平成２４年度
グローバル人材育成推進事業
構想調書
【特色型】
[基本情報]
１． 大学名

２．

九州大学

申請者

ふりがな ありかわ

[ 国立 ]

（氏名）

（大学の設置者）

節夫

ふりがな ふじき

３． 構想責任者

（氏名）

ふりがな よしむら

４． 実施責任者

（氏名）

吉村

（所属・職名）

ゆきお

藤木

17102

総長

せつお

有川

機関番号

幸夫

（所属・職名）

あつし

淳

（所属・職名）

理事・副学長
農学研究院・院長

取組学部・
研究科等名
（代表部局の
前に”○”を
記入。必要に
５． 応じ［ ］書
きで課程区分
を記入。）

○農学部

６．本事業事務担当課の連絡先
課名
責任者

※採択結果の通知、ヒアリング等の事務連絡先となります。

所在地
ふりがな

（氏名）

（所属・職名）

ふりがな

（氏名）

担当者

（所属・職名）

電話番号

緊急連絡先

e-mail
（主）

e-mail
（副）

※「６．」は、当該事務局の担当課とし、責任者は課長相当職、担当者は係長相当職とします。
e-mail（主）については、できる限り係や課などで共有できるグループメールとし、必ず（副）にも別なアドレス
を記入してください。
大学名：九州大学

1

申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）

24年度

事業規模

59,330

122,460 113,110 105,060 117,860

517,820

補助金申請額 55,330

118,460 109,110 101,060 113,860

497,820

７．本事業経費

25年度

26年度

120,000千円

27年度

28年度

合

計

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000
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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≫
農学の使命は、食料・生活資材の安定供給、生物生存環境の保全、人類の健康と福祉に貢献することに
「農学の使命を達成するために、生物生産、生物機能、生物
ある。九州大学農学部(以下、本学部)では、
環境等に関連する学問諸分野において、国際的に通用する専門性と技術を有するばかりでなく、豊かな課
題探求能力とバランス感覚を備えた多様な人材を育成する」を教育目的とし、九州大学教育憲章の趣旨に
「農学に対する総合的な知識、国際的に通用する専門性を備えた教養人を養成する」という具体的
則り、
目標を設定して教育活動を展開している。
特に、九州大学教育憲章第５条（国際性の原則）は、本学部教育において力点をおいてきたところであ
り、多数の海外留学生を学部，大学院において受け入れ、有為な人材を育成してきた。本構想は、留学生
教育において培ったノウハウを、日本人学生にも波及し、さらなる国際化を図ることを目的とする。
≪構想の目的≫
本構想は、国際的視野をもったアグリバイオリーダー人材育成プログラムであり、その理念は、平成 24
年度で第 3 期生入学となる、九州大学農学部生物資源環境学科国際コース（G30）の外国人留学生（毎年 5
～10 名程度）と農学部一般入試で入学した一般学生の１～２割程度（毎年 20～46 名程度）をクラス共有
させ、英語で行われる講義科目を受講し、それらの講義科目に相当する日本人一般学生用講義科目との単
位互換を行うことで、クラスを共有する一般学生が、英語を通してアグリバイオの広範な基礎知識や専門
分野の知識・技術を学ぶことへの障壁を解消させることにある。この構想実現のために、具体的には、以
下の取り組みを行う。
１）下記の農学部国際コース学生とのクラス共有を志願する農学部一般学生に対しては、英語の 4 技能（リ
スニング、スピーキング、リーディング、ライティング）をチェックする英語プレイスメントテストを受
験させ、一定のレベル（TOEFL-iBT 80 相当）以上の一学年 20～46 名程度の農学部一般学生を選抜する。
一定のレベルに達しなかった志願学生には、英語基礎力強化プログラムを受講させ、再チャレンジを可能
にする（半年間受講後、プレイスメントテスト再受験）
。
２）
選抜された 20～46 名程度の農学部一般学生と 5～10 名程度の農学部国際コース学生のクラス共有講義
）を開講・受講させ、
（語学科目を除く G30 学生用の全学教育科目と専攻教育科目の一部（英語による授業）
一般学生用の講義科目との単位互換を可能にする。したがって、クラス共有を許可された一般学生は、通
常の一般学生用の講義科目（必修、必修選択、選択）とクラス共有講義科目（必修、必修選択）の両方を
受講できる（卒業修了要件単位数は通常一般学生と同じ）
。
３）クラス共有許可の一般学生に対しては、英語のプレイスメントテストによるクラス分けを行い、英語
力強化プログラム（学部 3 年間）を履修させる。さらに、九州大学と学生交流協定を締結している米国大
学や City University of Hong Kong 等に優先的に短期留学させるシステムを確立する。
４）さらに、本プログラム受講生から特に優秀な学生（各学年あたり、4～5 名程度、TOEFL-iBT 100 相当
以上）を選抜し、米国等の一流大学の大学院進学候補者あるいは、九州大学大学院進学後のフルブライト
奨学金奨学生候補者として位置づけ、GRE、TOEFL 等のスコアアッププログラムを受講させる。
５）クラス共有許可の一般学生には、TOEFL－iBT を定期的に受験させ、英語力のグレードを常にチェック・
指導する体制を確立する（TOEFL-iBT 80 相当以上を維持させる）
。スコアによっては、クラス共有と英語
力強化プログラムの受講を不許可にし、クラス共有の質の保証を確保する。
６）クラス共有の学生（国際コースの留学生＋クラス共有許可一般学生）には、通常カリキュラムに加え
て、日本・ASEAN 農学における最重要で未解決な問題解決の科学プログラム関連講義科目（Problem-based
Learning（英語による講義）
）を設定し、その講義科目の受講を必修とすることで、英語によるプレゼン能
力、ディベート、問題に対する解決策の提案能力等のグローバル展開汎用技能を修得させる。受講場所は、
九州大学農学部および ASEAN 学生交流協定校とする。必要単位数を修得した学生には、卒業時に、九州大
学農学部より修了認定証を発行する。
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②

大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】

≪大学の教育目的・特色≫
農林水産業が、時代を越えて果たさなければならない役割として、以下の２点が挙げられる。
① 食料や生物資源を持続的に再生産して、人間の生命・生活の維持・発展に寄与し、さらに新たな生物産
業の開発・展開を行うこと（生物資源再生産と生物産業創成）
。
② 生物多様性や生態系の維持・管理、水等の地域資源の循環的利用による国土の維持・保全、さらには地
球規模の生態環境の保全・改善を行うこと（生態環境の保全・改善）。
この生物資源再生産と生物産業創成、ならびに生態環境の保全・改善という二つの役割は、農林水産業
の持つ多面的機能として、また農林水産業活動の核として継承・発展させなければならない。
一方、農学系諸学問（以下、農学系）は、上述の農林水産業の極めて重要な役割を支援する学術であり、
人間と社会のための学術として独自の成果をあげ、また、農学系研究は生命現象や社会活動を観察し、実
証し、認識するための活動も推進し、物質科学、生命科学、人文社会科学等との多様な重なりをもって、
これらの学術の発展にも貢献してきている。これからの農学系に求められるものとしては、これまでの専
門分化した科学知の領域を越えて、地球規模での困難な課題に対し、新たな知的創造活動を展開して、新
たな知の体系化を図ることにあると言える。
直面する地球規模の課題には、
「90〜100 億の人口を支える食糧生産を行いながら地球生態系を維持する
こと」
、
「貧困の緩和」
、
「平和と安全の強化」
、
「開発途上国と先進国の双方における人類の健康の増進」等
が挙げられ、これらは農学系と深く関わる課題で、農学系に対する期待は重要かつ多様なものとなってい
る。これらの地球規模諸課題解決に対する大学が果たす役割としては、
「これらの問題を解決する方法の探
求」と「次代のリーダー育成」があり、さらには、今日の地球規模で複雑な問題を解決するためには、大
学には「より協同的で国際的かつ学際的なアプローチ」が、農学系の個々には「知識の境界を押し広げる
努力」が要求される。
本学部が人材育成上の目標として従来掲げてきた「農学に対する総合的な知識、国際的に通用する専門
性を備えた教養人を養成する」は、地球規模課題解決を目指すには格好の教育目標であると言える。先端
科学としての農学の広範な基礎知識とコンセプトを吸収させる教育を維持させながら、各専門教育コース
の知識・技術を深化させるためには、コミュニケーションツールとしての英語能力を向上させ、日本のみ
ならず、地球規模の農学における実問題をターゲットにして、問題解決のための糸口、プロトコールを英
語で学ばせることが必須であり、それが、国際的視野を持った次世代先端農学（アグリバイオ）人材を育
てる唯一の方法と考える。
--------------------------------------------------------------------------------------------≪育成するグローバル人材像≫
九州大学農学部が望むグローバル人材像は、
『次世代農学（アグリバイオ）の広範な基礎知識と各々の
専門分野の知識・技術を習得し、農学を取り巻く地域・地球規模の課題を解決するための汎用技能（多文
化・異文化に対する知識、問題解決力、論理的・創造的思考力等）と俯瞰的視野を持って把握し、国際的
にリーダーシップを発揮できる人材』と捉えている。また、そのような人材は、大学・研究所のみならず、
官公庁、政府機関、商社を含む国内外民間企業、国連、国際協力機関、NPO 等が望むアグリバイオリーダ
ー像と合致する。
そのようなグローバル人材を育成するために、本構想では、次のような特色あるプログラムを実施する。
１） 平成 21 年度より九州大学農学部生物資源環境学科は、国際コース（G30）入学試験を行っており、
毎年、外国人留学生を 10 名程度選抜している。入学した外国人留学生の英語レベルは、約８０％
が、TOEFL-iBT スコア 80 以上である。国際コースは完全英語講義のカリキュラムであり、このコ
ースに、英語プレイスメントテストで、ある水準スコア(TOEFL-iBT 80 相当)以上のレベルの一般
選抜学生をクラス共有させ、英語で講義を受講することで、コミュニケーションツールとしての
英語力アップの環境、異文化理解の機会を与える。
２） 英語プレイスメントテストで水準スコアレベルに達しなかった学生に対しては、英語基礎力強化
プログラムを受講させ、半年後に再チャレンジさせ、クラス共有可能な学生数の増加を狙う。
３） クラス共有許可の一般学生には、英語力の更なる向上のため、英語力強化プログラムを受講させ、
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同時に英語によるディベート、英語によるプレゼン技術、英語レポート作成等のグローバル汎用
技能を熟知させる。
４） さらに、国際コースおよびクラス共有許可の一般学生には、農学を取り巻く地域・地球規模の課
題を解決するための汎用技能を修得させるため、問題解決の科学プログラム(Problem-based
Learning)を受講させる（実施場所は、欧米もしくは ASEAN 学生交流協定校）
。
５） クラス共有許可の一般学生の中で特に英語力が優れている学生(TOEFL-iBT 100 相当以上)を特別選
抜し、GRE(Graduate Record Examination), TOEFL スコアアップ特別プログラムを受講させ、大学
院進学後にフルブライト奨学金等の国際的な奨学金を獲得させたり、欧米のトップランクの大学
院に入学可能なレベルまでスコアーをアップさせる。
以上の取組を実施することで、九州大学農学部が望むグローバル人材像である、国際的視野をもったア
グリバイオリーダーを育成する。
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③

設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化
【２ページ以内】

本構想の概念図を以下に示す。

（１）クラス共有による国際コースカリキュラムの一般コースカリキュラムとの単位互換
九州大学農学部生物資源環境学科の卒業要件単位数は 134 単位であるが、クラス共有を許可さ
れた学生は、国際コースのカリキュラム（合計 100 科目、うち、専攻教育科目群は下表参照）の一
部の指定された科目（表中の影のついた科目（20 単位程度）からスタート）を一般コースカリキュ
ラムの指定科目と単位互換できるようにする。これにより、英語による講義を一般コースに徐々に
浸透させる。
（２）英語力強化プログラム・英語基礎力強化プログラム修得
クラス共有を許可された学生に対しては、英語力強化プログラムを受講（３年間）させる。能力
別クラスを設け、TOEFL-iBT で 80 相当以上を課す。英語プレイスメントテストで設定スコアーに届
かなかった学生に対しては、英語基礎力強化プログラム（半年間）を受講させて、クラス共有のた
めの試験を再チャレンジさせる。
（３）グローバル展開汎用技能プログラム修得
クラス共有を許可された学生に対して、英語によるディベート、英語によるプレゼン技術、英語
レポート作成等のグローバル汎用技能を修得させるプログラムを受講させる。
（４）問題解決の科学プログラム修得
国際コースおよびクラス共有を許可された学生は、問題解決の科学プログラム(Problem-based
Learning)を受講させる（実施場所は、欧米あるいは ASEAN 学生交流協定校で 3～4 週間程度）。
（５）GRE, TOEFL スコアアップ特別プログラム修得
クラス共有を許可された学生の中でさらに特別選抜した学生(TOEFL-iBT 100 相当以上)に対して
は 、 ア メ リ カ 、 カ ナ ダ の 難 関 大 学 院 に 進 学 す る の に 必 要 な 共 通 試 験 (GRE,
http://www.ets.org/gre/)や TOEFL-iBT スコアーアップのためのプログラム（1 年間）を受講させ
る。
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表

