み、
キャリア支援室を強化する。現行のキャリア関係科
目を整理して、体系的な「キャリア観形成科目群」
として再編成し、新採用のキャリア観形成科目コー
ディネーターの助力を得て、学生が学修段階に応じ
て自分の将来を設計し検討していけるようにする。
<グローバル・リーダーズ・プログラム>
選抜プログラムはまず、商学部・経済学部から先
行し、選抜された学生には以下のような履修科目な
どが定められる。長期海外留学も必修とされる。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
①PACE（Practical Applications for Communicative
English）プログラム
本構想に連動し、平成 24 年度から１年次に対し
て週２回・通年で提供される。詳細は様式５②参照。
① 学部グローバル・リーダーズ・プログラム
全体で 30～40 単位程度の英語専門科目として提
供される。グローバルなビジネス・リーダーとして
活躍出来るよう、経営戦略と経営組織、国際経営、
ファイナンスなどの科目をグローバル・スタンダー
ドな内容で提供し、海外大学への留学の準備を容易
にし、また海外でのインターンシップへの基盤を提
供する。なお、ＭＢＡコースとの共修科目で用意さ
れる英語の専門科目は今後もこれまでどおり、グロ
ーバル・リーダーズ・プログラムとは別体系として
継続される。逆に言えばグローバル・リーダーズ・
プログラムはそれ固有の体系的な内容を備えたプ
ログラムとして設計・運営される。
③インターン
海外もしくは国内の外資系企業など、英語を標準
語として用いる企業組織でのインターンに参加す
る。そのため、海外現地法人を運営する日本企業と
の連携を図る。同時に商学部の行なうエグゼクティ
ブ・プログラムの参加企業（様式４①参照）とのネ
ットワークを活用し、海外子会社等でのインターン
の機会を広げる。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
経済学部のグローバル・リーダーズ・プログラム
は平成 25 年度に立ち上げられる。その特色は以下
のとおり。
①一橋大学の特色であるゼミナール教育の重視
学部２年次に、①外国人教員による英語スキルの
基礎ゼミナール、②外国人教員による経済学の基礎
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り、英語で共同論文を作成、発表、討論するという ゼミナールを履修し、留学等に必要な語学力を磨く
インター大学ゼミに参加している。
とともに、経済学の専門知識を英語で習得する。短
期海外調査においても、基礎ゼミナールで事前準備
４．産業界との連携
と事後の成果の取りまとめを行う。学部の専門ゼミ
本学は伝統的に産業界との連携に努めてきた。ま ナールにおいても、留学生等を交えて、英語による
ず組織として、平成 24 年度に産学官連携推進本部 プレゼンテーションとディスカッション等を導入
を設置している。
するゼミナールを設ける。
ほかにも次のような取組を行ってきた。
①学部・大学院５年一貫教育カリキュラムにおける
①産学官連携カリキュラムの実施
体系的位置づけ
・
「キャリア・ゼミ（通称・如水ゼミ）
」
グローバル・リーダーズ・プログラムは経済学
グローバルに活躍する先輩卒業生が、電力、国際 部・大学院５年一貫教育カリキュラムにおいて、体
関係、エネルギーなど 15 の業種別に少人数ゼミナ 系的・段階的に位置づけられている。
ールを構成し、社会で力を発揮することを直接学ぶ （１）学部１年修了時に、英語力・成績・ＧＰＡな
授業。３～４年次向け。
どを基準に 15 名程度を選抜。
・また、先輩卒業生が職業意識、人生哲学、現代産 （２）学部２年次に、①外国人教員による英語スキ
業の現状などをオムニバス講義する「社会実践論」
、 ルの基礎ゼミナール、②外国人教員による経済学の
女子学生が学生総数の約４分の１を占める一橋大 基礎ゼミナールおよび 200 番台（学部基礎）の英語
学において、新時代の社会進出を考察する「男女共 による講義科目を履修、③短期海外調査のための基
同参画時代のキャリアデザイン」（以上、如水会寄 礎ゼミナールを履修し、７～10 日間の短期海外調査
附講義）
、
「インターンシップ」等がある。これらは を実施。学部２～３年次に 300 番台（学部発展）の
グローバルなテーマを学ぶとともに、学生のキャリ 英語による講義科目を履修。
ア形成を考えさせるという２つの機能を持つ。
（３）学部３～４年次に６ヵ月～１年間、海外の交
③ インターンシップは授業の一部
流協定校に留学し、10～20 単位程度を単位互換。
たとえば短期海外研修として、スペイン企業派遣 （４）留学修了後、学部４年次に Academic and
プログラムは春季休業期間（５週間）にスペインの Professional Presentation および Research-Based
総合商社 Berge 社マドリード本社にて企業実習やマ Writing を履修し、一層高度なアカデミック・ライ
ネジメント研修を行う。協働力の育成を学修目標と ティングとプレゼンテーションの能力を磨く。
し、事前講習・事後講習にも参加し、研修報告書を
以上を合わせて、経済学部専門科目の必修単位数
作成して評価を得た学生には２単位が認定される。 の６割以上を英語による授業で修得させ、プログラ
年１～２回、インターンシップ報告会を開催。
ム修了者には、Honors Degree として修了証書を授
与。更に、優秀な学生は５年一貫プログラムに参加
５．その他
させ、５年間で修士号を取得させ、修士論文を英語
本学は、文理共鳴型教育にも取り組んできた。先 で執筆させる。
行き不透明な現代世界においては「社会科学の知識
があってこそ、科学技術は社会で役立つ」という認 ３．企業・政府・国際機関等との連携
識を今後のグローバル・リーダーは持つべきと本学
グローバル・リーダーズ・プログラムにおける短
は考える。このため、「課題解決型イノベーション 期海外調査は、如水会等の協力のもと、現地の企
のための文理レゾナンス（共鳴）講座」を開講して、 業・政府・国際機関（IMF、世界銀行、JICA など）
東京女子医科大学客員教授を招いて、先端医療やロ 等と緊密に連携して実施する。また、前述のとおり、
ボット工学、イノベーションマネジメントなどにつ グローバル・リーダーズ・プログラムにおいても全
いても講義していただいている。
学プログラムにおいても、国内企業でのインターン
の機会および海外企業研修が準備されている。就職
については、国内はもとより、海外でも留学中の学
生を対象とするグローバル就職活動セミナー開催
を企画している。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

本学では、外国人教員や海外の大学での博士号取得
者の採用に努力し、本学教員が海外で教育経験を有す
るように取り組んできた。
１．外国人教員の確保
本学における外国人専任教員（専門科目担当）は
現在 15 名であり、全教員数の 38％を占める。
加えて、21 世紀 COE プログラム（商学研究科、経
済学研究科、法学研究科）やグローバル COE プログ
ラム（商学研究科、経済学研究科）に参加している
外国の著名大学の教員に集中講義を担当してもらっ
ている。
「アジア太平洋３大学国際関係教育プログラ
ム開発」プロジェクト（法学研究科）では、オース
トラリア国立大学およびソウル国立大学と本学の間
で、集中講義および半期の授業を相互に提供してい
る。更に、本学は、EU の助成金を得て、EUSI（EU
Studies Institute in Tokyo)を慶應義塾大学、津田
塾大学と取り組んでおり、ＥＵ諸国からの外国人教
員による集中講義も提供してきた。
２．海外での学位取得教員の確保
海外の大学での博士号取得者は、91 名であり、博
士号取得教員 221 名のうち、41％を占める。
これらの海外での博士号取得教員は、自分自身の
海外の大学での勉学経験をもとにグローバル・スタ
ンダードな教育に取り組むとともに、海外の教員と
の強力なネットワークを活用し、海外の教員を随時、
講義やゼミナールに招聘し、セミナーを開催してい
る。
海外での博士号・修士号取得教員数

