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申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
事業規模

７．本事業経費

24年度

25年度

26年度

120,000千円

27年度

28年度

136,930 152,180 146,085 143,774 147,843

合

計

726,812

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

補助金申請額 105,943 104,159

98,064

95,753

99,822

503,741

大学負担額 30,987

48,021

48,021

48,021

223,071

48,021

大学名：鳥取大学
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申請区分：特色型）

目標設定シート
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（大学名：鳥取大学）（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≫
１．教育理念 ：本学は「知と実践の融合」を教育理念として掲げ、フィールドを重視した実践教育を推
進することにより、課題解決型の人材育成に努めている。
「知と実践の融合」は、課題解決を探求する中か
ら人類に有用な普遍的知識を見出し、それをさらに人材の育成や学術及び地域社会の発展に還元するとと
もに、
「知」と「実践」が相互に触発し合うプロセスを繰り返し、より多くの課題解決とより深い知的創造
を通して人類社会へ貢献することを目的としている。
本学は、この教育理念のもとに、
「教育グランドデザイン（大綱）
」
（以下、教育グランドデザイン）を策
定し、課題解決に必要な深い専門知識の修得とその専門知識を地域社会の課題解決に活かすために必要な
実践力の強化を具現化するため、特に、１）
「人間力を根底においた教育」と２）
「様々なフィールドでグ
ローバルに活躍できる人材の育成のため、教育の場を世界に求める」ことを重視している。
２．基本的指導理念 ：本学を構成する「地域学部」
、
「医学部」
、
「工学部」及び「農学部」は、いずれも
実学的性格に富む学問分野を教育研究領域としており、それぞれの学問分野で教授した専門知識を活かす
ことにより、人々が営む地域社会が直面する具体的な課題を発見し、それを解決できる人材を育成するこ
とが本学の基本的な指導理念である。
≪構想の目的≫
１．本学の養成人材像 ：本学は、教育理念である「知と実践の融合」の具現化を図るため、10 項目から
なる教育グランドデザインを策定し、特に、
「知力」
、
「実践力」
、
「気力」
、
「体力」及び「コミュニケーショ
ン力」の５つの素養を人間力の重要な素養として位置づけ、
「人間力を根底においた教育」を実践すること
により、
「社会の中核となり得る教養豊かな人材の育成」に努めている。
本学が重視するこれら５つの素養は、それぞれ「思考する力と豊かな発想力」
、
「行動し、結果を得る力」
、
「成し遂げ、達成する力」
、
「意欲・努力を支える力」及び「人間の相互理解を成立させる力」の養成を目
指すものであり、これらの素養を持ち合わせた「人間の相互理解を根底におきながら、自ら考え、自ら行
動し、自ら判断し、自ら解決できる能力を身に付けた人材」が本学の目指す人材像である。
２．教育の場を世界に求めた人材養成 ：本学はこれまで、
「持続性ある生存環境社会の構築に向けて―沙
漠化防止国際戦略―」を国際戦略に掲げ、21 世紀 COE プログラム、グローバル COE プログラムの採択
を受け、本学が長年にわたって育んできた乾燥地域における教育研究を中心に、海外での実践的な教育研
究活動を通じて国際通用性の高い博士人材を輩出してきている。
さらに、学士・修士教育では、メキシコでの海外実践教育や若手研究者インターナショナル・トレーニ
ング・プログラム（ITP）等により、本学が最も強みとする乾燥地を中心とした開発途上国、新興国へ比
較的長期間学生を派遣し、異文化、多言語、異環境下においてフィールド重視の実践教育を行うことによ
り、多様な文化を受容できる国際感覚及び厳しい自然、社会環境での高い国際活動能力も兼ね備えた心身
ともにタフで国際通用性のある人材を、特に「グローバル人材」として育成してきた実績もある。
３．本構想の目的 ：本構想は、本学の「教育理念」である「知と実践の融合」の下に策定した「教育目
標」や「教育グランドデザイン」が目指す人材像に加えて、開発途上国、新興国を中心に実施してきた海
外実践教育が本学の目指す「グローバル人材」の育成に有効な教育効果が認められることが背景にある。
本構想は、このような背景のもと、異文化、多言語、異環境をキーワードとして、教育、社会環境の厳
しいアジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の開発途上国、新興国で実施してきた海外実践教育の実績と教
育成果を「グローバル人材」の育成に広く世界展開しようとするものであり、
「今後 50 年にわたりアジア・
アフリカ等の開発途上国・新興国が国際社会に果たす役割の重要性を認識し、これらの国々の厳しい自
然・社会環境に耐え、日本人としてそこに生きる人々と価値観を同化しながら、開発途上国・新興国の発
展に貢献し、併せて、心身ともタフで実践的な能力と卓越したマネジメント能力により、グローバル社会
の中核を担うことのできる人材（グローバル人材）を育成する。
」ことを目的として構想した。
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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≫
本学の教育目的は、教育理念である「知と実践の融合」のもとに、理論としての「知的創造」と実践と
しての「課題解決」を人材育成の基礎と捉え、それらを融合することにより地域社会、国際社会が直面す
る具体的な課題解決と人類に有用な普遍的知識を創造し、世界の発展と平和に貢献できる人材を育成する
ことにある。この実現のために、本学は以下の教育目標の実現に向けて全学を挙げて取り組んでいる。
１．社会の中核となり得る教養豊かな人材の育成
２．地球的、人類的及び社会的課題解決への先端的研究
３．地域社会の産業と文化等への寄与
これらの「教育理念」及び「教育目標」のもとに、本学は教育グランドデザインの大綱を策定し、
「人
間力（知力、実践力、気力、体力及びコミュニケーション力）を根底においた教育」により、学士教育で
は教養と専門を重視した人材育成を、大学院教育では教養豊かな高度専門職業人の育成を目指している。
さらに、本学の教育グランドデザインでは、様々なフィールドでグローバルに活躍できる高度な人材育
成のために、教育の場を世界に求めるとしており、フィールドを重視した実践教育により、グローバル人
材を育成することが本学の大学教育の特色であることを明確にしている。

すなわち、本構想の特色は、教育目標の具現化として、本学が積極的に推進してきたフィールドを重視
したメキシコ等の海外での実践教育を、特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の過酷な環境下にある
開発途上国や新興国に世界展開し、異文化、多言語、異環境下でのフィールドを重視した実践教育により、
理論と実践力の強化に加え、グローバル社会に対するマインドとマネジメント能力を兼ね備えた人材（グ
ローバル人材）の育成を目指すことにある。

開発途上国・新興国をフィールドにした実践教育によるグローバル人材育成

北東アジア地域
ハルピン
ウルムチ

乾燥地域

北京

カイロ
ラパス

乾燥地域

アフリカ東地域

メキシコ海外実践教育プログラ
ム実施サイト （H17～）

東南アジア地域

ラテンアメリカ地域

鳥取大学海外拠点オフィス

開発途上国，新興国を中心に世界
に広がる本学との学術交流協定締
結機関・大学(29カ国，88機関)
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≪育成するグローバル人材像≫

開発途上国や新興国を舞台に活躍できるタフで実践的なグローバルマネージメント能力の高い人材
本学が育成を目指すグローバル人材像は、専門知識と実践力を根底として、開発途上国、新興国等のグロ
ーバル社会で国際業務を円滑に遂行できる能力（グローバルマネジメント能力）を身に付け、グローバル
社会の中核として活躍できる人材である。
本構想では、本学の「教育理念」のもとに策定した「教育目標」及び「教育グランドデザイン」に基づ
く人間力を根底においた教養豊かな人材育成に加え、開発途上国及び新興国を始めとするグローバル社会
で活躍するために必要な健全でタフな心身、そして、深い専門知識（理論）と高い技術力（実践）を体系
的に修得し、豊かなグローバルマインドを根底にした卓越したグローバルマネジメント能力を有し、グロ
ーバル社会の中核として活躍できる人材の育成を目指している。
特に、本学が育成を目指す「グローバル人材像」においては、グローバルマネジメント能力を最も必要
な能力として重視している。それは、グローバル社会の中核として国際業務を遂行して行くためには、先
ず、グローバル社会が日本とは異質な多文化社会であると同時に、多様な価値観、倫理観、宗教観などを
包含していることを認識することが大切である。
それと同時に、このようなグローバル社会の多様性に柔軟に対応しながら、周りの人々と相互理解や信
頼関係を構築し、それらを根底として円滑な人間関係や人的ネットワークを主体的に築き上げることので
きる能力、そして日本人としてのアイデンティティーや異文化理解能力及び英語を始めとする語学力とコ
ミュニケーション能力、さらに、専門知識や実践力等の能力を含め、グローバル社会で国際業務を円滑か
つ着実に管理、遂行するために必要なリーダーシップや合意形成能力など、あらゆる能力を包含する総合
的な能力が、グローバルマネジメント能力と考えているからである。
さらに、グローバル人材像としては、日本の歴史や文化及び経済等、日本の真の姿を日本事情として広
く世界に紹介できる知識と経験を身に付けると共に、我が国及び開発途上国や新興国の世界における社会
的、経済的、文化的な位置づけや現状・課題に関する深い理解と知識を有することも重要である。
この様に、本学が育成を目指す「グローバル人材像」は、今後、我国の若者がグローバル社会で活躍す
るために必要となる様々な能力をグローバルマネジメント能力として身に付けた人材であり、国連機関や
JICA（国際協力機構）及び国際 NGO 等のほか、特に、開発途上国や新興国への世界展開を考えているコン
サルティング会社や海外への進出を考えている各種企業及び既にグローバル展開している貿易商社、金融
関係企業やインフラ整備や社会開発に関わる企業など、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の開発途上
国や新興国などへの世界進出を構想している多くの企業にとっても魅力的な人材となり得るものである。
本学は、これまでグローバルマネジメント能力を身に付けるために、アジア、アフリカ、ラテンアメリ
カのフィールドを教育現場として活用して、異文化、多言語、異環境下をキーワードとした海外実践教育
を強力に推進してきた。本構想では、これまで培ってきた海外実践教育の成果とノウハウを活用した海外
実践教育をアジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国の新興国や開発途上国の学術交流協定校等との連携、
協力により広く世界展開しようとするものであり、これらの海外実践教育をコアにグローバル人材養成教
育を教育課程の中に体系的に明確に位置づけ、本学が目指すグローバル人材としてのグローバルマネジメ
ント能力の基礎となる次に示した３つの能力の修得を図る。
１．グローバル人間力
実践力を重視した国際通用性のある人間力とタフで健全な心身を備え、世界的視野で何事にも挑戦
し、最後まで諦めることなくやり遂げる能力
２．グローバルリテラシー
日本人としてのアイデンティティーと異文化、多文化社会への理解と柔軟な対応力を有し、日本文
化、日本社会に対する十分な理解力とそれらを広く世界に発信できる能力
３．グローバルコミュニケーション力
グローバル社会での国際業務の遂行に必要な英語を中心とした語学力と専門的な知識と技術及び自
己表現と意思伝達手段としての高いコミュニケーション能力
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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】

修得すべき能力の考え方
先進国から開発途上国、新興国まで、多様な文化的、宗教的、経済的特性を有するグローバル社会にお
いて、本学が設定したグローバル人材として、国際業務を円滑かつ着実に遂行するためには、以下の能力
と気質を養成しなければならない。
１）相互理解と信頼関係を根底とした人的ネットワークの構築に自らが主体的に関わり、立場、職責に
応じたリーダーシップを発揮できる、高いマネジメント能力
２）過酷な環境、異文化社会でもへこたれないタフで実践的な気質
これらの能力と気質の修得のためには、以下の能力の養成が必要である。
１）まず一人の人間として、国際人として高い志と基礎能力を持った自立した存在になり、
２）それを基礎として、日本人としてのアイデンティティーとともに国際社会の多様性を受け容れ、
３）さらに、多様性のなかで自己を的確に表現し、異文化とコミュニケーションして、新しいものを生
み出してゆく能力を修得する。
すなわち、本学が目指すグローバル人材にとって、最も重要な基礎的能力を以下の３つの能力に集約し、
それらの修得によりグローバル人材の育成を図る。

１．グローバル人間力 、 ２．グローバルリテラシー 、 ３．グローバルコミュニケーション力
それぞれ３つの能力養成に対応した授業科目をグローバル人材教育科目として教育課程に明確に位置づ
け、教養教育と専門教育及び海外をフィールドとする実践教育を効果的に関連づけ、総合的に取り組むこ
とで、学生はグローバル人材として必要な授業科目を体系的に修得することができる。
これにより、学生は「まずやってみる！」を基本とし、教育課程に沿って知と実践の融合を実践するこ
とにより自信と自立意識を醸成し、タフで実践的な仕事のできるグローバル人材へと変身することになる。
すなわち、まず海外（開発途上国、新興国等）に身を置く導入部分としての海外経験によって、行動(Trial
→気づき(Awareness)→変化(Change)→新たな気づき(Re-awareness)、という「ACT サイクル（次項図参
照）
」に学生を導き、学生自らがそのサイクルをスパイラルアップさせることで、グローバル人材としての
3 つの能力強化を図る。
１．グローバル人間力 ：グローバル社会に対応するためには、本学が目指す人間力に加えて、国際通用
性のある「グローバル人間力」が必要であり、この能力の根底に「世界的な視野に立った大きな夢や大志
を持って、何事にもポジティブに向き合い、挑戦し、最後までやり遂げようと努力する能力」を置くこと
とする。すなわち、国内引きこもり症候群に陥らないために最も重要と思われる「マインドセットアップ」
としての位置づけとする。この「グローバル人間力」で修得させる具体的な能力として、次の３つを指標
とする。
①自分軸を見据え、自ら、たゆまざる努力を行える自己開発・強化力
自己認識の上に、自分自身のありたい姿についての明確な志を持ち、その志を達成するための、また自
身を高めるための努力をへこたれず主体的・継続的に行える力（大志を抱く力、実行力、自己実現力）
。
②過酷な環境でもへこたれない自己管理力
海外の（過酷な）異文化環境でも心身ともにへこたれないタフさを持ち、自ら、健康管理、危機管理を
怠らず、自分自身で考え、自分の責任において物事を決定し、遂行して行く力。
③俯瞰的視野をもった課題発見・解決力
世界の潮流を冷静に判断し、俯瞰的な視野と Knowing をベースとする Logical Thinking に基づいた主
体的思考活動により課題を見つけ出し、その解決に向けて説得力のある最善解を導き出す力。
２．グローバルリテラシー ：日本人としてのアイデンティティーを身に付け、日本文化、日本社会へ
の理解と共に、それらの対極にある異文化、グローバル社会との価値観の差異を受容し、幅広い視野と柔
軟な思考でグローバル社会に同化できる能力として、次の３つを指標とする。
①日本を知る！日本発信力
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日本人としての誇りと明確なアイデンティティーを醸成し、日本の歴史、社会、文化及び価値観等の日
本事情を理解するとともに、それらをグローバル社会に向けて紹介できる知識と能力。
②世界の現状を知り、
「地球市民」としての自己認識を持つための地球的課題理解力
地球は一つであるが世界は一つでなく、平和で公正な世界を願うも、戦争、貧困、開発、人権、砂漠化、
温暖化をはじめとする環境問題などの様々な問題を抱えている現状を知り、地球市民として自覚を持
ち、自分にできることを実行へと移して行く能力。
③違いを多様性としてとらえる異文化理解力
日本社会とは異なる文化、習慣、価値観などを文化の多様性として理解する能力。
④多種多様な人間と協力、協働して新しい価値を生み出す異文化受容力
異文化や多文化社会を受容し、柔軟に対応できる能力と日本文化と多様な異文化との相乗効果（シナジ
ー効果）により、新しい価値観を生み出し、異文化・多文化社会での協働により、グローバル社会で活
躍できる能力と異なる自然・社会環境、予期せぬ変化、激変する社会環境に柔軟に適応できる能力。
３．グローバルコミュニケーション力 ：異文化への柔軟な対応や多文化社会での活動に重要な語学能
力を基本として、専門知識や技術・技能の伝達などの具体的な国際業務の遂行に求められる意思伝達能力
やグローバルコミュニティーにおける意思合意形成能力、状況に応じて最も効果の高いコミュニケーショ
ンツールを選択し、使いこなす力などを「グローバルコミュニケーション力」の５つの指標とする。
①異文化とのコミュニケーション基本ツールとしての英語通用力
グローバル社会での業務遂行に必要な基本的ツールとしての英語力（Global English）
、業務を遂行する
上で必要な専門分野における英語通用力（Scientific & Engineering English）
。
②郷に入れば郷に従うトリリンガル能力
現地コミュニティとの良好な関係の構築に必要な基礎的な現地言語による会話能力。
③物怖じせず自分をわかりやすく語ることのできるプレゼンテーション能力
グローバル社会における人的ネットワークの構築に必要な自己表現能力。
④相手の意見を丁寧に聴き、ニーズに合った合意点を生み出すことができるディベート能力
業務の円滑な遂行のための意思決定能力、合意形成能力、論理的説明及び説得能力。
⑤異文化間、人間関係で生じる摩擦を緩和できるチームワーク形成力
異文化間及び多文化社会への柔軟な対応能力と円滑な人間関係の構築に必要な能力。異文化間でのチー
ムワーク形成力。

新入生
まず，海外に
行ってみる！

３つのグローバル能力を身につけ，世界に羽ばたく「タフで実践的な人材」！
ACTサイクルを回し始める 世界がわかる：国際社会の状況，日本の立ち位置
ための始動エネルギー
自分がわかる：現実認識不足，能力不足

