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．

長崎大学

申請者

ふりがな かたみね

（氏名）

（大学の設置者）

片峰

ふりがな すさい

３． 構想責任者

（氏名）

須齋

ふりがな おかだ

４． 実施責任者

（氏名）

岡田

[ 国立 ]

機関番号

17301

学長

しげる

茂

（所属・職名）

まさゆき

正幸

（所属・職名）

ひろまさ

裕正

（所属・職名）

副学長・理事（国際担当）
経済学部・学部長

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。）

○経済学部
経済学研究科
国際健康開発研究科

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：長崎大学

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

25年度

事業規模

54,068

92,977

115,292 111,392 122,892

496,621

補助金申請額 52,298

87,357

106,672 102,772 102,272

451,371

７．本事業経費

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

1,770

5,620

8,620

8,620

20,620
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（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）

目標設定シート１

【目標設定シート１全体で５ページ以内】

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等
① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1 ページ以内】
≪大学の教育理念≫

長崎大学は、「長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ、豊かな心を育み、地球の平和を支える科学を創
造することによって、社会の調和的発展に貢献する」ことを教育理念としている。これに基づき、本学は、
国際戦略の一つの柱として、国際社会で活躍する人材育成を目的に、「多様性を受容し、自ら考え、自ら
進んで行動する素養」を有した国際性を教養教育の中で涵養することとした。
長崎大学経済学部は、創立以来百有余年「激動する現代経済社会の発展に貢献する実践的エコノミスト
の養成」を教育理念とし、日本を代表する総合商社やグローバル企業のトップを始め、日本の成長を支え
てきた国際社会で活躍しうる人材を育成してきた。欧州金融危機に代表される激動の時代を生きる我々に
は、体験したことのない課題が突き付けられている。このような時代にこそ、経済学や経営学等の基礎知
識を基盤とし、それを現実の課題に応用する能力を有し、世界的な課題に立ち向かう気概と以下で定義す
るグローバル・ソーシャル・レスポンシビリティのマインドを持つ人材の育成が求められる。
≪構想の目的≫

本構想の目的は、グローバル・ソーシャル・レスポンシビリティ（GSR）マインドを有したグローバル
に活躍しうる人材の育成である。GSR マインドとは、自己、自社、自国などの自分を中心とする範囲の利
益ではなく、当該事象のすべての当事者の利益を相互に理解し、当事者間で合意可能な解決策を見いだし、
課題を主体的に解決しようとする「志」と定義する。それは、単なる利害調整ではない。本構想で育成す
る人材は、利害の相違を生み出す文化や歴史の多様性を理解した上で、当事者間で合意しうる解を模索で
きる人材である。これにより、当事者間で相互信頼関係が構築され、当事者すべてが主体的に課題解決に
参加可能となる。本構想では、長崎大学経済学部の伝統を継承し、世界的課題に対して GSR マインドを
有するグローバル人材の育成を目指す。
現在、BOP（Base of the Pyramid）と呼ばれる約 40 億もの人々が囚われている極度の貧困問題、温室
効果ガス排出問題に代表される環境問題など、地球規模で取り組むべき多くの課題が山積している。地球
規模で持続的な経済成長を享受するためには、地球上の人々が共同してこそ解決可能な課題が山積してい
る。こうした課題に対しては、現場に身を置き、多様な文化や歴史的背景と、それがもたらす異なる価値
観を理解し、多様な人々と価値観の共有化を図ることで信頼関係を築くことこそが最も大切であり、かつ
最も難しい。確立された相互信頼の基盤の上にこそ、多様な人々と共有できる解決策を導くことができる。
このように価値観の共有を通じた相互信頼の確立という視点に立ち、利害が複雑かつ広範な世界的課題に
対して、経済学や経営学等の基盤的知識を応用して課題解決に挑む意欲や使命感、
「志」を有する人材が求
められている。
これまで、長崎大学経済学部では大学院教育を中心に、グローバル人材の育成に努めてきた。平成 20
年度に採択された「新興金融市場分析の専門家育成プログラム」
（文部科学省、組織的な大学院教育改革プ
ログラム）では、欧米に比肩するほどに経済成長している東アジアの金融市場に注目した金融分野での専
門人材の育成に取り組んできた。現在は、文部科学省特別教育研究経費「アジア型ビジネス教育プログラ
ムの国際・産学共同開発」の助成のもと、アジアの文化や歴史的特徴を踏まえたビジネス人材育成プログ
ラムの開発に取り組んでいる。これらの特徴は、アジアという文化や歴史的背景の重視と、主な人材育成
方法としてのフィールド教育の導入である。
文化や歴史的背景の重視とフィールド教育手法の導入というこれまでの実績を基礎として、本構想にお
いては、海外留学や海外でのインターンシップと留学生との共修により、多様な文化を理解する能力と課
題の本質を把握するために現場に赴く行動力を育成し、高い英語コミュニケーション能力と経済・経営分
野の専門知識を身につけた、GSR マインドを有するグローバル人材を育成する。ここでは、4 年間の学士
プログラムのほか、早期卒業制度を利用した複数修士学位プログラムを開発実施する。進学を予定する大
学院は、経済学研究科の他、8 ヶ月間の海外インターンシップが修了要件である本学大学院国際健康開発
研究科、国外の連携する大学院を予定している。なお本構想実施にあたっては、本学海外拠点の研究教育
支援実績を有する長崎大学国際連携研究戦略本部と連携する。
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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≫
【大学の教育目的】

長崎大学は、「本学学生・院生の国際活動を支援するための体制を整備し、国際交流を推進するととも
に、国際貢献・国際協力の現場で活躍できる人材を育成」し、「幅広い国際的視野と高い英語コミュニケ
ーション能力を涵養し、国際的に活躍し得る人材を育成する」ことを大学の国際化の目標として掲げてい
る。本構想は、経済学部、経済学研究科に加え、国際協力・国際保健分野でWHOやJICAといった国際機
関に幾多の実践的人材を輩出し、卒業要件として3週間の短期並びに8ヶ月の海外長期インターンシップを
実施している国際健康開発研究科、長崎大学の海外拠点（ケニア、ベトナム、ベラルーシなど）における
国際連携研究支援を目的として文部科学省国際研究推進事業に採択された長崎大学国際連携研究戦略本部
からの支援を受けて実施するものである。
【経済学部のグローバル人材育成実績】
経済学部の前身校である長崎高等商業学校は、大正6年の海外貿易科設置（文部省令第6号）以来、日本
を代表する総合商社をはじめ国際的に活躍するビジネス人材を輩出してきた。平成10年度の学部改革によ
り「経済分析と政策」等の1学科6コース制を採用してきた。平成26年度から実施する新カリキュラムでは、
現在の「国際関係」コースを「各国・各地域の社会と文化の独自性、多様性の深い理解に基づいて、国内
外で新しい時代を支える教養と確固たる基盤的専門知識を有する人材」の育成を目的としたコースに改編
する。
本構想は、高商以来のグローバル・ビジネス人材育成の伝統を踏まえ、経済学部の新カリキュラムにお
ける国際関係コースの核として位置付けるものである。
経済学部は、グローバル・ビジネス人材育成に関してこれまで以下のような実績を有する。
①概算要求特別経費「アジア型ビジネス教育プログラムの国際・産学共同開発」（平成23～25年度）
情報収集と分析能力を有し、アジアを中心にグローバル企業で活躍する人材育成を目的とした複数修士
学位プログラムの開発を西南財経大学や産業界との連携で進めている。
・西南財経大学（中国）、中央大学校（韓国）、カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校（米国）
との大学間交流協定の締結
②組織的な大学院教育改革プログラム「新興金融市場分析の専門家育成プログラム」（平成20～22年度）
アジアにおける海外フィールドワークをコアとして、新興国市場の現場に根ざした金融分野の高度専門
人材を育成してきた。
・西南財経大学と連携した海外フィールドワークの実施
・産業界（東京証券取引所、あいおいニッセイ同和損保等）と連携したインターンシップの実施
・国際学術会議「アジア金融市場国際カンファレンス」（経済学研究科主催、平成17年より毎年開催）
における英語での研究成果発表と英文修士論文作成
・主な就職先：Bank of China、丸紅中国、東京証券取引所
③その他の国際的な学生交流の取組
・チェンマイ大学（タイ）との交換留学（平成10年から、派遣19名、受入20名）
・西南財経大学金融学院からの学生の短期受入（ショートステイプログラム）
・上海財経大学（中国）における夏季集中講義「中国会計制度論」への学生派遣（平成17年以来約8O名）
本構想では、経済学の実績に基づいて「ビジネス人材教育コンソーシアム」(12ページ参照)を、産業界
や海外の大学と構築し、教育プログラムなどを開発する。また教育実施の主体として「ビジネス教育セン
ター」(12ページ参照)を設置する。
≪育成するグローバル人材像≫

本構想で育成する GSR マインドを有した人材像とは、以下のような人材である。それは、多国間の広
範囲にわたる多様な人々が当事者として関わるようなグローバルな課題を、
1. 特定の国や地域の枠や利害にとらわれずに俯瞰し、
2. 課題の現場に赴いて多様な文化や価値観を有する人々と価値観の共有化を通じて連携し、
3. 当事者間の信頼関係の上に策定された解決策を経済学や経営学などの専門知識を用いて導き、
解決できる人材である。
このような人材は、次の視点を持つ必要がある。
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1. GSR 課題俯瞰力：自己、または特定の当事者の利益に捉われることなく課題の本質を俯瞰する能力
①地球規模の課題に取組む意欲・使命感：広範かつ多様な関係する人々の利害を踏まえた上で、貧困や
環境汚染など地球規模の課題解決の意義を理解し、解決のために自ら行動する高い志
②幅広い教養：貧困、環境、健康等の地球規模の課題の本質を俯瞰し、把握するための素養
2. 多文化連携力：多様な文化や価値観を有する人々と信頼関係を構築し、連携する能力
③多様な文化を理解し、相互に信頼関係を構築する能力：多様性を尊敬する素養を有し、相互理解に基
づく信頼関係の重要性を理解し、信頼関係を構築し、多様な人々と協働することができる
④英語によるコミュニケーション能力：相手の主張を理解する認知力、自己の考えを相手に適切に伝え
る伝達力を持ち、高度な英語運用能力を有する
3. GSR 課題解決力： GSR マインドを基盤として、当事者間で合意可能な解決策を、経済学や経営学
の専門分野の知識を用いて策定する能力
⑤主体性：自ら課題の現場に赴き、自分の目で見て、自分の耳で聞き、課題の本質を自らの視点で考え
る姿勢を持ち、価値観を共有しなければならない当事者の範囲を適切に確定し、当事者間の利益の相
違を見極め、当事者間の信頼関係を構築し、共有できる解決策を導き、遂行する
⑥専門知識：経済・経営分野の高度な専門知識を実際の課題に援用できる

本構想で育成する人材は、以下のような活躍が期待される。
・ 国際的に事業展開する民間企業： 海外で事業展開する国内企業にとっては、自国とは異なる多様な
文化や歴史的背景をもった当事者間で合意された事業の推進が要求される。本構想では、このよう
な現場で活躍する人材を養成する。たとえば、世界展開する総合商社や海外現地法人の設立や海外
ネットワークの拡大を目指すアグレッシブな企業での活躍が考えられる。
・ 国際援助を主な対象とする公的部門や非政府組織(NGO)：GSR マインドを持つ人材が解決すべき
主要な課題は、国際援助を担当する機関や組織の課題とマッチしているが、その円滑な運営のため、
資金調達など企業におけるマネジメントのノウハウが必要とされている。貧困問題や環境問題に対
してビジネスの視点から独自の解決策を導出しうる人材は、伝統的な公衆衛生大学院や国際支援を
念頭に置く教育機関で養成される人材とは差別化される有用な人材となる。
【本構想の波及効果】
本構想で育成する GSR マインドを有する人材が取組む課題は多様である。したがって、国際保健に関
するグローバル人材を育成してきた国際健康開発研究科に加え、グローバル COE 事業において熱帯医学、
放射線医療分野のグローバル人材育成実績を有する熱帯医学研究所、医歯薬学総合研究科や、アジア水環
境技術者育成プログラムを実施している工学研究科のほか、環境科学部や、グローバル人材の育成を目的
とする新学部などとも幅広く連携が可能である。本構想で育成する GSR マインドを有する人材モデルを、
今後、
「危機に強く、現場に強い、行動する大学」という長崎大学の伝統を受け継ぐ、本学固有のグローバ
ル人材モデルとして全学に波及させることができる。
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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】

本構想で育成する人材は、以下のような
能力を有した人材である。
1.GSR 課題俯瞰力：特定の国や地域の枠
や利害にとらわれずに俯瞰する能力
①地球規模の課題に取組む意欲・使命感
②幅広い教養
2.多文化連携力：多様な背景や価値観を
有する人々と連携する能力
③多様な文化を理解し、相互に信頼関係
を構築する能力
④英語によるコミュニケーション能力
3.GSR 課題解決力：地球規模の課題に、
当事者間で合意可能な解決策を、専門
知識を用いて導く能力
⑤主体性
⑥専門知識
本構想では、学士課程教育を通じてグ
ローバル・ソーシャル・レスポンシビリ
ティ（GSR）マインドを醸成し、グロー
バル社会の発展に寄与する人材に要求さ
れるコンピテンシーを育成する。また、
早期卒業を利用した高度専門職業人育成
のための経済学研究科及び国際健康開発
研究科への進学プログラム（5 年間）
、西
南財経大学と連携した「複数修士学位プ
ログラム」も準備する。
① 地球規模の課題に取組む意欲・使命
感
地球規模の困難な課題に取り組み、多
様な価値観を有する人が共有できる解決
策を導出するためには、強い使命感を持
っていることが必要である。この使命感
を育むために、本構想では、現実の課題
の現場を体験する。そのため、1 年次前期で
は、GSR 概論（23 ページ参照）を開設し、地球規模の課題と経済学や経営学の専門知識の関係や具体的
な企業、NGO 等の取組の紹介を行う。その後、1 年次の夏季休業期間に、貧困などの課題に取り組むビジ
ネスの現場を自分の目で見て、肌で感じるための短期海外研修（23-24 ページ参照）をタイやバングラデ
シュなどで実施する。帰国後は、国際援助の現場で活躍を目指す国際健康開発研究科の大学院生と合同セ
ミナー（24 ページ参照）を行い、使命感の共有化を通じて、地球規模の課題に挑戦する意欲を涵養する。
② 幅広い教養
貧困、環境、健康などの問題が複雑に絡み合う地球規模の課題を俯瞰するには、単に経済学や経営学だ
けの知識だけではなく、幅広い知識を有する必要がある。このため、本年度から教養教育に導入されたモ
ジュール科目（24 ページ参照）の中でグローバル人材育成に関わる科目を履修する。モジュール科目では、
双方向型授業やアクティブ・ラーニングにより講義がなされるため、本構想で育成するコミュニケーショ
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ン能力や多様性を理解する能力も涵養できる。
③ 多様な文化を理解し、相互に信頼関係を構築する能力
地球規模の課題に対する解決策を導く場合、文化や歴史、制度の相違を理解する必要がある。このため、
本構想では、学部 3 年次に長期海外留学（19、24-25 ページ参照）を実施する。留学先は、構想の当初は
経済学部と交流実績がある、カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校（アメリカ）
、西南財経大学（中
国）
、中央大学校（韓国）とする。異文化、異なる言葉、生活習慣の中で生活することで、多様性を理解す
る重要性を肌で感じ、また理解する能力が育成される。
長期留学では、専門科目の履修のほか、現地企業でのインターンシップ（26 ページ参照）
、学生寮での
共同生活も体験する。留学前には、本学部の留学生と共に、英語科目の共修や共修ゼミでの討論（24、25
ページ参照）等も実施する。複数修士学位プログラムでは、博士前期課程 2 年次に海外フィールドワーク
を核とする長期留学を実施する。
④ 英語によるコミュニケーション能力
本構想では 2 年終了時（3 年時留学前）には海外で専門科目の単位修得が可能な英語運用能力の水準、
卒業時には英語による企画立案、交渉が可能な水準を目標としている。アジア諸国で活動する場合であっ
ても、英語でのコミュニケーションが主流となりつつあるため、英語運用能力を本構想で育成すべき外国
語能力とした。具体的な目標は以下のとおりである。
○学部 3 年次はじめ（長期留学時）
：TOEIC スコア 650 点程度を要求する。
○学部卒業時点：TOEIC スコア 800 点程度を目標とする。
（本構想における教育プログラムが平成 26 年度から実質的に開始されるため、これらの目標は 26 年度
入学者から適用する。
）
これらコミュニケーション能力を育成するため、教養教育での英語の他、本構想参加学生を対象とした
講義“English for Economics Majors”を開講する。また、専門科目の英文テキストを読む Specialized
Economics Subjects in English（18、
25-26、
35 ページ参照）
のほか、
4 年次には Advanced Academic Writing
を開講し、英語による卒業論文執筆の支援を行う（35 ページ参照）
。経済学等の専門科目には世界標準の
英文テキストを用いることで、留学時の単位取得に必要となる専門領域の英語リーディング力、ライティ
ング力を涵養する。
複数修士学位プログラムに進む学生は、博士前期課程において、ビジネス・イングリッシュやビジネス・
コミュニケーション科目や、アジア金融市場国際カンファレンスにおける研究報告や質疑応答により、専
門分野での英語運用活用の機会を確保する。修士論文は英語で執筆する。
⑤ 主体性
主体性とは、自ら課題を発見し、解決に必要な情報等を収集し、解決策を導きまとめる能力である。多
様な人々の間で共有できる解を導く過程では、ファシリテーション能力やリーダーシップも求められる。
こうした能力を身につけることにより、グローバルな現場で議論を主導など、プレゼンスを発揮する基盤
を形成する。
この能力を育成するために、留学時に海外インターンシップを実施（26 ページ参照）するほか、2 年次
の留学生との共修ゼミにおいて、企業と連携して現実に惹起している課題を取り上げ、その解決を図る
PBL 教育を実施する。解決策は、英語で卒業論文にまとめる（35 ページ参照）
。このほか、ティーチング・
アシスタント（TA）またはスチューデント・アシスタント（SA）として下級生を指導することを通じて
ファシリテーション能力を養う（25 ページ参照）
。なお、複数修士学位プログラムにおいても、博士前期
課程で企業と連携した PBL 教育を実施する。
⑥ 専門知識
本構想では、経済学や経営学の基礎的な知識を、日本語で教育することで、知識の着実な定着を図る。
グローバルな場面で活躍する専門領域の英語並びに専門知識を涵養するため、世界標準の英文テキストを
用いる。
また、複数修士学位プログラムでは、博士前期課程において、ファイナンス科目群及びアジア・ビジネ
ス科目群を中心に、金融、経営、会計分野の専門知識を修得する。
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目標設定シート２
本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数
② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。

