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申請区分：特色型）

目標設定シート
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目標設定シート１

【目標設定シート１全体で５ページ以内】

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等
① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1 ページ以内】
≪大学の教育理念≫
山口大学はその教育理念の中で，自らを「発見し・はぐくみ・かたちにする知の広場」と位置づけ，「教養教
育」，「専門教育」，「社会貢献」の三領域の中で次のようなグローバル人材育成目標を掲げている：
○教養教育：（出会いと交流） 出会いと交流の中で，歴史と伝統を重んじつつ，異文化を受け入れるこころを養
い，地域社会と国際社会への責任感や義務感を培う。
○専門教育：（専門分野を超えて考え行動する力） 専門性を活かし，さらに分野を超えて，人々の幸せや社会・
環境全体のあるべき姿について，考え行動する力をはぐくむ。
（世界にはばたいて活躍する力） 国を超えた多くの人々と出会い，世界にはばたいて活躍する力
をはぐくむ。
○社会貢献：（研究成果を地域・世界へ） 自らが生み出した研究成果を地域社会と国際社会へ発信する。
（地域・世界との交流） 地域社会や国際社会との交流と協力を推し進め，ともに新たな可能性を追
求し，未来を担う人々を育てる。
これらの理念と目標とを踏まえ，平成 20 年に策定された「明日の山口大学ビジョン」の中で，次のような教育・社
会連携の目標が設定された。
○教 育：
国際社会で活躍できる人材の育成
時代の変化に柔軟に対応できる教育環境および教育改善の充実
○社会連携： 国際交流協定校との連携の強化や海外派遣の拡大
アジア・太平洋圏における海外現地拠点の確立
≪構想の目的≫
上記の通り，山口大学は国際社会で活躍できる人材を育成することを使命の一つとしている。工学部では山口
大学の理念および以下に示す社会的背景を踏まえながら，関連する部局との協力の下，東南アジア・東アジア地
域で活躍する技術系人材の育成を図ることとする。
【社会的背景】 経済のグローバル化が進展し，国際的な産業競争が激化しつつある中，日本企業は生産コスト
低減・販路拡大などの観点から生産拠点の海外移転や海外市場開拓などを進めている。また急速に発展する
新興国では，社会インフラ整備のための大型プロジェクトが次々と始動し，日本の電機・建設企業の参入が相次
いでいる。日本企業の活動範囲は世界全域，とくに東南アジア・東アジアに広がっており，国際的に活躍出来る
技術者の需要は益々高くなっている。しかし，現在は若い世代の内向き志向が広がっており，このままでは日本
の産業界が求める技術系グローバル人材の需要に応えられない。世界，とりわけ東南アジア・東アジアに目を向
けたグローバル志向の技術者を育成し，日本の国際競争力向上に貢献することは本学工学部の責務である。
【国際化に向けた学内の準備状況】 山口大学工学部は 7 学科（機械工学科，社会建設工学科，応用化学科，電
気電子工学科，知能情報工学科，感性デザイン工学科，循環環境工学科）で構成されている。そのうち，機械
工学科および社会建設工学科は JABEE（日本技術者教育認定機構）の認定，すなわち山口大学における工学
教育が国際的に通用するという質保証の認定を受けている。また，社会建設工学科は「東アジア国際コース」を
開設し，日本人学生の国際化（国際土木技術者の育成），アジア各国からの留学生受け入れなど，独自の国際
化教育を既に実施している。また，大学院理工学研究科においては，インドネシア，中国，韓国などの協定大学
と間で大学院ダブルディグリープログラムを実施している。
【本構想の目的】 本構想は，主として社会建設工学科・東アジア国際コースにおける国際化教育の経験と実績と
を踏まえながら，工学部における教育内容の国際化と教職員のグローバル教育力強化を図り，東南アジア・東
アジア地域で活躍する技術系人材を育成することを目的とするものである。
本教育の中で育成される学部学生は，専門分野における知識やスキルに加え，後述する「山口学」等によっ
て国際的視点と日本人としてのアイデンティティーを涵養し，国際インターンシップ・短期留学等を通して語学力
やコミュニケーション能力を身につける。さらに博士前期課程（理工学研究科や技術経営研究科）に進学した学
生は，国際的研究プロジェクトやダブルディグリープログラムに参加することにより，多国籍の人材で構成された
チームでプロジェクトを推進する能力を身につける。
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】
≪大学の教育目的・特色≫
【維新発祥の地に根差す大学】
山口大学は，1815 年（文化 12 年）に長州藩士・上田鳳陽が開いた私塾・山口講堂に起源を
持ち，2015 年（平成 27 年）に創基 200 周年を迎える，長い歴史を有する総合大学である。
また，山口は井上馨，遠藤謹助，山尾庸三，伊藤俊輔（伊藤博文），野村弥吉（井上勝）ら，
いわゆる長州ファイブをはじめ，欧米への留学経験をもとに世界的視点から明治維新を推進し
た「最初のグローバル人材」を輩出した地である。
山口大学は維新発祥の地に根差した伝統校であるという意識の下，次の教育目標・中期目
標を掲げ，人材の育成を行っている。
【山口大学の教育目標】
 専門性と社会性の育成 地域の基幹総合大学として各学部・研究科の特性を活かし，個性あふれる専門
性と社会性に富んだ人材を育てる。
 自己啓発・自己研鑽・自己管理の徹底 自己啓発・自己研鑽・自己管理のできる人材を育てる。
 知識社会に応える能力の醸成 地域社会や国際社会の発展に貢献するため知識社会における課題探
求と問題解決能力を持った人材を育てる。
【山口大学の中期目標】 山口大学は H22～H27 年度中期目標の前文および本文において以下の目標を掲げて
いる：
 明治維新発祥の地に根付く『挑戦と変革の精神』を受け継ぎ，アジア・太平洋圏において独自の特徴を
持つ大学へと進化する（前文）
 重点連携大学を定め，組織的かつ包括的な連携活動を展開する（国際化目標）
 『人間力』，『国際理解力』，『高い専門性』をもつ人材を育成する（教育目標）

これらの教育目標・中期目標に掲げているように，山口大学では自立した高い専門性と人間性および問題解決
能力を持ち，世界に貢献できる人材の育成を使命としている。そして，明治維新発祥の地に根差していることを前
面に出し，アジア・太平洋圏に重点を置いた教育の国際化を図っている。
≪育成するグローバル人材像≫
本取組で増強
東南アジア・東アジア地域で活躍するグローバル技術者
【社会的ニーズ】
される能力
社会経済のグローバル化が進展する
中，日本の産業界では，グローバル化に
8.日本人及び山
6.国際的
7.自己研鑽力
口大学生として
対応し，海外スタッフと共にプロジェクトを
視点
の自覚と誇り
推進できる人材が必要とされている。ま
3.コミュニケーション能力
4.チームワーク力
5.語学力
た，日本の将来を考えた場合，単に経済
大学の教育目的
2.問題発見・解決能力
発見し、はぐくみ、
的な利益を日本にもたらすだけではな
かたちにする
1. 専門分野の基礎的知識と技能
く，業務を通して海外の人々からの信頼
を得て，日本のプレゼンス向上に貢献で
図 1 本構想で育成するグローバル技術者像
きる人材が必要である。
【技術系グローバル人材に要求される 6 つの要素】
「グローバル人材育成推進会議 中間まとめ」では次のようなグローバル人材としての要素を掲げている：
1. 語学力・コミュニケーション能力
2. 主体性・積極性，チャレンジ精神，協調性・柔軟性，責任感・使命感
3. 異文化理解と日本人としてのアイデンティティー
「技術系グローバル人材」にはこれらの要素に加え，専門の技術分野において海外スタッフと共に働くために以
下の要素が要求される：
4. 専門の技術分野における知識とスキル
5. 問題発見・問題解決能力
6. チームワーク力
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これらの知識・スキル・精神性は生涯にわたって培われるものであって，大学教育の数年間ですべてを修得で
きるものではない。しかしながら，本構想では本学の教育目標に基づき，学生がグローバル人材としてのスタート
ラインに立つことができるような教育を施すこととする。
【本構想におけるグローバル人材像】
本構想で育成するグローバル人材像は次の通りである：
①異文化を理解し，海外で働く自覚を持つ人材（学部教育）
②国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材（大学院教育）
前者①は学部教育を通して育成する人材像であり，例えば，学部卒業後，日本の技術系企業に就職し，
 実務経験を積んだ後，海外の現地法人で勤務する人材
 資材調達・製品納入など海外との交渉・取引を担当する人材
等を想定している。
後者②はさらに大学院における専門教育を通して育成する人材像であり，大学院修了後，例えば：
 日本の技術系企業に就職後，海外現地法人に勤務し，本社の方針と現地の経営環境との調整を図り，専
門技能を駆使して地域横断的にプロジェクトを推進する人材
 海外企業や日系現地企業に就職し，多国籍のメンバーから成る現地のプロジェクトチームを率いる人材
等を想定している。
【技術系グローバル人材育成のための教育】
上に掲げた技術系グローバル人材を育成するため，本構想では先に挙げた 6 つの要素を図 1 のように 8 つの
能力に整理し，表 1 および図 2 に示すように，山口大学の教育目標や特色に照らしながら教育を行う。
表 1 技術系グローバル人材に要求される８つの能力を育成するための教育
工学部各学科の専門教育により習得する。また，海外協定校への単位互換留学

1. 専門分野の基礎的知識と技能

の中で，専門技術の国際的な重要性を認識する。

2. 問題発見・解決能力

後述する「ものづくり創成演習（PBL）」の中でチームを組み，自ら問題を発見し，

3. コミュニケーション能力

解決し，プレゼンテーションを実施することによって体得する。

4. チームワーク力
5. 語学力

後述するように強化された語学教育を通して体得する。

6. 国際的視点

後述する「国際化アクティブ・ラーニング(PBL)」を通して，「国際的に働く意義」を

7. 自己研鑽

理解し，自己研鑽を行うモチベーションを高める。

8. 日本人および山口大学生としての

明治維新発祥の地にある大学として開講する「山口学」を通して，日本人および山

自覚と誇り

口大学生としての自覚と誇りを身につける。
山口大学中期目標
国際技術者としての基礎力と
海外企業で働く自信を持つ人材

大学院教育

より高度な専門知識・技能

（理工学研究科，技術経営研究科）
より高い語学力・チームワーク力

• 人間力
• 国際理解力
• 高い専門性

異文化を理解し，
海外で働く自覚を持つ人材

学部教育（工学部）
専門性と社会性

発見し，はぐくみ，形にする

山口の特色：維新の地

専門分野の教育・単位互換留学

専門分野の基礎知識・技能

ものづくり創成実習

問題発見能力・コミュニケーション能力・チームワーク力

語学教育・語学留学

語学力

国際化対応アクティブラーニング

国際的視点・自己研鑽

山口学

日本人・山口大学生としての自覚と誇り

本構想の教育で対象とする学生

図 2 本構想で育成するグローバル人材像と大学教育の中で体得する知識・能力・精神性
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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】

②に示した技術系グローバル人材に要求される 8 つの具体的能力に関して，学生が卒業・修了時に獲得する
べき定性的・定量的目標は表 2 の通りである。表 2 には能力向上のための主たる教育名を併記している(教育名が
重複しているのは，一つの教育で複数の能力の育成を目指しているからである)。
表 2 8 つの具体的能力と卒業・修了時に学生が獲得するべき定性的・定量的目標
能力および教育

1. 専門分野の知識と技能
学部教育：
各学科における専門科目
大学院教育：
各専攻における研究活動
単位取得長期留学

2. 問題発見・解決能力
学部教育：
国際化対応アクティブ・ラーニング※

国内インターンシップ
海外インターンシップ
大学院教育：
海外インターンシップ
ものづくり創成実習※※

3. コミュニケーション能力
学部教育：
国際化対応アクティブ・ラーニング※

テクニカルコミュニケーション
大学院教育：
ものづくり創成実習※※

4. チームワーク力
学部教育：
国際化対応アクティブ・ラーニング※

大学院教育：
ものづくり創成実習※※

5. 語学力
学部教育：
ポッドキャスト教材
テクニカルコミュニケーション
語学留学
大学院教育：
単位取得長期留学

学部卒業時

修士修了時

（定量的目標）
○【基礎知識】各学科における専門科目の
卒業要件単位を取得
○技術士一次試験合格レベル
○技術系公務員試験合格レベル

（定性的目標）
○【専門知識の統合】独力で専門分野の論
文を執筆できる
○【新規性】専門分野に新たな発見・発明を
加える

（定性的目標）
○【問題発見】社会や文化など様々な分野
に興味を持ち，そこから新たな解決すべ
き課題を発見できる
○【情報収集】必要な情報を収集する
○【問題解決】自ら発見した問題に取り組ん
で解決を図ることができる

（定性的目標）
○【計画性】問題解決に要する労力を見積も
り，作業計画を立てることができる
○【柔軟性】状況をみながら計画や行動を柔
軟に変更する
○【創造力】既存の発想にとらわれず，課題
に対して新しい解決方法を考える

（定性的目標）
○【情報共有】一緒に物事を進める人達と情
報を共有できる
○【意見の主張】自分の意見を主張できる
○【傾聴・対人興味・共感・受容】人に興味を
もつ・相手の話に共感し受けとめる

（定性的目標）
○【建設的な討議】議論の活発化のために
建設的な意見を述べることができる
○【聞き手に合わせる】聞き手のマインドセ
ットに応じた説明ができる

（定性的目標）
○【役割理解】メンバーの役割を理解する
○【相互支援・相互協力・相互補完】互いに
連携・協力して物事を行う

（定性的目標）
○【リーダーシップ】メンバーの役割を理解
し，リードできる
○【環境整備】作業をし易い環境・雰囲気を
つくる

（定性的目標）
○【リーディング】専門分野の英文文献を読
むことができる
○【ライティング】英文でレポートや卒業論文
概要を作成できる
○【リスニング・スピーキング】日常的な英会
話ができる
（定量的目標）
○ 【TOEIC】650 点以上

（定性的目標）
○【リーディング】英字紙の社会経済記事を
読むことができる
○【ライティング】英文で学術論文を作成で
きる
○【リスニング・スピーキング】国際会議等で
専門分野の議論を行うことができる
（定量的目標）
○ 【TOEIC】750 点以上

（定性的目標）
○【基礎知識】他国の地理・歴史に対する知
識を持つ
○【多様性理解】多様な価値観を受け入れ
る

（定性的目標）
○【最新動向】他国の社会経済に関する最
新の動向を追跡できる
○【位置づけ】国際社会の状況に照らして，
日本の社会経済の位置づけを明らかに
できる

（定性的目標）
○【主体的行動・挑戦】自ら進んで行動する
○【行動力】自ら物事にとりかかる

（定性的目標）
○【挑戦】世界レベルの学術の舞台に立ち，
自らの成果を発表する

6. 国際的視点
学部教育：
東アジア文化論
異文化セミナー
国際化対応アクティブ・ラーニング※

大学院教育：
単位取得長期留学
海外インターンシップ

7. 自己研鑽
学部教育：
ステップアップノート
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キャリア教育
大学院教育：
海外での学会発表

○【完遂】決めたことをやり遂げる

8. 日本人および山口大学生と
しての自覚と誇り

（定性的目標）
○【日本の歴史・文化】日本の歴史・文化を
理解し，英語で説明できる
○【山口の歴史・文化】山口の歴史・文化を
理解し，英語で説明できる

学部教育：
山口学
長州ファイブ特別講演会

※ 国際化対応アクティブ・ラーニング：
学部 1 年生において実施する PBL 教育。様
式 2 に詳述
※※ ものづくり創成実習： 大学院におい
て実施する PBL 教育。すでに実施してい
る。様式 2 に詳述