本構想では、教育体制のグローバル化を図るため、
まず全学レベルで次の取組を強化する。

項目
教員のうち博士号取得者数
その内海外の博士号取得者数
教員のうち修士号取得数（最終学歴）
その内海外の修士号取得者数

平成 24 年５月１日
221 名
91 名※
90 名
5名

※ 内２名は、更に日本の博士号も取得している。

１．教員国際公募の強化
本学では、国際企業戦略研究科や経済学研究科
においてすでに国際公募を実施しており、その経
験を参考に、学部教育を担当する多くの研究科に
おいても、本構想を実施するために、専門科目に
ついて優秀な外国人教員の雇用は不可欠であり、
外国人の国際公募を行う。具体的には、国際的な
学会を通じた公募や、教育プログラムの開発を協
働で行っている大学を通じた公募などを検討し
ている。更に、法学研究科で実績があるが、外国
の大学でのポストドクトラルの研究者を、任期付
き教員などの形態で採用することも検討してい
る。
２．教育のための教員交流
学生交流協定校を中心に、集中講義および半年
講義を担当してもらう客員教員の相互派遣をい
っそう強化する。
３．テニュア・トラック制度
経済学研究科では教員採用のグローバル・スタ
ンダードとなっているテニュア・トラック制度を
導入しており、この経験を参考に全学的にこの制
度の導入を図る。
４．留学生の雇用
本学をはじめとする日本の大学の留学生につ
いても、ジュニアフェローなどの制度において積
極的に雇用する。
５．海外の大学での教育経験又は外国語による教育
経験を有する日本人教員の配置
本構想実施のために、本プロジェクト経費によ
る新規採用では、基本は外国人教員を採用する計
画である。しかし、本構想は、グローバル一橋を
築くための全学的取組であり、これからの新規の
採用においては、基本的に、海外での学位取得者
および外国語による教育を行う能力を有するこ
とがいうまでもなく不可欠となっている。

３．本学教員の客員教授・客員研究員としての派遣
本学は、客員教授としての派遣を奨励するととも
に、在外研究の制度を活用して客員研究員として海
外の大学に在籍している間に講義やセミナーに取り
組むことを奨励している。平成 23 年度は、２名の教
員がパリ第 10 大学及びアムステルダム大学のそれ
ぞれにおいて、客員教授として講義を担当している。
また、15 名が客員研究員として海外の大学の教育現 ６．教育プログラムの共同開発
カリキュラムやテキストの共同開発を進める。
場で教育・研究に取り組んでいる。
また、教育方法等について、海外の学会で、パネ
４．外国の大学とのダブルディグリー制度
ルを組み、日本の取組事例を積極的に発信し、議
国際企業戦略研究科では、北京大学、ソウル国立
論を展開する。
大学と本学によるダブルディグリー制度を平成 24
年度より開始する。もとより、相互において外国語
による教育が提供されることを前提としており、３ ７．ダブルディグリー等
大学院レベルでのダブルディグリーなどの実
大学が協働で教育プログラムを開発している。
施経験を学部教育に活用する。
５．外国語による授業の拡大
大学院レベルでは、国際企業戦略研究科および国
以上のような全学的取組の土台のうえで、次のよ
際・公共政策大学院では、英語による科目履修のみ
うなグローバル・リーダーズ・プログラムを実施す
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でも修士号が取得できるほどに多くの科目が英語で
提供されている。学部レベルでは、一橋大学グロー
バル・エデュケーション・プログラム（ＨＧＰ)とし
て英語による科目提供を充実させている。
６．グローバル・リーダーズ・プログラム準備
〈商学部の取組〉
商学部教員の半数以上が国際的な学術経験を深く
積み重ねてきている。また海外の大学で博士号を取
得した教員が 16 名在籍している。しかしこれに留ま
らず、平成 24 年度からは本学の国際経営戦略研究科
から Christina Ahmadjian 教授を商学研究科に配置
換えし（計 17 名)、今後数年間で更に外国人教員の
雇 用 を 本 格 化 し てい く。 ま た PACE （ Practical
Applications for Communicative English）プログ
ラムのために、プログラム・ディレクター（外国人
教員）を平成 23 年に採用し、その後、修士号をもつ
TESOL 教員（外国人）を２名と博士号をもつ TESOL
教員（外国人）を 10 月１日付けで１名採用すること
が審議終了している。商学部には 10 月１日現在で、
外国人教員が５名存在することになる。
〈経済学部の取組〉
・平成 24 年度に学術英語スキル科目担当教員、公共
経済学担当教員、
および計量ファイナンス担当教員
の３件の国際公募を行い、
外国人教員や海外の大学
での教育経験を有する日本人教員の配置を図って
いる。
・平成 24 年度において経済学部には、海外の大学で
の教育経験を有する日本人教員が 10 名いる。
また、
海外の大学の Ph.D.学位を有する専任教員が 30 名
（経済学を専門とする教員全体の 67％）いる。
・経済学部では、平成 15 年度以来、欧米の大学等で
一般的となっているテニュア・トラック制を導入
し、
若手教員採用システムのグローバル化を図って
いる。平成 24 年度までに、テニュア・トラック制
により４名の専任講師を採用し、
そのうちの２名が
テニュア（１名は他大学のテニュア）を取得した。
・外国人教員や海外の大学での教育経験を有する日
本人教員が、経済学部専門科目を英語で教えてい
る。

る。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
既に外国人教員の採用を活発化しており、現在も
面接・審査進行中であるが、更に今回の構想を契機
として、平成 24～25 年度にかけて、追加の外国人専
門教員を３名程度雇用し、既存の教員と合計して、
外国人専門教員を４名～５名、PACE プログラムの教
員を４名、合計８名～９名の教員を雇用する。この
他に、外国人の公認会計士など、専門領域の非常勤
講師を雇用し、30～40 単位の専門講義を英語で提供
していく。海外留学による単位取得も合わせて、ビ
ジネス系の専門科目のみで最大で 62 単位程度まで
英語による講義で履修できるようなコースとしてグ
ローバル・リーダーズ・プログラムを設計している。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
・平成 25 年度以降も、国際公募を実施し、教員採用
システムのグローバル化を推進する。
・海外の大学での教育経験また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を進め、
教育体制のグローバル化を図る。
・テニュア・トラック制を定着させ、国内外の若手
教員の積極的採用を図り、若手教員採用システムの
グローバル化を進める。
・外国人教員や海外の大学での教育経験を有する日
本人教員が英語で教える専門科目の増加を図る。

取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進しているか。

【これまでの取組】

１．FD
本学は、各研究科毎に海外の大学との交流やダブ
ルディグリー実施のための協議を通じてグローバル
教育力の向上に努めてきており、各研究科の経験を
全学レベルでの FD
（大学教育研究開発センター主催）
において共有するように取り組んできた。具体例と
して、
全学共通の取組として、エラスムス・ムンドスに
申請するにあたり、参加校相互の教育プログラムに
ついて意見交換を行ってきた。本学は、パリ政治学
院、ケルン大学、コペンハーゲン・ビジネススクー
ル、ウプサラ大学などとコンソーシアムを組み、ア
ジア太平洋地域の大学の幹事校として、教育プログ
ラムの意見交換をリードすることにより、グローバ
ル教育力の向上に取り組んできた。
２．教育力向上のためのインセンティブ
個々の教員についての評価制度を導入し、教育力
は、教員評価のなかの重要な部分を占めている。
学生による授業アンケートは数値化され、公開さ

【本構想における取組】
全学的な取組は次のとおり。

１．３つのレベルでの FD（学内・国内・国際）
本構想における取組での経験について、学内、国
内、海外の３つのレベルで発信し、意見交換を進め
る。
① 学内：評価＋学内 FD＋PDCA のリンク
これまでは、教育に関する評価、グローバル化に
関する評価というように別々に評価が行われてい
たが、
「グローバル教育力」という視点から毎年評
価を行う。
これを公開 FD として学内で共有し、意見交換を
行う。更に、本構想の中核となる商学部、経済学部、
法学部、社会学部の学部長は、そこでの意見を参考
に PDCA として、次の構想での計画をチェックする。
② 国内：社会科学グローバル円卓会議
社会科学系の大学および大学の社会科学系部門
と共同で、グローバル化について意見交換するグロ
ーバル円卓会議を開催し、
そこで、
本構想に関する、
いわば学外との FD を行う。旧３商大、旧商科系大
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れている。また、法科大学院では学生が成績に関す
る異議申し立てを行う制度も発足している。
３．授業実施等の実践型研修
①ダブルディグリー、３大学プロジェクト
国際企業戦略研究科ではダブルディグリー制度
実施のために、相互の大学に教員を派遣し、授業を
提供している。法学研究科の３大学プロジェクトに
おいても、相互の大学に教員を派遣し、半期の講義
もしくは集中講義を提供している。
②客員教授
客員教授・客員研究員として、海外で授業を提供
する機会を奨励している、特に、一橋大学基金およ
び後援会の財政的支援を得て、奨励している。海外
の大学との交流協定締結・更新の際に、教員の教育
交流を強調し、集中講義や半年の講義提供を相互に
行うことを呼びかけ、良い反応を得ている。
③サマープログラムの実施
海外で、もしくは日本において、海外の大学との
サマープログラムを実施してきた。例として、ブリ
ティッシュ・コロンビア大学とのサマープロプログ
ラム（２週間、双方各 20 名参加）
、パリ政治学院と
のサマープログラム、清華大学とのサマープログラ
ムが行われてきた。
４．グローバル・リーダーズ・プログラム
〈商学部の取組〉
商学部の場合、グローバルな場面での学術的な相
互作用を活発化し、教室でのディスカッションを英
語でも遂行できるようなスキルの基盤を構築する準
備作業を行なっている。またできる限り、若手教員
を早めに海外大学院に客員教授として派遣し、教員
に海外ビジネス・スクールでの経験を積ませるよう
にしている。現在も、准教授を１名海外ビジネス・
スクールに派遣中であり、来年度もまた１名を海外
ビジネス・スクールに派遣する予定である。
なお、商学部では教員のティーチング能力は、そ
の研究能力と同様に高く評価される項目となってお
り、研究大学としての自負を持ちつつも、教育力量
の向上にはほとんどの教員が熱心である。
〈経済学部の取組〉
・学術英語スキル科目（Academic Presentation およ
び Research-Based Writing）を担当する外国人教員
による FD を実施し、教員自身の英語によるプレゼン
テーションおよびライティング力の向上を図ってき
た。
・21 世紀 COE プログラムおよびグローバル COE プロ
グラムにおいて、海外の著名な研究者を多数招聘し、
公開講義シリーズを実施してきた。これらの連続講
義等には、FD として教員も参加させ、グローバル教
育力の向上に役立ててきた。
・海外協定大学であるボッコーニ大学において、経
済学研究科の教員が日本経済に関する授業を実施し
てきた。また、平成 23 年度には、EU のエラスムス・
ムンドス・プログラムのフェローとして、経済学研
究科の教員がイタリアのトレント大学とハンガリー
のコーヴィヌス大学（ブダペスト経済大学）で講義
を担当した。サバティカル中に海外の各大学におい
て集中講義を行った教員もいる。経済学部では、こ
れらの実践型研修を促進することにより、グローバ
ル教育力向上を図ってきた。