全

学

平成２３年度

外国語力スタンダード
を満たす学生数
うち海外留学未経験
者数
（Ａ）
海外留学経験者数
（Ｂ）
卒業［予定］者数
（Ｃ）
比
率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）

平成２７年度

平成２８年度

１０人

１０人

２０人

４０人

５人

５人

８人

１０人

４０人

６０人

７０人

８０人

８５人

４２５人

４３０人

４３０人

４３０人

４３０人

４３０人

１５．１％

１７．４％

２０．５％

２２．１％

10 人（5）

10 人（5）

20 人（８）

40（10）

TOEIC 800
24 人

40 人

60 人

70 人

80 人

85 人

３カ月未満

22 人

35 人

55 人

65 人

75 人

75 人

３カ月～１年

2人

5人

5人

5人

５人

10 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

425 人

430 人

430 人

430 人

430 人

430 人

目標点は、企業等の国際部門従事者の平均を参考に設定。人数は、平成 23 年度及び平成２４年度の実績及び平
成 26 年度以降新カリキュラム実施により、本取組に参加する学生の数を考慮して設定。

修了時の外国語力スタンダード

2 人（0）

2 人（ 0 ）

3 人（ 1 ）

3 人（ 1）

海外留学経験者数

3人

3人

3人

3人

4人

4人

３カ月未満

3人

3人

3人

3人

3人

3人

３カ月～１年

0人

0人

0人

0人

1人

1人

１

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

15 人

8人

15 人

15 人

15 人

15 人

年

目標設定の考え方

海外留学経験者数

TOEIC 830

目標点については、これまでの受験者の最高点を考慮して設定。平成 26 年度から実施予定のデュアル・ディグ
リー制導入後は、2 年次に 1 年の留学を実施。

修了時の外国語力スタンダード

国
際
健
康
開
発
研
究
科

平成２６年度

海外留学経験者数

目標設定の考え方

経
済
学
研
究
科

平成２５年度

２４人

卒業時の外国語力スタンダード

経
済
学
部

平成２４年度

TOEIC 850
13 人

12 人

3 人（ 0 ）

3 人（ 0 ）

5 人（ 0 ）

6 人（ 0 ）

10 人

10 人

10 人

10 人

３カ月未満

０人

０人

０人

０人

０人

０人

３カ月～１年

13 人

12 人

10 人

10 人

10 人

10 人

０人

０人

０人

０人

０人

０人

13 人

12 人

10 人

10 人

10 人

10 人

１

年

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

目標点については就職先で求められるスコアを参考に設定し、達成人数については平成 26 年度入試から TOEIC
スコアを活用予定であることを考慮。海外留学については全員「長期インターンシップ」で 8 か月の留学を経験。

注１）平成２８年度の比率（
（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。
注２）
「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー
ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。
注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位
取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。
注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の
設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。
（対象：全学）
（測定指標・達成水準）
下記のとおり
（指標・水準設定の考え方）
下記のとおり
（達成する学生数設定の考え方）
下記のとおり（対象となる学生数(B)は、経済学部夜間主コースの学生数を含む）

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

１４人

１４人

２７人

４９人

４５５人

４５５人

４５５人

４５５人

３.１％

３.１％

５.９％

１０.８％

（対象：経済学部）
（測定指標・達成水準）
外国語力スタンダード TOEIC 800 点を満たしており、かつ、以下 3 つの測定指標をすべて満たしていることを達成水準とする。
①教養教育の（全学・学部）モジュール科目として設定されているグローバル人材育成のための科目を 12 単位修得している。
②英語で開講される専門科目を 3 科目以上修得し、延べ 3 か月以上の留学経験
③英文テキストを使用する経済・経営分野の専門科目を 2 科目以上修得し、GSR 関連テーマで英語の卒業論文を作成する。
（指標・水準設定の考え方）
それぞれの指標において、目標設定シート１③で設定した具体的能力を育成し、その水準を測定するものとする。
①GSR 課題俯瞰力育成のための科目→グローバル課題の全体像の把握、幅広い教養
②多文化連携力育成のための科目→異文化や制度の理解およびその受容力、コミュニケーション能力
③GSR 課題解決力育成のための科目→専門知識（英語による専門講義科目）
、主体性、専門知識を用いて解決策を導く能力
（達成する学生数設定の考え方）
平成 24 年度から、新しい教養教育のカリキュラムが開始されているため、現在の 1 年生が卒業する平成 27 年度は達成する学生の急激な増
加が見込まれる。現在の 2 年生以上については、学年ごとに適宜水準等を調整するものとする。夜間主コース学生は、社会人学生であり、
時間割の制約があるため、本構想では対象としない。なお、新カリキュラムの実施は 26 年度からとなるため、最初の卒業生（早期卒業）が
でるのが、平成 28 年度である。

経済学部
達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

10 人

10 人

20 人

40 人

365 人

365 人

365 人

365 人

2.7％

2.7％

５.５％

11.0％

（対象：経済学研究科（博士前期課程）
）
（測定指標・達成水準）
外国語力スタンダード TOEIC 830 点を満たしており、かつ、以下 3 つの測定指標をすべて満たしていることを達成水準とする。
①ビジネス・イングリッシュ、ビジネス・コミュニケーション科目群を単位修得している。
②アジア市場国際カンファレンスで英語による研究成果報告をしている。
③修士論文を英語で執筆する。
（指標・水準設定の考え方）
それぞれの指標において、目標設定シート１③で設定した具体的能力を育成し、その水準を測定するものとする。
①英語による講義科目群→コミュニケーション能力
②英語による成果報告とともに質疑応答を積極的にできる→コミュニケーション能力、主体性
③英語により研究成果をまとめることができる→専門知識を用いて解決策を導く能力
（達成する学生数設定の考え方）
新カリキュラムの実施が、26 年度からとなるため、最初の学部早期卒業生がでるのが、平成 28 年度、その卒業生が博士前期課程に進学す
るのが 29 年度であるが、すでに①～③については実施されている。そのため主に外国語スタンダードを満たすことが達成基準となる。なお、
本研究科では、社会人学生が約半数を占めているので、本構想への参加は難しいと予想される。

経済学研究科
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

2人

2人

3人

3人

15 人

15 人

15 人

15 人

13.3％

13.3％

20.0％

20.0％
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（対象：国際健康開発研究科）
（測定指標・達成水準）
外国語力スタンダード TOEIC 830 点を満たしており、かつ、以下 3 つの測定指標をすべて満たしていることを達成水準とする。
①特論基礎科目と特論応用科目から英語で実施される講義科目を最低 4 単位修得している。
②途上国における短期フィールド研修を 1 年次で合格しており、海外における長期インターンシップを終了している。
③課題研究の成果を修士論文（課題研究報告書）として英語で執筆する。
（指標・水準設定の考え方）
それぞれの指標において、目標設定シート１③で設定した具体的能力を育成し、その水準を測定するものとする。
①英語で実施される講義科目の受講→コミュニケーション能力
②海外における実習とインターンシップ→コミュニケーション能力、主体性
③英語により課題研究の成果をまとめることができる→専門知識を用いて解決策を導く能力
（達成する学生数設定の考え方）
平成 24 年度のカリキュラム改訂により必修科目 1 単位と選択科目 7 単位が英語による開講となった。本研究科学生の選択科目の最低修得単
位数は 3 単位であるため、4 単位を超える修得は修了要件外となる。今後、カリキュラム改革において英語授業の増設を計画しているほか、
平成 26 年度入試から TOEIC を導入する計画なので、平成 27 年度以降の修了者においては達成者の増加が見込まれる。

国際健康開発研究科
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

2人

2人

4人

6人

10 人

10 人

10 人

10 人

20.0％

20.0％

40.0％

60.0％
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】
○ ビジネス人材教育コンソーシアムの構築
本構想では、教育プログラムの開発に関するアドバイスや評価、学生の留学やインターンシップ先の開
拓や実施において協力を得る機関として、
「ビジネス人材教育コンソーシアム」を構築する。これまで、
本コンソーシアムには、西南財経大学、中央大学校、カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校や、
東京証券取引所、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社などと経済学研究科博士前期課程の教育プログ
ラムの開発実施で協力を得てきている。
また、本学国際健康開発研究科では、国際保健や国際協力の分野で世界有数の研究実績や実務経験を有
する有識者をアドバイザリー・ボードとして迎え入れている。アドバイザリー・ボードのメンバーは、学
生に国際保健分野のキャリア意識を明確化させるための講義や、学生との個人面談を実施しているほか、
教員に対する教育方法の研修、カリキュラム改善案の助言も行っており、これまでのカリキュラム改革や
教育方法の改善として結実している。こうしたノウハウを本構想のコンソーシアム構築に活用する。
本構想におけるプログラムの将来的な展開のために、参加大学や企業の数や範囲を拡大すると同時に、
コンソーシアム会議を毎年 12 月ごろに開催する。この会議では、本構想での教育プログラムの内容につ
いての助言や評価、本学部・研究科学生の留学プログラム等の検討のほか、専門知識の教育などでは、コ
ンソーシアム全体でテキストの作成を行う。
○ ビジネス教育研究センターの設置
本構想の実施にあたり、長崎大学国際連携研究戦略本部、広報戦略本部等の全面的支援を得て「ビジネ
ス教育研究センター」を、経済学部内に設置する。本センターは、海外インターンシップを含む留学プロ
グラム、英語コミュニケーションを育成するプログラム等の開発、ビジネス人材教育コンソーシアムとの
連絡や調整、留学時の危機管理、情報公開などを担う。
ビジネス経済教育センターは、本構想の実施の事務局機能を果たすため、教育担当副学長をセンター長
とする。本センターには、常勤の教員 2 名と職員 2 名を雇用するほか、本構想の実施にあたる語学教員や
専門科目担当教員が構成メンバーとなる。
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目標設定シート３
大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】
※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率
平成２３年度
海外留学者数

（Ａ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

211 人

218 人

265 人

422 人

579 人

901 人

（149 人）

（169 人）

（219 人）

（303 人）

（452 人）

（666 人）

43 人
12 人）

116 人
（ 17 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

修士・博士前期課程
在籍者

34 人
（ 20 人）

38 人
（ 27 人）

47 人
（ 39 人）

79 人
（ 59 人）

112 人
（ 90 人）

173 人
（142 人）

学士課程在籍者

159 人
（129 人）

170 人
（142 人）

207 人
（179 人）

307 人
（236 人）

424 人
（350 人）

612 人
（507 人）

9,103人

9,082人

9,038人

8,980人

8,942人

8,893人

2.3％

2.4％

2.9％

4.7％

6.5％

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

18 人
0 人）

10 人
0 人）

（

1.6％）

（

1.9％）

（

11 人
1 人）

（ 2.4％）

（

36 人
8 人）

（

（ 3.4％）

（ 5.1％）

10.1%
（ 7.5％）

海外留学プログラム等の開発及び留学支援を行い、平成２８年度において、日本人学生の海外留学者の比率を
１０％以上とする。

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

３ヶ月以上１年未満

197 人

１年以上

13 人

合 計
1人

211 人

（146 人）

（

2 人）

（

1 人）

（149 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

18 人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

修士・博士前期課程
在籍者

22 人
（ 19 人）

（

11 人
0 人）

（

1人
1 人）

34 人
（ 20 人）

学士課程在籍者

157 人
（127 人）

（

2人
2 人）

（

0人
0 人）

159 人
（129 人）

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

18 人
0 人）

9,103人

9,103人

9,103人

9,103人

2.2％

0.1％

0.0％

2.3％

（ 1.6％）

（ 0.0％）

（ 0.0％）

（ 1.6％）
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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

（Ａ）

平成２５年度
（H2５.5.1）

40９人
（ 11９人）

平成２６年度
（H2６.5.1）

513 人
（ 166 人）

平成２７年度
（H2７.5.1）

626 人
（ 201 人）

902 人
（ 329 人）

200 人
5 人）

239 人
（ 10 人）

142 人
（ 39 人）

165 人
（ 44 人）

（

103 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

82 人
21 人）

（

101 人
0 人）

（

（

123 人
98 人）

159 人
（ 131 人）

189 人
（ 157 人）

240 人
（ 202 人）

292 人
（ 247 人）

501 人

613 人

743 人

889 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

405 人

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

104 人
（ 28 人）

121 人
（ 33 人）

130 人
5 人）

（

148 人
8 人）

（

（

175 人
14 人）

（

206 人
28 人）

（ 119 人）

（ 151 人）

（ 180 人）

（ 230 人）

（ 281 人）

9,082人

9,038人

8,980人

8,942人

8,893人

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

（

168 人
3 人）

757 人
（ 260 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

120 人
2 人）

平成２８年度
（H2８.5.1）

4.5％
（ 1.3％）
4.5％
（ 1.3％）

5.7％
（ 1.8％）

7.0％
（ 2.2％）

5.5％
（ 1.7％）

6.8％
（ 2.0％）

8.5％
（ 2.9％）
8.3％
（ 2.6％）

10.1％
（ 3.7％）
10.0％
（ 3.2％）

留学生の受入れ体制を整備するとともに、協定校との留学プログラムの開発を行い、平成２８年度において、
目標設定の考え方

外国人留学生比率を 10％以上とする。

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

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

１

中華人民共和国

230人

227人

２

大韓民国

58人

58人

３

ベトナム社会主義共和国

13人

13人

４

ケニア共和国

13人

13人

５

バングラデシュ人民共和国

10人

10人

６

タイワン(台湾)

9人

9人

７

インドネシア共和国

9人

9人

８

オランダ王国

8人

8人

９

エジプト・アラブ共和国

7人

7人

タイ王国

7人

7人

45人

44人

409人

405人

１０
その他

マレーシア等

合 計
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※）
※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。
平成２４年度
外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

