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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≫
新潟大学は，高志（こし）の大地に育まれた敬虔質実の伝統と世界に開かれた海港都市の進取の精神に
基づいて，
「自律と創生」を全学の理念とし，教育と研究を通じて地域や世界の着実な発展に寄与すること
を全学の目的としている。

●「自律と創生」とは，自らの鍛錬により，新しい価値観や世界を切り拓いていくことである。研究にお
ける自律・自主性の尊重により優れた研究成果を生みだし，これらに裏付けられた教育によって未来の
日本を担う倫理と広い教養を兼ね備えた学生を育む。また，東アジア地域を目前に見据えながら地域の
基幹総合大学としての特色を生かし，学びの自主性を尊重しながら地域・国際・学際をキーワードに研
究・教育システムを創造的に構築する。もって世界と日本の平和と発展に寄与する。
●総合大学としてそれぞれ専門の領域で教育理念を掲げ，以下のような人材育成をめざしている。
・確かな専門性を身につけたうえで地球規模の課題解決に対応できる人材（専門性）
・豊かな創造力と柔軟な思考力をもち，専門分野で自らの意思を表現できる外国語運用能力，国際的なコ
ミュニケーション能力を有する人材（高度なコミュニケーション力）
・科学・技術が著しく進歩する社会において，広い視野と深い教養，豊かな人間性を備えた人材（教養）
・高い倫理観，高き志を有し，自主自立，チャレンジ精神にあふれたリーダーたる人材（高き志）
≪構想の目的と概要≫
●背景：本学の国際化は，日本人学生の送り出しについては必ずしも十分な成果を上げてはいない。これ
は学生の国際に向かう明確なロールモデルを示すことが出来ないこと，就職の激化にともなって学生の
国際化への意欲が大きく低下したことが原因であるが，一方で国際の場に向かう強い意志を持った学生
も多く存在している。その状況を受けて，多様な専門分野に進む学生に対して，卒業・修了時までに国
際基礎力，国際教養を兼ね備えた上で，対象とする３学部それぞれの専門が国際の場で発揮できるチャ
レンジ力のある実践的な人材を育てることを目的とする。
●医学部・工学部・法学部による国際的な専門家養成：本構想は，専門家の国際的な資格に対応する３学
部である医学部・工学部・法学部を対象として，３学部の学生が向かうべき国際的な資格に対応する資
質の獲得を目指す。医学部は，米国医師免許取得，工学部は，DDP（ダブルディグリー）
・PE（専門技術
士）の取得，法学部は国際業務に従事する法曹・法務人材・ジャーナリスト（渉外弁護士など）に向け
た国際総合力修得を目標とする。
●グローバル人材育成特別プログラムによる英語教育：学部毎の明確な達成水準に沿った英語による専門
教育とそれを補完する実践英語コースをコアとした特別副専攻「グローバル」で構成する。専門分野毎
の目標に照準をあてたカリキュラム編成とグローバルに活躍する専門家との交流などの実践的な授業
を行い，達成基準成績評価により実質化をはかる。
●スイングバイ「新潟 Swing-by」による学生の派遣：大学間交流協定を持っている中国の北京大学・清華
大学，韓国の漢陽大学・仁荷大学，米国のミネソタ大学での短期の研修プログラムに参加して，英語に
よる発表力とコミュニケーション力を実際の場で学習することで，国際化の経験と英語力をつけた学生
が，次のステップで欧米への留学を目指す。
●国際共同研究・留学生と学ぶ教育環境：FaceBook を通じて国際共同研究をしている国外の研究者・学生
との研究の討論する機会，留学生や来日している外国人教員と会話する FL-SALC ミニ（英語学習支援ス
ペース）等の英語教育プログラムを補完する教育の場や英語環境を構築する。
●「グローバル教育統括センター」による一体的実施体制：特別プログラムは，当該学部，教育・学生支
援機構と国際センターが中心となって設置し執行する。プログラム運営管理，新規外国語授業の開設，
大学内外のグローバル人材データベースの整備，フォーラムの開催，広報などを一元的に行う。
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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≫
・新潟大学は，精選された教育課程を通じて，豊かな教養と高い専門知識を修得して時代の課題に的確に
対応し，広範に活躍する人材を育成することを教育の基本目標としている。
・地域の基幹大学・総合大学として本学の有する多様な研究教育のリソースを活用し「専門性」を基盤と
した「グローバル化への対応」を推進する。
・中国・韓国・極東ロシア・モンゴルなどの東アジア地域を目前にすえ，日本海側で唯一の政令指定都市
新潟に立地することから，この地域に生きる大学としての有意性を有効に生かし，そのロケーションを
強く意識しながら専門性と外国語運用能力（英語，または英語＋他の外国語）を持った有為の人材を育
成する。よって人類の福祉と文化の向上に貢献する。
≪特色≫
・新潟大学は，世界トップレベルの卓越した特色ある研究と教育拠点を構築しその総合力を生かし，全国
最先端の学士課程教育システムを持つ。42 の主専攻プログラムを中心に総合的な教養教育と専門教育の
融合を行うとともに，分野横断的な 22 の副専攻プログラムを展開して学生の幅広い学習ニーズに応え，
幅広い分野での職業人を体系的に養成している。
・平成 19 年度より，到達目標達成型の主専攻プログラム制度を導入し，学科ではなく教育プログラムを人
材養成の単位として再整備した。
・さらに，カリキュラムの管理，質の保証，学習のプロセスの可視化を目的に導入整備し，学部科目の「全
学科目化」，「分野別科目水準法」を完成させた。さらに，ＮＢＡＳ（Niigata University Bachelor
Assessment System 新潟大学学士力評価システム）を構築中である。
・語学教育においては，総合大学の特徴を生かし「新潟大学方式」
（多文化・多言語化「初修外国語カリキ
ュラムの多様化と学士課程一貫教育」
）を推進している。
≪育成するグローバル人材像≫
● 新潟大学が考える「グローバル人材」とは，
「専門性を持ち自らの考えで行動できる質実剛健かつチャ
レンジングな精神を持った地球市民」である。
「
『高志』の大地にしっかり根を張り，豊かな水と土から
栄養分を吸収して成長し大樹となって社会で活躍できる人材」の育成を目指す。具体的には，
「21 世紀
の国際社会・産業界・地域社会を支え発展させリードする，高い専門性と国際基礎力・国際教養をあわ
せ持った人材」を育成する。
● 高い専門性を国際舞台で生かすためには，チャレンジ精神を持って高い目標に向かうことが不可欠で
ある。当該３学部はそれぞれ国際分野での一定の資格取得を目標にし，プログラムを通して，学部の卒
業時には最低限，二者間で専門性分野を自らの言葉で論理的に語ることのできること，更に，多者間で
議論・交渉できる外国語運用能力を備えた人材を育くむことをめざす。
●「国際基礎力」とは，自分の立ち位置を持って自ら課題を設定し解決していく能力を持ち，異文化に接
しても臆することなく困難に立ち向かってこれを切り拓いていくことのできる国際的に通用するコミ
ュニケーション基礎能力を備えた能力である。必要とされる能力としては，国際社会に対する知識・理
解に加えて，１）外国語運用能力，２）コミュニケーション能力，３）多文化適応能力である。これら
を駆使した実行力，指導力，危機管理能力，さらにはそれらを総合して培われる洞察力，胆力を養う基
礎を卒業時までに築き育む。
●「国際教養」とは，グローバル化する多文化世界において対峙する相手に対して，人間として相手の立
場に立って理解できる知識と教養であり，１）人間に対する深い理解（哲学）
，２）歴史理解と深い洞
察力（歴史）
， ３）人権意識(法学) ４）自然科学への畏敬（基礎科学）
，５）国際社会に対する理解
（国際関係・異文化理解）６）日本人として自国の理解（日本文化，自国のアイデンティティ）が不可
欠である。
●上記の能力を身につけたうえで，１）自らの専門分野で果敢に行動しリスクをとることができ，２）先
進国のみならず途上国にも関心を持ち好奇心と熱情をもって行動し，３）産業界においては国際展開を
支え，また，地域社会においては，多文化共生社会を理解し国際化を推進できる人材を育む。
●学部によって具体的な「グローバル人材像」は異なる。英語による専門教育については，各学部独自の
取り組みを強力に支援する一方で，汎用的技能である外国語運用能力，コミュニケーション能力につい
ては，共通プログラムを「グローバル教育統括センター」を構築することで効果的な教育をめざす。
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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】

●対象学部選定の経緯：
地方の基幹大学として，本学の学生は一定以上の知識・理解力等の基礎学力を有している。今回の構想
にあたり，各学部からの目標を募り，国際戦略企画室運営委員会における学内議論を経て，上記「グロ
ーバル人材像」に照らし，下記の３学部をパイロット学部として選定し，学部はそれぞれの教育基本理
念に基づき各分野における国際分野のスペシャリストとしての到達目標を定めた。
【医学部】
●グローバル人材像と卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力：
≪教育理念：≫
医学を通して人類の幸福に貢献することであり，そのために高度な学術研究と真理の探究に努めるとと
もに，医学・医療の教育を通して人間の生命への畏敬の念と他者への配慮，更に自己規制ができ，豊富
な知識と深い洞察力を持ち，国際社会にも受け入れられる豊かな人間性を持った医師，研究者及び行政
官を育成することである。
≪修得すべき具体的能力≫
・外国語運用能力については，USMLE (United States Medical Licensing Examination)受験のための英語
運用能力をめざす。TOEFL コース（選抜コース）により，卒業後，アメリカで臨床研修を受けるのに必
要な TOEFLiBT80 点以上の目標をめざす。
（約 50 名）
・人間の生命への畏敬の念と他者への配慮のための「コミュニケーション能力」を育み「倫理観」
「社会的
責任」を自覚させる。
・豊富な専門知識と洞察力，および臨床における「チームワーク，リーダーシップ」と「自己管理能力」
・国際社会にも受け入れられる「主体性」
「協調性」
「異文化適応能力」
●具体的取り組み
１）医学に特化した専門医学英語コースと「TOEFL コース（選抜コース）
」の開設
２）米国医師免許を取得した医師による定期的な講演会開催
３）博士大学院講義「共通講義」のうち，英語だけのコースに学部生向け開講
４）放課後に「メディカル英会話サロン」の開設
５）スカイプ会議システムによる海外学生との定期的交流（講義・ディベート）
６）米国ミネソタ大学等への研修
【工学部】
●グローバル人材像と卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力：
≪グローバル人材像≫
「学ぶ力（基礎学力，コミュニケーション能力）」と「創る力（計画能力，デザイン，能力，ものづく
り能力）」を統合した幅広い「工学力」を備え，国際理解に基づいた優れたコミュニケーション能力と
リーダーシップを有する人材を養成する。
≪修得すべき具体的能力≫
・DDP（ダブルディグリー）取得可能な英語運用能力の取得を目指す。
・ものづくりに必要な幅広い基礎学力と高度な専門的学力
・課題の具現化と解決の方策を設計するエンジニアデザイン能力
・国際的に活躍できる国際理解能力とコミュニケーション能力
・チーム活動を牽引するリーダーシップ
●具体的取組：
１）
「スマート・ドミトリーによる高度工学力を有するトップ・グラジュエイツ育成プログラム（H24 年度
理数学生育成支援事業）
」による少人数教育により優れた工学力を有する学生の育成
２）
「海外英語研修」履修による実践的語学力，プレゼンテーション能力の修得
３）中国・韓国の協定大学への「新潟 Swing-by」による学生派遣
４）
「海外インターンシップ」による異文化理解，工業・技術理解の深化，キャリア意識の拡大
５）海外国際会議での発表によるプレゼンテーショントレーニング
６）外国語での専門科目開講による専門的英語力の修得
７）100 人力ネットワーク（日立製作所，JR,コロナ，東北電力，NEC モバイリング，ブルボン，亀田製菓
7
（大学名：

新潟大学

）（申請区分：特色型）

など 60 社ほどの産学共同ネットワーク）の人材活用（リーダーズセミナー，インターンシップ等）
８）産業界からの講師派遣による海外事情理解
【法学部】
≪グローバル人材像≫
○法学部の教育理念の一つは，
「歴史や文化，価値観の違いを理解し，地域社会や国際社会で活躍できる人
材を養成する」というものであり，①国内外のどこにいても課題に対応できる能力をもち，②他者との
関わりを円滑にもつことの出来るコミュニケーション能力を有する人材を育てる。換言すると外国にあ
る場合はもとより日本国内にいても，常に国際社会にいるという視点で行動できる人材を養成すること
を目標とする。
○国内外の民間企業で法務部・調査部で契約書や市場調査などに就職する学生を養成する。
○法曹三者の場合には，渉外事件はもとより国内の外国人依頼人へ対応する法曹を目指す学生の養成，増
加する外国人のかかわる事件に対応する裁判所職員や法廷通訳など目指す学生を養成する。
○公務員の場合には，国際課などにとどまらず窓口業務でも外国人との接触が増大しているので，日常レ
ベルで国際事項に関与する職員として就職を希望する学生，ならびに外国人に関わる案件に適切に対応
出来る行政職員などを目指す学生を養成する。
○キャッチコピーは「新潟から世界へ」だけでなく「世界を新潟へ」である。
○国際社会との関わりが論じられる場合，外国や都市部に焦点が当てられるが，法学部はこうしたものに
加えて，地方（非都市部）も国際社会に組み込まれているという認識に立って，将来地域で活躍する学
生も含めて，グローバル人材と位置づけて教育を行う。
≪修得すべき具体的能力≫
○国際業務に従事する法曹・法務・ジャーナリストに必要な英語能力の修得を目標とする。
○具体的には，法学部において社会科学（主として法学・政治学）の講義を英語（現在，国際社会での共
通語と言える）により行うことによって英語により社会科学を語り交渉することが出来る能力の修得を
目的とする
≪修得のための具体的取組≫
１）特別プログラムにおける実践英語コースへの参加。英語のみの能力向上にとどまらず，英語と法学・
政治学ならびに関連する社会科学を専門とする教員を組み合わせたチーム・ティーチングを重視して法
学部独自の英語教育を展開する。英語能力については，TOEFL500/550（TOEIC650/730）の二段階の到達
目標を設定して，選抜した学生に対して特別の講義で教育する。
２）英語の学習を法学部教育と連動させる。
「比較法文化」
「外国文献」などについて英語による講義を開
設するなど。
３）異文化との接触を向上させる。体験型留学等のプログラム利用や外国人教員を招聘して行う英語によ
る講義の開講など。
４）三位一体となった取り組みを推進する。学生の国際社会適応教育だけでなく，国際社会に関する事項
に対応出来る力のある教員・職員を養成して学部全体としての国際理解を深める。とりわけ教員に海外
研修を課して，外国語による講義を行う能力を培い，学部教育における講義の多様化を図る。
５）北京大学，釜山大学への学生派遣研修
（
「新潟 Swing-by」
）
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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

91 人

112 人

132 人

153 人

28 人

29 人

31 人

33 人

24 人

45 人

63 人

83 人

101 人

120 人

782 人

780 人

780 人

780 人

780 人

780 人

１１．７％

１４．４％

１６．９％

1９．６％

39 人（28 ）

43 人（29 ）

47 人（31 ）

52 人（33）

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC 730 点以上等

医学部医学科

海外留学経験者数

4人

9人

11 人

14 人

1６人

19 人

３カ月未満

0人

5人

7人

9人

11 人

13 人

３カ月～１年

4人

4人

4人

5人

5人

6人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

88 人

120 人

120 人

120 人

120 人

120 人

目標設定の考え方

補助事業実施期間中に対象学生のうち５０％以上が到達するよう設定。

卒業時の外国語力スタンダード

工学部

33 人（0 ）

46 人（0 ）

59 人（0 ）

72 人（0）

海外留学経験者数

9人

21 人

33 人

46 人

59 人

72 人

３カ月未満

9人

20 人

31 人

42 人

53 人

64 人

３カ月～１年

0人

1人

2人

4人

6人

8人

１

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

512 人

480 人

480 人

480 人

480 人

480 人

年

目標設定の考え方

TOEIC 730 点以上

補助事業実施期間中に対象学生のうち２０％以上が到達するよう設定。

卒業時の外国語力スタンダード

法学部

19 人（0）

23 人（0）

26 人（0）

29 人（0）

海外留学経験者数

11 人

15 人

19 人

23 人

26 人

29 人

３カ月未満

5人

8人

11 人

14 人

17 人

19 人

３カ月～１年

6人

7人

8人

9人

9人

10 人

１

0人

0人

0人

0人

0人

0人

182 人

180 人

180 人

180 人

180 人

180 人

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

TOEIC 730 点以上

補助事業実施期間中に対象学生のうち２０％以上が到達するよう設定。

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）
下記①・②のうちいずれかを達成する。
①外国語力・・・
（英語）TOEIC730 点以上，
（中国語）HSK4 級以上，
（韓国語）
「ハングル」能力検定試験もしくは韓国語能力試験 3 級以上，
（ロシア語）ロシア語能力検定 2 級以上のいずれかを取得すること。②単位互換を含む海外留学を経験すること。
（指標・水準設定の考え方）
①外国語力については,基礎的な運用能力及び自分の専門分野を理解し表現できる能力の両方が備わっている水準と考え設定。②単位互換
を含む海外留学の経験は,異文化適応能力及び国際感覚の受容能力を備えたと見なしうる水準と考え設定。
（達成する学生数設定の考え方）
本事業参加学部については，補助事業実施期間中に対象学生のうち２０％以上が目標に到達するよう設定し，それ以外の学部については
本事業の成果を波及させつつ，対象学生の１０％以上が目標に到達するよう働きかけていく。その結果として，全学で以下の通り目標を定
める。