途上国・新興国
ショック
がつん

❷ グローバル

継続的
刺激注入

❸ グローバル

気づく
Awareness

リテラシー

海外実践教育

コミュニケーション力

卒業時

個としての自立

Go!!
❶ グローバル人間力
行動する
Trial

変わる

もっと

自立
自信

Change

化ける
グローバル人間力育成のための

ＡＣＴサイクル

★現場に強い！
★打たれ強い！
★変化に強い！

グローバル人間力を高めたあなたには世界へ羽ばたく翼が与えられる！
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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

29 人

39 人

56 人

70 人

8人

11 人

14 人

16 人

67 人

76 人

95 人

106 人

125 人

150 人

880 人

935 人

912 人

944 人

913 人

875 人

11.3％

12.4％

15.2％

19.0％

12 人（3）

15 人（4）

20 人（5）

25 人（7）

農学部

卒業時の外国語力スタンダー

英語：TOEIC700 点以上

ド

か、それに相当する能力

海外留学経験者数

46 人

55 人

61 人

61 人

62 人

67 人

３カ月未満

30 人

40 人

45 人

45 人

45 人

50 人

３カ月～１年

16 人

15 人

16 人

16 人

16 人

16 人

0人

0人

0人

0人

1人

1人

231 人

241 人

239 人

244 人

240 人

235 人

１

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

平成 23 年度の実績で TOEIC700 点を越えている人数は、１学年平均 8 人である。600 点台の学生（約 10～
20 名程度）への語学教育を重点的に実施し、英語力を強化するために 700 の目標とした。また、当学部では、
アジア、アフリカ等開発途上国での農業・農村の現場でのフィールドワークの経験をより重視することから、今
後は海外留学経験者を漸次増加させて行くとの考えで、目標数を設定した。

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC 600 点

5 人（3）

8 人（4）

12 人（5）

15 人（5）

工学部

海外留学経験者数

9人

9人

20 人

30 人

40 人

45 人

３カ月未満

7人

7人

18 人

27 人

34 人

37 人

３カ月～１年

2人

2人

2人

3人

6人

8人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

461 人

483 人

458 人

489 人

466 人

450 人

現状の工学部学生の平均点は 350 点程度、累積人数が 90％となる点数で 450 点程度である。そこで、語学力
スタンダードについては、企業が新卒者に求めるスコア 500 点を大きく上回る 600 点（現状でこの基準を満た
目標設定の考え方 す学生は１％以下）を 30 人に一人の割合で達成する到達目標とした。また、工学部学生は語学力とともに、多
様な文化におけるチャレンジ精神が大事であるので、海外留学経験者として 10％の学生が達成するように目標
を設定した。
TOEIC 600 点または中
12 人（2）
16 人（3）
24 人（4）
30 人（4）
卒業時の外国語力スタンダ 国語検定３級あるいはハン
グル能力検定 ３級（下段は
ード
2 人（0）
4 人（1）
8 人（2）
10 人（2）
中国語・ハングル語の人数、
上段の内数）

地域学部

海外留学経験者数

12 人

12 人

14 人

15 人

23 人

38 人

３カ月未満

8人

8人

10 人

10 人

18 人

30 人

３カ月～１年

3人

４人

４人

５人

5人

８人

１

1人

0人

0人

0人

0人

0人

188 人

211 人

215 人

211 人

207 人

190 人

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

英語に関して、TOEIC での地域学部学生の平均点は、400 点程度、累積人数が 80％となる点数で 480 点程度、
90％となる点数で 500 点程度である。英語語学力のスタンダードとして 600 点を設定し、この点数を事業実
施４年後に８％、最終年度に 10％の学生が達成する目標とした。第２外国語に関して、地域学部の 75％程度（約
150 名）の学生が、中国語あるいは韓国語を２年次あるいは３年次まで受講している。そこで、第２外国語に関
して、中国語あるいは韓国語についてのスタンダードを日常的な基本会話を理解できる３級に設定し、事業実施
4 年後に学部学生の３％、最終年度に５％を達成する目標とした。また、学部で構築していく派遣プログラムの
構築、本学で実施する語学研修の活用、単位互換などのカリキュラム制度の整備などを着実に行うことにより、
海外留学経験者数を事業実施 4 年後に 12％、最終年度に 20％を達成する目標とした。
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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（農学部、工学部、地域学部）
）
（測定指標・達成水準）
グローバル人間力：
「自己開発・強化力」
、
「自己管理力」
、
「課題発見・解決力」の 3 つを指標とする。
【達成水準】各指標について、向上度を確認するチェックリスト（回答にスコアを付し定量化する）を設けた自己評価アンケートを作成
し、各年度の始めと終わりにアンケートを実施し、向上度を測定する。
「自己開発・強化力」については、グローバル教育科目群の「グロ
ーバル人間力養成関連科目」の受講状況、海外への渡航経験も評価項目に加え、主体的に自らを高めようと努力する姿勢を問う。それぞ
れの指標について、スコア値の合計が満点値の 6 割以上あることを達成水準とする。
グローバルリテラシー：
「日本発信力」
、
「地球的課題理解力」
、
「異文化理解・受容力」の 3 つを指標とする。
【達成水準】各指標について、向上度を確認するチェックリスト（回答にスコアを付し定量化する）を設けた自己評価アンケートを作成
し、各年度の始めと終わりにアンケートを実施し、向上度を測定する。評価項目には、積極的な能力向上への取組として、グローバル教
育科目群の「グローバル人間力養成関連科目」の受講状況の他に、海外経験、異文化交流経験、国際交流・協力活動参加経験等も加える。
それぞれの指標について、スコア値の合計が満点値の 6 割以上あることを達成水準とする。
グローバルコミュニケーション力：
「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」
、
「プレゼンテーション能力」
、
「ディベート能力」
「チームワーク形
成能力」の５つを指標とする。
【達成水準】語学能力である「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」は、通用力を重視し、第三者機関が行う語学能力試験により定量的に
評価し、学部ごとに設定した基礎外国語力スタンダードを達成水準とする。なお、
「トリリンガル能力」は、外国語単位の修得など学部の
状況応じた評価手法も併用する。その他の３つの指標である「プレゼンテーション能力」
、
「ディベート能力」
「チームワーク形成能力」に
ついては、向上度を確認するチェックリスト（回答にスコアを付し定量化する）を設けた自己評価アンケートを作成し、各年度の始めと
終わりにアンケートを実施し、向上度を測定する。また、グローバル教育科目群の中の「グローバルコミュニケーション力養成関連科目」
の受講状況に加え、外国語でのプレゼンテーション経験、国際会議参加・発表経験等も評価項目として取り扱う。これら３つの指標につ
いて、スコア値の合計が満点値の 6 割以上あることを達成水準とする。
すべての項目の評価結果はポートフォリオとして管理し、学生自身による能力修得状況の確認、教員による学生の指導に使用する。
（指標・水準設定の考え方）
グローバル人間力：世界的な視野に立ち、自分軸を見据え、大きな「夢」と「大志」を持とうと主体的に努力する姿勢とその結果を「自己
開発・強化力」により評価し、何事にもポジティブに向き合い、挑戦し、へこたれず、最後までやり遂げようと努力する姿勢やその能力
を「自己管理力」で、そして、俯瞰的視野を持って粘り強く問題を解決してゆける能力を「課題発見・解決力」より評価する。
グローバルリテラシー：日本人としてのアイデンティティーを身に付け、日本文化、日本社会を理解し発信できる能力を「日本発信力」に
より評価し、世界的課題を自覚し、地球市民としての自己認識を持つ能力を「地球的課題理解力」で、そして、日本の対極にある異文化、
グローバル社会との価値観の差異を受容し、幅広い視野と柔軟な思考で同化できる能力を「異文化理解力・受容力」により評価する。
グローバルコミュニケーション力：異文化への柔軟な対応と多文化社会での活動の遂行に重要かつ基本となる語学能力を「英語通用力」
、
「ト
リリンガル能力」により評価し、専門知識と技術の伝達など、具体的な国際業務の遂行に求められる意思伝達能力とグローバルコミュニ
ティーでの意思合意形成能力を、それぞれ「プレゼンテーション能力」
、
「ディベート能力」により評価する。さらに、異文化間及び多文
化社会への柔軟な対応能力と円滑な人間関係を構築に必要な能力を「チームワーク形成能力」により評価する。
【水準設定の考え方】グローバルコミュニケーション力評価指標の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」は、通用力を重視し、卒業時に求
める基礎外国語学力スタンダードを達成水準に設定する。その他の指標については、鳥取大学の卒業生として獲得すべき基本的な国際通用
性レベルを水準とし、自己評価アンケートで 6 割以上のスコアが得られれば、求める水準がクリアーできたと考える。
３つの能力を評価する 11 の指標に対して半分以上がクリアーされ、かつ、3 つの各能力について一つ以上の指標がクリアーされていれ
ば、基本的な国際通用性を有するグローバル人材として認める。
３の能力の評価指標は相互に関連しており、3 つの能力について満遍なく、おおむね半数以上の指標が達成されていれば、未達成部分
があっても相乗効果で補完されると考えている。
学生にはレーダーチャート等で能力の修得状況を示すとともに、指導教員は学生と共にポートフォリオを共有し、学生の個別指導等に
も活用する。
（達成する学生数設定の考え方）
初年度の平成 25 年度は 8.9％（農学部 15%、工学部 5%、地域学部 10%）程度の学生が卒業時に水準をクリアーし、本構想によるグローバル
教育を受けた学生が卒業する最終年度には 37.6％（農学部 50%、工学部 30%、地域学部 40%）の学生がクリアーすることを目指す。
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全

学

平成２５年度

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

81 人

107 人

136 人

329 人

912 人

944 人

913 人

875 人

8.9％

11.3％

14.9％

37.6％

（対象：農学部）
（測定指標・達成水準）
グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」を除き、前頁（p.11）に示した全学の測定指標・達成水準と同じ
である。グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」の達成水準は以下のとおりとする。
「英語通用力」TOEIC 600 点以上
「トリリンガル能力」英語以外の外国語科目の成績（B 以上）
（指標・水準設定の考え方）
前頁（p.11）に示した全学の指標・水準設定の考え方と同じである。
（達成する学生数設定の考え方）
初年度の平成 25 年度は 15％の学生が水準をクリアーし、本構想によるグローバル教育が卒業する最終年度には 50％の学生がこの水準をク
リアーするよう設定した。

農学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

36 人

41 人

48 人

118 人

対象となる学生数（B）

239 人

244 人

240 人

235 人

達成する割合（A/B）

15.1％

16.8％

20.0％

50.2％

達成する学生数（A）

（対象：工学部）
（測定指標・達成水準）
グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」を除き、前頁（p.11）に示した全学の測定指標・達成水準と同じ
である。グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」の達成水準は以下のとおりとする。
「英語通用力」TOEIC 500 点以上
「トリリンガル能力」英語以外の外国語科目の成績（B 以上）
（指標・水準設定の考え方）
前頁（p.11）に示した全学の指標・水準設定の考え方と同じである。
（達成する学生数設定の考え方）
初年度の平成 25 年度は 5％の学生が水準をクリアーし、
本構想によるグローバル教育が卒業する最終年度には 30％の学生にこの水準をクリ
アーするよう設定した。

工学部

平成２５年度

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

23 人

34 人

47 人

135 人

458 人

489 人

466 人

450 人

5.0％

7.0％

10.1％

30.0％

（対象：地域学部）
（測定指標・達成水準）
グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」を除き、p.11 に示した全学の測定指標・達成水準と同じである。
グローバルコミュニケーション力の「英語通用力」
、
「トリリンガル能力」の達成水準は以下のとおりとする。
「英語通用力」TOEIC 500 点以上
「トリリンガル能力」中国語検定３級あるいは「ハングル」能力検定 ３級、
英語以外の外国語科目の成績（B 以上）
（指標・水準設定の考え方）
p.11 に示した全学の指標・水準設定の考え方と同じである。
（達成する学生数設定の考え方）
初年度の平成 25 年度は 10％の学生が水準をクリアーし、本構想によるグローバル教育が卒業する最終年度には 40％の学生がこの水準をク
リアーするよう設定した。

地域学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

22 人

32 人

41 人

76 人

対象となる学生数（B）

215 人

211 人

207 人

190 人

達成する割合（A/B）

10.2％

15.2％

19.8％

40.0％

達成する学生数（A）
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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】
１．グローバル化のための全学的推進体制を構築する
グローバル人材育成を全学的、戦略的に推進するため、「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮称）」
を新たに設置する。本推進室を本構想の実施責任者の下に置き、関係常置委員会、各部局との調整を図り、
入学試験の在り方からカリキュラムの検討、授業評価及び就職支援等、入学から卒業、就職まで、これま
で部局個別のグローバル化に関する取組を一元的に管理、評価、改善する機能果たす。さらに、本推進室
は教員の国際的な教育力の強化やグローバル化に対応したカリキュラムの構築（留学制度、単位認定制度
も含む）、教育方法の改善、職員の国際通用性強化、関係する学内規則の整備など大学のグローバル化の
推進のために強化すべき取組を所掌し、全学的責任体制の下で事業推進するエンジンとしての重要な機能
を果たす組織としている。
２．グローバル人材養成教育を教育課程に明確に位置づける
グローバル人材養成教育を全学共通教育から学部の専門教育カリキュラムわたり体系的に位置づける。
その関連科目を「グローバル教育科目群」として設定する。グローバル科目群は、基本的な国際通用性を
高め、全学的なグローバル化の底上げを図るための「グローバル教育基礎科目群」と高い英語通用力と国
際通用性のある、専門知識と実践力などのグローバルマネジメント能力を身につけた人材養成のための
「グローバル教育強化科目群」で構成する。前者は全学教養教育において全学生を対象に、後者は学部専
門教育に位置づける「グローバル強化コース（選抜学生による少数精鋭の特別コース）
」に所属する学生
に対して提供する。新規科目、教育方法の開発・導入にも努め、グローバル教育の評価法も検討しながら
教育内容の充実を図る。また、入学から卒業まで、グローバルマインドの高い学生を受け入れ、教育、輩
出する流れの体系化も図り、国際意識、語学能力の高い学生を受け入れるための入試方法、キャリア教育、
キャリア支援体制の改善にも取り組む。
３．グローバル人材養成教育の実行性を高めるために学外機関との連携強化を図る
グローバル教育の実行性をあげるには、学外の教育リソースとの協働が不可欠である。そのため、国際
協力機構（JICA）
、大使館等の政府系機関、海外事業を展開している企業等の外部機関との連携とその強
化を図る。具体的には海外経験の豊富な講師や在日大使による講義（サミットレクチャー）
、国内外での
インターンシップ等を含め、幅広い分野で支援を得ることとしているが、この様な外部機関との連携活動
は、学生のキャリア形成意識を高める上でも効果が大きい。
４．海外をフィールドにした実践教育プログラム、学術交流協定校への学生派遣プログラムの拡充を図る
これまでメキシコ、タイ等で実施してきた海外実践教育をアジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の開発
途上国、新興国の学術交流協定校等との連携、協力により広く世界に展開する。そのために、新しく学術
交流協定を締結し、派遣先を拡大すると共に、既存の海外の学術交流協定校、国連機関等との協力により、
１週間程度の超短期海外派遣プログラムからインターンシップを含めた 1 年間程度のプログラムを構築
し、積極的に海外に派遣する。
５．学生が留学しやすい環境の整備を図る
鳥取大学がこれまで構築してきた海外の大学との学術交流協定をさらに単位互換できる教育プログラ
ムに発展させ、学生の留学への自由度の増加を図る。トリリンガル教育の推進、学術交流協定校の増加、
クォーター制の導入、ナンバリングの導入など、学生が留学しやすい環境整備を実現する。
６．グローバル人材養成教育の広報活動の強化を図る
大学の広報メディア（ホームページ、大学受験案内、広報誌等）をより充実させ、中高校、受験生、企
業等への情報発信に努めるとともに、英語版のホームページ、シラバスを充実させ、留学生の獲得に努め
る。学生の保護者に対しては、グローバル教育の重要性と本学の取組について入学時の保護者説明会、保
護者会等で説明を行い、理解と協力を得る取組を得る。
７．より高度な国際通用性を目指し、大学院修士レベルでのグローバル教育展開のための準備を進める
農学部、工学部では半数以上が修士課程に進学するため、大学院レベルでのグローバル教育が必要であ
り、そのための準備を進め、平成 27 年度頃を目処に試行したいと考えている。すなわち、大学院修士レ
ベルでは、グローバル社会に通用するさらに高度な専門知識・能力を駆使して職責に応じた責任ある立場
で意思決定して物事を実現できるよう、グローバルスキルを高度なレベルまで向上させるとともに海外イ
ンターンシップ等の海外研修を組み込んだグローバル人材育成教育を展開し、グローバルリーダーに求め
られる能力（例えばグローバルチームマネジメント）の強化を図る。
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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

232 人

257 人

257 人

385 人

450 人

640 人

（189 人）

（203 人）

（203 人）

（321 人）

（385 人）

（514 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

10 人
7 人）

11 人
（ 8 人）

11 人
（ 8 人）

17 人
（ 12 人）

21 人
（ 16 人）

30 人
（ 22 人）

修士・博士前期課程
在籍者

58 人
（ 32 人）

64 人
（ 35 人）

64 人
（35 人）

96 人
（ 60 人）

110 人
（ 74 人）

158 人
（ 106 人）

学士課程在籍者

164 人
（150 人）

182 人
（160 人）

182 人
（160 人）

272 人
（249 人）

319 人
（295 人）

452 人
（386 人）

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

6512 人

6425 人

6420 人

6420 人

6420 人

6420 人

3.6％

4.0％

4.0％

6.0％

7.0％

10.0％

（ 2.9％）

（ 3.2％）

（ 3.2％）

（

5.0％）

（ 6.0％）

（ 8.0％）

本構想の取組によって、取組学部の学士課程の学生及び修士・博士課程の学生を中心に、海外留学を倍増させ、
現在 30 人に一人の割合を段階的に 2 倍程度に引き上げる。