146回

194回

259回

355回

454回

8,785回

8,833回

8,889回

8,922回

9,086回

1.7%

2.2%

2.9%

4.0%

5.0%

外国人教員の採用、教員の海外研修及びグローバル教育力向上の FD 実施等により、平成２８年度まで
目標設定の考え方

に外国語による授業の実施率を５％以上とする。

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

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員
総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

247 人

260 人

270 人

280 人

29５人

34 人

46 人

54 人

62 人

7５人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

23.1％

24.3％

25.2％

26.2％

27.６%

外国語教育の充実を図るために外国人教員を採用し、また、日本人教員の採用においては、国外での学
目標設定の考え方

位取得者や国外で通算１年以上の教育研究歴を有する者の採用を推進する。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）
総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

597 人

609 人

657 人

746 人

866 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

55.8％

56.9％

61.4％

69.7％

80.9%

教員の採用においては、原則、博士号取得者とし、現職教員についても博士号の取得を推進することに
目標設定の考え方

より、平成２８年度までに博士号取得者の割合を８０％以上とする。

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）

9,082人

9,038人

8,980人

8,942人

8,893人

総教員数（Ｂ）

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

1,070 人

8.5

8.4

8.4

8.4

8.3

割

合（Ａ／Ｂ）

人件費削減が迫られているところであるが、現状維持を図る。
目標設定の考え方
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

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）

TOEIC 800 点

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

11 人

19 人

27 人

36 人

450 人

450 人

450 人

450 人

450 人

2.4％

4.2％

6.0％

8.0％

10.0％

45 人

留学生や外国人教員との対応を円滑に行うために、英語（ＴＯＥＩＣ800 点以上）や中国語（中国語
目標設定の考え方

検定３級以上）等の事務職員を採用するとともに、現職の職員に対して語学研修や短期海外研修の実施
による能力向上を図り、スタンダードを満たす職員の増加を図る。

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）

17
（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）

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】

長崎大学では「長崎大学の国際戦略」を策定し、
「国際社会で活躍できる人材育成」を重要な柱とし
て位置づけている。平成 18 年度には医歯薬総合研究
科熱帯医学専攻を設置、平成 20 年度に、国際連携研
究戦略本部の支援の下で、海外における実習や長期
インターンシップを特色とする国際健康開発研究科
を設置し、同年に経済学研究科博士前期課程でも大
学院 GP によりファイナンスコースを拡充するな
ど、修士レベルでグローバル人材を育成してきた。
それぞれの教育プログラムにおける具体的な施策
としては、①専門教育における外国語運用能力の向
上、②英語による講義の増加、複数学位制度の推進、
③交換留学の推進、④外国語運用能力向上のための
環境整備等をあげている。
これらの具体的な施策に対する経済学部・経済学
研究科、国際健康開発研究科の現状は以下のとおり
である。

本構想では、本学でこれまで修士レベルで実践し
てきたグローバル人材育成の実績を活用し、平成 26
年度実施予定で計画されている経済学部のカリキュ
ラム改革の柱として、学士課程におけるグローバル
人材の育成事業へと拡張するものである。
本構想での教育、留学、インターンシップなどの
プログラムの開発および実施については、国際連携
研究戦略本部の全面的な支援を受けて大学院 GP 等
における実施体制を組織化した「ビジネス教育研究
センター」が行う。また、既に、西南財経大学、中
央大学校、カリフォルニア州立大学や東京証券取引
所、あいおいニッセイ同和損害保険会社などと連携
して「ビジネス人材育成コンソーシアム」を設置準
備している。本構想では、これを核に、本構想での
カリキュラム開発の協力やアドバイスや評価を受
け、それに基づく教育内容等の改善を図る。

①専門教育おける外国語運用能力の向上
経済学部・経済学研究科では、本年度から、卒業
までの 4 年間に 2 回の TOEIC 受験を義務付けてい
る。また、学部学生に対しては、100 周年寄付金を
利用した「英語力向上支援プログラム」を正規外の
科目として実施している。経済学研究科博士前期課
程においては、
「ビジネス・イングリッシュ」
、
「ビジ
ネス・コミュニケーション」を平成 24 年度に開設し
た。
国際健康開発研究科では、平成 20 年度から「国際
保健コミュニケーション」を正規外の科目として実
施しているほか、TOEIC 受験を推奨している。

① 専門教育における外国語運用能力の向上
今後も TOEIC の受験を義務付けるとともに、本
構想参加学生を対象に、English for Economics
Majors（2 単位、4 科目）を設置し、平成 26 年度入
学者 1 年次から 2 年次にかけて実施する。また、2
年次夏季休業期間には、カリフォルニア州立大学か
ら講師を招聘し、語学研修を実施する。
経済学研究科では、本年度より、カリフォルニア
州立大学から講師を招聘して「ビジネス・イングリ
ッシュ」の講義を実施する。
国際健康開発研究科では、平成 26 年度入学者から
TOEIC スコア提出を義務づける計画である。

②英語による講義の増加、複数学位制度の推進
経済学部では、英語教育科目を除くと、
「国際関係
論」
、
「国際経済学」
、
「国際経営論」
（各 4 単位）を英
語で実施している。現在の「国際関係コース」では、
「国際関係論」は、コース基礎科目、
「国際経済学」
及び「国際経営論」は、コース別科目として位置付
けている。新カリキュラムの検討の中でも、これら
の科目は継続して開講することを検討している。
経済学研究科博士前期課程設立時から、研究コー
スにおいて、
「日本・アジア国際関係特講」
、
「国際ア
グリ・ビジネス特講」
、
「国際経済学特講」を英語で
実施している。

② 英語による講義の増加、複数学位制度の推進
本構想では、英語による専門基礎科目（経済学及
び経営学）を増設する。本取組参加学生は、1 年次
後期に日本語によりこれらの科目の内容を十分に修
得したのち、2 年次前期に英語で履修する。また、
留学先での単位修得を可能とするため、マクロ経済
学、ミクロ経済学、経営学、会計学において標準的
な英語のテキストを用いた Specialized Economics
Subjects in English (各 2 単位、4 科目)を 2 年次に
実施する。
経済学部教員の英語講義能力向上のため、カリフ
ォルニア州立大学などに派遣し、講義内容について
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平成 20 年度からは、経営学修士（MBA）コース
のファイナンス科目群に三科目設置し、
「アジア市場
分析Ⅰ（制度分析）
」は西南財経大学金融学院から招
聘した非常勤講師、
「アジア市場分析Ⅱ（理論・政策
分析）
」及び「アジア市場分析Ⅲ（数量分析）
」では
本研究科教員によるオムニバス形式で、それぞれ英
語による講義を実施している。
さらに、平成 24 年度、MBA コースにアジア・ビ
ジネス科目群を新設し、
「アジア・ビジネス・マネジ
メントⅠ（グローバル・マネジメント）
」
、
「アジア・
ビジネス・マネジメントⅡ（エリア・マネジメント）
」
を第 2 セメスターから実施する。これらの科目は、
本研究科教員の他、韓国やタイ等からも非常勤講師
を招聘し、英語で講義をする。
現在、これらの実績を基に、経済学研究科と西南
財経大学との間で、複数学位の授与が可能となるよ
う履修可能な科目等の検討している。
国際健康開発研究科では、平成 24 年度のカリキュ
ラム改訂で、英語で実施する講義科目を 8 単位に増
加させた。
③交換留学の推進
本年度、西南財経大学、中央大学校と本学とで三
国間の大学間交流協定を締結した。これに基づき、
三国の大学間で、大学院生を含む学生の派遣受入が
可能となった。その具体的な実施の準備として、シ
ョートステイ・ショートビジットの資金を活用し、
本年度は両大学間での学生派遣受入を行う。既に、
西南財経大学から、昨年度は 7 名、本年度は 4 月に
8 名の学生が経済学部に滞在し、2 つのゼミとの交流
機会を設けた。また、経済学研究科からは博士前期
課程の 2 年生が、平成 21 年から毎年 10 月に、2 週
間の短期研修に行っている。
また、経済学部はこれまで主管部局として、平成
10 年にチェンマイ大学（タイ）経営学部・経済学部
と交流協定を締結し、交換留学を実施している。派
遣期間は、半年～10 カ月である。
国際健康開発研究科では、バングラデシュで 3 週
間の短期フィールド研修と、途上国における 8 ヶ月
間の長期インターンシップを必修科目としている。
④外国語運用能力向上のための環境整備
経済学部では、既にコンピュータを設置している
メディア・ステーション 3 教室に、語学自学自習環
境を提供している。また本学部のホームページで、
その利用方法を説明している。
本年 4 月から、本学部に CALL 教室が設置され、
運用が始まった。また、メディア・ステーション 1.2
においても、ヘッドセットを設置し、e-learning 教
材等を利用した学習が可能となっている。

の検討を行うほか、平成 24 年～25 年度を中心に、
ア メ リ カ 等 で 実 施 さ れ る Academy of
International Business などに教員を派遣し、先端
的な教育手法に関する情報収集を実施する。経営学
については英語による講義の試験的運用を次年度に
実施予定である。また、経済、経営分野の教員を国
際公募し、本構想に参加する学生のための英語科目
を実施する。
経済学研究科では、これまで設置してきた科目の
運営を継続する。博士前期課程において、西南財経
大学と協力し、ファイナンス分野、経営学分野での
複数学位取得が可能な複数修士学位プログラムを構
築する。学部新カリキュラム実施と連動して平成 26
年度入学者から適用する。
国際健康開発研究科では、今後も英語で実施する
講義科目を増設し、主要科目の英語化を推進してい
く。

③ 交換留学の推進
本構想では、コンソーシアム参加大学がある中国
や韓国のアジア地域及びアメリカの他、最終的には
ヨーロッパの大学も加えた交換留学を可能とする。
これにより、アジア、アメリカ、ヨーロッパの世界
の三極に留学可能となるが、本構想期間中は、平成
26 年度入学者から、西南財経大学や中央大学校及び
カリフォルニア州立大学との交換留学を実施する。
本構想参加学生に対しては、留学前に、経済学部に
留学して来るこれらの地域の学生との共修ゼミや合
宿による共同生活等を通じて、語学だけではなく現
地の文化等の学習機会とする。
また、平成 25 年度は、
これらの大学への留学を試行的に実施する。
平成 26 年から開始する複数修士学位プログラム
では、平成 27 年度から、博士前期課程 2 年生を西南
財経大学へ長期留学させる。
国際健康開発研究科では、短期フィールド研修と
長期インターンシップにおける海外渡航を、必修科
目として継続する。
④外国語運用能力向上のための環境整備
英語教育の支援を目的とする専任のスタッフを雇
用し CALL システムによる自学自習を推進すると
ともに、学習教材や自学自習用の e-learning 用コン
テンツの充実と情報提供により、学生の利用を促す。
また、平成 24 年度に、双方向型講義を可能とするた
めのクリッカー、学習成果を学生自身が確認できる
ポートフォリオシステム等を整備する。
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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】

【本構想における取組】

○シラバスの充実・多言語化
長崎大学では、全学教務委員会と大学教育機能開
発センターが中心となって、学修教育目標やその達
成度の評価方法を明示したシラバスを開示してい
る。また、経済学部では、外国人留学生向けに、授
業科目名の英文一覧等を作成している。
経済学部においては、標準履修年次を学生に明示
し、1 年次生、2 年次生及び 3 年次生以上で時間割を
分けることにより、科目間の関連がわかるように配
慮している。経済学研究科でも同様に時間割での科
目配置により、段階的な履修が可能となっている。
国際健康開発研究科では、すべての科目について英
文シラバスを作成、開示している。
○カリキュラムの体系化
経済学部では、学部導入科目（本年度からは学部
モジュール科目）
、学部基礎科目、コース基礎科目、
コース別科目と体系的に科目を配列するとともに、
学生には標準履修年次を示して、その学年で履修す
るように指導している。
経済学研究科博士前期課程は、研究コースと経営
学修士コースに分かれている。いずれのコースも、
第 1 年次前期では、基礎科目として 5 科目（経済学、
経営学、統計学、データ・アナリシス、会計学）を
開設し、そのうち 4 科目 8 単位以上の修得を修了要
件としている。1 年次後期以降、専門知識を修得す
るための科目履修をするようにしている。
国際健康開発研究科では、1 年次前期に特論基礎
科目、夏季休業期間中の短期フィールド研修を経て、
1 年次後期に特論応用科目、2 年次に長期インターン
シップを配置し、講義と実習を組み合わせた体系的
なカリキュラムを実施している。

○シラバスの充実・多言語化
経済学部、経済学研究科ともに、学生に履修体系
を明確化するために、専門科目のナンバリングを導
入し、英語で実施する講義については英文シラバス
を作成する。
経済学研究科においては、授業科目名等の英文一
覧を作成する。
すでに作成済みであるカリキュラムツリーを、本
年度中にホームページに掲載する。

○カリキュラムの体系化
平成 26 年度実施予定の経済学部新カリキュラム
では、現行の昼間 6 コースを 4 コースに再編すると
ともに、これまでと同様に、体系的な科目配列を基
本方針としている。
本構想参加学生に対しては、まず GSR マインド
の基盤となる意欲・使命感の育成を目的に、1 年次
前期に貧困問題などの現状や企業の取組などを紹介
する GSR 概論、夏季休業期間に現場を直接体験す
るための短期海外研修、1 年次後期から 2 年次の教
養教育（全学モジュール科目）を履修する。専門知
識は、本学部での学部基礎科目に加え、2 年次にお
いて、世界標準の英文テキストを利用した
Specialized Economics Subjects in English を開講
し、経済学、経営学、会計学などの基礎知識及び、
長期留学の際に専門科目の単位修得に要求される高
いリーディング力、ライティング力を習得する。英
語コミュニケーション能力は、1 年次後期から 2 年
次後期まで English for Economics Majors 及び夏季
休業期間には語学研修を開講する。さらに、2 年次
での留学生との共修ゼミで、ソーシャル・ビジネス
のケースを利用したグループワークを通じて多文化
連携力を涵養する。これらの準備の上で、3 年次に
長期海外留学に派遣（海外インターンシップを含む）
し 4 年次において GSR 関連テーマで卒業研究（英
語論文作成）を行う。
経済学研究科と国際健康開発研究科においては、
現行のカリキュラム体系を継続する予定である。
○厳格な成績評価
○厳格な成績評価
本学の学務情報システム（Nu-Web システム）に
平成 26 年度実施予定の新カリキュラム導入とあ
より、履修登録、成績管理等は厳重に行なっている。 わせて、進学プログラムを希望する学生に対しては、
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長崎大学では、全学部・研究科において、履修登録
の上限制を設けている。経済学部でも、GPA による
成績管理を行っており、成績不良者に対しては、個
別に履修指導等を実施している。他方、GPA 成績優
秀者に対しては、履修登録の上限解除も認めている。
○履修登録上限単位数の設定
経済学部の上限単位数は、以下のとおりである。
1年
2年
3年
4年
44
48
40
40
また、学年ごとに、GPA2.8 以上の条件を満たし
た学生に対しては、上限解除を行っている。
経済学研究科では、各学期で 12 単位が履修登録上
限となっている。毎期の履修登録期間中に、学生は
指導教員と相談承認の上履修科目を決めている。ま
た、他のコースの科目を履修希望の場合には、教授
会での承認を必要としている。
国際健康開発研究科では、修了要件の 9 割が必修
科目であり、選択科目についても指導教員と相談承
認の上履修科目を決めている。
○主体的な学習の確立
経済学部では、平成 23 年度から経済学部本館に自
習室を整備した。また、夜間の学習を可能とするた
め、附属図書館経済学部分館の開館時間を午後 10：
30 までとしている。経済学研究科では、学生のため
に、学年別に院生研究室を整備し、学習用の机や共
同利用できるパソコン等を設置している。
英語等の語学学習のため、経済学部 CALL 教室や
本館メディア・ステーション 3 の英語の自習が可能
な部屋については、講義・演習で利用していない時
間は自学に利用できるようにしている。
国際健康開発研究科では、熱帯医学専攻等の学生
と共同の自習室を整備し、個人用の学習机や共同利
用できるプリンターを備えている。
○課題解決型学習の推進
本学では、教養教育において、平成 24 年度からア
クティブ・ラーニングを導入した教育が開始されて
いる。経済学部では、問題解決能力や情報発信力を
育成するため、昨年度、学長裁量経費によって、地
元企業と協力して 5 名の教員が実践体験型 PBL 教
育をゼミで実施し、その最終成果を協力企業の経営
者に対して発表し、講評や助言指導を受けた。
経済学研究科では、実践的な金融分析の人材育成
のため、中国への院生の派遣の他、東京証券取引所
等の協力を得て、学生の東京での研修を実施してき
ている。これにより、学生は、自らが構築した仮説
の現実性や中国での現状と課題に対する判断基準を
自ら構築することを可能としている。
国際健康開発研究科では、
JICA の PCM 研修に参
加し、プロジェクトの管理運営手法を身につけてい
る。