学、そして総合大学の社会科学部門との協働であ
る。
③ 国際：協定校およびエラスムス・ムンドス参加
校
学生交流協定校およびエラスムス・ムンドス参加
校（パリ政治学院、ケルン大学、コペンハーゲン・
ビジネススクール、ウプサラ大学など）と海外版の
FD を行う。特に、非英語圏の大学においては、英
語による教育体制・教育力の強化が課題となってお
り、本構想とも共通の課題を抱えている。実際に、
このことがエラスムス・ムンドス申請への大きなイ
ンセンティブとなっている。
２．人事への反映
本構想をこのプロジェクト期間終了後も継続し、
更に発展させるために人の配置に関して全学的な見
直しを検討する。
３．海外研修
海外研修の制度はありながらも実態として取りに
くい現状がある。これを改革するために、学部長の
リーダーシップで、数年にわたる計画を立て、実施
する。
帰国後は、本構想およびその後継での科目担当を受
け持つ仕組みとする。
<グローバル・リーダーズ・プログラム>
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
グローバル・リーダーズ・プログラムのために、
追加で３名～４名の外国人専門教員を採用する予定
である。その外国人教員と共に日々、日常的な研究
会と各講座内の会議、教授会などを経験していくこ
とで、自然と商学研究科の教員たちの国際的な志向
性は高まっていく。その自然な増加傾向を確固たる
ものにするべく、これらの教員との FD を商学部内で
行なうことで、特に若手教員の英語による教育力向
上を促進していく。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
・定期的に学術英語スキル科目を担当する外国人教
員による FD を実施し、教員自身の英語によるプレ
ゼンテーションおよびライティング力の向上を図
る。
・平成 23 年度に「特別招聘教員の任期付き任用」
のポストを２つ設け、国際的に卓越した研究・教育
業績を有する海外の研究者を２ヵ月～１年の任期
で招聘する制度を整えた。特別招聘教員の行う公開
講義シリーズには、FD として教員も参加させ、グ
ローバル教育力の向上を図る。なお、平成 24 年９
月から 12 月までの期間に、最初の特別招聘教員に
よる講義シリーズが実施されることが決定してい
る。
・海外協定大学等における教員の授業を実施し、実
践型研修によりグローバル教育力向上を図る。
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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。

【本構想における取組】
１．留学への動機づけと留学・海外研修制度
まず全学的に取り組む環境整備について。
一橋大学の派遣留学制度は他大学にない十分な １．留学への動機づけと学生支援
奨学金付与を伴う留学制度として一部の大学受験 ①一般的な学生でも留学できる英語教育
生に知られており、本制度で留学することを目指し
英語スキル科目の必修化や短期語学研修の強
て一橋大学受験を志し、留学を果たす者が毎年数人 化・拡大により、本学の１年次は高校生まで特に海
いる。
また入学直後の１年次には TOEFL 受験を課し、 外での生活・教育経験のない者でも、あたかも「一
ほぼ全員が受験している。同時に留学フェアも例年 橋大学・新英語学科」の学生のように、本学のカリ
４～５月初頭に行っており、留学を意識する機会を キュラムに従えば、留学を可能とする英語力がつ
十分に提供している。海外から招聘した研究者によ き、留学への動機づけが強化される。
るレクチャー・シリーズ等も各部局が日常的に多数 ②留学の準備・計画作成支援
開催しており、学生の国際交流や海外留学への動機 ・もっとも適切で、かつ懇切・丁寧な支援はゼミの
付けとなっている。
指導教授により提供される。
具体的な留学準備は留学相談室、更に新設の ・制度としては APLAC（アカデミック・プラニング・
APLAC（アカデミック・プラニング・センター）の センター）で留学を前提とした履修科目のアドバイ
アドバイザーが入学時から卒業までのなかで留学 スなどを更にきめ細かく行う。これにより、より多
を位置付け、一貫した学修支援を行う。
くの学生が３～４年次で１年間の長期留学ができ
また、本学の特色であるゼミナールでの指導教員 るようになることを目指す。
は、海外留学の決定した学生に対しては、専門ゼミ ２．留学プログラムの開発支援体制
の選考時期等に関して特別な配慮を行い、留学を促 ・国際化推進室（海外での学位取得者２名勤務）に
進してきた。指導教員は学生の海外留学が決まる おいて、海外の留学情報やリスク管理の調査・分析
と、留学先大学での履修計画等について事前に個別 を行い、国際化推進本部（学長・副学長・４学部長
指導を行い、留学の成果を一層高められるようにも で構成）において、本学の戦略として、留学プログ
努めている。
ラムを開発する。
３．単位化との関連
２．単位取得を伴う留学制度
留学しやすいようカリキュラム改革を行う。これ
現在、本学が用意する留学・海外研修制度は次の までは１年間留学すると、１年留年する学生が多か
３種類である。
ったが、留学しても多くが４年間で卒業できる体制
① 「グローバル・リーダー育成海外留学制度」
に改革する。具体的には「留学枠」
「スタディ・ア
ハーバード大学、オックスフォード大学、ロンド ブロード部門」を設置し、従来の単位互換に限定さ
ン大学経済学部（LSE）という世界のトップクラス れる必要がないよう、留学先で本学にない科目を履
の大学に各１名を１年間派遣する。
修した場合でも単位が認定されるようにする。
②「一橋大学海外留学奨学金制度」
４．留学促進制度
現在、世界 45 の大学と交流協定を結び、毎年 60 ①本学の留学奨学金制度
人前後を派遣。奨学金は同窓会「如水会」の支援も
現行の海外留学制度を継続・発展させていく。ま
受けている。1987 年創設の伝統あるプログラム。
た引き続き、奨学金を含めた留学関連情報は国際課
③短期留学プログラム
に一元的に収集され、学生向けにウェブサイトなど
米スタンフォード大学、カリフォルニア大学、北 を通じて頻繁に更新され、提供される。
京大学などで、春休みと夏休みに４週間の語学研修 ② グローバル就職活動セミナー
【これまでの取組】
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を行っている。
①②ともに単位取得を伴い、８単位の単位取得を
義務化している。取得単位は各教授会で本学での取
得単位として認定される。③の短期海外研修や海外
語学研修も履修単位が認められる。
３．新規プログラムの開発体制
国際化担当理事・副学長のガバナンスのもとで、
北 米 で 開 催 さ れ る NAFSA: Association of
International Educators の年次総会及びヨーロッ
パで開催される EAIE (European Association for
International Education) 年次総会に毎年教職員
を派遣し、留学に関する情報収集と協定締結候補大
学との交渉を行っている。留学や国際的な教育体制
の世界的トレンドの調査・分析は国際化推進室が担
っている。今後も英語圏の交流協定校の一層の開発
に努め、プログラムの推進に資する計画である。
ほかにも：
・海外の大学事情に詳しい教員から構成される国際
交流委員会・学生国際交流専門委員会において留学
に関する情報・意見の交換を行っている。
・本学の海外派遣留学制度による留学経験者により
組織されている団体（HEPSA)から、
（元）学生の視
点からのフィードバックを得ている。
４．学生への情報支援
留学に関する情報や奨学金に関する情報は国際
課に一元的に蓄積され、各学部の学生国際交流専門
委員、国際教育センターの留学生・海外留学相談部
門担当者が情報提供や相談に応じている。
５．ラーニング・アグリーメント
留学先が同一大学であってもラーニング・アグリ
メントが学科により異なるため、留学内定者は事前
に自ら留学先に連絡をとり、情報を収集して出発し
ている。
６．留学を促進する制度
２．で挙げたように、本学の長期留学制度は奨学
金が付与され、学生が経済的負担なく留学できる体
制が整えられている。