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

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満
31 人

197 人

（Ａ）

１年以上

合 計
4人

232 人

（ 160 人）

（ 29 人）

（ 0 人）

（ 189 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

10 人
7 人）

0人
（ 0 人）

0人
（ 0 人）

10 人
（ 7 人）

修士・博士前期課程
在籍者

48 人
（ 28 人）

7人
（ 4 人）

3人
（ 0 人）

58 人
（ 32 人）

学士課程在籍者

139 人
（125 人）

24 人
（ 25 人）

1人
（ 0 人）

164 人
（150 人）

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

6512 人

6512 人

6512 人

6512 人

0.5％

0.1％

3.6％

3.0％
（

2.5％）

（

0.4％）

（

0.0％）

（ 2.9％）
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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

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）

170 人

180 人

200 人

230 人

270 人

（ 41 人）

（ 49 人）

（ 60 人）

（ 66 人）

（ 77 人）

（Ａ）

博士・博士後期課程
在籍者

56 人
（ 0 人）

（

56 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

31 人
（ 0 人）

（

33 人
2 人）

学士課程在籍者

26 人
（ 0 人）

（

29 人
2 人）

上記以外
（短期留学生、研究生等）

57 人
（ 41 人）

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

60 人
2 人）

（

63 人
3 人）

37 人
（ 4 人）

（

47 人
5 人）

（

65 人
7 人）

42 人
5 人）

（

58 人
8 人）

（

62 人
（ 45 人）

63 人
（ 50 人）

（

65 人
（ 51 人）

74 人
12 人）

68 人
（ 55 人）

168 人

177 人

197 人

226 人

266 人

（ 48 人）

（ 59 人）

（ 65 人）

（ 76 人）

6425 人

6420 人

6420 人

6420 人

6420 人

2.6％

2.8％

3.1％

3.6％

4.2％

（ 0.6％）

（ 0.8％）

2.6％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

（

（ 41 人）

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

58 人
1 人）

（

（ 0.6％）

（ 0.9％）

2.8％
（ 0.7％）

（

1.0％）

3.1％

（

3.5％

（ 0.9％）

（ 1.0％）

1.2％）
4.1％

（

1.2％）

外国人留学生数は、毎年 10 月入学時においては 190 名前後で推移しているが、現在の 170 名の水準から 5
目標設定の考え方

年後には 100 名増加を目指す。

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

79 人

韓国

79 人
32 人

バングラデシュ

10 人

10 人
5人

30 人

４

台湾

5人

4

マレーシア

5人

5人

4

ベトナム

5人

5人

７

タイ

4人

4人

８

モンゴル

3人

3人

8

スーダン

3人

3人

8

カナダ

3人

3人

21 人

21 人

170 人

168 人

その他

エジプト、エチオピア等

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

55 回

62 回

68 回

88 回

125 回

2488 回

2488 回

2488 回

2488 回

2488 回

2.2％

2.5％

2.7％

3.5％

5.0％

本構想の取組学部においては、グローバル人材強化のための特別コースを設け、グローバル強化科目群
目標設定の考え方

を設けることとしている。この科目群の中には英語による授業を数多く設けることとしており、５年後
には２倍以上である 5%を目標とする。

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

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

111 人

120 人

125 人

130 人

150 人

13 人

14 人

16 人

17 人

20 人

総教員数（Ｂ）

752 人

750 人

750 人

750 人

750 人

割

14.8％

16.0％

16.6％

17.3％

20.0％

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員

合（Ａ／Ｂ）

グローバル人材の育成には、まず教職員のグローバル化が重要である。外国人教員と海外長期体験教員
目標設定の考え方

の採用増とともに教職員の海外派遣計画を進め、教職員のグローバル化を推進する

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）

485 人

500 人

520 人

550 人

563 人

総教員数（Ｂ）

752 人

750 人

750 人

750 人

750 人

64.5 ％

66.7％

69.3％

73.3％

75.1％

割

合（Ａ／Ｂ）

教員の博士号取得は大学の教育研究水準の向上のために重要であり、5 年以内に 75％を目標とし、10
目標設定の考え方

年以内に９０％としたい。

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）

6425 人

6420 人

6420 人

6420 人

6420 人

総教員数（Ｂ）

752 人

750 人

750 人

750 人

750 人

8.5

8.6

8.6

8.6

8.6

割

合（Ａ／Ｂ）

限られた教員数で運営しており、現在の水準を維持することを目標とする。
目標設定の考え方
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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

TOEIC650 点相当

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

15 人

20 人

23 人

26 人

30 人

事務系職員総数（Ｂ）

284 人

284 人

284 人

284 人

284 人

7.0％

8.1％

9.2％

10.6％

割

合（Ａ／Ｂ）

5.3％

一般的に言われている企業が求めている語学能力である TOEIC650 点又は英検準１級以上を外国語
目標設定の考え方

力スタンダードとして設定し、本構想の最終年度には、現在の 2 倍に当たる事務職員の 10％以上を語
学研修等を通じて計画的に養成する。

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】
１．学生の国際的双方向モビリティ対応のための国
際交流センターの設置
本学は、平成 16 年度に留学生センター（平成 15
年度設置）を国際交流センターに改組し、国際交流
課及び各部局との連携を強化し、全学的な観点から、
留学生の受入と日本人学生の海外派遣、及び教育研
究の国際活動など、学生の国際的双方向モビリティ
への対応を支援、推進する体制を整えた。これによ
り、海外の教育、研究機関等との学術交流協定の締
結や日本人学生の派遣や交換留学生の受け入れな
ど、学生の国際的モビリティに対する対応の迅速化
と充実を図ることができた。
２．本学の国際戦略の標榜とそれに則ったグローバ
ル教育研究推進体制の整備
平成 17 年度の「大学国際戦略本部強化事業」及び
「大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連
携支援）
」の申請に際し、
「持続性ある生存環境社会
の構築に向けて―沙漠化防止国際戦略―」を国際戦
略に掲げ、本学がこれまで培ってきた教育、研究上
の特徴を活かした国際的活動を推進してきた。
本国際戦略は、世界的規模で進行している沙漠化
問題をグローバルな環境問題と捉え、農学、工学、
医学、地域学及び乾燥地科学などの全学的なアプロ
ーチにより、その現状の把握から解決に向けた教育、
研究を全学的な協力、支援体制の下で実施しようと
するものである。
この様に、本学を特徴づける国際戦略を明確にす
ると共に、その具現化を図るための全学的な実施体
制を整備することにより、平成 17 年度に「大学国際
戦略本部強化事業」に採択された。それにより、本
学では、策定した国際戦略に則った教育、研究を推
進することを目的に、
「国際戦略企画室」及び「国際
戦略推進室」からなる「国際戦略企画推進本部（平
成 23 年度に国際交流専門委員会に改組）
」を全学体
制として設置した。さらに、国際交流課には国際戦
略推進室を新たに配置し、これまで各部局が個々に
進めていたグローバル的な教育、研究を全学的な体
制の下で集約・支援する等、本学のグローバル化を
一層推進するための体制を整えるとともに、本学の
グローバル対応力の強化を図った。
また、
「国際戦略企画推進本部」が中心となり、本
学における教育、研究のグローバル化を一層進展さ
せることを目的に、世界の 3 カ国（メキシコ、エジ

【本構想における展開】
本構想では、グローバル人材育成を着実に推進す
ることは、これまで遅々として進まなかった国立大
学の教育改革を実現し、教育の質保証と国際通用性
のある大学として国際競争力を強化するための絶好
の機会と捉え、これまでの取組の強化とオール鳥取
大学としての新たな取組を構想している。
１．グローバル化のための全学的推進体制の構築
グローバル人材の育成を全学的、戦略的に推進す
るため、「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮
称）」を新たに設置する。本推進室は、教員と教育、
国際交流を所掌する事務職員の一体的な組織（プロ
ジェクト型組織）で、本構想の実施責任者の下に置
き、関係常置委員会、各部局との調整を図り事業を
推進する。本推進室は、入学試験の在り方からカリ
キュラムの検討、授業評価及び就職支援等、入学か
ら卒業、就職まで、これまで個々の部局で実施され
ていたグローバル化に関する取組を一元的に管理、
評価、改善する機能とともに、教員の国際的な教育
力の強化やグローバル化に対応したカリキュラムの
構築（留学制度、単位認定制度も含む）・教育方法
の改善、職員の国際通用性強化、関係する学内規則
の整備など、大学のグローバル化の推進のために強
化すべき取組を所掌し、全学的責任体制の下で事業
推進するエンジンとしての重要な機能を持たせる。
２．グローバル教育の設計、実施と評価の明確化
１）教育課程におけるグローバル教育の明確な位置
づけと教育課程の国際通用性の向上
これまで体系化されていなかったグローバル教育
に関する授業科目を「グローバル教育科目群」とし
て教育課程表に明確かつ体系的に位置づける。グロ
ーバル教育科目は、教養教育の中で学生が基本的な
国際通用性を身につけるための「グローバル教育基
礎科目群」と専門教育の中で高い国際通用性を専門
知識や技術とともに修得するための「グローバル教
育強化科目群」に分け、グローバル人間力、グロー
バルリテラシー、グローバルコミュニケーション力
の３つの能力を育成するため、それぞれに対応する
３つの教育（グローバル人間力養成教育、グローバ
ルリテラシー養成教育、グローバルコミュニケーシ
ョン力養成教育）を体系的に実施する。また、ナン
バリング、カリキュラム運用の弾力性を高めるため
のクォーター制の導入等、教育課程の国際通用性を
高める取組も行う。
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プト、中国）に 5 ヶ所の海外教育研究拠点を設置し、
各拠点への教職員、学生の派遣、及び本学主催の戦
略的国際シンポジウムの開催や鳥取大学フェア等を
実施するなど、本学の教育・研究のグローバル化の
推進のために各拠点を有効に活用している。
３．本学の国際戦略構想に則ったグローバル教育を
具現化するための「メキシコ海外実践教育カリキュ
ラム」
平成 17 年度に採択された「大学国際戦略本部強化
事業」及び「大学教育の国際化推進プログラム（戦
略的国際連携支援）
」により、本学は「国際戦略企画
推進本部」を設置すると共に、本学の国際戦略構想
「持続性ある生存環境社会の構築に向けて―沙漠化
防止国際戦略―」に則ったグローバル教育の具現化
として「メキシコ海外実践教育カリキュラム（平成
23 年度からメキシコ海外実践教育プログラムに改
編し、現在も継続実施）
」を実施している。メキシコ
海外実践教育プログラムは、異文化、多言語、異環
境をキーワードとし、全学から選抜した学生 20 名を
3 ヶ月間、スペイン語圏であるメキシコの乾燥地に
派遣し、実習や調査などの実践教育を中心に、講義
と語学教育を英語で実施するものであり、学生は 18
単位の修得が可能である。
本プログラムの教育効果は、特に、語学力やコミ
ュニケーション力及び積極性など、本学が目指す人
間力の強化やグローバル人材の育成にきわめて効果
的であると認められることから、メキシコ海外実践
プログラムが「グローバル人材の育成」を目指す本
構想の基礎となっている。
４．グローバル人材育成における現体制の課題
この様に、本学は「持続性ある生存環境社会の構
築に向けて―沙漠化防止国際戦略―」を国際戦略に
掲げ、大学の国際化、グローバル化を推進してきた
が、例えば、
「国際戦略企画推進本部」等の国際化、
グローバル化を推進するための全学体制を組織した
にもかかわらず、学生の受入や派遣及びそれを支援
しようとする教職員の意識の醸成やカリキュラムの
改正及び単位認定制度の改正などの学内規則の整備
など、グローバル人材の育成に必要な人的、経済的、
制度的な整備を十分に図ることができなかったのが
現状である。
そこで、本構想では、グローバル人材の育成を着
実に推進するための全学的な教育組織を設置し、教
育カリキュラムの開発や教育方法の改善等を実現す
ると共に、これまで本学が実施してきた国際化、グ
ローバル化への取組の内、特に、
「語学力の強化」と
「途上国、新興国をフィールドとした海外実践教育」
の強化を図り、本学が目指すグローバル人材像であ
る、
「グローバルマネジメント力」を身に付けた人材
育成に全学を挙げて取り組むこととしている。

２）二本立てのグローバル教育（教養教育における
基礎教育と専門教育における強化コース）
グローバルマインドの醸成など、学生が基本的国
際通用能力を身に付けるために全学共通科目におい
てグローバル教育を実施し、全学的グローバル化の
底上げを図る。また、取組学部である農学部、工学
部、地域学部においては、「グローバル強化コース」
を設け、各学部共通の強化科目や各学部独自の強化
メニューを構築し、専門教育の面からもグローバル
人材の育成を図る。これらの取組学部の成果は、
「鳥
取大学グローバル人材育成推進室（仮称）」での評
価や改善への検討を経て、より内容の充実した取組
となるようブラッシュアップを図る。
３）教育方法の改善・開発
グローバル教育の効果を高めるための教育方法と
その評価方法をセットで検討・開発する。効果的語
学教育、外国語による専門教育、参加型、双方向型
の講義、海外実践教育の拡充、連携機関・産業界か
らの外部講師による講義・実習等、実行性の高い学
びの方法を改善・開発・適用し、PDCA サイクルに
より継続的な改善を図る。このために教員のグロー
バル教育能力を向上させることは言うまでも無く、
グローバル教育の実行性を高めるために、学外のリ
ソースを積極的に活用することを考えており、その
ために、国内外の国際機関や企業、団体、学術交流
協定校との連携強化を組織的に推進する。
学外の組織や学術交流協定校と連携強化を図り、
本学のグローバル化に資するための具体的な取組と
して、在日大使によるサミットレクチャー、台湾、
韓国、中国などへの学生派遣等を初学年の学生に対
しても計画している。また、海外実践教育は、学生
をアジア、アフリカの開発途上国、新興国へ派遣し、
フィールドワークを中心とした実践教育を行うもの
で、本学が７年間に渡って全学的に実施してきた「メ
キシコ海外実践教育プログラム」の世界展開である。
開発途上国、新興国への学生派遣については、本学
は十分な経験とノウハウを積み上げてきており、グ
ローバル人材育成に関する高い教育効果をさらに向
上させることを目指している。海外実践教育の世界
的展開により、全学的な教育、研究分野でのプログ
ラム構築が可能となり、本学のグローバル化及びグ
ローバル人材の育成に大きく貢献すると期待でき
る。
この様に、本構想では、グローバル人材育成を通
して、大学のグローバル化を推進することに大きな
意義があり、教員個々のグローバル意識の向上・強
化と共に入学試験や就職支援及び単位認定制度など
の学内規則の整備など、教職員が一体となった大学
のグローバル化及びグローバル人材の育成への取組
が実現できる。
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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】
１．大学教育支援機構の設置（全学体制の推進）
本学では、4 年前から大学教育支援機構を設置し、
全学的な教育改革を推進している。常置委員会であ
る教育支援委員会が全学的な教学をマネジメントす
る体制とし、恒常的に、教養教育と専門教育の体系
的なカリキュラムの開設を進め、学士課程教育の体
系的な確立を目指している。この中で、国際化・グ
ローバル化を目指して、授業改善、FD、教育の質の
向上に一貫して取り組んでおり、
「実践的なグローバ
ル人材育成教育」を推進している。
２．シラバスの導入と定着
シラバスの中に授業計画とともに、鳥取大学の教
育グランドデザインである「人間力」の 5 つの素養
「知力」
、
「実践力」
、
「気力」
、
「体力」及び「コミュ
ニケーション力」を記入し、教育理念との関連を明
示している。
３．ＧＰＡの導入
平成 13 年度に GPA を導入し、成績評価の厳格化と
ともに、優秀学生の表彰、授業料免除や奨学金等の
受給者選考などに活用している。
４．単位の実質化
単位の実質化を図るため、履修登録における科目
の上限数を学部学科ごとに決めている。
５．学生による授業評価アンケートによる授業改善
授業評価アンケートについては、平成 13 年度から
導入しており、これまで様々な工夫改善が行われて
きた。平成 22 年度からは、授業評価アンケートを中
間期と期末期の２回実施し、授業の改善とともに、
学生のアクティブ・ラーニングを動機づけるような
質問項目を設けている。このアンケート結果は教員
評価に活用されている。
６．ＦＤ研修
新任教員 FD 研修会や合宿研修会でも、学生のアク
ティブ・ラーニングへの誘導、学生による学習アウ
トカム重視、双方向型授業の展開などの「教授パラ
ダイム・シフト」の重要性を教員が理解するように
努めてきた。
７．ＪＡＢＥＥ認定
工学部においては、土木工学科・社会開発システ
ム工学科・電気電子工学科の 3 学科が、技術者教育
の国際化のため、
「ワシントンアコード認定大学卒業
生と同等の学業レベル」を保証するための JABEE 認
定を受けている。