全

学

平成２５年度

平成２７年度

平成２８年度

９１人

１１２人

１３２人

１５３人

７８０人

７８０人

７８０人

１１．７％

１４．４％

１６．９％

１９．６％

対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

７８０人

達成する学生数（A）

（対象：医学部医学科）
（測定指標・達成水準）
下記①・②のうちいずれかを達成する。
①外国語力・・・
（英語）TOEIC730 点以上を取得すること。②単位互換を含む海外留学を経験すること。
（指標・水準設定の考え方）
①外国語力については，卒業後にアメリカで臨床研修を受けるのに必要な英語力の水準と考えて設定。②単位互換を含む海外留学の経験
は，国際社会にも受け入れられる豊かな人間性を持った医師と見なしうる水準と考えて設定。
（達成する学生数設定の考え方）
補助事業実施期間中に対象学生のうち５０％以上が目標に到達するよう設定。

医学部医学科

平成２５年度

３９人

達成する学生数（A）

平成２７年度

４３人

４７人

平成２８年度

５２人

１２０人

１２０人

１２０人

１２０人

３２．５％

３５．８％

３９．２％

４３．３％

対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

（対象：工学部）
（測定指標・達成水準）
下記①・②のうちいずれかを達成する。
①外国語力・・・
（英語）TOEIC730 点以上を取得すること。②単位互換を含む海外留学を経験すること。
（指標・水準設定の考え方）
①外国語能力については，国際社会で活用できる実践的な英語力の水準と考えて設定。②単位互換を含む海外留学の経験は，異文化を理
解し，高いコミュニケーション能力を備えたと見なしうる水準と考えて設定。
（達成する学生数設定の考え方）
補助事業実施期間中に対象学生のうち２０％以上が目標に到達するよう設定。

工学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

３３人

４６人

５９人

７２人

対象となる学生数（B）

４８０人

４８０人

４８０人

４８０人

達成する割合（A/B）

６．９％

９．６％

１２．３％

１５．０％

達成する学生数（A）
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（対象：法学部）
（測定指標・達成水準）
下記①・②のうちいずれかを達成する。
①外国語力・・・
（英語）TOEIC730 点以上，
（中国語）HSK4 級以上，
（韓国語）
「ハングル」能力検定試験もしくは韓国語能力試験 3 級以上
のいずれかを取得すること。②単位互換を含む海外留学を経験すること。
（指標・水準設定の考え方）
①外国語力については，的確に外国人とコミュニケーションをとることが出来る外国語能力の水準と考えて設定。②単位互換を含む海外
留学の経験は，異文化理解の「センス」を修得したと見なしうる水準と考えて設定。
（達成する学生数設定の考え方）
補助事業実施期間中に対象学生のうち２０％以上が目標に到達するよう設定。
法学部
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

１９人

平成２７年度

２３人

２６人

平成２８年度

２９人

１８０人

１８０人

１８０人

１８０人

１０．６％

１２．８％

１４．４％

１６．１％
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新潟大学
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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】
【他部局の取組とその目標】
・本構想に基づく特別プログラム「グローバル」は前述の３学部の学生を中心に立ち上げるが，人文学部
のグローバル人材像とその目標は以下の通りである。人文学部は，人間・文化・社会・言語等の専門教育
のみならず全学の教養教育，外国語教育に関わる豊富な経験と人材を抱え，総合大学にとって極めて重要
な学術的蓄積を持つ。英語教育，初修外国語教育に関わる GP 獲得などの実績も高く，本構想の実現にあ
たっては，
「グローバル教育統括センター」と密接に連携して本構想を全学に波及させ，全学のグローバ
ル人材育成に大きな役割を果たす。
≪教育理念，グローバル人材像と卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力≫
人文学部が育成を目指す人材は，
「広い視野と深い教養，高い倫理性を備え，現代社会の課題に対応で
きる能力を身につけた人材」であるが，具体的には次の４つ条件を満たす人材である。
１）人間・社会・文化に関わる諸問題に多角的・分析的にアプローチを試み，主体的に取り組むことが
できる。
２）社会の成り立ちとその歴史を深く理解し，人類が生み出した文化に敬意をもち，その価値を後世に
正確に伝えることができる。
３）身近な課題の研究を通じて，地域社会に貢献できる。
４）異文化に対する理解を深め，調和ある国際社会の形成に貢献できる。
●魅力的なグローバル人材像：
言語は単なるコミュニケーションのツールではなく，認識のためのものでもあることが理解できる人
材で，グローバル社会において生じる問題の多くが，言語と文化の違いに起因するという視点から，問
題にアプローチできる人材である。さらに，このような認識に立ち，人文科学の知識体系を武器に，外
国語を駆使して世界を舞台に活躍できるたくましい”人間力”を備えた人材である。
●具体的な修得すべき能力
１）外国語運用能力の向上：それぞれの学習段階で習得した外国語の知識や運用能力の範囲で，常にこ
れを最大限に活用して，コミュニケーションを図ろうとする態度・姿勢。
２）アイデンティティーとしての，日本文化の教養の修得：グローバル社会において日本人としての
アイデンティティーを見失うことなく，日本の現代文化・伝統文化についての教養（ジャパノロジー）
を深め，外国語で，これについて正しく発信できる能力を修得する。
３）国際教養：積極的に異文化に触れ，異文化を理解しようとする態度・姿勢。現在の世界の諸相を理
解するための豊かな知識・能力を修得する。
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目標設定シート３

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

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率
平成２３年度
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

353 人

388 人

427 人

469 人

516 人

567 人

（ ２８人）

（ 30 人）

（ 32 人）

（ 37 人）

（ 40 人）

（ 45 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

9人
0 人）

（

10 人
0 人）

（

11 人
0 人）

（

12 人
1 人）

（

13 人
1 人）

（

14 人
2 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

56 人
0 人）

（

62 人
1 人）

（

68 人
1 人）

（

75 人
2 人）

（

83 人
2 人）

（

91 人
2 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

288 人
（ 28 人）

316 人
（ 29 人）

348 人
（ 31 人）

382 人
（ 34 人）

420 人
（ 37 人）

462 人
（ 41 人）

12,652 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

2.8％

3.1％

3.4％

3.7％

4.1％

4.5％

（ 0.2 ％）

（

0.2％）

（

0.3％）

（

0.3％）

（

0.3％）

（

0.4％）

年度ごとに，前年度比で 10％の増加を目指す。
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

３０５人
（

０人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

７人
０人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

５４人
０人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

４８人

0％）

０人

３５３人

（

０人）

（

2人
0 人）

（

0人
0 人）

（

9人
0 人）

（

2人
0 人）

（

0人
0 人）

（

56 人
0 人）

44 人
（ 28 人）

（

0人
0 人）

288 人
（ 28 人）

（ ２８人）

12,652 人

12,652 人

12,652 人

0.4％

0％

2.8％

2.4％
（

合 計

（ ２８人）

２４４人
（
０人）

12,652 人

１年以上

（

0.2％）

（

0％）

（

0.2％）
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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）

404 人

444 人

488 人

537 人

591 人

（

９６人）

（

106 人）

（

117 人）

（

129 人）

博士・博士後期課程
在籍者

９６人
（ ０人）

（

106 人
0 人）

（

116 人
0 人）

（

128 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

１１７人
（
０人）

（

129 人
0 人）

（

142 人
0 人）

（

156 人
0 人）

６２人
０人）

（

67 人
0 人）

（

74 人
0 人）

（

81 人
0 人）

学士課程在籍者

（

上記以外
（短期留学生，研究生等）

１２９人
（ ９６人）

383 人

（Ａ）のうち，在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

142 人
（106 人）

（

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

421 人

463 人

（

141 人
0 人）

172 人
（ 0 人）
）

（

89 人
0 人）

189 人
（ 142 人）

509 人

560 人

（ 117 人）

（ 129 人）

（ 142 人）

12,652 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

３.2％

3.5％

3.8％

4.2％

4.7％

0.8％）

（

３.0％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

172 人
（ 129 人）

142 人）

（ 106 人）

（

96 人）

156 人
（117 人）

（

（

0.8％）

0.8％）

（

3.3％
（

0.8％）

0.9％）

（

1.0％）

3.6％
（

（

4.0％

0.9％）

（

1.0％）

1.1％）
4.4％

（

1.1％）

年度ごとに，前年度比で 10％の増加を目指す。
目標設定の考え方

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

中国

２
３

外国人留学生数

左記のうち，
在留資格が「留学」の者

２４１人

韓国

２５４人
３４人

台湾

１９人

１９人

４

マレーシア

１９人

１９人

５

タイ

１１人

１１人

６

バングラデシュ

１０人

９人

７

モンゴル

１０人

８人

８

３３人

ロシア

６人

６人

９

フランス

４人

４人

１０

ベトナム

４人

４人

３３人

２９人

４０４人

３８３人

その他

ドイツ・フィリピン等

合 計
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※）
※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。

外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（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

３６回

60 回

76 回

92 回

100 回

5,716 回

5,716 回

5,716 回

5,716 回

5,716 回

0.6％

1.0％

1.3％

1.6％

1.7％

自分の専門分野を理解し表現できる能力を育成するのに必要な外国語による授業実施回数を 100 回
目標設定の考え方

と考え，対象３学部を中心として平成２８年度までの開講を目指す。

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得，通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

外国人教員等（Ａ）

５４人

5９人

６４人

６９人

７４人

うち外国人教員

２２人

２７人

３０人

３５人

４０人

1,11６人

1,122 人

1,133 人

1,144 人

1,155 人

4.８％

5.3％

5.6％

６.0％

６.4％

総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

これまで取り組んできたテニュアトラック等による国際公募により，広く多国籍の研究者に門戸を開
目標設定の考え方

くと共に，本学の在外研究制度を利用しての海外での学位取得につなげるような研究活動を教員に奨励
していく。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）
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

874 人

917 人

962 人

1,010 人

1,060 人

1,11６人

1,122 人

1,133 人

1,144 人

1,155 人

78.３％

81.7％

84.9％

88.3％

91.8％

国内外を問わず博士号を所持した優秀な研究者の受け入れを行うと共に，学内の教職員に対して学位
目標設定の考え方

の取得を奨励していく。

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）

12,652 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

12,700 人

総教員数（Ｂ）

1,11６人

1,122 人

1,133 人

1,144 人

1,155 人

11.3

11.3

11.2

11.1

11.0

割

合（Ａ／Ｂ）

本プロジェクトに従事する教員を新規に募集し，参加学生一人一人への目配りが行き届き，持てる潜
目標設定の考え方

在能力を十分に引き出すことのできる体制作りを推し進めていく。
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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

TOEIC600 点以上

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

１５人

36 人

57 人

79 人

100 人

事務系職員総数（Ｂ）

520 人

520 人

520 人

520 人

520 人

2.９％

6.9％

11.0％

15.2％

19.2％

割

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC6００点以上（日常生活のニーズを充足し，限定された範囲内では業務上のコミュニケーショ
目標設定の考え方