学生が１年間の留学で１年の留年を強いられる
原因のひとつは留学の時期と就職活動の時期がず
れていることである。そこで、留学中に就職活動を
本格化させることについては疑問もあるが、留学先
においても就職情報を適切に得られるように、本学
が海外の主要拠点でグローバル就職セミナーを開
催する。これには本学同窓会である如水会の現地支
部の協力も得る。また、他大学から留学中の学生に
もオープンとし、グローバルな就職活動の拠点とす
べく努力する。
<グローバル・リーダーズ・プログラム>
新設のグローバル・リーダーズ・プログラムでは
長期海外留学が必修とされる。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
（１）海外大学との交換留学制度を活用して、年間
15 名の学生を半年～１年間、海外に留学させる。
（２）海外大学とのインターン・エクスチェンジ
如水会や商学部の行なっているエグゼクティ
ブ・プログラムの参加企業（花王・日本電気・フジ
フイルム・伊藤忠商事・パナソニック・三井化学・
キリンビール・セイコーエプソン・日本政策金融公
庫・オリエンタルランド）とのネットワークを活用
し、海外子会社等にインターンに行く機会を広げる
とともに、交換留学の学生たちに日本企業でのイン
ターン機会を提供し、それと交換で先方の大学に本
学学生のインターン機会を提供してもらう交換関
係を構築するべく努力する。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
経済学部グローバル・リーダーズ・プログラムの
なかで、これまでの留学関連の取組を継承・発展さ
せ、日本人学生の留学を促進する。
（１）ガイダンス等における動機付け
学部入学時のガイダンス等において、グローバ
ル・リーダーズ・プログラムおよび５年一貫教育シ
ステムに関する説明を充実させ、留学や修士号取得
への学生の動機付けを高める。
（２）５年一貫教育システムの活用
海外留学した学生には、学部・修士課程５年一貫
教育システムへの参加を促し、３年次における半年
～１年間の留学の成果を修士号取得に結び付けら
れるように導く。
（３）海外短期調査の事前準備
引き続き、海外短期調査では、事前の基礎ゼミに
おいて綿密な事前調査・研究を実施し、学生の海外
派遣準備・研修計画の作成を支援する。
（４）長期留学の準備支援
長期留学前に、外国人教員による基礎ゼミ等を履
修させ、留学に向けた十分な準備を整えさせる。
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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】

【本構想における取組】
サポート体制については全学的に取り組む。
１．留学中から帰国後における健康・学修サポート

①留学中および帰国後のゼミ指導教員による指導
海外留学学生に対して、ゼミの指導教員が、留学中
も学修の進み具合等をチェックしている。これによ
り、留学の成果を一層高めるとともに、帰国後の単
位互換および学修成果の承継がスムーズに進めら
れるようにしている。
②平成 24 年度発足の学修支援組織 APLAC が留学前
後、留学中の健康管理や学修管理など、総合的な学
修サポートを行う。
２．就職支援
一橋大学卒業生の就職率は 96％を超え、留学実績
が就職に不利に働くことはない。したがって現在は
大学として、産業界との連携等による留学中及び帰
国後の就職支援に組織的に取り組んではいない。如
水会との連携、如水ゼミの履修等を通じ、留学中の
学修や経験を就職後にいかに活かすかを各帰国生
が学んでいる。
３．リスク管理
リスク管理は国際課と学生支援課、国際化推進室
が長年担当しており、保健センターのスタッフも必
要な連携をただちに行える体制にある。留学や海外
研修を行う学生に対しては短期・長期に関わらず、
独自に作成した危機管理のための学生用ハンドブ
ックを配布し、国際化推進室が提供する危機管理セ
ミナーの受講が義務づけられている。
また海外派遣留学制度を財政的に支えるＯＢ会
組織「如水会」は世界 66 か所に支部を持ち、派遣
留学生のリスク管理への配慮と支援を行っている。
大学は派遣留学生に緊急時等対応のために近隣支
部との連絡を推奨し、如水会への留学レポートを義
務化している。

１．健康・学修サポート
①APLAC やゼミの指導教員による学修指導、学生相
談室（医師・カウンセラー）による相談体制を充
実させる。
②「ステイ・ネイティブ」プログラム
留学帰国学生が身に着けてきた語学や国際感覚
を維持するために、留学経験者向けの高度な語学
クラスを開講。経験値を伝播するために留学希望
者も受講可能とする。
③大学院進学支援（学部・大学院５年一貫教育）
特に経済学部グローバル・リーダーズ・プログ
ラムで海外留学から帰国した学生に対しては、5
年一貫教育システムの選考時期について特別に配
慮する。
２．就職支援
①キャリア支援室の強化
キャリア支援室の改組・強化を通じ、帰国生の個
別相談、産業界との連携等による留学経験者・留学
希望者向け企業説明会、留学キャリアを活かすセミ
ナー・ワークショップ運営、新設のキャリア観形成
科目内での留学の意義づけ等の新たな企画運営を
検討する。
②「グローバル就活」支援室の設置
留学が就職のハンディになる本末転倒を避ける
ために、本学のキャリア支援室と「如水会」のグロ
ーバルなネットワークを連携し、３～４年次の留学
生の就職活動を積極的に支援する。情報提供やイン
ターンシップに加え、本学のグローバル・ネットワ
ークを駆使して、ニューヨーク、ロンドン、上海な
どでの海外就職セミナーや面接までをオーガナイ
ズする。経団連にも働きかけ、ゆくゆくは日本の他
大学の留学生も参加できるような「グローバル就活
拠点」を作っていく。
３．リスク管理
これまで部局単位で企画されていた短期海外プ
ログラムでのアグリーメントや契約書、保険などを
国際課・国際化推進室を中心として全学的に統一
し、学生の一層の安全確保・リスク管理に努める。
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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】