【本構想における取組】
１．全学的教学マネジメント体制の強化推進
本構想では、学士課程教育とともに大学院教育を
含めて、これまで以上に全学的なグローバル人材育
成教育の充実と体系化を推進することとしている。
２．英語による授業の充実
英語による授業科目の増加と充実を進め、留学生
の増加とともに日本人学生のグローバル化を推進す
る。
３．シラバスの充実・多言語化
シラバスはすべての開設科目について導入されて
おり、学生、教職員に定着している。さらに充実さ
せるために英語表記のシラバスを作成し、留学生に
もより便利になるように、グローバル教育の基盤を
整備する。
４．ナンバリングの導入によるカリキュラムの体系化
学士・修士課程を含め、すべての科目についてナ
ンバリングの導入を進めることにより、これまで以
上に全学的なカリキュラムの体系化を進め、海外大
学との単位互換等、国際通用性を高めることとする。
５．ＧＰＡによる評価の更なる改善
GPA による成績の厳格化と公平な適用を進めるた
めに、成績分布の標準化をさらに徹底する。
６．学生による授業評価の推進
より高いレベルのわかりやすい授業を目指して、
すべての科目について学生による授業アンケートの
改良、改善を図りながら継続して実施する。
７．クォーター制の導入
グローバル化に対応し、より柔軟なカリキュラム
を展開するためにクォーター制を導入する。これに
より、学生教職員の海外展開が行いやすくなり、教
育のグローバル化対応が急速に進展する。
８．アクティブ・ラーニングの推進
学生に対しては、国際的に通用する学力を自ら育
成する意識をもたせる。具体的には、学習班、学習
相談、学生の学習リーダー育成といった、実践的組
織を教員とともに作りあげる。
９．グローバル化に対応した教職員研修
教職員がグローバルな観点から、学生を教育、育
成するという意識を持つための施策・教育(例：研修
会の開催)の機会を提供する。また、教職員の国際的
通用性に求められる言語力やディベート力等の国際
業務遂行能力と共に、教職員の相互交流、相互派遣
など、教職員の海外派遣を積極的に推進する。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】
１．大学情報の発信
「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」に挙げられる項目のうち、関連するも
のの内、教職員数、教員の保有学位、職務上の実績
（研究者総覧による）
、就職率、研究成果リポジトリ、
海外研究機関との共同研究・連携に関する情報、外
部資金受入状況、協定を締結している海外の大学、
上記大学との教員・学生交流、大学の国際戦略、グ
ローバル戦略、留学生への対応等については、概ね
公開している。
２．グローバル化に向けた大学情報の発信
一方、本学では平成 17 年度から 5 年間実施した文
部科学省委託事業「大学国際戦略本部強化事業」の
採択を受け、海外の協定校の中で共同研究の実績の
ある中国、メキシコ、エジプトの 5 校において「教
育研究拠点事務所」を設置し、海外における本学の
情報発信の拠点としている。具体的には、優秀な留
学生確保のための留学フェアの実施、中国人同窓会
の設立、各拠点間における横の連携強化のための国
際戦略シンポジウムの実施等を行っている。
特に、本学主催の国際戦略シンポジウムを各拠点か
ら研究者を招へいし、毎年、各拠点で順次実施して
いる。さらに、シンポジウムに合わせて鳥取大学フ
ェアも実施し、大学情報の発信と人的ネットワーク
の構築にも努めている。文部科学省からの支援が終
わった平成 22 年度からも大学独自の予算を用いて、
このような事業を継続実施している。
３．グローバル COE、21 世紀 COE、ITP および
メキシコ海外実践教育
本学では、グローバル人材育成関連で、２つ
のグローバル COE プログラム「乾燥地科学拠点
の世界展開」、「持続的社会構築に向けた菌類き
のこ資源活用」と２つの 21 世紀 COE プログラム、
「染色体工学技術開発の拠点形成」、「乾燥地科
学プログラム」及び若手研究者インターナショ
ナル・トレーニング・プログラム(ITP)、「乾燥
地における統合的資源管理のための人材育成」、
「メキシコ海外実践教育」が採択されており、
国連大学はじめ世界各国の大学や研究機関と連
携して国際会議やシンポジウムを開催し、グロ
ーバル人材育成教育に関しての情報を積極的に
発信してきた。

【本構想における取組】
１．大学情報の積極的な発信
本構想においては、これまで取り組んできた公開
情報のうち、
「公表が望まれる項目の例」の基準に照
らし合わせて、なお不足する事項について十分に吟
味しつつ、情報を調査・整理し、必要な箇所に正確
に充実していくこととしている。
また、国際的展開を目指す大学の評価活動と情報
の海外発信の観点に立って、部局等を越えて大学が
戦略的に情報を公表するための全学的な体制の構築
と整備を行う。英語によるウェブサイト上での海外
発信のために特化したサイトを通した情報の公開の
拡大を進める。

２．海外教育機関との双方的情報連絡システムの展開
特に、海外の大学との組織的かつ継続的な教育研
究における連携関係・体制の構築とともに、優秀な
学生・教員の獲得を実現するという目的に適い、重
要な判断材料となる教育研究の実績に関する情報を
効率よく発信できるように創意工夫を進める。
また、一方向的な情報発信に限らず、サイト上で
の双方向的な情報連絡システムを構築することによ
って、より効果的に国際的展開を目指すこととして
いる。
３．海外実践教育等の報告会の積極的展開
さらに、本学の特色でもある短期、中期的な海外
派遣による実践的教育プログラムの報告会を、国
内・海外で行い、国内では地域の高校生をはじめ、
インターンシップ先の企業などに積極的な参加を求
め、また、海外では派遣先の協定校等で協定校関係
教職員、学生だけでなく地域住民を対象に同様の報
告会を実施し、広く情報を発信していくこととして
いる。
４．国内・海外での国際会議などでの情報発信
海外での情報発信については、本学が設置してい
る教育研究拠点を活用して、本取組についての教育
シンポジウムを毎年開催することにより、海外協力
校との連携を深めつつ、海外における情報発信に努
める。
以上のように、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発信の取組を積極的に推進
する。
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取組内容④ 事務体制のグローバル化
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が
行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。
○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。

【これまでの取組】
１．グローバル化と教職員
大学のグローバル化推進、学生のグローバル人材
育成には、教職員のグローバル化が必須である。
鳥取大学では約 40 年前から、世界の乾燥地におけ
る作物生産と砂漠化防止の研究を主体に、教員の海
外研究が盛んに行われてきており、教員のグローバ
ル化は進んでいる。そして近年は国際関連の多様な
取り組みの推進の中で、職員の海外派遣も飛躍的に
多くなりその活躍には目覚ましいものがある。
２．専門職員の採用と研修の充実
平成 17 年に、文部科学省戦略的国際連携支援事業
「持続的生存環境に向けての国際人養成」
（メキシコ
海外実践教育）
、文部科学省委託事業「大学国際戦略
本部強化事業」の採択を受け、学部横断的な国際戦
略事業の推進及び研究者交流等を促進する中で、ま
ず教職員のグローバル化に取り組んだ。
本事業では職員採用の方式を改め、語学力ととも
に国際業務遂行能力の高い専門職員 10 名を通常の
職員採用とは別に 2 年間にわたって選考採用し、さ
らに職員全体のグローバル意識の向上のために、職
員を対象にしたトリリンガル（英・中・韓国・スペ
イン語）語学研修や、本事業で設置した海外教育研
究拠点への職員の積極的な派遣を行った。
文部科学省の支援終了後も、本学独自の予算を捻
出し、職員の語学研修及び海外派遣研修を継続実施
し、職員の能力向上に積極的に取り組んでいる。
現在はこれらの専門職員が、国際連携大学との円
滑な業務展開を推進するとともに、各学部はじめ各
職場で積極的に仕事を展開してきており、学生・教
職員の海外派遣に関する国際的な安全管理、危機管
理対策はじめ、本学のグローバル人材育成の先導的
な役割を担い、周囲の職員の意識を向上させ、好環
境となってきている。
また、文部科学省「国際教育交流担当職員長期研
修プログラム」や他機関主催「国際業務担当職員研
修」などへも積極的に参加している。
３．多言語による情報発信
学内文書の多言語化については、国際交流会館の
パンフレットや留学案内、HP の多言語化など、主に
外国人研究者や留学生向けの情報を多言語（英語、
中国語、韓国語等）で作成している。また大学教員
研究分野一覧（英語）
、大学概要（中国語）など少し
ずつではあるが多言語による情報発信を進めてい
る。

【本構想における取組】
１．グローバル化の推進と事務体制の強化
これまでの本学の世界の乾燥地研究を始めとする
国際関連の研究とグローバル人材の育成において、
鳥取大学の職員の意識向上と活躍は目覚ましいもの
がある。
本構想では、今後も国際業務遂行能力の高い専門
職員の採用を進めるとともに、現在進めている職員
のグローバル化教育対応能力を向上させるための
「語学研修」や「海外派遣研修」をさらに充実させ、
グローバル人材育成のための教職員協動体制を推進
する。
特に、職員の語学研修については海外協定校等連携
大学との連絡調整や業務遂行に必要となる実務的な
スピーキングやライティング能力向上に重点を置き
実施する。すでに国際業務を実際行っている職員に
は、さらに語学力を伸ばすための中・上級者向けコ
ース、簡単な E メールや英語文書の理解を促す為の
初級者コースなど、レベルを分けた研修を実施し、
職員全体のグローバル化教育対応能力向上の取組を
積極的に展開する。

２．職員の海外派遣の充実
また、語学研修受講者の中から、若手事務職員を
中心に、本学の協定校や海外教育研究拠点へ計画的
に短期間（１週間から１ヶ月程度）派遣し、語学や
国際業務対応能力の向上を図る。この海外研修にお
いても、初級者研修としては現地での英語研修受講、
中・上級者向けには OJT など、実際に現地協定校に
おいて現地業務を行うことにより海外協定担当職員
とのネットワーク構築に寄与するだけでなく、国際
業務に必要な知識や技術の修得を図る。
３．多言語による情報発信の充実
学内文書の多言語化については順次多言語化を行
っており、引き続き英語版のパンフレット等の充実
を図るとともに、英語以外の中国語、韓国語などに
よる情報発信を行う。本学の取り組みを世界に発信
し、大学全体のグローバル化を推進する。

23
（大学名：鳥取大学）（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】
本構想では、本学はグローバルマネジメント能力
のある人材を「グローバル人材像」として明確にし、
その育成を目指すこととしている。また、グローバ
ルマネジメント力は、グローバル人間力、グローバ
ルリテラシー及びグローバルコミュニケーション
力を統合的かつ総合的に兼ね備えた能力であり、
「専門知識と実践力を根底として、開発途上国、新
興国等のグローバル社会の中核として国際業務を
円滑に遂行できる能力」としている。
本学は、この様に明確なグローバル人材像をこれ
まで策定していなかったため、グローバル人材育成
のための全学的、体系的な取組を実施するには至っ
ていないのが現状である。しかしながら、大学の国
際化、グローバル化の重要性は十分認識しており、
国際交流センターを中心とした全学的な取組と各
部局による独自の取組を行ってきている。

１．全学的な取組
１）メキシコ海外実践教育プログラム
本プログラムは、平成 17 年度に採択された文部
科学省による国際連携支援事業を継続的に実施し
ているもので、代表的な新興国の一つであるメキシ
コの乾燥地をフィ－ルドとし、語学（英語とスペイ
ン語）と英語による講義及び調査、実習等のフィー
ルドワークを 3 ヶ月にわたって実施するものであ
る。参加学生は全学から選抜した 20 名を原則とし、
18 単位の修得が可能となっている。また、現地メキ
シコの教員の外、本学の教員及びアメリカからも教
員を招聘し、トリリンガルな環境も整えている。
２）大学国際戦略本部強化事業
文部科学省の採択を受け、平成 17 年度から 5 年
間実施したもので、全学的な国際戦略の下、本学の
国際化を推進することを目的に「国際戦略企画推進
本部」を設置し、メキシコ海外実践教育プログラム
等、学生の海外派遣に中心的な役割を果たした。現
在は、国際戦略室と国際交流専門委員会に機能分化
しているが、これらは、現在、本学の全学的な国際
活動の推進に中心的な役割を果たしている。
３）語学力強化の取組
学生の語学力強化は、グローバル人材の育成にと

【本構想における取組】
１．グローバル能力育成のための教育の考え方
本構想では、グローバル人材の三要素に対応する
3 つのグローバル能力（①グローバル人間力、②グ
ローバルリテラシー、③グローバルコミュニケーシ
ョン力）を設定し、それらを育成するために、それ
ぞれに対応する以下の 3 つを柱とする教育を全学の
教養科目、各学部の専門科目（修士課程の専門科目
も含む）の教育課程のなかに体系的に打ち立て、グ
ローバル人材育成教育を全学的に推進する。
①グローバル人間力養成教育
②グローバルリテラシー養成教育
③グローバルコミュニケーション養成教育
3 つの教育の柱は相互に関連性を持ち、これまで
実施してきた特色的な海外派遣プログラム（メキシ
コ海外実践教育プログラム等）の実績とノウハウを
踏まえた発展的かつ新規の教育プログラムを開
発・実施することにより、それぞれの教育における
効果を有機的に連携させて目指す能力を効果的に
育成する。その概要を次頁の図にまとめた。
２．グローバル能力育成のため特徴的な取組
本構想では、①（海外に）行ってみて、②気づい
て、③自ら変わる、そして④化ける、という 4 段階
のプロセスで、学生自身が主体的に取り組み、経験
と気づきのなかで自らの成長を実感しながら能力
をスパイラルアップさせることを目指している。そ
のためには強い動機付けと本気になれるリアルな
体験の場の提供が必須である。
１）グローバルマインドのセットアップ
グローバル教育の意義、必要性をキャリア教育と
も関連づけて新入生および保護者に対して入学前
教育、入学直後の導入教育として実施し、グローバ
ルに生きて行く意識と覚悟を学生に与える。講師と
して、国際機関、企業、大使館等の最前線で活躍中
のスタッフを招く。１年次の夏休みには、世界と自
分の状況（世界の中での日本と自分の立ち位置）に
気づかせ、グローバル教育への強烈な動機付けを行
うために、海外短期語学留学を実施する（毎年約 30
名、台湾の銘傳大学に派遣を予定）
。
２）開発途上国・新興国への学生派遣プログラム
グローバル人材として求める３つの能力を、関連
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って重要であるとの考えから、語学強化のための特
別コースとして、語学強化コースを設置し、留学生
やネイティブの非常勤講師の協力を得て、英語、ス
ペイン語、中国語、韓国語の強化を図っている。授
業は放課後や昼食時間及び授業の空き時間に設定
されたスケジュールに沿って行われており、大学も
経済的な支援を行っている。また、夏期休暇を活用
した数週間程度の語学研修もカナダ、アメリカ、中
国、フランス等で実施している。
４）特別プログラムによる海外派遣
ITP（JSPS 支援事業；若手研究者インターナショ
ナルトレーニングプログラム）により、平成 20 年
度から海外（中国、シリア、チュニジア、イタリア）
の乾燥地科学研究における第一線の国際研究機関
に約 1 年間、14 名の農学研究科学生、2 名の工学研
究科学生を派遣し、国際的な舞台で活躍できる人材
の育成を推進してきた。ITP 派遣学生は、JICA、国
際コンサル系企業等で活躍している。さらに、組織
的若手研究者派遣プログラム（JSPS 支援事業）によ
り平成 21 年度から 8 名の農学研究科学生を 2～3 週
間、修士論文研究のためにモンゴル、中国、シリア
へ派遣した。
５）JICA 集団研修「乾燥地における土地・水資源の
適性管理と有効利用における取組」
工学部が主体となり平成元年から始めた本集団
研修（コース名等の若干の変更を含む）は、すでに
20 年以上の取組実績がある。平成 11 年以降は農学
部が中心となり、アフリカ諸国を中心に毎年 10 名
程度の研修生を受け入れ、4 ヶ月程度の研修（エジ
プト水研究センターにおける在外補完研修を含む）
を実施している。この研修を契機に留学生として大
学院に入学する研修生も多い。

づけてバランス良く修得・深化させるためには、異
文化・多言語・異環境の海外に身を置き、自分で考
えて、決めて、行動し、経験を積むことが最も効果
的である。そのために先進国から開発途上国までを
対象国とした学生の海外実践教育プログラムを実
施する。
学部１年生から大学院の修士課程まで、学生のグ
ローバル化度、専門性習熟度の異なるレベルに適応
できる海外派遣プログラムを全学あるいは学部の
専門教育科目として提供する。既存プログラムの拡
充を図るとともに、新規プログラムの開発も行う。
想定派遣先は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ
等に位置する開発途上国、新興国の本学と学術交流
協定がある機関・大学（18 ヶ国、64 機関）であり、
本学の実績のある乾燥地研究と関わりの深い機関
が多いことが特徴的である。

３つのグローバル能力
グローバル
人間力

グローバル
リテラシー

グローバル
人間力
養成教育

グローバル
リテラシー
養成教育

グローバル
コミュニケーション力

養成教育

グローバル教育科目群（ナンバリング）
３つのグローバル能力養成を基礎として、学生のグローバル
能力の養成・強化のための教育の場を海外に、また教育リ
ソースを学外からも求め、学生自身に自らの気づきと成長
（変化）を実感させながら、グローバル人材へと変身させる教
育科目をグローバル教育科目群として一般教育と専門教育
に体系的に位置づける。

専門教育

教養教育

独自のグローバル教育メニューの開発
課題解決型学習

２．部局独自の取組
１) 授業、研究の一環としての取組
(1)国際交流支援体制の強化（地域学部）
地域学部では国際交流およびグローバル化教育
を促進していくために、平成 23 年度に将来の学部
を担う 40 歳前後の若手教員を中心とした国際交流
委員会を発足した。本委員会は、地域学部の学術交
流協定校への学生派遣及び共同研究の外、海外にお
ける学術研究の調査など、グローバル人材育成のた
めに必要な情報収集力の強化を図った。
(2)海外実践教育プログラムの単位化（地域学部）
2 年次の専門科目に「海外フィールド演習」を新設
した。この授業では、韓国・江原大学、中国・東北
農業大学、ベトナム・フエ大学などアジアの協定大
学で、学部 2 年生を対象として、1 週間～10 日程度
のフィールド調査を実施する。
2 年次必修科目「地域調査実習」
（鳥取県近郊の地