早期卒業の制度を導入する。そのための経済学部の
規程改正を平成 25 年度までには終わらせ、平成 26
年度から実施する。

○履修登録上限単位数の設定
本構想を含む新カリキュラムにおいても、上限制
及び上限解除については、継続する予定である。
特に本構想参加学生は、各学年で現在の GPA の
条件を毎年クリアすることを要件として課す。

○主体的な学習の確立
本構想に関わる講義や共修ゼミでは、少人数に配
慮するとともに、TA を配置して、アクティブ・ラ
ーニングを導入するとともにリーディングアサイン
メントなどを利用して、主体的学習を促進する。ま
た全学的に開発予定の学生ポートフォリオを本構想
対象科目に先行導入する。
環境整備として、自習室、院生研究室、附属図書
館経済学部分館の開館時間等は今後も継続するほ
か、アクティブ・ラーニング教材を整備する。
CALL システムについては、専任の技術職員を雇
用し、自主学習の支援と英語関連科目の教員の講義
での利用を支援するとともに、コンテンツの充実を
図る。
○課題解決型学習の推進
本構想に参加する学生に対しては、GSR マインド
に基づく課題解決力を育成するため、留学生との共
修ゼミ（10 人規模）を実施する。そこでは、ビジネ
ス教育に実績のあるカリフォルニア州立大学と協力
して、PBL やケーススタディなどを通じて具体的な
課題をとりあげ、学生が共同で学習しその成果をま
とめる。また、1 年次前期に開講する「GSR 概論」
では、BOP ビジネスや環境問題などに取り組んでい
る企業等を、経済学部同窓会「瓊林会」や長崎県庁
上海事務所の協力を得て選定し、講師を招聘し、個々
の企業が抱える具体的な課題やビジネス活動への取
り込みなどを学習する。
経済学研究科博士前期課程では、現在実施してい
る東京研修を継続実施するほか、アジア・ビジネス
科目群を履修する学生は、海外に進出している日系
企業等での海外現地研修を実施予定である。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

経済学部ホームページでは、経済学部独自または
本学ホームページとリンクして、教育活動の規模や
内容に関して、以下の情報提供をしている。
・学生に関する基本的な情報（卒業後の進路や、
受験者数・合格者数・入学者数など入学者選抜
に関する事項）
・明確な方針に基づく教育課程とその水準に関す
る情報（本学部・研究科の教育目的、概要、年
間シラバス、担当教員名）
・経済学部教員の教育研究情報
・外部資金の獲得状況
また、本学ホームページでは、以下の情報を提供
している。
・学術交流協定校一覧、国別来訪者数と渡航者数
・留学生の生活や教育に関する項目
さらに、高校生への進学説明会、高校生向けオー
プンキャンパス、高校生公開講座、出張講義、保護
者への説明会などを利用し情報を発信している。ま
た、個別に高校を訪問し学校情報の高校教員への浸
透を図っている。

①ホームページを利用した情報公開
広報戦略本部、国際連携研究戦略本部の支援を受
けて「ビジネス教育研究センター」が情報公開を主
管する。本センターは、専用のホームページを設け、
中央教育審議会が指摘した公表が望まれる項目や、
本構想の概要、本学あるいは相手大学で履修可能な
科目名、シラバスと単位数、単位互換制度の詳細、
留学時期や期間、単位認定方法、留学手続等につい
て公開する。日本語、英語の他、韓国語、中国語で
も行う。また、本構想参加学生の進路情報や、外部
評価及び評価に基づくプログラムの変更等について
も掲載する。
さらに、これまでの実施してきた様々な情報発信
の機会を通じて周知するほか、国際協力分野の中
学・高校生向けイベントで広報活動も実施する。
② シンポジウム等を利用した情報公開
平成 25 年度以降、
隔年で、本構想の成果について、
コンソーシアムに参加する大学、企業や国内大学の
関係者を対象に公開シンポジウムを開催する。海外
の大学も参加するため、英語によるシンポジウムと
し、構想参加学生が一般参加者の通訳を務める。

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】

○大学教育環境のグローバル化
本学では、大学国際戦略本部強化事業（平成17
～21年度）に基づいて、大学として国際協力機関等
との連携を推進するため、国際連携研究戦略本部を
設置した。国際連携研究戦略本部では、国際業務に
携わってきた人材をコーディネーターや事務職員
として雇用し、国際協力事業の受託を推進するほ
か、ケニア、ベトナムなどの海外拠点に職員を常駐
させている。教育支援においても、国際健康開発研
究科の海外長期インターンシップ（平成21～24年度
に17か国42名派遣）の学生支援や危機管理を実施し
てきた実績を有する。
経済学部においては、英語に堪能な職員 1 名を雇
用し、学務係に配置し、経済学部の外国人教員に対
する学務事項の伝達等を行っている。
○教育環境のグローバル化
本学では大学概要（英語版）を作成しているほか、
経済学部学生便覧の英語版を作成し、留学生に配布
している。

○大学教育環境のグローバル化
ビジネス教育研究センターでは、国際健康開発研
究科で海外インターンシップを支援した実績のある
国際連携研究戦略本部の全面的支援を受ける。当セ
ンターでは、コンソーシアム参加大学との留学プロ
グラム開発のための連絡、本学部・研究科学生の留
学や就職支援をするため、英語能力の高い常勤職員
2 名を、本年度より大学本部で開始された英語能力
の高い職員の中途採用制度を利用して、新規に採用
し、配置する。また、留学先での履修プログラムを
指導することが可能な、専任教員を 2 名採用する。

○教育環境のグローバル化
ビジネス教育研究センターを中心に、平成 25 年度
中に、学則、学部規則等の英語版を作成する。
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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】

【本構想における取組】

○大学が設定した目標との関連
長崎大学では、国際化に関して「本学学生・院生
の国際活動を支援するための体制を整備し、国際交
流を推進するとともに、国際貢献・国際協力の現場
で活躍できる人材育成」と「幅広い国際的視野と高
い英語コミュニケーション能力を涵養し、国際的に
活躍しうる人材育成」を中期目標としている。これ
に基づいて、医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻や国
際健康開発研究科を設置し、保健医療分野のグロー
バル人材を輩出してきた。
これと関連して、「国際感覚を身につけ、グロー
バルな観点から現代の経済問題を分析できるビジ
ネスパーソン」を育成する人材像の一つに掲げてい
る経済学研究科博士前期課程では、大学院 GP や特
別経費の支援を受けて経営学修士（MBA)コースを
中心に教育のグローバル化を進めている。これらの
中では一貫して既存の理論やモデルにとらわれず
に、自ら現場に赴き、そこでの情報収集に基づき現
場の特殊性を反映した独自の仮説構築を行う能力
を有した人材の育成を行ってきている。本構想にお
ける GSR マインドを有した人材育成という目標
は、本学の国際戦略を実現するために、経済学研究
科の実績に基づき策定している。

○大学が設定した目標との関連
本構想で育成する人材は、貧困や経済・社会格差、
あるいは健康・環境問題といった、地球規模の課題
を、特定の国や地域の枠や利害にとらわれず、多様
な背景や価値観を有する人々と信頼関係を構築し
て共通の価値観を作り出し、グローバルな視点で最
適な解決策を経済学や経営学の基盤的知識を用い
て導き、解決策を実行しうる人材である。このよう
な人材育成のため、本構想では、以下の能力を育成
するための教育プログラムを開発し、実施する。
1.GSR 課題俯瞰力：特定の国や地域の枠や利害に
とらわれずに俯瞰する能力
①地球規模の課題に取り組む意欲・使命感
②幅広い教養
2.多文化連携力：多様な背景や価値観を有する人々
と連携する能力
③異文化や制度を理解し、それを受容する能力
④英語コミュニケーション能力
3.GSR 課題解決力：地球規模の課題に、当事者間
で合意可能な解決策を、経済学や経営学の専門知
識を基盤に導く能力
⑤主体性
⑥専門知識

○教育目的に応じた取組内容
① 地球規模の課題に取組む意欲・使命感
これまで経済学研究科では、大学院 GP や特別経
費により、既存の理論に捉われず、自ら現地に赴き、
現地の課題に真摯に向き合って、課題を解決する姿
勢の涵養に努めてきた。
国際健康開発研究科では、1 年次夏季休業期間中
にバングラデシュで短期フィールド研修を実施し、
国際保健の現場における課題を実地で体験・考察
し、グローバルな課題として取り組むための意欲と
使命感を醸成してきた。

○教育目的に応じた取組内容
① 地球規模の課題に取組む意欲・使命感
本構想では、強い意欲と使命感をもって課題に取
り組む人材の育成のため、以下の講義と実地研修を
1 年次に実施する。
1.GSR 概論（1 年次前期、2 単位）
・位置づけ：世界規模で生じている課題の意義や経
済学や経営学がその課題にどのように関わるか
を教授する。
・講義内容：国際協力の現状、環境問題、貧困問題
などの具体的事例の紹介や解説
・担当者：GSR に取り組んでいる企業や NGO など
からの外部講師によるオムニバス形式
2.短期海外研修（1 年次夏季休業中、1 週間程度）
・位置づけ：学習モチベーションの向上、本取組の
意図の理解
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② 幅広い教養
長崎大学では、教養教育を抜本的に改め、本年度
4 月入学者から適用している。その柱は、語学教育
と、テーマごとに設定された体系的学習を可能とす
るモジュール制の導入である。このモジュール科目
には教養教育の中で開設される全学モジュールと、
各学部独自に開設する学部モジュールがある。
各モジュールでは、双方向授業やアクティブ・ラ
ーニング等も実施される。
国際健康開発研究科では、本学の全学部・研究科
の所属教員が教育に参画し、保健・医療分野から人
文・社会科学分野、マネジメント実務におよぶ幅広
い分野の講義が用意されている。
③ 異文化や制度を理解し、それを受容する力
経済学研究科大学院博士前期課程では、ファイナ
ンスコースを選択した 2 年次生を対象に、西南財経
大学金融学院の協力を得て、中国にフィールド研究
のため、学生を派遣している。
経済学部では、チェンマイ大学と交流協定に基づ
き、学生派遣・受入れを実施してきている。同大学
に留学した学生は、先方で取得した単位を本学部の
単位として読替えるとともに、卒業論文等の作成に
あたっては、情報技術を活用した遠隔指導も可能と
している。また、平成 23 年 9 月にはチェンマイ大
学経営学部学生が本学部を訪問し、経済学部学生と
共同セミナーを実施したほか、教員の研究報告会も
開催した。
さらに、経済学部では、3 年次生を対象に、上海
財経大学会計学院において「中国会計制度論」を実
施している。これは中国における会計制度の特徴
を、中国の専門家が講義することにより正確な知識
の提供を狙ったものである。経済学部学生向けの講
義であり、先方での評価を本学部の卒業要件として
認定している。
国際健康開発研究科では、2 年次に実施する長期
インターンシップにおいて、開発途上国で 8 か月間
の実務研修と課題研究に取り組むことにより、異な
る文化や宗教、社会経済的背景を持つ人々との交流
を通じて、異文化理解に基づく課題解決力の育成に

・内容：GSR 課題の取組事例として、貧困問題に
取り組む企業や NGO の見学（国際健康開発研究
科で実施するバングラデシュ研修やチェンマイ
大学と協働したタイ研修に参加）
3.国際健康開発研究科学生と合同セミナー
・位置づけ：同じ志をもち、分野の相違する学生と
の合同セミナーにより、課題を複眼的に捉えるこ
とが可能となり、GSR の意義を再確認する。
・内容：短期海外研修での経験を素材に、国際健康
開発研究科と経済学部の学生による報告と討論
② 幅広い教養
貧困、環境、健康などの問題が複雑に絡み合う地
球規模の課題を俯瞰するためには、経済学や経営学
の専門知識だけではなく、幅広い教養を有する必要
がある。このため、本年度から教養教育に導入され
た全学モジュール科目の中でグローバル人材育成
に関わる科目（例えば「グローバル社会へのパスポ
ート」
、
「核兵器のない社会を目指して」
、
「環境問題
を考える」
、
「コミュニケーション実践学」等から一
つを選択）を履修する。このほか、国際健康開発研
究科開講の「国際援助概論」等の科目も受講する。
また、全学モジュール科目の履修を通じて、本構
想で育成するコミュニケーション能力や多様性を
理解する能力の涵養も期待できる。
③ 異文化や制度を理解し、それを受容する力
本構想では、学生の異文化理解を促進するため
に、経済学部が主管する大学間交流協定により西南
財経大学、中央大学校、カリフォルニア州立大学サ
ンバーナディーノ校を中心に、本学部で受け入れた
留学生との共修及び学生派遣を行う。本構想が終了
するまでにポルト大学（ポルトガル）やライデン大
学（オランダ）などへの学生派遣を可能とする。こ
れにより、アジア・アメリカ・ヨーロッパ地域への
学生派遣が可能となる。
具体的には
1.留学生との共修ゼミ：貧困問題などに関するソー
シャル・ビジネス等の取組を取り上げ、本学への
留学生とのグループワークによる解決策の導出
を通じて異文化理解と課題解決力を育成する。
2.長期海外留学（学部 3 年次）
：専門科目の講義の
他に、NGO・多国籍企業を題材とした実地体験型
PBL やインターンシップの実施。
3.長期海外留学（経済学研究科博士前期課程 2 年次
（複数修士学位プログラム）
）
：西南財経大学金融
学院で、指導教員の下、講義受講、企業調査など
とそれに基づく英語による修士論文の執筆
経済学部の新カリキュラムの実施及びそれと連
動した経済学研究科の「複数修士学位プログラム」
の実施が平成 26 年度からなので、まず研究科 2 年
次の学生の長期派遣から行う。また、平成 26 年度

24
（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）

努めてきた。

④ 英語コミュニケーション能力
経済学研究科では、英語運用能力の向上のため
に、英語会話の教員を雇用し、博士前期課程 1 年生
には週 1 回、2 年生は週 2 回の割合で、正規外の時
間に指導をしている。特に 2 年生に対しては、国際
カンファレンス「アジア金融市場国際カンファレン
ス」の院生セッションでの報告に向けて、プレゼン
テーションの指導なども行っている。
経済学部学生に対する英語教育は、主に教養教育
で実施している。教養教育では、プレイスメントテ
ストによってクラス分けをした教育を行っている。
専門教育科目では、言語コミュニケーション（英
語）
、国際コミュニケーション、ビジネス英語、英
会話Ⅰ・Ⅱを提供している。また、100 周年寄附金
を活用して、平成 22 年度から、外国人教員を雇用
し、正規外の講義として、英会話を毎週火曜と木曜
に実施している。希望する学生を対象に事前にテス
トを行い、合格者を対象にしたものである。
経済学部では、短期・長期の語学留学に行く学生
が多い。主な渡航先は、中国、韓国、オーストラリ
アなどである。
英語等の語学学習面では、経済学部では平成 24
年 4 月に CALL システムを導入し、稼働を始めた。
現在、語学教育を中心に使用しているが、講義で使
用していない時間帯には、学生の自習用に利用可能
となっている。
⑤ 主体性
経済学部では、県内地元企業等と協力して、学生
自らが企業を訪問し、従業員等へのヒアリング等を
通じて発見した課題を集団で解決策を導く「実践体
験型 PBL ゼミ」を実施している。