【本構想における取組】
全学的には次の用に取り組む。

〈全学レベル〉
１．入試における英語４技能の評価
１．入試における英語４技能の評価
①各学部ともそのアドミッション・ポリシーにおい ①TOEFL と秋入学・本学独自案
本学は、センター試験開始以前から英語のリス
て外国語でのコミュニケーション能力の高い高校生
ニングあるいはディクテーションを入学試験にお
を強く求めている。
②第二次試験の前期日程の外国語試験でリスニン いて実施してきたが、センター試験でもリスニン
グ・書き取り試験を導入している。また各学部とも グの試験が導入され、また TOEFL が広く浸透して
〈入試における英語４技能の評価〉
他科目と比較して、外国語試験の配点がもっとも高 きたことから、
は、本学の要検討課題となっている。
い、あるいは同列に扱われている。
TOEFL 等の活用を検討しているとともに、導入
③後期日程試験における面接ではこれまでの在外経
のタイミングについては、秋入学あるいは本学の
験を参考値として聞いている。
独自案（４月に入学し、４月から８月までを導入
期とする。あわせて、９月入学も可能。
）の実施に
２．入試での留学経験の評価
「外国学校出身者入試」としていわゆる帰国子女 合わせて行うことなどを、検討中である。TOEFL
枠の入試を行っている。４学部で定員各５名程度ま 等に加え、外国人や在外の受験生には、現地で入
で、第一次選抜で高校までの成績評価証明書（国際 試を実施するなど、大幅な入試方法の改革が必須
バカロレアなどの国際高校卒業資格）
、外国語試験、 となると認識している。
小論文を評価し、第二次選抜では面接を課している。 ②英語入試
現行のペーパー・テスト＋リスニング・テスト
に加え、スピーキング、リーディング、ライティ
〈商学部の取組〉
平成 21 年度から一般高校推薦入試制度をスター ング技能を評価する形式への改革を模索中であ
トさせている。この推薦入試制度は、TOEFL の PBT る。
で 580 点以上あるいはそれに相当する資格を有する ２．留学経験・在外経験の評価
か、数学オリンピックＢランク上位者という資格要 ①アドミッション方式あるいは現地での入試実施
など、外国にいながらにして、入学試験を受験
件が設けられている。いままで合計６名の合格者を
できるようにする。
出してきたが、全員が海外学校に通っていた経験を
もち、英語を推薦基準として入学してきており、多 ②志願者の高校以前の長期の在外経験や留学経験
を正当に評価できるよう、願書に経歴書を取り
彩なバックグラウンドをもつ学生を優先的に入学さ
入れる。
せる受験機会を提供してきている。その意味では、
単なる帰国子女入試とは異なり、もう少し前の段階 ③後期入試の面接において、留学や在外経験を重
要項目とする。
での海外学校経験を重視した入試が行なわれている
④導入教育でアカデミック・カレンダーをフレキ
といえるだろう。
シブル化することで、留学中の高校生の９月入
学も可能になる。
〈経済学部での取組〉
第二次試験の前期日程および後期日程の外国語試験 ⑤留学、在外の経験をどのように評価するのが適
切かについて、フォローアップ調査を実施する。
でリスニング・書き取り試験を導入している。前期
（これまでも入試と入学後の成績については調
日程・後期日程ともに、外国語試験の配点が最も高
査を行っている）
。
い。特に後期日程では総点の 44％の配点であり、外
<グローバル・リーダーズ・プログラムとの関係>
国語力を最重視した選抜となっている。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
今後も左記の推薦入試を継続する。また、平成
24 年度には、特に英語での受験資格を強調した情
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報提供を主要な高校に送付し、推薦入試受験者の増
加を促進する努力を行なっている。これにより今後
創始されるグローバル・リーダーズ・プログラムの
潜在的な履修者が確保できると思われる。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
第二次試験の前期日程および後期日程の外国語
試験でリスニング・書き取り試験を実施する。前期
日程・後期日程ともに、外国語力を最重視した選抜
を行う。
取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

１．構想
１．構想
入学時プレイスメントテストによる習熟度別語
留学先において専門科目レベルの履修が可能と
学クラスの編成や英語による専門科目の提供など なるように、英語スキル科目を習熟度別に編成する
を中心に、留学前の準備教育を行ってきた。
とともに、専門分野の英語についての科目、そして
２．習熟度別語学クラス
英語による専門科目の講義を提供する。短期海外語
１～２年生を対象に基礎／標準／発展と習熟度 学研修への参加を奨励するとともに、外国の大学と
別に１クラス 15 人のクラスを編成し、
ヒアリング、 のサマープログラムにより、専門分野での問題を英
スピーキング、ディスカッションを中心とした英 語で国際的に議論するトレーニングの場を確保す
語コミュニケーション力を高める授業「英語スキ る。全学的には、こうしたメニューのなかから、学
ル科目」を平成 22 年度より開講している。担当す 生が APLAC と相談しながらカスタマイズされた履
るのはブリティッシュ・カウンシルより派遣され、 修を行う。グローバル・リーダーズ・プログラムで
国際的な英語教授法資格 TESOL を持つ英語ネイテ は、こうした科目を必修として定め、留学前準備教
ィブ講師である。本学学生の英語力が高いために 育を徹底する。
難易度の高いカスタムメイドの授業が実施できて 〈全学レベルでの取組〉
いる。これまで３年間は選択制だったが、平成 25 １．習熟度別語学クラス
年度より全学１年次の必修科目とすることを決定
左記のブリティッシュ･カウンシルによる習熟
した。
度別クラス「英語スキル科目」を平成 25 年度より
３．語学力の達成度の分析
１年次の必修共通科目とする。その後の留学も見
入学時と、１年次終了時に、TOEFL 受験を奨励し 据え、留学前の語学準備を入念に行う。
ている。
２．語学力の達成度の分析
４．外国語による論文作成・ディベート
現行の入学時、１年次終了時の TOEFL 受験にと
アカデミック・イングリッシュ講座を開講。ノ どまらず、継続的に語学の共通テストを受験し、
ン・アカデミックの就職を希望する大学院生向け 達成度を追跡できるようにする。
だが、学部生も受講可能。高度な内容のディベー ３．英語による専門科目の学習や外国語による論文
トが中心（例：知的所有権について）
。
作成・ディベート
５．少人数語学教育
以下に見るとおり、商学部、経済学部を中心に
前掲「英語スキル科目」は１クラス 15 人。また 英語による専門科目の授業やライティングの機会
本学では少人数ゼミナールは全員必修であり、伝 を大幅に増やしていく。
統的に日本語でのディスカッション教育は重視さ 〈グローバル・リーダーズ・プログラム〉
れている。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫
６．英語による専門科目の学習
① PACE （ Practical Application Communicative
English)
現在、各学部で海外から招聘した研究者による
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レクチャー・シリーズなどは多数開催されており、
左記のように平成 24 年 10 月１日から試行的に
学生は常に英語で専門科目を触れられる環境にあ スタートする PACE だが、平成 25 年度からは本格
る。
導入される。とくに平成 25 年度からは、通常の英
７．商学部の取組
語のクラスに追加して行なわれるので、商学部の
①PACE（Practical Applications for Communicative １年次は１年間を通じて合計で週４コマの英語を
English)
受講することになり、大幅に英語力を高めること
学部独自の英語スキル科目として、 １年次向け になる。なお、PACE プログラムだけで週 40 クラ
に平成 24 年 10 月１日から試行的にスタートさせ スを通年で開講することになる。非常に大きな資
る英語プログラム。そのための TESOL 資格を有す 源配分といえる。
る教員を３名とプログラム・ディレクター１名を ②ライティングの個別指導
既に雇用決定している。プログラムの力点はスピ
引き続き、PACE 教員の研究室の隣にライティン
ーキング、プレゼンテーション、ライティングに グ・センターを整備し、ライティングの個別指導
置かれ、１クラスは能力別に分けて、15 人。平成 を受けられる体制をとっていく。少人数の相互作
25 年度からはこれを週２回・通年に拡充予定であ 用的な学習を通じて英語力・国際発信力を格段に
る。
高める工夫を進めている。
④ ライティング・センター
③英語による専門教育の充実
平成 24 年度中に、既存教室を改修したライティ
PACE プログラムで１年間を費やした後に、GPA
ング・センターを設置し、学生が PACE 教員に英文 と英語力、面接試験を用いて、グローバル・リー
ライティング・スキルを学ぶことがスムーズにな ダーズ・プログラムへの参加者を 15 名程度選定す
るようにインフラを整えている。
る。このプログラムでビジネスに関する体系的な
なお、この PACE プログラムについては、実は教 科目 30～40 単位ほどを交換留学生とともに外国
員の選別が非常に重要な準備作業であり、商学部 人教師を中心に学ぶ。
はそこに半年以上の年月を費やした。また特にハ
また半年から１年の留学と、英語を公用語とす
ワイ大学等、TESOL 資格をもつ教員を養成する拠点 る企業でのインターンシップを行う。
校とのネットワークを構築し、継続的に教員を確
なお、これ以外にも英語ではなく日本語でも専
保出来る基盤も構築できている。この少人数教育 門を学ぶ講義を受け、日本語による確実な専門の
を受けた上で、英語による専門教育のグローバ 社会科学的思考力を向上させていく。
ル・リーダーズ・プログラムに進むことになる。 ≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
８．経済学部の取組
①アカデミック・ライティング能力、外国語による
①アカデミック・ライティング能力の養成
プレゼンテーション能力の養成
平成 17 年度より、400 番台（学部上級および大
ネイティブ教員による少人数クラスで 400 番台
学 院 基 礎 ） 科 目 の Research-Based Academic （ 学 部 上 級 お よ び 大 学 院 基 礎 ） 科 目 の
Writing において、ネイティブ教員による少人数 Research-Based Academic Writing と Academic and
クラスで、外国語による論文作成（アカデミック・ Professional Presentation において外国語によ
ライティング）能力の養成が行われている。
る論文作成、論理的な説明力・議論力を養成する。
②外国語によるプレゼンテーション能力の養成
② 短期海外調査前の準備教育
ネイティブ教員またはネイティブ・レベルの日
平成 17 年度より、400 番台科目の Academic and
Professional Presentation において、ネイティ 本人教員による少人数クラスで短期海外調査を実
ブ教員による少人数クラスで、外国語で論理的に 行可能な英語力養成のための準備教育を行う。
説明し、他者と議論できる力を養成する教育が行 ③ 英語による専門教育
グローバル・リーダーズ・プログラムに選抜さ
われている。
れた学生に対して、学部２年次に外国人教員によ
③短期海外調査前の準備教育
平成 22 年度より、200 番台（学部基礎）科目の るアカデミック・ライティング能力およびプレゼ
「経済語学」において、ネイティブ教員およびネ ンテーション能力養成のための基礎ゼミナール
イティブ・レベルの日本人教員による少人数クラ と、外国人教員による経済学の基礎ゼミナールお
スで、短期海外調査を実行可能な英語力を養成す よび学部基礎科目を履修させる。基礎ゼミナール
におけるインテンシブな双方向型授業により、留
るための準備教育が行われている。
学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な英語
力と専門分野の知識・分析力の養成を共に図る。
これが留学前準備教育となる。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性
取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。
○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。