グローバル
コミュニケーション力

グローバル

実践的英語力
強化メニュー

人間力

参加型学習

英語による専
門授業

養成教育

３つの能力を総合的に強化するための

海外実践教育プログラム
多様な文化、社会、自然環境の
海外をフィールドにした実践教育
先進国～途上国・新興国、温帯地域～乾燥地～熱帯地域

インターンシップ（国内外）
グローバル

リテラシー
養成教育

グローバル
コミュニケーション力
養成教育

講師派遣・教育サイトの提供、キャリア教育支援

学術交流協定機関・外部機関、企業との連携
グローバル教育
基礎科目群

グローバル教育
強化科目群

グローバル基礎教育

グローバル強化コース

（全学生対象）

（選抜学生対象）
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域課題をテーマにした実習）で基礎的な調査手法を
学ぶ学生が、海外調査を体験することに重点を置い
ており、次なる海外派遣プログラム参加への動機づ
けを狙う。
「地域再生を担うインターリージョナル
な協働人材育成プログラム」として JASSO SS＆SV
事業に採択されている。
(3)国際乾燥地科学コースを軸とした実践的グロー
バル専門教育（農学部）実践的なコミュニケーショ
ン英語（外国人教員による英語授業）を必修科目と
して課すとともに、講義科目として国際乾燥地農学
実習（受講生約 30 名、講義・実験、圃場実習、農
村調査、学生交流、成果検討会）を海外（メキシコ、
タイ等）で 1 ヶ月間を実施している。メキシコでの
実習は、平成 13 年度から 10 年以上に渡り実施して
いる。
(4)米国コロラド州立大学獣医教育病院との交流（農
学部） 獣医師の国際通用性を高める取組の一環と
して、獣医学科学生 3 名を 2 週間の臨床実習に派遣
するとともに、コロラド州立大教員を招へいし、先
端分野の講義を実施している。
(5)卒業研究のための海外調査（農学部）
毎年 10～15 名を派遣（主にアジア、中南米の乾
燥地域）
。専門英語教育の拡充も行なっている。
(6)カナダ・ウォータールー大学との交換留学（工学
部） 工学部においては、カナダ・ウォータールー大
学と 1987 年から交換留学を行っており、これまで
に、派遣 42 名（大学院生）
、受入れ 102 名（学部生）
の実績がある。受入事業としては、本学ではほぼ唯
一の英語圏からの事業である。カナダは「移民の国」
「人種のモザイク」
「国際国家への大いなる実験」
などと呼ばれる極めて国際的な国であり、その理工
学系でトップの大学での留学経験により短期間で
効果的なグローバル教育が実施できている。派遣学
生は現在多数が開発コンサルタントや企業等の国
際部門で活躍している。
(7)農業経済学分野における学生交流プログラム（農
学部）フードシステム科学コースを中心にタイ国コ
ンケン大学との学生交流を行なっている。農村での
ホームスティ、農業経済学の講義、アグリビジネス
の視察などの他、タイからの学生も受入れている。
(8)英語力強化のためのネイティブ講師によるカリ
キュラムの実施（農学研究科）
TOEIC スコアにもとづく習熟度別にクラス編成
し、国際社会など多様な場で活躍できる技術者・研
究者の育成のため、ネイティブ講師によるカリキュ
ラムを実施し、英語力の強化を図っている。
(9)大学院における国際連携特別講義（工学研究科）
大学院レベルの国際連携特別講義を実施してお
り、平成 20 年度に、生物応用工学専攻と社会開発
システム工学専攻から各 1 名ずつが単位取得してい

３）課題解決型、参加型学習の拡充・開発
3 つの能力を効果的にバランスよく育成するため
に、学生個人が主役となり、自分磨きに意識的に取
り組める実践的授業科目を充実させる。
４）英語による専門教育の実施
農学、工学分野では技術者として現場で専門的知
識を英語で使える力が必須である。実務に活用でき
る英語通用性を高めることは、コミュニケーション
の重要な基盤となる。
５）国際機関、企業等との連携
国際機関や企業と連携して、グローバル教育の実
効性を高めるための支援を得る。連携先は、国際協
力機構（JICA）
、大使館等の政府系機関、海外事業
を展開している企業（開発コンサル、製造業など）
等を想定しており、講師派遣（サミットレクチャー
等）
、国内外でのインターンシップ等の支援を得る。
これらの機関との連携は、学生のキャリア形成意識
を高める効果が期待される。
３．グローバル人材育成教育の概要（次頁図参照）
学生のグローバル教育は、全学生を対象にしたグ
ローバル教育基礎科目群と各学部（農学部、工学部、
地域学部）の専門科目を含むグローバル教育強化科
目群を設定して実施し、グローバル化の底上げと強
化を図る。
１）グローバル教育基礎科目群による全学教育
本学の全学生に対して、基本的な国際通用性とし
て求められる能力を高める教育を教養教育におい
て実施し、大学全体としてのグローバル化レベルの
底上げを図る。国際人としてのマインド、チャレン
ジ精神、異文化の多様性としての理解、自己表現力、
英語による日常生活の意思疎通等の基本的なグロ
ーバル能力を修得させる。
２）グローバル教育強化科目群による強化コース
高い英語通用力（TOEIC700 点以上）と国際通用性
をもち、専門知識と実践力を根底として、グローバ
ル社会で中核として活躍できるグローバルマネジ
メント能力を身につけた人材を養成するために、グ
ローバル強化コース（以下、強化コース）を、専門
教育課程に位置づけて実施する。英語による専門教
育も行う。平成 27 年度に 2 年次に進級する者から
各学部 10 名程度の学生を選抜し、合計 30 単位程度
のグローバル教育強化科目（一部卒業要件外）を履
修し、修了者には卒業時に修了証を与え、国際通用
性を大学として保証する。当コース修了生は本学が
構想している博士課程リーディングプログラムに
進学することも想定している。まず農学部から始
め、工学部、地域学部がその１年後に開設する。高
度な専門性とより高い国際通用性を併せ持つ人材
養成のために、将来的に修士課程にも設置する予定
である（本構想では試行段階）
。
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る。
２) 学会、研修会等の共同実施の取組
(1)韓国・南ソウル大学との相互派遣プログラム（地
域学部）日本海側の海岸に漂着する海洋ゴミが大き
な社会問題になっていることを受け、
「海洋環境問
題を考える日韓学生実践プログラム」を平成 17 年
度から実施している。韓国南ソウル大学校からの 20
名程度の学生と兵庫県から鳥取県の山陰海岸にお
いて、地元自治体や地域住民との共同事業として海
洋漂着ゴミ実態調査と清掃活動を実施している。
(2)日韓合同国際シンポジウム（農学部、農学研究科）
鳥取大学、九州大学と韓国の江原大学校、忠南大
学校の農学系学部が毎年共同開催している国際シ
ンポジウム（平成 16 年～）に農学研究科学生が 10
名程度参加し、英語で研究発表を行っている。
(3)韓国・江原大学との共同セミナーの取組（工学部、
工学研究科） 平成 15 年より韓国江原大学校環境
科学科と本学工学部のメンバーが毎年相互に訪問
し共同セミナーを実施（学生による研究発表、教員
による講演）
。また、学生育成交流も盛んであり、
相互に大学院生 1 名程度/年を派遣し、本学での博
士学位取得学生が輩出されるとともに、本学教員が
江原大学校博士審査委員も歴任している。
(4)中国・東北大学（瀋陽市）との合同シンポジウム
の実施 機械工学科との共同事業として合同シン
ポジウムを平成 18 年より隔年開催している。
３) 海外の学生との交流事業のための派遣
(1)韓国・春川教育大学との相互派遣プログラム（地
域学部）
「鳥取大学・
（韓国）春川教育大学校 相互
交流研修事業」として、2004 年から実施している。
お互いの文化交流および体験活動が中心のプログ
ラムである。学生はお互いにペアを組み両大学間で
相互派遣される。
(2)Asian Youth Forum の実施（地域学部）
地域文化学科ケイツ教授が代表者で、全アジア語
学教育学会、アジア英語教育学会の支援を受けて、
1999 年から実施している 1 週間程度での交流プロ
グラム。アジアが抱える様々な問題を議論し、アジ
アの若者世代の考え方をお互いに共有し、理解する
ことを目的とし、これまでに日本、韓国、タイ、フ
ィリピン、ロシア等で開催し、アジア各国、ロシア、
オセアニア諸国等 10 数カ国から毎年 40～80 名の大
学生が参加している。鳥取大学からは全学部を通し
て毎年 5～10 名程度の学生が参加している。
(3)日本語、日本文化研修プログラムの実施
平成 15 年度より、夏期休暇を利用し、韓国、台
湾、メキシコ等の大学から 30 名程度の研修生を受
け入れ、4 週間のプログラムを実施している。

４．グローバル教育の評価に基づいた学生指導
本構想では、グローバル教育の効果を年次ごとに
評価する体制を導入し、評価結果を教育プログラム
の改良、学生の個別指導に活用する。とくに、学生
の指導面において、長年の課題であった学生の異文
化対応能力、行動特性、言語力などを多面的・客観
的に評価できるようにし、チューター教員等がグロ
ーバル人材としての学生の弱点に応じた適切な指
導を行い、教育効果の向上を図りたい。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】
１．国際公募
本学における教員の採用に当っては、原則的に
（独）科学技術振興機構が開設している JREC-IN（研
究者人材データベース）及び本学のＨＰを活用して
公募を行っている。特に外国人の採用に当たって
は、本学の規定において国際公募を行うことを明記
し国外からの優れた人材の獲得に努力している。
近年では、平成 22 年度に英語圏のネイティブ教
員の採用を国際公募し、国内外から 22 名の応募が
あった。二次選考の面接については「スカイプ」を
活用するなど応募者が不利にならない方法として
いる。このネイティブ教員は、助教（任期付き）と
して採用したものであるが、併せて本学附属中学校
1 年～3 年生の英語授業の一部を特別非常勤講師と
して担当することとし、全学的な国際化を目指して
いる。
また、本学における外国語（英語）の担当教員は、
26 名（非常勤講師を含む）であるが、そのうち約半
数の 14 名はネイティブ教員を配置し、英語圏にお
ける文化を含めた英語に対する学生の関心を深め
るとともに質の高い英語教育を目指している。
２．外国人教員の採用推進
国際交流センターでは、将来の中国語の需要に応
えるべく、中国語ネイティブの新規採用教員を国内
外に公募し、平成 19 年度より採用した。また、平
成 23 年度よりスペイン語ネイティブ教員も新規採
用し、いずれも学生の海外派遣研修・留学などを促
進するための指導・助言にもあたっている。
乾燥地研究センターにおける教員の採用に当た
っては、JREC-IN 及びセンターの HP を活用して国際
公募を行っており、毎回、海外からも複数名の応募
がある。また、本センターにおける教員の選考基準
では英語で講義及び研究指導を行うに十分な語学
力を有することを明記しており、選考時には英語に
よるプレゼンテーション及び質疑応答を課してい
る。
近年では、１名の外国人（スーダン）を助教（任
期付き）として平成 23 年 4 月から採用し、大学院
生が質の高い英語教育を学べる体制となっている。
また、本センターでは、1 年間の任期で、毎年、外
国人客員教員を公募し、3 名の外国人を採用するな
ど、積極的に外国人教員人事に取り組んでいる。

【本構想における取組】
１．グローバル教育力の向上と外国人教員の採用推
進
本学は、全学的なグローバル化を進める中で外国
語による授業実施を推進するために外国語力を備
えた教員の充実を図る。そのために、本事業の 5
年間において、外国人教員を 20 人規模に増員する。
新規教員の採用に当たっては、現在実施している
国内外への公募情報の提供に加え、全学的な組織と
して設置している「教員配置検討委員会」において
採用条件について厳格に吟味するとともに、学長の
強いリーダーシップのもとでグローバル化を推進
するための採用条件等を附加し、外国語による教育
経験を有する教員を優先し、専門教育においても外
国語を用いて教育できる人材の確保に努める。
この方針により、外国語能力の高い教員、特に英
語圏におけるネイティブ教員並びに日本人におい
ても長期の海外経験を持ち英語圏等の文化等に明
るい教員を配置し、本学の英語による授業の充実を
図り、全学共通科目、専門科目を経て大学院教育へ
と発展させるものである。

２．グローバル教育力向上のための教育体制の強化
現在、外国語が堪能な教員にあっては、FD を積
極的に行い、外国語による授業科目数の設定数を増
やす取組を推進しており、今後さらに強化する。
また平成 25 年度から、可能な学部、カリキュラ
ムからクォーター制に移行し、全学的に柔軟で体系
的なカリキュラムの構成により、学生がグローバル
教育に係る科目群を履修しやすくするとともに、教
員の側にもサバティカル等の制度を活用し、学生の
海外派遣プログラムの引率や研修などに積極的に
参加できるよう教育体制のグローバル化を図る。
英語による授業の強化により学生は他の履修科
目を含め、かなりハードになることが予測されると
ころであるが、世界の流れの中でグローバル化の視
野を広げ、英語による授業を基点として海外派遣、
海外留学等へと発展させ、国際人としての成長を強
く推進したい。
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】
１．FD−海外大学との連携
本学では、平成 18 年度に文部科学省海外先進教
育実践支援事業の採択を受け、大学教育の国際化を
目指した「国際的通用性の高い教職員育成プログラ
ム」を実践した。これは教職員のスキルアップを図
ることを目的としたもので、アメリカ高等教育機関
への教職員の派遣視察、先進大学研修視察、ワーク
ショップへの参加、アメリカの大学によるコンサル
タントアドバイザーを招聘した学内研修などを行
った。

【本構想における取組】
１．FD−海外大学との連携推進
「地球市民」を養成すること、特に鳥取大学では
「タフで実践的なグローバル人材」を育成するとい
う明確な目標を持っており、グローバル教育力を
強力に推進するための教職員の意識改革が急務で
ある。
本構想においては、これまでも取り組んできた海
外協定大学との連携を積極的に活用し、異文化理
解、現地言語の修得から危機管理にいたる派遣前教
育の充実を図るほか、教員間での相互交流や教育技
術の修得など、あらゆる機会を本学教員の FD に取
り入れて、グローバル教育力向上のためのプログラ
ム開発を行っていく。
そのため、海外協定大学への本学の教員の派遣や
海外協定大学の教員を招いて、チームティーチング
を行うなどの実践型研修を行うほか、海外協定大学
との制度上の違いによる課題を理解しあい、よりス
ムーズな学生の派遣が可能となるよう、講習や研
修、協議などの場を充実させていく取組を推進す
る。

２．教員の教育力の評価
教員の教育力を評価する取組としては、平成 13
年から開始した学生の授業評価や教員業績調査を
とおして、客観的なデータによる教員の評価をおこ
なってきており、教育力向上のためのインセンティ
ブを付与する試みを重ねている。
また「大学国際戦略本部強化事業」においても海
外学生派遣プログラムの実施・運営に関わる教職員
の危機意識を高めるため、海外の危機管理専門家を
招聘して、リスクマネジメントにかかる研修会を行
った。
２．教員の教育力の評価
これまで教員の評価は主に研究論文を主体に行
３．海外大学との教育連携
われてきた。現在、学長のもとで、教員の評価につ
平成 17 年度から実施している「メキシコ海外実 いての見直しが進められており、教育力の評価がよ
践教育プログラム」に係る講義及びフィールドワー り強く導入され、
「教員の教育力」が近年中に給与
クは英語で行われており、現地メキシコの協力校の に反映される方向で検討が進められている。そのな
教員・学生も参加するプログラムである。教授陣は かでもグローバル教育に関連した教育は高く評価
本学の教員とともに、カリフォルニア大学デービス されるものと期待している。
校の教員 3 名をはじめ、中国新彊農業大学の教員も
参加して国際色豊かな教授陣となっている。フィー ３．海外大学との教育連携推進強化
ルドワークを担当する本学教員は、本学学生と一緒
海外の教育研究機関との学術交流協定は 88 機関
に受講する現地学生に英語による指導を行ってい にのぼっている。本構想を推進するにあたり、さら
る。また現地学生だけを対象にした特別レクチャー に新たな協定校との締結も進め、これまで本学が積
も別途実施している。
極的に推進してきたフィールドを重視したメキシ
修士課程学生の海外派遣プログラム「若手研究者 コ等での海外での実践教育を、特にアジア、アフリ
インターナショナル・トレーニング・プログラム」 カ、ラテンアメリカ等の開発途上国や新興国に世界
（ITP）
「乾燥地における統合的資源管理のため 展開し、異文化、多言語、異環境下でのフィールド
の人材育成」においても、毎年約１ヶ月組み込まれ を重視した実践教育により、理論と実践力の強化と
ているコースワークは、中国、シリア、チュニジア、 ともに、グローバル社会に対するマインドとマネジ
イタリア、国連大学など関係機関の教授陣が英語に メント能力を兼ね備えた人材（実践的グローバル人
て行うものであり、本学教員もこのコースワークに 材）の育成を、これらの国々と相互に連携しながら
おいて、プログラムに参加する各国学生の指導を行 推進し、教職員学生が互いに理解し合い「地球市民」
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としての発展を目指したい。
っている。
幸い、これまでの世界各国の協定校、拠点校との
さらに博士課程では、これまでにグローバル人
材育成と先端的研究推進関連で、２つのグロー 連携はスムーズに進行しており、新たな発展のため
バル COE プログラム「乾燥地科学拠点の世界展 の準備が着実に進んでいる。
開」、「持続的社会構築に向けた菌類きのこの遺
伝資源」と、2 つの 21 世紀 COE プログラム「染
色体工学技術開発の拠点形成」、「乾燥地科学の
世界展開」が採択実施されおり、海外協定校は
じめ海外拠点校で、実践的な教育研究の取組を
推進してきており、相手国において実際の授業
とともに研究現場での指導や研修・講演等々、
グローバル人材育成の取組を積極的に進めてき
ている。
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様式４
様式４全体で３ページ以内