九州大学農学部生物資源環境学科国際コースカリキュラムの一部（専攻教育科目のみ）
科目 区分

ー

テ
ク
ケニ
カ
シル
コ
ンミ

授業科目の名称

配当年次 科目 区分

配当年次

Technical Communication 1

２春

Genetics and Plant Breeding

２春

Technical Communication 2

３秋

Plant Production and Physiology

３春

Technical Communication 3

３春

Plant Protection and Pest
Management

３春

Agro-production Environmental
Engineering

３秋

ョ

ュ

ニ

授業科目の名称

小計（３科目）

－

Introduction to Bioresource and
Bioenvironmental Sciences 1

２秋

Agri-Food Production System
Engineering

３春

ト
リ
ア
ル

Introduction to Bioresource and
Bioenvironmental Sciences 2

２春

Agricultural Economics

３秋

Molecular Biology

３春

Microbiology

2春

Food Science

３春

ュー

チ

－

Basic Ecology

２春

Analytical Chemistry

２春

Physical Mathematics and
Practices

２春

Bio-Engineering

３春

Population Biology and Ecology

２春

Forest Management

３秋

Systematics, Diversity and
Evolution

３秋

Forest Products Science

３春

Applied Cell Biology

２春

Biomaterial Science

３春

Physiology

３秋

Animal and Marine Life Science

３春

Bio-organic Chemistry

３秋

Environmental and Ecological
Science for Animal Production

２春

Introductory Biochemistry

２春

Utilization of Animal and Marine
Resource

３春

Information Processing and
Practices

３秋

小計（１６科目）

Elementary Economics

２春

Elementary Statistics

３秋

Current Global Agricultural
Issues

３秋

専
攻
科
目

ラ
ボ
科ラ
目ト
リ

Laboratory Rotation 1

３秋

Laboratory Rotation 2

３春

小計（２科目）

Agricultural Field Visit 1

２春
（集中）

Agricultural Field Visit 2

３秋
（集中）

Special Lecture on Advanced
Topics of Agriculture 1

１秋
（集中）

Special Lecture on Advanced
Topics of Agriculture 2

１春
（集中）

Special Lecture on Advanced
Topics of Agriculture 3

１春
（集中）

Special Lecture on Advanced
Topics of Agriculture 4
Special Lecture on Advanced
Topics of Agriculture 5
小計（２０科目）

－

ー

共
通
基
礎
・
特
別
科
目

小計（２科目）

実
験
・
演
習
科
目

－

Bioresource and
Bioenvironment Experiments
and Practice 1
Bioresource and
Bioenvironment Experiments
and Practice 2
Bioresource and
Bioenvironment Experiments
and Practice 3
Bioresource and
Bioenvironment Experiments
and Practice 4

３秋

３秋

３春

３春

Fieldwork on Bioresouce and
Bioenvironment 1

２春

４秋
（集中）

Fieldwork on Bioresouce and
Bioenvironment 2

２春

４春
（集中）

小計（６科目）
卒
業
研
究
科
目

－

－

Seminar and Exercise Related to
Graduation Thesis

４秋春

Graduation Thesis

４秋春

小計（２科目）

－
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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

35 人

45 人

56 人

66 人

5人

5人

8人

8人

11 人

９人

30 人

40 人

48 人

58 人

229 人

229 人

229 人

229 人

229 人

229 人

15.3 ％

19.7 ％

24.5 ％

28.8 ％

35 (5)

45 (5)

56 (8)

66 (8)

卒業時の外国語力スタンダード

TOEFL-iBT80 相当

農学部

海外留学経験者数

1１人

9人

30 人

40 人

48 人

58 人

３カ月未満

1人

1人

22 人

32 人

39 人

48 人

３カ 月～１ 年

10 人

8人

8人

8人

9人

10 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

229 人

229 人

229 人

229 人

229 人

229 人

目標設定の考え方

TOEFL-iBT80 相当を外国語スタンダードとする。スタンダードをクリアする人数（短期留学生を含む）を卒業
（予定）者数の 25％とする。

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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（大学名： 九州大学

）（申請区分：特色型）

③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の
設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。
（対象：全学）
（測定指標・達成水準）
（指標・水準設定の考え方）
下記と同様
（達成する学生数設定の考え方）

全

学

達成する学生数（A）

平成２５年度

平成２６年度

35 人

平成２７年度

45 人

平成２８年度

56 人

66 人

対象となる学生数（B）

229 人

229 人

229 人

229 人

達成する割合（A/B）

15.3％

19.7 ％

24.5 ％

28.8 ％

（対象：農学部）
（測定指標・達成水準）
①TOEFL-iBT80 相当以上を取得、もしくは ②海外に留学し本学において単位を取得
（指標・水準設定の考え方）
海外の協定校等に留学し単位取得が可能な語学力を有する
（達成する学生数設定の考え方）
海外の大学での単位取得が可能な語学力を外国語力スタンダードとする。目標設定を卒業（予定）者数の１／４とする。

農学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

35 人

45 人

対象となる学生数（B）

229 人

229 人

229 人

229 人

達成する割合（A/B）

15.3 ％

19.7％

24.5 ％

28.8 ％

達成する学生数（A）

56 人

66 人
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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） クラス共有による国際コースカリキュラムの一般コースカリキュラムとの単位互換可能な科目を
増加させ、ある程度の英語能力を持った学生が、英語でも日本語でも受講できるカリキュラム制
度を構築する。
（２） 英語基礎力プログラムを充実させ、再チャレンジによって、クラス共有が可能となる学生の割合
を増加させる。
（３） 短期の海外留学をさせる大学の選定・留学期間の交渉（年間 8 名以上を短期留学（3 か月～1 年）
させる計画）
（４） 日本人学部学生 10 月入試の実施
（５） 入試制度を含めて、将来の日本人学生と国際コース（G30）学生とをマージした教育体制（英語に
よる共通コースカリキュラム）の確立
（６） 理系学部での英語研修プログラムの確立（英語で学ぶアグリバイオプログラムの確立）
（７） 海外大学院進学へのキャリアパス作り

日本人学生と国際コース（G30）学生とをマージした教育体制
（英語による共通コースカリキュラム）の確立
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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

444 人

平成２５年度
530 人

454 人

（ 138 人）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

606 人

719 人

833 人

（ 148 人）

（ 151 人）

（170 人）

（ 189 人）

（ 208 人）

博士・博士後期課程
在籍者

６６人
（７人）

68 人
（ 7 人）

79 人
（ 8 人）

91 人
（ 8 人）

108 人
（ 9 人）

125 人
（ 10 人）

修士・博士前期課程
在籍者

８３人
（４１人）

86 人
（ 44 人）

101 人
（ 45 人）

115 人
（ 51 人）

137 人
（ 57 人）

158 人
（ 63 人）

学士課程在籍者

２９５人
（９０人）

３00 人
（ 97 人）

350 人
（ 98 人）

400 人
（111 人）

474 人
（ 123 人）

550 人
（ 135 人）

１８,９２５人

１８,９２５人

１８,９２５人

１８,９２５人

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

18,967 人

１８,９２５人

2.3 ％

2.4％

（ 0.7 ％）

（ 0.8 ％）

2.8％

3.2％

3.8％

4.4％

（ 0.8％）

（ 0.9％）

（ 1.0％）

（1.1 ％）

今年度から準備を始め、平成 25 年度から開始するプログラム等により海外留学者数を増加させる。また、全
体の留学者のうち単位取得者の割合を増加させる。

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

（Ａ）

３ヶ月未満

15 人）

（

修士・博士前期課程
在籍者

（

学士課程在籍者

（

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（ 116

24 人
0 人）

（

（

42 人
4 人）

（

198 人
11 人）

（

7 人）

31 人
3 人）

（

11 人
4 人）

（ 1

93 人
人）

（

0.6 ％）

（ 138 人）

（

83 人
（ 41 人）

4人
2 人）

295 人
（ 90 人）

18,967 人

0.1 ％
（

66 人
7 人）

1人
人）

18,967 人

0.9 ％
（

444 人

人）

18,967 人

1.4 ％
0.1 ％）

合 計

16 人

40 人
36 人）

（ 77

18,967 人

（

１年以上

164 人

264 人

博士・博士後期課程
在籍者

全 学 生 数

３ヶ月以上１年未満

2.3 ％

0.0 ％）

（

0.7 ％）

12
（大学名： 九州大学

）（申請区分：特色型）

②外国人留学生数・全学生に対する比率
平成２４年度
（H24.5.1）
外国人留学生数

平成２５年度
（H2５.5.1）

2,098 人

（Ａ）

平成２６年度
（H2６.5.1）

平成２７年度
（H2７.5.1）

2,200 人

2,300 人

2,400 人

2,500 人

（ 164 人）

（ 171 人）

（ 179 人）

（ 186 人）

（ 195 人）
875 人
（ 0 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

745 人
0 人）

770 人
（ 0 人）

805 人
（ 0 人）

840 人
（ 0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

576 人
0 人）

594 人
（ 0 人）

621 人
（ 0 人）

（

203 人
（ 0
人）

220 人
（ 0 人）

230 人
（ 0 人）

240 人
（ 0 人）

574 人
（ 164 人）

616 人
（ 171 人）

644 人
（ 179 人）

672 人
（ 186 人）

学士課程在籍者
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

1.931 人
（

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

平成２８年度
（H2８.5.1）

164 人）

2,024 人
（

18,925 人

171 人）
18,９25 人

11.1 ％
（

0.9

％）

0.9 ％）

179 人）
18,925 人

11.6％
（

10.2 ％
（

2,116 人
（

0.9 ％）
10.7％

（

0.9 ％）

186 人）
18,925 人

0.9％）
11.2％

（

0.9％）

（

1.0％）

2,300 人
（

195 人）
1,8925 人
13.2％
（

11.7％
（

1.0％）

250 人
0 人）

700 人
（ 195 人）

12.7％
（

675 人
0 人）
）

（

2,208 人
（

12.2％
（

648 人
0 人）

1.0％）
12.2％

（

1.0％）

大学間協定等の強化を図り交換留学での受入数を増やすと同時に、短期受入プログラムも充実させる。
目標設定の考え方

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

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

１
２

中国
韓国

３

インドネシア

４

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

1,130 人
288 人

1,075 人
231 人

117 人

112 人

マレーシア

49 人

47 人

５

ベトナム

45 人

44 人

５

タイ

45 人

40 人

７

台湾

37 人

32 人

８

アメリカ

29 人

24 人

９

エジプト

28 人

24 人

フランス

23 人

21 人

307 人

281 人

2,098 人

1,931 人

１０
その他

バングラデシュ、その他

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

500 回

600 回

800 回

1,000 回

1,200 回

7,800 回

7,800 回

7,900 回

7,900 回

7,900 回

6.4 ％

7.7 ％

10.1 ％

12.7 ％

15.2 ％

外国人留学生比率や日本人学生の英語力向上の観点から、英語による授業を増加させ、現行科目の英語
目標設定の考え方

化を含めて、15％（学部での英語による授業の実施率は 10％）を目標値とする。

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

外国人教員等（Ａ）

559 人

575 人

630 人

720 人

800 人

うち外国人教員

102 人

110 人

130 人

160 人

200 人

2,328 人

2,340 人

2,360 人

2,380 人

2,390 人

24.0 ％

24.6 ％

26.7 ％

30.３ ％

33.5 ％

総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

教育のグローバル化、外国語による授業科目の増加に伴い、各部局等で新規雇用する教員には、
「外国
目標設定の考え方

人教員等」を優先的に配置する。これに特定有期教員の雇用、在籍者の海外学位取得等が加わり、事業
最終年度には３人に１人の教員がここで定義されている「外国人教員等」となる。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