ンができる）を，通常業務に従事する事務職員が備えるべき英語力と考え，学内の主要なポジションに
そうした人材を配置できるよう，１００名を目標として育成を図る。

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

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

【現状】
【本構想における展開】
●大学の戦略的な目標のもとに下記の通り主要施 ●全学一丸となったグローバル化の推進：
策を推進している。新潟大学アクションプラン ・教育・研究の全学のグローバル化を大学の最重要
2009，および中期計画に基づき教育研究を活性化
課題と位置づけ具体的な体制強化を図る。
するための国際交流の推進のために以下を実施し ・全学の教学マネジメントにおいてグローバル化推
た。
進の観点（入学時期・方法等）から検討する。
・大学国際戦略本部整備構想（平成 17 年採択）終了 ・学生・教員・職員の三位一体となったグローバル
後，「国際戦略企画室」（平成 23 年 4 月）設立に
化を推進する。
よる国際戦略企画の強化と教育研究環境の整備
≪体制の整備≫
・留学生500人を目指した留学生受入体制の整備
・学長直属組織である「国際戦略企画室」
（教育・研
・日本人学生の海外派遣推進体制の整備に関わるWG
究・国際担当理事・副学長，３学系長，国際セン
の設置
ター長等が主要メンバー）のガバナンス機能を強
・北京事務所等の海外事務所設置
化し全学の国際化を推進する。
・留学機会の増加策の拡充（SSSV等の推進）
・本構想の実現に向け，学部，教育・学生支援機構
・留学のための語学教育推進
等との連携を強化し「グローバル教育統括センタ
・留学生会，留学生 OB ネットワークとの連携
ー」を設置する。
・留学生の地元企業への就職支援の実施
≪国際化のインフラ整備，学生活動支援≫
●海外の大学との協定締結については基本方針を定 ・学内の研究者・教員の海外研究・留学経験関係の
め，
全学協定も 16 大学から 33 件に拡大している。 データベースを一元化し整備する。
部局間協定を含めると 203 件となっている。外国 ・外国人教員の採用，企業人材の活用の促進を図る。
人学生数も 404 名(平成 24 年５月現在)である。 ・協定校との教員の交換を促進する。
●教育面のグローバル化に関する具体的方策：
・地域の企業，経済団体との連携を密にする。
・各専門分野における英語の講義や演習の実施
・学生の自主的な学習意欲を育てる仕組みを作る。
・短期留学プログラムの拡充
・英語サロンなどの学生課外活動の環境を整備する。
・副専攻制度による初修外国語教育システムの整 ・留学生のインターンシップを支援する。
備・充実
≪留学生交流の促進≫
●留学生交流の推進では，
次の施策を実施している。 ・各学部・国際センター・国際課による留学，ショ
・奨学金支援：124 名（留学生総数の 33.5%）
ートステイプログラム等の支援の強化
・英語による授業，留学生向け短期留学プログラム ・留学情報のワンストップサービスの拡充
（毎期 40～50 名参加）
，
・学生交流を目的とした協定校の拡大
・短期海外研修，交流プログラムの拡充
・UMAP 奨学金獲得と夏季集中講座の開講
・自然科学研究科でのグローバルサーカスによる共 ・大学独自の基金募集等による留学生交流のための
同教育，共同学位プログラム（DDP）の開始
奨学金の拡充
・UMAP による留学生受け入れ開始
・Face Book 等 SNS 活用による留学生ネットワーク
・宿舎整備（民間アパート借り上げ（約 100 室）
，混 の整備
住型学生寮の建設（200 室）の完了）
・留学生と日本人学生との混成授業の拡大
・新潟県の諸団体と提携した留学生の就職支援
●ショートステイ・ショートビジット・プログラム
（平成 17 年度以降，
「国際人材フェア新潟」
，
「留学 の活用：平成 24 年度以降も予算を確保し，学生の
派遣と受入を進める。そのために交流協定締結校と
生就職支援フォーラム」の開催）
●ショートステイ・ショートビジット・プログラム の情報交換を密にし，留学生候補者への奨学金情報
交流協定締結校との間で学生を交流させる取り組 や宿舎を始めとする相手校の情報の提供，留学の意
みとしては，
平成 23 年度に新たにスタートしたショ 義などを学生に向けて発信する。
ートステイ・ショートビジット(SSSV)プログラムを ●海外インターンシップを推進する。
日本人学生の海外進出企業のインターンシップな
利用したものが飛躍的に進んでいる。新潟大学は，
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平成 23 年度には全国で最上位クラスの SSSV プログ どを SSSV プログラムに積極的に組み込む。
ラム採択予算額を獲得，
平成 24 年度もほぼ同様の予 ●全学向けの留学説明会の回数を年５～６回に増や
算額を確保し，学生の派遣と受入を進めている。シ す。オープンキャンパスでの留学支援体制について
ンガポール派遣プログラムでは，海外日本企業，国 広報を実施する。留学準備講座，留学後の報告会等
際機関の訪問もプログラムに組み込んでいる。
を有機的にカリキュラムに組み込み，PDCA サイクル
が完結するよう連携を図る。
●外国語教育：
外国語運用能力並びにコミュニケーション能力の ●専門・実践英語コースの拡充
本構想にもとづき専門英語の充実，
実践英語コー
向上を図り，
以下の特色ある取り組みを行っている。
スの開講，体系化を実現する。
１）教育・学生支援機構英語企画部による「英語（外
・英語コースの倍増：学部における英語による専門
国語）自律学習支援室」の設置
教育を推進し，
大学院における英語コース拡充
（６
２）TOEFL ITP の学内実施と新カリキュラムの実施
専攻科での英語コースの立ち上げ）を図る。
平成 23 年度からは，学内での TOEFL ITP 試験を開
・実践英語教育の充実：本構想における特別プログ
始
ラムを立ち上げ，
「英語による専門」
「専門のため
３）平成 17 年度から 22 年度にかけ，共通英語，基
の英語」の修得の目的で自らの専門を英語で考え
礎英語，応用英語，発展英語を開講し，更に理工
ることのできる能力を向上させる。
系学生には理工英語を開講する改革を行ってき
た。平成 23 年度から，更に発展させ，アカデミッ ・昼休みまたは，放課後を中心とした徹底した少人
数，実践英語コースを開設する。
ク英語（リーディングとリスニング）を学んだ後
の 1 年生の第 1 学期末に TOEIC テストにて学力の ・平成 25 年度新設予定の附属中央図書館ラーニング
コモンズにて運用を開始する「外国語自律学習支
向上を測ることとし，その結果を受けて第 2 学期
援室」における「自ら学ぶ意欲を持った学生がよ
からの科目のアカデミック英語（ライティング）
りレベルの高い学習を進めるのを支援する制度」
の単位認定（TOEIC730 点以上）または科目の履修
との相乗効果を目指す。
の選別を行っている。
・遠隔講義システムの導入により，国内外の教育機
４）初修外国語：特色 GP（新潟大学方式）
関と連携した教育の実践を図る。
旧来型の教養外国語教育の反省に立って，以下の
４項目を特色に持つ「新潟大学方式」を構築した。 ●初修外国語の拡充：
一言語に一定以上の運用能力を獲得すること
①授業形態の多様化と差異化による到達目標の明
は，第二の言語の修得に大きな動機付け・インセ
確化，
ンティブとなる。上記の英語の運用能力向上の取
②少人数クラスによる授業密度の高度化，日本人
り組みとの相乗効果を追求する。
教員とネイティヴ教員による連携教育，
③初級から上級にまで授業水準の明確化と体系 ●副専攻プログラム拡充
・外国語副専攻プログラムは学生への認知度は高く
化，
なっているが，自主性に任されているため履修者
④平成 19 年度採択の特色 GP「総合大学における
は大きくは伸びていない。計画的な留学の実現と
外国語教育の新しいモデル―初修外国語カリキュ
魅力あるプログラムとしラーニング・アグリーメ
ラムの多様化と学士課程一貫教育システムの構
ント実施により日本人学生のニーズに応える。
築」
（平成 19 年度～平成 21 年度）を通じて，国
・
「グローバル人材」をめざす学生に対しては，語学
際センターと連携し，副専攻制度との連携を
教育だけではない，国際人として身に着けるべき
強めることで改革も進めている。
「国際教養」
，
そして日本人として学んでおくべき
５）副専攻による外国語教育
「ジャパノロジー科目」を効率的に学べる副専攻
副専攻制度は主専攻プログラムを補完するもの
コースを用意し学生に示す。
として平成 16 年度からスタートした。現在 21 の
・副専攻プログラムを魅力あるプログラムとするた
プログラムがあり，外国語を学ぶプログラムとし
めに，以下の施策を検討する。
て以下の 6 副専攻プログラム（英語，ドイツ語，
①
コミュニケーションのための語学の専門家によ
フランス語，ロシア語，中国語，コリア）がある。
る英語を含む外国語の授業を提供する。
その他，グローバル化された現代社会の中で活
躍する人材の国際教養プログラムや，日本文化・ ② 専門毎に外国語運用能力，コミュニケーション
力を養える授業を提供する。
科学を学ぶプログラムが用意されており，グロー
③ ロールモデルとなる社会人等による実践的な授
バル化人材育成に効果を発揮している。
業を開設する。
④ 留学生，留学経験のある学生を活用する。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下，シラバスの充実や多言語化，ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備，ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用，学生が履修可能な上限単位数の設定，学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立，などの単位制度の
実質化を図り，学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】
新潟大学では，これまで以下のように学士課程教
育の質の向上に取り組んできた。
●学士課程教育の質の向上の取組（実施済み）
① 全学共通科目・専門科目の区分を廃止し全学授
業科目を全学的運営体制の下で開設
（平成16年）
② 分野・水準表示法導入（約 5700 科目）
③ キャップ制の導入
④ GPA による成績評価
⑤ シラバスの記載内容の公開
により，成績の評価の実質化を進めると共に，教員
の教育力の向上のための表彰制度や予算措置による
新しい教育関係の取り組みを進めてきた。
●新潟大学学士力アセスメントシステム
卒業時に学士がもつべき資質・能力を知識・理解，
当該分野固有の能力，汎用的能力，態度・姿勢の教
育目標領域において到達目標として明示し，新潟大
学を卒業した学士の質を保証する「主専攻プログラ
ム」を導入している。この実質化に向けて，新潟大
学学士力アセスメントシステム（NBAS：Niigata
University Bachelor Assessment System）の開発に
取り組んでいる。NBAS は，本学の理念である「自律
と創生」に立脚し，学生自らが「可視化された学習
成果」に基づいて到達度を把握しつつ，
「学習過程の
記録」も用いて自らの学習を意味付け，次の学習を
デザインすることを目指している。
●FD 活動並びに授業改善の取組
教員への FD 活動や「学長教育賞」を通じた教育活
動を重要視する本学の姿勢を全教職員に周知してい
る。
例えば，教育開発のための研究プロジェクトであ
る「授業改善プロジェクト（平成 17 年度スタート）
」
では，本学の理念（自律と創生）を達成するために，
学習者中心にシフトした教育・学習改革に関わるプ
ロジェクトを支援し，授業改善を奨励することを目
的としている。その中には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授業も多く採用さ
れており，報告会や学内ホームページを通して広く
周知をしている。
「新潟大学 GP（平成 22 年度スタート）
」では，様々
な教育に関する意欲的取り組みを構想作成の段階で
のピアリーディグを通じて積極的に支援している。
これらの施策は，各部局において，積極的な教育へ
の取り組みを進める意見交換の機会を生み出すとと

【本構想における取組】
新潟大学では，以下の取り組みを進めることで，
国際通用性の向上を実現する。
●学士課程教育の質の向上の取組の継続
① 全ての科目を全ての学生が原則として聴講可能
な共通科目として開講する体制を確立
② 全学の開講科目に分野水準表示法を適用し，科
目のレベルと分野を表示
③ 全学レベルでのキャップ制の導入
④ 全学レベルでの GPA による評価
⑤ 学務情報システムにおけるシラバスの充実
に関しては，本取組の基盤となるものであり，英文
化を含めて更に発展させて行く。
●新潟大学学士力アセスメントシステム(NBAS)
この取り組みは，平成 24 年度に全ての主専攻プロ
グラムで実施され，平成 25 年度から本格的な運用が
開始される。学生自らが「可視化された学習成果」
に基づいて到達度を把握しつつ，次の学習をデザイ
ンするシステムであり，国際通用性に必要な自律し
た人材を育成するシステムである。このシステムの
運用で，学士課程教育の実質化が担保され，学生は
可視化された学習成果に基づくキャリアパス形成を
実現できる。
●FD 活動並びに授業改善の取組
通常の FD 活動の他，本学が実施している
① 学長教育賞
② 授業改善プロジェクト
③ 新潟大学 GP
を通じて，個人としての教員の教育力向上，双方向
型授業，アクティブ・ラーニング等の積極的な授業
改善プログラムの推進，そして集団としての教員グ
ループの教育改善を動機付ける体制を構築する。
また，これらの施策で実施された優秀な取り組み
を，教育・学生支援機構が平成 23 年度から準備を開
始して今後発行する学術誌「新潟大学高等教育研究」
を通じて公表し，学内外に周知することで発展させ
て行く。
●特別副専攻「グローバル」と「国際コミュニケー
ション副専攻プログラム」の新規開講
本学の副専攻プログラムはグローバル化人材育成
に効果があると思われる特徴のある制度であるの
で，この副専攻制度に新しい考え方を加えた，特別
副専攻「グローバル」と国際副専攻プログラムを立
ち上げる。
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もに，部局を超えた協力関係を作り出しており，様々
な能動的授業の実例を，学長教育賞受賞者の受賞講
演や教育改善プロジェクトの報告会を通じて周知し
ている。
●副専攻プログラム
「副専攻プログラム（平成 16 年度スタート）
」は，
新潟大学の特徴的取り組みであり，学生が主たる専
攻で学ぶ専門の知識・理解力以外の国際通用性を育
む機会を提供するもので，現在 21 副専攻プログラム
が登録されている。
この副専攻プログラムには，英語，ドイツ語，フ
ランス語，ロシア語，中国語，コリアなどの語学プ
ログラム，世界システム論，平和学，地域学，環境
学，MOT 基礎などのグローバル化された現代社会の
中で活躍する人材の国際教養プログラムが用意され
ている。また，国際社会の中での位置付けを知る日
本についての知識も重要であり，文化財学，法律学，
政治学，経済学，会計学，メディア・リテラシーや
電子・情報科学，統合化学などの日本文化・科学プ
ログラムが用意され，学生の主たる専攻以外の学習
に指針を与えている。
つまり，副専攻プログラムにはグローバル化人材
育成に効果的なプログラムが数多く用意されてお
り，そのため，学生は学ぼうとすれば国際教養に関
する様々な科目を学ぶことができる。
●学部における取組
(1) 医学部では，①ロシアの３大学との学生交流，
②マレーシア，ケバングサン大学との学生交流，③
中国，ハルピン医科大学などとの学生交流，を通じ
て国際通用性を担保する取り組みを進めている。
(2) 工学部では，①一年次学生に対して必修科目と
して，e-ラーニングシステムを活用した「技術英語
入門」を開講，②e-ラーニングシステム「技術英語」
を活用した専門的英語教育の実施，③工学部の取組
みである「学生海外派遣制度」に基づく学生派遣と
国際交流，などを進めている。
(3) 法学部では，①外国法研究基礎（外国人教員の
講義を含む）の開講，②学生交流協定校への学生の
派遣，③英語による専門科目の開講，④SSSV 講義の
開講，を進めている。
(4) 語学教育を中心的に担う人文学部では，①英語
あるいは初修外国語を希望によって，重点的に履修
できる制度，②表現プロジェクト演習など，協調性
や自己表現力を養う科目の開講，③協定校と交換学
生交流の推進と単位互換，④人文学部ホームページ
を通じての留学生情報の積極的発信と多言語化を図
っている。

21 世紀型スペシャリストに求められる資質能力
としては次のようなものがある。
① 深い専門知識により自ら問題を発見する能力
② 対話によって解決方法を見いだす能力
③ 主体的に問題を解決できる能力
④ 多様な価値観・解法を理解する能力
これらの能力はこれまでの経験や習慣とは全く異
なる環境に身を置くことによって身につけられるの
であり，多感な学生時代に諸外国への留学経験を持
つことにはかけがえのない意義がある。更に，その
留学経験によって，社会に出てからも異なる環境に
積極的に身を置こうとする姿勢や，語学力や異質の
文化に対する適応力が得られる。
特別副専攻「グローバル」と国際コミュニケーシ
ョン副専攻プログラムでは，導入科目（入門科目）
として留学の意義と海外事情に関する科目群，英語
で講義される専門科目並びにディベートに必要なレ
ベルの英語並びに相手国の言語に関する科目群（コ
ミュニケーション科目）に加え，現地での学習機会
を提供するサマーセミナー・夏の学校等のショート
プログラム（海外研修科目）を修了認定のための履
修要件とする。
それに加えて，留学した際に重要と思われる日本
の歴史や文化に関する科目群（ジャパノロジー科目）
や留学をより有効なものにするために必要な相手国
の歴史や民族・宗教に関する科目群（国際教養科目）
を学ぶ体系的なカリキュラムを用意する。特別副専
攻「グローバル」では特に学部で開講する英語での
専門講義とそれに繋がる実践英語を少人数クラスで
開講する。
●学部における取組(英語での専門講義を含む)
学部では，それぞれの専門科目の内，英語で講義
する科目を順次増やして行く。その上で，以下の学
部独自の取り組みを進める。
(1) 医学部では，①スカイプ会議システムによる海
外の学生との定期的交流と授業。
(2) 工学部では，①海外英語研修，②海外インター
ンシップと国際会議発表の単位化を進める。
(3) 法学部では，①学生に対して異文化に関する講
義を開講，②外国語能力を向上させる集中的講義の
開講，③教職員の研修，法学部全体としてグローバ
ル人材養成が可能となるような体制を作る。
(4) なお，語学教育を中心的に担う人文学部では，
①英語あるいは初修外国語の段階的・集中的履修を
可能とする，②主専攻プログラムの充実とともに，
副専攻の外国語（英語，フランス語，ドイツ語，ロ
シア語，中国語，韓国語）の履修を促進，③協定校
への派遣留学生の単位互換を増加させ，④留学生情
報を充実させる。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる，国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について，大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】
本学では，以下の形で情報発信を進めている。
・平成 22 年 6 月の中央審議会分科会で示された教育
関連情報項目についてすべて HP で公開している。
・英文冊子刊行 2010 年（日経 BP 社）
・英語版大学紹介などの CD 作成
・HP による短期留学プログラム等，留学情報の発信
・北京事務所開設と情報発信への活用
・NAFSA,EAIE ブース参加
・JASSO 留学生フェア，中国 JSPS フェア参加による
海外大学・学生への情報発信
新潟大学は，平成 23 年度と平成 24 年度に全国で
最上位の SSSV プログラム採択予算額を確保し，交流
協定締結校との間で学生の交流を進めている。この
制度での学生の受入と派遣のため，本学では，①双
方の大学での学習プログラムと単位認定の有無など
のカリキュラムに関する情報，②受入設備である宿
泊施設などの厚生面の情報，③教職員の受入体制の
情報，④これまでの留学生による「生の声」の情報
を学生に提供している。
取組内容④ 事務体制のグローバル化

【本構想における取組】
学務部，グローバル教育統括センター，国際セン
ターを中心として，以下の形で情報発信を更に進め
ていく。
１） HP・英文冊子等による下記情報の内外への発信
強化
・本学の国際教育プログラム提供
・グローバルフォーラム・セミナー等の国際教育
研究交流の情報発信
・留学交流情報の学生への提供
・情報の多言語化の推進
２） 留学フェアでの発信強化
３） 北京事務所からの発信強化
４） 東アジアへの重点発信（モンゴル etc）
５） NAFSA EAIE の活用
６） 欧米の大学への直接アプローチ強化
７） ASEAN 大学連合との連携による情報発信
８） コンソーシアム方式による情報発信

○ 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】
国際担当職員の養成には、特に語学力の育成面か
ら時間を要する課題であるが、人事課とも連携し、
留学経験者や在外経験者の新規・途中の積極採用、
体系的な研修、育成に努めている。短期の海外研修・
語学研修は、平成 18 年度から平成 23 年度までに，
海外協定校を中心に 24 名を派遣している。また長期
１年以上に渡る国際業務研修（文科省や JSPS 等）に
はこれまでも英独などの３名を派遣しているが、現
在も１名をドイツへ長期派遣中であり，平成 25 年度
にも１名を派遣することが決定している。職員の資
質向上のため、英語研修会参加、TOEIC 受験奨励、
放送大学語学研修を奨励している。国際課並びに各
部局の学務係には、英語、中国語、ハングル、スペ
イン語、ドイツ語で学生に対応できる職員の配置を
進めている。しかしながら、ホームページ、広報媒
体、学内文書の多言語化にはまだ十分ではなく、課
題が多い。本学の留学生、ネイティブ教職員の協力
を得るなどして、外注化を含め充実方策を検討して
いるところである。