【本構想における取組】

１．グローバル・リーダーズ・プログラムのマネジメント体制
グローバル・リーダーズ・プログラムについては、商学研究科長および経済学研究科長が企画・実施の
責任者として推進する。
≪商学部リーダーズ・プログラム≫ グローバル・リーダーズ・プログラムのプログラム・マネージャー
を Christina Ahmadjian 教授が担うことになっている。海外大学との連携や海外企業との
連携、体系的なカリキュラムの構築と運営、授業の質保証など、同教授を中心とし、商学
部中期計画ワーキング・グループと PACE プログラム運営委員会が中核となり、商学部のグ
ローバル・リーダーズ・プログラムが運営される。もちろん、これらのすべての問題の最
終決定者は研究科長であり、全体の調整は研究科長が責任をもって行なう。
≪経済学部リーダーズ・プログラム≫
・経済学部のグローバル・リーダーズ・プログラムは、教育担当評議員を委員長として、
教務関係の全委員が参加する教育システム委員会がマネジメントを統括する。
・グローバル・リーダーズ・プログラムに選抜された学生に対して、毎年度アンケート調
査を実施し、達成状況を評価するとともに、プログラムの内容およびマネジメント体制を
自己評価し、その一層の改善に役立てる。
２．全学でのサポート体制

学内では、学長のリーダーシップのもと、以下の全学的体制で商学部と経済学部によるグローバル・リ
ーダーズ・プログラムをサポートする。
①国際化推進本部
・学長を本部長とするものであり、本部会議は、学長、３副学長、４学部長から構成される。この本部に
おいてグローバル・リーダーズ・プログラムをサポートするための審議を行う。
・グローバル・リーダーズ・プログラムの土台となる全学的な取組については、国際交流担当副学長が構
想・企画の責任を負い、教育担当副学長が実施を担当する。
②国際化推進室・国際課
・グローバル・リーダーズ・プログラムの実施のために必要な情報収集および調査・分析を行う。
・グローバル・リーダーズ・プログラムの内容・状況や、これをサポートする全学的な取組・体制につい
て、英文ウェブサイトほかを活用して、内外に発信する。
③教育委員会・APLAC・キャリア支援室
・グローバル・リーダーズ・プログラムを推進するために必要な全学的措置について審議し、決定する。
・グローバル・リーダーズ・プログラム参加学生を含め、全学生に対するサポートについて、APLAC が中
心的に対応し、キャリア支援およびグローバル就職活動セミナーを開催する。
④産学官連携推進本部
・社会連携担当副学長のもとで、グローバル・リーダーズ・プログラムの成果と課題を産学官連携による
会議等で検討し、ビジネス界とのコラボレーションの在り方を議論する。
・本学同窓会である如水会との連携を進め、海外留学奨学金制度の一層の充実を図る。
３．構想の実施・達成状況についての評価と外部有識者による評価
<グローバル・リーダーズ・プログラム>
① 学部・経済学部による自己評価
グローバル・リーダーズ・プログラムについて、商学部および経済学部の学部長がそれぞれの中間報告
をまとめる。これらの中間報告は、国際化推進本部会議で審議され、部局長会議を通じて教授会に報告さ
れる。更に、全学 FD で改善についても意見交換を行う。最終報告についても同様の方法で検討する。こ
うして商学部、経済学部によるグローバル・リーダーズ・プログラムの経験と教訓を他学部も含め、全学
で共有し、他学部が新規にグローバル・リーダーズ・プログラムを立ち上げることを奨励する。
②産業界や経済関連団体、官庁との意見交換会
グローバル・リーダーズ・プログラムを推進する過程で、産業界や経済関連団体、官庁から多大な協力
をしてもらうことになることから、随時、産学官連携での意見交換や評価を依頼する。
③ 学生による評価
グローバル・リーダーズ・プログラムに選抜された学生に対して、毎年度アンケート調査を実施し、達
成状況を評価するとともに、プログラムの内容およびマネジメント体制を自己評価し、その一層の改善に
役立てる。
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<大学と協力して行う評価>
① 大学執行部による外部評価委託
・最終報告については、大学執行部が、外国人研究者および実務家を含む有識者による外部評価を委託す
る。
② 奨学金等支援者への説明とフィードバック
・本学の海外留学制度および海外短期語学派遣を支援してくれている如水会、明治産業（株）
、明産（株）
、
および一橋大学基金運営委員会に対して、商学部および経済学部によるグローバル・リーダーズ・プロ
グラムの進捗状況や最終成果などについて、率直な意見交換を行い、プログラムの改善を図る。
③留学経験学生による評価
・本学の海外派遣留学制度による留学経験者により一橋大学派遣交換留学生の会（HEPSA）が組織され、
現在では、HEPSA もまた財政支援を開始している。現在も HEPSA のメンバーと随時意見交換を行ってい
るが、これを制度化する。
・全学プログラムでは、個別の取組ごとに、参加学生にアンケート調査を実施し、達成状況を評価する。
④ 外部有識者による評価
・本学のさまざまな有識者カウンシルを活用して、グローバル・リーダーズ・プログラムにより先導され
る一橋大学のグローバル化戦略について、報告するとともにアドバイスをもらう。

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．日本語および外国語によるウェブサイト等での成果公表
国際化推進室が事務局となり、国際化推進本部のウェブサイトにおいて、商学部と経済学部によるグロ
ーバル・リーダーズ・プログラムの進捗状況等を公開する。
２．評価の公開と共有
① ウェッブでの公開
商学部と経済学部によるグローバル・リーダーズ・プログラムの中間報告書、最終報告書、外部評価報
告書をウェブサイト（英文・和文）で公開し、本構想の取組経験を広く外部の関係者と共有する。
③ 経営・経済関連学会における教育方法部会での報告。
国内および国際的な経営・経済関連の学会において報告し、プログラム実施・達成状況に関する情報公
開と意見交換を推進する。
④

大学学長サミット等での報告
世界の大学学長サミットなどで報告する。

２．他大学・産業界のグローバル化への貢献
<グローバル・リーダーズ・プログラムでの対応>
・商学部のホームページの Hit Magazine で定期的に特集し、広く社会に発信していく。また産学官連携
を行なっている相手先企業にも適宜情報を提供し、日本におけるグローバル・ビジネス・リーダーのあ
り方について意見交換を行ない、そのフィードバックに基づいて更にプログラムを洗練させていく。
・経済学部では、短期海外調査および長期留学等の成果について、経済学研究科ウェブサイト等で日本
語及び外国語で公表する。更に、短期海外調査に関しては報告会の場を設ける。これらの情報公開によ
り、各大学と学生に対して、経済学分野におけるグローバル人材育成プログラムのモデルを提示し、他
の大学のグローバル化推進に貢献する。
<一橋大学としての対応>
・経営・経済を中心とする国内・外国の大学とのシンポジウム開催
旧３商科大学をはじめ、総合大学の経営・経済部門関係者や、外国のビジネススクールや経済学をリー
ドする大学などと、グローバル・リーダーズ・プログラムの経験をもとに、グローバル人材教育のありか
たについて、シンポジウムを開催する。
・産学官連携によるグローバル化に関する円卓会議開催
本学の産学官連携推進本部との協力のもとで、商学部・経済学部が中心となって、産学官連携による円
卓会議を開始し、大学のグローバル化と作業階のコラボレーションにちて議論し、可能なことから実行し
ていく。
・文理融合への試みの開始
日本におけるグローバル人材育成のためには、自然科学系の大学との情報交換や連携が必要なことも想
定される。本学での構想実施の成果と課題について、本学のもつ「文理共鳴」のネットワークである４大
学連合（東京医科歯科大学、東京工業大学、東京外国語大学、一橋大学）においても意見交換を行い、コ
ラボレーションの必要性・可能性を検討する。
<以上の取組により、グローバル人材育成を切り口として、日本社会のイノベーション促進をめざす>
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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】
１．グローバル・リーダーズ・プログラムの準備状況
〈商学部〉 平成 23 年 10 月
PACE プログラムのプログラム・ディレクターの Dilenschneider 准教
授を採用。PACE 教員のリクルート開始。
平成 24 年４月
Christina Ahmadjian 教授 配置換え。
平成 24 年５月
PACE 教員の採用人事審議・採用決定。
〈経済学部〉 経済学部教育システム委員会にグローバル・リーダーズ・プログラム WG を設置し、プログ
ラム開設準備中である。
学術英語スキル科目担当の外国人教員を国際公募中である。
２．全学的な環境整備
・APLAC の構成・規程を作成し、今年度内の設置準備を進めている。
・英語スキル教育の１年次必修化にあわせた履修規則の改正等を行っている。
・本学の海外留学制度の奨学金の拡大について、如水会等と協議をし、毎年 90 名までの奨学金の供与
について合意を得ている。
・海外のトップクラスの大学への本学学生派遣に関する覚書を締結し、また海外交流協定校を拡大して
いる。
・グローバル企業へのインターンの機会拡大を進めている。
・教材発行を中心とする英文出版会の設立の可能性について検討している。