【語学力の到達目標に関する考え方】
TOEIC 実施団体のデータによれば，企業が期待する TOEIC スコアは，海外部門勤務で 655～850，海外出張
で 505～730 となっている。このデータに基づき，学部教育では海外赴任の水準を TOEIC 650 点と考え，このレ
ベルに達することを目標とした。
また，大学院教育では，海外大学への留学，専門文書の作成，国際会議での発表などを実施できるレベルを
TOEIC 750 点以上と考え，このレベルに達することを目標とした。
【定性的目標の到達度評価】
専門分野と語学力以外の能力については定性的目標を掲げている。これらの定性的目標の到達度はルーブ
リックによって評価する。例えば，「4. チームワーク力」の【役割理解】であれば，「1: 割り当てられたことを他人か
ら非難されない程度にやる」から「9: 自分に割り当てられたことにとどまらず，集団の中で果たすべき役割を自ら
考え，周囲と協力して課題に取り組むことができる」まで，9 段階で評価する。
【人材育成教育の流れ】
本構想における人材育成の流れを図 3 に示す。学部 1 年生の段階では「語学力」や「日本人および山口大学
生としての自覚と誇り（アイデンティティー）」の強化を中心とし，2 年生以降に専門分野の教育が加わる。また，2
年生以降，短期の留学を実施することにより，国際的視点の涵養や語学力の向上を図る。
大学院では「モノづくり創成実習」等で海外大学生と共同でプロジェクトを実施することにより，8 つの能力を総
合的に高める。
学部卒業時点では，「①異文化を理解し，海外で働く自覚を持つ人材」となることを目指し，大学院修了時点
では，「②国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材」となることを目指す。

図 3 本構想における人材育成教育の流れ
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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

5人

15 人

35 人

55 人

5人

5人

10 人

10 人

3人

10 人

20 人

45 人

60 人

80 人

５７１名

530 人

530 人

530 人

530 人

530 人

4.7％

9.4％

13.2％

17.0％

５人（5 人）

15 人（5 人）

卒業時の外国語力スタンダード

TOEIC6５０点以上

35 人（10 人） 55 人
（10 人）

海外留学経験者数

３人

10 人

20 人

45 人

60 人

80 人

３カ月未満

３人

10 人

20 人

42 人

55 人

70 人

３カ月～１年

０人

0人

０人

3人

5人

10 人

工学部

超

０人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

５７１名

５３０人

５３０人

５３０人

５３０人

５３０人

目標設定の考え方

卒業時の外国語力スタンダードを満たす学生数：山口大学工学部において，1 年次に TOEIC スコアが 450 点以
上の学生は現在工学部学生の約 30％（約 150 名）である。この学生層から，特に意欲の高いものを選抜し，自
立型教育支援システムによる継続学習，留学前の集中学習，短期留学（1 か月）
，中期留学（2 か月）単位取得目
的の留学（３か月～4 か月）等を実施することにより，上記学生の約三分の一（工学部学生の約 10％）に該当
する 55 名が TOEIC650 点（海外赴任レベル）を達成できるものと考える。
海外留学経験者数：現在，外国人教員によるテクニカルコミュニケーション等の教育を実施している学科では，
定員の 1 割程度の学生が海外留学を経験し，単位も取得している。この取り組みを学部全体に拡大することで，
学部定員の 1 割強の学生の海外留学は可能と考えられる。

注１）平成２８年度の比率（
（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。
注２）
「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー
ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。
注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位
取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。
注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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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）

１．卒業・修了時点において各学科・専攻の Graduation Policy(GP)で要求される技術者としての専門知識を有し，それを
活用することができること。
２．答えが 1 つではない問題に対する解決策を自ら提案することができること。
３．研究論文を自ら執筆し，その内容についてプレゼンテーションすることができること。
４．実験・実習科目や研究プロジェクトにおいて協力して課題を達成することができること。
５．工学部卒業時点において TOEIC650 点以上，大学院理工学研究科修了時点では TOEIC750 点以上の英語能力を有すること。
６．卒業・修了までに海外留学を経験するか，または本学の提供する留学生との交流プログラムに参加すること。
７．研究活動において，自らすべきことを立案し，計画的に遂行できること。
８．共通教育科目「山口と世界（山口学）
」及び「キャリア教育（グローバル人材育成）
」を履修し，海外で活躍する日本人
としての自覚と誇りを身に着けること。
（指標・水準設定の考え方）

１．学科・専攻ごとの GP を達成するためのカリキュラム設計を行い，厳格な単位認定を実施しているため，卒業・修了生全
員が十分な専門性を有する。
２．工学部では専門科目「ものづくり創成実習 I，II」を全学科が必修化し，エンジニアリングデザイン教育を全学生に対
して実施している。
３．全学科・専攻において卒業研究，修士論文を必修化している。
４．実験・実習及び研究プロジェクトを通じ，チームワーク力を養う。
５．卒業時は海外赴任レベル，大学院修了時は海外留学レベルをグローバル人材としての水準として設定した。
６．海外留学の経験を通じて，他国の文化，政治，環境を理解し，世界の中において日本のあり方を考えることのできる能
力が養われると考えられる。
７．自己研鑽能力に該当する項目は主として卒業研究の遂行を通じて達成されることによる。
８．日本人として，山口人としてのアイデンティティーの涵養が重要との方針から，８の基準を設定した。
（達成する学生数設定の考え方）

・１，２，３，４，７，８については必要科目の必修化により，対象となる学生全員が卒業・修了時にグローバル人材とし
ての能力を有することとなる。
・５については平成 28 年度において対象となる学生の約 10.4％（85 名）が基準スコアを達成する。
・６については平成 28 年度において対象となる学生の約 13.5％（110 名）が卒業・修了までに海外留学または留学生との交
流プログラムを経験する。
全

学

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

10 人

20 人

4５人

8５人

815 人

815 人

815 人

815 人

1.2％

2.5％

5.5％

10.4％

（対象：工学部）
（測定指標・達成水準）

１．卒業時点において各学科の Graduation Policy(GP)で要求される技術者としての専門知識を有し，それを活用すること
ができること。
２．ものづくり創成実習 I，II を履修し，答えが 1 つではない問題に対する解決策を自ら提案することができること。
３．卒業論文を自ら執筆し，その内容について日本語でプレゼンテーションすることができること。
４．実験・実習科目において協力して課題を達成することができる。
５．卒業時点において TOEIC650 点以上の英語能力を有すること。
６．卒業までに海外留学を経験するか，または本学の提供する留学生との交流プログラムに参加すること。
７．卒業研究において，自らすべきことを立案し，計画的に遂行できること。
８．共通教育科目「山口と世界（山口学）
」及び「キャリア教育（グローバル人材育成）
」を履修し，海外で活躍する日本人
としての自覚と誇りを身に着けること。
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（指標・水準設定の考え方）

１．学科ごとの GP を達成するためのカリキュラムフローチャートを設定し，それに基づいたカリキュラム設計を行い，厳格
な単位認定を実施しているため，卒業生全員が十分な専門性を有する。また，技術者教育認定機関の国際的同等性を相
互承認する協定である「ワシントン協定」において，技術者倫理教育の重要性が指摘されているが，工学部では技術
者倫理について，共通教育科目「産業倫理」として全学科が必修化している。従って工学部の全学科が国際水準の技術
者教育を実現していることから，1 の指標を設定した。
２．国際比較において我が国の工学教育の問題点として，エンジニアリングデザイン教育（学生が自ら持っている知識・情
報・技術を用いて社会的･技術的な問題を自ら発見し，自ら解決することを体験させる教育）が弱いことが指摘されてい
る。工学部では専門科目「ものづくり創成実習 I，II」を全学科が必修化し，エンジニアリングデザイン教育を全学生
に対して実施している。
３．全学科において卒業研究を必修化し，論文執筆が可能な論理性を養うとともに，審査におけるプレゼンテーションを実
施している。
４．各学科の GP のチームワーク力に対応する項目は主として実験・実習科目により達成されることによる。
５．卒業時の外国語力スタンダードと同様の TOEIC スコア 650 点（海外赴任レベル）をグローバル人材としての水準として
設定した。
６．海外留学の経験を通じて，他国の文化，政治，環境を理解し，世界の中において日本のあり方を考えることのできる能
力が養われると考えられる。
７．各学科の GP の自己研鑽能力に該当する項目は主として卒業研究の遂行を通じて達成されることによる。
８．日本人として，山口人としてのアイデンティティーの涵養が重要との方針から，８の基準を設定した。
（達成する学生数設定の考え方）

・１，２，３，４，７，８については必要科目の必修化により，対象となる学生全員が卒業時にグローバル人材としての能
力を有することとなる。
・５については平成 28 年度において対象となる学生の約 10.4％（55 名）が TOEIC スコア 650 点を達成する。
・６については平成 28 年度において対象となる学生の約 13.2％（70 名）が卒業までに海外留学または留学生との交流プロ
グラムを経験する。
工学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

５人

１５人

３５人

５５人

対象となる学生数（B）

５３０人

５３０人

５３０人

５３０人

達成する割合（A/B）

０．９％

２．８％

６．６％

１０．４％

達成する学生数（A）

（対象：大学院理工学研究科）
（測定指標・達成水準）

１．各専攻の Graduation Policy(GP)で要求される技術者としての専門知識を有し，それを活用することができること。
２．課題に対して新しい解決方法を考えることができる。
３．修士論文の内容について，他者に意見を述べ，かつ適切な説明を行うことができる。
４．研究室において学生間で共同でプロジェクトを実現することができる。
５．修了時点において TOEIC750 点以上の英語能力を有すること。
６．修了までに海外留学を経験するか，または本学の提供する留学生との交流プログラムに参加すること。
７．修士論文において，自らすべきことを立案し，計画的に遂行できること。
８．学部段階において共通教育科目「山口と世界（山口学）
」及び「キャリア教育（グローバル人材育成）
」を履修し，海外
で活躍する日本人としての自覚と誇りを身に着けること。
（指標・水準設定の考え方）

１．専攻ごとの GP を達成するためのカリキュラム・マップにより，修了生全員が十分な専門性を有する。また，学部段階に
おいて，既に全学科が国際水準の技術者教育を実現している。
２．学部段階でのものづくり創成実習を通じてのアクティブ・ラーニングに加え，インターンシップへの参加等により達成
される。
３．修士論文により，論文執筆が可能な論理性を養うとともに，論文審査におけるプレゼンテーションを実施している。
４．研究室でのプロジェクト遂行を通じてチームワーク力のさらなる向上が期待できることによる。
５．修了時の外国語力スタンダードと同様の TOEIC スコア 750 点（海外留学レベル）をグローバル人材としての水準として
設定した。
６．海外留学の経験を通じて，他国の文化，政治，環境を理解し，世界の中において日本のあり方を考えることのできる能
力が養われると考えられる。
７．各専攻の GP の自己研鑽能力に該当する項目は主として修士論文の遂行を通じて達成されることによる。
８．本指標については，学部卒業段階ですでに達成される。
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（達成する学生数設定の考え方）

・１，２，３，４，７，８については，学部段階の教育と，研究室でのプロジェクト遂行を通じて，対象となる学生全員が
修了時にグローバル人材としての能力を有することとなる。
・５については平成 28 年度において対象となる学生の約 10.5％（30 名）が TOEIC スコア 750 点を達成する。
・６については平成 28 年度において対象となる学生の約 14.0％（40 名）が卒業までに海外留学または留学生との交流プロ
グラムを経験する。
大学院理工学研究科
達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

5人

5人

10 人

30 人

285 人

285 人

285 人

285 人

1.8％

1.8％

3.5％

10.5％
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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】
グローバル技術者養成を推進するためには，教育力のグローバル化が必要不可欠である。教育力のグローバ
ル化には，教員および事務系職員などの教育組織，シラバスや講義方法などの教育方法および，学生の支援に
関する整備が必要である。ここでは，これらに整備について次のような目標を掲げる。
１． グローバル技術者を養成できる教員を採用・増強すること
２． 多言語による事務手続きに対応できる事務系職員を採用・養成すること
３． グローバル技術者養成のための教育方法を開発すること
４． 学部学生の留学支援が可能な事務体制を整備すること
５． ホームページによる教育情報の多言語による公開を推進すること

学内評価委員会
学外評価委員会

グローバル技術者を養成するという本構想の主目的および上述の目標を達成するために，工学部に「グロー
バル技術者養成センター」を新たに設置する。本センターは以下の機能を持つ３つの組織からなる。
(1)海外研修室：留学プログラムの開発，協定校との講義内容の調整を担当
・ 留学中の教育コンテンツの協定校との調整
工学部・理工学研究科・技術経営研究科
・ 留学プログラムと本学学年歴との調整
グローバル技術者養成センター
・ 留学プログラムと就職活動日程との調整
・グローバル技術者養成支援
(2)教材作成室：教材及び教育システムの開発
・教育力のグローバル化支援
・ 山口と世界（山口学：山口における産業史・維
海外研修室
教材作成室
養成支援室
新史等），キャリア教育（キャリアパス教育）のた
カリキュラム開発支援
留学プログラム
教育システム
語学指導
開発支援
開発と『山口
めの補助教材開発
FD・SD
協定校との講
学』，専門科
義開発支援
目などの教材 留学サポート
・ 工学部専門科目の英語教材開発およびその学
広報
開発支援
習システム開発
(3)養成支援室：学生の語学力向上と留学支援，教員
○○ ○□ □□ ・・・ △△ □△ △△ △▽ ・・・ ▽▽
の FD 活動，職員の SD 活動を担当
学科 学科 学科
学科 学科 専攻 専攻
専攻
・ 英語継続学習のためのカリキュラム開発
・ 留学前の英語集中学習のためのカリキュラム開
図 4 新設されるグローバル技術者養成センター
発
・ 学生を対象とした留学プログラムの広報・説明会の実施，奨学金情報の把握・学生への広報
・ 留学前の学生対象のサポート及び留学中のリスク管理
・ 教職員の英語教育能力向上のための FD 研修会，SD 研修会の企画・実施
(4)その他：本センターの実施および達成状況は，点検，内部・外部評価，改善のプロセスを継続的に実施
以下に，上述した目標に対する特徴的な取組について記述する。
・グローバル技術者を養成できる教員の採用・増強
「新長州五傑」を初めとした各種助成による教員の留学の促進，若手教員の長期留学支援，外国語を用いて
教育できる教員の採用，及び FD 活動の実施を行う。
・グローバル技術者養成のための教育方法の開発
シラバスの多言語化をはじめ，共通教育科目「山口と世界（山口学）」や「キャリア教育（グローバル人材育成）」
のための補助教材開発，国際化対応アクティブ・ラーニングの開発，「ものづくり創成実習」の教材英語化，英
語の能動的学修推進のための教材開発およびその学習システム開発など，グローバル技術者養成のために
必要な体制を確立する。
・英語での開講講義数の増加
現在工学部社会建設工学科で先行的に開講されている「テクニカルコミュニケーション基礎」，「テクニカルコミ
ュニケーションⅠ」，「テクニカルコミュニケーションⅡ」を工学部全学科を対象として開講する。平成 25 年度以
降，そのための教材開発を進める。
・事務の多言語化対応
グローバル技術者養成センターが企画・開催する SD 研修会への参加を通じて，多言語対応が可能な職員，
文書編集が可能な職員の増加に努める。また，教育に関わる事務系文書の日本語・英語併記を推進する。
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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

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

108 人

138 人

155 人

165 人

280 人

295 人

（ ２２人）

（ ２２人）

（ 25 人）

（ 30 人）

（ 130 人）

（ 140 人）

博士・博士後期課程
在籍者

２ 人
（ ２人）

１８ 人
（ ２人）

19 人
（ 2 人）

21 人
（ 2 人）

21 人
（ 2 人）

25 人
（ 4 人）

修士・博士前期課程
在籍者

６ 人
（ ２人）

40 人
（ 3 人）

41 人
（ 3 人）

44 人
（ 4 人）

44 人
（ 4 人）

（ 6 人）

１００ 人
（ １８人）

80 人
（ 17 人）

95 人
（ 20 人）

100 人
（ 24 人）

215 人
（ 124 人）

（ 130 人）

海外留学者数

（Ａ）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

50 人

220 人

10,807 人

10,685 人

10,580 人

10,480 人

10,390 人

10,300 人

1.0 ％

1.3％

1.5％

1.6％

2.7％

2.9％

（ 0.2％）

（ 0.2％）

（ 0.2％）

（ 0.3％）

（ 1.3％）

（ 1.4％）

・平成 32 年度までに、約５％の学生を海外に派遣する。
・学士課程を中心に、短期留学の拡大を目指す。

目標設定の考え方

・平成 26 年度に新学部を立ち上げ、年間１００名の学生を協定校に交換留学で派遣する。

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

【平成 23 年度実績の内訳】
平成 23 年度実績内訳
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

