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．

山口県立大学

申請者

[ 公立 ]

ふりがな えさと

（氏名）

（大学の設置者）

江里

けんすけ

健輔

ふりがな ながさか

３． 構想責任者

（氏名）

長坂

ゆうじ

祐二

ふりがな しゃるこふ

４． 実施責任者

（氏名）

（所属・職名）

（所属・職名）
ろばーと

シャルコフ・ロバート

（所属・職名）

機関番号

25502

公立大学法人山口県立大学
理事長（学長）
山口県立大学・副学長・教授
国際化推進室・室長・教授

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。）

○国際文化学部[国際文化学科、文化創造学科]

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：山口県立大学

1

申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限

120,000千円

年度（平成）

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

事業規模

81,862

76,556

71,476

65,856

59,556

355,306

補助金申請額 81,862

71,556

66,476

60,856

54,556

335,306

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

７．本事業経費

合

計

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額

大学名：山口県立大学

2

申請区分：特色型）

目標設定シート

3
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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≫

本学は、
「人間性の尊重」
、
「生活者の視点の重視」
、
「地域社会との共生」
、
「国際化への対応」の 4 つを教
育理念として掲げている。本学は、前身である山口女子専門学校以来 70 年間にわたって、一貫して人々の
暮らしに身近な領域としての健康や文化など「人」に着目した教育と研究を進めてきた。その伝統と実績
を生かしながら、時代の流れと地域社会の要請に応える特色ある教育と研究を推進する指針として、4 つ
の教育理念を定めている。
法人化した平成 18 年度からの第 1 期中期計画においては、
国際文化学部
（国際文化学科、
文化創造学科）
、
社会福祉学部（社会福祉学科）
、看護栄養学部（看護学科、栄養学科）からなる 3 学部 5 学科に再編し、大
学運営基礎・基盤づくりを進めてきた。平成 24 年度からの第 2 期中期計画(H24～29)においては、これま
での成果を踏まえつつ、
「未来への橋渡し」をキーワードとして、
「地域マインド豊かな人材の育成」と「地
域活性化への挑戦」を改革の柱に据え、地域の要望に応えることができる「地域貢献型大学」となること
を目指している。
4 つの教育理念を実現するためには、
「地域に関わる『マインド』の育成」
、
「国際コミュニケーション能
力の育成」
、
「基礎的英語運用能力の育成」を通して、地域の一員になる気持ちを涵養し、地域の人々の健
康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門的教育と研究を行い、優れた人材や研究成果を地域
に還元することが重要であると考えている。
≪構想の目的≫

本学の 4 つの教育理念に基づき、本構想対象の国際文化学部では、国際的な視点に立ち、
「文化の交流・
創造・発信」のできる能力や、国際教養能力、地域の国際化を推進する能力、個性豊かな地域文化の発掘
と創造能力を育成することを教育目的とし、カリキュラムマップや履修モデルを整備してきた。第 2 期中
期計画では、
「国際文化学科のすべての学生が海外留学あるいは海外実習を行うこと」とし、英語・中国語・
韓国語の到達目標を設定している。また、文化創造学科では、
「すべての学生が学外に複数回、学びの成果
を発表すること」と定めて、目標に向けた道筋を描いたところである。目標を到達するためには、科目間
の連携・体系化が必要であり、また、学部学科の卒業時の到達度を図る評価基準を定め、評価方法を明確
に示すという課題がある。学生自身が 4 年間をかけて何をどう身につけつつあるのかの到達状況が確認で
きるようにし、これを動機づけにしながら、さらに先を目指す結果として、グローバル人材に近づくとい
うしくみが必要である。
本構想では、現代の地域社会の状況、本学の教育理念及び国際文化学部の今までの歩みを踏まえ、
「地
域」と「グローバル」と「学部の役割」というコンセプトに着目した。
「元気な地域は元気な国の基となり、
地域のグローバル化は元気な地域を作るカギとなる」という仮説を立て、国際文化学部は地域とグローバ
ル社会との架け橋になる人材を育成するべきだという結論に至り、次の 3 つを目的とした。
①世界と日本の地域をつなげて課題解決に向かう姿勢と地域の歴史的、文化的、自然的、人間的な資
源の価値や可能性に着目し、世界に「売り込める」力を有する Inter-local 人材の育成を行うこと。
②学部の 8 割の学生を在学中に海外へ派遣すること。
③グローバル化が地域に希望をもたらすという公立大学モデルを示すこと。
本構想の目的を達成するために、国際文化学部の今までの実績の上に、次の 4 つの取組を提案する。
①「域学共創学習プログラム」の展開：Active Learning Studio を設置し、国内外の地域を巻き込んだ
大学導入教育から卒業研究までを一貫とする留学教育を実施すること。
②「4 技能＋α」総合的外国語運用能力の育成：語学力管理システムを設置し、自己学習環境を整備し、
言語教育の改善を行うこと。
③動機づけとなる IPD ポイント制度の導入：ポイント制度によって Inter-local 人材が身につける力を
明確にして、組織的に留学支援を行うこと。
④産学公「域学連携コンソーシアム」の設立：留学前後を支えるネットワークを用意すること。
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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≫
＜教育目的・特色＞（全学）

本学の教育目的は、
「地域における知の拠点として、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に
資する専門の学術を深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する人材の育成並びに研究成果
の社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、もって人々が生き生きと暮らす社会の形成に資す
る」ことである。
本学は、学部・学科構成を生かした学部・学科間連携教育や、これまで大学が培ってきた地域社会との
つながりを生かした体験型教育など、特色ある取り組みを推進してきた。第 2 期中期計画においては、こ
れらの特色をさらに推進し、個性化を図ることを目指して、以下の取り組みを、すべての学生が教育的配
慮のもとで体験できるよう進めている。
① 共に支え合う地域社会の一員として、地域に関心を持ち続け、地域が抱える課題の解決に積極的に
関わっていこうとする態度を培うために、住民主体の社会参加活動等への参画を体験する。
② 国境を越えて人々が行き交う地球社会の一員として、異なる文化を持つ人々を理解し、コミュニケ
ーションを図ろうとする態度を培うために、外国人との交流活動を体験する。
また、英語による通常会話で情報や考え方を理解したり伝えたりする能力を展開させるため、すべての
学部生が TOEIC テスト取得点数を入学時より向上できるように取組を進めている。
＜教育目的・特色＞（国際文化学部）

国際文化学部では、国際文化学科・文化創造学科の学生がともに学ぶ学部基幹科目（4 科目：
「日本文化
論」
「国際関係論」
「異文化交流論」
「生活文化論」
）を基礎とし、国際文化学科では国際交流のプランナー
を、文化創造学科では文化創造のエキスパートを目指した専門教育を展開している。また、大学導入教育・
初年次教育においても国際文化学への入門授業を共通とし、日本や世界についての文化理解の基本的枠組
みを教授している。ICT を活用した教育（LMS は平成 23 年度から、e-Portfolio は平成 24 年度から）を導
入し、自学自習時間の確保、主体的な学びの促進、学生自身による学習成果の記録、チューター教員によ
る学修指導記録の蓄積などを進めているところである。免許資格については高等学校教諭（英語、国語）
、
司書、司書教諭、学芸員があり、外国人のための日本語教員養成課程は志願者の人気が高い。
国際文化学科の特色としては、国際文化系と言語コミュニケーション系の専門性に即し、
・ 語学能力育成の取組（TOEIC、日本中国語検定試験、ハングル能力検定試験）による到達度の把握、
・ 臨地実習における国内や国外での実習、
・ 日本語と外国語による卒業研究（論文・プロジェクト報告・制作の中から選択）
、
・ 英語で開講される科目の展開、
・ 高大連携を通じたバイリンガルスピーチコンテスト、高校生と大学生交流事業等を行っている。
文化創造学科では、日本文化系と企画プロデュース系の専門性に即し、
・ 地域文化を中心としての実習科目（歴史文化、地域デザイン、地域実習等）
、
・ 学生による定期的な制作展示会、歴史文化フォーラムの開催、
・ 卒業論文や卒業制作を通して、日本文化や生活文化を国際的な視点から見直し、地域文化の新た
な価値を発掘し、創造し、発信するための知識と技術を教授している。
≪育成するグローバル人材像≫