【本構想における取組】
交流協定締結校との間で学生・教職員を交流させ
る事務は、現在は交流の窓口教員と国際センターの
教員そして国際課と各部局の職員が共同でそして役
割を分担して受入並びに派遣を進めている。
本学の国際交流協定校は、現在 23 ヶ国、約 200
校に及び年々増加している。うち約 100 校との間で
授業料不徴収協定を締結し、主に学生の長期・短期
交流事業を推進している。英語・中国語等による通
信、交流業務が増大しており、部局と本部事務を含
めて地域毎の担当者を配置するなど、更に、留学や
国際業務経験者の層の厚い配置を進める。カナダ・
米国等での協定校への職員短期研修も長期化と派遣
増を予定している。新設する「グローバル教育統括
センター」事務部門は教育と研究の業務を明確に分
けながら学内国際連携を進める。更に部局教職員と
本部事務との間で、迅速に機能する「学内ネットワ
ーク」を構築する。その際、分散と集中のバランス
に配慮し、部局の学務係などとの国際関係学務業務
における「情報の共有化」も組織的に進める。
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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】
これまで新潟大学では，特に教育面での国際連携
活動に関しては国際センターを中心におき，各部局
が大学全体の上記の目標を達成すべく活動するこ
とにより，教育研究のグローバル化を推進してき
た。
具体的には，国際交流協定の締結，交換留学生の
派遣・受入，共同研究の推進，そして国費並びに私
費留学生の受け入れと日本語教育の充実を進めて
きている。
平成 23 年度のインターンシップ参加学生は，国
内が中心ではあるが，医歯学を除き全学で 311 名，
177 社になる。新潟県インターンシップ協議会など
との連携もあり，旅費などの問題が少ない，新潟県
内が中心である。
実施例が多いところは工学部と農学部であり，具
体的には，以下のようになっている。
工学部：日立産機システム，東北電力，JR 東日本，
コロナ，NEC，日本精機など
農学部：新潟県食品研究センター，新潟県水産海洋
研究所，佐藤食品工業，ブルボン，亀田製菓，岩塚
製菓，山崎醸造，等
現在，県内外の海外展開企業との連携を進め，海
外インターンシップの拡大を目指している。
●英語教育
本学は英語教育では，平成 17 年度から共通英語，
基礎英語，応用英語，発展英語を開講し，これまで
の英語教育の内容を大幅に修正するとともに，学部
との話し合いを進め，理工系学生には理工英語を開
講する改革を行ってきた。そして，このシステムを
平成 23 年度には更に発展させ，2 つのアカデミック
英語（リーディングとリスニング）を学んだ後の 1
年生の第 1 学期末に，TOEIC テストにて英語の学力
の向上を測ることとし，その結果を受けて第 2 学期
からの科目のアカデミック英語（ライティング）の
単位認定（TOEIC730 点以上）または英語における科
目の履修の選別を行っている。
ただ，残念ながら，学内に常に英語での会話を経
験し，英語で情報交換する場所と機会は乏しく，留
学を目指す学生に外国の大学の情報を豊富に提供
する場もなかった。これらを実現するとともに，英

【本構想における取組】
今回実施するグローバル人材育成のための構想
では，学部毎の明確な目標に沿った英語による専門
教育とそれを補完する実践英語コースを中心とし
た，
「特別副専攻グローバル」を立ち上げ，
「グロー
バル教育統括センター」が運営する。
従来の学部教育の一部（専門英語教育）について
も，グローバル人材育成の観点でガバナンスを強化
する。一定程度の基礎学力・語学力を有する学生を
対象に，語学能力に応じたカリキュラムを作成し，
その達成度をチェックしながら，知識・能力を伸ば
す。更に，短期海外研修・留学を組み合せて体験さ
せることで実践力を養成する。
●実践英語コースと英語による専門教育
外国語運用能力については，人文学部等の語学教
員を中心として，全学で支援し強力に推進する。
特別副専攻「グローバル」では，学部の卒業時に，
専門分野を自らの言葉で論理的に語ることのでき
る外国語運用能力を備え，多文化社会において議論
できる人材を育くむ。
具体的には，学部毎の明確な目標に沿った少人数
での実践英語コースと英語による専門教育を国際
会議での発表を目指して行う。また，外国語自律学
習支援を平成 24 年度から試行し，英語でのディベ
ートを実践させる。そして，SSSV プログラム，短期
留学プログラム，大学独自の奨学金などの留学支援
を行い，留学を特別副専攻「グローバル」の履修要
件とする。
これらの英語教育を実施するため，英語の教員だ
けでなく，専門科目を英語で行う教員を確保育成す
る体制を構築する。
●部局における取組
学部によって具体的な「グローバル人材像」は異
なる。英語による専門教育については，各学部独自
の取り組みを支援する仕組みを構築する。
本構想では，医学部，工学部，法学部の学生を対
象とし，医学部は USMLE (United States Medical
Licensing Examination)受験の英語運用能力，工学
部は「DDP：ダブルディグリー」の修得，法学部に
おいては「渉外弁護士」
「国際法曹・法務人材」
「国
際ジャーナリスト」を最終目標とする。
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語が得意な学生の英語の能力を更に伸ばして英語
の運用能力を向上させる科目を開講するには教員
が不足している。
●部局における取組
(1) 医学部では，ミネソタ大学教員招聘講義を実施
している。
(2) 工学部では，英グラスゴー大学（H21〜H23 年
度）
，豪シドニー大学（H22 年度）から教員を招聘，
教育 GP 成果発表会等において討論，また，学部生，
大学院生を対象とした特別講義を実施している。
(3) 法学部では，外国法基礎など異文化理解のため
の講義を開講，学生交流協定校への学生の派遣，
SSSV 講義を学生交流協定のある釜山大学と連携し
て開講している。
(4) 語学教育を中心的に担う人文学部では，キャリ
ア系科目のひとつとしてインターシップを開設，キ
ャリア系科目の講師を産業界から招聘，新潟大学個
性化科目として表現プロジェクト演習を開設し，地
域への情報発信を行う授業を積極的に行っている。
●初修外国語教育
また本学は，初修外国語教育にもこれまで力を入
れており，平成 19 年度採択の特色 GP「総合大学に
おける外国語教育の新しいモデル―初修外国語カ
リキュラムの多様化と学士課程一貫教育システム
の構築」で新たに「新潟大学方式」と呼ばれる初修
外国語教育の多様化をスタートさせている。ここで
は，学生のニーズに合わせた初修外国語の学習が可
能となるように，言語の選択の幅を広げること，履
修する単位数の選択の幅を広げること，ネイティブ
の留学生をチューターとした形式を採用すること，
などを目指した。
●GP 採択プログラム
初修外国語教育に関する GP 採択課題以外に，こ
れまでに採択され事業を進めてきた本学の様々な
GP 採択プログラムでも，グローバル化の重要性を認
識し，その教育目標の中に入れているものが多く，
徐々にではあるが，国際教養の観点からの講義の見
直しが始まっている。
●教育課程の体系化
本学で進めてきた分野水準表示法やキャップ制，
GPA による成績評価，学務情報システムなどは，単
位の実質化に極めて重要なものである。しかしなが
ら，全学共通科目の中で，
「国際教養」を目指すと
いうコンセプトの下に学生が自ら選んで聴講科目
を選択するには，与える情報が不足していた点に改
善すべき余地がある。
●主専攻プログラムと副専攻プログラム
また，新潟大学では，主専攻プログラムをスター
トさせて，目標を明確化し，学生に示している。そ
の主専攻プログラムを補完する目的で，平成 16 年

そのため，それぞれの学部の目標に照準をあてた
カリキュラム編成と実践的な授業を行い，マイルス
トーンを定めた成績評価システムにより実質化を
図る。そして，国際学術交流協定に基づき，交流協
定締結校との間で教職員の交流を進め，客員教授等
の形で教員の相互派遣を行い，英語での講義の開講
と今後の学生交流の拡大に繋がる信頼関係の醸成
を行う。
●初修外国語教育
英語教育グループと協力し，
「外国語自律学習支
援室」を運用し，外国語が使用されている環境を学
生に提供する。「新潟大学方式」と呼ばれる初修外
国語教育の多様化をさらに推進させると共に，副専
攻の初修外国語プログラムを利用し，留学を希望す
る学生に対する支援を積極的に行う。
特に，新潟大学が重視している東アジア対応策と
して中・韓・露語学習の支援を進める。
●新規プログラムの開設
留学を希望する学生が少なくなっている原因を
考えると，以下のような理由が考えられる。
・留学のメリットについて情報が少ないこと
・外国人留学生と接する機会が少なく留学を目指す
動機づけが少ないこと
・奨学金などの留学をする際の経済的補助に関する
情報が少ないこと
そこで，新設するプログラムも含めて，これらの
情報を与え，留学のためのハードルを低くすること
で留学する学生を増やす。
そのために，平成 25 年度から，従来型の副専攻
である「国際コミュニケーション副専攻プログラ
ム」とグローバル教育統括センターが実施する特別
副専攻「グローバル」をスタートさせる。
平成 24 年度はその準備として，プログラムの①
担当教員の選考，②開講科目のリストアップ，③プ
ログラムの詳細の決定，④開講科目の準備，⑤学内
での新規プログラムの承認手続き，⑥在学生への新
規開設プログラムの周知，を行う。
(1) 特別副専攻「グローバル」
本プログラムを設立する目的は，集中的，継続的
な英語環境におかれることで，一定の基礎学力・語
学力を有する学生が，①高い専門英語の運用能力を
習得すること，②高いコミュニケーション能力を習
得すること，③専門の勉強を目的として留学するこ
と，である。この特別プログラムは，その効果を検
証しつつ学内モデルとする。
(2) 国際コミュニケーション副専攻プログラム
設立する目的は，①英語を含む外国語の運用能力
の高い人材育成，②コミュニケーション能力の高い
人材育成，③グローバル化された社会で活躍するた
めに必要な国際教養を備えた人材育成，である。
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度には副専攻制度を立ち上げた。ただ，全体として
の周知活動並びに目標の設定において不十分な点
があり，これまで副専攻プログラムの修了者数は各
年度で全体の２％程度（副専攻プログラムの修了認
定の必修科目である入門科目受講者に対しては
30％程度）と大きな広がりは見せていない。
副専攻プログラムには，グローバル化人材育成に
効果的であると思われるプログラムが制度発足時
からすでに準備されている。
●副専攻プログラムの現状
平成 16 年度～平成 23 年度までの入門科目(各副
専攻プログラムの必修科目)受講者数は 1,363 名，
修了者数は 287 名となっている。
本副専攻制度では，
認定条件に，
① 卒業要件である124 単位に加えて12 単位以上取
得すること
② 取得したすべての科目を基に求めた GPA2.5 以
上であること
としてあるため，学生にとっては条件を満たして修
了するにはかなりの努力が必要な制度となってい
る。すなわち，卒業要件の約 10％余分に単位を取得
するだけでなく，それらの科目の多くで優秀な成績
を求められることになっている。
平成 21 年度までのトータルの入門科目受講者数
1,000 名に対し，その 2 年後の平成 23 年度までに副
専攻の修了認定を受けた学生数は 287 名（28.7％）
となっている。すなわち，入学年度毎に調べると，
入門科目受講者数の凡そ 30％が修了認定を受けて
いる。平成 23 年度のこの副専攻プログラムの必修
科目である入門科目の単位取得者数は 198 名であ
り，1 学年の定員 2,500 名に対しては約 8%程度とな
っており，これまでの平均を超えて増加傾向を示し
ている。
平成 24 年度の前期の聴講者数は 252 名である。
平成 24 年度は後期に開講される入門科目と合わせ
て 280 名程度の受講者数になると予想される。この
数字はこれまでの年度の平均の受講者数 166 名を超
えており，すでに増加の傾向が見られる。
現在，21 副専攻プログラムが準備され，主専攻と
は別に学生の勉学の証としての修了認定を行う体
制となっている。この副専攻プログラムには，
① 語学に関するもの：英語，ドイツ語，フランス
語，ロシア語，中国語，コリア
② 国際教養：世界システム論，平和学，地域学，
環境学，MOT 基礎，メディア・リテラシー （グ
ローバル化された現代社会の中で活躍する人材
が「国際教養」として知っているのが望ましい
プログラム）
③ 日本の現状を学ぶもの：文化財学，芸術学，MOT
基礎，GIS(地理情報システム)リテラシーや法律

これら 2 つのプログラムを設立すると共に現在あ
る副専攻プログラムとのコラボレーションにより，
①3 ヶ月以上，半年または 1 年程度の留学をする学
生数の増，②本副専攻プログラム並びに語学系の副
専攻等，グローバル化人材の育成に繋がる副専攻修
了者並びに履修者数の増が実現される。そして，
PDCA サイクルを準備しつつ，特別プログラムと副専
攻プログラムのカリキュラムを常に見直す体制を
確立する。
(3) 新規の特別副専攻「グローバル」と国際コミュ
ニケーション副専攻プログラムの科目（案）
・登録される科目の分類
1) 入門科目（Q 科目）
2) 海外研修（K 科目）
3) コミュニケーション科目（C 科目）
4) ジャパノロジー科目（J 科目）
5) 国際教養科目（I 科目）
特別副専攻は，特に 1)，2)と 3)を充実させる。
・登録される科目の内容
1) Q 科目：本副専攻の目的・意義，留学の価値と留
学に際して重要な知識・価値観を学ぶ
2) K 科目：海外研修の単位化
3) C 科目：従来から開講されている発展英語や新た
に特別副専攻「グローバル」の学生向けに開講す
る実践英語並びに英語で開講される専門科目の
科目群
4) J 科目：外国人留学生向けの英語での開講科目を
含め，日本の歴史や文化について広く学ぶ
5) I 科目：グローバル化されかつ専門知識豊富な有
意な人材が持つべき「人類が蓄積してきた幅広い
教養」を学ぶ
・登録される科目の講師
1) Q 科目：学内の留学経験者(教員・職員・学生・
OB・OG)と学外で活躍している人材（OB・OG 中心）
2) K 科目：語学担当教員並びに交流の窓口教員
3) C 科目：英語担当教員と英語で専門講義を担当で
きる学部教員（本プロジェクトで採用される教
員，国際交流協定校などからの客員教員，非常勤
講師を含む）
4) J 科目：日本に関する教養科目（ジャパノロジー）
の担当教員（本プロジェクトで採用される教員ま
たは非常勤講師を含む）
5) I 科目：世界の事情を学ぶ科目の担当教員（本プ
ロジェクトで採用される教員または非常勤講師
を含む）
(4) 対象となる部局と学生，プログラムの特徴
1) 特別副専攻「グローバル」は本申請プロジェク
トの中心となる３学部（医学部（120 名）
，工学部
（480 名）
，法学部（180 名）
）の約 30％（約 230
名）の学生を主たる対象とする
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学，政治学，経済学，会計学，電子・情報科学，
統合化学 （日本並びに日本の現状についての
知識を与える副専攻プログラム）
が用意されている。このように，これまでの副専攻
プログラムでも，グローバル化社会の中で必要とな
る，語学，国際教養，そして日本の文化や技術につ
いて学ぶ副専攻プログラムを用意されていたが，国
際社会の中での日本の立ち位置を認識するという
「国際教養の観点」からはまだまだ不十分であっ
た。
そこで今回新たな副専攻プログラムを開設し，そ
の開設科目として国際教養の育成に必要な科目を
網羅できるように計画することとした。
●その他の取り組み
本学におけるダブルディグリー・プログラムは，
主として大学院レベルでの国際交流制度で 10 大学
との協定実績がある。学部生にこれらの制度の存在
を周知することで，学部時代から将来の留学を見据
えて勉学に励む意識を育む効果は十分にある。現在
は，アジア地区を中心に協定を締結し，学生の派遣
と受入を行っている。
インターンシップ科目は，工学部や農学部，経済
学部などを中心に開講されているが，日本国内で
は，外国ほど盛んではなく，学生は職業経験が不足
したまま就職活動を行っているのが現状である。た
だ，協定校との学生の交換を進めることで，留学生
から外国におけるインターンシップの現状を確認
し，刺激を受ける機会は有効である。

2) 新しくスタートする国際コミュニケーション副
専攻プログラムは，人文学部など英語の学力の高
いそして副専攻の履修者が多い学部を含め，他学
部の学生にも聴講を認めるため，履修自体は全学
部生を対象とする
3) グローバル化された社会で活躍が期待されてい
るが現時点では語学を中心とするコミュニケー
ション能力が不足している工学部生への英語の
特別クラスとの相乗効果で，留学を目指す学生が
増加するよう，留学に関する情報，外国人の友人
を作れる環境を構築する
4) プロジェクトの進展と共に参加する学部を増や
し，将来的には本学の全学部の学生を対象とする
5) 大学院生も対象とするが，基本的には学部生を
対象とする
(5) 達成目標
特別副専攻「グローバル」と国際コミュニケーシ
ョン副専攻プログラムの開設は，学生派遣の質的高
度化そして量的拡大のためには是非とも必要なこ
とである。本プロジェクトに参加する部局の学生に
は，英語の集中的な勉学を可能とする科目を開講
し，実際にコミュニケーションに使用できるレベル
の外国語運用能力の獲得を実現する。
そこで，学生の到達目標(評価)としては，以下の
４点を想定している。
・世界各国の文化や制度の比較検討の視点を持ち，
日本の文化や制度を相対化できる見方や知識を持
つこと
・自らの専門分野における知識の国際共通性と地域
の独自性を理解し，さまざまな学習法を理解するこ
と
・コミュニケーションの手段としての（母国語以外
で）２カ国語以上の言語に関する知識を有すること
・各国には多様な価値観が存在することを知り，そ
れらが全て尊重されるべきであることを理解し実
践できること
(6) 履修者数目標
新規の特別副専攻「グローバル」では，平成 28
年度に修了者数 140 名を実現する。
これを受けて，全体として副専攻プログラムの入
門科目聴講者数は，現在の約 200 名から平成 25 年
度に 450 名程度となり，平成 28 年度には 1,000 名
程度を実現する。
副専攻全体の修了者数は，現在の約 50 名から，
効果が出始める平成 27 年に 150 名，最終の平成 28
年度には 200 名を実現する。