86 人
（

１年以上

16 人

合 計
6人

（ 16 人）

博士・博士後期課程
在籍者

0 人
（ ０人）

２ 人
（ ２人）

0 人
（ ０人）

（ ２人）

修士・博士前期課程
在籍者

４ 人
（ ０人）

0 人
（ 0 人）

2 人
（ ２人）

（ ２人）

学士課程在籍者

82 人
（ ０人）

14 人
（ 14 人）

４ 人
（ ４人）

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

10,807 人

10,807 人

0.8％
（

0 ％）

0.1 ％
（ 0.1％）

（

6 人）

108 人

０人）

10,807 人
0.1％
（ 0.1％）

（

22 人）
２ 人

6 人

100 人
（ 18 人）
10,807 人
1.0％
（ 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）

337 人

427 人

487 人

577 人

677 人

（ 54 人）

（ 64 人）

（ 74 人）

（ 154 人）

（ 164 人）

博士・博士後期課程
在籍者

113 人
（ 0 人）

123 人
（ 0 人）

133 人
（ 0 人）

143 人
（ 0 人）

153 人
（ 0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

80 人
（ 0 人）

90 人
（ 0 人）

100 人
（ 0 人）

110 人
（ 0 人）

120 人
（ 0 人）

学士課程在籍者

64 人
（ 0 人）

74 人
（ 0 人）

84 人
（ 0 人）

94 人
（ 0 人）

104 人
（ 0 人）

80 人
（ 54 人）

140 人
（ 64 人）

170 人
（ 74 人）

230 人
（ 154 人）

300 人
（164 人）

上記以外
（短期留学生、研究生等）

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

314 人

334 人

354 人

424 人

444 人

（ 54 人）

（ 64 人）

（ 74 人）

（ 154 人）

（ 164 人）

10,685 人

10,580 人

10,480 人

10.390 人

10,300 人

3.2 ％

4.0 ％

4.6％

5.6％

6.6％

（ 0.5％）

（ 0.6％）

2.9 ％

3.2 ％

（ 0.5％）

（ 0.6％）

（ 0.7％）

（ 1.5％）

3.4％
（ 0.7％）

4.1％

（ 1.6％）
4.3％

（ 1.5％）

（ 1.6％）

・ショートステイ、ショートビジットプログラムによる短期留学生受入拡大を目指す。
目標設定の考え方

・サマープログラム等による短期留学生受入れの拡大を目指す。
・平成 26 年度に新学部を立ち上げ、協定校を増やし、交換留学生の受入拡大を目指す。

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

マレーシア

３

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

１３４ 人
３８ 人

１２３ 人

韓国

３６ 人

２５ 人

４

インドネシア

３１ 人

３１ 人

５

台湾

１９ 人

１８ 人

６

ベトナム

１５ 人

１５ 人

７

バングラデシュ

１４ 人

１４ 人

８

タイ

１３ 人

１３ 人

アメリカ合衆国

４ 人

４ 人

英国

４ 人

４ 人

２９ 人

２９ 人

３３７ 人

３１４ 人

９
１０
その他
合 計

エジプト 外 21 カ国

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

外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

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

65 回

87 回

87 回

87 回

90 回

3606 回

3628 回

3628 回

3628 回

3631 回

1.8％

2.4％

2.4％

2.4％

2.5％

外国語による授業の実施率を高めることの重要性は理解しているが、当面は、日本人学生の外国語力向
目標設定の考え方

上に力を注ぐ。平成 28 年度までは、外国人留学生の在籍率の高い研究科から実施授業の増加を図る。

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

138 人

145 人

145 人

153 人

166 人

38 人

39 人

43 人

43 人

43 人

総教員数（Ｂ）

919 人

919 人

919 人

919 人

919 人

割

15.0％

15.8％

15.8％

16.6％

18.1％

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員

合（Ａ／Ｂ）

退職者の後任採用について、その半数程度を海外での経験を持つ者又は外国人教員とする。
目標設定の考え方

多くの学士課程の学生にグローバルな視点を持たせるためには、外国人教員よりも海外での経験を持つ
教員による指導が効果的であると考える。

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）

680 人

681 人

681 人

687 人

690 人

総教員数（Ｂ）

919 人

919 人

919 人

919 人

919 人

割

74.0％

74.1％

74.1％

74.8％

75.１％

合（Ａ／Ｂ）

退職者の後任採用について、原則として博士の学位を持つ者を採用し博士取得率を高めていく。
目標設定の考え方

人文社会系については、採用の半数程度、自然・応用科学系については、採用の全てを博士号を持つも
のとする。

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比）
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

総学生数（Ａ）

10,685 人

10,580 人

10,480 人

10,390 人

10,300 人

総教員数（Ｂ）

919 人

919 人

919 人

919 人

919 人

11.6

11.5

11.4

11.3

11.2

割

合（Ａ／Ｂ）

教員数については人件費削減の政府方針に対応する必要があるが、教育の質の保証の観点から収容定員
目標設定の考え方

の適正な維持・管理が重要であることを踏まえ、組織の見直し等により現状の教員数を維持し、教育の
質の向上を図る。
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

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

合（Ａ／Ｂ）

ＴＯＥＩＣ８００点又は英検準１級

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

6人

7人

8人

10 人

12 人

367 人

367 人

367 人

367 人

367 人

1.6％

1.9％

2.2％

2.7％

3.3％

英語研修や海外派遣研修、外国機関での勤務など多様な効果方策を取り入れ、5 年後に倍増の 12 人の
目標設定の考え方

職員育成を目指す。
併せて TOEIC650～800 点までの語学力を持つ職員の育成を行い大幅な裾野拡大を図る。

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】

大学のグローバル化の推進として様々な取り組みが
実施されているが，紙面の都合上すべてを記載できな
いため，ここでは代表的な例を以下に示す。
 戦略的な目標の設定
第一期中期目標（平成 16～21 年度）
国際交流・協力に関して，「交流協定の締結を促進
し，人的交流を進め，世界の人々とのパートナーシップ
を形成して，世界で活躍する人材を育成する。また，東
アジアとの教育研究上の交流を促進する。」と定められ
た。この方針に従い，大学の国際化に関する中期計画
が策定され実行された。
第二期中期目標（平成 22～27 年度）
第二期中期目標の前文で「アジア・太平洋圏におい
て独自の特徴を持つ大学へと進化していきます。」と述
べており，国際的に見据えている地域を明確にしてい
る。また国際化に関する目標を「地域との連携を強化し
つつ国際協力を推進するとともに，国際的な研究連携
の強化のため，重点拠点国及び重点連携大学を定め，
組織的かつ包括的な連携活動を展開する。」と掲げて
いる。この方針に従い，大学の国際化に関する中期計
画が策定され実行されている。
 工学部社会建設工学科東アジア国際コース
社会建設工学科では社会の国際化・国際貢献の要
求に応えるため，平成 15 年度に東アジア国際コースを
設置した。このコースの目的は日本人学生を国際社会
で活躍出来る土木技術者に育成することである。この
目的達成のため様々な取り組みを実施している。外国
人教員によるコミュニケーション教育及び外国語による
専門科目の設置などの取り組みもその一つである．独
自の英語教育科目や海外研修プログラムを持ってい
る。本構想の基盤となっている。

これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよう
な組織的な取組を実施する。

・ TOEIC
による英語教育

大学教育機構
・
大学教育センター
・
留学生センター

工学部
社会建設工学科
東アジア国際コース
運営委員会
・キャリアパス支援
・カリキュラム開発
・教材開発
・留学プログラム開発
・語学指導
・留学サポート
・広報

工学教育研究センター
・自己啓発指導

 グローバル技術者養成センターの設置
年間に最大で 60 名程度の学生を留学させることにな
るため，事務的な負荷は極めて大きくなる。このため既
存の事務組織では対応が困難になることが容易に予想
される。そこで，工学部に新たに「グローバル技術者養
成センター（以降，養成センター）」を設置する（目標設
定シート 2 取組内容④ 参照）。養成センターでは外国
人教員，留学コーディネーターを兼ねた教材開発教
員，事務スタッフを採用する。また採用される教職員は
英語に堪能な人材を予定している。養成センター教職
員で行う業務は以下の通りである。
1.
2.
3.
4.

留学や海外渡航に関する事務的なサポート
この構想で新たに開講される英語教育科目の講義
教材開発
協定校との各種打ち合わせ

養成センターは工学部に設置しているが，本構想に
関わる工学部学生のみならず，全学的な国際化教育に
も携わる。

養成センターを機能的に運営していくために以下の委
員会を設置する。
養成センター運営委員会の設置
本構想の実施責任者，新設の養成センター，本構
想の対象部局である工学部，また工学部と連携する学
内部局の代表者からなる運営委員会を設置し，本構想
による取組全体のマネジメントを行う。
学外評価委員会の設置
本構想による取組を評価・指導するため，社会経済
的・国際的ニーズを踏まえて本取組の改善を図るた
め，産業界代表者，海外有識者（協定校代表者）等か
らなる学外評価委員会を設置する。

ものづくり創成センター
・双方向授業

図 1-1 東アジア国際コースの学部内の位置づけ
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図 1-1 は学部内での社会建設工学科東アジア国際
コースの位置づけを示している。社会建設工学科内に
東アジア国際コース運営委員会を設置し，カリキュラム
開発，教材開発，留学プログラム開発，国際化意識涵
養のための各種企画などを行っている。

全学的な国際化教育の支援
学内評価委員会
学外評価委員会



グローバル技術者養成センター
海外研修室

教材作成室

養成支援室

教育力のグローバル化支援
5.語学力
○○ ○□ □□ ・・・ △△ □△ △△ △▽ ・・・ ▽▽
学科 学科 学科
学科 学科 専攻 専攻
専攻
5 8

7

問題発見・
解決力 コ.
.
ミュニケーション能力 チ.ー
ムワーク力（
ものづくり創成
演習）
ものづくり創
成センター

6

国.際的視点 自.己研
鑽力（ステップアップノー
ト）
工学教育研究
センター

各学科・専攻
1.専門分野の基礎知的識と技能
5.専門語学力（留学）
など

国.際的視点 自.己研
鑽力（国際化アクティブ
ラーニング）
技術経営
研究科

自.覚と誇り（
『
山口学』
開講 ）
語.学力（ TOEIC
による英語教育）

大学 教育機構
・大学教育センター
・留学生センター

国際センターの設置
平成 16 年 4 月に国際センターを設置し，国際交流部
門と留学生部門を置いてセンター長，主事 3 名，選任
教員 5 名を配置するとともに，事務支援組織として国際
企画課および留学生課を置いた。平成 18 年 4 月には
国際交流に関わる業務体制の一元化を図るため国際
交流課と留学生課を統合し国際課を設置した。国際課
では各部局と連携し「海外協定大学との交流」「研究者
の国際協力」「海外短期語学研修」「留学生支援」を行
った。

工学部・理工学研究科・技術経営研究科

2

6

7

4 3



国際連携オフィス
山口大学は平成 16 年以来，北京，山東，台湾，バ
リ，ジョグジャカルタのアジア 5 個所に国際連携オフィス
を設置し，アジア各国の大学との連携を進めている。

図 1-2 本構想の取り組みの実施体制

大学教育センター
留学生センター



 英語による授業のみで学位が取得できるコース
大学院経済学研究科経済学専攻では英語による授
業のみで修士号が取得できる公共管理コースを開設し
ている。
大学院理工学研究科ではインドネシア・ウダヤナ大
学，バンドン工科大学，ガジャマダ大学とのダブルディ
グリープログラムにおいて英語による授業のみで修士
号が取得できるようアレンジされている。
このように教員が英語で講義を行う取り組みも進めら
れている。

専門教育

専門教育

≪学生の国際化≫
グローバル人材育成
国際的視点、語学力、 自覚と誇り

大学の国際化

留学生センターの再編
増加する留学生に対応するため平成 20 年 4 月に国
際センターは留学生センターに再編した。外国人留学
生の受け入れや本学学生の海外留学を総合的に支
援・推進し，外国人留学生の日本語・日本事情教育及
び生活指導を行うとともに，本学学生への外国語・異文
化理解教育を通し，国際社会で活躍できる人材を育成
することを目指すために設置されている。

グローバル技術者養成センター
（新規）

図 1-2 は本構想の取り組みの実施体制を示したもの
である。養成センターは海外研修室，教材開発室，養
 国際戦略室の設置
成支援室から構成されている。各学科，学内組織の工
平成 20 年 4 月に学長を本部長とする国際戦略本部
学教育センター，ものづくり創成センター，理工学研究
と社会連携戦略本部が設置され，国際戦略本部に国
科，技術経営研究科(MOT)と連携して，人材育成教育
際戦略室が，また，社会連携戦略本部には社会連携室
を実施していく。
が設置された。大学の理念および中期目標に沿って具
体的な国際連携及び社会連携活動を企画・立案してい
大学教育機構
理工学研究科
工学部
る。
共通教育

≪教員・事務機能の国際化≫
グローバル教育力

山口大学の理念「発見し・はぐくみ・かたちにする」
共通教育：人間的な平和・幸福・豊かさを探求し，実現するための「礎」をきづく
専門教育：自立した専門家として社会で活躍するための知識と能力を身につける

図 1-3 本構想から大学のグローバル化への展開

図 1-3 は本構想から全学的なグローバル化への展開
のイメージ図である。工学部，大学院理工学研究科，技
術経営研究科，留学生センター，大学教育センター，
養成センターが協働して，グローバル人材育成のシス
テムを構築し，教員のグローバル教育力を持って学生
のグローバル教育を団結して実行する。当面は工学部
あるいはそれに関連する大学院の取り組みであるが，
この構想による卒業生，修了生が輩出しはじめる頃に
は，本取組を通して得たノウハウを他部局に展開し，全
学的な取り組みへと発展させて行く。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下，シラバスの充実や多言語化，ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備，ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用，学生が履修可能な上限単位数の設定，学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立，などの単位制度の
実質化を図り，学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○

全学的な教学マネジメントの下で学士課程教育の ○ 全学的な教学マネジメントの下で学士課程教育の
質的向上に取り組み
質的向上に取り組み
これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよう
 大学教育センター
な取組を実施する。
大学教育センターは山口大学における共通教育，
専門教育を体系的に捉えた教育システムの実施，授  シラバスの多言語化
業評価等の全学システムの実施並びに教育活動評価
本学ではシラバスが整備されておりその内容も充実
及び授業改善の企画等をより具体的に実践的に行う しており， Web で学生のみならず社会に広く公開され
ことを目的として設定されている。
ている。しかしながら，多言語への対応は十分ではな
く，大学の国際化を見据えるとシラバスの多言語化は
 シラバス
必要である。しかしながら，すべての部局のすべてのシ
シラバスは，各講義の講義要目や授業計画，授業
ラバスを多言語化することは容易ではない。そこで，本
名，担当教員，対象学生，単位数，開設時期，授業の
構想のグローバル人材育成に関係する科目のシラバス
概要・目標・計画，成績評価方法，教科書，参考書等の
では日本語と英語で記述し，将来的なシラバス多言語
情報を提供するものであり，学生に対する講義上の契
化の先駆けとする。
約書である．本学ではシラバスを電子化しており，Web
上で公開されている。また，留学生用のシラバスや外国  本構想に関わる GP，CUM，CFC の作成による体
系的なカリキュラムの整備
人教員のシラバスは英語で記述されている。
工学部としての GP，各学科の GP が制定されている
 GPA の利用と成績評価の厳格化
が，本構想による国際化教育の開始に先立ち，グロー
修学支援システムを通して入力された履修登録と成
バル人材に関する GP を明確化し公開する必要があ
績入力から GPA が計算され，学生の成績表に反映され
る。そこで，本構想に関わる GP を制定し，またそれに
る。工学部においては大学院博士前期課程の口述試
付随する CUM，CFC も整備し公開する。
験資格者（学力試験免除者）の選抜や成績優良者の評
 継続的なグローバル技術者養成教育システムの
価などにも利用される。
質的向上の取組
成績評価方法はシラバスに記載されており，各教員
グローバル技術者養成教育システムの質的向上を継
はシラバスに示された方法に従って厳格に成績評価を
行っている。また答案は公文書として 5 年間の保存が 続的に行うことを目的に，養成センター運営委員会の
義務づけられている。特に工学部の後述の JABEE 認 下に以下に示す小委員会とネットワークを設置する。
定プログラムでは可と成績判定された学生の関連資料 1. グローバル技術者養成教育点検委員会の設置
はすべて保存してあり，成績評価の厳格化を証明する
養成センター内にグローバル技術者養成教育点
ことができる。
検委員会を設置し，定期的にグローバル人材育