⑥ 専門知識の習得
経済学研究科博士前期課程には、MBA コースと
研究コースがある。大学院 GP の支援を受けて、平
成 20 年度から、MBA コースでは、ファイナンス科
目群を設置し、
「アジア市場分析Ⅰ（制度分析）
」に
おいては西南財経大学から毎年非常勤講師を招聘
し、
「アジア市場分析Ⅱ（理論・政策分析）、
「アジ
ア市場分析Ⅲ（数量分析）
」の 2 科目については経
済学部教員がオムニバス形式により、それぞれ英語
で実施している。

からの新カリキュラム実施までは、学部学生の短期
派遣などを行い、学生派遣上の問題点などを把握す
る。
④ 英語コミュニケーション能力
English for Economics Majors 科目群（2 単位、
４科目）を履修させることにより、コミュニケーシ
ョン能力の向上を図る。これらの科目は、1 年次第
2 セメスターから 2 年次後期にかけて、Reading,
Writing, Listening, Presentation and Discussion
for Economics Majors 等の内容を、基礎から学習す
るプログラムであり、3 年次に専門科目を海外で履
修するための不可欠な英語運用力を涵養する科目
群である。
これらの科目を実施するために、本構想では、常
勤の専任教員を 2 名雇用し、学生に対する指導をす
る。これにより、学生が英語をほぼ毎日学習できる
環境を整備する。
研究科では、左記の事項を継続する。これまで「ア
ジア金融市場国際カンファレンス」は日本で行って
きたが、本構想期間中は、ビジネス人材教育コンソ
ーシアム参加大学の西南財経大学や中央大学校で
も開催する。

⑤ 主体性
自ら現地に赴き、現場の課題を的確に捉え、解決
策を導出するためには、上記①～④に加え、リーダ
ーシップなどの育成も必要である。本構想では、留
学生との共修ゼミにおいて、BOP 問題や環境問題
などに具体的に取り組む企業の事例研究等を行い、
そこで議論を円滑に遂行する能力や、議論をまとめ
る能力、他人の意見を受容する能力などを涵養す
る。また、すでに留学経験を有する 4 年生を TA と
して雇用し、留学の経験を生かしたファシリテーシ
ョン能力の育成も併せて実施する。
⑥ 専門知識の取得
本構想では、
「国際関係コース」に所属希望の学
生の中から、本構想に参加希望の学生を募り、本構
想で設定した教育プログラムの科目を履修した上
で、留学等に参加をする。
本構想では、経済学と経営学を中心とした専門知
識を教授する。基礎科目として、1 年次後期では、
マクロ経済学、ミクロ経済学、経営学、会計学の基
礎を、日本語で学習する。2 年次には、経済学、経
営学、会計学など留学先での単位取得のための準備
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さらに、平成 24 年度からは、アジア・ビジネス
科目群を設置し、
「アジア・ビジネス・マネジメン
トⅠ（グローバル・マネジメント）
」
、
「アジア・ビ
ジネス・マネジメントⅡ（エリア・マネジメント）
」
を開講している。
研究コースでは、
「日本・アジア国際関係特講」
、
「国際アグリ・ビジネス特講」
、
「国際経済学特講」
が英語で実施されている。
経済学部では、平成 10 年度のコース制導入以来、
専門科目のうち、
「国際経済学」
、
「国際関係論」
、
「国
際経営学」については、外国人教員が担当している。
国際健康開発研究科では、アドバイザリー・ボー
ドのメンバーによる特別講義を英語で実施してき
たほか、平成 24 年度から常設科目でも英語で実施
する講義科目を 8 単位まで増加させている。

として、標準的な英文テキストを用いた講義（2 単
位、4 科目）を開講する。これにより、学生はリー
ディング力やライティング力をつける。
さらに成績優秀で大学院進学を希望する学生に
対しては、大学院進学を前提として 3 年次卒業を可
能とする。
経済学研究科博士前期課程では、経営学修士コー
スを中心に既に改革を実施している。本構想の中
で、今後もこれらを継続する予定である。これに加
えて、西南財経大学との間で複数学位の授与を可能
とする教育プログラムを、平成 26 年度から実施す
る。国際健康開発研究科では講義の英語化をさらに
推進する。

○教育課程における位置づけ
経済学研究科博士前期課程は、研究コースと経営
学修士（MBA）コースに分かれている。MBA コー
スは、マネジメント科目群、アカウンティング科目
群、ファイナンス科目群に特化し、その専門知識の
体系的な学習に基づく職場における諸課題の解決
を狙いとしている。これまでの研究科での取組は、
MBA コースを対象としたものであり、金融市場の
高度な分析能力の育成を目的に、ファイナンス科目
群の科目の増設などを行ったものである。本年 4 月
からは、さらに「アジア・ビジネス科目群」を新設
し、アジアを中心とした国際企業で活躍できる人材
の育成のための科目を設置している。

○教育課程での位置づけ
本構想は、これまでの経済学研究科での実績を基
に、経済学部のカリキュラム改革との関連で、グロ
ーバル教育を推進しようとするものである。
平成 26 年度実施予定の新たなカリキュラムでは、
現行の 6 コースを 4 コースに再編する予定である
が、本構想はその枠組みを前提としている。本構想
では、4 年で卒業する学生のための「学士プログラ
ム」と大学院に進学する「複数修士学位プログラム」
とをおくが、複数修士学位プログラムでは、早期卒
業制度による、経済学部と経済学研究科、連携する
研究科の一貫したカリキュラムとすることにより、
一層高度な専門知識の習得を可能とする。

○インターンシップや産業界からの講師派遣
経済学研究科では、ファイナンス科目群を履修す
る博士前期課程 2 年生を対象に、東京研修を行って
いる。世界市場としての東京証券取引所、機関投資
家の代表としてのあいおいニッセイ同和損害保険
会社などと連携を組んで実施している。
また、経済学部同窓会「瓊林会」と協力して、国
内外の企業で活躍する卒業生による学生向けの講
義「総合経済」や、九州・アジアビジネス研究会に、
企業経営者や研究者を招聘して、アジア諸国での企
業活動状況についての講演を実施している。
国際健康開発研究科では、WHO や JICA などの
国際協力機関や NGO と連携して、途上国で 8 ヶ月
間の長期インターンシップを実施している。

○インターンシップや産業界からの講師派遣
本構想に参加する学生に対しては、留学期間中に
海外の企業でのインターンシップを行う。インター
ンシップの期間は 1 週間を現時点では予定する。イ
ンターンシップ先の選定については、学生の留学先
となる西南財経大学、中央大学校やカリフォルニア
州立大学の協力のもと実施し、これ以外では長崎県
上海事務所や上海財経大学などの協力のもと、上海
においてもインターンシップを計画中である。
また、経済学部同窓会である「瓊林会」の協力に
より、岡三証券、アサヒビールなど本学部同窓生が
企業の中核で活躍している企業や、連携実績のある
あいおいニッセイ同和損害保険などの海外支店の
協力を得て海外インターンシッププログラムを開
発する。
国際健康開発研究科では、海外でのインターンシ
ップを継続し、本構想参加学生への支援も行う。
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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
教員公募の情報は、インターネット等で公表して
おり、海外に留学している研究者にも閲覧可能とし
ている。
経済学部では、現時点で、
「国際関係論」、「国際
経済学」
、
「国際経営論」
、
「アジア経済論」
、
「財務会
計論」の 5 科目に 5 名の外国人教員（インド、オー
ストラリア、フィリピン各 1 名、中国 2 名）を配置
している。これらの教員に対しては、英文による学
生便覧を作成し、学部関連規則や履修要項等につい
て日本人教員と同じ情報を共有できるように努め
ている。
経済学研究科では、
「アジア市場分析Ⅰ」、「ビジ
ネス・イングリッシュ」
、
「アジア・ビジネス・マネ
ジメントⅠ（グローバル・マネジメント）」等に、
海外から研究者を非常勤講師として招聘している。

○外国人教員
本構想の実施期間中でも、インターネットを活用
した公募は今後も継続する。海外への情報を発信す
るため、募集要項を英語で作成する。
本構想では、現在雇用している外国人教員に加え
て、英語運用力の向上のための教員および経済学や
経営学を英語で教授できる教員の採用を予定して
いる。
学部の学生便覧に加えて研究科の学生便覧につ
いても英語版を作成し、外国人教員に対する便宜を
図る。
本構想期間中も、海外の大学から招聘した教員
が、研究科の講義を担当する。

○外国語による教育経験を有する教員
経済学部所属の外国人教員は、本学部及び経済学
研究科の科目を、英語で講義しており、そこに所属
するゼミ生は英語で卒業論文を執筆している。
また、経済学研究科博士前期課程経営学修士
（MBA）コースに設置したファイナンス科目群にお
ける「アジア市場分析Ⅱ」
、
「アジア市場分析Ⅲ」で
は、本学部教員がオムニバス形式で講義を担当して
いる。また、MBA コースに新設したアジア・ビジ
ネス科目群の「アジア・ビジネス・マネジメントⅠ
（グローバル・マネジメント）
」
、
「アジア・ビジネ
ス・マネジメントⅡ（エリア・マネジメント）
」
、
「ビ
ジネス・コミュニケーション」でも、オムニバス形
式で経済学部教員が、英語で講義をする。
経済学研究科の科目を担当する経済学部教員に
は、西南財経大学金融学院及び同会計学院、カリフ
ォルニア州立大学サンバーナディーノ校経営行政
管理学部、チェンマイ大学経営学部において、英語
で講義をした実績を有する者もいる。また、英語に
よる講義の力の向上のため、カリフォルニア州立大
学サンバーナディーノ校に、平成 24 年 2 月に教員 1
名を派遣した。
国際健康開発研究科では、世界各地の途上国での
実務経験や海外大学での教育経験を有する教員を
専任教員として雇用している。

○外国語による教育経験を有する教員
本構想期間中も引き続き左記の科目におい経済
学部教員が英語による講義を行う。
さらに「ビジネス人材教育コンソーシアム」に参
加しているカリフォルニア州立大学サンバーナデ
ィーノ校経営行政管理学部と学術交流協定を結び、
本学部教員の短期派遣が可能となった。これによ
り、本学部教員が同校において英語による講義を行
う予定である。また、当該大学に滞在期間中、アク
ティブ・ラーニングや PBL プログラム開発のため
の FD に参加する。本構想では、ライデン大学やポ
ルト大学、あるいは本学が交流協定を締結している
他の大学にも同様のプログラムを拡大する。
派遣期間は、2 週間を現時点では予定しており、
派遣時期は、夏季休業期間や春季休業期間が中心と
なる。
また、平成 25 年度以降は長期派遣を予定してい
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】

○グローバル教育力向上のための取組
長崎大学では平成 17 年度に国際活動を全学的な
観点から推進する組織として、国際機関や JICA か
ら学内外の専門家集団を結集して国際連携研究戦
略本部を設置し、世界展開に向けた実績を蓄積する
とともに全学的な教育研究活動の国際展開と国際
人材の育成を図ってきた。医歯薬学総合研究科熱帯
医学専攻においては、すべての講義を英語で行って
いる。また、国際健康開発研究科では公衆衛生大学
院の国際基準に基づくカリキュラムを策定してお
り、アドバイザリー・ボードの助言の下で、教員の
研修も実施している。
経済学研究科では、アジア市場分析Ⅰの担当者を
西南財経大学から招聘した際に、経営学修士コース
のファイナンス分野の講義内容・学生の理解度に関
する FD を開催している。
また経済学研究科が主催している「アジア金融市
場国際カンファレンス」の開催時に、本研究科の学
生の報告内容、プレゼンテーションスタイル、英語
力などについての感想を出席者に求め、次年度以降
の報告の際の指導に利用している。

○グローバル教育力向上のための取組
本構想では、国際健康開発研究科の海外における
実習やインターンシップを支援してきた実績を有
する国際連携研究戦略本部の全面的な支援を受け
て、従来の危機管理体制マニュアルなどを拡充する
とともに、海外短期研修や長期海外留学を実施す
る。
本構想で開発するカリキュラム全般、講義内容、
学生の英語運用能力等については、
「ビジネス人材
教育コンソーシアム」参加大学や国内の大学、GSR
事業を実施している企業等から講師を招聘し、本構
想で育成しようとする人材教育の手法や、英語運用
能力育成のための教育方法、海外留学プログラム等
に関する教育内容について、本学部教員を対象とし
た FD を、毎年実施する。

○教育力評価のための取組
経済学部・経済学研究科における昇給や勤勉手当
の成績優秀者選考時の教員評価の際、海外での教育
について自己申告が可能となっている。
教員の採用、昇進時においては、人事選考委員会
において、教員の科目適合性についての評価を行っ
ている。

○教育力評価のための取組
経済学部・経済学研究科では、昇給や勤勉手当の
成績優秀者選考時における教員評価において、これ
までの自己申告を義務付けることを検討している。
その際、教育面では、海外の大学での教育経験等を
記載することを求める。
また、平成 25 年度からの導入を目指して、教員
の業績評価について検討を、経済学部人事基本委員
会で開始している。業績評価項目は、
「教育」
、
「研
究」
、
「組織運営」
、
「地域貢献」の 4 項目に分け、具
体的な評価項目や評価点数について検討を行って
おり、運用に関しては、コース主任から構成される
評価委員会を設置する予定である。
このうち、
「教育」については、本学部・本研究
科だけではなく、海外の大学における教育や学生を
対象とした教育や講演などについても高く評価し、
グローバル教育力向上のためのインセンティブを
図る。
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○本構想におけるグローバル教育力向上の取組
本年 2 月に経済学部教員 1 名を、カリフォルニア
州立大学サンバーナディーノ校経営行政管理学部
に派遣し、講義の手法等について、学ぶ機会を得た。
また 3 月には、交流協定締結に向けての話し合いを
行い、毎年 2～3 月に本学部教員を最大 2 名派遣し、
講義方法等について学ぶ機会とすることで合意し
た。

○本構想におけるグローバル教育力向上の取組
本構想では、カリフォルニア州立大学サンバーナ
ディーノ校経営管理学部への教員派遣を行う。毎
年、2 月～3 月にかけて、2 週間程度、派遣する。
現地の大学では、教材等を先方の教員のアドバイス
の下での作成、FD に参加し、講義手法などを学ぶ。
同様のプログラムを他の大学にも拡大する。
平成 25 年度以降は半年以上の長期派遣によるグ
ローバル教育力向上プログラムを開始する。当初は
カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校に
派遣し、講義を担当する。この経験により、資料作
成、アクティブ・ラーニングによる講義手法などを
学び、帰国後は学部ないし学内で FD を開催し、学
部、学内に効果を波及させる。
また、交流協定を締結している西南財経大学、中
央大学校、チェンマイ大学等に教員を派遣し、講義
等をすることを奨励する。また、新たな教育手法や
アクティブ・ラーニング手法、ケーススタディ、教
育の質を高めるための手法などの情報収集のため
に、海外で実施される教育セミナーに教員を派遣す
る。派遣に基づく成果は、経済学部における FD で
報告し、本学部教員と共有する。
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様式４
様式４全体で３ページ以内

日本人学生の留学を促進するための環境整備
取組内容①

日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○学生への動機付け、留学準備・計画支援体制
本学における新入生オリエンテーション時にお
ける全学的な説明に加えて、経済学部独自の新入生
オリエンテーションでは、留学生委員長による海外
留学に関する案内、英語担当教員による「英語力向
上支援プログラム」の案内を行っている。
具体的な留学に関する情報は、本学国際交流課
が、随時そのホームページにおいて海外留学の募集
を行うとともに、国際交流委員会(海外留学専門部
会)において派遣先・語学取得能力等を審査した上
で派遣者の決定を行っている。また、海外留学希望
の日本人学生を対象とした海外留学説明会を開催
し、海外留学経験者による体験談が話され、海外留
学に関する理解を深めている他、国際交流課では随
時相談サービスを実施している。
国際健康開発研究科では、新入生オリエンテーシ
ョンの際に、途上国で実施する短期フィールド研修
や長期インターンシップにおける注意事項を説明
するほか、長期インターンシップ実施前に、海外留
学生安全対策協議会（JCSOS）等から講師を招き、
実習形式で事前オリエンテーションを実施してい
る。