従来の国際文学部の育成する人材像は、「Inter-cultural 人材」であったが、本構想では、これを
「Inter-local」と設定し直す。従来の文化の垣根を超えるという意味（Inter-cultural）に、世界の様々
なエリアと直接つながる力（Inter-regional）を加えると同時に、
「I」には ICT を使える力、自発的な学
びや自学自習を進める力（Initiative and Independence）
、自己を確立する力（Identity）
、柔軟でオープ
ンなアイデアを生み出す力（Idea）を育成するという意味を込める。
「Local」は本学が掲げている「地域
貢献型大学」や本学の教育理念及び教育目的に取り上げている「地域」を示す。
先にも述べたとおり、本構想で掲げる Inter-local 人材は、国境や文化の枠を超え、世界の地域と日本
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の地域をつなげて課題解決に向かう姿勢をもち、地域の歴史的、文化的、自然的、人間的な資源の価値や
可能性に着目し、地域を世界に「売り込める」力を有している。この「姿勢」と「力」を支える 6 つの能
力を、ボーダーを超えるという意味から「ACCrOSS」と名付ける。表 1 に示すような力を身につけ、ボーダ
ーを超えていける（across できる）学生を育てることが教育目標となる。
＜表１ ACCrOSS の示す能力＞
Alternative perspectives and all encompassing vision
Ａ
既成の常識という概念とは異なる視点からものをみる能力、個人を超えた未来観
Communication, collaboration and community mindedness
Ｃ
「4 技能＋α」総合的外国語運用能力・ICT 活用力、連携・協働する力、
地域に根ざした行動力
Critical reflection and creative thinking
Ｃｒ
批判的に振り返ることのできる力、想像力・創造力
Open-mindedness and objective-based action
Ｏ
オープンマインド、目的に基づいた実行力
Self-identity and self initiative
Ｓ1
日本人としてのアイデンティティ、自発的に学び、課題に取り組む力
Systems thinking leading to sustainable solutions
2
Ｓ
複雑な状況下で変化に最も影響を与える構造を見極め、さまざまな要因のつながりと相互作
用を理解し、持続可能な解決策を提案する力
地域展開イメージ：本学の Inter-local 人材が関わる地域のステークホルダー
本構想で育てる人材像は、地域課題に関して自らの置かれた状況を正しく読み取り、形式や固定概念に
捉われず、他の文化や地域、団体、世代と明確な意思や意図をもって交流し、交渉し、新たなパラダイム
を開拓していく能力を持っている。自らの行動を批判的に振り返ることによって、新たな展開や課題が見
えてくる。地域課題を解決するために通常と異なる角度からものを見る能力が必要であり、見方を変える
ことによって「課題」が「チャンス」となる可能性もある。本構想では、留学目的を個人的な夢のレベル
に留めず、地域に生きる人々が抱える具体的な探求テーマを持たせて留学に旅立たせる。本構想では、産
業界・行政・市民団体・海外の地域に生きる人々がステークホルダーとなる。
中長期ビジョン：本学の Inter-local 人材は 30 年後に日本社会をどのように変えるか
山口県は、全国に先駆けて少子高齢化が進行する地域課題を抱えている。これは、東アジアや欧米先進
国に共通する課題でもある。直接的な人的交流の仕方や、日本語と外国語の運用能力、ICT の活用の仕方
を身につけさせ、自らの目的だけでなく、地域の目的の実現に向けて奔走する情熱をもった人間を育てる。
想像力を高め、
「今」の枠を超え、
「30 年後の今」を想像し、どのように生きていくべきかについて考える
人材が必要であり、海外留学を通して培った論理性に基づく客観的思考・態度をもって、地域社会に発想
の転換をもたらすことができる。
特徴：本構想による Inter-local 人材の育成が従来の試みと異なっている点
本構想の特徴は、観光開発、里山づくり、環境問題、過疎地での教育、コミュニティ事業、ソーシャル
デザイン、文化遺産活用などの視点から、地域活性化という課題を一つ持たせて海外留学に送り出す点で
ある。これからの社会には、日本人としてのアイデンティティを持ち、自己の文化や伝統を理解し、他者
に対して日本の文化について語りつつ、外の世界から新たな風を吹き込める人材が不可欠である。これま
で培ってきた教育実績の上に、学内の教員、地域団体、海外の学術交流協定大学の教員等の人材を活用し
た教育を積み上げ、協働で人材を育成する中で、地域の希望を次世代に託す。
言葉はすべての文化理解の基盤であると考え、総合的外国語運用能力の上に地域課題探究を課す。
「人」
を中心として 21 世紀の新たなライフスタイルを考える若者を地域に送り出し、学術的なリソースを蓄積す
ることで、大学の COC（Center of Community）拠点化の先駆的取組にも通じる。
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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】

本構想が掲げる Inter-local 人材像が有する「ACCrOSS」能力の育成は、図 1 で示すとおり、国際文化学
部の現行カリキュラムの改善・充実化により対応していく。
＜図１ Inter-local 人材・
「ACCrOSS」育成プログラム＞
プログラム内容
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デ ィ ベイト指導

「 マ イ言語学習e-Portfolio」

グローバル人材とは
テ
ー
マ

４年
教育実習

現行 英語で学ぶ（やまぐちスタディーズなど）

新規 マイ言語履修プラン設計サポート

現
行
＋カ
新 リ
規キ
シュ
スラ
テム
ム

３年
英語・日本語教員免許科目

留学後のキャリア育成
地域のキー
パーソンと共
に考える地
域の未来

域学共創演習Ⅳ
（卒業演習Ⅱ）を利用

■高大連
携校

■国際化
推進室

就職
・
進学

■地域共
生セン
ター

」

現
プ
行
ロ
海
グ
外
ラ
体
ム
験

海
外
体
験
・
留
学

・夏季・語学文化研修
・春季・語学文化研修
・スタディーツアー

・海外地域実習
・海外語学研修Ⅰ
・海外フィールド・ワーク

・海外語学研修Ⅱ
・海外日本語教育実習
・交換留学
・海外日本語TA
・私費留学

・留学後の成果発表
（1～3年生も参加可）

）

新
規

域学連携フォーラム

現行カリキュラムや留学プログラムに加える新規事業は次のとおりである。
① 学生主導の「域学共創学習プログラム（
「域学共創演習Ⅰ～Ⅳ）
」
： ICT を活用した Active Learning
Studio にて、学生主導の自主的な学びを促進し、地域課題を学習テーマにしながら留学準備、事
後サポートの体制を万全にしていく。
② 語学力管理システム：学生のマイ言語履修プラン設計を入学前から指導するとともに、学生の入学後
の言語学習履歴データベースを構築し、一括管理するシステムにする。マイ言語学習 e-Portfolio
の導入により、学習目標や到達度、語学力向上等が可視化され、次の目標を立てることができる。
③ 域学連携コンソーシアム：本コンソーシアムや域学連携フォーラムを通じ Inter-local 人材は地域の
ニーズを知り、グローバル化する地域の未来をともに考え、作り出す気運を高めていく。講師を招
き、学生をインターンシップに出すほか、卒業後に留学経験を活かせる道を切り拓くネットワーク
とし、留学の人的・経済的支援の場づくりともする。
④ IPD ポイント：以下の説明を参照。
＜卒業時に学生が修得すべき具体的能力の明確化＞

上記の手段を通じ、6 ページに記載した「ACCrOSS」能力及びそれに関連したコンピテンシー（8 ページ
を参照）を有機的に育成する。この能力に関する評価指標は、国際文化学部が平成 24 年 4 月から運用して
いる e-Portfolio に組み込み、Inter-local 人材を図るコンピテンシーの普遍化に関する情報を把握し、
結果を広く公表していく。
到達度は、自己評価、他者評価（教員など）
、客観評価（語学能力検定など）という 3 つの評価方法で測
り、マトリックスやレーダーマップを用いて、学習過程の様々な時点で到達度に向けての到達レベルを把
握し、確認できるようにする。同時に、図 2 に示した「Initial Professional Development（IPD）
」ポイ
ント制度で活動を積算する。
（ IPD は生涯にわたるキャリアの入口に立つという意味である。
）この IPD ポ
イント制度において、語学の検定結果、国際交流活動・海外研修への参加、英語で開講される科目の履修、
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自主的な活動実績等を全てキャリアに繋がる専門教育と捉え、これらの活動を IPD ポイントとして累積す
る。このポイントは留学選考の際に加算されたり、経済的支援が受けられたりできるようにし、留学への
動機づけを高める。
「ACCrOSS」能力に関するコンピテンシーの各レベルに到達した時点で、これもポイン
ト化され、計 150 ポイント以上に達したら Inter-local 人材として認定され、評価される仕組みである。
具体的なコンピテンシーや到達度及び評価方法は次の通りである。
「ACCrOSS」の示す 6 つの能力と 16 のコンピテンシー
①Ａ能力は、レポート、口頭発表、グループ・ワーク等で測
定。
（5×2＝10 IPD ポイント）
1) 学生個人の限られた世界観を超え、他者のレンズから
物ごとを見ることができるか。
2) 自分以外の人や地域の可能性、未来を描くことができ
るか。

図 2 IPD ポイントの換算例
スタディーツアー
生涯学習論
卒業演習Ⅰ
インターンシップ
交換留学
国際ボランティア
１ｐｔ
域学連携フォーラム １ｐｔ
域学共創演習Ⅳ
２ｐｔｓ
海外語学研修Ⅱ
３ｐｔｓ
環境システム副専攻３ｐｔｓ