グラディエーション・ポリシー，カリキュラムフロー
チャート等による体系的なカリキュラムの整備
山口大学ではナンバリングは導入されていないが， 2.
それに代わる体系的なカリキュラムの整備として，グラ
デュエーション・ポリシー(GP: Graduation Policy)，カリキ
ュラム・マップ(CUM: CUrriculum Map)，カリキュラムフロ
ーチャート(CFC: Curriculum Flow Chart)の整備が挙げ
られる。学生は，GP により，卒業生が備えておくべき資
質を知ることができ，また，CUM により，それぞれの
3.
GP が，どの授業でどのように達成されるかの関係を一
覧表にされ，CFC により，カリキュラムの年次進行と GP
の関係を流れ図として理解することができる。
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成教育のシステム，カリキュラム，授業実施方法に
ついて点検を行う。
グローバル技術者養成教育改善委員会の設置
育成センター内にグローバル技術者養成教育改
善委員会を設置する。上記の点検委員会，養成セ
ンター運営委員会，外部評価委員会などから提出
された改善事項について検討を行い，改善の実
施を行っていく。
グローバル技術者養成教育に関する関連組織間
連携ネットワークの構築
本構想のグローバル技術者養成教育は養成セン
（大学名：山口大学

）（申請区分：特色型）



ター，各学科，ものづくり創成センター，工学教育
センター（様式 2 で説明），大学教育センターが協
働して実施されるため，各組織間の連携が必要不
可欠である。これら組織間に連携ネットワークを構
築し，グローバル技術者養成教育に関する各種情
報が各組織間で円滑に共有できるようにする。

JABEE(日本技術者教育認定機構)認定プログラ
ム
JABEE は高等教育機関で行われている工学教育活
動の品質が満足するレベルにあることや，その教育
が技術者として必要最低限度の知識や能力養成に成
功していることを認定するもので，認定プログラム
は欧米の工学教育と同等レベルであることが保証さ
れている。山口大学では現在，工学部機械工学科，
工学部社会建設工学科，理学部地球圏システム科学
科が認定されている。
○

課題解決型の能動的学修の推進



双方向授業，アクティブ・ラーニングの実施
山口大学では演習，実習，購読，ゼミなど各部局で
双方向授業，アクティブ・ラーニングが提供されている
が，ここでは工学部を例に説明する。
工学教育では解答や正解が一つではない問題を多
面的に取り組む必要性が認識されており，欧米ではエ
ンジニアリングデザイン教育として積極的に取り組んで
いる。本工学部においても「問題発見能力」「問題解決
能力」「プレゼンテーション能力」「チームワ－ク力」等の
観点から積極的に取り組んでいる。従来型の演習科目
である学生実験や設計演習などに加えて，すべての学
科で「ものづくり創成実習」が開講されており，各学科の
特色を生かした内容となっている。様式 2 においてその
内容を説明する。


工学部付属ものづくり創成センター
本センターは，工学部におけるものづくり創成教育を
推進する拠点として平成 15 年 4 月に設置された。セン
ターには工房があり，学生はここで各種ものづくり実習
を行うことができる。
またセンターには以下の 2 部門が設置されており，創
成教育の実施，支援を行っている。
1.

ベーシックエンジニアリング教育部門：
各工学分野でのものづくりに関する高度な知識
と独創的な解決策を創成できる能力を持ったフロ
ントランナーを育成するため，各学科に適した創
成工学教育を行っている。特に，学生自身の創意
工夫を取り入れた「ものづくり創成実習」の教材開
発，支援および実践を行うことを目的としている。

2.

グローバルエンジニアリング教育部門：
地球規模での環境保全や様々なユーザニーズ
に的確に対応した商品価値の高い工業製品のコ
ンセプト，トータルパッケージ，ソリューションを創
成できる広い視野，能力，知識を持った学生を育
成するため，デザインと工学の融合を目指したデ
ザイン工学教育を行っている。

○ 課題解決型の能動的学修の推進
これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよう
な取組を実施する。
 英語の能動的学修推進のための教材開発
目標設定シート 1 および 2 で述べているように，卒業
時の TOEIC スコアは 650 点以上が目標である。これを
実現するためには，授業時間内だけの学習や授業に
関連した予習復習の時間だけでは当然不足しており，
自主的・継続的に多くの時間を費やして勉強する必要
がある。特に英語学習では毎日少しでも英語に触れて
おくことが大切である。
そこで，本構想では空き時間を利用し携帯メディアプ
レイヤー等で英語学習を行うことを学生に推進し，その
教材開発を行う。市販にも多くの英語教材があるが，こ
こで開発する教材は日常的な英会話のみならず，専門
技術の英語での説明など市販には無い内容である。以
下のような仕様を構想中である。
1. 学科が提供する語学学習の教材（ポッドキャスト）
をダウンロードしてリスニング
2. 学生の携帯メディアプレイヤーで自己学習のモチ
ベーションをアップ
3. Web に登録すれば，学習履歴や学習時間の履
歴，学習時間のランキングなどを閲覧することが可
能（友人と遊び感覚競争ができ，能力アップに直
結）
4. 教材に付属するテストの結果，TOEIC や TOEFL
の結果，単位取得科目を入力すれば，グローバル
人材像の到達度を評価

ラーニン

Learning
グ
ラーニン

グ
ranking

Faculty Eng.+
Mobile Media

ラーニン
履歴
グ

ELRS

新しい英語学習の形
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる，国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について，大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】



 ホームページによる教育情報の発信の充実化
中央教育審議会が推進している公表例について対応
できていない項目がある。また，現況ではこれら情報
が，様々な部局のページで公開されており，情報発信
の一元性に欠けている面がある。
本構想では，対応できている項目とできていない項目
を整理・検討する。その際，審議会が公表を望む項目
以外に，戦略的に公表が望ましい項目を独自に検討す
る。
また教育情報発信の一元化を目指し，大学の公式ホ
ームページのトップページから容易に必要な情報が引
き出せるように，情報発信ページのリニューアルを行う。
教育情報は英訳し，英語版ホームページでも公開し
ていく。

ホームページによる教育情報の発信
現在，山口大学の主要な情報発信メディアはホーム
ページであり，日本語版と英語版が整備されている。全
学および工学部を含めた各部局のホームページが整
備されており，各種情報が発信されている。理工学研
究科のホームページでは教員，シラバス等の教育コン
テンツの英語化を進めている。
中央教育審議会が掲げた，公表が望まれる項目は
1. 学生に関する基本情報
2. 明確な方針に基づく教育課程とその水準
3. 外国人教員数
4. 研究成果の生産性や水準教育
5. 外部資金の獲得状況
6. 教育の国際連携
7. 大学の戦略
8. 留学生対応
9. 外部評価等の実施状況
と多岐にわたる。これらについて多くの項目は HP で公
開しているが，公表できていないものもある。



シンポジウム等による国内外への情報発信
平成 26 年度以降に開催する本取組に関するシン
ポジウムにおいて，協力企業・海外協定校の代表者
を参加者として招聘し，国内外への教育情報の発信
を図る。

取組内容④ 事務体制のグローバル化
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため，招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が
行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。
○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り，教育環境のグローバル化への対応が図られているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○ 事務体制の国際化
これまでの取り組みに加えて，本構想では以下の
 SD（スタッフディベロップメント）研修
事務系職員を対象に毎年 SD 研修を開催し，毎年２ ような取組を実施する。
名程度の職員を外国の協定校へ派遣している。海外の  SD 研修の充実
日本語によるコミュニケーションが不得意な留学生へ
大学の管理運営方法及び教育研究支援体制に直接触
れることで大学運営の現状や課題を把握させ，語学能 の対応や英語文書への対応など，事務系職員に益々
語学能力が要求される。これまで行ってきた事務系職
力を含めた職員の資質向上を図っている。
員の協定校派遣をさらに拡充していくとともに，さらに既
 職員の配置
留学生，国際関連業務を担当する学生支援部留学 存の外国人教員，本構想で採択予定の外国人教員に
生支援室，総合企画部国際・社会連携チームには，長 よる事務系職員を対象とした英語研修を実施する。
○

事務体制の国際化

期間の海外派遣研修等の経験を有する，国際性を持
ち英語力に優れた職員を配置している。
○

学内文書の多言語化

○

学内文書の多言語化

すべての公的文書の英語化は現実的ではないが，
一部文書は英語化しているが，多くは多言語化して
留学生に関係する書類や案内文書で日本語しかない
いない。
ものは順次（日本語と英語の）バイリンガル化していく。
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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】

【本構想における取組】

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組

1815 年（文化 12 年），長州藩士 上田鳳陽によって
創設された私塾「山口講堂」以来，山口の地における高
等教育を担い，数多くの有為な人材を輩出してきた。来
る 2015 年（平成 27 年）には創基 200 周年を迎える。こ
の間，我が国は明治維新や日清，日露及び二度の大
戦の波にのまれながらも世界の発展に貢献する科学技
術立国としての立場を確立してきた。
この歴史を踏まえて，山口大学の中期目標では『人
間力』『国際理解力』『高い専門性』をもつ人材育成」を
教育目標として掲げている。
この目標の下，本構想ではグローバル人材が備える
べき具体的能力として次の 8 つを挙げている：(1)専門
分野の基礎的知識と技能，(2)問題発見・解決能力，(3)
コミュニケーション能力，(4)チームワーク力，(5)語学
力，(6)国際的視点，(7)自己研鑽，(8)日本人および山
口大学生としての自覚と誇り。

本構想で掲げるグローバル人材が備えるべき具体的
能力のうち，(1)専門分野の基礎的知識と技能，(2)問題
発見・解決能力，(3)コミュニケーション能力，(4)チーム
ワーク力 (7)自己研鑽 については，これまでの取組
(各学科・専攻における専門教育および「ものづくり創成
実習」)の継続によって十分達成されるものと考えられ
る。なお本取組では，「ものづくり創成実習」の教材の英
語化を行い，海外協定校の学生と合同で実習を行う際
の共通基盤として活用する。
(5)語学力の向上については，様式 4 及び様式 5 に
おいて具体的取り組みを説明する。
ここでは，(6)国際的視点，及び(8)日本人および山口
大学生としての自覚と誇りを向上させるための新たな取
り組みについて説明する。


共通教育科目「キャリア教育（グローバル人材育
成）」補助教材開発
これらの能力を伸ばすため，これまでに以下のような
共通教育科目「キャリア教育」において，学生が，ア
特色のある教育を実施してきた。
ジア地域をはじめとした海外で働く必要性・意義を理解
 ものづくり創成実習
するための教材を開発する。
様式 1 取組内容②でも紹介しているが，「問題発見・
解決能力」「プレゼンテーション能力」「チームワ－ク力」  国際化対応アクティブ・ラーニング
本取組では，過去に行ったアクティブ・ラーニングに
の向上を図るため，学生自身の創意工夫を取り入れた
「国際的視点」を加えた教育を，学部
1 年生を対象に実
「ものづくり創成実習」を行っている。
例えば，社会建設工学科の場合，与えられた条件を 施する。すなわち，「海外で働くとはどういくことか」とい
満足するソイルタワーおよび橋梁模型を製作している。 う問題意識の下，グローバル企業へのヒアリングを行
ソイルタワー製作では，最適な試料の配合，含水比，締 い，技術系グローバル人材として必要な能力について
固めエネルギー，配置をグループで議論し，頑丈なソ 学生自らが発見し，レポートとしてまとめ挙げ，プレゼン
テーションを行うという PBL を実施する。
イルタワーを作成する。
本教育は連携部局の技術経営研究科が担当し，技
橋梁模型製作は個人製作とグループ製作のパート
術
経 営 研 究 科 が 加 盟 し て い る ” Global Knowledge
からなる。単なる模型製作だけではなく，設計コンセプ
ト・製作方法・保有性能についてのプレゼンテーション Network”参加企業であるソニー，日産等にヒアリング先
としての協力を求める。
も実施している。
ものづくり創成実習は工学部各学科と，ものづくり創  ステップアップノートの活用による国際意識涵養
成センターの連携のもと教材開発や教育カリキュラム開
学生の心の成長を意図して配布されているステップ
発が行われてきた。
アップノートに，「海外留学経験」，「国際体験」の項目
 語学留学
を新たに追加し，学生の国際感覚の涵養につなげる。
工学部では毎年数名の学生を語学研修のためにニ
 共通教育科目「山口と世界(山口学）」補助教材開発
ューカッスル大学（オーストラリア），リジャイナ大学
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（カナダ），シェフィールド大学（英国）等，英語圏の協
定校に送り出している。
 アクティブ・ラーニング
山口大学産学公連携・イノベーション推進機構（当
時）では，「問題発見・解決能力」，「コミュニケーション
能力」，「チームワーク力」，「自己研鑽」の向上を図るた
め，学部 1 年生を対象に「学ぶ技術・アクティブ・ラーニ
ング」を実施した。同科目は「『働く』とは何か」という問
題意識の下，学生が取材チームを構成し，協力企業に
出向いて社会人として必要な能力についてのヒアリング
を行い，ホームページで発表を行う，という一連のプロ
ジェクト型教育(PBL)である。この教育を通して学生はビ
ジネスマナーを身に着け，上述の能力を向上させた。と
くに自己研鑽については「Check- Manifesto- Action ル
ープ」というスキームの下，学生自身が自己の能力を向
上させるようなメンタリングを行った。


工学教育研究センターの設置
工学部に設置されている「工学教育研究センター」の
理念・目標は，先駆的な教育実践活動について情報を
収集・分析し， 工学部として取り入れるほうが良いもの
について試行し，その試行データを示しながら新しい
企画を提案することである。工学教育に関するさまざま
な調査結果を取りまとめ，その成果は，センター報告資
料である「山口大学工学教育」で発表されている。これ
はセンターの HP からも閲覧できる。
 ステップアップノートの開発・配布
工学教育研究センターでは，各自のアイデンティティ
ーの確立を目指して「ステップアップノート」を開発し
た。このノートは入学時に全学生に配布されており，各
自が 4 年間の成長の記録を残すものである。
○

大学の設定した目標の達成に必要な取組



長州ファイブ特別講演会
共通教育科目「山口と世界（山口学）」の一環として，
幕末に長州藩より極秘にヨーロッパ留学した井上馨，遠
藤謹助，山尾庸三，伊藤博文，井上勝のいわゆる「長
州ファイブ」に関する特別講演会を実施する。我が国の
近代化において，井上馨は外交の，遠藤は造幣の，山
尾は工学の，伊藤は内閣の，井上勝は鉄道の，それぞ
れ「父」とされている。講演では，明治維新の歴史や幕
末の英雄の国際観を含めた講義を行い，学生の日本
人として，山口大学生としてのアイデンティティーの確
立につなげる。
工学部学生の専門性を考慮して，講師は，日本近
世史，及び技術史の専門家に依頼する。技術史に関
しては，
（1）明治維新期に我が国が西洋の科学技術
を受容した過程や（2）下関，宇部，周南，岩国等，
山口県下各都市における造船・化学産業の発展等に
触れ，技術を通した世界と日本との結びつきを理解
させる。
○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組

本構想では「東南アジア，東アジア地域での企業活
動を支える人材」の育成を目的としている。工学部社会
建設工学科では，東アジア国際コースを開設し，同様
の教育目標を掲げている。また工学部循環環境工学科
ではアジア地域の環境問題に着目しているため，アジ
アを理解する科目が準備されている。以下の取組を示
す。

1.