26
（大学名：

新潟大学

）（申請区分：特色型）
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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】
●外国人教員の任用状況
平成 24 年５月現在の本学の外国人教員等は５４
名で，全教員数 1,116 名（非常勤含む）での外国人
教員等在籍比率は４．８％である。
●国内外における公募制・任期制の活用
・各組織において，国内外の公募制・任期制等を活
用した研究者選考を行ってきた。
・科学技術振興調整費「自立・競争的環境で育てる
若手研究者育成プログラムにおいて，国際的公募
（
「Nature」にも掲載）により 22 年度には 74 人（う
ち外国人 19 人）の応募があり，優秀な研修者２人
を採用した。
・自然科学系独自のテニュア・トラック制度を構築
し，22 年度は立上げ支援金や年間研究費を用意し，
国内外での公募を行った。応募者 36 名から，２名
の教員を採用した。
●テニュア・トラックポストによる公募制度
平成 21 年度から開始された，同ポストによる公
募制度により，平成 23 年度までに，外国人１人を
含む８人が採用されている。いずれも，高い競争率
からの選考となっているが，すぐれた研究・教育の
推進のために，継続的な制度拡充が必要である。
● 法学部独自での外国人教員の公募
従前，法学部の法政コミュニケーション学科で
は，英米，中国，ドイツ，フランスなど，常時 7 人
の外国人スタッフが専門教育を担当しており，その
採用の大部分は協定校での公募の形式をとり，一部
は，国際公募の形をとって行われていた。
●短期留学プログラムの開始と英語講義の拡大
平成 14 年，短期留学プログラムの開設にともな
い，学内で英語講義の開講が奨励された。その結果，
多寡の違いはあるもののほとんどの部局から，英語
による専門科目が提供され，国際課の事務的統括の
もと，英語による開講科目 40 科目以上をベースに
しながらも，中国語，韓国語の開講科目を含む外国
語による留学生教育システムが構築され運営され
てきた。もっとも，あくまで留学生教育を目的とし
てしたシステムであり，日本人学生との共修には課
題がある。
●法学研究科の英語による修士課程
大学院法学研究科では，平成 14 年(10 月)，英語
による修士課程が開講され，平成 19 年に一旦閉鎖

【本構想における取組】
●外国人教員の任用状況
平成 24 年からの本事業の取組みを含め，５年後
には，110 名を想定し，全教員数比率で５．５％
の外国人教員任用を目指すものである。
●国内外における公募制・任期制の活用
今般の構想においては，これまで以上に外国人教
員の任用を教養教育，外国語教育，専門教育の分野
などで計画しており，広く海外有力校等からの招聘
外国人教員の公募・採用を計画し実施する。
同外国人教員の採用により，海外最先端の教育機
会を提供するとともに，海外のトップ・リーダーの
実際に触れる機会も用意する。
●協定校との教員交換
協定校との教員交換は，効率的であると同時に，
信頼性の高い，外国人スタッフによる開講増加に道
を拓く仕組みである。この仕組みにより，協定校と
の関係を，学生交換，研究交流にとどまらず，事務
スタッフを組み込んだ多角的・重層的なものにする
●外国語による専門講義の開講
英語・初修外国語の実際的運用力の獲得のために
は，学部による専門英語・実践英語等，外国語によ
る専門ディスカッション，専門ライティング等を教
授する講義の開講が不可欠である。こうした外国語
による専門講義の開講は，同時に，留学生を広く獲
得することにもつながり，また，外国人を自然に教
室に呼び込むことにより，日本人学生の多文化体験
にも寄与することになる。こうした理由から，外国
語による専門講義の増加は喫緊の課題である。大学
院現代社会文化研究科では，英語による講義担当者
に研究費の一定の重点配分を行っている。予算の問
題に限らず，さらに強いインセンティブにより，英
語・外国語講義の増加を実現する。
普遍言語としての英語による講義の必要性は極
めて高く，その支援体制として，教員の在外研究制
度の充実，語学力ブラッシュアップの機会の保証な
どの，サポート体制を構築する。
●法学研究科英語修士プログラムの強化
英語修士プログラムを，現状の教員スタッフのま
まで継続することは限界にあり，プログラムに専念
して取り組めるスタッフ，さらに，英語を母語とす
るスタッフ等の配置についても間接的に視野にお
いて連携策を検討する。
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されるまで，5 年間にわたり，英語での学位授与を
行ってきた（JICE プログラム）
。また，法学部では，
それらの科目の開講と併せて，学部学生向けの英語
による専門科目を多数開講した。その後，英語修士
プログラムは，平成 21 年(10 月)から，大学院現代
社会文化研究科において，法政コミュニケーション
専攻の中の英語プログラムとして再開され，10 月入
学のみから 4 月入学に機会を拡げ，また，一般入試
も加味し，小規模ながら今日まで継続している。
●「グローバルサーカス」とダブルディグリープロ
グラム
大学院自然科学研究科では，平成 21 年より，
「グ
ローバルサーカス」プログラムを行っている。その
特別教育プロジェクトには，「リサーチキャンプ」
と「ジョイント講義」がある。リサーチキャンプと
は，学生自身の研究課題にもとづき，外国大学との
研究交流を行うプログラムであり，外国大学の学生
を新潟大学に招聘する場合には，外国語での研究指
導が行われている。ジョイント講義とは，複数の教
員（外国大学および新潟大学の教員）がチームティ
ーチングにより相互に学生の指導を行うプログラ
ムであり，そこでは英語で教育が行なわれている。
また，同研究科では，タイ，バングラデシュ，中
国，台湾，韓国の 11 大学とダブルディグリープロ
グラム協定を締結し，13 名の学生をダブルディグリ
ープログラム学生として受け入れている。平成 24
年３月には，博士前期１名，後期１名がそれぞれ学
位を取得した。
● 国際的ネットワークの構築
工学部では，中国・韓国の大学を中心に「フュー
ジョンテック」のネットワークを形成して，隔年で
国際会議を開催している。
理学部では，台湾，韓国の協定校を中心に
International Congress on Natural Sciences
with Sisterhood Universities を 形成している。部
局各分野からの国際連携についても推進している。
●国際的ネットワークへの参加
学生交流を中心に UMAP（アジア太平洋大学間交
流機構，本学の副学長が理事を務めている。），
NAFSA（北米大学間国際交流会議）
，EAIE（欧州
大学間交流機構），等の年次国際会議には定例的参
加し，国際的大学間連携をすすめている。また，日
露学長会議，北アフリカ学長会議等の特定地域間の
トップ・リーダーによる国際会議体との連携も行っ
ている。

●法学部の実績
法学部では今日まで，10 年以上にわたり，常勤
ポストで北京大学から毎年，准教授を招き，学部
生・院生に中国語での専門講義を提供している。ま
た，9 月の集中講義では，北京大学，仁荷大学より，
講師を招聘し，中国語及び英語，韓国語による専門
講義を学生に提供している。アルバータ大学(カナ
ダ)の講師による集中講義も毎年 9 月に開講されて
いる。アルバータ大学の場合，法学部からも毎年 1
名が集中講義のために派遣されている。
また新たにカナダ：ニューブランズウィック大学で
の研修事業を計画する。
●大学院の英語による特別プログラムの開設
平成 25 年 10 月を想定し，現在以下の６専攻，
研究科に留学生向けの英語による特別コースを開
設する方向で現在準備をすすめている。グローバル
人材育成事業構想は，学部を中心とした構想ではあ
るが，発展的に大学院教育のグローバル化にもリン
クすることをねらいとしたい。
（自然科学研究科：開設プログラム名）
① アジア理学研究教育ネット形成に寄与する研
究者育成プログラム
② ナノ電子光デバイス・バイオセンサー融合研究
による人材育成プログラム
③ 農と食のグローバルエキスパート養成プログ
ラム
（医歯学総合研究科：開設プログラム名）
① 国際口腔医療・保健医療に対応した口腔科学者
育成プログラム
② 先端医科学・先端医療リーダー育成と国際ネッ
トワーク形成のための特別プログラム
③ 国際保健学専門教員育成ための学位プログラ
ム
●国際的ネットワークの構築とその戦略
左記のこれまでの独自の大学間ネットワークの
ほかに，現在，国内関係６大学学術コンソーシアム
の立ち上げを予定しており，同コンソーシアム形式
での欧州エラスムスムンドス計画との連携，東南ア
ジア AUN（ASEAN Universities Network）と
の連携については，早期に連携策を具体化する。
このほか，中国東北アジア，極東ロシア,モンゴ
ル，中央アジアについて，連携を図る。このほか，
２国間ベースの交流ではあるが，メキシコ，スリラ
ンカ，トルコ，ブラジル，サウジアラビア，インド
ネシアなど，新興諸国との学生・研究者交流の動向
を計画的に進展させる予定である。更に，新たな特
定地域間トップ・リーダー会議にも積極的に関与す
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】
●海外大学からの講師招聘による FD など
海外から講師を招いた FD として，近年の例では，
平成 21 年５月２日の第 23 回全学ＦＤ「大学におけ
る基本的教育力の基準枠組み作成の意義と今後の
課題」があり，基調講演として，以下のものが実施
された：「大学教育力の基準枠組みの作成とその意
義」David Baume 氏（PhD FSEDA FHEA）
。
●「基本的教育力の基準枠組み」
「基本的教育力の基準枠組み（理念）」が策定さ
れ，そのもとに，
「大学，学部等の教育理念，目標，
および社会のニーズ等に照らした教育プロセスの
設計」
，
「学生の学習を促進する授業の実践および運
営」
，
「学生の学習や教職員間の学習を尊重したコミ
ュニケーション」
，
「大学教育の専門職業人としての
教育改善・自己開発」の 4 つの基準枠組が作られ，
スタンダードが示されている。なお，教員の教育力
それ自体を評価し，インセンティブ・人事等に反映
することが課題である。
●新潟大学独自の在外研究員制度
平成 23 年９月に，在外研究員制度が設置された。
その実施要項の第１には「本学において優れた教育
職員を支援するため，研究能力の向上に資すること
を目的として，一定期間海外の大学又は研究機関等
で専門分野の調査研究を行う」とされている。３名
の派遣枠で実施期間は 2 カ月以上となっているが，
年度の壁があり，現状では半年を超える派遣には課
題がある。
●頭脳循環プロジェクト（JSPS）
理学部物理学分野では，平成 22 年～24 年間に２
件の採択があり，ドイツの大学・研究所との連携が
進展している。
●教員相互交換のニーズ
協定校が拡大するに伴い，教員の相互交換のニー
ズは高まっている。日本語教育を除けば，派遣先で
の講義の需要は，英語もしくは現地言語（例えば，
中国語，韓国語）によるものであり派遣にも制限が
ある。また，学内業務との調整が必要でニーズがあ
る場合でも，対応は決して簡単ではない。
● 医学部：総合医学教育センター
総合医学教育センターに専任の教員を配置し，教
育の向上のための取組を図っている。センター内に
国際交流部門を設置し，学生の海外の派遣をサポー
トしている。

【本構想における取組】
●グローバル教育統括センターによる全学 FD の開
催
海外からの招聘講師，内外の高等教育の専門家等
により，全学の教員を対象に英語での FD を開催す
る。
●医学部の取組
本プロジェクトに必要な外国人教員の公募；サバ
ティカル制度を活用し，本学教員を海外の大学など
に派遣し，連携を強化し，学生の留学を推進する；
博士大学院講義「共通講義」に英語だけのコースを
充実させ，学部生にも開講する
●法学部の取組
教員が異文化を体験しながら教育・研究能力をあ
げてゆくための環境作り；教員が外国語によるコミ
ュニケーション能力を高めるための研修実施；共同
研究を含めた外国人教員との交流の促進
● 工学部の取組
外国語による専門科目の講義；英語による講義を
開講するための教員海外英語研修の実施
●教育力向上のための方策
グローバル教育力向上のためには，その目標をさ
らに絞った FD の開催が検討されるべきである。教
育力の実際の評価が行われるだけでなく，実際にそ
れが，改善努力に繋がる動機付けを検討する。
●インセンティブの付与
現代社会文化研究科では，英語授業の実施者に対
する予算の配分措置を行い，英語授業の増加を図
り，インセンティブを高めており，他の研究科・学
部においても，インセンティブの付与を検討する。
●独自の在外研究員制度とその運営の充実
本件制度を活用し，平成 24 年度以降も派遣公募
が行われているが，同制度下で段階的な派遣人数の
増加を図り，継続的に海外大学との教員連携を深化
させ，今後の事業連携，教育活動分野での連携拡大
を視野におく。
●頭脳循環プロジェクト（JSPS）
左記事業の継続性から，教員連携と教育活動への
発展的な展開を繋ぐ。
●教員相互交換の必要性
この面でも，協定校との交流の拡大は，安定した
グローバル化の柱にひとつになる。そのため，協定
校との間で，双方のニーズを組織的に吸収・調整し
ていく。
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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】
●「学生派遣の戦略と組織に関する WG」報告書
本学では，国際担当副学長のリーダーシップのも
と，2011 年 4 月，全学の国際交流専門委員会のもと
に，
「学生派遣の戦略と組織に関する WG」が設置さ
れ，国際交流に長年携わってきた教員と国際課を中
心に，６カ月かけて徹底的な洗い出しを行い，10 月
に報告書が提出された。同報告書は，「国際コミュ
ニケーション」や「グローバル人材」の意義と理念，
学生派遣の現状分析，「目に見える変化」と「実現
可能な目標」
，
「長期戦略・組織」などについて包括
的な提言を行った。報告書は，英語・初修外国語を
問わず，外国語運用力を国際化の前提条件として明
示し，2 セメスター程度の留学の大幅な増加を目標
に据えると同時に，身近な准留学として「国際教
養・留学リテラシー副専攻」の開設を主張している。
その際，政策的措置の核は，明らかに外国語教育と
海外短期研修の充実に置かれている。特に海外短期
研修については，実力強化型の語学研修・多文化体
験・就労動機付け・現地学生との交流等の内容を持
ち，単位化されていることはもとより，研修本体だ
けでなく前後のサポート・プログラムを備え，長期
留学・就職への多角的な影響力を持った大学主催に
相応しい厳格なプログラムであることを求めてい
る。また，海外派遣の提言に止まらず，それを実現
すべき制度・執行体制・意思決定システムにまで射
程を向けた点で，この報告書は戦略の名に値する内
容を持った。本申請書における提言のかなりの部分
は，同 WG における半年間の真摯な検討と，その後
の学内議論を踏まえたものである。
●入学時からの留学に向けた動機づけ
入学手続き書類に海外短期研修パンフレットを
同封し，新入生全員に周知している。国際課では全
学向けに，留学説明会を実施しており，今年計３回
の出席者は延べ人数で 150 名だった。学生に対する
個別的なアドヴァイスは，随時，行われている。
学内開催の講演会や，授業科目「賢人会議」「異
文化を考える」等の場で国際的に活躍する人材の体
験談に触れることができる。海外短期研修プログラ

【本構想における取組】
●留学説明会，部局間連携の強化
これまで長期留学についての説明会を開催して
いなかった部局でも，説明会を開催する。また，留
学時期が多様化していることから，留学説明会も，
年に複数回開催する。特に，国際課・国際センター
と部局間の連携を強化し，全学の説明会には各部局
の国際交流担当者も出席することとし，情報のいっ
そう広範な共有化を実現する。
●「新潟 Swing-by」
：留学が留学を呼ぶ
法学部から北京大学に中国法・政治の勉強に留学
する学生数に顕著な実績(延べ 82 人)があるが，経
験者は中国語習得を当初の課題としながら，同大に
おいて英語の普遍性と英語による講義の重要性も
リアル認識する。これと類似の間接効果は，工学部
から仁荷・漢陽大学の事例でも観察されており，東
アジアから世界標準にステップアップする「新潟
Swing-by」をモデル化し学生に選択肢として提示す
る。医学部では英語圏協定校から世界標準への「新
潟 Swing-by」を実践する。
● 実践英語コースの拡大・充実による海外経験の
伝達を強化：
「身近」の役割
特に海外経験を有する，
「身近な」教員の役割は
重要である（実体験に基づく信頼できる情報，学習
状況に即した実現可能な目標設定，語学コンプレッ
クスや挫折とその克服の共有＝励まし）
。各部局の
実践英語コースの拡大・充実は，専門語学教育の強
化であると同時に，担当教員を通じて，留学への意
思を涵養する役割も担う。外国語による講義を通じ
て「身近な」留学生の比率も高くなり，先輩の経験
など「身近な」情報も影響も広がる。実践英語コー
スを海外経験伝達の場として位置づけ，その拡大・
充実を，海外経験伝達の強化の機会として活用す
る。
●海外短期研修及びそのサポート科目の充実
海外短期研修プログラムをさまざまなグローバ
ル人材プログラムの中核に位置づけシステム化す
る。国際コミュニケーション副専攻の仕上げに海外
短期研修を位置づけ，副専攻のその他科目との関係
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ムへの参加は長期留学を志す重大なきっかけとな
っている。北京プログラムでは，近年，参加者の半
分が半年以上の留学に結びつけている。
●単位取得を伴う海外プログラムの開発・実施
国際センターにより，全学部向けのプログラムと
して，５種類の海外短期研修プログラム，工学部に
よってドイツへのサマーセミナー（半数は工学部
生，半数は全学から独語履修生を対象として募集）
が単位化されて実施されている。
医学部では，毎年，４年生５～10 名程度が，海外
の基礎医学研究室に２カ月程度派遣されている。ま
た，６年生が３名程度，臨床実習のためミネソタ大
学などに１～３カ月派遣されている。いずれも派遣
先との間で，単位互換を実施している。
工学部では，「夏の学校」による海外短期研修が
行われる一方，独自の「学生海外派遣制度」にもと
づき学生派遣が行われている。グローバルサーカス