S 能力１0pts
2

１ｐｔ
１ｐｔ
２ｐｔｓ
２ｐｔｓ
４ｐｔｓ

A能力10pts

A
S

２

留学奨学金：３０ｐｔｓ以上

C

地域共生演習
各言語能力検定
弁論大会優勝
域学共創演習Ⅱ
海外語学研修Ⅰ

1ｐｔ
２ｐｔｓ
２ｐｔｓ
２ｐｔｓ
３ｐｔｓ

C能力30pts

Inter-local

人材
認定

GPA3.5 ３pts

入学前の留学 ３ｐｔｓ

150ｐｔｓ
以上

グローバル学生交流 １ｐｔ
やまぐちスタディーズ １ｐｔ
学生チューター
１ｐｔ
海外日本語教育実習３ｐｔｓ
海外日本語TA
４ｐｔｓ

S

１
研修奨学金：１５ｐｔｓ以上

Cr

企画創造論
域学共創演習Ⅰ
制作活動・展示
ディベート大会優勝
海外Fashion Show

１ｐｔ
２ｐｔｓ
２ｐｔｓ
２ｐｔｓ
３ｐｔｓ

O
②Ｃ能力は語学能力検定、
語学ラボでの到達度、
主として「域
S 能力10pts
Cｒ能力10pts
学共創演習Ⅰ」で測定。
（5×6＝30 IPD ポイント）
O能力１0pts
3) 国際文化学科：言語コミュニケーション系は
TOEIC700 点、日本中国語検定試験 2 級、ハングル能力検定試験準 2 級、スペイン語能力検定 3 級以上。
国際文化系は TOEIC600 点、日本中国語検定試験 3 級、ハングル能力検定試験 3 級、スペイン語能技能検
定試験 3 級以上。
4) 文化創造学科：制作・文化活動を考慮し、TOEIC550 点、スペイン語技能検定試験 3 級以上。(中国語、
韓国語は設定しない)。
5) 「話す」
「聞く」
「書く」
「読む」の 4 技能に、異文化理解と自己のアイデンティティ意識を含んだ
コミュニケーション力としての異文化コミュニケーションができるか（33 ページ参照）
。
6) ICT を活用し、短時間で信頼できる情報を集め、それに基づいて簡潔な口頭発表ができるか。
7) リーダー、サブリーダー、サポートスタッフ、記録係、情報提供者といった役割が果たせ、チームの一
員としての活動ができるか。
8) 地域のニーズや希望を知ろうとする姿勢を持ち、自分のものとして考え、行動を通じ、応えようとする
姿勢がとれるか。
1

異文化交
流論１ｐｔ
地域実習
２ｐｔｓ
域学共創演習Ⅲ
２ｐｔｓ
個展・イベントの企画
２ｐｔｓ
ロード・ツー・ジャパン
３ｐｔｓ

③Ｃr 能力は、主として「域学共創演習Ⅱ」で測定。
（5×2＝10 IPD ポイント：以下同様）
9) 自分の取った行動を振り返る時間を確保し、その行動を見つめ、次のステップに活かせるか。
10) 創造性豊かで、マイナスをプラスに転換できるような独創的発想や行動ができるか。
④Ｏ能力は、主として「域学共創演習Ⅲ」や留学、実習、インターンシップ等で測定。
（10 IPD ポイント）
11) 他者の意見や発想、新たな情報を受け入れ、否定をせずにその視点から考えることができるか。
12) アイデア段階から計画、実行、振り返り、行動修正のプロセスを踏むことができるか。
⑤Ｓ1 能力は、講義科目、留学、実習、等で測定。
（10 IPD ポイント）
13) 日本の文化や歴史について日本語または外国語で語ることができるか。
14) 自分や人や組織のために、他者からの支持がなくとも自分の信念に基づいた行動を取れるか。
⑥Ｓ2 能力は、
「域学共創演習Ⅳ」で測定。
（10 IPD ポイント）
15) 特定の問題を深く分析し、その問題を起こす原因について多面的に掘り起し、それらの原因の関連性
に関する仮説を立て、いくつかの原因を取り除く提案ができるか。
16) 一時的な問題解決ではなく、長期的かつ維持可能な問題解決方法を提案できるか。
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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

28 人

36 人

44 人

50 人

2人

5人

8人

10 人

49 人

60 人

71 人

80 人

89 人

95 人

118 人

118 人

118 人

118 人

118 人

118 人

61.9％

72.0％

82.2％

89.0％

22 人（ 0 ）

25 人（ 0）

28 人（ 0）

TOEIC700 点以上 中国

卒業時の外国語力スタンダード

語、韓国語中級以上 スペイ

30 人（

0）

ン語技能検定試験 3 級以上

国
際
文
化
学
部
（
国
際
文
化
学
科
）

海外留学経験者数

44 人

50 人

56 人

59 人

62 人

64 人

３カ月未満

26 人

30 人

34 人

34 人

34 人

34 人

３カ月～１年

18 人

20 人

22 人

25 人

28 人

30 人

超

０人

０人

０人

０人

０人

０人

卒業［予定］者数

64 人

64 人

64 人

64 人

64 人

64 人

１

年

目標設定の考え方

本構想によって、本学の第 2 期中期計画に掲げている「本学科の全ての学生が在学中に海外体験ができる」と
「5 割以上の学生が卒業時までに英語では TOEIC650 点以上、日本中国語検定試験 2 級以上、ハングル能力検
定試験準 2 級以上の水準に到達できる」という目標を達成できる。平成 23 年度の留学経験者数の欄に記載され
ているとおり、3 ヶ月未満の海外留学経験者が 3 ヶ月～1 年の海外留学経験者を上回っている。ただし、本表で
は卒業生の一番長い海外体験のみ記載されており、平成 23 年度においての 3 ヶ月未満の留学経験者の延べ人数
はここに記載されている人数の約 2 倍となっている。本構想に掲げる数値目標の設定に当たり、このことを意識
し、ACCrOSS 能力やコンピテンシーを育成するため、3 ヶ月未満の留学体験に留まらず、3 ヶ月～1 年の海外
留学へと展開させる必要がある。よって、3 ヶ月未満の海外留学経験者の現在の 1.３倍増に対して、3 ヶ月～1
年の留学経験者を現在の約 1.７倍に増加を目指すこととした。
TOEIC550 点以上

卒業時の外国語力スタンダード

スペイン語技能検定試験 3

6 人（

2）

11 人（

5）

16 人（

8）

20 人（10）

級以上

国
際
文
化
学
部
（
文
化
創
造
学
科
）

海外留学経験者数

5人

10 人

15 人

21 人

27 人

31 人

３カ月未満

3人

7人

11 人

15 人

19 人

21 人

３カ月～１年

2人

3人

4人

6人

8人

10 人

１

０人

0人

0人

0人

0人

０人

54 人

54 人

54 人

54 人

54 人

54 人

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

第 2 期中期計画に基づき、本学科の全ての学生が「国際的視点に立って、地域の文化資源を題材とした創造的
活動の成果を学外に発表し、批評を受ける体験を複数回積むことができるように」という目標達成のため、海外
留学体験は欠かせないが、現時点（平成 23 年度実績のとおり）で、海外留学経験者はほとんどいない。よって、
3 ヶ月未満の海外留学を中心に徐々に増加させながら、3 ヶ月～1 年の海外留学へと展開していく。また、本学
科においての現在の TOEIC の平均得点は 335 点である。2 年生から専門科目が多く、外国語科目をほとんど履
修しないために、本構想において、留学に興味のある学生に「域学共創学習プログラム」を積極的に履修させる
とともに新規に設置する語学力管理システムを利用し、国際文化学科の中級レベル専門英語科目等も履修させ、
TOEIC550 点の目標を目指す。

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・国際文化学部）
（測定指標・達成水準）ACCrOSS 能力とコンピテンシーの測定指標及び達成水準は 8 ページに記載されているとおりである。能力やコンピ
テンシーによって測定指標は異なるが、主として次の 3 通りある地域をつなげて課題解決に向かう姿勢と、地域の歴史的、文化的、自然的、
人間的な資源の価値や可能性に着目し、地域を世界に「売り込める」力が必要となる。この能力は ACCrOSS の 6 能力と 16 コンピテンシーで
ある。
（ページ 6～8 を参照）
。自己評価、他者評価（教員など）
、客観評価（語学能力検定など）を e-Portfolio に組み込み、レーダーマッ
プ及びマトリックス方式で評価を行い、IPD ポイントに換算する。
（指標・水準設定の考え方）本構想で育成する Inter-local 人材には世界の地域と日本の地域をつなぎ、地域の課題解決に向かう姿勢をも
ち、また、地域の資源の価値や可能性に着目し、地域を世界に「売り込める」力が必要である。この「姿勢」と「力」を支える能力は、国
境・文化・世代などの様々なボーダーを超えていくことができる（across できる）という意味から ACCrOSS 能力としている。ACCrOSS 能力
に関するコンピテンシーの到達度を IPD ポイントとして換算し、IPD ポイントを 150 点以上獲得することで、Inter-local 人材として認定さ
れる。
（達成する学生数設定の考え方）3 ヶ月～1 年未満の交換留学等の体験のある学生の人数に合わせてある。これらの学生は入学時より本構想
の教育課程の全てを終了し、設定した具体的な能力を身に付けている。これを獲得した IPD ポイント数によって証明している。