1,953 人

2,000 人

2,070 人

2,150 人

2,200 人

総教員数（Ｂ）

2,328 人

2,340 人

2,360 人

2,380 人

2,390 人

83.9％

85.5％

87.7％

90.3％

92.1％

割

合（Ａ／Ｂ）

博士号の取得を新規雇用の条件の一つとする。博士号取得率は、90％以上を目指す。
目標設定の考え方

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）

18,925 人

18,925 人

18,925 人

18,925 人

18,925 人

総教員数（Ｂ）

2,328 人

2,340 人

2,360 人

2,380 人

2,390 人

割

合（Ａ／Ｂ）

8.1

8.1

8.0

8.0

7.9

人員削減の中、教員増は困難であるが、特定有期教員等により低い S/T 比を目指す。
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
平成２４年度

TOEIC 600

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

88 人

116 人

158 人

201 人

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

60 人

事務系職員総数（Ｂ）

1,006 人

1,006 人

1,006 人

1,006 人

1,006 人

6.0％

8.7％

11.5％

15.7％

20.0％

割

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC 600 点をクリアした職員が 20％に到達すれば、外国人留学生や外国人教員等の窓口となって
いる国際部や各部局学生関係係のみならず、広くいずれの部署においても、英語による一通りの対応が
可能となる。また、エキスパート職員を養成するため、600 点をクリアした職員は、次の目標値とし
目標設定の考え方

て、730 点クリアを目標とする。
目標達成のための取組は、研修等の機会を拡大し、継続的な英語学習、TOEIC 受験の促進を図る。
また、中国、韓国からの来訪者へ適切に対応するため、英語研修のみならず、中国語及び韓国語研修も
平成 14 年度から初級・初中級・実務コースを実施しており、これらの充実も図る。

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】
人類が直面する地球規模の課題には、
「90〜100 億
の人口を支える食糧生産を行いながら地球生態系を
維持すること」
、
「貧困の緩和」
、
「平和と安全の強化」
、
「開発途上国と先進国の双方における人類の健康の
増進」等が挙げられ、これらは農学系と深く関わる
課題で、農学系に対する期待は重要かつ多様なもの
となっている。これらの地球規模諸課題解決に対す
る大学が果たす役割としては、
「これらの問題を解決
する方法の探求」と「次代のリーダー育成」があり、
さらには、今日の地球規模的問題の規模と複雑さを
解決するためには、大学には「より協同的で国際的
かつ学際的なアプローチ」が、農学系の個々には「知
識の境界を押し広げる努力」が要求される。本学部
が従来人材育成上の目標として掲げてきた「農学に
対する総合的な知識、国際的に通用する専門性を備
えた教養人を養成する」は、地球規模課題解決を目
指すには格好の教育目標であると言える。
農学は、生命科学・環境科学・海洋科学・社会科
学などの広範な学問分野にまたがる生物生産と利用
の科学である。農・林・水・畜産業および関連の第
二次加工を含めた広い意味の農学が研究対象にされ
る応用科学であって、生物学的・化学的・物理学的
ならびに経済学的・情報科学的な研究手段による教
育研究が行われる。したがって、農学部の教育研究
分野は小さいながら一種の総合大学の観を呈してい
る。そのため、高校卒業後間もない多くの学生にと
って、広い意味の農学分野の中でどのような進路を
選ぶべきかについての判断材料が乏しいことは想像
できる。
そのことから、九州大学農学部では、これまで一
貫して、コースや専門分野別に入学させず、学部一
括して入学させ、入学後 1 年半を経過した 2 年次後
期の開始時期に、各コースに配属させている。入学
後の 1 年半の間は、特定の専門分野の知識吸収にと
どまらせず、先端科学としての農学の広範な基礎知
識とコンセプトを吸収させる低年次教育体制を整え
ている。この低年次教育体制は、平成 21 年度に採択
された国際化拠点整備事業（G30 プログラム）で新
設された、英語による授業のみで農学士の学位が取
得できるコース（農学部生物資源環境学科国際コー
ス）でも同様であり、今後もこの体制を維持する。

【本構想における展開】
本構想は、国際的視野をもったアグリバイオリー
ダー人材育成プログラムであり、その理念は、平成
24 年度で第 3 期生入学となる、九州大学農学部生物
資源環境学科国際コース（G30）の外国人留学生（毎
年 5～10 名程度）と農学部一般入試で入学した一般
学生の１～２割程度（毎年 20～46 名程度）をクラ
ス共有させ、完全英語で行われる講義科目を受講
し、それらの講義科目に相当する日本人一般学生用
講義科目との単位互換を行うことで、クラスを共有
する一般学生が、英語を通してアグリバイオの広範
な基礎知識や専門分野の知識・技術を学ぶことへの
障壁を解消させることにある。現在まで 3 年間、国
際コースに入学した外国人留学生の TOEFL-iBT のス
コアは、約８０％が、TOEFL-iBT スコア 80 以上であ
ることから、日本人学生にとって、講義のクラス共
有を通して、コミュニケーションツールとしての英
語力アップの環境、異文化理解の機会を与えること
になる。
クラス共有を許可されるには、英語プレイスメン
トテストにおいて、設定スコア(TOEFL-iBT 80 相当)
以上をとる必要があり、もし、スコアが不足してい
る場合は、英語基礎力強化プログラムを受講するこ
とで、再チャレンジすることができる。これにより、
質の保証をしながら、クラス共有の学生の割合を
徐々に増加させることができる。そして、5 年後に
は、国際コースと一般コースの共通コースカリキュ
ラム（完全英語）を設定し、拡大を図る。
さらに、学生のグローバル化のために、英語によ
るディベート、英語によるプレゼン技術、英語レポ
ート作成等のグローバル汎用技能を修得させるプロ
グラム（グローバル展開汎用技能プログラム）を受
講させる。また、国際的な視野を持ったアグリバイ
オリーダーを育成するために、問題解決の科学プロ
グラム(Problem-based Learning)を受講させる（実
施場所は、欧米もしくは ASEAN 学生交流協定校で 3
週間～4 週間程度）
。
また、クラス共有許可学生の中から特別に選抜し
た学生に対しては、アメリカ、カナダの難関大学院
に進学するのに必要な共通試験(GRE)や TOEFL-iBT
スコアーアップのためのプログラムを受講させ、コ
ミュニケーションツールの英語のみならず、高い専
門知識・技術を修得したグローバル人材を育成する。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の
実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】

【シラバスの充実や他言語化 •単位制度の実質化】
九州大学農学部では、主たる授業科目の多くは少
人数授業が一般的であり、授業時に予習・復習等に
関して指導を徹底している。農学部では低年次であ
る入学後１年半はコースや分野（旧学科）には分け
ず農学部全体として教育を行っている。２年次後期
にコース配属が行われるが、その配属は GPA スコア
をベースに厳格化されている。また、農学部国際コ
ースおよび生物資源環境科学府英語特別コースの
シラバスは英語により作成され、農学研究院ホーム
ページに公開されている。オフィスアワーや学修相
談の項目をシラバスに記載し、教員が学生の質問や
相談を受ける時間帯や方法を明示することにより、
コミュニケーションの機会確保を徹底している。ま
た、環境面の整備として、自主学修や自主的なゼミ・
研究会用のスペースを確保している。
【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について】
九州大学農学部は、
平成 22 年度より、
特別経費
（プ
ロジェクト分）『生物資源環境科学オープンプロブ
レムスタディープログラムの展開：農学の抱える包
括的実問題の集中学習による実践型副専攻教育プ
ログラムの充実』が採択され（～平成 26 年度）
、年
2 回、外国人講師を含めて、集中講義を実施してい
る。このプログラムは、大学院生用のプログラムで
あるが、3 つの副専攻において、実問題解決の科学
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（各 2 単位）として単位化している。
ここでは、座学を受講させるだけではなく、ディベ
ートを通して、各実問題の解決の糸口、プロトコー
ルを探らせ、自分の主専攻の知識・技術が解決に向
けてどのように貢献できるのかを考えさせ、最終的
に、問題解決策のプレゼンを行い、レポートを提出
させている。これは、日本語が中心であるが、現在、
外国人大学院留学生とクラス共有させて、英語でデ
ィベート等をさせるように計画中である。

【本構想における取組】

本構想の最大の特徴は、現在 3 期生を迎える、農
学部生物資源環境学科国際コース（外国人留学生）
への選抜された日本人一般学生のクラス共有であ
り、国際コースと一般コースとの単位互換制度を確
立させ、将来的には、両コース共通カリキュラム（英
語による講義）を設定することにある。この共通カ
リキュラムを徐々に拡大させることによって、日本
人学生が、英語による講義を何の抵抗もなく受講で
きる環境整備を充実するように計画している。
すでに、国際コースでは、合計 100 科目のカリキ
ュラムが学年進行中であり、平成 24 年度より、クラ
ス共有を許可された学生は、国際コースのカリキュ
ラムの一部の指定された科目（20 単位程度からスタ
ート）を一般コースカリキュラムの指定科目と単位
互換できるようにする。現在検討している単位互換
科目は、次の通りである。
農学部各コース共通科目
コース共通基盤科目

G30 国際コース専攻教育科目

単位数

共通基礎・特別科目

単位数

分子生物学概論

2

Applied Cell Biology

2

生物生産生態学

2

Population Biology & Ecology

2

生物化学

2

Introductory Biochemistry

2

有機化学Ⅰ

2

Bio-organic Chemistry

2

経済学

2

Elementary Economics

2

統計学

2

Elementary Statistics

2

物理数学

2

Physical Mathematics & Practices

3

数値解析学

2

Exercises in Information Processing

3

入門数理統計学

2

その後、単位互換可能な科目数を増加させ、クラス
共有学生数を増大させることで、共通コースカリキ
ュラムへと発展、拡大させるように計画している。

国際コースおよびクラス共有を許可された学生
は 、問 題解決 の科 学プロ グラム (Problem-based
Learning)を受講させる（実施場所は、欧米もしくは
ASEAN 学生交流協定校で 3 週間～4 週間程度）
。日本・
ASEAN 農学を取り巻く未解決・最重要な実問題と地
球規模の実問題を同時に俯瞰できる複眼的視野を
持ったアグリバイオリーダーの育成を上位目標と
九州大学農学部は、平成 23 年度より、8 月、9 月 していることから、課題テーマごとに、日本・ASEAN
国際的視野を持 国際教員チームを編成し、英語による現場実践型の
の 4 週間(8 月 22 日～9 月 16 日)に、
ったアグリバイオリーダー育成プログラム（通称 研究技能を学ぶ講義（10 単位程度）を実施する。選
ALEP）を、九州大学カリフォルニアオフィス、サン 抜された日本の学生と ASEAN の学生を同じ場所でク
日本の学生には、
日本・ASEAN
ノゼ州立大学の協力を得て実施した（有償、ただし ラス共有させることで、
一人当たり、学生交流支援制度（ショートビジット） 農学の現状と課題、その対応策を討議する機会を、
ASEAN の学生には、先端研究を学ぶ機会を提供する。
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より 8 万円の奨学金支給）。これは、英語研修に加
え、スタンフォード大とサンノゼ州立大でのアグリ
バイオ関係の問題解決の科学関連の講義を受講、ア
グリバイオ関連企業へのフィールドトリップを行
うプログラムで、修了後は、学部生には、実問題解
決の科学演習（３単位）、大学院生には、実問題解
決の科学特別演習（３単位）を与えるものである。
平成 23 年度は 16 名（学部生 13 名、大学院生 3 名）
参加し、平成 24 年度は、40 名（学部生 36 名、大学
院生 4 名）が参加予定である。