○学生への動機付け、留学準備・計画支援体制
経済学部における新入生オリエンテーション時
において、留学案内や本構想の説明を行うほか、1
年次第 1 セメスターに開講される「GSR 概論」を
通じて、GSR 活動の重要性やそれをビジネス活動
に取り入れるために経済学や経営学を学ぶ必要性
などの理解を図り、動機付けを行い、意欲のある学
生の選抜につなげる。
3 年次における長期海外留学に向けた支援は、1
年次第 2 セメスターから開始する”English for
Economics Major”及び 2 年次夏季休業期間の語学
研修等によるコミュニケーション能力の育成だけ
ではなく、英語による標準的なテキストを用いたマ
クロ経済学、ミクロ経済学、経営学、会計学の講義
を行い、事前に語学力を含めた専門知識を習得し、
留学時のスムーズな修学に向けた基礎学力を養成
する。
また、学生の留学時の履修計画策定については、
「ビジネス教育研究センター」が中心となって、履
修可能な科目に基づく履修計画作成を支援する。
国際健康開発研究科で実施している海外研修前
のオリエンテーションを、本構想の学部学生用にア
レンジして、学生の留学を支援する。

○留学プログラム等の開発支援体制
経済学部では、大学間協定に基づいて留学した
学生が取得した科目と単位数については、その講
義内容を本学部教員がシラバス等で確認の上、単
位認定をしている。
経済学研究科では、大学院GP等の支援を受けた
教育プログラムについては、大学院運営委員会を
中心に企画する体制をとっている。これまで、西
南財経大学の協力を得て、経営学修士コースの2年
次生を中国フィールド研究に派遣し、大学での講
義の他、金融機関でのヒアリング調査などを実施
している。

○留学プログラム等の開発支援体制
本構想では、
「ビジネス人材教育コンソーシアム」
に参加する海外の大学および企業などと連携して、
国際連携研究戦略本部の支援の下で経済学部に大
学院 GP 等における実施体制を組織化した「ビジネ
ス研究センター」で留学プログラムの開発をする。
本センターでは、学生が留学時に取得可能で単位互
換が可能な科目の設定や留学時にインターンシッ
プ可能な現地の企業の選定、インターンシップ内容
について、コンソーシアムと連携して策定する。ま
た、経済学研究科の教育プログラム運営で協力を仰
いでいる企業（東京証券取引所、あいおいニッセイ
同和損害保険株式会社など）や本学部同窓生が経営
の中枢にいる企業（アサヒビール、岡三証券など）
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の協力を得ることによるインターンシップ先を確
保するとともに、現地での指導体制をコンソーシア
ム参加大学と連携して構築する。
本センターの設置にともない、海外の大学の教育
プログラムに精通し、日本人学生の留学支援の経験
等を持つ准教授を 1 名雇用する。
○留学等に関する情報や奨学金への取組
本学国際交流課が学術交流協定を締結した海外
の大学の国際関係部署と本学国際交流課の間で、
相互交換留学生のサポートを行うため、連絡・情
報共有体制を構築している。留学を考えている学
生のために「2012長崎大学海外留学ガイドブック
―世界はあなたを待っています」を作成し、留学
の概要、留学の準備、長崎大学交換留学制度、語
学試験体験者の声等の留学に関する様々な情報を
提供するとともに、留学に対する奨学金、留学関
連資料のリンク集を掲載し、全般的な情報をはじ
め、海外安全・生活情報など幅広い情報収集の便
宜を図っている。

○留学等に関する情報や奨学金への取組
ビジネス人材教育コンソーシアムに参加する大
学の留学情報については、ビジネス教育研究センタ
ーでとりまとめ、入学時のオリエンテーションや本
学部ホームページに掲載する。本センターは、留学
生センターや、国際交流課と連携して、留学先での
生活環境等についての情報提供や、留学経験者によ
る体験談を聞く機会を設ける。
本センターは、文部科学省、JASSO 等の公的機
関や民間団体、企業や海外の大学・協会が提供する
奨学金情報を収集する。また、本学部同窓会「瓊林
会」とも協力し、学生の渡航にあたっての経済的支
援体制を構築する。

○留学に際しての事前情報の提供
履修可能な科目については、国際交流課のガイ
ダンスのもと、留学を希望する学生が希望大学の
ホームページなどによって情報を得ている。
留学先で取得した単位については、帰国後の単
位認定の基準や手続きについては、学部が事前に
学生に周知している。

○留学に際しての事前情報の提供
本構想では、カリフォルニア州立大学、西南財経
大学、中央大学校などビジネス人材教育コンソーシ
アム参加大学が主な留学先である。これらの大学へ
の留学については、ビジネス教育研究センターに情
報を集約し、本構想参加学生に、留学時期、学年歴、
履修可能な科目等の情報を提供する。
これらの情報は、ホームページのほか、本取組の
オリエンテーションなどを通じて、学生に周知す
る。

○留学促進制度
現在、留学を促進するための経済的支援を経済学
部同窓会「瓊林会」と協議している。
経済学部から派遣した学生が、留学先の大学で
習得した単位については、その講義内容をシラバ
ス等で確認の上、本学部の関連科目の単位として
読み替えている。
卒業論文については、遠隔講義等の仕組みを利
用して、指導を受けることにより、提出可能とし
ている。

○留学促進制度
ビジネス人材教育コンソーシアム参加大学で修
得した単位の認定を可能とするための単位互換制
度を整備する。これらの事務手続きについては、ビ
ジネス教育研究センターが行う。
経済学部に配分された、運営費交付金等の活用の
ほか、学生の短期派遣については、ショートビジッ
トなどの外部資金やこれに類する学長裁量経費な
どへの応募を行う。
「瓊林会」との連携の下、留学希望者に対する
TOEFL 受験料補助、
留学する学生に対する奨学金、
交通費補助など、経済的支援の側面からのインセン
ティブを制度化する。
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○留学中のサポート
本学から派遣する学生に対する連絡体制は、渡航
前に留学生支援システムにメールアドレス等の情
報を登録させ、本学から情報等の提供等を行うとと
もに、各種相談にも応じている。履修登録について
は、本学の学務情報システム（Nu-Web）に、イン
ターネットを通じて学外からも登録可能としてい
る。また、4 年次生に対しては、指導教員が E-メー
ル等を使用した卒論指導により、留学先からでも卒
論の提出ができるよう便宜を図っている。

○留学中のサポート
ビジネス教育研究センターは、国際健康開発研究
科の海外インターンシップにおける学生支援や危
機管理運営実績のある国際連携研究戦略本部の全
面的支援の下で、本構想で海外に滞在する学生の情
報を管理する。特に学生の健康や安全管理について
は、現地大学の国際担当教職員や、学生と密に連絡
を取り、常時確認する体制を構築する。
また、履修登録等の必要事項について、本センタ
ーの職員が学生を常時サポートする。

○就職支援
本学では、企業の就職情報の積極的な収集ととも
に、就職希望者が自由に情報を収集・検索できる「就
職支援・キャリア情報コーナー」を設置している。
ここでは、専門の職員が就職情報提供会社の担当者
と連携して就職に関するさまざまな相談に応じて
いるほか、随時、就職ガイダンスや企業説明会等も
開催している。同様のコーナーは経済学部にも設置
しており、それぞれの専門分野の就職情報が自由に
閲覧できる。また、就職情報総合支援システム
（NU-Navi）を整備し、就職希望者が学外からもオ
ンラインで求人情報を閲覧可能にしている。

○就職支援
本構想では、4 年プログラムの学生は 3 年次に 1
年間、進学プログラムの学生は 3 年次に半年間の留
学をする。そのため、就職活動が本格化する時期に
は、日本にいるが、その前段階としての、各種就職
説明会等の情報については、ビジネス教育研究セン
ターが、経済学部の就職委員会や研究科運営委員会
と連携し、海外に滞在する学生に対して情報を提供
する。
また留学期間中に参加できなかった就職ガイダ
ンスの資料等を留学先からでも閲覧可能とする。

○リスク管理
本学は海外留学生安全対策協議会（JCSOS）に入
会しており、海外安全情報の提供を随時受ける他、
危機管理対応のコンサルティングやシミュレーシ
ョンを実施した。また、国際交流課が作成する学生
の海外派遣、留学生受入に伴う危機管理対応マニュ
アルに基づく危機管理を行っている。同マニュアル
には、派遣（留学）学生が行うべき危機管理対応も
記述されおり、これに基づく対応を指導している。
また、JCSOS から本学に入る危機管理情報は、
本学の全教員にメールで配信され、関連する場所に
いる教職員や学生に連絡し、注意を呼びかけたり、
帰国を促したりしている。

○リスク管理
長崎大学における危機管理体制および国際連携
研究戦略本部の全面的支援の下、ビジネス教育研究
センターが、ビジネス人材教育コンソーシアム参加
大学との連携をとり、対応する。また、本構想では
以下のことを実施する。
1．参加者に対する海外旅行保険への加入
2．長崎大学国際交流課が作成している「国際交流
（学生の海外派遣、留学生受入）に伴う危機管
理対応マニュアル」に基づく危機管理
3．上記マニュアルに記載されている日本人留学生
がすべき自然災害、交通事故対策、健康衛生対
策等に基づくオリエンテーションの実施

○履修アドバイザー等の整備
○履修アドバイザー等の整備
本部の国際交流課に海外留学・勤務経験者、及び
ビジネス教育研究センター教員が、海外留学する
ネイティブ職員 14 名を配置し、海外留学希望の日 学生に、教学面でアドバイス等を行う。また、留学
本人学生に対して、海外留学の留学経験を踏まえた 経験のある学生による生活面のアドバイスを行う。
サポートを行っている。
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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】

○4 技能の評価
経済学部の前期日程・後期日程の受験にあたり、
センター入試の英語を選択可能としている。また前
期日程では、数学と英語を入試科目として課してい
る。英語は、本学共通問題であり、英語Ⅰ・Ⅱ、オ
ーラルコミュニケーションⅠ、リーディング、ライ
ティングの能力を測る出題をしている。
経済学部が独自に実施している推薦入試では、主
としてリーディングを中心とした英語の問題を含む
小論文試験を課している。特に普通科高校以外の国
語や理数を主とする学科・系や総合学科に在籍する
学生等を対象とする推薦入試 B では、オーラルコミ
ュニケーションⅠ、英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング、ラ
イティングの全てを履修または履修中の学生にのみ
受験資格を与えている。
経済学研究科博士前期課程入試においては、専門
科目試験のほか、英語の試験も実施している。過去
3 年以内に、TOEFL において PBT530 以上、
CBT197 以上、iBT71 以上のスコアを取得した受験
生に対しては、英語科目の試験を免除している。
国際健康開発研究科では、専門科目試験のほか、
英語の試験も実施している。現状では、TOEIC 等
の検定試験のスコアを入試に利用していない。

○4 技能の評価
経済学部では本構想期間中も、前期日程・後期日
程の入試については、これまでの方式を継続する。
平成 26 年度設置予定の新学部で設定を検討され
ている「語学特別枠」
（留学経験・在外経験を有す
る者で、外国語運用能力に秀でる者を対象とした
枠）を参考に、推薦入試や AO 入試などの特別入試
で、英語検定等の受験をした者に対して一定の評価
を実施することを検討する。具体的には、AO 入試
において、語学資格取得者に対する「語学資格選抜
枠」の導入を進めるほか、推薦入試においても語学
資格取得者に対して、別途受験資格を与えることも
検討する。
また、外国人留学生入試において、TOEFL や
TOEIC 等の検定試験のスコア提出を求めることを
検討する。
3 年次編入学試験においても、本構想に参加希望
の受験者に対しては、TOEIC 等の検定試験の受験
を義務付けることを検討する。
国際健康開発研究科では、平成 26 年度入試から
英語の独自試験に代えて TOEIC スコアにより英
語運用能力を判定する計画である。

○留学経験の評価
経済学部の個別学力試験においては、留学経験や
在外経験を評価していない。本学部の AO 入試では、
資格・検定等を記載する必要があり、英検・TOEFL・
TOEIC 等の英語能力に関する資格・検定を受験し
ている場合には、その事実を証明するため成績証明
書の提出を求めている。
経済学研究科博士前期課程の入試においては、外
国において 16 年の課程を修了した者に対して、出願
資格を認めている他、15 年の課程を修了した者につ
いては、本研究科が所定の単位を優れた成績をもっ
て修得したと認める場合には出願資格を与えてい
る。
国際健康開発研究科でも同様に外国の大卒相当の
出願資格を認めているほか、アドミッション・ポリ
シーで青年海外協力隊（JOCV）経験等を推奨して
いる。

○留学経験の評価
経済学部では、AO 入試について、左記の取組を
今後も継続する。
また、平成 26 年度設置予定の新学部で設定を検
討されている「語学特別枠」
（留学経験・在外経験
を有する者で、外国語運用能力に秀でる者を対象と
した枠）を参考に、特別入試への留学経験の評価を
取り入れた選抜方法についての検討を行う。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○効果的な語学教育
教養教育において、英語科目では、1 年次第 2 セ
メスターから、プレイスメントテストに基づく習熟
度別教育を実施している。
経済学研究科博士前期課程においては、企業等で
必要とされる英語コミュニケーション能力の育成を
目的として、
1 年次に、
夏季集中科目として Business
English 、１年次第 2 セメスターに、Business
Communication を開講する。

○効果的な語学教育
本構想では、教養教育における英語の他、本構想
参加学生を対象に 10 名程度の 4 クラスのアドバン
ストクラスを設け、TOEIC スコア 800 点以上到達
のために、以下の講義を実施するとともに、英語教
育に特化した専任教員 4 名を雇用する。授業は基本
的に、英語で行う。また、語学学習用施設である
CALL教室の運営管理やe‐ラーニング教材の管理
のための技術職員 1 名を雇用する。
・講義名称：English for Economics Majors 科目群
（2 単位、４科目；科目名は①～④で提示）
・位置付け：留学時に必要となる、Grammar,
Reading, Writing, Listening, Presentation,
Discussion 等を経済学専攻学生向けに基礎から
学習する科目群
・1 年次後期：
①Introduction to Academic Reading
②Introduction to Academic Writing
・2 年次前期：
③Introduction to Academic Presentation &
Discussion
④ Intermediate Academic Reading &
Writing
2 年次後期には、経済学、経営学等を標準的な英
語 テ キ ス ト を 用 い て 学 ぶ 科 目 Specialized
Economics Subjects in English、さらには、海外
留学後の 4 年次には、Advanced Academic Writing
および英語による卒論作成の過程を通じて、英語運
用力を涵養する。
・2 年次夏季休業期間の語学研修：カリフォルニア
州立大学から講師を招聘して、実施する。
このほか平成 24 年度 4 月から経済学部で稼働が
始まった CALL システムや情報端末（MS1・2・3）
を自学自習により効果的に利用できるように教材
等を整備するとともに運営スタッフを雇用し、学生
の継続的な英語学習を可能とする。また、自学自習
教室に教材等を充実させ、これらの貸出を行う。さ
らには、図書館に学習に必要な文献・教材等を整備
する。
経済学研究科では、これまで実施していた英会話
等の指導を継続する。
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○学生の語学力向上度の測定
○学生の語学力向上度の測定
経済学部・経済学研究科では、平成 24 年度入学者
本構想に参加する学生に対しては、上記語学教育
から、入学時及び卒業時までに 2 度の TOEIC 受験 の成果を図るため、1 年次修了時、2 年前期及び後
を義務付けている。
期修了時、
3 年次修了時にも TOEIC の受験を課す。
そのスコアを学生個人別にポートフォリオとして
記録し、成績に応じた個別の学習プログラムを策定
する。そのためのシステムを構築する。
○外国語による論文作成の体制等
経済学部では、英語による卒業論文作成は認めて
いるが、具体的な指導体制は各指導教員にゆだねら
れている。
経済学研究科では、博士前期課程学生の国際カン
ファレンスでの予稿集に掲載する英文のチェックを
行っている。

○外国語による論文作成の体制等
本構想の English for Economics Majors 科目群
の中で、英語による論文の作成の基本（特に、
Introduction to Academic
Writing お よ び
Intermediate Academic Reading & Writing にお
いて）を学ぶとともに、本構想に参加する学生に対
しては、英語による卒業論文を課すとともに英語に
よる卒論作成のための科目、Advanced Academic
Writing を提供する。学生の卒業論文（英語論文）
の執筆については、ゼミ担当教員が、本構想で雇用
する英語の専任教員と連携して指導にあたる。
経済学研究科では、これまで実施していた英語に
よる科目及び英会話等の指導を継続する。