日本人学生の留学を促進するための環境整備
取組内容①

日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組

○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。
○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。
○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。
○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。
○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。

【これまでの取組】
１．国際交流センターの設置：本学は、平成 15 年
度に留学生受入の推進と留学生支援を目的に設置
された留学生センターを平成 16 年度に国際交流セ
ンターに改組し、留学生の受入と共に、日本人学生
の海外留学を促進する様々な取組を全学的な観点
から行ってきた。国際交流センターでは、新入生の
留学への動機付けとして、入学式後のオリエンテー
ションにおいて、鳥取大学の国際交流活動の紹介や
留学情報の提供及び留学の意義などについて紹介
する機会を設けている。また、国際交流センター教
員による留学ガイダンスの開催や学生個人からの
留学相談にも応じている。
２．語学力強化（語学シャワー室設置）：日本人学
生の留学において大きな障害の一つになっている
語学力の強化については、授業とは別に全学生が利
用可能な語学シャワー室を設置し、非常勤講師や留
学生の協力を得て、英語、中国語、韓国語、スペイ
ン語の語学強化コースを開設している。昼食時及び
昼食後の時間や放課後を中心に時間割が組まれて
いる他、授業の空き時間や語学力レベルを考慮する
等、学生が参加しやすいようにも配慮されている。
３．留学のための各種の支援：留学及び海外派遣を
希望する全学生を対象に、本学独自の基金である
「国際交流基金」を活用している。これは、本学の
企画や学術交流協定校の企画などに参加する学生
に対し、単位化の有無に関わらず、3 ヶ月未満の留
学には 2 万円、3 ヶ月以上の留学には 15 万円の留学
支援金を一時給付している。海外留学に係る奨学金
等の情報は国際交流課ホームページで一元的に行
っている。日本人学生の留学支援の取組は、留学情
報の提供、留学相談、留学ガイダンスや危機管理セ
ミナーの実施及び語学力の強化や支援金の給付な
ど多岐に渡っており、これらの情報は全て国際交流
センターのホームページ及び各部局の担当課等か
ら提供されている。
４．1、2 年生の短期海外派遣の積極的推進：初学年
時での短期の海外留学経験は、留学に対する本人の
意識改革や保護者の理解にもつながり、その後の留

【本構想における取組】
１．教職の協働による全学的な留学支援体制の構
築：本構想では、これまで本学では、グローバル人
材の育成を中心的に推進する全学的な組織がない
ことや日本人学生の留学を促進する全学的な取組
が弱かった点を改善、強化するため、
「日本人学生
の留学を促進するための環境整備」の一環として、
「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮称）
」を
全学的な支援体制として組織し、学生の留学支援を
一元的に行うこととしている。これに合わせて、国
際交流センターと教育センターを一元化する組織
改革を行い、両センターの機能を果たす新しい組織
を「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮称）
」
の中に組み込むことにしている。
これは、これまで留学ガイダンスや留学相談及び
留学情報の提供などの取組は、国際交流センターで
実施されていたのに対し、留学中に修得した単位の
認定やその手続き支援などの取組は、教育センター
や各部局が担っていたため、留学する学生個々への
留学に向けた準備や計画作成の支援が十分に行わ
れなかったという課題を解決するためである。
さらに、
「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮
称）
」には、各部局の教員のみならず、教務系、国
際系、キャリアセンター及び入試センター等の職員
も参画することにしており、各部局と連携した海外
留学プログラムの開発や入学試験の在り方、広報活
動、カリキュラム開発、キャリア支援及び危機管理
など、日本人学生の留学を促進するために必要な全
ての課題について、一元的かつ全学的に検討する環
境整備を整えることとしている。特に、初学年の学
生には、留学、グローバル化、国際化等、将来の留
学に繋がる授業を導入し、留学に至る様々なモデル
ケースの提示や留学経験者や外交官（途上国、新興
国の在日大使等）による授業（サミットレクチャー）
を実施し、留学の意義やその効果のみならず、留学
経験そのものが、自らの将来を切り開く大きな力に
なると共に日本社会がそのような人材を求めてい
ることを明確に伝えることにより留学意欲の醸成
を図る。また、グローバル教育による学生の異文化
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学行動にも大きく影響するものと考え、本学では、
JASSO による SS(ショート)&SV(ショートビジッ
ト)プログラムの採択を受け、特に、1、2 年生の学
生の短期の海外派遣を積極的に推進している。
５．日本人学生と留学生との交流：日本人学生と留
学生との交流の機会を積極的に設け、外国人留学生
との交流をとおして日本人学生の意識を「内向きか
ら外向き」へ向けるための取組として、「日本人学
生と留学生との交流会」を日本人学生と留学生の共
同企画、共同運営で実施している。さらに、学生の
国際交流サークル「IFA: International Friendship
Association」にも留学意欲の高い 50 名以上の日本
人学生と留学生が参加しており、国際交流センター
を中心にその活動を積極的に支援している。
６．単位認定及び事前事後教育の充実：修得可能な
授業科目や単位認定等の手続き等については、韓国
の大学との DDP（ダブルディグリープログラム）や
ITP（若手研究者インターナショナルプログラム）
及びメキシコ、アメリカの大学の協力を得て実施し
ているメキシコ海外実践プログラム等の、単位を伴
う海外での教育プログラムの構築経験がある。ま
た、各海外派遣プログラムの派遣前事前教育は、語
学教育のみならず現地情報や危機管理などについ
て十分なガイダンスを行っており、帰国後の事後教
育においてもレポートの提出や日本語と英語によ
るプレゼンテーションの実施等について周知を図
っている。
７．留学生派遣のための体制整備の課題：平成 17
年度の「大学国際戦略本部強化事業」の採択を受け、
「国際戦略企画推進本部」を全学体制として設置し
た経験もあるなど、今後日本人学生の留学を促進す
るための基本的な環境整備は既に整っている。しか
しながら、本学のこれまでの学生交流の主眼は、日
本人学生の派遣より外国人留学生の受入に置かれ
ていた感があり、日本人学生の留学を促進するため
の環境整備は必ずしも十分とは言えない。特に、単
位を伴う海外留学プログラムの開発を全学的な観
点から一元的に開発、支援する体制は構築されてお
らず、各教員や各部局が必要に応じて開発している
のが現状である。本学のように開発途上国、新興国
をグローバル人材の育成に積極的に活用しようと
する場合、それらの国や地域に対する十分かつ正確
な情報が得にくいことや、日本人にとって馴染みの
薄い国や地域が多いため、学生本人のみならず保護
者が過度な危機感や不安感を持つ場合が多く、これ
が日本人学生にとって、留学そのものへの不安や心
配に繋がっている側面もある。保護者の理解が進む
取組をさらに進める必要がある。

対応能力、行動特性、言語力などの向上具合を多面
的・客観的に評価することにより、グローバル人材
としての学生の弱点に応じた適切な指導を行い、日
本人学生の海外留学の促進に活用する。
２．留学のための経済的支援の強化：日本人学生が
海外留学を躊躇する原因の一つが経済的負担であ
る。このため、本学では独自の国際交流基金を創設
し、十分といえないまでも経済的支援を実施してき
た。国際交流基金による留学支援は引き続き実施す
るが、本基金のみの支援では、支援金額及び支援対
象学生数にも限界がある。このため、本構想では文
部科学省及び JASSO などによる日本人の海外留学
に係る支援事業への申請を「鳥取大学グローバル人
材育成推進室（仮称）
」が中心となり、関係部局と
連携しながら一元的かつ戦略的に実施し、必要な外
部資金の獲得を全学体制で推進する。
さらに、国際交流基金とは別に設置されている
「鳥取大学みらい基金」からの支援を検討するほ
か、学術交流協定校との修士レベルでの DDP や交
換留学プログラム及び夏期休暇中の短期留学プロ
グラム等における質の向上とホームスティの活用
や、相互派遣の着実な実施による経費の負担軽減に
努め、コストパフォーマンスの向上を図る。
３．海外教育研究拠点の整備と機能拡充：現在、本
学はエジプト、メキシコ、中国の 3 ヶ国にある学術
交流協定校に 5 ヶ所の海外教育研究拠点（海外オフ
ィス）を配置しており、これまで、知名度の向上や
留学生獲得及び共同研究の構築などを目的に戦略
的国際シンポジウムの開催や鳥取大学フェアなど
を実施してきた。本構想では、今後、この様な海外
教育研究拠点をアフリカ東地域、東南アジア地域及
びラテンアメリカ地域等の開発途上国、新興国にも
拡大し、海外実践教育や海外留学プログラム等を実
施するなど、日本人学生の留学促進のための環境整
備の充実を図ることとしている。
しかしながら、本学がグローバル人材育成のフィ
ールドとして構想しているこれらの開発途上国や
新興国への留学に不安や心配の懸念を抱く学生や
保護者は多いものと思われる。この様な不安や心配
を払拭するためには、現地での迅速かつ確実な情報
収集や危機管理体制を構築すると共に、学生の安心
安全を保証する受入体制が必要である。このため、
本構想では、海外実践教育の実施に先立ち、学術交
流協定校との連携により、本学の海外オフィスの機
能を充実させる。海外オフィスには、現地スタッフ
を常駐させると共に、テレビ会議システムの設置や
海外実践教育プログラム実施中には本学教職員が
同行する等、在外の日本大使館や JICA 及び現地の
日系企業等の協力も得て、学生の安心、安全の確保
に万全の体制を構築する。
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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】
1．多様な海外派遣：本学は、
「知と実践の融合」を
教育理念に掲げ、海外のフィールドを教育の場とし
た実践教育を積極的に推進してきた。その主なもの
は、学部学生を対象とした「メキシコ海外実践教育
プログラム」
、
「海外調査実習」及び「乾燥地農学実
習」と大学院学生を対象とした「若手研究者インタ
ーナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）
」
である。これらのプログラムは、10 日間程度から 1
年程度の長期に渡るものなど様々であり、学生の派
遣先もメキシコ、タイ、中国、チュニジア、シリア
など、開発途上国や新興国を中心に様々である。
２．危機管理体制の整備充実：このため、学生の事
前・事後指導や派遣中のサポート及び危機管理など
の対応は全学を挙げて慎重に行っている。全学的な
危機管理マニュアルの整備と取組ごとに設置され
ている機能性を持った危機管理体制とともに、緊急
時には、派遣先のパートナー大学以外にも、現地日
本大使館、JICA 等の国際機関との連携も十分にと
り、正確かつ最新の情報収集に努め、迅速かつ的確
な対応ができる体制を整えている。事実、チュニジ
ア、シリア政変時には派遣学生を危機管理マニュア
ルに従い安全に緊急帰国させることができた。
３．事前、滞在中、事後の支援体制の整備：また学
生の留学や海外派遣に関しては、国際交流センター
がその中心的な役割を果たしており、留学前のガイ
ダンスや個人指導等により、帰国後の学業に支障を
きたさないよう十分な配慮を払っている。さらに、
留学・派遣中の学生については、定期的に報告書の
提出を求め、学生の健康状態や就学状況の把握にも
努めている。
この様に、本学のこれまでの海外学生派遣におい
て培われてきた実績と経験は、本構想におけるグロ
ーバル人材の育成においても留学中から帰国後に
わたる学生へのサポート体制として十分機能する
ものと考えている。しかし、これまでの取組では、
留学を終えた学生が修得したグローバル人材とし
ての能力を評価し、産業界への働き掛けなど、就職
支援体制が取られていなかった。このため留学する
学生には、留学前ガイダンスから留学中の学習支援
及び留学後の就職支援に至るサポート体制を構築
すると共に、何よりも重要な留学中の学生に対する
安心安全な環境整備にも十分配慮する必要がある。

【本構想における取組】
１．国際的ネットワークの強化による危機管理体制
の充実
左欄の【これまでの取組】でも述べたように、海
外実践教育、特に、アジア、アフリカ、ラテンアメ
リカの開発途上国や新興国をフィールドとした実
践教育のグローバル人材育成への教育的効果を考
慮すれば、本学がこれまで構築してきた支援体制
は、リスク管理や危機対応の面から十分機能してい
ると考えている。
今後、一層留学の促進とグローバル人材の育成を
強化するためには、これまで培ってきた大学間及び
各種国際機関との国際的なネットワークを強化し、
学生が安心して留学できる環境整備を図ることが
必要である。
特に、学生の留学に関して、留学前、留学中、留
学後まで、学生が必要とする支援体制をさらに充実
させる必要がある。本学がこれまで推進してきた海
外での実践教育では対応できる人数も限定されて
いるので、本構想で推進するグローバル人材の育成
に関しては、これまでの体制をさらに強化充実す
る。

２．留学支援と帰国後の就職支援の充実
そこで、本構想では、留学前の留学準備期間から、
留学中及び留学後に至る各段階別において的確な
アドバイスができるようアドバイザーを配置し、学
生が安心して留学できる支援体制を構築する。
さらに、学生にとって最も関心の強い就職支援に
ついては、
「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮
称）
」の機能に就職支援も加え、産業界との連携や
広報活動及び就職に関するセミナーや研修会を実
施し、グローバル人材として能力を発揮できる企業
とのマッチングを図るなど、きめ細かい就職支援を
行う体制を構築する。
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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】
１．英語力向上のための入学前教育実施
本学では、学生の英語力養成に力を入れており、
平成13 年から在学中のTOEIC 受験も取り入れている
が、18 歳人口の減少や入試の多様化など様々な要因
により入学者の基礎学力低下が問題視されてきた。
入学センターでは、AO、推薦入試の合格者に対し
て、合格してから入学するまでの数ヶ月間、英語や
数学について、E—ラーニング等で入学前教育を実施
するとともに、次年度受験者や高等学校に向けて、
高校段階における学習習慣の大切さ、特に英語能力
の重要性を発信してきた。

２．入試における英語力の評価
平成 20 年の中教審答申の提言の中で、アドミッシ
ョンポリシーの明確化や、センター試験を課さない
AO 入試、推薦入試において学力把握措置を講じるこ
とが求められ、本学においても AO 入試の出願書類
に、志願者が取得した英語検定などの記載をするこ
とを追加した。さらに平成 23 年度大学入学者選抜実
施要項（文部科学省通知）で、学力把握措置などが
明文化されたのを機に、AO 入試の志願者が取得した
英語検定等の資格証明書、スコア等の写しを提出す
るように変更し、志願者の高校教育までの英語力を
第一次選抜で評価する仕組みを導入した。
３．英語力の向上
AO 入試は、地域学部、工学部、農学部の 3 学部で
実施しているが、スコア等を提出させることになっ
て以降は英検等有資格者の受験割合が増え、入学前
教育における英語の学力把握の結果でも、英語基礎
学力の向上に一定の効果がみられると考える。
このほかにも農学部では、3 年次編入学試験で
TOEIC スコアを出願書類としており、独自の判定資
料として利用している。
また、平成 24 年 3 月には、アドミッションポリシ
ーを見直し、従来からの抽象的な学生像に加えて、
高校段階における英語力の重要性について明記し
た。

【本構想における取組】
１．英語力の重要性を強調
グローバル教育を強力に推進するために、アドミ
ッションポリシーの中で英語力の重要性を公表し、
いずれの入試様式においても英語力重視の本学の
姿勢を強調していく。

２．入試における英語力の評価
入試についての改革は次の項目を中心に順次検
討し改善を進める。
①英検レベルや TOEIC スコアの入試への活用
②大学入試センター試験のリスニング点数の積
極的な活用
③面接試験におけるスピーキングの活用
④個別試験における英語（リーディング、ライテ
ィング）レベルの見直し
⑤入学志願者の留学経験や在外経験への加点
３．鳥取県教育委員会・幼小中高大連携
これまでも鳥取県教育委員会や学校現場（幼、小、
中、高）とは、鳥取県の教育力向上について相互に
協力し合ってきた。英語力の向上、英語教育の改善
についても、鳥取県教育委員会や学校長（幼、小、
中、高）と連携し、情報交換会を開催してきた。
今後はさらに進めて、積極的に初等中等学校の英
語教育を支援するために、教員の派遣や留学生との
交流、さらに外国人教員による夏期集中の中・高校
生のための英語講座の開催等を企画し、大学入学前
からの英語力向上の取組を、地域とともに推進す
る。
４．附属小中学校の英語力の向上
キャンパス内に大学附属の小学校・中学校が設置
されている。大学の語学シャワー室を小中学校生に
開放し、留学生や外国人研究者との日常的な交流を
進めることにより、早い時期から「世界」に興味関
心を持たせ、グローバル化を推進する取組を行う。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
１．TOEIC の導入と習熟度別クラス編成
現在、入学後の 5 月に全新入生に対して TOEIC IP
の受験を課している。この結果は、１年次後期にお
ける共通教育の英語の習熟度別クラス分けに利用さ
れている。１年次後期は、ライティング・スピーキ
ングといったアウトプットを中心とした実践英語 A
とリスニング・リーディングといったインプットを
中心とする実践英語 B という 2 つのクラスが提供さ
れているが、習熟度別クラス編成をしているために
特に低学力者に対するリメディアル教育を実施する
ことが可能となっており、成果を上げている。
１年次の 12 月には、2 回目の TOEIC IP テストを
１年生全員に課している。このテストで一定のスコ
アを取得することを１年次後期の実践英語 B の単位
取得の必要条件にすることで、学生が主体的に学習
できるようにしている。2 年次には、総合英語とい
う 4 技能を総合的に鍛える授業を提供しているが、
この授業も 1 年次 12 月の TOEIC のスコアを利用して
習熟度別のクラス編成を実施している。
特に近年は、低学力者だけでなく、各学部におけ
る高得点取得者を中心にしたクラスに対して補助教
材を用いたトレーニング等を実施して成果を上げて
いる。本申請プログラムの対象学部の学生は、入学
時の 5 月と 12 月、さらには 2 年次の 11 月に定期的
に TOEIC IP テストの受験が義務付けられており、前
述のとおり、習熟度別クラス編成や、単位取得の条
件にからめるなど語学教育へのフィードバックが行
われている。さらに、TOEIC 対策や語彙力の増強を
目的として、e-learning 環境の整備を進めている。