共通教育科目「山口と世界（山口学）」は，明治指針
発祥の地に設立された本学の特色を踏まえた科目であ
る。その中で，グローバル人材が備えるべき具体的能
力(8) 日本人および山口大学生としての自覚と誇りを涵
養することを目的として，学生が海外で，日本及び山口
について英語で説明することができるような補助教材を
開発する。
本構想が目的とする「東南アジア，東アジア地域での
企業活動を支える人材」は，専門分野の技術的知識を
活用できるのみならず，現地社会の文化や歴史を十分
理解する必要があると考えられる。そのためには，まず
日本人としてのアイデンティティーを確立したうえで，相
手国の文化を受容する必要があると考えられる。

1 年次におけるアジア地域への関心喚起
フレッシュマンセミナー
社会建設工学科では，入学直後に実施される必修
科目の「フレッシュマンセミナー」において，以下の紹介
を実施し，入学生の海外留学に対する関心を高めてい
る。話題としては 1) 在校生の留学体験紹介 2) 留学
プログラム紹介 3) 留学奨学金制度の紹介などであ
る。
2. 基礎セミナー
社会建設工学科では 1 年前期共通教育科目の「基

現在，社会建設工学科の東アジア国際コースでは，
「東南アジア，東アジア地域での企業活動を支える人
材」の育成を目的としたさまざまな取り組みが実施され
ている。本構想では，この先行的な取組を工学部・大学
院理工学研究科全体に拡大するとの方針のもと，以下
の内容を実施する。
 1 年次における海外への関心喚起
1. フレッシュマンセミナー
工学部全体での留学体験者の増加に併せ，各学科
のフレッシュマンセミナーにおいて上級生による留学体
験談のプレゼンテーションを実施し，新入生の海外留
学に対する抵抗感を軽減するとともに，留学支援策の
周知を行う。
2. 基礎セミナー
工学部各学科において，「基礎セミナー」の一部に学
生の海外への関心を喚起するような講義を実施する。
各学科の専門性に合わせて，「海外で働くことの必要
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礎セミナー」において，アジア防災センターから講師を
招聘して，アジア各国における災害の頻発状況や，防
災大国としてのわが国が果たすべき役割についての講
義を実施している。これにより，学生の国際貢献に対す
る関心の喚起を図っている。
3. 社会建設基礎工学
1 年後期専門科目の「社会建設基礎工学」におい
て，主として建設企業の世界展開について説明し，
・ 日本企業の海外展開の必要性
・ 海外事業の実際
・ 海外で勤務する人材に求められる要件
等についての講義を実施している。学生に対して，海
外で働くことができる能力を身に着けることの重要性を
意識させるとともに，海外で働く意欲の増進を図ってい
る。

性」，「海外勤務の実態」，「海外でも活躍できる人材に
求められる知識・技術」を伝える内容とする。
3. 国際的視点及び日本人としてのアイデンティティー
を涵養する科目
平成 25 年度より全入学生に対して，(6)国際的視点，
及び(8)日本人および山口大学生としての自覚と誇り，
を涵養する重要な科目である「キャリア教育」及び「山口
と世界（山口学）」が開講される。これにより，本構想対
象学生のみならず，全学生について，グローバル人材
が備えるべき素養を有することとなる。


1.



特色のある国際化に関する専門科目
東アジア国際協力概論
社会建設工学科では 4 年前期において，専門科目
「東アジア国際協力概論」を開講している。この科目で
は，政府開発援助の必要性，政府開発援助の制度，政
府開発援助プロジェクト紹介，国際的な建設契約制度
の説明等の講義を実施し，学生に対して，海外で働く
ための実務知識を教授している。
2. 国際技術協力特論
大学院理工学研究科の社会建設工学専攻では，博
士前期課程 1 年後期において，途上国での開発プロジ
ェクトを円滑に行うために必要なプロジェクトマネジメン
トを教授する目的で「国際技術協力特論」を開講してい
る。またこの講義ではプロジェクトマネジメントの他に，
国際的に活躍している様々な技術者の講演なども取り
入れている。
3. 東アジア文化論
循環環境工学科では，東アジアを中心とした国々に
ついて，その文化と経済を軸に理解を深めることを目的
として「東アジア文化論」を 3 年後期に開講している。東
アジアを中心とする国々について，その文化，産業，貿
易，投資，消費，技術インフラ，資源，環境などの観点
から講義を行っている。
4. 異文化セミナー
循環環境工学科では，他国の文化，産業，環境につ
いて理解を深め，益々グローバル化する環境問題解決
への日本の貢献について考えることができるようにする
ことを目的に，「異文化セミナー」を 3 年後期に開講して
いる。この授業では留学生との交流，海外留学経験談
なども取り入れている。

 海外で活躍する卒業生による特別講演
工学部の同窓会である常盤工業会と連携して，海外
で活躍する工学部卒業生による特別講演会を実施す
る。 さらに，学部段階での取組を大学院理工学研究
科にも拡張し，以下の取組を新たに開始する。
大学院段階での協定校への長期留学の推進
大学院理工学研究科の博士前期課程において，協
定校への単位取得目的の長期留学を促進する。これま
でに，シェフィールド大学（イギリス），ブリストル大学（イ
ギリス），ニューカッスル大学（オーストラリア），ガジャマ
ダ大学（インドネシア）等への大学院博士前期課程学生
の派遣実績があり，今後は単位取得を目的とした留学
を拡大する。


特色のある国際化に関する専門科目の拡充
本構想は東アジア，東南アジアで活躍する国際技術
者の育成である。そのため，技術力や英語力などに加
えて，対象としている地域の歴史，風土，経済，社会情
勢なども理解しておく必要がある。そこで 2 年次あるい
は 3 年次に，循環環境工学科が取り組んでいる「東アジ
ア文化論」，「異文化セミナー」を全学科的に展開して
いく。その内容は循環環境工学科で取り組んでいる内
容がベースとなるが，学科の特色に合わせて，シラバス
を設計する。大学院においても進んだ内容の科目を設
置する。

 海外で活躍する卒業生による特別講演
社会建設工学科では現在，技術者として海外で勤務
している卒業生による特別講演会を適宜実施しており，
海外で働くことの魅力を積極的に学生に伝えている。

学部卒業段階の
グローバル人材像

・卒業研究
・専門科目
・ものづくり創生実習
・アクティブ・ラーニング
・専門英語科目
・東アジア文化論
・異文化セミナー
・フレッシュマンセミナー
・基礎セミナー
・共通科目（山口学，キャリア教育）
・共通教育英語科目
・各種講演会

図 2-1 目標達成の特色のある取組のイメージ
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○

取組内容の教育課程における体系的位置づけ
ここでは社会建設工学科東アジア国際コースにつ
いて説明を行う。
・ 1 年生における海外及び留学に対する関心の喚起
フレッシュマンセミナー（留学への関心喚起），基礎
セミナー（アジア地域への関心喚起），社会建設基
礎工学（海外勤務への関心喚起）による。
・ 2 年生における基礎的技術英語教育
テクニカルコミュニケーション基礎による。
・ 3 年生における本格的な技術英語教育
テクニカルコミュニケーション I,II による。
・ 2，3 年生における海外留学
・ 4 年生・大学院博士前期課程における専門的な海外
実務教育
東アジア国際協力概論（4 年生），国際技術協力概
論（大学院博士前期課程）による。

○ 取組内容の教育課程における体系的位置づけ
社会建設工学科東アジア国際コース及び循環環境
工学科で実施している先導的取り組みを学部全体に展
開することにより，下図のような体系的カリキュラムを構
築する。これにより，全学科において，海外留学への関
心喚起からアジア地域の文化理解，海外で働くために
必要な実務知識の教授に到る体系的なプログラムとす
る。

4年生･大学院博士前期課程

海外で働くための実務知識
•東アジア国際協力概論（社会建設工学科）
•国際技術協力特論（大学院社会建設工学専攻）

2･3年生

•東アジア文化論（全学科開講）
・異文化セミナー（全学科開講）

以上のように，入学直後の海外留学への関心喚起に
始まり，アジア地域の実態に対する関心の喚起，海外
で働く意欲の増進などをつうじて，1 年生において海外
志向の醸成を図っている。その後，2，3 年生における
技術英語の教育や海外留学を経験する。さらに 4 年生
や大学院博士前期課程において，海外で働くために必
要な実務知識の教授に到る体系的なプログラムとなっ
ており，学生を国際社会で活躍できる人材として育成
するための構成が考慮されている。
○

産業界との連携

１年生

•
•
•
•
•

国内外におけるインターンシップの実施
大学 3 年生および大学院博士前期課程 1 年生を対
象に国内企業や官庁のインターンシップを積極的に実
施している。国外へのインターンシップの事例はあまり
ないが，平成 24 年度は大学院博士前期課程の学生を
対象に，日本の建設会社が有するシンガポールの建設
工事現場におけるインターンシップを実施する。
 産業界等からの講師派遣
工学部の全学科では実務的な内容の科目において
産業界や官庁などから非常勤講師を依頼しており，学
生は実践的な内容の講義を受講することができ，教育
効果は非常に高い。また，適宜特別講演なども依頼し
ており，産業界との連携は十分である。
社会建設工学科の例を示す。「東アジア国際協力概
論」では，国際協力機構（JICA），外務省国際協力局な
どから非常勤講師を依頼している。また「国際技術協力
特論」では，大手開発コンサルタントなどに講師を依頼
している。

海外留学への関心喚起

フレッシュマンセミナー（全学科開講）
基礎セミナー（全学科開講）
山口と世界（全学科開講）
キャリア教育（全学科開講）
社会建設基礎工学（社会建設工学科）
入学

図 2-2 目標達成の取組の体系的位置づけ
○



アジア地域の文化理解

産業界との連携



海外インターンシップの拡充
大学院博士前期課程学生を対象として実施している
海外インターンシップを，学部学生を含めて実施の拡
大を図る。現在予定しているインターンシップ受け入れ
企業は，開発コンサルタント，建設会社の海外事業所
等である。
 産業界との連携強化
海外への関心を喚起するための講義において，産業
界（ソニー，日産，富士ゼロックス，大成建設，日本工
営，宇部興産，トクヤマ等）に対して実務技術者の講師
派遣を依頼する。
産業界と大学間の連携のベクトルが（産業界から大学
への）一方向にならないように，産業界に向けて留学を
経験した学生による留学報告会の開催など留学成果を
アピールする場を増やしていく。
また，養成センターの外部評価委員会の委員を産業
界から任命し，産業界と連携をとりながら，グローバル
技術者養成プログラムを運営して行く。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】





外国人教員の採用

国際連携教員の採用

これまでの取り組みに加え，本構想では「グローバ
経験のある教員が配置されているが，ここでは本構想 ル技術者養成センター」（様式 1 取組内容①に記載）
を設置し，外国人教員等の国際連携教員を 3 名雇用
に関わる工学部での取り組みについて説明する。
する。国際連携教員は語学教育，教材開発，留学・イ
これまで工学部では，世界に通用する高い技術力と
ンターンシップのコーディネート等を担当する。
コミュニケーション能力を合わせもった優秀な技術者を
育てるため，グローバル人材の育成を目的とした教育  外国人教員の役割と国際公募
山口大学には各部局に外国人教員や海外での教育

本構想では全学科を対象として展開する「使える英

を行って来た。現在工学部には 6 名の外国人教員が在

職しており教育や研究のグローバル化が図られてい 語」教育の充実が大きな特色である。そのためには，
る。6 名の内，5 名は学科に配属されており，所属学科 現状の外国人教員では対応が困難である。そこで本
で教育・研究を行っている。残り 1 名は特定の学科には 構想では新たに語学も含む広義の国際化教育を担当
所属しておらず，全学科学生を対象に英語教育を行う できる外国人教員を 2 名国際公募する。このうち 1 名
(国際連携教員 A)は語学教育と留学・海外インターン

専門家である。

工学部の取組で特筆すべきは社会建設工学科東ア シップのコーディネートを担当し，もう 1 名(国際連携教
ジア国際コースの外国人教員である。東アジア国際コ 員 B)は語学教育と教材開発を担当する。
ースの外国人教員の選定に当たっては，国内外に広く 
公募し，本学本コースの趣旨に沿った外国人教員の人

教材開発教員の採用
上述の外国人教員に加え，教材開発と留学・海外イ

選を行ってきている。単なる語学教育のための講師で ンターンシップとを担当する教員(国際連携教員 C)を
はなく，海外および日本での教育および研究活動があ 雇用する。この教員は日本人でも外国人でもかまわな
る一流の研究者を招聘してきた。また，選任された外国 いが，英語能力と専門性が求められる。
人教員には講義運営だけでなく，日本人教員と同じよう  工学部教職員への技術移転
に卒業研究生を配属させ学部 4 年生および大学院生
国際連携教員は業務を通して工学部教職員にノウ
の研究指導も行ってきた。

ハウを伝え，教職員のグローバル教育力を向上させ
これまで東アジア国際コースで任用された外国人教 る。図 3-1 に示すように，本事業の支援期間中に工学
員は以下の 4 名である。
部教職員への技術移転・業務移管を済ませる。
Roland P. Orense（フィリピン出身，H18-H20 年度）

国際連携教員A

Rezaul Karim（バングラデシュ出身，H20-H22 年度）

公
募
／
採
用

Adrian Hyde（イギリス出身，H22-H23 年度）
Azizul Moqsud（バングラデシュ出身，H24 年度より）

語学教育・留学コーディネート
工学部教職員
への技術移転
／業務移管

国際連携教員B
語学教育・教材開発

国際連携教員C
教材開発・留学コーディネート

H24

H25

H26

H27

H28

図 3-1 国際公募による教員採用イメージ
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】

○

【本構想における取組】

学内におけるグローバル教育力向上のための取 ○
り組み



FD 活動

工学部全体におけるファカルティ・ディベロップメント

学内におけるグローバル教育力向上のための
取り組み

これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよ
うな取り組みを実施する。

(FD)活動は，平成 11 年度に工学部 FD 検討会議を立 
ち上げてから開始した。現在は工学部点検・評価委員
会が FD 活動を継続している。工学部で実施されている
FD 活動は主に以下に二点である。
1)公開授業実施
2)全教員を対象とした FD 研修会
公開授業は教員が他教員の授業を参観し公開授業
実施教員および参参観した教員の授業改善に役立て
ることを目的としている。
FD 研修会は大学教育センターや各部局の主催で授
業改善に関する様々なテーマで外部講師などを招聘し
て行われている。平成 22 年度には工学部が主催でア
ルク教育社から講師を招聘し，工学部教員を対象に英
語で授業を行うための FD 研修会が開催された。
○

教員の教育力を評価する取組とインセンティブ



授業評価アンケート

FD 活動の充実
全学的に FD 活動そのものは活発に行われている
が，グローバル教育力向上の観点からの FD 活動は十
分とは言えない。本構想では前述の養成センターに
所属する教員などによるグローバル教育力向上のた
めの研修会を定期的に開催する。特に，英語で講義
を行うためのノウハウの教授や模擬講義の実施などを
行っていく。これは工学部教員のみならず全学的に展
開していく。
また，国内外のグローバル教育力向上に関係する
講師を招聘し，積極的にグローバル教育力向上の FD
活動を実践していく。
公開授業においては，すでに英語で授業を行って
いる科目への積極的参観を推進し，互いにグローバ
ル教育力の向上を図っていく。

○

教員の教育力を評価する取組とインセンティブ

これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよ
本学では，全ての講義に対して学生による授業評価 うな取り組みを実施する。

アンケートを行い，学生からの評価が高かった講義に  グローバル教育力の評価
対しては，講義を担当した教員を表彰する制度を設け
現行の教員の教育に対する評価方法は，学生によ
ている。また，教員による授業参観を全学的に実施して る授業評価アンケートと教員評価システムに教員本人
いる。この結果は後日，教員に通知され，講義の設計 が申告する教育に関する項目での評価の二つであ
に反映している。これらの結果は人事システムに反映さ る。現況ではグローバル教育力という観点では評価は
行っていないため，総合的な教員の教育力の評価は
れるとともに，教員自身も自信の教育への取り組みに
既存のシステムで評価できるが，グローバル教育力に
ついて自己評価を行うように指導されている。講義の英
特化した部分での評価十分ではない。
語化を行った教員に対しては，電子携帯端末やプレゼ
本構想では従来の教育力評価に加えて，グローバ
ンテーション機材など教育機材の貸与などの表彰制度 ル教育力を別途評価するシステムを導入する。英語で
を設けてインセンティブを図っている。
の講義回数，グローバル教育に関する教材開発，グロ
ーバル教育に関する講演や FD 活動，海外大学での
 教員評価システム
授業経験などを評価するシステムを構築する。評価の
本学において，教員の活動状況を的確に把握し，こ
高い教員には学部長表彰制度を設けてインセンティ
れを評価することによって教員個々の資質の向上を図
ブを図る。
るとともに，ひいては本学全体の教育・研究力の向上，
また，ある程度グローバル教育に永く携わった教員
地域への貢献の推進，運営等の改善・効率化を図るこ や非常に評価の高い教員にはサバティカル休暇を取
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とを目的として，平成 23 年度より「大学教育職員人事評 得しやすくし，後述するグローバル教育力向上を主目
価」が実施されている。また，本学の自己点検活動の一 的とした海外留学の補助を行うなどの措置を行う。
環として「教員活動の自己点検活動システム」が平成
22 年度より運用されており，教員自身が一年間の教育
や研究等の諸活動を振り返って自己点検できるように
なっている。
○