全

学

平成２５年度

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

２６人

３１人

３６人

４０人

１１８人

１１８人

１１８人

１１８人

２２．０％

２６．３％

３０．５％

３３．９％

（対象：国際文化学部国際文化学科）
（測定指標・達成水準）全学の欄に記載されている内容に準じるが、C 能力の語学力コンピテンシーにおいて言語コミュニケーション系は
TOEIC700 点、日本中国語検定試験 2 級、ハングル能力検定試験準 2 級、スペイン語能力検定 3 級以上。国際文化系は TOEIC600 点、日本中国
語検定 3 級、ハングル能力検定 3 級、スペイン語能技能検定試験 3 級以上。
（指標・水準設定の考え方）全学の考え方に準じるが、1 年次の終わりに国際文化学科の言語コミュニケーション系を選択するにあたり、2
年生の当初からすでに TOEIC550 点、日本中国語検定 4 級、ハングル能力検定 4 級を取得しているので、国際文化系の学生より高く設定して
あるが、国際文化系の学生が交換留学を希望する場合、言語コミュニケーション並みの成績が必要である。
（達成する学生数設定の考え方）上に述べた語学能力の考え方以外は全学の考えに準じる。
国際文化学部（国際文化学科）

平成２５年度

平成２６年度

２２人

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２７年度

２５人

２８人

平成２８年度

３０人

６４人

６４人

６４人

６４人

３４．４％

３９．１％

４３．８％

４６．９％

（対象：国際文化学部文化創造学科）
（測定指標・達成水準）全学の欄に記載されている内容に準じるが、C 能力の語学力コンピテンシーにおいて制作・文化活動を考慮し、
TOEIC550 点、スペイン語技能検定試験 3 級以上とする。(中国語、韓国語は設定しない)
（指標・水準設定の考え方）全学の考え方に準じるが、制作・文化活動の時間を確保するため、また、同理由で交換留学先において中級的
な語学力に留まってもよいという配慮をし、TOEIC550 点、スペイン語技能検定試験 3 級以上としている。
（達成する学生数設定の考え方）上に述べた語学能力の考え方以外は全学の考えに準じる。
国際文化学部（文化創造学科）

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

４人

６人

８人

１０人

５４人

５４人

５４人

５４人

７．４％

１１．１％

１４．８％

１８．５％
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】
本取組では、派遣した学生数、及び、学生自身の Inter-local 人材としての達成度のほかに、以下の目
標を設定する。
①「域学共創学習プログラム」を通して、地域課題として取り組むテーマ数、及び実際に課題解決に向け
て地域から評価されたプログラム数の拡充
地域課題をテーマにもって留学させるため、あらかじめ、教員側で地域団体と協議の上、テーマに関す
る大きな枠組みを設定する。そのテーマ数が増えることが第一の目標となる。次に、留学する学生は、留
学前や海外留学中に調査や探求を行い、帰国後に報告を行う。ここで地域から評価された報告の数を増や
すことを第二の目標とする。さらに、卒業後の活動を追い、地域に希望を与える人材となっているか評価
を得る。
②他の公立大学のモデルとなるべく成果物の作成
域学共創学習プログラムやアクティブラーニング、地域活動に従事しながら学べるリージョナル・サー
ビス・ラーニング等のガイドを作成し、冊子や Web 等で広く情報を公開する。
③高大連携モデルの充実
面接を通して高校時代の留学経験や語学検定結果の評価を引き上げる。本構想で示す「域学共創学習プ
ログラム」等への参加も含め、高校時代の留学経験や語学検定結果等を、入学後の IPD ポイントに加算す
る。また、
「4 技能＋α」総合的外国語運用能力の育成で開発する語学教材を、入学前教育でも活用する。
現在 2 校と行っている高大連携事業を、さらに域学連携フォーラムを通じて 5 校程度に拡大する。
④学術情報、海外に関係した就職情報の公開
従来行ってきた海外研修・留学報告会開催時に、都市部でのみ行われている各国の留学フェアを学内バ
ージョンで実施する。学外の奨学金や各国の留学制度、海外企業情報、留学経験者を求める企業情報、海
外就職フェア等の情報を周知する「学内留学フェア」を実施し、留学へのモチベーション向上を図るとと
もに、就職先や進学先を見据えて留学に臨める環境を整える。
⑤全学的なプログラム展開
現在は国際文学部が本構想の対象となっているが、段階的に全学へ展開させる。
「域学連携フォーラム」
への参加を他学部生に呼び掛け、
「域学共創演習」の履修者数を増やして交換留学へとつなげ、社会福祉
学部や看護栄養学部生が Inter-local 人材を目指すような枠組みを示したい。学内留学フェアへの参加や
留学アドバイザーとの相談等は、当初から全学部生を対象とし、Active Learning Studio は予約制で全学
部生が利用できるようにするため、これらの参加者数を評価項目に入れる。
⑥大学院との連携
Inter-local 人材の第 1 期生が卒業する平成 27 年度までに、本構想の大学院への延長プログラムについ
て検討し、実現に向けた計画を立てる。なお、大学院生は当初から「域学共創演習」に TA として参加し
ており、
「域学連携フォーラム」へも参加を求める。
（大学院生の海外派遣者数に関する目標は 12 ページ
に記載。
）
⑦教育研究の国際的通用性と教員のグローバル化
本構想の教員 FD を通して、海外の優れた教育方法を取り入れ、また、海外での教育経験を有する教員
数を増やす。英語で授業のできる教員数を増やし、海外との情報のやり取りがキャンパスの中で日常とな
る環境づくりを目指す。
国際文化学部ではすべての教員（32 名）が、必修科目を利用して新設する「域学共創学習プログラム」
に関わり（主たる責任者は学部長・学科長を含め 6 名）
、語学科目担当者 10 名は主として総合的外国語運
用能力育成を推進する。海外派遣プログラム関係は臨地実習担当者会議（国際文化学科 8 名、文化創造学
科 8 名）を中心に取り組む。これらの役割分担を明確にしつつ、教員全員のグローバル化が図られている
かを評価項目に入れる。
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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

126 人
（

平成２５年度

135 人

68 人）

（

72 人）

平成２６年度

150 人
（

平成２７年度

170 人

80 人）

（

95 人）

平成２８年度

185 人
（

110 人）

200 人
（

120 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

1人
1 人）

（

1人
1 人）

（

2人
2 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

5人
5 人）

（

6人
6 人）

（

7人
7 人）

（

8人
8 人）

（

9人
9 人）

（

10 人
10 人）

174 人
99 人）

（

187 人
107 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

121 人
63 人）

1,305 人
9.7％
（

129 人
66 人）

（

5.2％）

142 人
72 人）

（

（

161 人
86 人）

（

3人
3 人）

（

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1,305 人

10.3％

11.5％

13.0％

14.2％

15.3％

（

5.5％）

（

6.1％）

（

7.3％）

（

8.4 ％）

（

9.2 ％）

第１期国際化推進方針に引き続き、第 2 期においても年間 200 人の日本人学生の海外派遣を目標とする。
本構想の対象学部生 95 名（平成 28 年度達成目標）の約半数が年に 2 回以上の海外体験を積むことを考慮し、

目標設定の考え方

本構想や第 2 期国際化推進方針に関連した事業を通じて平成 28 年度までに年間 200 人を達成する。

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

【平成 23 年度実績の内訳】
平成 23 年度実績内訳
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

108 人
（

50 人）

１年以上

18 人
（

18 人）

合 計
0人

（

人）

126 人
（

68 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

5人
5 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

5人
5 人）

18 人
18 人）

（

0人
0 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

103 人
45 人）

（

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1.4％

0％

9.7％

8.3％
（

3.8％）

121 人
63 人）

（

（

1.4％）

（

0％）

（

5.2％）
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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

35 人

（Ａ）

（

18 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

0人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

6人
4 人）

（

15 人
0 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

14 人
14 人）

（

（

（Ｃ）

18 人）
1,305 人

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

平成２６年度
（H2６.5.1）

45 人
（

23 人）
（

（

（

28 人）
（

（

20 人
0 人）
18 人
18 人）

（

23 人）
1,305 人

67 人
（

33 人）

89 人
（

40 人）

（

１人
1 人）

（

2人
2 人）

9人
6 人）

（

10 人
6 人）

（

12 人
8 人）

30 人
0 人）

（

45 人
0 人）

25 人
0 人）

（

（

56 人
（

平成２８年度
（H2８.5.1）

0人
0 人）

22 人
22 人）

（

45 人
（

平成２７年度
（H2７.5.1）

56 人
（

0人
0 人）
7人
5 人）

（

35 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

平成２５年度
（H2５.5.1）

28 人）
1,305 人

26 人
26 人）

（

67 人
（

33 人）
1,305 人

30 人
30 人）

89 人
（

40 人）
1,305 人

2.7％

3.4％

4.3％

5.1％

6.8％

（1.4％）

（1.8％）

（2.1％）

（2.5％）

（3.1％）

2.7％

3.4％

4.3％

5.1％

6.8％

（1.4％）

（1.8％）

（2.1％）

（2.5％）

（3.1％）

第 2 期国際化推進方針において博士前期・後期、修士、学士課程の在籍者とそれ以外の留学生を合わせ、本
学の全学生数の 1 割（130 人）になるような目標設定となっている。本構想に伴い、交換留学生の受入学生数
目標設定の考え方

が増え、さらに学士課程等の在籍者数を増やすことによって本表に記載されている目標を達成できると考える。
なお、6 月以降の語学文化研修、後期受入れ数（37 人）を考えると平成 24 年度は 72 人の留学生を受け入
れることになる。