グローバル展開汎用技能（異文化理解、プレゼン技
術、レポート作成、ディベート等）を提供すると同
時に、国際機関や民間企業への国際インターンシッ
プを実施することで、実務技能を修得させる。
なお、日本・ASEAN 農学を取り巻く未解決・最重
要な実問題としては、環境科学の分野では、①農耕
地の重金属汚染
（土壌劣化）
、
②森林保全
（森林伐採）
、
③気候変動（砂漠化、CO2 保障等）等、生物資源分野
では、④生物資源確保、⑤生物多様性維持等、フー
ドシステム分野では、⑥食料確保（持続的供給）
、⑦
食の安心・安全等、国際開発分野では、⑧貿易自由
化(TPP 問題)、⑨生産流通システムデザイン等、バ
イオテクノロジー分野では、⑩生物資源の効率的な
バイオエネルギー転換、⑪遺伝子組換え作物 等が
挙げられる。これらのテーマに関して、英語による
課題解決型プログラム（アクティブラーニング）を
修得させることで、自分の進むべき専門知識・技術
が国際的な実社会でどのように関与していくのかを
知ることができる。
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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)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
九州大学は、国際的な活動に重点を置く大学とし
て、大学の概要、教育に関して、学生への支援、社
会との連携の 4 つの項目に分けて、英語版及び日本
語版にて Web ページに公開している。
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/kudata/i
ndex.htm

【本構想における取組】
本取り組みでは、左記のようなこれまでの取組に加
えて、グローバル人材の育成に関するより広範かつ
細部に渡る情報の交換と公開を達成するために、下
記のような取組を新たに開始する。

(2)教育活動の規模や内容等
学生の基本的情報や教育課程の内容については、
毎年発行の「九州大学大学院農学研究院概要」で公
表している。また、外国人教員数は、農学研究院ホ
ームページで示す全教員一覧で知ることができる。
さらに、本研究院の研究成果は隔年発行の「活動報
告書」によって研究室毎に詳細に報告している。
競争的外部資金による教育プロジェクトについ
ては、農学研究院ホームページにリンクされた専用
ホームページで詳細な内容を国内外に発信してい
る。
・ア ジ ア 農 学 教 育 の 国 際 プ ラ ッ ト ホ ー ム 形 成
（IPAAE）
・オープンプロブレムスタディープログラム（OPSP）
・世界戦略的フードサイエンス教育プログラム
・糸島現代 GP
・生物産業キャリアパス設計教育プログラム
（すべて http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/
にリンクあり。
）

（２）国際的な教育者の情報交換および研究組織で
あ る NAFSA: Association of International
Educators
お よ び APAIE: Asia Pacific
Association for International Education、EAIE:
European
Association
for
International
Education 等の年次国際会議において本取り組みを
世界に向けて紹介するとともに、さらなる教育内容
のグローバル化に向けた新たな国際パートナーシ
ップの開拓を進める。
すでに九大農学研究院からは留学生担当講師が毎年
参加して着実にネットワークを構築しつつあるが、
参加教員を増やして学部全体の取組として充実させ
る。
http://www.nafsa.org/
http://www.apaie.org/
http://www.eaie.org/

（１）本プロジェクト専用の、カリキュラム内容、
学生募集、学生・教員間情報交換用ホームページの
サービス。

（３）本事業の取組内容、成果を国内他大学に波及
させるために、国際教育に関する国内ワークショッ
プを開催する。これは NAFSA の国内版であるが、本
(3)教育の国際連携
取組を中核として、様々な国内大学における教育の
上記のような国際連携教育プロジェクトの実績に グローバル化に関連した工夫・問題点を議論する場
加えて、大学間および部局間の学術・学生交流協定 を提供する。
締結校の一覧ホームページに掲載し、交流内容の概
（４）本取組の成果を世界に向けて発信するために、
要を活動報告書に記載して学外に発信している。
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/institut グローバル人材の育成に関する国際ワークショップ
を開催する。上記 NAFSA は世界の幅広い国々の問題
ions/
を包括的に扱うが、本ワークショップでは、特に
(4)大学の戦略
ASEAN 主要国との教育連携の強化に向けた問題点の
農学研究院の中期目標・中期計画に加えて、研究 洗い出し、共同カリキュラムや教育手法開発を主要
院の組織的な戦略をビジュアルに表現するバラン なゴールとする。
ス・スコアカード「Quest-Map」を、H18 年度から農
学研究院 WG の主導のもと全教員が参画して構築し （５）本プログラムで開講する主要な授業を遠隔講
た。これは九州大学ホームページからダウンロー 義システムを用いた e-learning で学べるように、
Open Course Ware として公開を進める。
ド・閲覧できる。
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http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/QUEST/
（６）上記の４と関連して、グローバル人材育成推
(5)留学生への対応
進事業タイプ B 申請採択校をまとめて、ワークショ
主に留学生担当講師および国際交流委員会によっ ップを企画・開催（平成 26 年度に、プログラム中
て対応し、その活動状況はホームページで公開して 間ワークショップ）し、国内外へ、特色ある取組み
内容を発信するように計画している。
いる。
http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/english/universi
ty/office/
(6)外部評価等の実施状況
教育研究諮問会議による外部評価を受けて、隔年
発行の自己点検評価報告書によってフィードバック
している。

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】

【農学部事務体制の国際化】
留学生および外国人研究者の増大に伴う事務的な
支援業務を充実させるため、農学部庶務係、戦略企
画係、学生係に英語で業務担当できる職員を配置し
た。庶務係では外国人教員雇用の際の手続き等を担
当している。戦略企画係においては研究助成等の申
請書作成時における英語サポート公募の英語版作成
等を行っている。学生係においてはこれまでも英語
での対応は行われていたが、グローバル３０事業採
択後にさらに英語力を強化させるため、１名増の配
置を行い、ビザ手続き、空港ピックアップサービス、
住居の手配等のみならず、アジア各地の英語を重点
化した高校の調査と学生リクルート活動、英語によ
るニュースレターの作成、九州大学海外オフィスと
のやりとりによる情報収集、英語コース志願者との
現地面接等の電話によるやりとり、等多岐に渡る業
務を担当している。農学部全体で、事務職員対象の
語学研修としてアテネオ・デ・マニラ大学への研修
プログラムへの参加推奨も行っている。

【農学部事務職員の英語能力向上プログラム】
農学部職員に TOEIC を受験させ、その結果により
500 未満、500-600, 600-700, 700 以上の４クラスに
分類したクラス別英語講習を行う。各クラスにおい
て最終目標を TOEIC800 点とし、各年度において目標
をクリアした職員よりその自習メソッド等の情報を
事務職員内のセミナーで共有する。
【農学部事務のカリフォルニア州立大学デービス校
における英語による事務技術向上研修】
上記の研修プログラムを受講している農学部職員
を対象にカリフォルニア大学デービス校に事務職員
用のカスタマイズしたプログラムを夏期４週間のプ
ログラムとして受講させる。その内容は Human
Resource や International Student Office 等農学
部事務の内容と重なるものから、英語による電話対
応等の共通のものを含む。アメリカのプログラム受
講後は TOEIC 再受験を義務づける。
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様式２
様式 2 全体で４ページ以内

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

【これまでの取組】
【九州大学農学部のグローバル化のための取り組
み実績】

【本構想における取組】

上図に示す通り九州大学農学研究院では過去20年
近くに渡りアジアを中心とした国際化を推進する
取り組みを行ってきた。過去10年の取り組みとし
て、平成20−22年度文部科学省国際化拠点整備事業
「アジア農学国際教育プラットフォーム」
、平成
22−25年度JICA草の根技術協力事業「ICTによる低辺
層農民所得向上プロジェクト」
、平成23−25年度JICA
技術協力プロジェクト「タイバック大学強化事業」
、
平成22−27年度JST-JICA地球規模課題対応国際科学
技術協力事業「ベトナム北部中参観地域の作物開
発」
、平成24−26年度JSPSアジアアフリカ学術基盤形
成事業「東南アジア新興国流域圏における水環境統
合管理ツール」
、平成18、19年度文部科学省国際協
力イニシアティブ事業「インドシナ地域の大学アウ
トリーチ」
、平成18、19年度JBIC提案型調査事業「サ
バ州貧困削減パイロットプロジェクト」
、平成17-20
年度東芝国際財団「東ティモール国立大学農学部支
援」
、平成18-20年度JSPSアジアアフリカ学術基盤形
成事業「ハイブリットイネと生態系の科学」
、平成
21年度JSPS若手研究者交流支援事業「農学研究教育
の多重的フォローアップ」など豊富な実績を持つ。

【産業界との連携】
九州大学農学部学生係では、先述の情報提供体制
を活用し、企業へのインターンシップや日本におけ
る就職説明会等の案内を随時配信している。また、

【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。
】
九州大学農学部が望むグローバル人材像は、
『次
世代農学（アグリバイオ）の広範な基礎知識と各々
の専門分野の知識・技術を習得し、農学を取り巻く
地域・地球規模の課題を解決するための汎用技能
（多文化・異文化に対する知識、問題解決力、論理
的・創造的思考力等）と俯瞰的視野を持って把握し、
国際的にリーダーシップを発揮できる人材』と捉え
ている。また、そのような人材は、大学・研究所の
みならず、官公庁、政府機関、商社を含む国内外民
間企業、国連、国際協力機関、NPO 等の望むアグリ
バイオリーダー像と合致する。そのようなグローバ
ル人材を育成するために、本構想では、次のような
特色あるプログラムを実施する。
１）平成 21 年度より九州大学農学部生物資源環境
学科は、国際コース（G30）入学試験を行っており、
毎年、外国人留学生を５～10 名程度選抜している。
入学した外国人留学生の英語レベルは、約 80％が、
TOEFL-iBT スコア 80 以上である。国際コースは完全
英語講義のカリキュラムであり、このコースに、英
語 プ レイ ス メン ト テス ト で、あ る水 準スコ ア
(TOEFL-iBT 80 相当)以上のレベルの一般選抜学生
をクラス共有させ、英語で講義を受講することで、
コミュニケーションツールとしての英語力アップ
の環境、異文化理解の機会を与える。
２）英語プレイスメントテストで水準スコアレベル
に達しなかった学生に対しては、英語基礎力強化プ
ログラムを受講させ、半年後に再チャレンジさせ、
クラス共有可能な学生数の増加を狙う。
３）クラス共有許可の一般学生は、英語力の更なる
向上のため、英語力強化プログラムを受講させ、同
時に英語によるディベート、英語によるプレゼン技
術、英語レポート作成等のグローバル汎用技能を熟
知させる。
４）さらに、国際コースおよびクラス共有許可の一
般学生には、農学を取り巻く地域・地球規模の課題
を解決するための汎用技能を修得させるため、問題
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九州大学国際部や学務部においても留学生、日本人
学生を対象とした就職セミナーを毎年開催してお
り、学生と企業等を橋渡しする体制は充実してい
る。

解決の科学プログラム(Problem-based Learning)
を受講させる（実施場所は、欧米あるいは ASEAN 学
生交流協定校）
。
５）クラス共有許可の一般学生の中で特に英語力が
優れている学生(TOEFL-iBT 100 相当以上)を特別選
抜し、GRE(Graduate Record Examination), TOEFL
スコアアップ特別プログラムを受講させ、大学院進
学後にフルブライト奨学金等の国際的な奨学金を
獲得させたり、欧米のトップランクの大学院に入学
可能なレベルまでスコアーをアップさせる。
以上のことを実施することで、九州大学農学部が
望むグローバル人材像である、国際的視野をもった
アグリバイオリーダーを育成する。
【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。
】
本構想を充実させることで、将来的に、入試制度
を含めて、日本人学生と国際コース（G30）学生と
をマージした教育体制（英語による共通コースカリ
キュラム）の体系化を計画している。その時間的な
スケジュールを以下に示す。

すなわち、外国人留学生の国際コースのカリキュラ
ムを選抜された日本人一般学生が受講（クラス共
有）し、単位互換を行うことで、徐々に、国際コー
スのカリキュラムと一般コースのカリキュラムの
共通部分（英語による講義）が作り上げられ、クラ
ス共有の学生数を増加させ、単位互換の科目数を増
大させながら、本構想の終了時点（2016 年）では、
英語による共通カリキュラムを確立、拡大し、国際
コース、一般コースの両方の学生が受講できるよう
に体系化する。