によるダブル・ディグリーの取組も行われている。
●学生の準備・計画作成支援
３カ月をこえる留学の実例として，法学部から北
京大学には 18 年にわたり継続して学生が派遣され
ており（約 80 名）
，窓口教員及び学務係，既派遣学
生・派遣前学生の間の連携により，授業科目・生活
環境等について情報面での計画支援がされている。
●留学情報の収集と提供
留学に必要な情報は，国際課及び学部の担当窓口
で収集・蓄積され，双方の協力のもとに，国際課及
び部局窓口やＨＰで，短期研修の案内や提携校への
派遣留学情報を中心に紹介されている。
●ラーニング・アグリメントと単位認定情報
修得可能な科目，単位認定については，法・工・
医３学部及び他部局の国際交流委員会・学務委員会
に情報とノウ・ハウが蓄積されており，単位認定の
方式などについては，毎年の一般ガイダンスにおい
て情報提供され，修得可能な科目や単位認定の詳細
などについては，留学ガイダンスにおいて周知され
ている。
●留学促進制度
海外短期研修プログラムの充実化を行ってきた
（単位化，共通パンフレット作成，副専攻認定）。
現在，単位化されたプログラムが６科目あり，2011
年度の参加学生は 117 名に及び，前年の 61 名に比
べて著しく増加した。同じ科目につき，レベルの違
う複数のクラスを用意する。
●大学独自の奨学支援
大学独自の奨学支援として，500 万円相当の海外
派遣奨学支援を行っており，支援者数は年間 5～6
名である（長期派遣は月額 6 万円×月数）
。また，
留学生向けの受け入れ奨学支援にも年約 500 万相当
を予算措置している。

性を強化する。また，海外短期研修を３カ月以上の
留学を実現するためのステップとし，両者の「つな
ぎ」となる具体的な科目を増設し，長期留学の窓口
として位置づける。北京サマーセミナーとその参加
前・参加後の対応課目である「留学準備講座」を，
半年以上の留学を促進する語学習得・留学パイロッ
ト・ケースとし，その他の語学についても設計し強
化する。シンガポール・セミナーでも，事前準備講
座が開講されている。工学部のドイツ・セミナーで
もその取組は開始されており，こうした試みにより
PDCA サイクルの強化を支援する。上記セミナーで
すでに実施されている研修報告会もさらに広報効
果を強化する。
●海外短期研修のいっそうの充実
単位化している海外短期研修プログラムについ
ていっそうの充実を図る。派遣先でのプログラムに
ついて，①語学能力向上の数値指標の明確化，②企
業訪問等の活動，③現地学生・第３国学生との交流，
などの面で充実させる外，さらに，④海外短期研修
の教育効果や，⑤研修の３カ月以上留学へ結びつき
や，⑥将来の進路への影響などについて，より精緻
で多角的な追跡調査を行う。
留学準備講座等，参加前・参加後のサポート科目
の充実を図る。
●単位認定の拡大
具体的な学生交換協定がない場合でも，全学部レ
ベルで学術交流協定がある場合，単位認定を行える
ように各部局の体制を整備する。休学による海外語
学研修等についても，上限の設定を検討しつつ，単
位認定に道を拓く。
●初修言語習得から英語学習への動機づけ
中国語の場合，もともと英語が苦手，ということ
が選択動機であるケースもある。しかしながら，漢
字の身近さがきっかけとなって，学習にのめり込ん
でいき，中国語を身につけた結果，英語コンプレッ
クスの克服に繋がる事例は少なくない。
また，工学部を主体としたドイツのマグデブルグ
大学でのプログラムは，もともと専門領域の部分で
は，英語でのコミュニケーションを前提としてお
り，非ネイティブ同志が，英語によりコミュニケー
ションを開始することから，英語が苦手という心理
的な壁を乗り越えるきっかけとなっている。
英語習得が第一に求められる近年の傾向にあっ
て，中国やドイツの海外短期研修プログラムの取組
から明らかになったこうした積極的作用の存在は，
初修外国語教育に特徴的なカリキュラムを持つ本
学の特色であり，留学全体の活性化に活用する。
● 優秀な留学生向けの受入奨学金の設立
優秀な留学生向け受入奨学金を，大学院特別コー
スの 10 月入学者むけに設置すべく検討している。

31
（大学名：

新潟大学

）（申請区分：特色型）

取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう，留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時，災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー，サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。

【これまでの取組】
●留学中から帰国後のサポート(健康・学習管理)
海外短期研修の実施説明会においては，派遣先大
学における保健センターや，大学近辺の医療施設な
どについての情報を丁寧に伝えている（診療時間，
高額な治療費と旅行保険との関係など）。３カ月以
上の留学の場合，さらに周到に説明されている。
1 カ月に一度程度，メールによる連絡を学生に課
し，現地での学習状況の把握に努めている。また，
例えば，北京大学との学生相互派遣では，受け入れ
学生のチューターを本学で担当していた日本人学
生が，次に北京に派遣され，かつての受け入れ学生
が現地での相談役になるという好循環が，交換学生
総数の半数程度では実現されている。
●産業界との連携と就職支援
留学経験が，就職活動時の面接において話題にな
る比率は決して小さくない。海外短期研修での濃厚
な多文化体験が学生に与える教育効果は大きく，企
業側はこの点を見逃してはいない。例えば，シンガ
ポール・スプリング・セミナーでは，三井物産，オ
ムロンなどの現地企業や，APEC 事務局などの訪問を
続けて５年になる。北京サマーセミナー(19 回目)
では，総合商社（丸紅）による企業説明や，JETRO
において中国経済や中国での企業活動のレクチャ
ーを実現し，また，新潟市北京事務所を通じて自治
体の国際活動への認識を深めている。
●緊急時・災害時の学生サポート・リスク管理
すべての海外短期研修では海外旅行保険への加
入が義務づけられている。JCSOS（[特定非営利活動
法人]海外留学生安全対策協議会）の正会員として，
同協議会の緊急事件支援システムに加入し，すべて
の海外短期研修参加者の海外旅行保険に対しサポ
ート措置を講じている。また，同システムにより，
海外緊急事件に関する情報の提供を受け，それを学
内関係者に適宜通報している。年に 1 回程度，同協
議会の依頼で危機管理セミナーを新潟大学で開催
するのに協力し，本学関係者も必ず出席している。
●サポートスタッフ体制
学生派遣地域での緊急事態(例えば 2003 年の中国
での SARS)には学内にノウ・ハウの蓄積があり，当
事者である学生に複数回路で連絡を取り注意喚起
するとともに，同時に部局の責任者に報告する体制
が整っている。

【本構想における取組】
●履修アドバイザー機能：重層的交流の成果
健康管理については，新型ウィルスの登場など，
最新の情報に留意し，常に対処方法更新の方策を検
討する。学生交換だけでなく教員交換が多年にわた
って行われてきた海外の交流大学・部局（本学での
長期・短期の講義担当者が 20 名を超える大学もあ
る）では，教員スタッフによる厚い支援体制が形成
されている。こうした状況は，本学からの派遣学生
にとっては，かけがえのないものであり，いっそう
の活性化を実現する。交流の多角化を図る一方で，
重点的な交流先の確定は重要である。交流先の目先
の拡大に囚われず，学生，研究者，事務スタッフの
３つのレベルにおいて，重層的な交流を行える堅実
な交流パートナーとの関係を優先して強化する。
●情報共有の強化
海外短期研修プログラム経験や３カ月以上の留
学を，就職に結びつけた学生と，留学未経験者との
接点を確保し，海外体験・就職活動など，生き生き
とした情報にダイレクトに接することのできる環
境を用意する。また，就職関連のセミナー等におい
ても，留学そのもの・留学経験と就職活動との接点
ついての紹介を強化する。
●緊急時における指揮系統の体制を徹底
不測の事態に対しての司令塔をいっそう明確に
し，連絡系統と，現場の権限等をいっそう明確化す
る。最重要のものは，危機に際しての記者会見等，
発信責任体制の構築である。その外，年に数回は，
危機管理対応のシミュレーションや実地演習を行
い，ネットワークを常に活性化させておく。危機管
理に関する FD 等も定期的に行う。
情報ソースの多元化，多角化を図り，いっそう広
範囲の情報収集を心がける。また，情報収集範囲が
拡大されただけでは，情報洪水になり混乱が増幅す
るだけであることから，的確な情報司令体制を構築
する。また，教員・職員の海外派遣機会を増加させ，
現地の状況にある程度精通した教員・職員数の増加
を図る。現地メンタリティまでの理解は理想だが，
現場の交通事情といった最低限の現場理解によっ
ても，危機対応能力は飛躍的に向上させることがで
きる。
社会との接点も急速に拡大することが予想され
る。特に，保護者との間で，情報交換の機会を増や
し，相互信頼を醸成する仕組みも構築する。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組
取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより，４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ
ィング）を適切に評価するものとなっているか。
○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。

【これまでの取組】
● 学部入試の現状
学部の入試についてだけ見ると，TOEFL 等は現状
では特に活用されていない。但し，１年次前期学期
末にはすべての学部の学生に対して TOEIC の受験が
課されており，学部教育全体では，大いに活用され
ている。これは，学習の習熟度を測るためであり，
その後の学習方向を導く上で，極めて統一的かつ有
効に活用されている事例である。なお，大学院自然
科学研究科では，入試において TOEFL や TOEIC が活
用され，効果をあげている。英語入試は，現状では，
リーディングを基本に，応分のライティングを組み
込んだ形で行われている。例外として，教育学部の
学校教員養成課程教科教育コース英語教育専修にお
いてのみ，リスニングのテストが行われている。
●留学経験・在外経験等の評価
在外経験等としては，特別入試として，帰国子女
特別入試を全９学部実施している。更に 10 月入学の
帰国子女入試は，人文，法，経済，農学部で実施し
ている。同入試における入学者数は，決して多くは
ないが，法学部，農学部では，ほぼ例年複数名の入
学実積がある。また中国引揚者等子女入試にも，４
学部で対応している。同入試の実施によって，在外
経験等を評価するノウハウは蓄積されている。なお，
直接に留学経験を問うものではないが，推薦入試を
通じて，留学経験が評価され入学を許可された事例
は多数存在する。
●公的語学試験の実施状況
現状では，公的語学試験については，本学での実
施状況は，TOEIC が１年次１学期全員必修で課され
る他には，TOEFL-ITP テストが 1 年に５回実施され
ている。その外，ドイツ語検定及び，中国語検定が
それぞれ，年に３回，本学を会場として実施されて
いる。また，国際センターでは，中国教育部による
中国語能力検定である HSK（漢語水平考試）につい
て，その問題作成・研究機関である北京大学対外漢
語教育学院と共同で，HSK 受験講座が開かれている。
この講座は集中講義の形で行われ，年に１度，２月
に開講されるが，すでに９回実施されている。
公的語学検定のスコアは，英，中，韓，独，仏，
西，露，について，そのスコア・級により特定の科
目について単位認定がされる仕組みが整備され，毎
年多くの認定者を出す形で，実績をあげている。

【本構想における取組】
●TOEFL 等の本学における役割
当面，入試自体においては，TOEFL や TOEIC の活
用が強力に推進される事態は考え難い。もっとも，
こうした客観テストの意義は十分に認知されてお
り，学生教育の節目での達成度を測る尺度として，
いっそう重要な意義を持つべきことは言うまでも
ない。
後述するとおり，英語学習の面での数値目標は，
TOEIC スコア 730 点以上の学生を母数の 10％とする
ことを目指しており，プログラムの実施・評価指標
としてその活用を推進する。
最も活用が期待されるのは，本学において，３カ
月以上留学の窓口となる役割を与えられている海
外短期研修においてである。
本年度 14 回目の実施になるアルバータ大学での
カナダ・サマーセミナーが，本年度より，セミナー
の前後に TOEFL-ITP テスト受験（６月と 10 月）を
義務づけており，学内において，着実にその価値が
認知され，使用度が向上している。今後は，およそ
海外派遣プログラムにおいては，そのすべてで，な
んらかの客観テストによる，現状及び成果測定が要
件となることが期待される。
初修外国語では，本年度で 1994 年以来 18 回実施
の実績を持つ北京サマーセミナーでは，数年前よ
り，海外短期研修プログラムの前後，３回にわたっ
て，中国語検定を母体にした中国語の能力測定試験
を実施することで，事前のクラス分け，今後予想さ
れる伸び幅，そして，実際の上達度などが測定され，
実績を客観的に測定する資料としての役割を果た
してきた。実際，１年次に入学して，留学準備講座
と北京サマーセミナー本体だけで，実質中国語検定
4 級レベルのスコアを記録した学生も出ている。
各種プログラムの実施・評価指標として，公的語
学試験をいっそう活用することが必要である。
●クオーター制による語学教育の導入
本構想で実行する学習プログラムについては，現
行の１５週の授業システムを２つに分割し，多様な
学生のニーズに対応した英語コースを施行するこ
ととする。例えば，英語の４技能の段階的な能力に
応じて，学生が弾力的にコースを学ぶ環境を整備す
る。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など，効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については，構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと，学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し，他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
以下，英語，初修外国語の順に記すこととする。
●習熟度別クラス編成
英語については，入学時試験成績にもとづいて習
熟度別のクラス編成を行っており，効果をあげてい
る。なお，新潟大学の英語入試問題に対する評価の
高さは敢えて強調するまでもない。
●全学教養英語カリキュラムの構成
１年次前期には「アカデミック英語(リーディン
グ)」「アカデミック英語(リスニング)」が定員 40
人で開講されている。１年次の７月には，新入生全
員に TOEIC の受験を義務づけており，その成績を２
学期の習熟度別クラス編成と英語科目編成に反映さ
せている（470 点以上の者には「基礎英語」の単位
認定がなされる。おおよその平均値として 40％程度
がこの数値をクリアしている）
。また，その数値は，
教育効果の分析に用いられ，語学教育へのフィード
バックが図られている。
１年次後期には「アカデミック英語(ライティン
グ)」が開講されているが，ライティングクラスは，
定員が 30 名となっている。40 人定員である他のア
カデミック英語よりもクラス人数が少数になるよう
に制度設計されている(「ライティング」は TOEIC730
点以上で単位認定される)。また，アカデミック英語
についで，2 年次以上には「発展英語」
「応用英語」
が開講されている。
「発展英語」は TOEIC470 点以上の場合は１年生で
も受講可能であり，
「応用英語」は TOEIC730 点以上
の場合に受講可能となっており，TOEIC スコアによ
り客観的に学生の能力を把握するシステムが活用さ
れているとともに，学生にも能力に応じて修学機会
が与えられる制度設計がなされている。730 点以上
のスコアを持つ１年生を含む「応用英語」履修者は
毎年の平均値で 50 人から 60 人程度であり，英語学
習意欲の高い学生の核となるグループを形成してい
る。一般学術目的英語(EGAP)の運用能力育成を目的
とする「アカデミック英語」科目群は学部の専門英
語のための基礎を学習する機会と位置づけられてお
り，外国語による専門の論文作成レベルの英語は，
現状では，学部で開講される英語科目が主にその役
割を果たしている。人文学部の「英語表現セミナー」
はこうした接続科目の成功例である。