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

１

中国

２

韓国

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

２１人
８人

２１人
３人

８人

３

カナダ

３人

４

スペイン

２人

２人

５

フィンランド

１人

１人

６

人

人

７

人

８

人
人

９

人

人

人

１０

人

人

その他

人

人

合 計

３５人

３５人
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※）
※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。

外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

14 回

16 回

19 回

22 回

24 回

547 回

547 回

547 回

547 回

547 回

2.6％

2.9％

3.5％

4.0％

4.4％

関連科目を平成 25～26 年度に新たに１科目ずつ開講する（本学教員担当）
。また、平成 25 年度から受け入れる
目標設定の考え方

外国人教員による科目を新たに１科目ずつ開講する。平成 27～28 年度には、
「現代日本社会論」と「現代日本文化
論」を 1 科目ずつ開講する（本学教員または非常勤講師担当）
。

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

17 人

18 人

20 人

21 人

22 人

7人

7人

8人

9人

10 人

総教員数（Ｂ）

114 人

116 人

113 人

111 人

108 人

割

14.9％

15.5％

17.7％

18.9％

20.4％

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員

合（Ａ／Ｂ）

平成 2５年度から 1 名ずつの定年退職等に伴う採用人事を行う際、海外で博士号を取得していることを条件とし
目標設定の考え方

て公募を実施する予定である。また、それに加え、平成 26 年度以降、同人事において外国人専任教員を 1 名ずつ
雇用する予定にしている。

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

40 人

41 人

43 人

44 人

45 人

総教員数（Ｂ）

114 人

116 人

113 人

111 人

108 人

割

35.1％

35.3％

38.1％

39.6％

41.7％

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

若手教員には海外での博士号取得を通したキャリアアップを奨励するほか、新規採用教員については、外国人研究
目標設定の考え方

者や海外での博士号取得者を重視する。

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）

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1,305 人

1,305 人

総教員数（Ｂ）

114 人

116 人

113 人

111 人

108 人

割

合（Ａ／Ｂ）

11.4

11.3

11.5

11.8

12.1

教員あたりの学生数はすでに低いため、現状並みの割合を維持する。したがって、本構想においてプログラムコー
目標設定の考え方

ディネーター、ジュニア TA、TA、学術交流協定大学の教員、地域の特別講師などの導入により教員あたり学生数
はさらに低くなり、場合によって 6 人／1 人になることもある。
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

TOEIC800 点以上

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

1人

1人

4人

5人

6人

事務系職員総数（Ｂ）

31 人

31 人

33 人

33 人

33 人

割

3.2％

3.2％

12.1％

15.2％

18.2％

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

学内英語研修も実施しており、海外での英語研修を含め、職員の海外派遣者数の増加を第 2 期国際化推進方針に
目標設定の考え方

掲げているので、平成 26 年度より一人の職員が TOEIC800 点を取得する見込み。また、平成 26 年度に新たな専
任職員を２人採用する予定にしており、採用時には TOEIC800 点を取得していることを判断材料の一つとする。

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

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

【現状】

【本構想における展開】

＜大学のグローバル化に向けた体制整備＞
第 1 期中期計画(2006～2011)に基づき、平成 18
年度に国際化推進室を設置し、学内に分散していた
多くの国際交流事業を一元化した。平成 20 年度には
本学の国際化推進方針を策定し、行動計画に基づい
て国際交流活動の活性化や国際的な通用性を有する
教育研究の質の向上、大学情報の国際化を推進して
きた。現在、海外大学の 7 大学と学術交流協定を結
び、双方向の数のバランスを保った学生交流や教員
交流、国際共同研究等を推進している。平成 20 年度
には文部科学省「大学教育の国際化加速プログラム」
の採択を受け、英語で開講する科目の改善・充実を
図った。平成 21 年度には新たに ASEAN（フィリピン）
での海外語学文化研修プログラムを創設し、民間団
体の助成金（中島記念国際交流財団）を受けた留学
生の地域派遣・地域交流事業も評価を得た。国際化
推進方針に掲げた数値目標（学生交流年間 200 人、
教職員交流年間 15 人、共同研究年間 2 件）も概ね達
成したところである。
現在、国際化推進室には、外国人教員（教授）の
室長、外国人教員（1 人）や外国で 1 年以上の経験
を持つ日本人教員（1 人）を含む 3 人の室員、常勤
担当職員 1 人、非常勤職員 3 人の計 8 人を配置して
いる。常勤担当職員は高い英語能力（TOEIC850 点以
上）を有し、他の職員も出入国管理や申請取次制度、
留学生支援や英語力向上等の研修を受け、専門的な
能力の向上を図っている。
＜学術交流、学生交流等の展開＞
第 1 期国際化推進方針により、本学の学術交流、
学生交流、海外語学文化研修等のあり方を見直し、
業務の一元化を達成した。また、学生交流の拡大、
交換留学生の派遣受入環境の改善を行った。交換留
学ガイド（派遣用、受入用＜多言語版＞）や海外渡
航セーフティガイドの等の発行、全学を対象とした
説明会や帰国報告会、保護者対象の説明会、ニュー
スレターの配布等が本学の国際化の動機づけになっ
ている。現在では、3 ヶ月未満の海外語学・文化研
修の経験者が、次のステップである一年未満の交換
留学生に応募する流れが確立されつつある。
＜学術交流協定大学＞
現在、学術交流協定大学は以下の 7 大学である。
・アジア：曲阜師範大学（中国）
、青島大学（中国）
、
慶南大学校（韓国）

＜大学のグローバル化に向けた体制整備＞
本学第 2 期中期計画（2012～2017）に基づき、全
学部生に複数の国際交流体験を持たせると共に、国
際文化学部国際文化学科生では全学生が海外留学ま
たは海外実習を、また文化創造学科では全学生が習
得内容を学外で複数回発表することを、いずれも卒
業までに実践できるよう目指している。教育研究推
進室・国際化推進室・学部学科間の連携を図りつつ、
カリキュラムの整備、評価指標の策定、支援策の充
実を図っているところである。
平成 24 年 4 月には、全学委員が協議を行う新しい
組織（教育研究推進委員会）が創設され、副学長の
リーダーシップのもと、具体策が立案・実行される
体制が整った。学士課程の構築とカリキュラムの見
直しのプロセスの中に、国際的通用性に関する目標
を含み、全学部を対象に教育研究のグローバル化を
推進する体制となっている。
また第 2 期国際化推進方針及び行動計画について
も全学で協議を行い、国際化推進室と学部学科を繋
ぐ国際交流委員会も活発化している。本構想の申請
に当たっては、教育研究推進委員会の下に全学で協
議を行うプロジェクトチームを立ち上げた。実施・
運営に当たっても、全学組織（教育研究推進委員会）
のもとで体制を整備し、情報を共有することになる。
＜学術交流、学生交流等の促進・展開＞
第 2 期国際化推進方針では、学生交流の充実、教
員交流の拡大を目指している。また、教育研究のグ
ローバル化に関する具体策を掲げると同時に、教職
員への英語研修の充実、英語で開講する科目の改善、
英語で実務が行える職員の育成、留学生支援の拡充、
地域の国際化への支援等を行うと定めている。
本構想では、学術交流協定大学と連携しつつ、ICT
を活用した海外からの遠隔授業や、海外資料の閲
覧、教員交流制度を用いた客員教員による授業の展
開を行い、教育全般の国際化を図ることとしている。
また、海外研修・実習プログラムの増設により、派
遣学生数の増加を図る。本構想で新たに提案する
IPD ポイント制度に応じた支援策を充実させる。
＜学術交流協定大学の拡大＞
海外 7 大学と学術交流協定を結び、派遣者数と受
入者数を同等にするべく努力を行ってきたが、派
遣・受入共に希望者数が多く、拡充が必要である。
具体的には、①中国、韓国の大学（青島大学等）
：
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・北米 ：センター大学（アメリカ）
、ビショップス
大学（カナダ）
・ヨーロッパ：ナバラ州立大学（スペイン）
、ラップ
ランド大学（フィンランド）
＜交換留学派遣受入・長期留学受入支援体制構築＞
学術交流協定大学との交換留学の派遣・受入人数
はほぼ 1 対 1 の割合で、バランスよく展開している。
派遣・受入交換留学生に対する支援が制度化され、
特に受入の交換留学生および長期留学生に対して
は、担当職員、チューター教員、日本人学生チュー
ターの支援体制が構築されている。受入交換留学生
全員には、大学の施設を利用した滞在施設を提供し、
職員による到着後オリエンテーションや巡回指導、
帰国前オリエンテーション等も行っている。アジア
からが主となる長期留学生に対しては、アパート契
約がスムースに行われるよう、補償制度を活用して
積極的に大学が保証人となる支援体制を取ってい
る。(財)山口県国際交流協会や民間団体と連携し、
歓迎行事や自転車斡旋、交通教室、日本文化を知る
旅などのイベントも年間を通じて開催している。
カリキュラムでは「外国人のための日本語」
、日本
伝統文化関連科目（
「茶道」
、
「陶芸」
、
「華道」等）に
加え、英語で開講する科目を 14 科目用意している。
＜英語で開講する科目＞
欧米系の交換留学生が増加したため、平成 14 年度
より英語で開講される科目を開設している。毎年 1
～2 回の FD を開催して、英語によるシラバス作成、
成績評価方法、チーム・ティーチング、教育方法等
に関する教員の教育力向上を図ってきた。平成 20
年度に「大学教育の国際化加速プログラム」に採択
され、
「英語で世界に発信する地域遺産教育の開発」
（やまぐちスタディーズ）をコア科目として充実さ
せた。コア科目(4 科目)では、地域文化を題材とし
た事前事後学習からなるコースワークを充実させ、
ラーン・オン・ロケーション（LOL: Learn on
Location、現地で学ぶ）の手法を取り入れた教室内
外の活動を組み合わせて、学んだ成果を英語で世界
に発信する機会を設けた。
「読む」
「視る」
「聞く」
「解釈する」
「表現する」
といった多角的アプローチを導入し、講義で学んだ
事柄と現地で体感するものとの溝を埋めながら、生
きた知識を英語で語れる人材を育成し、人文系教育
の向上に取り組んでいる。現在はこのやまぐちスタ
ディーズの 4 科目を含め、英語で開講される科目は
14 科目を開講している。これを担当しているのは、
国際文化学科教員 11 人と文化創造学科教員 10 人で
ある（オムニバス等含む）
。