【本構想における取組】
１．４年一貫の全学的な英語教育
本学の設定するグローバル人材像を踏まえ、全学
の学生を対象に、スタンダードなグローバルコミュ
ニケーション能力を習得することを目標とした 4
年間一貫の全学的な英語教育プログラムを構築す
る一方で、本プログラムのグローバル強化コースに
参加する学生のために高度な英語運用能力の育成
を目標とする強化カリキュラムを提供する。
全学的なカリキュラム構想の大枠は以下の通り
である。1 年次には、卒業時まで持ち続ける必要が
ある英語学習の強烈なモチベーション作り上げる
ために、短期語学留学派遣プログラムを実施し、大
学間協定の提携先である海外拠点を活用して実践
型の英語教育を試行する。また、チャンク表現や重
要構文の暗唱・音読など基礎的かつ徹底的なトレー
ニングを実施するクラスを設定する。
通常、教養教育における英語教育は 2 年次で終了
するが、3 年次、4 年次と専門教育と連携して英語
能力の育成を行う。現在 1、2 年次における TOEIC
の受験が義務化されているが、24 年度以降、4 年終
了時までに TOEIC の受験を導入し、本カリキュラム
の運用状況を評価する。専門教育と本カリキュラム
における英語教育の連携に関しては、後述に詳しい
が、全学的カリキュラムにもグローバル強化コース
における専門教育との連携の成果をフィードバッ
クし、26 年度以降、本格的に入学時から卒業まで
グローバルコミュニケーションに必要な英語運用
能力を修得した学生を輩出する有機的な英語教育
カリキュラムを運用する。

２．少人数語学教育
少人数語学教育に関しては、特に１年次前期のコ
ミュニケーション英語A という授業において25 人程
度の比較的少人数のクラスにおけるコミュニケーシ
ョン力の育成の焦点を当てた教育を行っている。
また、毎年、英語教員が特別プロジェクトを立て
て、TOEIC IP の結果を分析し、カリキュラムの構築
や新しい教授法を模索するなど教育効果の分析とフ
ィードバックも図られている。

２．グローバル強化コースにおける英語教育
次に、本強化コース用に提供されるプログラムの
具体的な内容を述べる。2 年次及び 3 年次以降の高
年次用のクラスとして「英語を用いた」アウトプッ
トに重点を置いた授業を開講する。
具体的には、英語によるアウトプットを「コンポ
ジション」と「プレゼンテーション」の 2 科目に分
類しカリキュラムを構成している。以下に年次に沿
ったカリキュラムの概要を述べる。
2 年次：
最初にプレースメントテストを実施。
「コンポジ
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３．英語による論文作成
学部・修士における英語論文作成指導は卒業論
文・修士論文指導の中で指導教員が行っている。メ
キシコ海外実践教育では、外国人英語教員が英文報
告書の作成について指導している。
また、修士課程，博士課程の大学院生については、
グローバル COE の人材育成教育の一環として、外
国人や英語専門家による英文論文作成のための指導
を行ってきた。

ション」科目として前期に「Basic Composition」
を提供し、後期に「Reports and Proposal Writing」
の授業を提供。
「プレゼンテーション」科目として
前期に「Speech Communication」、後期に「Small
Group Communication」の授業を提供。
「Small Group
Communication」では最後にプレゼンテーションを
行 う が 、 そ の 内 容 は 「 Reports and Proposal
Writing」で練り上げた内容とする。このように「コ
ンポジション」と「プレゼンテーション」の内容は
相互に連関する。最後に実力診断テストを実施。伸
びを測定する。
3 年次以降：
「コンポジション」として「Academic Writing」、
「プレゼンテーション」として「Professional
Communication」を提供。それぞれの授業は、ネイ
ティブの英語教員だけでなく、学部教員も教材の提
供や指導を担当することで、英語の授業と専門の授
業との有機的な融合を実現する。本プログラムのカ
リキュラムの成功事例は、本学の共通教育の英語教
育プログラムへとフィードバックされ、大学全体の
英語教育の活性化を図ることも目的とする。
これらのトレーニングを経たあとで、学生は本プ
ログラムで提供される海外研修へと進む。

４．多言語化の充実推進：中国語、韓国語、ドイツ
語、フランス語、スペイン語教育の改善
英語以外の中国語、韓国語、ドイツ語、フランス
語、スペイン語については、平成 22 年度までは 1-2
年次（初級）での受講だったが、平成 23 年度からは
3 年次・4 年次を対象に、中級、上級クラスを開講し
ている。これらの言語も世界各地でのグローバル人
材の育成には極めて重要であり、充実強化している。
特に本学がこれまで教育研究の対象としてきた、ア
ジア、アフリカ、ラテンアメリカでは、これらの言
語は極めて重要であり、今後も充実する計画である。
語学シャワー室ではこれらの語学教師や世界各国か
らの研究者や留学生が、鳥取大学の学生とともに日
常的に交流しており、グローバル教育の一環として、
語学力とともに異文化理解、地球的課題の相互理解 ３．英語による論文作成
のための環境を形成していている。
本学では、学生・院生の英語論文作成のためにこ
れまでも多様な取り組みを行ってきたが、専門家に
よる指導をさらに強化し、研究教育の業績を広く世
界に発信できる体制づくりを推進する。

４．多言語化の充実強化推進：中国語、韓国語、ド
イツ語、フランス語、スペイン語教育の充実
英語以外の中国語、韓国語、ドイツ語、フランス
語、スペイン語については、1 年次から 4 年次まで、
初級から中級、上級クラスを開講している。今後も
「多言語」の充実強化を進める計画である。今後は、
語学シャワー室を大学生や大学教職員だけではな
く、附属学校の生徒や高校生にも開放し、地域にお
けるグローバル教育の一環として、語学力とともに
異文化理解、地球的課題の相互理解のための環境整
備をすすめたい。また、本学を会場として、これら
の言語（中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、
スペイン語）についても検定試験を実施しており、
グローバル人材の育成のために包括的な取り組み
を積極的に展開したい。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

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

【本構想における取組】
本構想の実現に向けた推進体制として、本構想責任者である本学の教育担当理事の強力なリーダーシッ
プの下、全学的な組織である「鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮称）
」を設けて、入学試験の在り
方からカリキュラムの検討、授業評価及び就職支援等、入学から卒業、就職まで、これまで個々の部局で
実施していた取組を一元的に管理、評価、改善する全学的な体制を整備する。本推進室は、取組学部の学
部長をはじめ、教育センター、入試センター、キャリアセンター及び国際交流センターのセンター長及び
関係事務部門の部長、事務長で構成し、具体的な取組の企画・調整、進捗状況の把握、自己点検を通じた
改善を行う。
本構想における取組学部の成果は、各学年の学生による授業アンケート調査及び外部有識者会議による
評価を踏まえ、鳥取大学グローバル人材育成推進室（仮称）での評価や改善への検討を経て、より内容の
充実した取組となるようブラッシュアップを図ることとしている。

取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、
各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。
○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先
導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。

これまでにも本学の特色ある取組については、本学ホームページでの公表や報告書を作成して配布する
など成果の公表と普及に努めてきた。特に「メキシコ海外実践教育プログラム」においては、英語による
学内報告会に加えて、一般市民や学生保護者を対象にした日本語による学外報告会を実施し、学内だけで
なく学外にも本学の取組について情報発信を行ってきた。
本構想での取組についても、取組状況や成果をホームページで日本語及び英語で公表するとともに、海
外実践プログラムの学内及び学外における報告会の実施、
「グローバル強化コース」修了生による修了発
表会の実施、日本語及び英語による成果報告書の作成を行い、広く学生や企業、社会へ公表することとす
る。このような報告会や発表会を企業就職担当者、保護者や高校生等向けのものとし、本取組参加学生の
卒業後の受け皿となり得る就職口の確保、または本学への入学希望者促進につながることが期待される。
また、海外実践教育の実施では、参加学生が現地で得た学習成果について、現地市民を対象にした報告
会を現地で実施する。これは現在「メキシコ海外実践教育プログラム」でも行っている取組であり、協定
校や現地市民からのサポートや協力を、学生による成果報告の還元という形で現地市民に返すことを目的
としている。こういったプログラムを実施することにより、一方的になりがちな海外実践教育を現地還元
型とすることにより、現地での協力が得やすく、また本学の活動の理解にもつながっている。このような
取組を各学部で行う学生派遣プログラムにおいても展開していく。
また入試センターとも協同して、海外実践プログラム参加学生による近辺の高等学校での海外体験談発
表、オープンキャンパス等での取組紹介等を通して、本学の取組を高校生に幅広く知ってもらう場とする。
学内学生向けには、本学の特色ある海外実践プログラム参加学生で、且つ国際的な現場で活動している卒
業生を招いての講演会を行うことにより、在校学生が積極的に海外に目を向け、本取組に賛同する機会を
設ける。
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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】
平成 24 年 3 月、教育担当理事を座長とする鳥取大学グローバル人材育成推進ＷＧを設け、構想、実施
体制の整備について検討を行ってきた。
全学部（地域学部、工学部、医学部、農学部）
、乾燥地研究センター、教育センター、国際交流センタ
ー、及び事務局からなるＷＧである。
【平成２４年度】
10 月から教員と事務職員とで構成する実施体制整備（グローバル人材育成推進室（仮称）
）を設置。
環境整備に要する備品等（語学システムソフト、海外拠点との TV 会議システムなど）の準備、調達と
具体の教育プログラムの開発検討。
FD、SD にかかる研修内容等の設定、実施（毎年）
。海外語学研修先のパートナー大学等との契約、JICA、
参加協力国在日大使館、インターンシップ先などへの協力依頼など。
各プログラムの単位化の課題クリア。在校生、新入生への情報発信。
クォーター制導入の検討
【初年度評価委員会の実施、実績報告】
【平成２５年度】
グローバルマインドセットのための事業実施。台湾銘傳大学への短期派遣プログラムの実施。
新規教育プログラムの開発、単位化検討。
メキシコ海外実践教育プログラムをはじめとする各派遣プログラムの充実検討。
大使館等の協力者等を招いて実践報告会等を開催（毎年）
クォーター制及びナンバリングの実施検討
【2 年度評価委員会の実施、実績報告】
【平成２６年度】
海外インターンシップの実施準備（企業等との調整）
ナンバリングの試行（農学部から実施）
クォーター制の実施準備（農学部から試験的実施）
学務支援システムのリプレース（平成２７年度稼働）
【3 年度評価委員会の実施、実績報告】
【平成２７年度】
農学部グローバル強化コース実施
海外インターンシップの実施
クォーター制の試験的実施
ナンバリングの試行（工学部、地域学部）
【4 年度評価委員会の実施、実績報告】
【平成２８年度】
クォーター制及びナンバリングの完成、全学的実施
工学部、地域学部グローバル強化コース実施
【最終年度評価委員会の実施、実績報告】
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
財政支援期間終了後は、さらなる教育システムの見直し、内容充実・向上のため、PDCA サイクルを確
立し、実施継続していく。
本財政支援期間中に、対象学生の学年進行により成果が見込まれなかった事業項目については、卒業後、
大学院進学後の追跡調査等により、成果実績のフォローアップ等を実施していくこととする。
さらに、次の５か年を第２期鳥取大学グローバル人材育成プログラム期間として設定し、１０年後を見
据えた計画を立案、実行していくこととしたい。
学生の派遣等、プログラムの実施にあたっては、真に学生にとって魅力的なカリキュラムを開発すると
ともに、海外インターンシップを活用した就職支援なども拡充を図っていきたい。
あわせて教員及び事務職のグローバル化についても長期的な見通しに立って計画していく。

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

財政支援期間終了後は、教育システムの見直し、内容充実・向上のための研修にかかる経費については、
グローバル戦略的経費として大学で予算措置し、PDCA サイクルを実施継続していく。
人材の確保については、計画的な人事を行い、経費の抑制に努める。
学生の派遣等、プログラムの実施にあたっては、魅力的なカリキュラムを開発し、学生の負担を軽減し
つつ運用を図りたい。
教員及び事務職のグローバル化対応は、本事業実施の 5 年間で所期の目的を達するよう整備を図る。
【物品費】
・ 財政支援期間内にＴＶ会議システム、遠隔講義システム、e ラーニングシステム等を整備し、財政支
援期間終了後については、保守、消耗品等を大学負担で実施する。
【人件費・謝金】
・ 人件費、謝金については、財政支援期間終了後も人数等を絞り込んだ上で、大学負担で実施する。
【旅費】
・ 教職員の FD、SD のための派遣旅費については、財政支援期間終了後は派遣先、回数を絞り込み、大
学負担で実施する。
・ 調査、調整のための旅費は基本的には財政支援期間内に実施する。
・ 講師招聘旅費、評価委員等の旅費については、財政支援期間終了後も大学負担で実施する。
【その他】
・ 維持に必要なものは大学負担で継続、実施する。
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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）

64,831
64,531
2,625
33,976
19,530
8,400
300

232

4,182
70
70

65,063
64,531
2,625
33,976
19,530
8,400
532
232
300
7,990
4,200
1,950
1,980
270
3,790
255
990
255
100
1,500
50
640
43,728
11,834
1,070
2,481
2,280
19,046
1,276
5,741
20,149
15,849
2,627
1,000
2,250
3,590
1,000
1,200
4,182
70
70

150
150

150
150

［物品費］
①設備備品費
・コピー機
（1台）
・TV会議システム（1個）、遠隔講義システム（1個）

・eラーニングシステム（3セット×6,510千円）
・学生渡航システム（1個）
②消耗品費
・メキシコ海外実践教育プログラム実施
・海外プログラム実施経費
［人件費・謝金］
①人件費
・准教授雇用（1名×3ヶ月間×650千円）
・非常勤講師（2名×3ヶ月間×330千円）

300
6,390
4,200
1,950
1,980
270
2,190
255
990
255

・拠点コーディネーター雇用（1名×3ヶ月×90千円）

②謝金
・サミットレクチャー講師謝金（15回×17千円）
・FD講師謝金（15回×6hr×11千円）
・その他講演講師謝金（15回×17千円）

232
232
1,600

1,600

100
1,500

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ招聘教員謝金(20hr×5千円)

・語学強化コース講師謝金（300回×5千円）
・評価委員謝金（2hr×5千円×5名）

50
640
23,612
11,834

・海外派遣プログラム補助（8hr×20日×4名×1千円）

［旅費］
・協定校訪問・視察、協議、その他調査（27名）
・職員派遣（SD研修）（2名）
・海外派遣プログラム補助（4名）

20,116
1,070

2,481
2,280

・シンポジウム開催に係る旅費（10名×228千円）

19,046

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施（学生20名教職員15名）

・国内招聘旅費（企業招聘、評価委員会）（20名）

1,276
5,741
11,110
8,890
2,058
1,000

・招聘旅費（サミットレクチャー、FD研修等）（27名）

［その他］
①外注費
・職員語学研修
・海外協定校講義委託（台湾銘傳大学）
・海外協定校講義委託（ﾒｷｼｺ、UCDavis）
・学内文書・HP多言語化、パンフレット翻訳
・シンポジウム開催経費
・拠点事務所業務委託（北京・ﾗﾊﾟｽ、2拠点）

650
1,000

9,039
6,959
569
2,250
2,940
1,200

・TOEIC試験委託料（ｶﾚｯｼﾞTOEIC1,195名×3,500円）

②印刷製本費
・パンフレット印刷（1種類）
・
③会議費
・報告会会場借り上げ代
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・拠点形成経費（事務所借り上げ）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ車輌、宿舎借り上げ

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

2,000
2,000
105,943

2,080
2,080

4,080
2,000
2,080

30,987

136,930

該当ページ

32，様式4，44行目
32，様式4，46行目
39，様式6，22行目
33，様式4，21行目
24，様式2，20行目
20，様式1，35行目

33，様式4，27行目

21，様式1，7行目
32，様式4，46行目
31，様式4，34行目
29，様式3，16行目
26，様式2，15行目
24，様式2，20行目

25，様式2，2行目
38，様式6，14行目

25，様式2，5行目
29，様式3，15行目
23，様式1，23行目

25，様式2，5行目
22，様式1，39行目
24，様式2，20行目
26，様式2，15行目
31，様式4，34行目

23，様式1，13行目
24，様式2，39行目
24，様式2，20行目
23, 様式1，34行目
22，様式1，39行目
32，様式4，24行目
35，様式5，22行目
23，様式1，36行目

22，様式1，26行目

32，様式4，24行目

25，様式2，5行目
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（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

16,023
15,023
630
9,393
5,000
1,000

732

16,755
15,023
630
9,393
5,000
1,732
232
1,000
500
26,380
21,600
7,800
12,000
1,800
4,780
255
990
255
100
1,500
990
50
640
82,120
26,215
1,542
3,164
2,481
5,108
19,046
12,252
2,553
7,735
2,024
26,925
18,317
3,582
1,000
2,250
4,440
1,000
561
1,200
4,284
3,050
2,250
800
150
150
250
250

［物品費］
①設備備品費
・カラープリンター（3台×210千円）
・TV会議システム（1個）
・小型バス（1台）
②消耗品費
・メキシコ海外実践教育プログラム実施
・海外プログラム実施経費
・修士学生派遣事業消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・准教授雇用（1名×7,800千円）
・語学非常勤講師（3名×4,000千円）
・拠点コーディネーター雇用（1名）
②謝金
・サミットレクチャー講師謝金（15回×17千円）
・FD講師謝金（15回×6hr×11千円）
・その他講演講師謝金（15回×17千円）