【必要に応じて産業界との連携が十分に図られて
いるか。
】
国際コースおよびクラス共有を許可された学生
には、問題解決の科学プログラム(Problem-based
23
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Learning)を受講させる（実施場所は、欧米あるい
。そ
は ASEAN 学生交流協定校で 3 週間～4 週間程度）
のプログラムの中で、国際機関や民間企業への国際
インターンシップを実施するように計画しており、
そのことを通して、実務技能を修得させる。また、
現地の民間企業訪問の際、実問題に対する企業の打
開案等を聞き取り調査し、それをレポートにまとめ
るという作業を修得させる。
さらに、国内外の外資系企業より講師を招へい
し、セミナー受講後、レポートを英語でまとめさせ
ることによって、グローバル汎用展開技能を習熟さ
せる。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

【九州大学農学部および生物資源環境科学府にお
ける教育体制のグローバル化】
（１）平成２１年度からの国際化拠点整備事業（グ
ローバル３０）開始に伴い、九州大学農学部国際コ
ースが設置され学部国際教育に着手した。これに伴
い、外国人教員の国際公募を行い、結果、国際色豊
かな４名を配置した。同時に農学部事務にも英語に
よる対応可能な職員を３名配置した。農学国際コー
スでは既存の専門科目に対応する形で英語による
専門科目群が新たに開講し、これは今後の日本人学
生が履修することを視野に入れたものとし英語版
シラバスは農学部ホームページにて公開されてい
る。http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/english/
international/undergraduate/curriculum/
（２）平成２０年度に採択された文部科学省国際化
加速プログラム「英語による双方授業モデルの構築
と波及」によりカリフォルニア大学デービス校に３
名の教員を派遣し、英語コミュニケーション能力や
英語による教授法を修得するとともに、帰国後、同
大学から関係教員を招聘して、研究院内のＦＤを通
じて他教員への波及を行っている。本トレーニング
の成果物として、冊子「英語による授業のためのハ
ンドブック」を作成し、教職員へ配付・利用してい
る。
（３）平成２１−２４年度 JSPS 組織的な若手研究者
海外派遣プログラム「アジア環境農学研究の高度
包括化に携わる若手研究者の戦略的育成」を行って
いる。本プログラムにより６０日—９０日間の長期
派遣者は平成２４年度予定分を含めるとのべ３３
名にも上る。その他１ヶ月間程度の短期型派遣、国
際学会派遣者ものべ４６名の実績を持つ。

本構想は、外国人留学生のための英語による学部カ
リキュラム（国際コース）に、選抜された一般日本人
学部学生がクラス共有させることを主眼としている。
さらに、将来の、共通コースカリキュラム（英語）設
置に向けて、国際コースの外国人教員と一般コースの
日本人教員は、カリキュラム調整のために、密接な協
議が必要となる。したがって、
（１） 国際コースの外国人教員による英語教授法
に関する FD を定期的に開催し、
共通コースカ
リキュラムに関わる教員の参加を義務付け
る。
（２） カリフォルニア大学デービス校に毎年３
名程度の教員を派遣し、英語コミュニケー
ション能力や英語による教授法を修得させ
る。また、協定校の外国人教員を招へいし、
英語教授法等のセミナーを開催する。
等を、具体的に実施する。
また、本構想に関わる教員の公募を行う場合は、国
際公募とし、外国人教員を積極的に採用するように計
画している。
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】
【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 【学内におけるグローバル教育力向上のための取
組】
組】
農学部生物資源環境学科国際コース（Ｇ３０）
英語による教授法の修得や英語コミュニケー
のカリキュラム等について、農学部の全教員を対
ション能力の向上を農学部の全教員に促すこと
象に、定期的にＦＤを開催した。その際、英語に
を目的として、学生による授業評価の結果をもと
よる授業に対応するため、授業の際に使用する英
に、高評価を受け、表彰された教員等を講師とす
語表現等をまとめた参考書を配布した。また、下
るＦＤおよびワークショップを定期的に開催す
記の米国カリフォルニア大学デービス校教員派
る。また、欧米ないし ASEAN 諸国学生交流協定校
遣トレーニングに関して、農学部の他教員への波
における実践型教育研修の成果を取りまとめ、農
及を目的に、同校から関係教員を招聘し、ＦＤを
学部の全教員に配布すると同時に、それをもと
開催した。さらに、生物資源環境科学オープンプ
に、この研修の派遣教員等を講師とするＦＤおよ
ロブレムスタディープログラムにおいて、農学部
びワークショップを定期的に開催する。
教員と外国人講師が共同して授業を行い、ディベ
ート等の授業方法を外国人講師から農学部教員 【教員の教育力を評価する取組やその結果の人事
が実践的に学ぶ取り組みを実施した。現在は、日
への反映など教育力向上のためのインセンティ
ブ】
本語が中心であるが、英語によるディベート等も
英語による教授法の修得や英語コミュニケー
計画しているところである。
ション能力の向上のためのインセンティブを農
【教員の教育力を評価する取組やその結果の人事
学部教員に与えることを目的として、本事業の
への反映など教育力向上のためのインセンティ
下、開講されるすべての講義科目について、学生
ブ】
による授業評価を実施する体制を整備し、
授業評
上記Ｇ３０の英語による授業科目を含め、農学
価を毎年度実施する。その結果は第３者によって
部で開講される講義科目について、学生による授
分析され、各授業の担当教員にフィードバックさ
業評価を実施し、その結果を農学部ホームページ
れると同時に、農学部ホームページ上でも公開さ
上で公開した。特に高い評価を受けた教員を表彰
れる。さらに、特に高い授業評価を受けた教員を
することを、農学部学務委員会学務ワーキンググ
毎年度表彰し、その結果も、農学部ホームページ
ループにおいて、現在検討しているところであ
上で公開する。
る。
【海外の大学における教育活動を通じたグローバ
【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】
ル教育力向上の取組】
英語による教授法の修得や英語コミュニケー
英語による教授法の修得や英語コミュニケー
ション能力の向上を目的として、欧米ないしアセ
ション能力の向上を目的として、平成２０年度か
アン諸国の学生交流協定校において、日本・欧
ら、米国カリフォルニア大学デービス校に３名の
米・ASEAN 農学における最重要で未解決な実問題
農学部教員を派遣した。このトレーニングの成果
（オープンプロブレム）解決のための科学関連講
は、冊子「英語による授業のためのハンドブック」 義科目（Problem-based Learning）を開講する際、
として取りまとめ、農学部の教職員へ配付・利用
農学部教員も参加し、協定校の外国人教員より実
践型の教育研修を受ける。
させた。また、ＪＳＰＳ組織的な若手研究者等海
外派遣プログラムを利用して、農学部の若手教員
を１ヶ月以上の長期にわたって派遣し、海外の大
学および研究機関において研修させた。
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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】
九州大学農学部では平成 23 年度より、８月、９
月の４週間に、国際的視野を持ったアグリバイオリ
ーダー育成プログラム（通称 ALEP）を、九州大学カ
リフォルニアオフィス、サンノゼ州立大学の協力を
得て実施している。平成 23 年度には 16 名（学部生
13 名、大学院生 3 名）の派遣を行った。本プログラ
ムは英語研修に加え、スタンフォード大学とサンノ
ゼ州立大学でのアグリバイオ関係の問題解決の科
学関連の講義を受講、アグリバイオ関連企業へのフ
ィールドトリップを行うプログラムで、修了後は、
学部生には、
「実問題解決の科学演習（3 単位）
」
、大
」
学院生には「実問題解決の科学特別演習（3 単位）
を与えている。なお、本プログラム参加前と参加後
に TOEIC を受験した学生 9 名中 7 名が、スコアアッ
プしており、本プログラムによる英語力の向上が証
明されている。
本学部ではさらに平成 22 年度より、特別経費「生
物資源環境科学オープンプロブレムスタディープ
ログラムの展開：農学の抱える包括的実問題の集が
採択され、年２回、外国人講師を含めて集中講義を
実施している
また、大学院学生組織である生物資源環境科学府
では、平成 18 年度に「魅力ある大学院教育」イニ
シアチブ事業として採択された「世界戦略的フード
サイエンス教育」を平成 18、19 年度に実施し、高
い評価を得ている。本事業はその後、九州大学教育
研究プログラムにより平成 22 年度まで実施してい
る。この間、11 名の外国人講師による英語での講義、
ならびに 4 回の国際シンポジウムを開催し、大学院
生のみならず、学部生の聴講も推奨してきた。本事
業を通して、25 名の大学院生が海外留学を行ってい
る。さらに、平成 20 年度より組織的な大学院教育
改革プログラム生物産業創成学コースとして実施
されたプログラムでは、国際インターンシップとし
て数名の大学院生が海外での職場体験をしている。

【本構想における取組】
前述した「国際的視野を持ったアグリバイオリー
ダー人材育成」に選抜された学生に対して、九州大
学と学生交流協定を締結している米国大学（ミシガ
ン大学、アリゾナ州立大学、ジョージア大学）や香
港城市大学等に優先的に短期留学させるシステム
を確立する。
さらに、本プログラム受講生から特別に優秀な学
生（１学年あたり４ 〜５名程度）を選抜し米国等の
一流大学の大学院進学候補者あるいは、九州大学大
学院進学後のフルブライト奨学金奨学生候補者と
して位置づけ、GRE、TOEFL 等のスコアアップ特別
プログラムを受講させる。
上記の情報を学生に周知させるために、入学ガイ
ダンスにおいて説明会を実施するとともに、幅広い
情報の公開をはかる。具体的には以下の項目につい
て重点的に整備する。
1. ホームページの整備
従来のホームページは留学に関する情報を見つ
けにくい構成になっていた。そこで本事業に合わ
せた農学部独自のホームページを再構成し、海外
留学プログラム、交換留学提携校の情報、単位互
換制度について分かり易い情報の提供を行う。
2. プロジェクト支援員の整備
上述のホームページの作成および管理にあた
り、新たにプロジェクト支援員を配置する。
本専門係員は学生の留学計画の補助、留学先と
の折衝、留学に関する情報の提供を行う。
特に本事業の選抜コースに選ばれた学生につい
ては、専攻課程への進学に伴い専攻科目と本事業
での科目との間での調整が必要になると考えられ
る。そのため、正規課程と本事業での課程に関し
ての調整等を行う。
また、留学に際して必要となる書類の作成につ
いても補助を行う。
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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】
【学生の留学中から帰国後までをサポートする情
報提供体制】
参加大学で開講された講義の単位取得について
は、帰国後の認定手続きで問題が生じないように、
渡航前に指導教員および学生担当部署が指導・補助
する体制をとっている。また、連絡網を整備し、留
学中は定期的に修学および生活状況についてコン
タクトをとっている。もし問題が生じた場合には、
留学生課と関連部署が連携して問題を解決する全
学的なサポート体制が確立している。講義情報（シ
ラバス等）は、共通のホームページ上に掲載してい
る
【産業界との連携、帰国後の就職支援】
就職については、学務部キャリアサポート課が中
心となり、就職相談、企業就職ガイダンス、自己啓
発プログラム等に関する情報を提供している。学生
は、留学中も就職に関する情報をインターネット上
で入手することができ、また、メール等で就職につ
いて相談することもできる。留学後の就職活動につ
いては、留学経験のある卒業生が、自らの就職活動
を語る座談会を毎年開催し、併せて、それらの就職
活動実績はインターネット上でも閲覧することが
できるようにしている。
【緊急時・災害時のリスク管理とサポート体制】
九州大学では、既に全学交流協定締結校への交換
留学渡航学生には海外旅行保険の加入を義務づけ
ている。実施期間中は、派遣者の安全確保・危機管
理を最優先事項に位置づけ、豊富な国際交流実績と
整備された安全管理体制に基づく運営・管理を行
う。具体的には、農学研究院等安全・衛生部会と連
携し、農学研究院を中心とする関連施設が共有する
『安全の指針－2008 年改訂版－』の派遣者全員への
配布、簡易版安全管理マニュアルの事業ホームペー
ジでの掲載、海外保険の全員加入等により安全確保
を徹底する。同指針は、英語版が完成しており、ホ
ームページにも電子ファイルを掲載している。
【履修面・学習面・生活面にわたるサポートの推進】
留学経験のある日本人学生による留学相談デス
クを定期的に開設し、個々の相談にも対応してい
る。また、留学経験者の報告書を国際部ホームペー
ジに掲載し、派遣前の準備、派遣中の履修条件や生
活状況等の情報提供を行っている。