【本構想における取組】
以下，英語，初修外国語の順に記す。共通してい
るのは，少人数教育の実現，コミュニケーション能
力の向上，多文化との接点の拡大，目標値の設定等
である。
●少人数クラス編成の実現が最重要
英語の場合，昨年度からのカリキュラム改革の取
組によって，１年生用の「アカデミック英語(リー
ディング)」
「アカデミック英語(リスニング)」のク
ラス定員が 50 人から 40 人に削減されている。当面
の最大の課題は，現状 30 人の「アカデミック英語
(ライティング)」
クラスを 15 人～20 人にすること，
また，現状 40 人の「アカデミック英語(リーディン
グ)」
「アカデミック英語(リスニング)」のクラスを
30 人にすることである。これら３科目について，
いっそうの少人数化を実現することは，
「発展英語」
「応用英語」への間口を拡げ，そのレベル向上を実
現する上で極めて重要である。さらに可能であれ
ば，
「基礎英語」のクラス定員を 30 人に減らすこと
が次の目標となる。こうした少人数化によって，コ
ミュニケーション能力等を彫磨する機会は飛躍的
に向上する。
●達成目標
現在の医学部，工学部，法学部の１学年の入学定
員 1000 名に対し，そのおよそ 10％に，卒業までに，
TOEIC で 730 点以上のスコアを獲得させることを，
事業終了までの目標とする。
教養英語のレベルを超える達成目標については，
何より，各学部が，高度なアカデミック英語の学習
チャンスを用意することで対応する。各学部には，
「アカデミック英語」科目群を継承して学生の英語
力を伸ばす実践専門英語の開講を義務づける。ま
た，年に２回は大規模な英語能力測定試験の受験機
会を提供し，一定スコア以上の高得点の者，また，
著しく強い熱意を持つ者を選抜し，集中クラスを開
講し，トレーニングの機会を提供する。
全学教養科目の英語教育は，部局の専門教育にお
いて，その完成形態を目指すというモデルがここで
は想定されている。英語に限らず，外国語で開講さ
れる専門科目には，留学生も数多く履修する。これ
をすることにより，外国人・日本人学生のインフォ
ーマルな交流も可能となる。

34
（大学名：

新潟大学

）（申請区分：特色型）

●医学部の実績
医学部では，毎年，４年生５～10 名程度が，海外
の基礎医学研究室に２カ月程度派遣されている。ま
た，６年生が３名程度，臨床実習のためミネソタ大
学などに１～３カ月派遣されている。いずれも派遣
先との間で，単位互換を実施している。
●工学部の実績
一年生に対して必修科目として e-Learning シス
テムを活用した「技術英語入門」を開講；e-Learning
システム「技術英語」を活用した専門的英語教育の
実施；大学院自然科学研究科での「海外研修」
，
「海
外語学研修」の開講；前記２科目に学部生の聴講可
能を認める；
「海外語学研修」は米国の指定された大
学で行われるものだけを単位認定する。
●法学部の実績
外国法研究基礎（外国人教員の講義を含む）の開
講；学生交換協定校への学生の派遣；英語による専
門科目の開講；SSSV 講義の開講
●初修外国語・新潟大学方式の実践
(20 頁，25 頁参照)
●海外短期研修から留学への体系的システム
初修外国語では，中国語が特徴ある取組を行って
いる。まず，清華大学と協力して「北京サマーセミ
ナー」が開講されており，その準備科目として，
「留
学準備講座」３科目が開講されている。また，２学
期にはサマーセミナーのフォローアップとして，２
科目が開講されている。これらを受けて，北京大学
対外漢語教育学院から派遣された中国人スタッフに
よって開講される「HSK 受験講座」２科目が集中講
義の形で２月に開講されており，新潟にいながらに
してマンダリンによる海外短期研修を体験すること
なる。このように，留学準備講座５科目は，サマー
セミナー本体及び，HSK 受験講座と連携し，中国留
学のための体系的な留学前準備教育体制を形成して
いる。この学部横断的なプログラムでは，延べ参加
者 327 名のうち，３分の１を超える 112 名が実際に
北京大学・清華大学に留学を実現させている。法学
部では，法学・政治学の中国人教員により，専門中
国語の講義が，学期ごとに３科目開講されており，
他学部にも開放されている。
マグデブルグ大学海外短期研修には，外国語であ
る英語によって，専門をつうじて異文化交流を行う
メリットがあるが，学生のニーズに合わせたドイツ
語学修のプログラムも充実させている。３カ月以上
の留学に繋がるケースも見られるが，さらに６カ月
以上の留学への窓口となることが期待される。
●FL-SALC ミニ（英語学習支援スペース）
なお，
「FL-SALC ミニ」が講義を超えるニーズに応
えるべく設置され，留学生の活用を図っている。

●医学部の取組
４年生の基礎医学研究室への２カ月留学は 15 名
以上，６年生の臨床実験は５～６名への拡大を目標
とする；２から６年生までが，放課後英語に親しむ
ことができる「英会話サロン」をネイティブスピー
カーを迎えて設置する；大学院講義のうち，英語に
よる講演が行われているものに学生が参加し，発表
や会話に親しむ仕組みを構築する；在学中に USMLE
Step１,２合格を目指した一貫教育;１年生の専門
医学英語コースと TOEFL コース;２～３年生の
USMLE の Step1 合格を目指すセミナー;４～５年生
の USMLE の Step2CK 合格を目指すセミナー;６年生
には Step2CS 合格を目指すセミナー
●工学部の取組
ネイティブスピーカーによる論文作成講座開
講：
「夏の学校」
（４年次，大学院生）
：継続実施と
それに併せて英語による授業数（専門科目）の拡
大；e-Learning 科目「技術英語」
（必修）の拡大：
開講コマ数と受講対象学年を各々15 コマ，２〜３
年次とする。TOEIC 730 点以上取得者を増やす；
「国
際発表」
（4 年次，大学院生）
：スマート・ドミトリ
ー登録学生以外にも開講し，英語による研究発表・
討論の場を増やす
●法学部の目標
学生に対し外国語能力を向上させる集中講義の
開講（能力別クラス設定；学年指定の解除）
：協定
校からの外国人教員による講義の開講；比較法を主
とした外国法文化に関する講義の開講，英語特別研
修を受けた教員を含む教員による英語による専門
科目の開講数の増加
●東アジアと中国語の役割
東アジアのゲートウェイに位置する本学では，中
国語の必要性は高い。留学経験者の数をさらに増や
し，中国語検定２級或いは HSK４級合格以上のコミ
ュニケーション能力を，履修者の 10％以上とする。
●「在学中ギャップイヤー」
医学部の１年次後期には，
「在学中ギャップイヤ
ー」を設ける余地がある。他部局でも，早期就職内
定者に対しても取組みを探る。
●FL-SALC ミニ（英語学習支援スペース）
「FL-SALC ミニ」については，講義で拾いきれな
いニーズを吸収するとともに，授業科目の再活性化
にともない，異文化体験スペースとしての機能を強
めていくことが期待される。まずは，利用頻度等の
基礎的ニーズの数値化を図り，ニーズを先取りした
機能進化を遂行する。
●課外での自主学習環境の整備
新設の中央図書館等を利用し，英語の自主学習環
境を整備する。また，留学生をチューターとして活
用する。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

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

【本構想における取組】
●全学的な推進体制
新たに設置する「グローバル教育統括センター」は，本事業構想の中核となる事業実施母体として，学
長を最高責任者とし，直下の実施責任者として「教育・学生支援機構」の機構長を兼務する教育担当理事
がその指揮を執る。組織発足と事業運営に際し，新たなグローバル教育統括センター長がこれを掌理する。
センターには，約 10 名～20 名程度の教員集団を配置するとともに，事務担当を配置する。グローバル教
育統括センターは，本事業で計画するプログラム（実践語学教育支援，特別副専攻事業，留学アドバイジ
ング，産学グローバルリーダーセミナー，グローバルキャリアサポート等）の運営全般について，関連実
施部局，教育・学生支援機構所属の教育支援センター，国際戦略企画室所属の国際センター，事務部門（国
際課・教務課等）とともに連携して推進する。事業の運営に際し，上記関係部局の代表で構成される「事
業運営委員会」を設置する。
なお，教育・学生支援機構には，教育支援センターの他に，入学センター，学生支援センター，キャリ
アセンター，大学教育機能開発センター，全学教職センターの５組織があり，学生の入学から卒業・修了
までの学びを一体的に支援していることから，関連事業の実行にあたり，各センター組織とも緊密な連携
を図る。

●アドバイザリーボードと事業の評価
構想の達成状況を定期的に評価し，改善を図るために民間企業代表や学外有識者を含めた「アドバイザ
リーボード」を設置し，実施事業の定期的な点検・改善・評価をすすめる。
（
（PDCA サイクル評価）
また，学生の側からの学修評価は，有効な改善指標となるため，事業毎の定期的な学生アンケートを実
施する。
新潟大学学士力アセスメントシステム等により，対象学部の学生に対する達成度評価も実施する。
本件構想期間中には，毎年全学的なシンポジウムを開催し，事業の全学波及の可能性を確認する。
関係教員による FD・SD 研修会（例えば，英語による授業実践）を開催し，事業の取組み事例の研究を
通じて，教職員の教育力向上を図る。
これらの研修会で得られた，知見については他大学にもオープンにし，本学からの情報発信を行う。

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。

●成果の公表と普及
取組みを通じて得られた成果について，専用のホームページを開設して情報公開を行う。また，英語で
のホームページ整備・情報公開も行い対外情報発信に努める。参加部局毎の取組みについて，学内では，
定期報告会を行うとともに，取組みの全学的な普及を図る。全学の国際化に関しては，FD/SD 研修会を定
期的に開催し，授業方法の改善，教職員資質の向上を図る。
●学内普及び国内大学のグローバル化への貢献
毎年，
「グローバル人材育成に関する全学シンポジウム」を開催し，全学的な意識啓発を行う。また，
同シンポジウムには，各界のグローバルリーダーや産業界の代表による参加を得て，大学と産業界のグロ
ーバル人材ニーズの共有化を図る場としたい。更に，新潟大学では，新潟県内の全２５大学が加盟する「高
等教育コンソーシアムにいがた」の事務局を兼務しており，本件取組みについても，県内他大学への普及
を図るとともに，各都道府県を網羅するコンソーシアムの全国ネットワークなどを通じて，優れた取組み
を全国に普及することが十分可能である。また，入試説明会，大学説明会，キャリア説明会等，様々なチ
ャネルを活用して，本件事業の取組み成果を報告する。
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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】
（１）本構想については，全学の国際戦略を担当する国際戦略企画室において，その実施方針策定，各
部局間の連絡調整を行った。３月中旬から毎週２回程度の約 20 回以上の準備会合を開き，これまでの，
長年にわたる本学の教育改革の基礎のうえに，中期・長期を視野においた本学のグローバル化戦略につ
いて議論した。
（２）特に，学長，理事，担当副学長，教育・学生支援機構の担当教員，全学国際交流委員会，国際戦
略企画室下の国際センター等の主要メンバー間において，グローバル化時代の大学教育と人材育成の観
点から，入試制度や学部編成の在り方，学士課程教育の国際化プログラム，外国語教育の振興，海外留
学の振興策，国内外インターンシップ，グローバル化時代における就業支援等について，幅広い議論を
進めた。平成２４年度後半から，以下の諸事業について年度計画で順次事業展開する。
【平成２４年度】
① 教員・職員の公募
② グローバル教育統括センター（仮称）の開設準備。遠隔講義システム等整備
③ ２４年度後期開設（試行）
：学生選抜による実践英語クラスの開設
④ ２５年度開設：グローバル人材育成のための「特別副専攻」プログラム設計と開設準備。
⑤ ２５年度開設：学部専門分野の英語による特別授業開設のための授業計画と試行。
海外招聘教員等の公募。
⑥ ２５年度初修外国語強化のためのプログラム開発。
⑦ ２５年度の長期留学，海外協定校連携，海外プログラム調査。
⑧ ２５年度の国内外インターンシップ事業のための企業連携開発。
⑨ 日本人教職員の海外研修事業計画，FD 活動支援。グローバルセミナー等開催。
⑩ 国際情報発信機能の強化
【平成２５年度】
① ２４年度の事業評価・アドバイザリーボード会議。教員・職員公募。
② 学生選抜による実践英語クラスの運営。
③ グローバル人材育成のための「特別副専攻」運営。
④ 学部専門分野の英語による特別授業運営。海外招聘教員等の公募。
⑤ 初修外国語強化のためのプログラム運営。
⑥ 長期留学，海外協定校連携，海外プログラム調査。
⑦ 国内外インターンシップ事業のための企業連携開発。
⑧ 日本人教職員の海外研修事業支援，FD 活動支援，グローバルセミナー，全学シンポジウム。
⑨ 国際情報発信機能の強化・運営
⑩ グローバル教育統括センター（仮称）運営。
【平成２６年度】
① ２５年度の事業評価・アドバイザリーボード会議。教員・職員公募
② 学生選抜による実践英語クラスの運営
③ グローバル人材育成のための「特別副専攻」運営。
④ 学部専門分野の英語による特別授業の運営。海外招聘教員の公募。
⑤ 初修外国語強化のためのプログラム運営
⑥ 長期留学，海外協定校連携，海外プログラム調査。
⑦ 国内外インターンシップ事業のための企業連携開発。
⑧ 日本人教職員の海外研修事業支援，FD 活動支援，グローバルセミナー，全学シンポジウム。
⑨ 国際情報発信機能の強化（多言語化）
・運営
⑩ グローバル教育統括センター（仮称）運営。中間評価。
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【平成２７年度】
① ２６年度の事業評価・アドバイザリーボード会議。教員・職員公募
② 学生選抜による実践英語クラスの運営
③ グローバル人材育成のための「特別副専攻」運営。
④ 学部専門分野の英語による特別授業の運営。海外招聘教員の公募。
⑤ 初修外国語強化のためのプログラム運営
⑥ 長期留学，海外協定校連携，海外プログラム調査。
⑦ 国内外インターンシップ事業のための企業連携開発。
⑧ 日本人教職員の海外研修事業支援，FD 活動支援，グローバルセミナー，全学シンポジウム。
⑨ 国際情報発信機能の強化（多言語化）
・運営
⑩ グローバル教育統括センター（仮称）運営。
【平成２８年度】
① ２７年度の事業評価・アドバイザリーボード会議。教員・職員公募
② 学生選抜による実践英語クラスの運営
③ グローバル人材育成のための「特別副専攻」運営。
④ 学部専門分野の英語による特別授業の運営。海外招聘教員の公募。
⑤ 初修外国語強化のためのプログラム運営
⑥ 長期留学，海外協定校連携，海外プログラム調査。
⑦ 国内外インターンシップ事業のための企業連携開発。
⑧ 日本人教職員の海外研修事業支援，FD 活動支援，グローバルセミナー，全学シンポジウム。
⑨ 国際情報発信機能の強化（多言語化）
・運営
⑩ グローバル教育統括センター（仮称）運営。
⑪ ２８年度の事業評価。全期間の事業評価。
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
財政支援期間終了時には，グローバル人材を育成するための多様な教育基盤が整備され，これまでの本
学の教育改革の取り組みのうえに国際的視座からの教育の質保証システムが整備される。事業終了後も引
き続き，整備した教育システムの改善に努め，今後，さらに進展することが予想されるグローバル化の潮
流に対応した人材育成に努める。
① 学生選抜英語コースについては，外国語力スタンダードの定着により，通常授業での向上策と段階的
向上策を併用しながら，強化，改善策を維持する。
② 専門分野に関する英語講義については，日本人教員の FD も図りながら，一定数の外国人教員を確保
し授業を維持する。
③ 初修外国語の教育システムについては，現有教員と授業システムの合理化をはかり，現行システムで
吸収する。
④ 特別副専攻「グローバル」については，国際カリキュラムのニーズを見極め，定着を図る。
⑤ 海外交流協定校との連携については，事業期間中の拡大整備を念頭に中長期における実質的交流を目
指す。
⑥ 国際展開企業等との連携については，事業期間中の拡大整備を念頭に安定的な連携，実質化を図る。
⑦ 本事業により雇用された教員については，事業評価をすすめる中で雇用の継続，又は組替えを検討す
る。本事業により雇用された事務局職員については，事業評価をすすめる中で基本的に大学の事務組
織等に組み替える。またグローバル人材育成事業の成果と評価を加えたうえで，終了後の新たな戦略
を策定する。

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】
本事業では，大きな物品費を積算していないが，事業終了後の物品の取扱いについては，諸規定に従い
対処する。

【人件費・謝金】
本事業で雇用した教員，職員については，総合的な事業評価をすすめたうえで，継続雇用の有無を個別
に判断する。学内継続措置の負担を検討しつつ，効果的な事業の継続に努める。

【旅費】
事業終了後，教育プログラム全体を再点検し，必要なプログラムについては，再編継続する。
事業継続のために必要な海外旅費は，大学において負担する。

【その他】
会議費等は大学内の会場を活用するなどし，経費の合理化で対応する。
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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 分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

23,300
8,000
8,000
15,300
9,000
3,000
3,000
300
49,440
37,500
8,000
6,000
12,000
4,000
7,500
11,940
6,000
1,800
1,800
2,340
31,300
16,000
1,600
3,000
7,200
2,400
200
900

300

23,600
8,000
8,000
15,600
9,000
3,000
3,000
600
58,440
45,500
8,000
6,000
12,000
6,000
13,500
12,940
6,000
1,800
1,800
3,340
35,300
16,000
1,600
3,000
10,200
3,400
200
900