海外の大学における教育活動を通じた教育力向 ○
上

海外の大学における教育活動を通じた教育力向
上

これまでの取り組みに加えて，本構想では以下のよ
工学部の教育・研究の質の向上・管理施設等の改善 うな取組を実施する。



教員の留学支援（新長州五傑）

を図る目的で各種プロジェクトの公募を行っている。そ  教員の留学促進
「新長州五傑」のみならず各種助成による教員の留
の一つに若手教員（准教授，助教）および博士後期課
学を推進する。一般に教員の留学の主目的は研究で
程学生を対象に長期海外滞在費の補助を H19 年度よ
あるが，留学先の大学での授業方法など教育に関す
り行っている。このプロジェクトは「新長州五傑」と呼ば
る情報なども入手し，個人の研究力とグローバル教員
れ，長期海外滞在の場を提供することによって，国際
力の向上に努める。
感覚の涵養，外国語の習得，国際的な人的ネットワー
クを構築してもらうことを目的としている。年間に 2～4 名  グローバル教育力向上を主目的とした教員の海

には，大学院の講義を英語化することが義務づけられ

外の大学への派遣
グローバル教育力の向上を主目的とする海外の大
学への派遣を推進する。年に 2 名程度の教員を半年
から 1 年程度の期間，海外の大学に派遣し，授業方法
やカリキュラムなどについてそのノウハウを習得する。
帰国後は，英語による授業の実施に加えて，FD 研修
会の講師や公開授業の実施など，他教員にそのノウ
ハウを伝授していく。

ている。



が補助を受けて留学に赴いている。


大学院講義の英語化
様式 1①で記述しているように大学院理工学研究科

では大学院生のグローバル化に対応し英語だけで修
士号が取得できるように英語化された科目が準備され
ている。特に「新長州五傑」の支援で海外留学した教員

遠隔講義システムを利用した海外協定校との特

別授業やセミナーの推進
遠隔講義システムを利用して，海外協定校と臨時の
大学院理工学研究科ではインドネシアのウダヤナ大
特別授業やセミナーの開催を推進し，渡航することな
学大学院環境コースと大学間交流協定を締結してい
く定期的にグローバル教育力向上の訓練を実践して
る。この協定に基づいて，共同授業と共同研究を実施 いく。
している。共同授業は両大学の教員が英語で行ってお


海外協定校との合同授業

り，インターネット回線を利用した遠隔講義システムによ
り，両大学院生が同時に受講することができる。


JICA プロジェクトの参加
平成22 年度より工学部社会建設工学科は JICA の東

ティモール大学工学部支援プロジェクトに参加してい
る。このプロジェクトは東ティモール大学工学部教員の
学力・研究力向上のための支援であり，社会建設工学
科は東ティモール大学土木工学科の教員に対して指
導や支援を行っている。
図 3-2 グローバル教育力向上イメージ
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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】

【本構想における取組】

○ 入学時からの動機付けや学生への留学準備計画 ○ 入学時からの動機付けや学生への留学準備計
支援
画支援


全学の取り組みとして，4 月に 1・2 年生を対象にした
留学説明会を開催し，本学の留学制度や交換留学先
の協定校の情報，募集時期等の情報提供を行ってい
る。また，留学生アドバイザーを平成 23 年度から工学
部に配置しており，留学に向けての準備や海外の大学
院への進学等，幅広く相談に応じ，留学のサポートを
行っている。
工学部社会建設工学科東アジア国際コースでは 1
年次の早い時期で海外に対する興味を喚起し，国際
的技術者としての活動に関心を持たせることを目的と
し，以下のような取り組みを行っている。
・ 入学直後：フレッシュマンセミナー（入学時研修）
での海外留学制度および留学補助金の紹介と説
明会を実施している。
・ 1 年前期・後期：国際土木技術者の意義と国際化
の意識涵養のため外部講師による特別講演を適
宜実施している。
「継続的・自主的学習」を促進するために，学科内に
自習室を設置し，英語学習ができるようしている。また
学内外でアクセス可能な Moodle を利用し，学生が自宅
でも積極的にコミュニケーション能力を研鑽できる学習
環境を整備している。

入学時からの動機づけ
様式 2 で説明したように，次のように工学部全体で
入学時から動機づけをおこなう。
1 年次：
・ フレッシュマンセミナーでの海外留学制度および
留学補助金の紹介，上級生による海外留学の体
験談などの実施。
・ 共通教育科目の「山口と世界（山口学）」の受講
・ 共通教育科目の「キャリア教育」の受講
・ 外部講師による講演（長州ファイブ特別講演）
・ 技術系人材の国際化に関する特別講演
2 年次：
・ 技術系人材の国際化や留学に関する特別講演
3 年次：
・ 「東アジア文化論」，「異文化セミナー」の受講

○

○

海外留学プログラム等の開発支援体制の整備

共通教育科目の「海外短期語学研修」に参加するこ
とにより，単位取得が可能である（4 単位・英語圏・中
国・韓国) 。
工学部の社会建設工学科では提携校へ短期海外
留学をした学生が海外で取得した単位を認定する科目
を設定し，学生は単位取得している。
○

 留学準備計画の支援
留学プログラムは留学センターがコーディネートして
いるものと，養成センターがコーディネートしているも
のがある。したがって，留学生センターの留学アドバイ
ザー，養成センターの留学コーディネーターが共同で
留学説明会を 4 月に実施する。また，留学や海外渡航
に関する相談は留学生センターと養成センターが連
携して随時受け付ける。

本構想における海外留学プログラムは養成センタ
ー・海外研修室が開発の任を負う。養成センターは工
学部，大学院理工学研究科，大学院技術経営研究科
と連携し留学プログラムの開発を行う。また，学生アン
ケート，帰国後の TOEIC スコアの上昇度，面談などを
参考に留学プログラムの点検，改善を行う。

留学や奨学金等の一元的情報収集・提供，獲得 ○
支援

大学間交流協定を締結している大学の，学年歴や
寮の情報を集約した一覧表を作成し，学生に提供して

海外留学プログラム等の開発支援体制の整備

留学や奨学金等の一元的情報収集・提供，獲得
支援

留学や奨学金の情報収集・提供，獲得支援など業務
の主体は留学生センターであるが，養成センターはそ
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いる。また，協定校へ留学した学生にアンケート調査を
実施し，インターネットの環境や生活情報等の学生目
線の情報も取得し，学生へ提供している。
工学部では，海外研修について相談できるスペース
を設置し，留学を調整する常勤技術職員を配置してお
り，留学情報や奨学金情報，その他留学に関する諸手
続きや安全面など直接指導を受けることができ，毎年
10 名以上の短期海外研修および提携校への研究交換
留学へ参加する学生・院生を輩出している。
社会建設工学科では，学科同窓会からの留学補助
金，学科教員による学科短期海外研修補助金を準備し
て，学生の留学の後押しをしている。また平成 23 年度
および平成 24 年度は学生支援機構留学生支援プログ
ラム(Short Visit)の短期留学助成金を獲得している。

れに協力し，養成センターで得た情報は留学生センタ
ーと共有する。
養成センター・留学生センターで得た情報は一括的
に山口大学 HP で発信していく。HP では一例として以
下に示す情報を公開していく。
・ 留学実績データ
・ 協定校の情報
・ 各種留学プログラムの案内
・ 外国事情，安全情報
・ 留学奨学金申請案内
・ 留学体験記
・ 留学の心得 など

○ ラーニング・アグリメント
学内では履修必須科目の確認を行い，留学をするこ
とにより専門科目の学習に支障がないようにしている。
また，協定校とは学年暦を確認した上で，日程を調整
している。

○ ラーニング・アグリメント
本構想での留学に関しては，養成センターが協定校
と日程調整，どのような科目が単位互換可能なのかな
どの検討を行う。また，帰国後の単位認定に関する基
準や手続きの説明も養成センターが行い，留学する学
生が十分理解できるシステムを構築する。

○ 海外留学促進制度の導入

○ 海外留学促進制度の導入
 留学奨学金制度の充実
海外留学促進と学生の経済的負担の軽減のため
に，留学奨学金の充実を図る。留学奨学金の財源とし
て以下が挙げられる。
1. 社会建設工学科同窓会（土木和会）
2. 有志教員による寄付金
3. 学生支援機構留学生支援プログラムへの申請
4. 工学部同窓会（常盤工業会）
5. 工学部 50 周年基金
6. 企業からの寄付金
上記 1～3.はすでに社会建設工学科で行っている。
新たに 4.～6.の取り組みを行う。また 2.についても全
教員から有志を募る。3.は申請内容を再考して，財源
獲得の努力を継続する。
 保護者への留学理解の働きかけ
渡航費や研修費など留学の諸経費は学生やその保
護者に負担をかけざるを得ない。したがって，保護者
に留学の意義，教育効果，留学の就職活動への反映
などを説明し，留学に対する理解を求める必要があ
る。以下のように保護者へ留学理解の働きかけを行う。
1. 合格通知の送付封筒に留学趣旨文書を同封
2. 教育後援会（保護者会）総会で留学趣旨説明
 研究グループでの海外連携大学への短期研修
の促進
研究グループで海外共同研究グループや協定大学
への１週間程度の短期研修を促進する。これはカウン
ターパートの研究グループと研究交流会を開催し，積
極的に学生を参加させ研究発表や交流を深めること
で，学生の外向き志向を養うことを目的とするものであ
る。このような研修の単位化を推進する。



全学，工学部の取り組み
全学の取り組みとしては，国際連携本部にて海外留
学を促進する対策を立案している。また，工学部では，
博士後期課程学生を対象に海外留学を資金援助する
プログラムを導入している（工学部プロジェクト等経
費）。


社会建設工学科の取り組み
社会建設工学科では平成 16 年度より，英国シェフィ
ールド大学語学センターと土木構造工学科と連携し
て，主に学部生を対象に，技術者教育に実績のある教
職員が海外の提携校と連携して独自に開発した「工学
部に特化した短期留学プログラム」を導入し学生の参
加を促進している。具体的には，一般英語クラスに加
え，技術英語クラス，工学部見学，研究室および実験
室の見学，工場見学，現場体験，現地の大学の講義体
験などが用意されており，工学部学生の国際技術者を
育成するための内的要因意欲を促進するユニークな
留学プログラムである。
また，短期語学留学に参加した学生による成果報告
会を教員・学生に対して実施しており，学生による学生
への動機付けを行っている。
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう，留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時，災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー，サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○ 留学中から帰国後におけるサポート
留学中は各学部へ授業の参加状況，生活状況の報
告書を１ヶ月に１回提出することになっている。併せて
担当係のメールアドレスを周知しているので，慣れない
海外生活等でのストレスや対人関係の相談に応じるこ
とも可能となっている。

○ 留学中から帰国後におけるサポート
留学生センターと養成センターが共同で留学中及
び留学後のサポートを行う責任体制を構築する。
留学先の協定校の担当者との連絡体制をより強化し，
留学中の学生の情報が速やかに入手できる体制を整
備する。

○

産業界との連携による留学中及び帰国後の就職
支援
以下の事例のように，適切な指導により留学経験者
の就職を実現させている。
（例 1） 工学部に特化した短期語学研修に参加し，大
学院 1 年生時に University College London に交換留
学。その経験が職業選択の動機づけ要因となり，留
学中の適切な就職指導とサポートにより，大手建設会
社へ就職。
（例 2） 短期語学留学を経験の後，ニューキャッスル大
学に交換留学し，帰国して修士課程を修了し，ニュー
ジーランドの建設コンサルタントに就職。

○

○ 留学中のリスク管理
留学前にオリエンテーションを開催し，災害時の対
応，海外渡航にあたっての危機への認識，非常事態発
生時の対応，健康管理について周知徹底を図ってい
る。また，留学中は，留学生センターにて本学学生の
留学先の住所，連絡先等の情報を把握しており，留学
している学生に連絡をとれる体制をとっている。また外
務省海外安全ホームページで提供される海外危険情
報に応じて，情報提供を行っている。

○ 留学中のリスク管理
留学生センターと協力して，養成センターが協定校
との緊急時に対する詳細を述べたアグリーメントを締
結する。参加する留学プログラムの種類にかかわら
ず，留学希望者は安全講習会の受講，海外傷害保険
への加入を義務づける。留学生センターおよび養成
センターは留学する学生のホームステイ先と緊急連絡
先を把握し，保護者にもそれを連絡する。

○ アドバイザー，サポートスタッフの配置など
平成 23 年度から留学生アドバイザーを配置してお
り，留学相談に応じている。また，日本人学生からの留
学相談に学生の視点で相談に応じられるように，平成
24 年度は留学経験のある本学学生をアドバイザーアシ
スタントとして採用している。
工学部社会建設工学科では東アジア国際コースの
専属職員を配置し，海外研修に関する全般的なサポ
ートを行っている。

○ アドバイザー，サポートスタッフの配置など
養成センターの国際連携教員（最大 3 名配置）によ
る，留学希望学へのアドバイスを行う。また，留学後に
TOEIC 公開テストの受験を義務付け，海外研修の実
績が就職活動に有益になるように指導する。帰国後に
は国際連携教員が学生と面談を行い，研修内容・成果
がどのようなものであったかを確認し，協定校へフィー
ドバックを行うことでプログラムの改善を実施する。

産業界との連携による留学中及び帰国後の就職
支援
養成センターおよび各学科に設置している就職担
当教授を通じて企業の海外事業に関する情報を収集
し学生に周知するとともに，企業側へも海外留学経験
のある学生を紹介する。また，留学期間の設定に当た
り，日本の就職活動期間前に帰国が可能となるような
プログラムを協定校と開発する。
その他，海外協定校の中にはインターンシップを強
力に推進している大学があり，これらの協定校のインタ
ーンシッププログラムを利用して，海外企業や日本企
業の現地法人等への就職機会を拡大する。
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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】

【本構想における取組】

○ TOEFL 等の入試への活用や入試改善による 4 技 ○ TOEFL 等の入試への活用や入試改善による 4
能の適切な評価
技能の適切な評価
 学部入試
本学部の入試には一般入試前期日程，一般入試後
期日程，推薦入試，AO 入試の 4 種類がある。
一般入試前期日程，一般入試後期日程ではセンタ
ー試験と個別学力試験（数学，理科）で合格者を選抜
するため，センター試験の英語以外では 4 技能は評価
していない。
推薦入試ではセンター試験，面接試験，調査書で合
格者を選抜している。面接では英語能力を評価してい
ないため，この試験においてもセンター試験の英語以
外では 4 技能は評価していない。調査書では英検など
英語資格を評価している。
AO 入試では面接と講義等理解力試験で合格者が
選抜される。面接では英語能力を評価していない。講
義等理解力試験では各学科が独自の取り組みをして
おり，例えば模擬授業を受講し演習やグループ討論な
どを行っているが，英語評価を含んでいるとは限らな
い。一部学科では CBT で英語試験を課しているところ
もあるが，全学科で組織的に４技能を評価しているわけ
ではない。
 大学院入試
大学院理工学研究科博士前期課程の入学試験は一
般選抜と口述試験（学力試験が免除され面接試験で選
抜）がある。一般入試では数学，英語，専門科目が課
せられており，英語では TOEIC スコアを利用している。
口述試験では 4 技能を評価していない。
○

入学志願者の留学経験や在外経験等の適切な評
価

 学部入試
一般入試前期日程および後期日程は学力試験で選
抜するため，留学・在外経験は評価していない。推薦
入試や AO 入試では面接試験で留学・在外経験を考慮
する場合があるが，評価の基準などが明確になってい
るわけではない。