【本構想における取組】
【学生の留学中から帰国後までをサポートする情
報提供体制】
これまでの取り組みを続けるとともに、派遣学生
に対しては E-ポートフォリオ形式のカウンセリン
グを導入する。プログラムオフィススタッフが定期
的にポートフォリオを確認することにより、各参加
学生の状況把握につとめる。また E-ポートフォリ
オシステム内に派遣学生同士の SNS を立ち上げ、派
遣先教員、学生、九大スタッフとのタイムラグのな
い情報交換を可能にする。
【産業界との連携、帰国後の就職支援】
「問題の解決の科学プログラム」は夏の集中講義で
あるため、就職活動時期に影響はない。１年間の交
換留学を行っている学生には上記の E-ポートフォ
リオシステム内の学内 SNS によりプログラムオフ
ィスから常時就職情報を提供する。また、エントリ
ーシートの書き方等を含む就職支援セミナー等も
開催し、日本の就職活動に支障がないようにサポー
トを行う。本事業採択期間中に英語による就職情報
の提供とサポートを行うインターナショナルキャ
リアサポートセンターを設置し、英語によるキャリ
アカウンセリングを含むサポーターの配置を行い、
英語による履歴書の作成、カバーレターの書き方等
の支援を行う予定である。
【緊急時・災害時のリスク管理とサポート体制】
全学交流協定締結校への交換留学渡航学生には
海外旅行保険の加入を義務づけている。実施期間中
は、派遣者の安全確保・危機管理を最優先事項に位
置づけ、豊富な国際交流実績と整備された安全管理
体制に基づく運営・管理を行う。また渡航前のオリ
エンテーションを行い派遣学生への情報周知を徹
底する。さらに集中講義を行う海外の大学との定期
的な連絡を行う。また長期留学学生に対しては、ス
カイプ面接等を行い、常時メンタルヘルスチェック
を大学内の健康科学センタースタッフ、修学支援室
内の臨床心理士の協力をあおぐ。
【履修面・学習面・生活面にわたるサポートの推進】
現地の日本人ネットワークを活用し、現地にて派
遣学生の修学面、生活面のチェックを行える環境を
整える。さらに、プログラムオフィスに常時履修状
況を E-ポートフォリオにアップデートしてもらう
よう依頼、確認を行う。
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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．全選抜共通
大学入試センター試験を課すことにより、外国語
の試験で「英語」を選択する受験生については、リ
スニング・リーディング・ライティングの技能につ
また、
「英語」
いて評価できるシステムとなっている。
以外の語学を選択する受験生についても、リーディ
ング・ライティングの技能について担保できるもの
となっている。

【本構想における取組】

現在、AO 入試は、大学入試センター試験に加え、
志望理由書及び面接試験により、高校での英語の成
績、語学検定の資格や留学経験の有無等を把握し、
小論文試験等を含めた総合判断の要素としている
が、将来的に、以下のことを具体的に検討する。

（１）10 月入学用の AO 入試の実施
現在以上に、高校での英語の成績、語学検定の
２．一般入試（前期日程）
資格や留学経験の有無等の評価を重みづけ、入学
大学入試センター試験に加え、個別学力検査にお
後に国際コースのカリキュラムを受講できる英
語レベルの学生を選考する。
特に、
英語４技能（リ
いて全学部共通の「外国語」の試験を課すことによ
スニング・スピーキング・リーディング・ライテ
り、リーディング・ライティングの技能について評
ィング）を適切に評価できる試験を独自に作成す
価できるシステムとなっている。
る。
３．一般入試（後期日程）
大学入試センター試験に加え、個別学力検査にお （２）国際コースへの日本人学生入学の検討
現在、外国人私費留学生の定員枠で、国際コー
いて本学部独自の英語の小論文試験を課すことによ
スの学生を募集しているが、入試制度の改編を行
り、リーディング・ライティングの技能について評
い、日本人学生が最初から国際コースに入学でき
価できるシステムとなっている。
るような道筋を検討する。
４．ＡＯ入試
大学入試センター試験に加え、志望理由書及び面
接試験により、高校での英語の成績、語学検定の資
格や留学経験の有無等を把握し、小論文試験等を含
めた総合判断の要素としている。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
九州大学では入学年度に英語標準化テストとして
TOEFL-ITP を全学生に受験させ、一部の英語講義に
おいて、能力別クラス編成を行っている。さらに英
語標準化に関する継続的な調査方法を検討するた
め、農学部３年次の学生を対象に TOEFL-ITP 学力調
査およびアンケート調査を試行的に実施し、３年間
での英語の習熟度を評価させている。また現在、農
学研究院への入学試験では英語科目として
TOEFL-ITP を採用している。
九州大学大学院言語文化研究院が情報統括本部の
技術協力のもとに管理・運営している、インターネ
ットを利用した英語学習システム、NetAcademy2（ア
ルク社）を全学生が使用できる態勢が整えられてい
る。本教材はスタンダードコースから初中級コース
のリスニングおよびリーディングに対応しており、
さらに技術英語や医学英語にも対応している。
また、大学院生物資源環境科学府では、
「魅力ある
大学院教育」
イニシアチブ事業として採択された
「世
界戦略的フードサイエンス教育」において、平成 18
〜22 年度に、英語コミュニケーション講義としてア
ルク教育社の専任講師による講義を年１回行ってき
た。本講義では少人数講義を３ヶ月にわたり週二回
行い、さらに３日間の集中講義を行うことで、英語
コミュニケーション能力の向上を図ってきた。
平成 20 年度より組織的な大学院教育改革プログ
ラム生物産業創成学コースとして実施されているプ
ログラムにおいても、同様の英語コミュニケーショ
ン講義が開講されてきた。本プログラムはその後、
大学院生物産業キャリアパス設計教育プログラムと
いう副専攻として継続しており、少人数授業科目
「英
語コミュニケーション」を開講している。大学院連
携科目であるこの科目は農学部４年次に受講可能で
あり、修得単位は、大学院に進学すれば、修士課程
の単位として認定される。
また、各研究コースにおいて授業科目「科学英語
Ⅰ」及び「科学英語Ⅱ」を必修科目として農学部３
年次及び４年次に課し、学生の研究分野に応じた専
門レベルの英語教育を実施している。

【本構想における取組】
九州大学農学部では、これまで一貫して、コース
や専門分野別に入学させず、学部一括して入学さ
せ、入学後 1 年半を経過した 2 年次後期の開始時期
に、各コースに配属させている。入学後の 1 年半の
間は、特定の専門分野の知識吸収にとどまらせず、
先端科学としての農学の広範な基礎知識とコンセ
プトを吸収させる低年次教育体制を整えている。し
たがって、本構想の英語プレイスメントテスト、
英語基礎力アッププログラム、英語力強化プログ
ラムは、入学時より、全員一括して実施、能力別
クラス編成、成績管理を行うことができる。
学生の語学力向上度の測定は、国際コースとのク
ラス共有を許可された学生に対しても、セメスター
ごとに、TOEFL-iBT を受験させ、クラス共有許可の
水準スコアー(TOEFL-iBT 80 相当)未満の学生に対
しては、クラス共有と無償の英語力強化プログラム
クラス共有の質の保証を確保
の受講を不許可にし、
する。水準に達しない学生に対しては、英語基礎力
アッププログラムを受講させ、再度のチャレンジに
より、国際コースとのクラス共有の機会を与える。
英語による論文（レポート）作成については、国
際コースおよびクラス共有を許可された学生に、問
題 解 決 の 科 学 プ ロ グ ラ ム (Problem-based
Learning)を、欧米もしくは ASEAN 学生交流協定校
で受講させ、そのプログラムの中で、グローバル展
開汎用技能（異文化理解、英語プレゼン技術、英語
レポート作成、英語によるディベート等）を修得さ
せる。
また、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については、
特に英語力が優れている学生(TOEFL-iBT 100 以上)
を特別選抜し、GRE(Graduate Record Examination),
TOEFL スコアアップ特別プログラムを受講させ、大
学院進学後にフルブライト奨学金等の国際的な奨
学金を獲得させたり、欧米のトップランクの大学院
に入学可能なレベルまでスコアーをアップさせる。
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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】

ラム実施委員会および外部評価委員会の提言を
受けて、次のユニットを実施する。
１）英語力強化カリキュラム検討ユニット:英語
プレイスメントテストの実施、成績管理、英語
基礎力アッププログラム、英語力強化プログラ
ムの実施等、２）問題解決の科学テーマ別国際
教員連絡・調整ユニット：欧米もしくは ASEAN
学 生交 流協 定校 で実 施す る、 Problem-based
Learning の企画・調整・実施等、３）国際産学
教育連携ユニット：国際インターンシップ、企
業訪問、海外留学の企画・交渉・調整、４）入
試制度・単位互換制度改革ユニット： 国際コ
ースと一般コースの単位互換制度の設定、およ
び AO 入試制度の改革等、５）国際コース・一般
コース共通カリキュラム検討ユニット：将来の
共通コースカリキュラムの設置検討、シラバス
の作成等。なお、新たに採用する特定プロジェ
クト教員（准教授 4 名）は各ユニットの責任者
となる。

＊外部評価委員会のメンバーは、欧米・ASEAN 学生交
流協定校の教員、および外資系民間企業役員を含む。
評価を受けて、PDCA サイクルによるプログラム改善を
行う。