中～上級レベル（中国語・韓国語）の語学文化研修、
②英語圏の大学：英語での実習やインターンシップ、
③ASEAN：「地域実習」等、派遣先の開拓を平成 26
年度までに整備する。既に ASEAN 地域については岡
山大学と共に ASEAN 大学連合と協議を行ったところ
である（平成 24 年度「大学の世界展開力強化事業」
共同申請）
。
交換留学や私費留学については、英語で高度な授
業を受講できる中国・韓国の学術交流協定大学等を
視野に入れている。
＜交換留学派遣受入・長期留学受入支援体制構築＞
大学入学時から留学に至るまでに必要な準備（ア
カデミックスキル、語学、文化適応、論理的思考、
経済的課題、自己管理、専門的キャリア育成等）に
ついては、大学導入教育から卒業研究に至る一連の
演習科目「域学共創演習Ⅰ～Ⅳ」において主体的に
学ぶ環境を整備する。受入れについては中期計画を
踏まえて環境を整備する。
＜英語で開講する科目の増設＞
日本人学生が留学前に英語で授業を受ける体験が
できる現在の形をさらに充実させ、開講される科目
数の増加、内容の再検討、適切な課題の設定、成績
評価基準の明確化についての FD を、本構想で受け入
れる学術交流協定大学の教員を講師に迎えて行う。
e-learning を活用した事前事後学習を充実させ、
カリキュラム上の位置づけや時間割を見直し、日本
人学生が履修しやすい環境を整える。
＜ジュニア TA、TA の活用＞
学年を越えて、身近な先輩が後輩に教えるジュニ
ア TA 制度を拡充し、
きめ細かな教育支援体制を整え
る。上級生は教えることで学びを深めることができ、
また下級生にとっては、身近なグローバル人材のロ
ールモデルとなる。
「域学共創演習」及び海外留学経
験者をジュニア TA として活用することで、持続可能
な少人数教育体制を構築する。
ジュニア TA には IPD ポイントを付与し、自身の経
験のみならず、交換留学へのモチベーション向上に
つなげる。これを TA 制度と併用し、学部生、大学院
生間の学びの交流も促進する。
＜高校生・大学院生・社会人等の参画＞
本構想で開講する科目や課外学習等には、希望す
る大学院生、社会人等も参加できるようにする。
また、高大連携事業の一環として高校生も参加で
きるようにする（定員を限定し、
成績優秀者を選抜）
。
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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】

＜シラバスの充実や多言語化＞
開講される全科目のシラバスを Web 上で公開して
いる。授業科目毎の成績評価基準は、シラバスにお
いて、
具体的学習目標
（
「小テスト」
、
「自主学習態度」
、
「レポート」
、
「プレゼンテーション」
、
「学期末試験」
等）ごとに、各評価項目の配点比率を明記し、学生
に周知した上で履修登録を行わせている。各科目の
第 1 週においてシラバスを用いたオリエンテーショ
ンを行い、履修登録の変更期間、取り消し期間など
を設定している。
＜学修時間確保による自主的な学びの確立＞
シラバスには、毎回の授業内容とともに、毎回の
自主学習課題を書くようになっている。すべての科
目で毎回の課題が公開されていることで、授業時間
外の学習時間を確保させ、教育の実質化を図ってい
る。全学部の履修ガイドにおいて 1 コマあたりの授
業時間外の学習時間が 2 時間であることが記載さ
れ、学生に周知されている。
＜厳格な成績評価と GPA 活用、上限単位数設定＞
単位の上限については、学科ごとに 1 学期あたり
25～28 単位を上限として定めている。25 単位となっ
ていないのは、長期期間中の集中講義や、実習に重
きを置く学科（社会福祉学科、看護学科など）が長
期休業期間中等に施設実習等を行っている理由もあ
るが、平成 23 年度から是正に向けた協議が開始され
ている。
また、GPA 制度を採用し、成績評価の厳格化に努
めている。学業成績優秀者には学長表彰及び奨学金
を授与しているが、GPA2.0 以下で履修単位数が規定
に満たない学生に対しては必要な学修支援を行った
上で、各学年に進級制限を設けている。さらに、そ
れらの学修支援を行ったにもかかわらず成業の見込
みがない場合には、退学勧告を行う制度も設けてい
る。学士としての卒業認定や学位授与の厳格化を図
っている。
＜双方向型授業やアクティブラーニング＞
大学導入教育において協働学習が、また、平成 23
年度に開始した LMS を用いた授業の一部で双方向型
授業が用いられているが、本格的な導入には至って
いない。他大学の事例の視察や研修会への参加、ア
クティブラーニング用の教室や教育方法に関する展
示会・研修には参加しており、教員の関心は高い。

＜シラバスの充実や多言語化＞
シラバスは Web 上で閲覧できるが、評価指標や評
価基準をより細かく設定し、15 回の授業と中間テス
トや最終テストの評価点の積み上げ方についてより
細かく学生にわかるように改善する。また、英語で
開講される科目のシラバスは英語で書かれている
が、それ以外で留学生が受講する科目（茶道、華道、
陶芸等の実践的科目等）についても英語版を用意す
る。
＜学修時間確保による自主的な学びの確立＞
ICT を活用した教育（
「WEB かるちゃー」:国際文化
学部 LMS）で運用する科目数を現在の 7 科目から 2
倍の 14 科目に増やす。英語、中国語、韓国語の語学
教育についても同様に自学自習時間を確保する。
＜厳格な成績評価と GPA 活用、上限単位数設定＞
成績評価については、英語で開講される科目を中
心に海外の学術交流協定大学と連携して成績評価
方法の改善を図る。成績評価をより厳格に行うこと
により、学部間で異なる GPA の平均値を公正にする
ことができる。単位の上限は 25 単位とし、実質化を
図る。このノウハウを他の科目に応用し、すべての
科目についてより学生にわかりやすい形で成績を評
価し、フィードバックする。
＜履修モデルとカリキュラムマップの提示＞
留学を目指す学生向けの履修モデルを提示する。
各履修モデルのカリキュラムマップを示し、ナンバ
リングを行う。
＜e-Portfolio の充実＞
現在の e-Portfolio にある 3 つのシート（履修モ
デルチェックシート、キャリア構築シート、到達目
標チェックシート）に、留学に関する評価基準や到
達状況を記入するシートを加える。留学に至る目的
意識を明確にし、目標を設定し、実績を記録して、
教員と共有するとともに IPD ポイントを集積できる
システムとする。
＜アクティブ・ラーニングの積極的導入＞
留学につながる入学から卒業までの一貫した「域
学共創学習プログラム」において、学生が学習内容
を組み立て、ワークショップやディスカッションを
行い、ピアレビューを実施するスタジオ型の授業を
展開する。留学組のタテ・ヨコのつながりをつけ、
新たな留学組をリクルートさせるしくみをつくる。
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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】

＜教育情報の発信＞
本学の日本語による情報については、平成 23 年 4
月 1 日より、公立大学法人の申し合わせにより、大
学基準協会で求められている情報をすべて大学ホー
ムページ上で公開している。
なお、
「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国
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」については、以下の 2 項目以外は本学ホーム
ページ、大学要覧等において情報発信を行っている。
1）各授業の平均学生在籍数
2）授業科目の体系（ナンバリング）
各授業の平均学生在籍数については、学内の教務
委員会を通して報告されているが、公開には至って
いない。また、ナンバリングについては、第 2 期中
期計画における 3 つのポリシー（AP・DP・CP）に即
したカリキュラムの見直しの中で教育課程の体系化
がなされることとなっている。
大学要覧（Annual Report）を英語で発行する必要
がある。
＜英語による大学情報の公開＞
外国語による情報については、本学ホームページ
上で英語・中国語・韓国語により公開するとともに、
これら 3 カ国語の大学案内を発行している。海外か
らの交換留学生用のスチューデントガイドを Web 上
からダウンロードできるようにしている。国際化推
進室のニュースレターや国際文化学部ニュースレタ
ーも Web 上からダウンロードできる。従来から英語
のみで開講してきた科目については、その中からコ
アとなる科目群「やまぐちスタディーズ」4 科目に
関する教育成果を英語でホームページ上に公開して
いる。
＜学術情報＞
本学のホームページ（図書館からのリンク）に本
学が行っている学術情報及び紀要を掲載している。
紀要は日本語・英語で見ることができ、
同情報(CD-R)
を年度毎に学術交流協定大学に郵送している。