学部入試
推薦入試や AO 入試では入試願書などに外国語能
力や留学・在外経験に関する項目を追加し，それらを
全学科で共通の点数化ルールを策定する。評価項目
としては，TOEIC 又は TOEFL のスコア，英検の取得
級，留学・在外経験の有無・期間，外国人との交流経
験の有無等である。
評価項目の追加

● 留学・在留経験
● 外国人との交流経験

受験生

AO入試
推薦入試

アドミッションポリシーに
沿う入試の実施

山大生

● 英検の取得級
● TOEIC，TOEFLのスコア
● 英語弁論大会等への参加経験

図 5-1 英語能力を考慮した入試のイメージ
 大学院入試
現状と大きな変化はないが，TOEIC650 点以上かつ
留学・在外経験者の受験者は口述試験対象者にする
などの措置を考える。
 受験生獲得のための広報の充実
推薦入試や AO 入試において，高い英語力のある受
験生を獲得するために，大学 HP，大学広報冊子，受
験説明会などで本構想に基づく教育プログラムの広
報を積極的に行う。
○ 入学志願者の留学経験や在外経験等の適切な
評価



学部入試
上記のように，推薦入試および AO 入試において入
学願書に質問項目を追加し，全学科共通の評価ルー
ルを策定する。


大学院入試
上記と同様，TOEIC650 点以上かつ留学・在外経験
 大学院入試
者の受験者は口述試験対象者にするなどの措置を講
一般選抜では留学・在外経験は評価していない。口 じる。
述試験では，留学・在外経験を考慮する場合がある
が，評価の基準が明確というわけではない。
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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】

【本構想における取組】

○

○

習熟度別語学クラスなど効率的な語学教育

本学の英語教育は全学共通（共通教育）の英語教育
と各部局での独自の英語教育に分かれるが，ここでは
共通教育の英語教育のシステムについて説明する。本
学では TOEIC 試験を取り入れた英語カリキュラムを平
成 14 年度から実施しており，1 年生は全員 TOEIC 準
備（前期クォーター）を受講し，TOEIC 公開テストを受
験する。その後は取得した TOEIC スコアに応じて習熟
度クラス編成とした上で，TOIEC スコアを厳格な卒業
要件とし，厳格な成績評価及び卒業者の質の保証をし
てきた。
平成 16 年度には，文部科学省大学改革推進補助
金（ 特色 GP ） の 支援を得て ， テ キ ス ト 改訂並び に
e-learning の推進，授業（TOIEC 指導）の充実，アド
バンスト授業の拡充及び海外短期語学研修を重点的
課題として，英語教員の FD を通じたカリキュラムの補
強・推進を行った。
英語に関する GP を確実に達成するために，英語の
得意な学生だけではなく，苦手な学生への英語教育が
徹底されている。常勤・非常勤ともに外国人教員と同等
の能力のある日本人教員による English Speaking を必
修化した。また，必修の Basic English においては，週３
時間の授業外学習を義務づけた。
TOEIC テスト受験前の授業「TOEIC 準備」（全員必
修）において，統一オンライン教材による授業外学習を
週平均 2.5 時間課し，予復習を加えて週 3 時間以上
の学習時間を確保している。
社会建設工学科東アジア国際コースでは，2 年次に
通年で「テクニカルコミュニケーション基礎（TCB）」，3
年次前期に「テクニカルコミュニケーションⅠ（TCⅠ）」
および後期に「テクニカルコミュニケーションⅡ（TC
Ⅱ）」を開講している。これら科目は工業英語を通して
英語の 4 技能を向上させることを目的としている。一クラ
ス 30 名の小人数で外国人教員によって授業が行われ
ている。
○

習熟度別語学クラスなど効率的な語学教育

共通教育における英語教育はこれまで通りに行う。
2 年次より本格的に専門教育が開始されるが，専門教
育の中で，工学部独自の語学教育を行う。具体的に
は，社会建設工学科東アジア国際コースで行われて
いる「TCB」，「TCⅠ」および「TCⅡ」を全学科的に展
開していく。これら科目は複数教員で担当し一クラス
の人数を 30 名程度として少人数教育をモットーとす
る。
まず，2 年次には「TCB」を開講する。2 年次中に受
験した最新の TOEIC スコア，授業中の演習，学期末
試験等により学生の英語４技能を評価する。
大学院博士前期課程2年
10名

・修士論文(英文) / 国際学会発表

就
職
活
動

大学院博士前期課程１年

30名

・ダブルディグリー 科目履修 / 単位互換留学
学業成績優秀で選抜された学生

４年生

４年生

・卒業研究
・海外大学生との共同課題研究
・海外インターンシップ/社会活動

・卒業研究（一部英文による卒論）

30名

海
外
協
定
校

３年生

３年生
・ テクニカルコミュケーションⅠⅡ

・ 単位取得目的の留学
テクニカルコミュケーションⅠⅡ
・上級テクニカルコミュニケ－ション

20名

選抜学生

一般学生

２年生
• 基礎テクニカルコミュニケーション
• 短期・超短期留学（語学学習，異文化の体験）

30名

１年生
• 基礎英語科目（ＴＯＥＩＣ）
•海外赴任経験のある実務家による講義
•日本人，山口大学生としてのアイデンティティを涵養する講義

大学入学

図 5-2 3 年次からの習熟度別教育
3 年次では 2 年次の英語４技能の評価に従って選
抜コースと一般コースに分ける。両コースともに「TC
Ⅰ」および「TCⅡ」が開講されるが，習熟度に合わせ
てその内容を変える。また選抜コースでは，選抜学生
の中でもさらに英語能力の高い学生に対してより高度
な「上級 TC」を開講する。彼らは「TCⅠ」および「TC
Ⅱ」ではなく「上級 TC」を受講する。

学生の語学力向上度の測定，教育効果の分析， ○
語学教育へのフィードバック

年度ごとに大学教育センターが全学生の TOEIC スコ

学生の語学力向上度の測定，教育効果の分析，
語学教育へのフィードバック

工学部学生の TOEIC スコア，上記専門英語科目の
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アのデータの統計を行い，学生の英語力の測定が行わ 成績等，授業評価アンケートの結果などのデータから
れている。各英語授業は学生アンケートにより改善が行 育成センターで教育効果の分析，語学教育へのフィ
ードバックを行う。
われている。
○

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

全学的に共通した取り組みはないが，各部局では独
自の取り組みが行われている。
社会建設工学科東アジア国際コースでは上記科目
の「TCB」，「TCⅠ」，「TCⅡ」においてアカデミック・ライ
ティングを行っている。さらに東アジア国際コースでは
卒業論文の概要（A4 で 2 ページ）を英文で作成させて
いる。
大学院理工学研究科では前期に科学・技術英語特
論A を後期には科学・技術英語特論B を実施し，IELTS
の Examiner 資格と経験を持つ外国人教員によるアカデ
ミック・ライティングの指導がある。

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

全学科に展開した「TCB」，「TCⅠ」，「TCⅡ」，「上
級 TC」でアカデミッック・ライティング能力も養成してい
く。
また選抜コースの学生は「卒業研究」の概要もしくは
本文を英文で作成させる。その際，卒業論文指導教
員より個別に英文作成指導を受けることになる。

○ 外国語で論理的に説明し，他者と議論できる力を ○ 外国語で論理的に説明し，他者と議論できる力
養成するための少人数語学教育
これまでの取組はそのまま継続していく。

論理的説明能力、議論能力 等

共 通 教 育 の英 語 教 育

学部卒業時に達成すべき英語能力

全学的に共通した取り組みはないが，各部局では独
上記のアカデミック・ライティングと同様全学科に展
自の取り組みが行われている。工学部では，TOEIC の 開した「TCⅡ」，「上級 TC」で外国語による論理的説
スコア向上を目指すために「英語特別講義」が開講され 明能力，議論能力を養成していく。
4年次
ている。また，TOEIC700 点以上の学生を対象に，海外
1年次 2年次
3年次
交換留学の候補者を中心に「英語上級特別講義」が開
TCB TCⅠ TCⅡ 上級TC
講され，TOEFL の指導も行っている。これら講義は少
リスニング能力
人数クラスで，会話や議論なども行われている。
TCⅡ 上級TC
社会建設工学科東アジア国際コースでは「TCⅡ」に
スピーキング能力
おいて，各自で課題を見つけて，英語でプレゼンテー
TCB TCⅠ TCⅡ 上級TC
ションを行っている。そのさい英語で質疑応答を行うこと
リーディング能力
で他者と議論できる力を身につけさせている。また，コ
TCB TCⅠ TCⅡ 上級TC 卒業論文
ンサルテーションアワーを設け，コミュニケーション能力
ライティング能力
のスキルアップを狙っている。
既存の英語特別講義など

図 5-3 本構想における英語教育の構造
○

留学前準備教育

○

 海外英語研修事前指導
海外英語研修は留学センターが提供する約 4 週間の
英語圏の協定校（リジャイナ大，ニューカッスル大，ロン
ドン大）での語学研修プログラムのことである。このプロ
グラムに参加する学生は研修直前のクォーター（週 1 回
90 分×7 回）に開講される事前指導を受講しなければ
ばらない。海外研修に対する語学的・精神的準備を行
う。これは共通教育科目で全学的な取組である。

留学前準備教育

共通教育科目の海外英語研修事前指導はこれまで
通りに継続していく。
夏季休業あるいは春季休業を利用する短期語学留
学では共通教育の英語教育に加えて「TCB」が留学
前準備教育に当たる。
単位取得を目的とした留学では 2 年次までの英語
教育に加えて「TCⅠ」，「TCⅡ」，「上級 TC」が留学前
準備教育に当たる。



東アジア国際コースの取り組み
社会建設工学科が準備しているシェフィールド大学
への短期留学に対する事前準備として，共通教育の英
語教育に加えて「TCB」がそれに当たる。
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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】

○ 構想のマネジメントを統括する推進体制
本取組では，学長を構想責任者，工学部
長を実施責任者とするマネジメント体制をと
る。実施責任者は「グローバル技術者養成セ
ンター」を設置し，養成センター運営委員会
を組織し，取組を推進する体制を学内に構
築する。養成センター運営委員会は，センタ
ー内の各室長，構想対象部局の工学部学科
長，理工学研究科専攻長とで組織し，本取
組の実施計画を立案する(Plan)。センター内
の各室は実施計画に基づき，海外研修，教
材開発，教育の実施にあたる(Do)。また，評

評価報告

評価報告

学 長

学外評価委員会
産業界代表
海外学識者

評価

学内評価委員会
改善指示

Check

報告

評価
改善指示

Plan

Action

教育担当副学長
Check
留学生センター長
国際・社会連携担当副学長
工学部長
理工学研究科長
技術経営研究科長

報告

グローバル技術者養成センター

養成センター運営委員会
センター長，各室長，学科長，専攻長

Do

Do

海外研修室

教材作成室

室長
各学科教員，MOT教員
国際連携教員

室長
各学科教員，MOT教員
国際連携教員

価・改善のため，学内評価委員会および学
外評価委員会を組織する。

Do

養成支援室
室長
各学科教員，国際連携教員
事務補佐員

図 6-1 本構想における推進体制

学内評価委員会は，教育担当副学長，国際・社会連携担当副学長，工学部長，理工学研究科長，技術経営
研究科長で組織する。
外部評価委員会は，実務的な見地から，(a) 企業の人事担当者や人材育成担当者を招聘するほか，(b) 国際
的な見地からの評価のため，連携先の大学からの教員，(c)グローバル化を進めている他大学の推進委員を招
聘する。また，必要に応じ実施担当者や学生などからヒアリングする権限も付与する。
○ 構想の評価・改善
本構想の実施・達成状況を的確に把握して活動の改善を図るために，養成センター運営委員会は，年度ごと
に自己点検・評価を行う（Check）。
自己点検・評価作業で作成された自己点検書は，年度末に学内評価委員会に報告される。学内評価委員会
は，自己点検書に基づいて評価を行い，助言を与える。養成センター運営委員会は評価結果に対して改善案を
まとめ，改善案は，自己点検書とともに学長に報告され，学長から評価・助言を受ける。これらの助言を整理し再
度，改善案をとりまとめ，次年度の実施に反映する(Action)。
2 年目，4 年目の年度末には，外部有識者から構成される学外評価委員会にも自己点検書を提出し，評価を
受ける。学外評価委員会は，評価結果を養成センターに連絡するとともに，学長に報告する。学長は改善の必要
がある場合には改善指示をセンターに示す。センターでは，学外および学内評価委員会の改善指示に基づい
て，改善案を作成し，次年度の実施に反映する。

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



Web による情報発信
山口大学では現在，公式ホームページを日英両語で構築しており，海外からも大学の沿革・教育・研究に関
する情報を入手できるようにしている（下図は山口大学 HP）。本取組においては本取組に関する情報提供，短
期・長期留学プログラムの手続き，受講登録，就職支援を行う，公式ホームページ HP を開設し，日英両語による
情報提供を行うほか，ネット上のニュースサイトなどにおいて本取組に関する情報を発信する。
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海外オフィスの活用
山口大学は北京・山東・台湾・バリ・ジョグジャカルタ
等，アジア 5 個所に海外オフィスを開設しており，これ
らの海外オフィスを通じて本取組の情報提供・留学促
進を図る。
 海外連携教員の強化
大学間連携協定を結んだ東南アジア・東アジア大学
と日本側大学との間で，それぞれの教員 1 名を相手大
学の連携教員に任命し，これらの教員を通じて国際イ
ンターンシップ，留学などを円滑に実施する。
 企業への情報展開
図 6-2 山口大学 HP
本取組による教育を受けた学生の就職支援のため，
学内連携部局である技術経営研究科が会員となっているコンソーシアム“Global Knowledge Network”の会員企
業（ソニー，日産等）に対して本取組に関する情報を Web，パンフレット等の媒体により提供する。
 シンポジウムの実施
中間評価年度である H26 年以降，毎年，本取組の成果報告，学内外への普及・定着，他大学のとの意見交換
などを目的としたシンポジウムを実施する。
 国内外学会での情報展開
工学部や学内連携部局が参加している学会，例えば，日本機械学会，土木学会，日本工学教育協会年次大
会，その他，国際会議等で本取組に関する報告を行う。