本構想全体のマネジメントを統括する、農学部グ
ローバル人材育成プロジェクトオフィスを設置
する。プロジェクトオフィスは、プログ

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

１．本プログラム専用の、カリキュラム内容、学生募集、学生・教員間情報交換用ホームページを立ち
上げ、実施内容、実施報告、発表会等の案内を載せ、国内外の学生、産業界、グローバル教育関係者に
情報発信する。
２．国際的な教育者の情報交換および研究組織である NAFSA: Association of International Educators
および APAIE: Asia Pacific Association for International Education、EAIE: European Association
for International Education 等 の年次国際会議において本取り組みを世界に向けて紹介するととも
に、さらなる教育内容のグローバル化に向けた新たな国際パートナーシップの開拓を進める。すでに九大
農学研究院からは留学生担当講師が毎年参加して着実にネットワークを構築しつつあるが、参加教員を増
やして学部全体の取組として充実させる。
３．本プログラムで開講する主要な授業を e-learning で学べるように、Open Course Ware として公開を
進める。
４．グローバル人材育成推進事業タイプ B 申請採択校をまとめて、ワークショップを企画・開催（平成
26 年度に、プログラム中間ワークショップ）し、国内外へ、特色ある取組み内容を発信する。
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画
【構想実施に向けた準備状況】
① 九州大学農学部は平成 22 年度より、G30 農学部生物資源環境学科国際コースの学生募集を行い、第
1 期生は 8 名、第 2 期生は 5 名、第 3 期生は現在選抜中である。現在、入学を志願している学生の
TOEFL-iBT スコア分布をみてみると、100 以上が 4 名、80～99 が 3 名、60～79 が 1 名、59 以下が 1
名であり、グローバル人材育成推進事業が基準としている、TOEFL-iBT 80 以上の志願者が 78%にの
ぼる。したがって、G30 外国人学部留学生（農学部）と選抜した日本人一般学生をクラス共有する
講義科目を設定し、英語による講義を受講させることは、日本人学生にとって、英語力アップのた
めの環境を、同時に、異文化理解の機会を与えることになる。
② 九州大学農学部は、平成 23 年度より、8 月、9 月の 4 週間(8 月 22 日～9 月 16 日)に、国際的視野を
持ったアグリバイオリーダー育成プログラム（通称 ALEP）を、九州大学カリフォルニアオフィス、
サンノゼ州立大学の協力を得て実施した（有償、ただし一人当たり、学生交流支援制度（ショート
ビジット）より 8 万円の奨学金支給）。これは、英語研修に加え、スタンフォード大とサンノゼ州
立大でのアグリバイオ関係の問題解決の科学関連の講義を受講、アグリバイオ関連企業へのフィー
ルドトリップを行うプログラムで、修了後は、学部生には、実問題解決の科学演習（３単位）、大
学院生には、実問題解決の科学特別演習（３単位）を与えるものである。平成 23 年度は 16 名（学
部生 13 名、大学院生 3 名）参加し、平成 24 年度は、40 名（学部生 36 名、大学院生 4 名）が参加
予定である。昨年参加した学生のうち、ALEP 参加前と、参加後に、TOEIC を受験した学生の、スコ
ア変化を調査した。その結果、9 名中 7 名が、4 週間の ALEP を経て、スコアアップをしており、４
週間ホームステイして、サンノゼ州立大学で英語漬けの講義やスタンフォード大学、UC Davis 等か
らの講義を受講させることは、英語力アップにつながることが証明される結果である。なお、TOEIC
730 を、TOEFL-iBT に換算すると 80 になる。
③ 九州大学農学部は、平成 22 年度より採択された、特別経費（プロジェクト分）
『生物資源環境科学
オープンプロブレムスタディープログラムの展開：農学の抱える包括的実問題の集中学習による実
践型副専攻教育プログラムの充実』
（～平成 26 年度）において、年 2 回、外国人講師を含めて、集
中講義を実施している。このプログラムは、大学院生用のプログラムであるが、3 つの副専攻にお
いて、実問題解決の科学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（各 2 単位）として単位化している。ここでは、座学を受
講させるだけではなく、ディベートを通して、各実問題の解決の糸口、プロトコールを探らせ、自
分の主専攻の知識・技術が解決に向けてどのように貢献できるのかを考えさせ、最終的に、問題解
決策のプレゼンを行い、レポートを提出させている。これは、日本語が中心であるが、現在、外国
人大学院留学生とクラス共有させて、英語でディベート等をさせるように計画中である。
【平成２４年度】
① 採択後すぐに、プロジェクト推進・統括を行う特定プロジェクト教員（准教授相当）2 名と大学内外
間調整、通訳、コーディネートを業務とするプロジェクト支援員 4 名を公募し、選考後、雇用する。
また、予算管理等を業務とするパート事務補佐員 2 名を募集し、雇用する。
② アグリバイオリーダー育成プログラムに関するプログラムオフィスを設置する。外国人教員が提供す
る集中コースデザインを行う。
③ 平成２５年８月よりスタート予定の「問題解決の科学プログラム」のテーマの選定およびシラバスを
作成する。
④ 派遣先大学関係者一同が出席するアグリバイオリーダー育成プログラム第一回実行委員会を開催し、
本構想の最終合意書をかわす。また、プログラム紹介リーフレットも作成する。
⑤ プロジェクトのホームページを立ち上げ、整備する。
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【平成２５年度】
① 平成２６年度集中コースのための事前交渉、開催の準備を行い、参加学生を募集、選抜する。また、
「英語基礎力プログラム」を実施する。
② プロジェクト推進・統括を行う特定プロジェクト教員（准教授相当）２名を雇用する。
③ 選抜された学生に対する「英語力強化プログラム」
、
「グローバル展開汎用技能プログラム」を実施す
る。
④ 学生の派遣と「問題解決の科学プログラム」を実施する。実施後、単位認定のための手続きを実施す
る。
⑤ 各プログラム終了後、評価および改善点をアグリバイオリーダー育成プログラム WG にフィードバッ
クする。
⑥ 平成２６年度実施予定の「問題解決の科学プログラム」のテーマ選定およびシラバスを作成する。
⑦ 国際教育者担当会議（アメリカ NAFSA, アジア APAIE, ヨーロッパ EAIE）における取り組み発表等に
よる情報を発信、収集する。
【平成２６年度】
① 平成２７年度集中コースのための事前交渉、開催の準備を行い、参加学生を募集、選抜する。また、
「英語基礎力プログラム」を実施する。
② 平成２５年度に選抜された学生に対する「英語力強化プログラム」
、
「グローバル展開汎用技能プロ
グラム」を実施する
③ 学生の派遣と「問題解決の科学プログラム」を実施する。実施後、単位認定のための手続きを実施
する。
④ 各プログラム終了後、評価および改善点をアグリバイオリーダー育成プログラム WG にフィードバッ
クする。
⑤ プログラム中間ワークショップを開催する。
⑥ 平成２７年度実施予定の「問題解決の科学プログラム」のテーマ選定およびシラバスを作成する。
⑦ 国際教育者担当会議（アメリカ NAFSA, アジア APAIE, ヨーロッパ EAIE）における取り組み発表等
による情報を発信、収集する。
【平成２７年度】
① 平成２８年度集中コースのための事前交渉、開催の準備を行い、参加学生を募集、選抜する。また、
「英語基礎力プログラム」を実施する。
② 平成２６年度に選抜された学生に対する「英語基礎力プログラム」
、
「英語力強化プログラム」
、
「グ
ローバル展開汎用技能プログラム」を実施する。
③ 学生の派遣と「問題解決の科学プログラム」を実施する。実施後、単位認定のための手続きを実施
する。
④ 各プログラム終了後、評価および改善点をアグリバイオリーダー育成プログラム WG にフィードバッ
クする。
⑤ 平成２８年度実施予定の「問題解決の科学プログラム」のテーマ選定およびシラバスを作成する。
⑥ 国際教育者担当会議（アメリカ NAFSA, アジア APAIE, ヨーロッパ EAIE）における取り組み発表等
による情報を発信、収集する。
【平成２８年度】
① 平成２7 年度に選抜された学生に対する「英語基礎力プログラム」
、
「英語力強化プログラム」
、
「グロ
ーバル展開汎用技能プログラム」を実施する。
② 学生の派遣と「問題解決の科学プログラム」を実施する。実施後、単位認定のための手続きを実施す
る。
③ 各プログラム終了後、評価および改善点をフィードバックする。
④ 最終報告会を開催する。プロジェクト全体の活動報告、反省点、今後の教育支援体制を協議する。
⑤ プロジェクトの最終報告書を作成する。
⑥ 国際教育者担当会議（アメリカ NAFSA, アジア APAIE, ヨーロッパ EAIE）における取り組み発表等に
よる情報を発信、収集する。
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
日本の学生が外国人留学生とクラスを共有し、テーマごとの集中コースに参加するという経験を経て、
外向き志向へのトリガーになることを期待している。全国の様々な大学で国際コース（グローバル３０等）
を立ち上げているが、本構想のアグリバイオリーダー育成プログラムにおいて提言する「問題解決の科学
プログラム」は、コスト的に見てもはるかに安価に実施できる。プロジェクト終了後に、このような教育
カリキュラムを継続させるため、派遣学生への参加費等の援助、派遣教員への派遣旅費等の援助の仕組み
を大学内で確保している。また、このような教育カリキュラムをきっかけとして、国内外の大学間の交換
学生（ショートステイ、ショートビジット）の奨学金が充実してきているため、積極的に奨学金獲得をサ
ポートする。

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

【物品費】
支援期間中に購入したものを継続して利用するため必要なし。
【人件費・謝金】
各ユニットを担当する准教授の業務は期間内に FD 等により、部局内教員にノウハウ伝授を行い、支
援期間終了後は部局内教員がユニットリーダーを引き継ぐ。プロジェクト支援員は２名を継続雇用
し、学生の留学支援、大学間調整等の業務を引き続き担当する。
【旅費】
支援期間中に海外提携校において、英語基礎力向上プログラム等の内容に 合致している現地校主催
のプログラムを紹介してもらい、学生は提携校に留学しプログラムを受講する体制とする。代わりに
学内では学生を派遣促進するための寄付金や総長裁量経費等で奨学金制度を充実させる。
【その他】
特になし
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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
･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 100千円( X 10台)
･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ 2台 Panaboard UB-8325
･液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 1台(EPSON EMP1825(SSS))
②消耗品費
･PC関連消耗品､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具等
・集中講義用消耗品
［人件費・謝金］
①人件費
･特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ教員･准教授2名 2200千円X2
(12-3月)
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援員 4名 7200千円(10−3月)
･ﾊﾟｰﾄ事務補佐員 2名 2000千円 (10-3月)
②謝金
･実行委員会学生ｱﾙﾊﾞｲﾄ 50千円 X 10名
［旅費］
① 第1回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行委員会(福岡)
・国内旅費 60千円 X 6名
･ｱｼﾞｱ連携大学より 300千円×30名
・欧米連携大学より 600千円×6名
② 国内調整会議
・国内旅費 60千円X6名
③ 海外調整会議
・福岡ーアジア、EU旅費 800千円 X 5名
［その他］
①外注費
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ英文校正料
・海外連携大学との合意書翻訳料
･参加学生用E-ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾍﾟｰｼﾞｼｽﾃﾑ外注費
･教員教授法､職員研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ外注費
･英語ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成外注費
②印刷製本費
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ紹介ﾘｰﾌﾚｯﾄ
③会議費
･第1回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行委員会会場借料
･第1回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行委員会ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ
(80名)
④通信運搬費
・携帯電話契約使用料（１２月～３月）
･第1回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ資料国内外送付料
⑤光熱水料
なし
⑥その他（諸経費）
･E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ授業用ｻｰﾊﾞ購入､ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾘｱｻﾎ゚ｰﾄｾﾝﾀｰ運営経費

平成２４年度

大学負担額
(②)

3,860
2,460
1,000
1,200
260
1,400
400
1,000
14,100
13,600

3,860
2,460
1,000
1,200
260
1,400
400
1,000
14,100
13,600

該当ページ

P31様式６①
P31様式６①
P31様式６①
P31様式６①
P31様式６①

4,400 P31様式６①

7,200
2,000
500
500
17,320

7,200 P27様式４
2,000 P31様式６①
500
500 P32様式６
17,320

360
9,000
3,600

360 P32平成24年度
9,000 P32平成24年度
3,600 P32平成24年度

360

360 P32平成24年度

4,000

4,000
24,050
11,150
100
50
5,000

P32平成24年度

P32平成24年度
P32平成24年度
P28様式4②
P21様式１④
1,000 P27様式４①
1,000
1,000 P32平成24年度
1,800
1,400 P32平成24年度

400

400 P32平成24年度

1,100
100
1,000

1,100
100 P32平成24年度
1,000 P32平成24年度

5,000
5,000
55,330

（大学名：九州大学
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事業規模
（①＋②）

4,400

4,000
20,050
11,150
100
50
5,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,800
1,400

合計

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

4,000
4,000

9,000
5,000 P20様式１③
4,000 P28様式４

4,000

59,330
）（申請区分：特色型

）

（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
･遠隔講義･会議ｼｽﾃﾑ 2式(九大ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ施設)
②消耗品費
･PC関連消耗品､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具等
［人件費・謝金］
①人件費
･特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ教員･准教授(8500千円) X 4名
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援員(3500千円) 4名
･ﾊﾟｰﾄ事務補佐員(2000千円) 2名
②謝金
なし
［旅費］
①集中講義参加費（講師12名）
・教員旅費滞在費（400千円） 12名
②海外連携大学講義打ち合わせ用旅費宿泊費
・国内旅費 60千円×6名
・海外旅費 400千円×6名
③国際教育担当者会議における取り組みの情報
発信 (ｱｼﾞｱAPAIE､ｱﾒﾘｶNAFSA､ﾖｰﾛｯﾊﾟEAIE)
・海外旅費 400千円×9名
④教員の教授法研修､および職員英語研修
(4週間:ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾃﾞｰﾋﾞｽ校)
・海外旅費滞在費 1000千円 X 7名
［その他］
①外注費
･英語基礎力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､英語力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
外注費
･問題解決の科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託費 (3200千円/連
携大学への集中講義委託費)
②印刷製本費
・教材印刷製本費、報告書印刷費
③会議費
なし
④通信運搬費
・携帯電話契約使用料

19,000
18,000
18,000
1,000
1,000
52,000
52,000
34,000
14,000
4,000

18,160

18,160

P20様式１(5)
P31様式６①
P31様式６①
P27様式４
P31様式６①

4,800 P7シート１③

360
2,400

360 P7シート１③
2,400 P7シート１③

3,600

3,600 P20様式１(2)

4,000

7,000 P21様式１④
33,300
26,400

20,000

20,000 P7シート1(2）

6,400

6,400 P7シート1(4）

200
200

200
200 P7シート1③

700
500

700
500 P7シート1(4）

200

200 P7シート1(4）

4,000
4,000

118,460

（大学名：九州大学
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4,800

2,000
2,000
合計

事業規模
（①＋②）

19,000
18,000
18,000
1,000
1,000
52,000
52,000
34,000
14,000
4,000

7,000
29,300
26,400

・教材•報告書等の国内外送付
⑤光熱水料
なし
⑥その他（諸経費）
･ｻｰﾊﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾘｱｻﾎ゚ｰﾄｾﾝﾀｰ運営経費