1,000
24,780
21,600
7,800
12,000
1,800
3,180
255
990
255

500
1,600

1,600

100
1,500

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ招聘教員謝金(20hr×5千円)

・語学強化コース講師謝金（300回×5千円）
・語学講師謝金（90回×11千円）
・評価委員謝金（2hr×5千円×5名）

990
50
640
47,448
26,215
1,542
1,814
2,481
5,108

・海外派遣プログラム補助（8hr×20日×4名×1千円）

［旅費］
・協定校訪問・視察、協議、その他調査（64名）
・教員派遣（FD研修）（3名）
・職員派遣（SD研修）（6名）
・海外派遣プログラム補助（4名）
・シンポジウム開催に係る旅費（15名）

34,672
1,350
19,046
12,252

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施（学生20名教職員15名）

・修士学生派遣事業旅費（10名）
・国内招聘旅費（企業招聘、評価委員会）（30名）

2,553
7,735

・招聘旅費（サミットレクチャー、FD研修等）（27名）

・修士学生派遣事業招聘（5名）
［その他］
①外注費
・職員語学研修
・海外協定校講義委託（台湾銘傳大学）
・海外協定校講義委託（ﾒｷｼｺ、UCDavis）
・学内文書・HP多言語化、パンフレット翻訳
・シンポジウム開催経費
・TV会議システム保守（3台×187千円）
・拠点事務所業務委託（北京・ﾗﾊﾟｽ、2拠点）

15,908
11,358
3,013
1,000
1,500
1,000
561

2,024
11,017
6,959
569
2,250
2,940
1,200

・TOEIC試験委託料（ｶﾚｯｼﾞTOEIC1,224名×3,500円）

②印刷製本費
・報告書印刷（5種類×450千円）
・パンフレット印刷（1種類）
③会議費
・報告会会場借り上げ代
④通信運搬費
・携帯電話レンタル（10台×25千円）
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・拠点形成経費（事務所借り上げ）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ車輌、宿舎借り上げ

平成２５年度

732
232

合計

4,284
2,150
1,350
800
150
150
250
250
2,000
2,000
104,159

900
900

3,158
3,158

5,158
2,000
3,158

48,021

152,180

該当ページ

32，様式4，24行目
32，様式4，46行目
32，様式4，24行目
24，様式2，20行目
20，様式1，35行目
25，様式2，10行目

33，様式4，27行目

21，様式1，7行目
32，様式4，46行目
31，様式4，34行目
29，様式3，16行目
26，様式2，15行目
24，様式2，20行目

25，様式2，2行目
21，様式1，6行目
38，様式6，14行目

25，様式2，5行目
29，様式3，15行目
29，様式3，14行目
23，様式1，23行目

25，様式2，5行目
22，様式1，39行目
24，様式2，20行目
25，様式2，10行目
26，様式2，15行目
31，様式4，34行目
25，様式2，10行目

23，様式1，13行目
24，様式2，39行目
24，様式2，20行目
23, 様式1，34行目
22，様式1，39行目
32，様式4，46行目
32，様式4，24行目
35，様式5，22行目
37，様式6，②1行目

23，様式1，36行目
22，様式1，26行目
20，様式1，31行目

32，様式4，24行目

25，様式2，5行目

（大学名：鳥取大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
②消耗品費
・メキシコ海外実践教育プログラム消耗品
・修士学生派遣事業消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・准教授雇用（1名×7,800千円）
・語学非常勤講師（3名×4,000千円）
・拠点コーディネーター雇用（1名）
②謝金
・サミットレクチャー講師謝金（15回×17千円）
・FD講師謝金（15回×6hr×11千円）
・その他講演講師謝金（15回×17千円）

26,860
21,600
7,800
12,000
1,800
5,260
255
990
255

事業規模
（①＋②）

732

732

732
232
500
1,600

732
232
500
28,460
21,600
7,800
12,000
1,800
6,860
255
990
255
100
1,500
2,970
150
640
80,880
26,398
1,542
3,164
2,481
3,685
19,046
12,252
2,553
7,735
2,024
36,013
27,405
3,582
3,000
2,250
4,440
1,000
1,200
561
4,500
4,172
2,700
3,050
2,250
800
150
150
250
250

1,600

100
1,500

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ招聘教員謝金(20hr×5千円)

・語学強化コース講師謝金（300回×5千円）
・語学講師謝金（270回×11千円）
・評価委員謝金（2hr×5千円×5名×3回）

2,970
150
640
46,208
26,398
1,542
1,814
2,481
3,685

・海外派遣プログラム補助（8hr×20日×4名×1千円）

［旅費］
・協定校訪問・視察、協議、その他調査（63名）
・教員派遣（FD研修）（3名）
・職員派遣（SD研修）（6名）
・海外派遣プログラム補助派遣（4名）
・シンポジウム開催に係る旅費（15名）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施（35名）
・修士学生派遣事業旅費（10名）

34,672
1,350
19,046
12,252

・国内招聘旅費（企業招聘、評価委員会）（30名）

2,553
7,735

・招聘旅費（サミットレクチャー、FD研修等）
・修士学生派遣事業招聘（5名）
［その他］
①外注費
・職員語学研修
・海外協定校講義委託（台湾銘傳大学）
・海外協定校講義委託（ﾒｷｼｺ、UCDavis）
・学内文書・HP多言語化、パンフレット翻訳
・シンポジウム開催経費
・拠点事務所業務委託（北京・ﾗﾊﾟｽ、2拠点）
・TV会議システム保守（3台×187千円）
・海外派遣プログラムDVD作成

24,996
20,446
3,013
3,000
1,500
1,000

2,024
11,017
6,959
569
2,250
2,940
1,200

・TOEIC試験委託料（ｶﾚｯｼﾞTOEIC1,192名×3,500円）

・JABEE審査料
②印刷製本費
・報告書印刷（5種類×450千円）
・パンフレット印刷（1種類）
③会議費
・報告会会場借り上げ代
④通信運搬費
・携帯電話レンタル（10台×25千円）
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・拠点形成経費（事務所借り上げ）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ車輌、宿舎借り上げ

平成２６年度

大学負担額
(②)

合計

561
4,500
4,172
2,700
2,150
1,350
800
150
150
250
250
2,000
2,000
98,064

900
900

3,158
3,158

5,158
2,000
3,158

48,021

146,085

該当ページ

24，様式2，20行目
25，様式2，10行目

33，様式4，27行目

21，様式1，7行目
32，様式4，46行目
31，様式4，34行目
29，様式3，16行目
26，様式2，15行目
24，様式2，20行目

25，様式2，2行目
21，様式1，6行目
38，様式6，14行目

25，様式2，5行目
29，様式3，15行目
29，様式3，14行目
23，様式1，23行目

25，様式2，5行目
22，様式1，39行目
24，様式2，20行目
25，様式2，10行目
26，様式2，15行目
31，様式4，34行目
25，様式2，10行目

23，様式1，13行目
24，様式2，39行目
24，様式2，20行目
23, 様式1，34行目
22，様式1，39行目
32，様式4，24行目
32，様式4，46行目
22，様式1，36行目
35，様式5，22行目
21，様式1，39行目
37，様式6，②1行目

23，様式1，36行目
22，様式1，26行目
20，様式1，31行目

32，様式4，24行目

25，様式2，5行目

（大学名：鳥取大学）（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
・メキシコ海外実践教育プログラム消耗品
・修士学生派遣事業消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
・准教授雇用（1名×7,800千円）
・語学非常勤講師（3名×4,000千円）
・拠点コーディネーター雇用（1名）
②謝金

27,512
21,600
7,800
12,000
1,800
5,912
247
990
255

・サミットレクチャー講師謝金（15回×16.5千円）

・FD講師謝金（15回×6hr×11千円）
・その他講演講師謝金（15回×17千円）

事業規模
（①＋②）

732

732

732
232
500
1,600

732
232
500
29,112
21,600
7,800
12,000
1,800
7,512
247
990
255
100
1,500
3,630
150
640
80,624
26,398
1,542
3,164
2,481
3,429
19,046
12,252
2,553
7,735
2,024
33,306
24,698
3,582
3,000
2,250
4,440
1,000
1,200
561
4,500
4,165
3,050
2,250
800
150
150

1,600

100
1,500

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ招聘教員謝金(20hr×5千円)

・語学強化コース講師謝金（300回×5千円）
・語学講師謝金（330回×11千円）
・評価委員謝金（2hr×5千円×5名×3回）
・海外派遣プログラム補助（8hr×20日×4名×1千円）

［旅費］
・協定校訪問・視察、協議、その他調査（65名）
・教員派遣（FD研修）（3名）
・職員派遣（SD研修）（6名）
・海外派遣プログラム補助派遣（4名）
・シンポジウム開催に係る旅費（15名）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施（35名）
・修士学生派遣事業旅費（10名）
・国内招聘旅費（企業招聘、評価委員会）（30名）

3,630
150
640
45,952
26,398
1,542
1,814
2,481
3,429

34,672
1,350
19,046
12,252

2,553
7,735

・招聘旅費（サミットレクチャー、FD研修等）
・若手研究者派遣事業招聘（5名）
［その他］
①外注費
・職員語学研修
・海外協定校講義委託（台湾銘傳大学）
・海外協定校講義委託（ﾒｷｼｺ、UCDavis）
・学内文書・HP多言語化、パンフレット翻訳
・シンポジウム開催経費
・拠点事務所業務委託（北京・ﾗﾊﾟｽ、2拠点）
・TV会議システム保守（3台×187千円）
・海外派遣プログラムDVD作成

22,289
17,739
3,013
3,000
1,500
1,000

2,024
11,017
6,959
569
2,250
2,940
1,200

・TOEIC試験委託料（ｶﾚｯｼﾞTOEIC1,190名×3,500円）

②印刷製本費
・報告書印刷（5種類×450千円）
・パンフレット印刷（1種類）
③会議費
・報告会会場借り上げ代
・
④通信運搬費
・携帯電話レンタル（10台×25千円）
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・拠点形成経費（事務所借り上げ）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ車輌、宿舎借り上げ

平成２７年度

大学負担額
(②)

561
4,500
4,165
2,150
1,350
800
150
150

900
900

250
250
2,000
2,000

合計

95,753

250
250
3,158
3,158

5,158
2,000
3,158

48,021

143,774

該当ページ

24，様式2，20行目
25，様式2，10行目

33，様式4，27行目

21，様式1，7行目
32，様式4，46行目
31，様式4，34行目
29，様式3，16行目
26，様式2，15行目
24，様式2，20行目

25，様式2，2行目
21，様式1，6行目
38，様式6，14行目

25，様式2，5行目
29，様式3，15行目
29，様式3，14行目
23，様式1，23行目

25，様式2，5行目
22，様式1，39行目
24，様式2，20行目
25，様式2，10行目
26，様式2，15行目
31，様式4，34行目
25，様式2，10行目

23，様式1，13行目
24，様式2，39行目
24，様式2，20行目
23, 様式1，34行目
22，様式1，39行目
32，様式4，24行目
32，様式4，46行目
22，様式1，36行目
35，様式5，22行目
37，様式6，②1行目

23，様式1，36行目
22，様式1，26行目

20，様式1，31行目

32，様式4，24行目

25，様式2，5行目

（大学名：鳥取大学）（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
・メキシコ海外実践教育プログラム消耗品
・修士学生派遣事業消耗品
・
［人件費・謝金］
①人件費
・准教授雇用（1名×7,800千円）
・語学非常勤講師（3名×4,000千円）
・拠点コーディネーター雇用（1名）
②謝金

27,512
21,600
7,800
12,000
1,800
5,912
247
990
255

・サミットレクチャー講師謝金（15回×16.5千円）

・FD講師謝金（15回×6hr×11千円）
・その他講演講師謝金（15回×17千円）

事業規模
（①＋②）

732

732

732
232
500

732
232
500

1,600

29,112
21,600
7,800
12,000
1,800
7,512
247
990
255
100
1,500
3,630
150
640
84,693
26,398
1,542
3,164
2,481
7,498
19,046
12,252
2,553
7,735
2,024
33,306
24,698
3,582
3,000
2,250
4,440
1,000
1,200
561
4,500
4,165
3,050
2,250
800
150
150
250
250

1,600

100
1,500

・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ招聘教員謝金(20hr×5千円)

・語学強化コース講師謝金（300回×5千円）
・語学講師謝金（330回×11千円）
・評価委員謝金（2hr×5千円×5名×3回）
・海外派遣プログラム補助（8hr×20日×4名×1千円）

［旅費］
・協定校訪問・視察、協議、その他調査（64名）
・教員派遣（FD研修）（3名）
・職員派遣（SD研修）（6名）
・海外派遣プログラム補助派遣（4名）
・シンポジウム開催に係る旅費（15名）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施（35名）
・修士学生派遣事業旅費（10名）
・国内招聘旅費（企業招聘、評価委員会）（30名）

3,630
150
640
50,021
26,398
1,542
1,814
2,481
7,498

34,672
1,350
19,046
12,252

2,553
7,735

・招聘旅費（サミットレクチャー、FD研修等）
・若手研究者派遣事業招聘（5名）
［その他］
①外注費
・職員語学研修
・海外協定校講義委託（台湾銘傳大学）
・海外協定校講義委託（ﾒｷｼｺ、UCDavis）
・学内文書・HP多言語化、パンフレット翻訳
・シンポジウム開催経費
・拠点事務所業務委託（北京・ﾗﾊﾟｽ、2拠点）
・TV会議システム保守（3台×187千円）
・海外派遣プログラムDVD作成

22,289
17,739
3,013
3,000
1,500
1,000

2,024
11,017
6,959
569
2,250
2,940
1,200

・TOEIC試験委託料（ｶﾚｯｼﾞTOEIC1,190名×3,500円）

②印刷製本費
・報告書印刷（5種類×450千円）
・パンフレット印刷（1種類）
③会議費
・報告会会場借り上げ代
④通信運搬費
・携帯電話レンタル（10台×25千円）
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・拠点形成経費（事務所借り上げ）
・ﾒｷｼｺ海外実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ車輌、宿舎借り上げ

平成２８年度

大学負担額
(②)

合計

561
4,500
4,165
2,150
1,350
800
150
150
250
250
2,000
2,000

99,822

900
900

3,158
3,158

5,158
2,000
3,158

48,021

147,843

該当ページ

24，様式2，20行目
25，様式2，10行目

33，様式4，27行目

21，様式1，7行目
32，様式4，46行目
31，様式4，34行目
29，様式3，16行目
26，様式2，15行目
24，様式2，20行目

25，様式2，2行目
21，様式1，6行目
38，様式6，14行目

25，様式2，5行目
29，様式3，15行目
29，様式3，14行目
23，様式1，23行目

25，様式2，5行目
22，様式1，39行目
24，様式2，20行目
25，様式2，10行目
26，様式2，15行目
31，様式4，34行目
25，様式2，10行目

23，様式1，13行目
24，様式2，39行目
24，様式2，20行目
23, 様式1，34行目
22，様式1，39行目
32，様式4，24行目
32，様式4，46行目
22，様式1，36行目
35，様式5，22行目
37，様式6，②1行目

23，様式1，36行目
22，様式1，26行目
20，様式1，31行目

32，様式4，24行目

25，様式2，5行目
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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。

現在鳥取大学において、経費措置を受けている事業は以下の通りである。
１．若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP)
事業名：「乾燥地における統合的資源管理のための人材育成」
概要：本学で実績のある乾燥地研究分野において、国際通用性のある若手研究者を育成すること
を目的とした研究者養成プログラムである。国際連合大学他海外の５機関との共同修士号プログ
ラム（MSプログラム）を活用、発展・拡充させ、修士課程学生を含む若手研究者を育成する。
２．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）
事業名：「乾燥地科学拠点における国際人材養成」
研究組織名：乾燥地研究センター
概要：乾燥地研究分野において国際的通用性のある若手研究者を養成することを目的に、乾燥地
科学研究で最高水準である世界の研究機関へ、助教・ポスドクの短期～長期派遣、修士課程学生
の短期派遣を行っている。研究者育成を目的としたプログラムであり、学生教育を主たる目的と
はしていない。
３．グローバルCOEプログラム
事業名：「持続的社会構築に向けた菌類きのこ資源活用」
概要：鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター（FMRC）が保有する世界最大級の菌
類きのこ遺伝資源と特色ある研究基盤の下で、菌類きのこ遺伝資源がもつ多様な機能の発掘と活
用に関する研究を遂行できる人材を育成するとともに、持続性ある環境社会の構築に資する菌類
きのこ資源の多角的高度利用に関する研究活動を行い、世界の菌類きのこ資源科学をリードする
中核的教育研究拠点（グローバルＣＯＥ）を目指す。
４．文部科学省大学改革推進等補助金による補助事業
事業名：「地域で育てる周産期医療人の教育・勤務支援」
概要：周産期スタッフの教育・養成（医師・看護師・助産師）及び周産期医療に関わる女性ス
タッフの継続勤務支援・職場復帰支援、の二つを柱として、鳥取県の周産期医療をさらに活性化
することを目標としている。
また、下記博士課程教育リーディングプログラムを申請中である。
プログラム名称：「乾燥地科学グローバルリーダー養成プログラム」
副題：砂漠化・土地荒廃・干ばつ対策の専門家養成を目指して
概要：乾燥地における砂漠化や干ばつの問題は人類共通の大きな課題であり、これらを解決でき
る人材育成が強く求められている。本プログラムでは、これらの問題に対し、広い視点からグ
ローバルに活躍できる高度な研究能力と優れたリーダーシップを有する人材を育成する。博士課
程の学生を対象にしたプログラムである。

（大学名：鳥取大学）（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

人
人

平成 28 年度

人
人
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