［物品費］
①設備備品費
・学内遠隔講義システム@2,000千円×４式
②消耗品費
・外国図書教材購入費@1,000×９部局
・プロジェクト推進室消耗品10人×＠300千円
・学生授業用PC30台×＠100千円
・リース複写機維持費（半期）
［人件費・謝金］
①人件費
・特任准教授 2人×＠4,000千円（半期）
・特任助教 2人×＠3,000千円（半期）
・外国人招聘講師 6人×＠2,000千円（半期）
・特任専門職員 ２人×＠2,000千円（半期）
・事務補佐員 5人×＠1,500千円(半期）
②謝金
・非常勤講師英語10人×＠600千円（半期）
・非常勤講師：中韓露３人×＠600千円（半期）
・特別セミナー６回×＠100千円×３分野
・TA/RA経費 13人×＠30×６ヶ月
［旅費］
・教職員海外連携調査旅費40人×＠400千円
・教職員国内連携調査旅費40人×＠40千円
・外国人講師招聘旅費6人×＠500千円
・教員海外研修旅費9人×＠800千円
・職員海外研修旅費４人×＠600千円
職員海外研修旅費４人×＠600千円
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ招聘旅費5人×＠40千円
・特別セミナー旅費６回×＠50千円×３分野
・
［その他］
①外注費
・ホームページ作成費用一式
・ホームページ英文委託費
・学内文書、教材等英文委託費
②印刷製本費
・事業案内制作費2500部
・教材印刷費15種×＠200千円
・成果報告書
③会議費
・アドバイザーリーボード（借料、会議費等）
・
・
④通信運搬費
・協定校留学フェア資料（北米・欧州・アジア）
・中国留学フェア資料運搬
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・留学フェアブース借料３ヶ所×＠200
・

平成２４年度

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

合計

300

300
9,000
8,000

2,000
6,000
1,000

1,000
4,000

3,000
1,000

15,600
9,000
3,000
3,000
3,000
4,500
1,000
3,000
500
300
300

15,600
9,000
3,000
3,000
3,000
4,500
1,000
3,000
500
300
300

1,200
900
300

1,200
900
300

600
600

600
600

119,640

13,300

該当ページ

P19,23行目(様式1①)
P19,18行目(様式1①)

P36,1行目(様式6①)
P19,12行目(様式1①)

P36,1行目(様式6①)

P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P31,14行目(様式4①)

P36,1行目(様式6①)
P19,16行目(様式1①)
P19,25行目(様式1①)

P27,6行目(様式3①)
P35,47行目(様式5②)
P22,16行目(様式1③)
P22,18行目(様式1③)
P27,20行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P36,16行目(様式6①)

P25,43行目(様式2)

P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)
P36,31行目(様式6②)

P36,1行目(様式6①)
P36,31行目(様式6②)
P36,16行目(様式6②)

P22,12行目(様式1③)
P22,12行目(様式1③)

P22,12行目(様式1③)

132,940

（大学名： 新潟大学 ）（申請区分： 特色型 ）
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（前ページの続き）
＜平成２5年度＞

(単位：千円)
補助金申請額
(①)

経 費 区 分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・リース複写機維持費
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任准教授 2人×＠8,000千円
・特任助教 2人×@6,000千円
・外国人招聘講師 6人×＠4,000千円
・特任専門職員 2人×＠4,000千円
・事務補佐員 5人×＠3,000千円
②謝金
・非常勤講師英語10人×＠1,200千円（通年）
・非常勤講師：中韓露３人×＠1,200千円
・特別セミナー等10回×＠100千円
・RA/TA経費
［旅費］
・教職員海外連携調査旅費20人×＠400千円
・教職員国内連携調査旅費40人×＠40千円
・外国人講師招聘旅費6人×＠500千円
・教員海外研修旅費6人×＠800千円
・職員海外研修旅費4人×＠600千円
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ招聘旅費5人×＠40千円
・特別セミナー旅費10回×＠50千円
・
［その他］
①外注費
・ホームページ英文維持経費
・学内文書・教材等英文化委託費
・
②印刷製本費
・事業案内制作費2500部
・教材印刷費10種×＠200千円
・成果報告書
③会議費
・アドバイザーリーボード（借料、会議費等）
・全学シンポジウム開催会議費等一式
・
④通信運搬費
・協定校留学フェア（北米・欧州・アジア）
・中国留学フェア資料運搬
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

平成２５年度

91,600
75,000
16,000
12,000
24,000
8,000
15,000
16,600
12,000
3,600
1,000
20,500
8,000
1,600
3,000
4,800
2,400
200
500

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

600

600

600
600

600
600

17,000
16,000

108,600
91,000
16,000
12,000
24,000
12,000
27,000
17,600
12,000
3,600
1,000
1,000
24,500
8,000
1,600
3,000
7,800
3,400
200
500

4,000
12,000
1,000

1,000
4,000

3,000
1,000

7,900
7
900
2,000
1,000
1,000

7 900
7,900
2,000
1,000
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

1,200
900
300

1,200
900
300

120,000

21,600

該当ページ

P36,1行目(様式6①)

P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P31,14行目(様式4①)

P36,1行目(様式6①)
P19,16行目(様式1①)
P19,25行目(様式1①)

P27,6行目(様式3①)
P35,47行目(様式5②)
P22,16行目(様式1③)
P22,18行目(様式1③)
P27,20行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P36,16行目(様式6①)

P25,43行目(様式2)

P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)

P36,31行目(様式6②)

P36,1行目(様式6①)
P36,31行目(様式6②)
P36,16行目(様式6②)
P36,31行目(様式6②)

P22,12行目(様式1③)
P22,12行目(様式1③)

141,600

（大学名： 新潟大学 ）（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）
補助金申請額
(①)

経 費 区 分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・リース複写機維持費
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任准教授 2人×＠8,000千円
・特任助教 2人×@6,000千円
・外国人招聘講師 6人×＠4,000千円
・特任専門職員 2人×＠4,000千円
・事務補佐員 5人×＠3,000千円
②謝金
・非常勤講師英語10人×＠1,200千円（通年）
・非常勤講師：中韓露３人×＠1,200千円
・特別セミナー等10回×＠100千円
・RA/TA経費
［旅費］
・教職員海外連携調査旅費20人×＠400千円
・教職員国内連携調査旅費40人×＠40千円
・外国人講師招聘旅費6人×＠500千円
・教員海外研修旅費6人×＠800千円
・職員海外研修旅費4人×＠600千円
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ招聘旅費５人×＠40千円
・特別セミナー旅費10回×＠50千円
・
［その他］
①外注費
・ホームページ英文維持経費
・学内文書・教材等英文化委託費
・
②印刷製本費
・事業案内制作費2500部
・教材印刷費10種×＠200千円
・成果報告書
③会議費
・アドバイザーリーボード（借料、会議費等）
・全学シンポジウム開催会議費等一式
・
④通信運搬費
・協定校留学フェア（北米・欧州・アジア）
・中国留学フェア資料運搬
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

平成２6年度

91,600
75,000
16,000
12,000
24,000
8,000
15,000
16,600
12,000
3,600
1,000
20,500
8,000
1,600
3,000
4,800
2,400
200
500

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

600

600

600
600

600
600

17,000
16,000

108,600
91,000
16,000
12,000
24,000
12,000
27,000
17,600
12,000
3,600
1,000
1,000
24,500
8,000
1,600
3,000
7,800
3,400
200
500

4,000
12,000
1,000

1,000
4,000

3,000
1,000

7,900
7
900
2,000
1,000
1,000

7 900
7,900
2,000
1,000
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

1,200
900
300

1,200
900
300

120,000

21,600

該当ページ

P36,1行目(様式6①)

P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P31,14行目(様式4①)

P36,1行目(様式6①)
P19,16行目(様式1①)
P19,25行目(様式1①)

P27,6行目(様式3①)
P35,47行目(様式5②)
P22,16行目(様式1③)
P22,18行目(様式1③)
P27,20行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P36,16行目(様式6①)

P25,43行目(様式2)

P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)

P36,31行目(様式6②)

P36,1行目(様式6①)
P36,31行目(様式6②)
P36,16行目(様式6②)
P36,31行目(様式6②)

P22,12行目(様式1③)
P22,12行目(様式1③)

141,600

（大学名： 新潟大学 ）（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）
補助金申請額
(①)

経 費 区 分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・リース複写機維持費
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任准教授 2人×＠8,000千円
・特任助教 2人×@6,000千円
・外国人招聘講師 6人×＠4,000千円
・特任専門職員 2人×＠4,000千円
・事務補佐員 5人×＠3,000千円
②謝金
・非常勤講師英語10人×＠1,200千円（通年）
・非常勤講師：中韓露３人×＠1,200千円
・特別セミナー等10回×＠100千円
・RA/TA経費
［旅費］
・教職員海外連携調査旅費20人×＠400千円
・教職員国内連携調査旅費40人×＠40千円
・外国人講師招聘旅費6人×＠500千円
・教員海外研修旅費6人×＠800千円
・職員海外研修旅費4人×＠600千円
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ招聘旅費５人×＠40千円
・特別セミナー旅費10回×＠50千円
・
［その他］
①外注費
・ホームページ英文維持経費
・学内文書・教材等英文化委託費
・
②印刷製本費
・事業案内制作費2500部
・教材印刷費10種×＠200千円
・成果報告書
③会議費
・アドバイザーリーボード（借料、会議費等）
・全学シンポジウム開催会議費等一式
・
④通信運搬費
・協定校留学フェア（北米・欧州・アジア）
・中国留学フェア資料運搬
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

平成２7年度

91,600
75,000
16,000
12,000
24,000
8,000
15,000
16,600
12,000
3,600
1,000
20,500
8,000
1,600
3,000
4,800
2,400
200
500

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

600

600

600
600

600
600

17,000
16,000

108,600
91,000
16,000
12,000
24,000
12,000
27,000
17,600
12,000
3,600
1,000
1,000
24,500
8,000
1,600
3,000
7,800
3,400
200
500

4,000
12,000
1,000

1,000
4,000

3,000
1,000

7,900
7
900
2,000
1,000
1,000

7 900
7,900
2,000
1,000
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

1,200
900
300

1,200
900
300

120,000

21,600

該当ページ

P36,1行目(様式6①)

P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P31,14行目(様式4①)

P36,1行目(様式6①)
P19,16行目(様式1①)
P19,25行目(様式1①)

P27,6行目(様式3①)
P35,47行目(様式5②)
P22,16行目(様式1③)
P22,18行目(様式1③)
P27,20行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P36,16行目(様式6①)

P25,43行目(様式2)

P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)

P36,31行目(様式6②)

P36,1行目(様式6①)
P36,31行目(様式6②)
P36,16行目(様式6②)
P36,31行目(様式6②)

P22,12行目(様式1③)
P22,12行目(様式1③)

141,600

（大学名： 新潟大学 ）（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）
補助金申請額
(①)

経 費 区 分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・リース複写機維持費
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・特任准教授 2人×＠8,000千円
・特任助教 2人×@6,000千円
・外国人招聘講師 6人×＠4,000千円
・特任専門職員 2人×＠4,000千円
・事務補佐員 5人×＠3,000千円
②謝金
・非常勤講師英語10人×＠1,200千円（通年）
・非常勤講師：中韓露３人×＠1,200千円
・特別セミナー等10回×＠100千円
・RA/TA経費
［旅費］
・教職員海外連携調査旅費20人×＠400千円
・教職員国内連携調査旅費40人×＠40千円
・外国人講師招聘旅費6人×＠500千円
・教員海外研修旅費6人×＠800千円
・職員海外研修旅費4人×＠600千円
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ招聘旅費５人×＠40千円
・特別セミナー旅費10回×＠50千円
・
［その他］
①外注費
・ホームページ英文維持経費
・学内文書・教材等英文化委託費
・
②印刷製本費
・事業案内制作費2500部
・教材印刷費10種×＠200千円
・成果報告書
③会議費
・アドバイザーリーボード（借料、会議費等）
・全学シンポジウム開催会議費等一式
・
④通信運搬費
・協定校留学フェア（北米・欧州・アジア）
・中国留学フェア資料運搬
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

平成２8年度

91,600
75,000
16,000
12,000
24,000
8,000
15,000
16,600
12,000
3,600
1,000
20,500
8,000
1,600
3,000
4,800
2,400
200
500

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

600

600

600
600

600
600

17,000
16,000

108,600
91,000
16,000
12,000
24,000
12,000
27,000
17,600
12,000
3,600
1,000
1,000
24,500
8,000
1,600
3,000
7,800
3,400
200
500

4,000
12,000
1,000

1,000
4,000

3,000
1,000

7,900
7
900
2,000
1,000
1,000

7 900
7,900
2,000
1,000
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

3,500
1,000
2,000
500
1,200
200
1,000

1,200
900
300

1,200
900
300

120,000

21,600

該当ページ

P36,1行目(様式6①)

P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P36,1行目(様式6①)
P31,14行目(様式4①)

P36,1行目(様式6①)
P19,16行目(様式1①)
P19,25行目(様式1①)

P27,6行目(様式3①)
P35,47行目(様式5②)
P22,16行目(様式1③)
P22,18行目(様式1③)
P27,20行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P27,14行目(様式3①)
P36,16行目(様式6①)

P25,43行目(様式2)

P36,26行目(様式6②)
P36,26行目(様式6②)

P36,31行目(様式6②)

P36,1行目(様式6①)
P36,31行目(様式6②)
P36,16行目(様式6②)
P36,31行目(様式6②)

P22,12行目(様式1③)
P22,12行目(様式1③)

141,600

（大学名： 新潟大学 ）（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。

①組織的若手研究者等海外派遣プログラム
新潟大学歯学部で平成２２年度に「口腔保健医療に対応した若手人材育成プログラム」として
採択された。多国・多機関ネットワークを駆使した歯科医学に関する基盤的臨床・基礎研究の推
進と研究者育成、および口腔疾患の総合的解明と予防法の開発を担う人材の育成を目的とする。
本事業は今回公募事業との関連性は少ないが、研究者同士の交流から培われたネットワークによ
る相乗効果が期待できる。
②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
・素粒子の世代構造と新しい対称性の探求
平成22年度に新潟大学理学部にて採択を受けた事業。素粒子研究を専門とする若手研究者を海
外の研究機関に派遣し、国際的な研究ネットワーク形成を目指している。今回公募事業との関連
性は少ないが、特定専門分野における研究者の共同研究推進を通じて形成された人脈が、今回公
募事業の遂行に与える相乗効果が見込まれる。
・超音波計測による強相関量子系物理の国際共同研究
平成22年度に新潟大学自然科学研究科にて採択を受けた事業。超音波実験を駆使した強相関物理
に焦点をあて、ドイツ・ドレスデン強磁場研究所（HLD）との国際共同研究を推進するととも
に、国際的な若手人材の育成を図ることで、将来の世界的超音波物理研究拠点の構築のための基
礎を築くことを目的とする。今回公募事業との関連性は少ないが、研究者の人脈形成および将来
的な研究拠点形成がもたらす相乗効果が期待される。
・最先端医歯学の融合による口腔－全身問題の解決を目指す若手研究者養成プログラム
平成22年度に新潟大学歯学部にて採択を受けた事業。海外の研究機関と強固な協力関係を築き、
有能な若手研究者のインキュベーションの場として活用するとともに、最先端の知識・技術を獲
得し、それらの還流をするとともに、国際共同研究の架け橋となる人材を養成することを目的と
している。今回公募事業との関連性は少ないが、研究者の海外人脈形成が学生の海外志向に与え
今
募事業と 関連性 少な が 研究者 海外 脈形成が学生 海外志向 与え
る影響は少なくない。
・生検試料のマイクロプロテオミクス研究基盤の確立による疾患の病因・病態の解明
平成23年度に新潟大学医歯学総合研究科にて採択を受けた事業。標記テーマの研究で世界を
リードする海外の研究室に若手研究者を派遣して国際共同研究を推進し、それによって国際的
ネットワークの形成・継承を図ると共に、新潟大学にマイクロプロテオミクス研究の世界的研究
拠点を作ることを目的とする。本事業は今回公募事業との関連性は少ないものの、特定専門分野
における研究者の人脈形成、および研究拠点を作り上げることで学生への好影響が期待できる。
③二国間共同研究
・歯の発生と再生過程におけるウイント(Wnt)シグナルの役割
平成23年度に新潟大学歯学部にて採択を受けた事業。標題のテーマについて、韓国の研究者と
共同研究を進めている。本事業は韓国との二国間交流に止まるため、今回公募事業との関連性は
少ないが、韓国との交流促進に与える影響は少なくない。
・３αホイル状態と少数多体連続状態の分析
平成22年度に新潟大学情報基盤センターにて採択を受けた事業。標題のテーマについて、ベル
ギーの研究者と共同研究を進めている。本事業はベルギーとの二国間交流に止まるため、今回公
募事業との関連性は少ないが、研究者同士の交流が生み出す成果が学生のグローバル化に与える
影響は少なくない。

（大学名：新潟大学）（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

平成 27 年度

人
人

平成 28 年度

人
人
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（大学名：新潟大学

）
（申請区分：特色型）

人
人