【本構想における取組】
＜国内外への教育情報の発信＞

現在公表されていない情報については、本学のグ
ローバル化において必要性が高い情報から順次整備
していく予定である。
また、現在さまざまな冊子（桜の森通信等）によ
り公開している情報については、ホームページ上に
も掲載することを検討する。
＜多言語による大学情報の公開＞
ホームページに掲載されている大学基本情報をは
じめ、特に海外からの長期留学生に必要な情報、本
学の教育研究活動の内容について、多言語による情
報発信について早急に充実させる。
＜域学共創演習で作成されるコンテンツの発信＞
「域学共創演習Ⅰ～Ⅳ」において制作する地域に
関する資料や報告を、他者が使用できる学習教材と
してアーカイブ化し、Web 上に多言語（日本語、英
語、中国語、韓国語、スペイン語）で発信していく。
平成 25 年度は、全学年で 20 テーマ程度、平成 28
年度までには 100 テーマ程度の自主制作教材（レポ
ート資料、参考文献リスト、著作権を侵害しない範
囲でのアンソロジー、自ら撮影した海外の映像記録、
インタビュー記録などを想定）を配信する。
これは、今後留学を希望する学生の事前学習に活
用するほか、遠隔地における学習者や、留学に関心
の高い意欲的な高校生への提供資料として、さらに
は地域諸団体への海外情報のリソースとして有効
であり、地域貢献に努めている本学の姿勢を戦略的
に示すことができると考えている。
＜グローバルな発信を支援するための環境整備＞
SNS（Facebook、ブログ、Twitter、e-Portfolio
の公開等）を通した大学生個人ベースでの発信を促
すと共に、さらに Active Learning Studio の機材
を活用しながら、グループ単位で教育内容を国内外
に発信できるよう整備する。
＜域学共創演習や留学後の成果報告、リージョナ
ル・サービス・ラーニングに関するガイドの発信＞
「域学共創学習プログラム」の成果の中から地域
においてリージョナル・サービス・ラーニングとし
て具現化できるものは、内容の精度を上げ、積極的
に冊子や Web の形で発信していく。
欧米で盛んなサービスラーニングの国内版資料
（日本語）は、日本の地域社会で参考となり、また
外国語で発信されるものは世界の地域と地域とを結
ぶ媒介となると考えている。これを通して COC の地
方拠点となることを目指す。
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取組内容④ 事務体制のグローバル化
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が
行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。
○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

＜専門職員の配置及び職員の能力向上＞
本学の国際交流事業全般を企画、運営する国際化
推進室の室長は米国出身の教員であり、きめの細か
い連絡や迅速な対応により、学術交流協定大学の幹
部教職員から高い信頼を得ている。
学術交流協定大学をはじめとする海外との事務対
応については、国際化推進室の外国人を含む３名の
教員および米国留学や貿易会社で海外の企業と長年
商談を行った経験を有する専任職員が担っている。
また、非常勤職員には、ヨーロッパへの留学経験を
有する者を雇用するなど、積極的に本学のグローバ
ル化を図っている。
国際文化学部の米国出身教員 2 名、中国出身教員
2 名、韓国出身教員 2 名に加え、英語で授業を開講
している日本人教員 10 名は、国連大学グローバルセ
ミナー（島根・山口セッション：4 年連続等を通し
て）
、それぞれが外国人教員や研究者を招聘しサポー
トを行った経験を有する。本学では専任職員数が少
なく、その分教員数を増員した過去の経緯から、教
員も積極的に国際化推進室の業務を兼任する体制に
ある。
既存の職員の能力向上策としては、JAFSA、入国管
理局などの研修会に加え、平成 23 年度には事務職員
を対象とした英語研修プログラムを 8 回実施し、常
勤、非常勤の別なく多くの参加者があった。また、
学生向けのカナダやフィリピンにおける英語語学・
文化研修への事務職員への参加を認めるなど積極的
な施策を行っている。
今後の課題としては、事務で英語が使える事務職
員数の増加、職員評価への反映やインセンティブの
提供、新たに採用する職員に対する英語実務能力の
評価等が挙げられる。
＜各種学内文書の多言語化による教育環境のグロ
ーバル化＞
先述のように、英語・中国語・韓国語の 3 カ国語
による大学案内を発行しており、ホームページも多
言語化している。受入の交換留学生のための、生活
や学習支援のガイドを上記の 3 カ国語により作成
し、留学前に閲覧できるよう Web 上に上げている。
教務上の履修指導や生活指導等はそれぞれの言語に
よって行っている。長期留学生についても必要に応
じて各言語による指導を行っているが、各種教務手
続きや学生生活の諸手続きに関する申請文書等の多
言語化が課題である。

＜専門職員の配置及び職員の能力向上＞
第 2 期中期計画では本学の業務運営の改善に向
け、職員がその職責を全うする上で必要となる能力、
資質の向上を図るため、統一方針のもとで、職能別
研修、専門研修、職員海外派遣などの研修制度を体
系的、計画的に実施する方針となっている。研修制
度は平成 25 年度から順次実施することとなってい
る。
大学の事務体制の国際化を推進するため、次の研
修プログラムを実施する。
①語学・異文化理解力向上のための研修
事務職員に対して語学研修や異文化体験の機会を
計画的に提供する。教職員の国際化の一環として実
施している学術交流協定大学への派遣（語学文化研
修の引率）を継続発展させることにより、専門職員
をはじめ、学生支援部職員、教育研究推進室職員に
も海外経験者を増やす。海外プログラムの引率先で
職員向けの語学研修の機会を設けることによって、
英語、中国語、韓国語の言語力の向上も図る。
また、現行の専門職員研修（SD）に加え、一般教
職員に対しても異文化理解の向上を目的とする研修
機会を年に 2 回開催する。
②英語能力向上のための研修
平成 23 年度より実施している事務職員向けの英
語研修プログラムの充実を図るとともに、職員が積
極的に参加できる勤務体制を整える。また、本学に
おいて専任職員を採用する際は、TOEIC800 点を取得
していることを判断材料の一つとする。
③専門能力向上のための研修
JAFSA、国内の先進大学、入国管理局による研修会
に加え、学術交流協定大学ナバラ州立大学の英語に
よる事務職員研修プログラムへの派遣、専門能力の
向上を図る。
＜各種学内文書の多言語化による教育環境のグロ
ーバル化＞
特に長期留学生を対象に、英語・中国語・韓国語
で留学生活における規程等を示す学生ハンドブック
等を用意しているが、調査を行い必要な措置をとっ
ていくこととする。
交換留学生については、各種申請文書の多言語化
についてさらに改善を行う。
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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】
＜初年次教育＞
基礎教養科目として、本学の 4 つの教育理念「人
間性の尊重」
「地域との共生」
「生活者の視点の重視」
「国際化への対応」に対応する科目群を設け、すべ
ての学生はそれぞれの科目群から 2 単位以上履修す
ることが義務づけられている。
本構想に関連する、
「国際化への対応」について
は、以下の 6 科目の中から選択することになる。
①「国際情勢」②「国際理解」③「国際交流」
④「中国語」⑤「韓国語」⑥「スペイン語」
＜海外語学文化研修＞
本学では、春季、夏季休業期間中に学術交流協定
を結んでいる曲阜師範大学（中国）
、慶南大学校（韓
国）
、ビショップス大学（カナダ）
、国立フィリピン
大学（フィリピン）内にある慶南大学校の教育施設
において、海外語学文化研修プログラムを実施して
いる。各大学との協議の上で成績が出され、その成
績をもって本学の単位認定を行っている。
学生は現地での生活を通して、語学力向上と異文
化体験を積んだ成果を、帰国後に報告会に臨んで、
お互いに知り、比較し、学び合うのが特色になって
いる。これにより、他の国の文化や言語に関する興
味・関心が芽生え、短期の研修成果に幅をもたせる
結果となっている。
課題は、希望者数に対して研修先が不足している
こと、中国語・韓国語の中級レベル以上の研修先が
必要なことである。
＜交換留学＞
交換留学では、学術交流協定を結んでいる 7 大学
へ約 1 年間留学し、派遣先大学において正規授業を
履修しながら、語学力の向上と専門的な学習を行っ
ている。学生個人の成長に大きく貢献しており、帰
国後には報告会、オープンキャンパス、新入生オリ
エンテーション等で留学体験を発表する他、近隣の
小中学校を訪問して国際理解教育などを行ってい
るのが特徴である。
国際文化学部では、私費留学、ワーキングホリデ
ー等で、休学して海外に出る学生も出ている。
＜日本語 TA＞
本学の協定締結大学のうち 3 つの大学（カナダの