【平成２４年度】<全学プログラムとグローバル・リーダーズ・プログラムの体制準備>
商学部・経済学部におけるグローバル・リーダーズ・プログラムに関する履修規定作成
商学部
・10 月より、PACE プログラムの試行的開始。
・グローバル・リーダーズ・プログラムを担う外国人専門教員のリクルート。
経済学部
・グローバル・リーダーズ・プログラムの設置、および学生への広報。
・学術英語スキル科目担当外国人教員１名を採用。
・専門科目担当の外国人教員２名を国際公募。
全学
・APLAC の設置と業務開始。
・カリキュラム・履修関連の規則改正（ブリティッシュ・カウンシルによる英語スキル科
目の必修化、
“Study Abroad”科目群設置による留学単位交換制度の改革等）
【平成２５年度】<グローバル・リーダーズ・プログラムの開始>
商学部
・４月より、PACE プログラムの本格的開始。
・グローバル・リーダーズ・プログラムを担う外国人専門教員のリクルート。
・年度末にグローバル・リーダーズ・プログラムの参加者決定。
経済学部
・専門科目担当の外国人教員２名を新規採用。
・英語による講義科目の増加を図る。
上記プログラムの学生への説明会開催
全学
・海外語学研修・海外企業研修・長期海外留学制度の拡大。
・４学部における英語による専門科目の増加。
・秋入学問題に関連して、導入期・夏期語学研修プログラムの拡大準備。
・産学官連携による科目の整備・充実。
【平成２６年度】<グローバル・リーダーズ・プログラムの中間報告>
商学部
・PACE プログラムの継続。
・選抜学生を対象とするグローバル・リーダーズ・プログラム開始。
経済学部
・学部１年終了時に、英語力・成績・GPA 等によりグローバル・リーダーズ・プログラム
参加者を選抜。
・学部２年生より、経済学部グローバル・リーダーズ・プログラムの第１期生が履修開始。
・外国人教員による学術英語スキル養成の基礎ゼミ、および経済学の基礎ゼミを開設。
・短期海外調査を実施。
上記プログラムについての中間報告を行う。
全学 ・中間報告に関して、円卓会議・有識者カウンシルとの意見交換とプログラムの点検・見直しを
行う。
・導入期・夏期語学研修プログラムの拡大開始。
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【平成２７年度】
商学部
・PACE プログラムとグローバル・リーダーズ・プログラムの継続。
経済学部
・グローバル・リーダーズ・プログラムの第１期生が長期留学。
・グローバル・リーダーズ・プログラム第２期生が履修開始
全学 グローバル就職活動セミナーを開催（ニューヨーク、ロンドン、上海）
。
【平成２８年度】<グローバル・リーダーズ・プログラムの最終報告>。
商学部
・PACE プログラムとグローバル・リーダーズ・プログラムの継続。
経済学部
・グローバル・リーダーズ・プログラムの第１期生が留学の成果報告。ゼミにおいて学士
論文作成（英語による論文を推奨）
。
・第１期生のうち希望する学生が、学部・修士課程５年一貫教育システムに参加し、400
番台（大学院基礎および学部上級）の英語による科目を履修。
商学部・経済学部・全学
・最終年度報告をグローバル円卓会議（国内・国際、産学官）において行い、意見交換す
る。
取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
１．グローバル・リーダーズ・プログラムを本学予算および一橋大学基金・寄付金等により継続・運営し
ていく。
２．英語スキル教育について、達成状況をみながら、ブリティッシュ・カウンシルほかの団体への委託も
検討する。
３．法学部・国際関係部門をはじめ、他学部での新規グローバル・リーダーズ・プログラムの開始につい
て全学的に検討する。

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画
財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。

【物品費】
英語スキル教育に関する委託（１学年の必修化により 5,000 万円）については、達成状況を評価しなが
ら、ブリティッシュ・カウンシルだけでなく、引き続き、他の団体も含めた競争入札を行い、委託団体を
決定する。本学の予算で継続する。
【人件費・謝金】
・人件費については、本構想に対する財政支援により、商学部において外国人教員（専門科目）を３名雇
用し、経済学部では、専門科目担当の外国人教員２名を雇用している（学術英語スキル科目担当外国人
教員１名は経済学部ポストで任期付き任用する。
）
・外国人教員等、本構想の実施のために雇用した教員の人件費は、基本的にはそれぞれの教員の所属する
研究科予算で継続する。
・企業等による寄付講座を確保し、本構想を継続できる財源を確保する。
・
「グローバル一橋」の推進は、本学におけるトップ・プライオリティの目標であり、本構想を積極的に
進めるために、既存の人件費予算で賄えないときには、学長裁量分で対応することを計画している。
・キャリア支援、グローバル就職活動等に取り組む人件費については、産学官連携のなかで、企業にも人
的・財政的な協力を要請する。
【旅費】
・本学予算および各学部予算で賄う。
【その他】
・継続的・定期的な共通英語テスト実施費用は大学予算で賄う。
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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
６台 × 200千円
・プリンター ３台×150千円
・
②消耗品費
・事務用品・図書
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員 ２人×800千円×6月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２人×600千円×6月
・事務職員 ２人×350千円×6月
②謝金
・特別講義
２人×50千円×15回
・教育支援
２人×20千円×15回
・
［旅費］
・海外調査・打ち合わせ ２人×700千円×3回
・国内調査・打ち合わせ ２人×60千円×3回
・特任教員招聘 １人×700千円
・
・
・
・
・
［その他］
①外注費
・
・
・
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ円卓会議等会場借料
30千円×４回
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ就職活動ｾﾐﾅｰ会場借料

該当ページ

4,650
1,650
1,200
450

3,000
3,000

3,000
3,000 32頁19～23：様式4
23,100
21,000
9,600
7,200
4,200
2,100
1,500
600

21頁28～46行、24頁25行～42行：様式１

24頁25～42行：様式１

29頁4～17 行、31～39行：様式３

21頁32～35行：様式１
24頁29～34行：様式１
29頁18～21行：様式3
21頁26～48行：様式1

5,260
4,200
360
700

5,260
4,200 33頁11～45行：様式4
360 26頁42～27頁11行：様式2
700 29頁4～17行：様式3

5,620

5,620

1,120
120
1,000

1,120
120
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000 24頁12～23行：様式1

3,500
3,000
500

3,500
3,000
500

38,630

38,630

1,000千円×1回

合計

事業規模
（①＋②）

4,650
1,650
1,200
450

23,100
21,000
9,600
7,200
4,200
2,100
1,500
600

・
④通信運搬費
・郵送費等
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・広報費（HP、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）
・交通費
・

平成２４年度

大学負担額
(②)

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

30頁42～47行：様式3、39頁38～45行：様式5

32頁39～33頁10行：様式4

24頁7～11行、40～41行：様式1
20頁41～42行、24頁12～18行：様式1

（大学名：一橋大学）（申請区分：特色型 ）

41

（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・事務用品・図書
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員 ２人×800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２人×600千円×12月
・事務職員 ２人×350千円×12月
・TA
10人×1.5千円×144時間
②謝金
・特別講義
２人×50千円×30回
・教育支援
２人×20千円×30回
・
［旅費］
・海外調査・打合せ 2人×700千円×2回
・国内調査・打合せ 2人×60千円×2回
・G就職セミナー
2人×700千円
・特任教員招聘
１人×800千円
・
・
・
［その他］
①外注費
・授業請負 66クラス×780千円
・
・
②印刷製本費
・教材作成
・
・
③会議費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ円卓会議等会場借料
30千円×４回
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ就職活動ｾﾐﾅｰ会場借料