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】
≪グローバル技術者養成準備委員会の設置≫ ❑工学部，理工学研究科，技術経営研究科とで本取組の準備
委員会を設置した。
≪人材育成取組関連≫
❑新しい共通教育：構築の方向性（「山口大学ブランド」の確立，国際感覚・国際活動力の育成．就業力・社会人
力の向上）を確立し，実施にむけて準備を進めている。
❑ＷＢＴ教材(web-based training)「英文法徹底トレーニング，共通教育オンライン英語学習 外国語センター英
語学習教材」の整備，英語放送のストリーミング配信の整備
≪教育力向上取組関連≫ ❑準備委員会において雇用する人材の採用方法について検討している。
【取組の年度別実施計画】．
【平成２４年度】
≪マネジメント体制の確立≫ ❑ グローバル技術者養成センターを設置
≪人材育成取組（教材開発・環境整備）≫
❑教育システムの開発・導入： IT 機器・ポッドキャスト教材・情報携帯端末で構成された教育システムを整備
❑語学教材開発： 語学教育企業と共同でポッドキャスト語学教材の開発を開始（1 科目＝90 時間相当分）
❑教材開発： 平成 25 年から開講される「山口と世界（山口学）」，「キャリア教育」，「異文化交流」に関連した副
教材および「国際化対応アクティブ・ラーニング」教材を開発（計 3 科目相当分）
≪教育力向上取組≫
❑雇用： 教材開発・コーディネートを行う国際連携教員，英語力を有する事務員を雇用
❑FD, SD： 海外協定校において教員および事務員の FD，SD を実施
❑その他： 情報公開のための HP の整備，海外協定校との留学プログラムの開発を推進
【平成２５年度】
≪人材育成取組（教材開発）≫
❑語学教材： 語学教育企業とのポッドキャスト語学教材協同開発を継続（2 科目＝180 時間相当分）
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❑専門科目の英語化： 学部専門科目の教材および，ものづくり創成実習の教材を英語化（計 6 科目相当分）
❑「国際化対応アクティブ・ラーニング」教材開発を終了
≪人材育成取組（教育実施）≫
❑学部 1 年生での語学教育，「山口学」，「国際化対応アクティブ・ラーニング」，「キャリア教育」を実施
❑専門分野に関わる留学： 学部生・大学院生の短期留学を実施
≪教育力向上取組≫
❑雇用： 国際連携教員，プロジェクト担当事務員を引き続き雇用
❑FD, SD： 海外協定校において教員および事務員の FD，SD を実施
❑その他： 情報公開のための HP の更新，海外協定校との教材，留学プログラムの共同開発を推進
【平成２６年度】
≪人材育成取組（教材開発）≫
❑語学教材： 語学教育企業とのポッドキャスト語学教材を共同開発（1 科目＝90 時間相当分）
❑専門科目の英語化： 学部専門科目の教材および，ものづくり創成実習の教材を英語化（計 6 科目相当分）
≪人材育成取組（教育実施）≫
❑学部 1 年生での「山口学」，「国際化対応アクティブ・ラーニング」，「キャリア教育」，学部 1, 2 年生での語学教
育を実施
❑語学留学： 学部 2 年生を対象とした夏期休暇中の語学留学を実施
❑専門分野に関わる留学： 学部生・大学院生を対象とする短期留学，ものづくり創成実習を実施
≪教育力向上取組≫
❑雇用： 国際連携教員，プロジェクト担当事務員を引き続き雇用
❑FD, SD： 海外協定校において教員および事務員の FD，SD を実施
❑中間評価： 本取組に関する中間報告会を行い，外部評価委員会による評価・指導を受け，改善
❑シンポジウム： 中間報告を踏まえ，本取組の学内への展開・定着を目的としたシンポジウムを開催（協力企業
および海外協定校の代表者を招聘）
❑その他： 情報公開のための HP の更新，海外協定校との教材，留学プログラムの共同開発を推進
【平成２７年度】
≪人材育成取組（教材開発）≫
❑専門科目の英語化： 学部専門科目の教材および，ものづくり創成実習の教材を英語化（計４科目相当分）
≪人材育成取組（教育実施）≫
❑学部 1 年生での「山口学」，「国際化対応アクティブ・ラーニング」，「キャリア教育」，学部 1, 2 年生での語学教
育を実施
❑語学留学： 学部 2, 3 年生を対象とした夏期休暇中の語学留学を実施
❑専門分野に関わる留学： 学部生・大学院生を対象とする短期留学，ものづくり創成実習を実施
≪教育力向上取組≫
❑雇用： 国際連携教員，プロジェクト担当事務員を引き続き雇用
❑FD, SD： 海外協定校において教員および事務員の FD，SD を実施
❑シンポジウム： 山口大学創基 200 周年行事に合わせ，本取組の学内への普及・定着，国内外への発信を目
的としたシンポジウムを開催（協力企業および海外協定校の代表者を招聘）
❑その他： 情報公開のための HP の更新，海外協定校との教材，留学プログラムの共同開発を推進
【平成２８年度】
≪人材育成取組（教育実施）≫
❑学部 1 年生での「山口学」，「国際化対応アクティブ・ラーニング」，「キャリア教育」，学部 1, 2 年生での語学教
育を実施
❑語学留学： 学部 2, 3 年生を対象とした夏期休暇中の語学留学を実施
❑専門分野に関わる留学： 学部生・大学院生を対象とする短期留学，ものづくり創成実習を実施
≪教育力向上取組≫
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❑雇用： 国際連携教員・プロジェクト担当事務員から工学部教員への技術移転
❑FD, SD： 海外協定校において教員および事務員の FD，SD を引き続き実施
❑最終評価： 本取組に関する最終報告会を行い，外部評価委員会による評価・指導を受ける
❑シンポジウム： 本取組の支援期間終了後の学内での定着・学外への拡充を目的としたシンポジウムを開催
（協力企業および海外協定校の代表者を招聘）
❑その他： 情報公開のための HP の更新，海外協定校との間で留学プログラムを推進

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本取組は支援終了後も継続し，グローバル技術者養成を行う．この時，グローバル技術者養成センターの機
能は，グローバル技術者養成室（仮称）に引き継がれ，外国人教員（１名）と事務員が担う。本取組における養成
センターの海外研修室，教材作成室の業務は，取り組み期間内に完了するものであり，継続すべき機能は，養
成支援室の機能のうち，語学指導，FD・SD，留学サポート，広報だけであることによる．これにより，本取組は事
業支援期間終了後も確実に継続実施し，定着させることができる。
工学部 ／ 理工学研究科 ／ 技術経営研究科

・語学教育支援

機能継承

・語学留学プログラ
ムの提供

・語学指導

・FD・SD

・留学サポート ・広 報

事務員
外国人教員

グローバル技術者養成室 （新設）

留学生センター

大学教育センター
・TOEICによる英語教育
・共通教育科目
『山口学』開講
・共通教育科目
『キャリアパス教育』開講

グローバル技術者養成センター
海外研修室

教材作成室

養成支援室

各学科・専攻
・専門科目カリキュラムの実施
・単位取得のための留学プログラム実施

工学教育研究センター

ものづくり創成センター

図 6-3 支援期間終了後の運営体制

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。

支援期間終了時には，本構想の技術系グローバル人材育成を定着させ，自立化を図る。支援期間終了後，
必要となる資金及び人員については，(1) 既設の運営費交付金を充当し，(2)また本教育目的に応じた外部資金
を獲得した場合にはこれを充当する。
【物品費】 物品費の主な使途は，教材開発経費であり，本事業支援期間終了時には教材開発を終えているた
め，後年度（支援期間終了後）に負担はない。
【人件費・謝金】 本取組で雇用する国際連携教員（外国人教員，教材開発教員）等支援人材は，本教育の立ち
上げ・定着のための人材であって，支援期間中にそれぞれの業務を上述のグローバル技術者養成室に属する
工学部教職員に引き継ぐことにより，支援期間後は不要となる。
【旅費】 旅費は既設の運営費交付金の枠内で対応する。教材開発等に要する旅費は，教材開発を終えている
ため，不要となる。また，山口大学が有する北京・山東・台湾・バリ・ジョグジャカルタの国際連携オフィスを活用
し，日本からの留学生の支援，日本への留学生の確保，海外提携校の新規開拓を推進する。この措置により外
国旅費が削減できる。
【その他】 支援期間中，「その他（諸経費）」は教材開発に関連して使用されるものであり，本事業支援期間終了
時には教材開発を終えているため不要となる。
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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

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・教材開発用設備備品費

2000千円/科目×3科目

・
・
②消耗品費
・教材開発用消耗品費

1000千円/科目×3科目

・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・国際連携教員

3名×7000千円／年・人×半年

2000千円/科目×3科目

平成２４年度

該当ページ

9,000
6,000
6,000 様式2 16行目

3,000
3,000

3,000
3,000 様式2 16行目
8,750
8,750
8,750

・協定校との会議用旅費 500千円/校×4校
・
・
・
・
・
［その他］
①外注費
・語学教材開発 9000千円/科目×1科目
・教育システム開発 10000千円/式×1式
・ホームページ開発 1000千円/件×1件
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

事業規模
（①＋②）

9,000
6,000
6,000

12,500
12,500
10,500
2,000

・事務員 2名×2000千円／年・人×半年
・学内教員エフォート 10名×25％×半年
②謝金
・
・
・
［旅費］
・教材開発用旅費 4000千円/科目×3科目
・教材開発用有識者招聘

大学負担額
(②)

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

21,250
21,250
10,500 様式3①1行目
2,000 様式1①4行目
8,750

20,000
12,000
6,000
2,000

20,000
12,000 様式2 16行目
6,000 様式2 16行目
2,000 様式4①26行目

20,000
20,000
9,000
10,000
1,000

20,000
20,000
9,000 様式1②54行目
10,000 様式1②54行目
1,000 様式1③1行目
＊上記はいずれも
【本構想における
展開】又は【本構
想における取組】
に該当

合計

61,500
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（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・教材開発用設備備品費

2000千円/科目×6科目

・
・
②消耗品費
・教材開発用消耗品費

1000千円/科目×6科目

・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・国際連携教員 3名×7000千円／年・人
・事務員 2名×2000千円／年・人
・学内教員エフォート 10名×25％
②謝金
・TA謝金 100千円/人×20名
・
・
［旅費］
・教材開発用旅費 4000千円/科目×6科目
・教材開発用有識者招聘

・FD, SD研修費用

6,000
6,000

6,000
6,000 様式1①4行目
17,500
17,500
17,500

48,000
24,000
12,000

44,500
42,500
21,000 様式3①1行目
4,000 様式1①4行目
17,500
2,000
2,000 様式2 21行目

2,000

48,000
24,000 様式1①4行目
12,000 様式1①4行目
様式3②5行目
10,000 様式1④4行目
2,000 様式4①26行目

19,000
19,000
18,000
1,000

19,000
19,000
18,000 様式1②54行目
1,000 様式1③1行目

10,000

・協定校との会議用旅費 500千円/校×4校
・
・
・
［その他］
①外注費
・語学教材開発 9000千円/科目×2科目
・ホームページ更新 1000千円/件×1件
・
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

該当ページ

18,000
12,000
12,000 様式1①4行目

2,000
2,000

1000千円/件×10件

事業規模
（①＋②）

18,000
12,000
12,000

27,000
25,000
21,000
4,000

2000千円/科目×6科目

平成２５年度

大学負担額
(②)

＊上記はいずれも
【本構想における
展開】又は【本構
想における取組】
に該当

合計

112,000

17,500

（大学名：山口大学

42

129,500

）（申請区分：特色型）

（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
・教材開発用設備備品費

2000千円/科目×6科目

・
・
②消耗品費
・教材開発用消耗品費

1000千円/科目×6科目

・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・国際連携教員 3名×7000千円／年・人
・事務員 2名×2000千円／年・人
・学内教員エフォート 10名×25％
②謝金
・TA謝金 100千円/人×20名
・
・
［旅費］
・教材開発用旅費 4000千円/科目×6科目
・教材開発用有識者招聘

・FD, SD研修費用

6,000
6,000

6,000
6,000 様式1①4行目
17,500
17,500
17,500

50,000
24,000
12,000

44,500
42,500
21,000 様式3①1行目
4,000 様式1①4行目
17,500
2,000
2,000 様式2 21行目
50,000
24,000 様式1①4行目
12,000 様式1①4行目
様式3②5行目
10,000 様式1④4行目
2,000 様式4①26行目
2,000 様式6①20行目

10,000

・協定校との会議用旅費 500千円/校×4校
・中間報告会旅費 100千円/人×20名
・
・
［その他］
①外注費
・語学教材開発 9000千円/科目×1科目
・ホームページ更新 1000千円/件×1件
・シンポジウム開催費 3000千円/式×1式
②印刷製本費
・報告書印刷費 1000千円/一式×一式
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

該当ページ

18,000
12,000
12,000 様式1①4行目

2,000
2,000

1000千円/件×10件

事業規模
（①＋②）

18,000
12,000
12,000

27,000
25,000
21,000
4,000

2000千円/科目×6科目

平成２６年度

大学負担額
(②)

2,000
2,000
14,000
13,000
9,000
1,000
3,000
1,000
1,000

14,000
13,000
9,000
1,000
3,000
1,000
1,000

様式1②54行目
様式1③1行目
様式1③15行目
様式6①20行目
＊上記はいずれも
【本構想における
展開】又は【本構
想における取組】
に該当

合計

109,000

17,500

（大学名：山口大学

43

126,500

）（申請区分：特色型）

（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
・教材開発用設備備品費

2000千円/科目×4科目

・
・
②消耗品費
・教材開発用消耗品費

1000千円/科目×4科目

・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・国際連携教員 2名×7000千円／年・人
・事務員 1名×2000千円／年・人
・学内教員エフォート 10名×25％
②謝金
・TA謝金 100千円/人×20名
・
・
［旅費］
・教材開発用旅費 4000千円/科目×4科目
・教材開発用有識者招聘

・FD, SD研修費用

4,000
4,000

4,000
4,000 様式1①4行目
17,500
17,500
17,500

38,000
16,000
8,000

35,500
33,500
14,000 様式3①1行目
2,000 様式1①4行目
17,500
2,000
2,000 様式2 21行目

2,000
2,000

38,000
16,000 様式1①4行目
8,000 様式1①4行目
様式3②5行目
10,000 様式1④4行目
2,000 様式4①26行目
2,000 様式1③15行目

4,000
4,000
1,000
3,000

4,000
4,000
1,000 様式1③1行目
3,000 様式1③15行目

10,000

・協定校との会議用旅費 500千円/校×4校
・シンポジウム招聘旅費 100千円/人×20名
・
・
［その他］
①外注費
・ホームページ更新 1000千円/件×1件
・シンポジウム開催費 3000千円/式×1式
・
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

該当ページ

12,000
8,000
8,000 様式1①4行目

2,000
2,000

1000千円/件×10件

事業規模
（①＋②）

12,000
8,000
8,000

18,000
16,000
14,000
2,000

2000千円/科目×4科目

平成２７年度

大学負担額
(②)

＊上記はいずれも
【本構想における
展開】又は【本構
想における取組】
に該当

合計

72,000

17,500

（大学名：山口大学

44

89,500

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

11,000
9,000
7,000
2,000

17,500
17,500

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・国際連携教員 1名×7000千円／年・人
・事務員 1名×2000千円／年・人
・学内教員エフォート 10名×25％
②謝金
・TA謝金 100千円/人×20名
・
・
［旅費］
・FD, SD研修費用

17,500
2,000
2,000
14,000

1000千円/件×10件

平成２８年度

該当ページ

28,500
26,500
7,000 様式3①1行目
2,000 様式1①4行目
17,500
2,000
2,000 様式2 21行目
14,000

2,000
2,000

様式3②5行目
10,000 様式1④4行目
2,000 様式4①26行目
2,000 様式6①20行目

5,000
4,000
1,000
3,000

5,000
4,000
1,000 様式1③1行目
3,000 様式1③15行目

1,000
1,000

1,000
1,000 様式6①20行目

10,000

・協定校との会議用旅費 500千円/校×4校
・最終報告会旅費 100千円/人×20名
・
・
・
・
・
［その他］
①外注費
・ホームページ更新 1000千円/件×1件
・シンポジウム開催費 3000千円/式×1式
・
②印刷製本費
・報告書印刷費 1000千円/一式×一式
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・
・
・

事業規模
（①＋②）

＊上記はいずれも
【本構想における
展開】又は【本構
想における取組】
に該当

合計

30,000

17,500

（大学名：山口大学

45

47,500

）（申請区分：特色型）

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．日本学術振興会国際交流事業
１）アジア研究教育拠点事業(JSPSとタイ国家研究評議会(NRCT)から支援2008-2012)
本学とコンケン大学（タイ）が拠点となって、日本の22大学とタイ、ベトナム、ラオスの約40
大学が参加し、熱帯・亜熱帯地域に棲息する有用な中高温発酵微生物の開発を進めている。中高
温微生物の開発は世界で初めての試みであり、発酵産業への応用だけでなくその生物学的位置づ
けや地理的分布を明らかにすることを重要な研究課題として取り組みを行っている。
２．博士課程教育リーディングプログラム（申請中）
本学大学院理工学研究科を中心に研究開発能力と技術経営（ＭＯＴ）に関する知識を併せ持
ち、それらを活かして産業界等において、実質的にグローバルなビジネスにつなぐことができる
リーダー人材(PhDエンジニア）を育成することを目的とした「PhDエンジニア養成特別プログラ
ム」を申請中である。
３．大学の世界展開力強化事業（申請中）
本学医学系、理工学、農学研究科を中心にタイ、ベトナム、インドネシア、ラオスの基幹大学
と連携して、生物資源開発に関連したバイオテクノロジー分野で活躍できる日本とASEANの大学
院生を主とした若手人材育成や若手ネットワークの形成を目指した「東南アジア生物資源の永続
的共同開発のためのバイオテクノロジー国際教育プログラム」を申請中である。

（大学名：山口大学

46

）（申請区分：特色型）

（参考）
参考全体で１ページ以内

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

【SEND の概要】

該当しない。

（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

人
人

平成 28 年度

人
人

47
（大学名：山口大学

）
（申請区分：特色型）