平成２５年度

大学負担額
(②)

4,000

6,000
2,000 P20様式１(5)
4,000 P28様式４
122,460
）（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
なし
②消耗品費
･PC関連消耗品､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具等
［人件費・謝金］
①人件費
･特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ教員･准教授(8500千円) X 4名
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援員(3500千円) 4名
･ﾊﾟｰﾄ事務補佐員(2000千円) 2名
②謝金
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中間ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ学生ｱﾙﾊﾞｲﾄ 5名
［旅費］
①集中講義参加費(連携大学教員および産学連
携
・教員旅費滞在費（400千円） 12名
②海外連携大学講義打ち合わせ用旅費宿泊費
・国内旅費 60千円 × 6名
・海外旅費 400千円× 6名
③ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中間ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(香港)旅費･宿泊費
・日本―香港 300千円 X 6名
・海外連携大学―香港 350千円×12名
④国際教育担当者会議における取り組みの
情報発信 (ｱｼﾞｱAPAIE､ｱﾒﾘｶNAFSA､ﾖｰﾛｯﾊﾟEAIE)
・海外旅費 400千円×9人
⑤教員の教授法研修､および職員英語研修
(4週間:ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾃﾞｰﾋﾞｽ校)
・海外旅費滞在費 1000千円 X 7名
［その他］
①外注費
･英語基礎力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､英語力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
外注費
･問題解決の科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託費 (3200千円/連
携大学への集中講義委託費)
②印刷製本費
・教材印刷製本費、報告書印刷費
③会議費
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中間ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ会議費
④通信運搬費
・携帯電話契約使用料
・教材•報告書等の国内外送付
⑤光熱水料
なし
⑥その他（諸経費）
･ｻｰﾊﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾘｱｻﾎ゚ｰﾄｾﾝﾀｰ運営経費

平成２６年度

大学負担額
(②)

1,000

1,000

1,000
1,000
52,150
52,000
34,000
14,000
4,000
150
150
24,160

1,000
1,000
52,150
52,000
34,000
14,000
4,000
150
150
24,160

P31様式６①
P31様式６①
P27様式４
P31様式６①
P33平成26年度

4,800 P7シート1(4)

360
2,400

360 P7シート1(4)
2,400 P7シート1(4)

1,800
4,200

1,800 P33平成26年度
4,200 P33平成26年度

3,600

3,600 P20様式1(2)

4,000

7,000 P21様式1④
35,800
26,400

20,000

20,000 P7③（2）

6,400

6,400 P7③（4）

600
600
2,000
2,000
800
500
300

600
600
2,000
2,000
800
500
300

2,000
2,000

4,000
4,000

109,110

（大学名：九州大学
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4,800

7,000
31,800
26,400

合計

事業規模
（①＋②）

4,000

P7③全体
P33平成26年度
P7シート1(4)
P7シート1(4)

6,000
2,000 P20様式１(5)
4,000 P28様式４
113,110

）（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
なし
②消耗品費
･PC関連消耗品､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具等
［人件費・謝金］
①人件費
･特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ教員･准教授(8500千円) X 4名
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援員(3500千円) 4名
･ﾊﾟｰﾄ事務補佐員(2000千円) 2名
②謝金
なし
［旅費］
①集中講義参加費（連携大学教員および産学
連携企業講師12名）
・教員旅費滞在費（400千円） 12名
②海外連携大学講義打ち合わせ用旅費宿泊費
・ 国内旅費 60千円×6人
・ 海外旅費 400千円×6人

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

1,000

1,000

1,000
1,000
52,000
52,000
34,000
14,000
4,000

1,000
1,000
52,000
52,000
34,000
14,000
4,000

18,160

18,160

該当ページ

P31様式6①

P31様式6①
P27様式4右2.
P31様式6①

4,800

4,800 P7シート1(4)

360
2,400

360 P7シート1(4)
2,400 P7シート1(4)

3,600

3,600 P20様式1(2)

③国際教育担当者会議における取り組みの
情報発信（ｱｼﾞｱAPAIE､ｱﾒﾘｶNAFSA､ﾖｰﾛｯﾊﾟEAIE）
・ 海外旅費 400千円×9人
④教員の教授法研修、および職員英語研修（４
・海外旅費滞在費 1000千円 X 7名
［その他］
①外注費
･英語基礎力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､英語力強化
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ外注費
･問題解決の科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託費
②印刷製本費
・教材、報告書印刷製本費
③会議費
なし
④通信運搬費
・携帯電話契約使用料
・教材等の国内外送付
⑤光熱水料
なし
⑥その他（諸経費）
･ｻｰﾊﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾘｱｻﾎ゚ｰﾄｾﾝﾀｰ運営経費

平成２７年度

7,000
29,900
26,400

4,000

20,000

20,000 P7シート1(2)

6,400
500
500

6,400 P7シート1(4)
500
500 P7シート1③

1,000
500
500

1,000
500 P7シート1(4)
500 P7シート1(4)

2,000
2,000

4,000
4,000

合計

101,060

（大学名：九州大学
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7,000 P21様式１④
33,900
26,400

4,000

6,000
2,000 P20様式１(5)
4,000 P28様式４
105,060
）（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

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
なし
②消耗品費
･PC関連消耗品､ｿﾌﾄｳｪｱ､文具等
［人件費・謝金］
①人件費
･特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ教員･准教授(8500千円) X 4名
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援員(3500千円) 4名
･ﾊﾟｰﾄ事務補佐員(2000千円) 2名
②謝金
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ最終報告会学生ｱﾙﾊﾞｲﾄ(資料準備､
当日通訳等) 300千円(30千円X10人)
［旅費］
① 集中講義参加費（連携大学教員および産学
連携企業講師12名）
・教員旅費滞在費（400千円） 12名
② 海外連携大学講義打ち合わせ用旅費宿泊費
・ 国内旅費 60千円×6人
・ 海外旅費 400千円×6人
③ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ最終報告会(日本)旅費･宿泊費(計20
・ 海外旅費 400千円×20人
④ 国際教育担当者会議における取り組みの
情報発信 (ｱｼﾞｱAPAIE､ｱﾒﾘｶNAFSA､ﾖｰﾛｯﾊﾟEAIE)
・ 海外旅費 400千円×9人
⑤教員の教授法研修､および職員英語研修
(4週間:ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾃﾞｰﾋﾞｽ校)
・海外旅費滞在費 1000千円 X 7名
［その他］
①外注費
･英語基礎力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､英語力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
外注費
･問題解決の科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託費 (3200千円/連
携大学への集中講義委託費)
②印刷製本費
・報告書印刷製本費
・教科書製本費
③会議費
･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ最終報告会会議費
④通信運搬費
・ 携帯電話契約使用料
・ 教材•報告書等の国内外送付
⑤光熱水料
なし
⑥その他（諸経費）
･ｻｰﾊﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾘｱｻﾎ゚ｰﾄｾﾝﾀｰ運営経費

平成２８年度

大学負担額
(②)

1,000

1,000

1,000
1,000
52,300
52,000
34,000
14,000
4,000
300

1,000
1,000
52,300
52,000
34,000
14,000
4,000
300

300

P31様式6①
P31様式6①
P27様式4右2.
P31様式6①

26,160

4,800

4,800 P7シート1(4）

360
2,400

360 P7シート1(4）
2,400 P7シート1(4）

8,000

8,000 P33平成28年度

3,600

3,600 P20様式1(2)

7,000
34,400
26,400

4,000

7,000 P21様式１④
38,400
26,400

20,000

20,000

6,400

6,400

3,500
500
3,000
1,500
1,500
1,000
500
500

3,500
500
3,000
1,500
1,500
1,000
500
500

2,000
2,000

4,000
4,000

113,860

（大学名：九州大学
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300 P33様式6

26,160

合計

事業規模
（①＋②）

4,000

P7シート1(2）
P7シート1(4）
P33平成28年度
P33平成28年度
P33平成28年度
P7シート1(4）
P7シート1(4）

6,000
2,000 P20様式1(5)
4,000 P20様式1(5)
117,860
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様式８
他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助
金、大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際
交流事業の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立
大学改革強化推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合
は、それらの取組名称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、
今回の申請内容と類似しているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

○国際化拠点整備事業費補助金（グローバル３０）
・「九州大学 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」（平成21年度～平成25
年度）
上記プログラムは、独自の短期留学プログラム、英語コース科目、大学の国際化のため
のFD／SD、留学フェア等の他大学との共同実施、産業界とも連携した就職支援等により、
大学教育の国際化のためのネットワーク形成を推進するものである。本構想は、グローバ
ル３０で新設された農学部国際コースとこれまでの一般コースのカリキュラムにおいて、
英語による講義の共有化を図るものである。
○研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費）（グローバルＣＯＥプログラム）
・「新炭素資源学」（平成20年度～平成24年度）
上記プログラムは、総合理工学府の物質理工学専攻、量子プロセス理工学専攻を主たる専
攻として実施しているプログラムであり、アジアを中心とする環境・エネルギー問題に焦点
を当て、石炭に代表される炭素資源の有効利用の観点から、その解決に取り組む博士研究人
材の育成と学術分野の構築を目指すものである。本構想の申請内容との関連性はない。
○平成１９年度 大学院教育改革支援プログラム
・「クラスターによる最先端法学修士課程の構築」（平成１９年度～平成２１年度）
上記プログラムは本申請にかかる法学府LL.M.の教育改善を目指したプロジェクトであっ
た。本構想の申請内容との関連性はない。
○「大学の世界展開力強化事業」と本事業の申請内容との関連について
上記プログラムは、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行う東南アジア諸
国連合の大学等との大学間交流の形成を行う取組であるが、本構想の申請内容との関連性は
ない。
○「博士課程教育リーディングプログラム」と本事業の申請内容との関連について
・「共律創成リーダー育成プログラム」
上記プログラムは、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成することを
目的としており、博士課程前期・後期一貫した質の保証された学位プログラムを構築・展開
する事業であり、全学的な取組みであるが、本構想の申請内容との関連性はない。
・「グリーンアジア国際戦略プログラム」
上記プログラムはグリーンアジア（共生するアジア諸国の姿）の実現に資する理工系リー
ダーの養成を目的としており、本構想の申請内容とは異なるので関連性はない。
・「最先端分子システムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育研究拠点形成」
上記プログラムは、本学の分子集積化学に関する基礎から応用までの一貫した研究教育資
源を活かし、新産業創出を先導し得るリーダーの養成を目的としており、本構想の申請内容
とは異なるので関連性はない。
・「新世代コホートを核としたヒューマンサイエンス教育プログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「情報多様性社会を創成するビジョナリー博士育成」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
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○留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）と本構想の申請内容との関連
【ショートステイ（受入）】
・「Asia in Today’s World (ATW)」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「ソウル大学校学生のための日本語上級集中プログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「マヒドン大学（タイ）学生のための日本語及び日本文化サマーコース」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「Graduate Students Workshop on EU Affairs」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「デザイン人間科学サマースクール」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「独立研究科修士課程の国際化のための研究実習学部留学生の受入プログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
【ショートビジット（派遣）】
・「ASEAN in Today’s World (AsTW)」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「シリコンバレー英語研修プログラム Silicon Valley English Study Program (SVEP)」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「頭脳循環のためのオープンイノベーション人材育成プログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「エネルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協働教育プログラムのサマー
スクールへの派遣」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「国際的視野をもったアグリバイオリーダー育成プログラム(ALEP)」
本構想の申請内容の一部は、このプログラム内容を参考にしたものであり、参加した学
生の英語のスコアの追跡調査を行った結果、本構想の立案に至った。
【ショートステイ＆ショートビジット（双方向）】
・「Joint Workshop on Globalization, Regionalism and Human Security, Kyushu
University and Ateneo de Manila University」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「マヒドン大学（タイ）との教育連携プログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「日韓海峡圏カレッジ」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
・「国際資源人材育成のためのPBL型短期インターンシッププログラム」
上記プログラムと本構想の申請内容は実施部局が異なるので関連性はない。
（大学名：
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（参考）
参考全体で１ページ以内

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

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

平成 28 年度

人
人
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