該当ページ

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000 32頁19～23：様式4
48,360
44,160
19,200
14,400
8,400
2,160
4,200
3,000
1,200

29頁4～17 行、31～39行：様式３

21頁32～35行：様式１
24頁29～34行：様式１
29頁27～30行：様式3
29頁18～21行：様式3
21頁26～48行：様式1

5,240
2,800
240
1,400
800

5,240
2,800 33頁11～45行：様式4
240 26頁42～27頁11行：様式2
1,400 33頁1～10行：様式４
800 29頁4～17行：様式3

64,400
51,480
51,480

64,400
51,480
51,480 20頁22～24行：様式1

2,000
2,000

2,000
2,000 29頁41～45：様式３

1,120
120
1,000

1,120
120
1,000

1,000千円×1回

合計

事業規模
（①＋②）

2,000

48,360
44,160
19,200
14,400
8,400
2,160
4,200
3,000
1,200

・
④通信運搬費
・郵送費等
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・プレイスメントテスト 4,000千円×2回
・交通費
・広報費（HP、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）

平成２５年度

大学負担額
(②)

30頁42～47行：様式3、39頁38～45行：様式5

32頁39～33頁10行：様式4

100
100

100
100 24頁12～23行：様式1

9,700
8,000
500
1,200

9,700
8,000 36頁25～33行：様式5
500 20頁41～42行、24頁12～18行：様式1
1,200 24頁7～11行、40～41行：様式1

120,000

120,000
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＜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
・
・
・
②消耗品費
・事務用品・図書
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員 ２人×800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２人×600千円×12月
・事務職員 ２人×350千円×12月
・TA
10人×1.5千円×144時間
②謝金
・特別講義
２人×50千円×30回
・教育支援
２人×20千円×30回
・
［旅費］
・海外調査・打合せ 2人×700千円×2回
・国内調査・打合せ 2人×60千円×2回
・G就職セミナー
2人×700千円
・特任教員招聘
１人×800千円
・
・
・
［その他］
①外注費
・授業請負 66クラス×780千円
・
・
②印刷製本費
・教材作成
・
・
③会議費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ円卓会議等会場借料
30千円×４回
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ就職活動ｾﾐﾅｰ会場借料

該当ページ

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000 32頁19～23：様式4
48,360
44,160
19,200
14,400
8,400
2,160
4,200
3,000
1,200

29頁4～17 行、31～39行：様式３

21頁32～35行：様式１
24頁29～34行：様式１
29頁27～30行：様式3
29頁18～21行：様式3
21頁26～48行：様式1

5,240
2,800
240
1,400
800

5,240
2,800 33頁11～45行：様式4
240 26頁42～27頁11行：様式2
1,400 33頁1～10行：様式４
800 29頁4～17行：様式3

64,400
51,480
51,480

64,400
51,480
51,480 20頁22～24行：様式1

2,000
2,000

2,000
2,000 29頁41～45：様式３

1,120
120
1,000

1,120
120
1,000

1,000千円×1回

合計

事業規模
（①＋②）

2,000

48,360
44,160
19,200
14,400
8,400
2,160
4,200
3,000
1,200

・
④通信運搬費
・郵送費等
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・プレイスメントテスト 4,000千円×2回
・交通費
・広報費（HP、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）

平成２６年度

大学負担額
(②)

30頁42～47行：様式3、39頁38～45行：様式5

32頁39～33頁10行：様式4

100
100

100
100 24頁12～23行：様式1

9,700
8,000
500
1,200

9,700
8,000 36頁25～33行：様式5
500 20頁41～42行、24頁12～18行：様式1
1,200 24頁7～11行、40～41行：様式1

120,000

120,000

（大学名：一橋大学）（申請区分：特色型 ）
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（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・事務用品・図書
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任教員 ２人×800千円×12月
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２人×600千円×12月
・事務職員 ２人×350千円×12月
・TA
10人×1.5千円×144時間
②謝金
・特別講義
２人×50千円×30回
・教育支援
２人×20千円×30回
・
［旅費］
・海外調査・打合せ 2人×700千円×2回
・国内調査・打合せ 2人×60千円×2回
・G就職セミナー
2人×700千円
・特任教員招聘
１人×800千円
・
・
・
［その他］
①外注費
・授業請負 66クラス×780千円
・
・
②印刷製本費
・教材作成
・
・
③会議費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ円卓会議等会場借料
30千円×４回
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ就職活動ｾﾐﾅｰ会場借料

該当ページ
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800 29頁4～17行：様式3
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51,480
51,480

64,400
51,480
51,480 20頁22～24行：様式1

2,000
2,000

2,000
2,000 29頁41～45：様式３

1,120
120
1,000

1,120
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1,000

1,000千円×1回

合計
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（①＋②）
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・
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・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・プレイスメントテスト 4,000千円×2回
・交通費
・広報費（HP、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）

平成２７年度

大学負担額
(②)

30頁42～47行：様式3、39頁38～45行：様式5

32頁39～33頁10行：様式4

100
100

100
100 24頁12～23行：様式1

9,700
8,000
500
1,200

9,700
8,000 36頁25～33行：様式5
500 20頁41～42行、24頁12～18行：様式1
1,200 24頁7～11行、40～41行：様式1

120,000

120,000

（大学名：一橋大学）（申請区分：特色型 ）
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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
・
・
・
②消耗品費
・事務用品・図書
・
・
［人件費・謝金］
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・特任教員 ２人×800千円×12月
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・事務職員 ２人×350千円×12月
・TA
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②謝金
・特別講義
２人×50千円×30回
・教育支援
２人×20千円×30回
・
［旅費］
・海外調査・打合せ 2人×700千円×2回
・国内調査・打合せ 2人×60千円×2回
・G就職セミナー
2人×700千円
・特任教員招聘
１人×800千円
・
・
・
［その他］
①外注費
・授業請負 66クラス×780千円
・
・
②印刷製本費
・教材作成
・
・
③会議費
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ円卓会議等会場借料
30千円×４回
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ就職活動ｾﾐﾅｰ会場借料
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51,480

64,400
51,480
51,480 20頁22～24行：様式1

2,000
2,000

2,000
2,000 29頁41～45：様式３

1,120
120
1,000

1,120
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1,000

1,000千円×1回

合計

事業規模
（①＋②）

2,000

48,360
44,160
19,200
14,400
8,400
2,160
4,200
3,000
1,200

・
④通信運搬費
・郵送費等
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・プレイスメントテスト 4,000千円×2回
・交通費
・広報費（HP、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）

平成２８年度

大学負担額
(②)

30頁42～47行：様式3、39頁38～45行：様式5

32頁39～33頁10行：様式4

100
100

100
100 24頁12～23行：様式1

9,700
8,000
500
1,200

9,700
8,000 36頁25～33行：様式5
500 20頁41～42行、24頁12～18行：様式1
1,200 24頁7～11行、40～41行：様式1

120,000

120,000

（大学名：一橋大学）（申請区分：特色型 ）
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様式８
他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

○国際化拠点整備事業補助金（大学の世界展開力強化事業）
『アジア・ビジネスリーダー・プログラム＜Type A:キャンパス・アジア中核拠点支援＞』[平成
２３年度～平成２７年度]
・一橋大学、北京大学、ソウル大学におけるビジネスリーダ育成のための協働教育プログラムと
して、MBAプログラムの学生を対象としたダブルディグリー・プログラム、交換留学プログラ
ム、短期集中プログラム、共同研究、シンポジウム等を実施する。
○研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）
『社会科学重点大学連携強化に向けた若手研究者派遣事業』 [平成２１年度～平成２４年度]
・本学の学部学生、大学院生、ポスドク、助手、助教、講師等に対し、海外の研究機関や研究対
象地域における研究を行う機会を組織的に支援し、そのための渡航費、滞在費を補助することに
より、我が国の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を育成する。
○ 博士課程リーディングプログラム
『EU研究グローバルリーダー・プログラム』
・グローバルリズムとリージョナリズムの拮抗のなかでの地域統合のプロセスを考察することに
よって、グローバル社会のダイナミクスを理解することを目的として研究科に副専攻を設け、EU
研究に基づくグローバルリーダー養成を行う。

（大学名：一橋大学）（申請区分：特色型 ）
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（参考）
参考全体で１ページ以内

SEND の概要
様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、
「SEND」の実施を含む構想を策定
している場合、この欄に、
「SEND」に関する概要を記載してください。
※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語
指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学
先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

平成 28 年度

人
人
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