○他者と議論できる力の養成
経済学部では、平成 22 年度から、100 周年寄附金
を利用して、正規外ではあるが「英語力向上支援プ
ログラム」を実施している。本プログラム参加希望
の学生は事前にテストを行い、一定の成績をあげた
学生を対象に、1 クラス最大 20 名の規模で少人数教
育を行っている。
経済学研究科博士前期課程でも、正規外の科目と
して、英会話の教育を行っている。1 クラス 3 名程
度であり、国際カンファレンスにおけるプレゼンテ
ーションの指導、パワーポイントの効果的な作成、
質疑応答の練習なども実施している。

○他者と議論できる力の養成
本構想においても、英語力向上支援を行う。特に、
本構想に参加する学生を対象とした英会話を開設
する。実施にあたり、1 クラスを 10 名程度の少人
数とする。
English for Economics Majors 科目群のなかで、
議論の仕方を体系的に学ぶとともに（特に、
Introduction to Academic Presentation &
Discussion において）
、これらの授業は基本的に英
語で行い、教員あるいは学生間での英語のやり取り
を通じて、他者と議論する能力を実践的に涵養す
る。また、Intermediate Reading & Discussion for
Economics Majors や卒論指導を通じて、この能力
を養成する。
博士前期課程では、これまでの指導を継続するほ
か、本年度開設の「ビジネス・イングリッシュ」で
は、カリフォルニア州立大学から講師を招聘する。

○留学前の専門科目の指導
経済学部では、留学前の専門科目の指導について
は、ゼミの指導教員にゆだねていた。
経済学研究科博士前期課程では、中国での短期研
修派遣前に、英語による「アジア市場分析Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ」の三科目の履修を義務付け、金融市場、ファイ
ナンス、会計等の専門知識を英語で学習している。

○留学前の専門科目の指導
本構想で予定している新カリキュラムでは、1 年
次後期に基礎科目として、マクロ経済学、ミクロ経
済学、経営学、会計学を日本語でまず履修する。
これらの確固とした知識に基づいて、2 年次で
は、これらの科目を英語で履修する。さらには、
Specialized Economics Subject in English におい
て、経済・経営に関する専門的内容を英語で学ぶ。
このために、英語で経済学や経営学を講義できる教
員を 2 名雇用する。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

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

【本構想における取組】

本 構想のマ ネジメ
ント体制は、長崎大学
学長、グローバル担当
理事を中心とする「実
施評議会」の下で運営
され、経済学部長、国
際健康開発研究科長、
国際連携研究戦略本
部長がメンバーとな
り、全体の運営方針等
を決める。
この下で、経済学部
長が本構想全体を統
括する。学部長の下に
は、教務担当理事をセ
ンター長とした「ビジネス教育研究センター」が本構想の実施母体となる。本センターが、
「ビジネス人
材教育コンソーシアム」との連携やプログラム開発等を担当する人材として、プログラム開発・実施を担
当する。また、本構想に対しては、国際健康開発研究科の海外インターンシップで学生支援や危機管理運
営実績を有する、大学本部直轄の国際連携研究戦略本部の全面的支援を得る。
本構想における教育プログラムの内容の構築は、日中韓３か国の大学・企業により「ビジネス人材教育
コンソーシアム」が行う。コンソーシアム会議は、毎年 1 回開催する。

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。

・本構想の進捗状況や成果、外部評価及び評価に基づく構想の内容等について、経済学部ホームページ
において公表する。
・本学の国際交流支援で実績を有する国際連携研究戦略本部と協力して、本構想における国際交流に関
するノウハウ、危機管理などに関するマニュアルを作成し、本学部ホームページで公表する。これに
より、学内の各部局や他大学で同様の取組を実施する際にも参考となる。
・本構想で開発した海外インターンシップにおける危機管理手法や提携先の確保、海外でのグローバル
教育力向上を目的とする教員研修をモデル化して、講演会、シンポジウム等を通じて広く学内外に周
知し、学内他部局や他大学との共同実施などを通じて、学内外への波及を推進する。
・本構想の教育内容や実績に関するシンポジウムを、他大学や産業界、一般市民などに向けて、隔年で
開催する。また、本構想における教育内容などの助言や実施協力を得るために、開催案内を、経済学
部同窓会「瓊林会」を通じて、企業のトップマネジメントとなっている卒業生にも情報提供する。
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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】
準備状況は以下の通り：
１ 大学院 GP「新興金融市場分析の専門家育成プログラム」に基づき、経済学研究科博士前期課程にフ
ァイナンス科目群に英語で講義する「アジア市場分析Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の 3 科目を設置するとともに、東
京証券取引所等の協力を得た東京研修及び西南財経大学の協力を得て中国でのフィールド研究の実
施体制を構築した。
２ 特別経費（プロジェクト分）「アジア型ビジネス教育プログラムの国際・産学共同開発」におい
てアジア諸国の企業の中核で活躍する人材育成プログラムの開発を開始し、博士前期課程にアジ
ア・ビジネス科目群として「アジア・ビジネス・マネジメントⅠ・Ⅱ」「ビジネス・イングリッ
シュ」「ビジネス・コミュニケーション」「アジア・ビジネス研修」の5科目を設置した。
３ 「ビジネス人材教育コンソーシアム」設置に向けて、東京証券取引所、あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社等と会議を開催し、経済学研究科のアジア・ビジネスの教育内容についての説明と理解
を求めた。
４ 平成17年から主催している「アジア金融市場国際会議」に、平成21年に院生セッションを設け、本
研究科博士前期課程の学生が研究報告を行っている。
５ ショートステイプログラムが採択され、西南財経大学の学生が、平成23年12月に本学部に1週間滞在し、
学生向けの講義及び長崎県庁や地元金融機関等の訪問をするとともに、本学部学生との交流を行った。
６ 西南財経大学及び中央大学校と大学間交流協定を締結し、学部・研究科における学生の相互交流が可
能となった。
７ カリフォルニア州立大学と大学間交流協定を締結し、本研究科の「ビジネス・イングリッシュ」等の
科目に講師を派遣すること、本学部教員が2週間程度滞在し英語での講義について学ぶことを可能とし
た。
８ 本学部のカリキュラム改革及び早期卒業制度の検討を開始した。
９ 地元企業と連携し、実践体験型 PBL を用いたゼミを 4 つ実施している。
10 校費負担で本学部・本研究科の学生に TOEIC の受験を課した。
11 大学院 GP（平成 20～22 年度）
「国際保健分野特化型の公衆衛生学修士コース」の補助を受け、国際
連携研究戦略本部の支援の下で、海外短期フィールド研修（1 年次 3 週間、必修）や海外長期インタ
ーンシップ（2 年次 8 か月、必修）を推進し、海外留学における学生の健康管理・学修管理や危機管
理などの実績を蓄積した。
12 公衆衛生教育に関連する分野で豊富な経験を有する国内外の専門家により、アドバイザリー・ボード
を設置し、ボードメンバーから、新たなインターンシップ先の開拓の可能性の提示や、関連機関との
連携に関する助言、英語による研究計画作成への具体的助言などを受けた。
13 平成 23 年度、国際健康開発研究科の短期フィールド研修がショートビジットプログラムに採択され、
バングラデシュにおいて世界有数の NGO である BRAC(Bangladesh Rural Advancement
Committee)や国連機関等で 3 週間の研修を実施した。
【平成２４年度】
学部新カリキュラム準備と大学院博士前期課程のアジア型ビジネス人材育成プログラムの開始
１ 経済学部新カリキュラム案及び早期卒業制度の整備及び本学部学生及び留学生を対象とした、英語に
よる授業科目の試行
２ ビジネス人材教育コンソーシアム会議：教育プログラムの打ち合わせ（12 月、6 人）
３ 経済学研究科における英語による講義の実施。
「ビジネス・イングリッシュ」
、
「アジア市場分析Ⅰ」
等での講師招聘による講義（平成 28 年度まで）
４ ビジネス教育研究センター教員（2 名）
、事務職員（2 名）
、CALL 教室技術職員雇用（1 名）
（平成 28
年度まで）
５ ショートステイによる中国西南財経大学の学生の受入れ（4月、8名）
６ 国際健康開発研究科による短期フィールド研修の実施（夏季休業期間、10名）
７ 本研究科博士前期課程2年生の西南財経大学及び中央大学校への派遣（各2名、1週間）
８ 「アジア金融市場国際会議」の開催と院生による研究成果報告（11月の予定、中国成都）
37
（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）

本学部同窓会「瓊林会」等との協力による本学部学生の留学及び留学生受入れの支援体制の構築
コンソーシアム参加大学と協力した研修可能な海外企業の選定
研究科博士前期課程における西南財経大学とのデュアル・ディグリー制の検討
コンソーシアム参加大学等への経済学部教員の派遣による英語での教育力の強化（平成 28 年度まで）
海外で開催される研究会等への参加による教育手法に関する情報収集（平成 28 年度まで）
短期海外研修先の調査（春季休業期間、バングラディシュ・タイなど、平成 25 年度まで）
ビジネス教育研究センター専用ホームページの開設
経済学部 1 年生全員（夜間主コースを除く）を対象に、TOEIC 試験を実施（次年度以降年 2 回、平
成 28 年度まで）
17 アクティブ・ラーニング教材、統計データ等の整備（平成 28 年度まで）
18 共修ゼミ用の設備の整備
【平成２５年度】
学部新カリキュラムの確定と大学院博士前期課程プログラムの継続
１ プログラム開始準備のための教員雇用（平成25年度4月雇用予定、平成28年度まで）：コミュニ
ケーション能力育成関係授業及び、経済学・経営学担当（合計6名、准教授相当）
２ ビジネス人材教育コンソーシアム会議：教育プログラム打ち合わせ（12月、6人）
３ 本研究科博士前期課程2年生の西南財経大学及び中央大学校への派遣（各2名、1週間）
４ 西南財経大学、中央大学校からの学生の受入れ（1週間程度）
５ 「アジア金融市場国際会議」の開催と院生による研究成果報告（11月または12月の予定）
６ 早期卒業制度等を含む学部新カリキュラムの確定及びそのための英語による専門教育等の試行（後期）
７ 学生の短期海外研修の試行（20名、1週間）
８ 研究科博士前期課程における西南財経大学とのデュアル・ディグリー制の確定
９ 専用ホームページの更新（平成28年度まで）
【平成２６年度】
学部新カリキュラム・海外短期研修開始と博士前期課程のデュアル・ディグリー制の開始
１ ビジネス人材教育コンソーシアム会議：教育プログラム打ち合わせ（12 月、6 人）
２ 「アジア金融市場国際会議」の開催と院生による研究成果報告（11月または12月の予定）
３ プログラム評価委員会（10 人）
４ 学部新カリキュラムの開始
５ 学部 1 年生の GSR 概論開講及び短期海外研修実施（40 名、以後継続）
６ 学部1年生対象のEnglish for Economics Majorsの開始（後期、40名、以後継続）
【平成２７年度】
学部生の 2 年次カリキュラム開始と博士前期課程学生の長期留学
１ 学部 2 年次生対象の、カリフォルニア州立大学サンバーナディーノ校講師による語学研修（夏季休業
期間、20 名、以後継続）
２ 学部 2 年次生対象の English for Economics Majors、Specialized Economics Subjects in English、
共修ゼミの開講（40 名、以後継続）
３ 大学院博士前期課程2年生の長期留学派遣（1年間）（中国3人、以後継続）
４ ビジネス人材教育コンソーシアム参加大学からの大学院生の受入れ（中国等3人、以後継続）
５ ビジネス人材教育コンソーシアム会議：教育プログラム評価とフィードバック（12 月、6 人）
６ 「アジア金融市場国際会議」の開催と院生による研究成果報告（11 月または 12 月の予定）
【平成２８年度】
学部生 3 年次留学と第 1 期早期卒業
１ 経済学部 3 年次生の、長期海外留学（40 名、中国、韓国、アメリカ）
２ 博士前期課程デュアル・ディグリー第1期生修了
３ 本構想参加の学部学生の第 1 期早期卒業
４ ビジネス人材教育コンソーシアム会議：教育プログラム評価とフィードバック（12 月、6 人）
５ 「アジア金融市場国際会議」の開催と院生による研究成果報告（11 月または 12 月の予定）
９
10
11
12
13
14
15
16
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本取組終了後、プログラムの改善に基づき、西南財経大学をはじめとするアジアのコンソーシアム参加
大学との間で複数の学位を授与する「複数修士学位プログラム」を展開する。そこでは、講義や演習が英
語で開講され、アジアを中心として海外の留学生を積極的に受け入れ、学生がアジア各国からフィールド
を選択できるような「アジア型ビジネススクール」へと発展させていく。こうした事業展開を経て、この
ほかに現役管理職を主な対象とするエグゼクティブ・プログラムを開講するなど、長崎大学にアジア経済
圏で活躍することを目指す国内外の人材が集う「アジア型ビジネス人材育成拠点」を確立する取組みに発
展させる。
本構想は、経済学部・経済学研究科を主体とする取組であるが、貧困問題、環境問題等を解決する人材
育成のために、当該分野で人材育成実績を有する国際健康開発研究科や国際連携研究戦略本部の支援を受
ける。また、こうしたグローバルな課題の解決を担う GSR マインドを有した人材育成のために、今後、
長崎大学の関連する学部や研究科、例えば医歯薬学総合研究科、工学研究科、環境科学部等とも連携した
プログラムに拡張することが可能である。また、多様な背景や価値観を有する人々と連携する能力に関し
ては、本年度から実施された教養教育の関連モジュールと連動させる他、現在構想中の文系新学部との連
携を図る。

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】
事業終了後に必要となる物品については運営費交付金で措置する。

【人件費・謝金】
本構想では英語教育を中心に教員 7 名の雇用を予定している。現時点では、本構想期間にわたっての有
期雇用の予定であるが、本学部の教員ポストの状況を見て、正規のポストへの振替等を検討したい。事務
職員も同様である。
その他の謝金については、運営費交付金等を活用する。

【旅費】
学生の渡航にあたっての支援としては、本学部同窓会「瓊林会」からの協力を得て、奨学金等の支援を
考えている。

【その他】
必要な経費は運営費交付金や外部資金をもって充てる。
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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＞
［物品費］
①設備備品費
・クリッカー

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

一式

・学生ポートフォリオシステム

1式×＠5,000千円

・パソコン、プリンター 5セット×＠400千円
②消耗品費
・図書費 100冊×＠3千円、OECD統計データ一式
・共修ゼミ用設備、5セット×＠200千円
・アクティブラーニング教材
［人件費・謝金］
①人件費
・事務職員 2人×＠5,000千円×3/12か月
・技術職員 1人×＠5,000千円×3/12か月
・教員 2人×＠8,000千円×3/12か月
②謝金
・FD謝金 2人×＠44千円
・コンソーシアム会議謝金 10人×＠44千円
・
［旅費］
・FD講師招聘

28,000
15,000
8,000
5,000
2,000
13,000
2,000
1,000
10,000
8,278
7,750
2,500
1,250
4,000
528
88
440

300

11,900

1,370
370
1,000

国内1名×＠70千円、国外1名×＠300千円

・教員海外研修

10名×＠500千円

4,000
2,000
1,000
1,500
2,500
900

・コンソーシアム会議招聘旅費 10人×＠200千円
・プログラム等打合せ旅費（韓国）5人×＠200千円
・プログラム等打合せ旅費（中国）5人×＠300千円
・プログラム等打合せ旅費（米国）5人×＠500千円

・短期海外研修打合せ旅費（3人×＠300千円）
・
［その他］
①外注費
・TOEIC試験経費 （360名×＠7千円）
・ホームページ開設費
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット 5,000部
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・通信費
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・ソフトウェア 語学自習用一式（年間契約）
・
・

平成２４年度

合計

4,120
3,520
2,520
1,000

300
300

100

500
500

事業規模
（①＋②）

28,300
15,000
8,000
5,000
2,000
13,300
2,300
1,000
10,000
8,278
7,750
2,500
1,250
4,000
528
88
440
13,270
370
5,000
2,000
1,000
1,500
2,500
900

100
100

該当ページ

様式1 P19 右欄 43行目
様式1 P19 右欄 44行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

様式2 P23 右欄 30行目
様式1 P21 右欄 10行目
様式1 P21 右欄 18行目

様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

様式1 P21 右欄 19行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 12行目

様式3 P28 右欄 16行目
様式6 P36 右欄 24行目

様式3 P28 右欄 16行目
様式1 P18 右欄 41行目

様式6
様式6
様式6
様式6
様式6

P36
P37
P37
P37
P37

22行目
40行目
40行目
40行目
46行目

4,220
3,520
2,520 様式5 P35 右欄 4行目
1,000 様式1 P22 右欄 5行目
500
500

100
100

52,298

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

様式6 P36 取組内容② 11行目

100
100 様式6 P37

43行目

100
100 様式1 P21 右欄 20行目

1,770

54,068

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

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・パソコン、プリンター 6セット×＠400千円
・
・
②消耗品費
・図書費 100冊×＠3千円、OECD統計データ一式
・アクティブラーニング教材
・
［人件費・謝金］
①人件費
・教員

6人×＠8,000千円×6/12か月,2人×＠8,000千円

・事務職員 2人×＠5,000千円
・技術職員 1人×＠5,000千円
②謝金
・語学研修講師謝金 1人×＠11千円×15回
・FD謝金 2人×＠44千円
・コンソーシアム会議謝金 6人×＠44千円
［旅費］
・語学研修講師招聘旅費 1人×＠300千円
・FD講師招聘

300

9,700
2,400
2,400 様式5 P34 右欄 7行目

7,000
2,000
5,000

300
300

7,300
2,300 様式2 P23 右欄 30行目
5,000 様式1 P21 右欄 18行目

国内1名×＠70千円、国外1名×＠150千円

4,000
5,000
1,200
1,000
1,500
2,500

・プログラム等打合せ旅費（韓国）5人×＠200千円
・プログラム等打合せ旅費（中国）5人×＠300千円
・プログラム等打合せ旅費（米国）5人×＠500千円

・
［その他］
①外注費
・学生ポートフォリオシステム維持費
・TOEIC試験経費 （360名×＠7千円×2回）
・
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・シンポジウム会場借上等
・
・
④通信運搬費
・通信費
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・学生留学経費(短期） 20名×＠200千円
・ソフトウェア 語学自習用一式（年間契約）
・

平成２５年度

合計

該当ページ

9,400
2,400
2,400

55,517
55,000
40,000
10,000
5,000
517
165
88
264
15,500
300

・教員海外研修（短期） 10名×＠500千円
・教員海外研修（長期） 1名×＠5,000千円
・コンソーシアム会議招聘旅費 6人×＠200千円

事業規模
（①＋②）

6,940
5,840
800
5,040

1,220
220
1,000

4,100

1,000
1,000

様式1 P21 右欄 19行目
様式5 P34 右欄 31行目
様式3 P28 右欄 16行目
様式6 P36 右欄 24行目
様式5
様式3
様式1
様式1

様式6
様式6
様式6
様式6

P34
P28
P18
P18

右欄
右欄
右欄
右欄

P36
P37
P37
P37

31行目
16行目
41行目
41行目

22行目
40行目
40行目
40行目

11,040
5,840
800 様式1 P19 右欄 44行目
5,040 様式5 P35 右欄 4行目

100
100 様式6 P37

43行目

4,000
4,000

4,100
4,000 様式2 P23 右欄 38行目
100 様式1 P21 右欄 20行目

5,620

92,977

100
87,357

様式5 P34 右欄 7行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

1,000
1,000 様式1 P22 右欄 20行目
100
100

100

55,517
55,000
40,000
10,000
5,000
517
165
88
264
16,720
300
220
5,000
5,000
1,200
1,000
1,500
2,500

（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）
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＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・図書費 100冊×＠3千円、OECD統計データ一式
・アクティブラーニング教材
・
［人件費・謝金］
①人件費
・教員 8人×＠8,000千円
・事務職員 2人×＠5,000千円
・技術職員 1人×＠5,000千円
②謝金
・GSR講師謝金 延15人×＠11千円
・語学研修講師謝金 1人×＠11千円×15回
・FD謝金 2人×＠44千円
・コンソーシアム会議謝金 6人×＠44千円
［旅費］
・GSR講師旅費 延15人×＠70千円
・語学研修講師招聘旅費 1人×＠300千円
・FD講師招聘

300

7,300

7,000
2,000
5,000

300
300

7,300
2,300 様式2 P23 右欄 30行目
5,000 様式1 P21 右欄 18行目

1,000
5,000
1,200
1,000
1,500
2,500

・
［その他］
①外注費
・学生ポートフォリオシステム維持費
・TOEIC試験経費 （360名×＠7千円×2回）
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット 5,000部
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・通信費
・
・
⑤光熱水料
・
・
⑥その他（諸経費）
・学生留学経費(短期） 40名×＠200千円
・ソフトウェア 語学自習用一式（年間契約）
・

平成２６年度

合計

220
220

国内1名×＠70千円、国外1名×＠150千円

・プログラム等打合せ旅費（韓国）5人×＠200千円
・プログラム等打合せ旅費（中国）5人×＠300千円
・プログラム等打合せ旅費（米国）5人×＠500千円

該当ページ

7,000

79,682
79,000
64,000
10,000
5,000
682
165
165
88
264
13,550
1,050
300

・教員海外研修（短期） 延2名×＠500千円
・教員海外研修（長期） 1名×＠5,000千円
・コンソーシアム会議招聘旅費 6人×＠200千円

事業規模
（①＋②）

6,440
5,840
800
5,040

8,100

500
500

8,000
8,000

100
106,672

8,620

様式5 P34 右欄 7行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

様式1 P21 右欄 19行目
様式1
様式5
様式3
様式6

P23
P34
P28
P36

右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
24行目

様式1
様式5
様式3
様式1
様式1

P23
P34
P28
P18
P18

右欄
右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
41行目
41行目

様式6
様式6
様式6
様式6

P36
P37
P37
P37

22行目
40行目
40行目
40行目

14,540
5,840
800 様式1 P19 右欄 44行目
5,040 様式5 P35 右欄 4行目
500
500

100
100

100

79,682
79,000
64,000
10,000
5,000
682
165
165
88
264
13,770
1,050
300
220
1,000
5,000
1,200
1,000
1,500
2,500

様式6 P36 取組内容② 11行目

100
100 様式6 P37

43行目

8,100
8,000 様式2 P23 右欄 38行目
100 様式1 P21 右欄 20行目
115,292

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

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・図書費 100冊×＠3千円、OECD統計データ一式
・アクティブラーニング教材
・
［人件費・謝金］
①人件費
・教員 8人×＠8,000千円
・事務職員 2人×＠5,000千円
・技術職員 1人×＠5,000千円
②謝金
・GSR講師謝金 延15人×＠11千円
・語学研修講師謝金 1人×＠11千円×15回
・FD謝金 2人×＠44千円
・TA謝金 10人×＠1千円×60時間
・コンソーシアム会議謝金 6人×＠44千円
［旅費］
・GSR講師旅費 延15人×＠70千円
・語学研修講師招聘旅費 1人×＠300千円
・FD講師招聘

300

7,300

7,000
2,000
5,000

300
300

7,300
2,300 様式2 P23 右欄 30行目
5,000 様式1 P21 右欄 18行目

合計

220
220

国内1名×＠70千円、国外1名×＠150千円

平成２７年度

該当ページ

7,000

80,282
79,000
64,000
10,000
5,000
1,282
165
165
88
600
264
8,550
1,050
300

・教員海外研修（短期） 延2名×＠500千円
・教員海外研修（長期） 1名×＠5,000千円
・コンソーシアム会議招聘旅費 6人×＠200千円
・
・
［その他］
①外注費
・学生ポートフォリオシステム維持費
・TOEIC試験経費 （360名×＠7千円×2回）
・
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・シンポジウム会場借上等
・
・
④通信運搬費
・通信費
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・学生留学経費(短期） 40名×＠200千円
・ソフトウェア 語学自習用一式（年間契約）
・

事業規模
（①＋②）

1,000
5,000
1,200
6,940
5,840
800
5,040

8,100

1,000
1,000

8,000
8,000

100
102,772

様式5 P34 右欄 7行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

様式1 P21 右欄 19行目
様式1
様式5
様式3
様式1
様式6

P23
P34
P28
P21
P36

右欄
右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
11行目
24行目

様式1
様式5
様式3
様式1
様式1

P23
P34
P28
P18
P18

右欄
右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
41行目
41行目

様式6 P36

22行目

15,040
5,840
800 様式1 P19 右欄 44行目
5,040 様式5 P35 右欄 4行目

1,000
1,000 様式1 P22 右欄 20行目
100
100

100

80,282
79,000
64,000
10,000
5,000
1,282
165
165
88
600
264
8,770
1,050
300
220
1,000
5,000
1,200

8,620

100
100 様式6 P37

43行目

8,100
8,000 様式2 P23 右欄 38行目
100 様式1 P21 右欄 20行目
111,392

（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）
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＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・図書費 100冊×＠3千円、OECD統計データ一式
・アクティブラーニング教材
・
［人件費・謝金］
①人件費
・教員 8人×＠8,000千円
・事務職員 2人×＠5,000千円
・技術職員 1人×＠5,000千円
②謝金
・GSR講師謝金 延15人×＠11千円
・語学研修講師謝金 1人×＠11千円×15回
・FD謝金 2人×＠44千円
・TA謝金 10人×＠1千円×60時間
・コンソーシアム会議謝金 6人×＠44千円
［旅費］
・GSR講師旅費 延15人×＠70千円
・語学研修講師招聘旅費 1人×＠300千円
・FD講師招聘

300

7,300

7,000
2,000
5,000

300
300

7,300
2,300 様式2 P23 右欄 30行目
5,000 様式1 P21 右欄 18行目

合計

220
220

国内1名×＠70千円、国外1名×＠150千円

平成２８年度

該当ページ

7,000

80,282
79,000
64,000
10,000
5,000
1,282
165
165
88
600
264
8,550
1,050
300

・教員海外研修（短期） 延2名×＠500千円
・教員海外研修（長期） 1名×＠5,000千円
・コンソーシアム会議招聘旅費 6人×＠200千円
・
・
［その他］
①外注費
・学生ポートフォリオシステム維持費
・TOEIC試験経費 （360名×＠7千円×2回）
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット 5,000部
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・通信費
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・学生留学経費(短期） 40名×＠200千円
・学生留学経費(長期） 40名×＠300千円
・ソフトウェア 語学自習用一式（年間契約）

事業規模
（①＋②）

1,000
5,000
1,200
6,440
5,840
800
5,040

20,100

500
500

様式1 P21 右欄 19行目
様式1
様式5
様式3
様式1
様式6

P23
P34
P28
P21
P36

右欄
右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
11行目
24行目

様式1
様式5
様式3
様式1
様式1

P23
P34
P28
P18
P18

右欄
右欄
右欄
右欄
右欄

37行目
31行目
16行目
41行目
41行目

様式6 P36

22行目

様式6 P36 取組内容② 11行目

100
100 様式6 P37

43行目

20,000
8,000
12,000

20,100
8,000 様式2 P23 右欄 38行目
12,000 様式6 P38 44行目
100 様式1 P21 右欄 20行目

20,620

122,892

100
102,272

様式5 P34 右欄 7行目
様式1 P22 取組内容④ 右欄 10行目

26,540
5,840
800 様式1 P19 右欄 44行目
5,040 様式5 P35 右欄 4行目
500
500

100
100

100

80,282
79,000
64,000
10,000
5,000
1,282
165
165
88
600
264
8,770
1,050
300
220
1,000
5,000
1,200

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

（１）現在経費措置を受けている取り組み
1) 大学改革推進等補助金
・大学病院間の相互連携による優れた専門医等の養成
「出島発、肥前の国専門医養成プログラム」（平成20～24年度）
このプログラムは、日本国内の大学病院間連携による専門医の育成を目的としている事業で
ある。日本人を主な対象とし、グローバルな人材育成を目指す教育プログラムである本構想と
は、趣旨が異なる。
2) 研究拠点形成費等補助金
・グローバルCOEプログラム
「熱帯病・新興感染症の地球規模統合制御戦略」（平成20～24年度）
このプログラムは、熱帯病・新興感染症のうち、現在地球規模の課題となっている、或いは
開発の大きな阻害要因となっている感染症に対し、その制御と克服のための新戦略を包括的
に構想し、その実行に必要な革新的技術の研究・開発を行うことを目的とする事業である。
日本人のグローバル人材育成を目指す教育プログラムである本構想とは、趣旨が異なる。
3) 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業
「日中韓の大学間連携による水環境技術者育成」（平成22～26年度）
このプログラムは、中国、韓国からの留学生を受け入れ教育を行い、水環境技術に関わる高
度専門職業人を育成することを目的とする事業である。日本人のグローバル人材育成を目指す
教育プログラムである本構想とは、趣旨が異なる。
4) 大学の世界展開力強化事業
「「アジア平和＝人間の安全保障大学連合」を通じた次世代高品位政策リーダーの育成」
（平成23～27年度）（大阪大学，広島大学，名桜大学，長崎大学）
このプログラムは、大阪大学，広島大学，名桜大学，長崎大学で構成するコンソーシアム
が、東南アジアの5大学との間で学生派遣、受入れを行い、アジアの共通課題である安全保障
を、公共政策、国際協力、異文化理解、国際保健の観点から推進する未来の政策リーダーを
養成することを目的とする教育プログラムでる。
5) 国際交流事業の補助金
ア 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
「環境・エコロジー・エネルギー分野の先導融合科学をリードする若手研究者の養成」
（平成21～24年度）
このプログラムは、日本人若手研究者の養成を目的としている事業であるため、日本人
のグローバル人材育成を目指す教育プログラムである本構想とは、趣旨が異なる。
イ 二国間交流事業 共同研究╱セミナー（ＪＳＰＳ）
・ストラドダイナミクス：地球表層堆積過程への力学的アプローチと探求基盤形成
・新しい結核（TB）性髄膜炎治療薬の血液脳関門（BBB）透過性の評価
・第１１回長崎・シンガポール医学シンポジウム
・ケニアの水圏環境と生物生産：長崎大学との共同研究組織編成
このプログラムは、共同研究とセミナーを目的とした研究交流のため、日本人のグロー
バル人材育成を目指す教育プログラムである本構想とは、趣旨が異なる。

（ 大学名：長崎大学 ）（ 申請区分：特色型 ）
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6) 留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）
（平成24年度）
・日中韓の教員をめざす学生の国際交流プログラム（SS,SV)
・日韓音楽交流による国際文化コミュニケーション能力育成プログラム（SS,SV)
・エネルギー・環境・防災について学ぶ日中韓伊学生交流プログラム（SS,SV)
・長崎大学医学部における国際的な大学間医学生交流プログラム（SS,SV)
・日中韓学生のための金融機関実地研修プログラム（SS,SV)
・長崎大学大学院国際健康開発研究科短期フィールド研修（SV)
・中国人を理解するための現地トレーニング－北京で中国を肌で感じよう－（SV)
上記プログラムは、相互交流等によりそれぞれ専門性や国際理解を深めるためのプログラム
である。日本人のグローバル人材育成を目指す教育プログラムである本構想では学生への直接
的な支援が行えないが、上記プログラムにおける日本人学生の派遣については、その部分を補
完できるため、相乗的な効果をもたらすものと考えられる。
（２）現在、申請を準備している取り組み（申請済み）
1）博士課程教育リーディングプログラム
・〈オンリーワン型〉医歯薬学総合研究科及び熱帯医学研究所
・〈複合領域型（横断的テーマ）〉工学研究科
・〈複合領域型（環境）〉水産・環境科学総合研究科
優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと
導くため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠
を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プログラムを構築・
展開する大学院教育の抜本的改革を支援し、最高学府に相応しい大学院の形成を推進する取組
みである。
2）大学の世界展開力強化事業
「東アジア大学教育共同体形成を目指した多層的教育モデルの構築」
（金沢大学、新潟大学、富山大学、福井大学、同志社大学、長崎大学）
このプログラムは、金沢大学、新潟大学、富山大学、福井大学、同志社大学、長崎大学で構
成するコンソーシアムが、アセアン大学連合（AUN)との間で学生派遣、受入れを行う、交流地
域を限定した教育プログラムである。

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

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

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

平成 28 年度

人
人

人
人
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