【本構想における取組】
＜初年次から行うグローバル志向の教育＞
本学部のこれまでの取組においてはカリキュラ
ムの都合上、海外研修や留学へのスタートが大学 2
年次以降になっていた。
本構想では、1 年生の教養課程において、
「国際コ
ミュニケーション能力の育成」
、
「基礎的英語運用能
力の育成」といったグローバル志向の教育を積極的
に導入することで、入学直後から留学準備に入るこ
とができるしくみをつくる。
＜学部専門教育＞
国際文化学部では、海外語学文化研修や交換留
学、海外実習等に参加する学生が多い（卒業するま
でに約 3 分の 2 の学生が何らかの形で海外に出てい
る）。一方で、以下のような段階に留まっているの
が課題である。
①一部の意欲的な学生だけが海外研修や留学を体
験している。国際文化学科全体で 100％に引き上げ
ることが目標である。
②海外留学の滞在期間は１か月未満が多く、長期留
学者の数が少ない。留学期間をできるだけ長くし
（国際文化学科では 1 年程度、文化創造学科では数
か月程度）
、より専門的な学習ができる体制の強化
を図ることが目標である。
したがって、本構想ではこれまでの取組を継続し
つつ、これらを有機的に連携・体系化させるため、
以下の教育プログラムを新設し、現状の飛躍的な改
善を図る。
＜「域学共創学習プログラム」の新設＞
新設するプログラムの概要は以下 5 点である。
①自主制作教材を活用した留学準備演習となる4 科
目を設ける。これにより、学部初年次から留学を視
野に入れた教育を開始し、留学後のサポート体制も
万全なものとする。本演習は既存の演習科目（1 年
次：
「基礎セミナー」
、2 年次：
「基礎演習」
、3 年次：
「文化創造ワークショップ」
、4 年次：
「卒業演習」
）
を活かして、内容及び教育方法を改善することによ
り実施する。
②自ら学習カリキュラムを組立て、教材を作成する
能力を養う。
これは、教員等の適切な指導のもと、セメスター
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ビショップス大学、アメリカのセンター大学、中国
の曲阜師範大学）からの依頼を受けて、本学が推薦
する日本語ティーチングアシスタント（TA）を派遣
する制度を設けている。外国人の日本語履修者に日
本語を教える授業で、1 年間程度 TA を経験すること
ができる。原則として国際文化学部に所属してお
り、外国人のための日本語教育に関する科目を履修
しており、日本語教育実習を行なっていることが派
遣条件となる。
＜インターンシップ＞
国内のインターンシップは、基礎教養科目の「ラ
イフデザイン等科目群」の中に正規科目として設け
ており、できるだけ 1、2 年次に履修するように指
導している。上記インターンシップは全て山口県イ
ンターンシップ推進協議会と連携してマッチング
を行っている。また、キャリアサポートセンターに
おいても、各企業のインターンシップ情報を学生に
提供している。正課外プログラムにおいては、本学
の学生支援部が学内の業務に関するインターンシ
ップの機会を提供している。
＜留学生の学生チューター＞
本学では「学生スタッフ制度」に応募した学生が、
留学生をマン・ツー・マンで担当し、日本語指導補
助や生活支援を実施する仕組みを設けている。週 3
回、1 時間ずつのペースで支援を行う。留学生から
好評であり、日本人学生にとっても異文化理解やコ
ミュニケ－ション能力向上が図れる貴重な機会と
なっている。チューター同士の勉強会や反省会、留
学生との交流会、リーダーを中心とする自主的な活
動も展開している。
＜国際公開レクチャー＞
学術協定締結大学からの交流教員が行う講義を、
国際レクチャーとして学内外で年 6 回程度実施して
いる。各国や各大学の大学教育改革の試み等につい
て知る機会となり、これらの交流教員が英語で行う
授業を参観することによって、教授法の FD にもな
っている。
＜Y&I＞
留学生と交流する自主的な活動を、本学では Y&I
（「You & I」「Yamaguchi & International」「友＆
愛」の意味を込めている）と称している。昼食会や
バスツアー、送別会などの様々な活動を通して交流
を深める機会となっている。学生のアイデアにより
活動を企画しており、気軽に国際交流を行う場とな
っている。
＜学部専門教育＞
国際文化学部では、1 年次に学部共通の基幹科目
（4 科目、必修）を設置し、両学科の学生がともに
受講し、国際文化学の原理的基礎知識や人文学的方
法論の基礎を習得している。これらの学部基幹科目

15 回のカリキュラムの内容を学生自らがすべて組
立て、実践し、相互評価するというこれまでにない
きわめて柔軟なフレームを持っていることが特色
である。近年、アクティブラーニングの形態を採る
ことにより、学習成果を高めることが指摘され始め
ているが、本構想では、この手法に教材作成のプロ
セスまでを加え、一層の効果向上に繋げようと考え
ている。
これにより、海外での学習に何より不可欠な主体
的、自主的な学習意識の醸成、個々のニーズに適し
た海外研修・留学への細やかな指導・サポート、海
外におけるゼミナール学習の体験等の点で効果が
上がると考える。総じて日本の大学における比較的
受動的な「教育」のスタイルから、能動的「学習」
へと転換を図る。
③Active Learning Studio で、ICT を活用して少人
数のグループによる活発な討論を重ねながらエー
ジェント学習を進める。ここでは専任教員とコーデ
ィネーター、各グループにジュニア TA、TA による
密度の濃い指導を行う。特に海外コンテンツからの
情報検索、収集スキルは本学部生の弱かった点であ
り、本構想を機に強化したい。
④自主制作教材では、Web 上でのコンテンツ編集や
インタビューなどの映像編集を行い、留学までに必
要な情報を、グループ学習を通して教材にすること
を想定している。これは、ネット通信（スカイプ等
の通信ツール）
、海外大学のデジタルアーカイヴ等
を活用した海外情報収集のトレーニングの点で有
益である。
⑤成果物としての自主制作教材は、本学部で整備を
進めている e-learning システムに連動させ、Web
上にて限定公開し、留学に意欲的な高校生や地域団
体関係者（事前登録の上）が閲覧できるアーカイブ
として整備する。
＜学年毎の学びの順序と体系化＞
新設する「域学共創学習プログラム」の学年毎の
内容は以下のとおりである。
①学部 1 年生対象（1 年後期）
：
・科目名：域学共創演習Ⅰ「自らの LMS(ラーニン
グ・マネジメント・システム)を理解する」
・使用言語：日本語を中心に一部外国語
・カリキュラムイメージ：
＜序盤＞「グローバル人材とは」をテーマに、グル
ープ毎に演習全 15 回のカリキュラム・プラン、使
用する教材（文献、映像資料等）を検討・作成。
＜中盤＞「国際交流への具体的手法」をテーマに、
情報収集。
・留学情報、および奨学金情報の収集
・来日中の留学生らとの交流
・研修旅行（グランドツアー）のプランニング
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担当者会議を定期的に開いているのが特徴である。
学部基幹科目を通して、1 年次に LMS を使った教
育へと導入することで、授業時間以外でも自立的・
自主的な学びの習慣を身につけるようにしている。
平成 19 年度から紙ベースでのポートフォリオを
導入し、学修計画を立てて履修科目を選択するよう
指導している。
2 年次から、専門教育では講義や学内外での実習
や演習、海外での実習や演習、英語で開講される科
目など多彩な形態を用意している。
＜卒業研究＞
3 年次からの専門演習や 4 年次の卒業演習（卒業
論文、卒業報告、卒業制作）では、各学科での学び
を集大成する。各学科で統一したシラバスとし、例
えば国際文化学科では、
「専門演習Ⅰ」で 5 千字の
レポート、
「専門演習Ⅱ」では 1 万字、
「卒業演習Ⅰ」
では 1 万 5 千字、
「卒業演習Ⅱ」では 2 万字以上の
レポート作成を評価基準の一つとしている。学科の
専門性を深めるとともに、他学部・他学科の科目履
修、他大学との単位互換制度の利用、海外の大学で
の修得した単位の認定等、視野を広げる履修につい
ても推奨している。
卒業演習で行う研究テーマについては、4 年生の
5 月に提出する研究計画書を紙ベースで閲覧できる
ようにし、同時に、Web 上(学内限定)でも閲覧でき
るようにしている。これを通して、各学科内あるい
は両学科間でも、4 年生がお互いに他の学生が何を
研究し、何を専門としているのかがわかり、学びに
ついて刺激し合えるようにしている。また、ピアレ
ビューを導入し、中間発表会や最終発表会で、お互
いを批評し合う態度を身につけさせている。
国際文化学科では、卒業研究の優秀者を選考し、
「ベストプロジェクト賞」として発表している。中
間報告会や最終報告会には、高大連携により高校生
の見学者もある。英語コースの学生は、英語で卒業
論文を書くこととなっている。
＜海外語学研修＞
全学の語学文化研修とは別に、国際文化学部で
は、ラーニング・アグリーメントを導入した「海外
語学研修」という科目を開設している。
英語・中国語・韓国語について、個々の学生が設
定した研究プロジェクトを通じ、現地の文化や社会
についての理解を深め、調査し、報告する力をつけ
ることを目標としている。行き先は、本学と学術交
流協定を締結した大学である。
＜地域実習（海外）＞
海外留学を必修にしている大学もあるが、必修と
していないなかで、国際文化学科生の 3 分の 2 が、
自主的に海外留学や研修に参加している。特に、
「地
域実習」で行う海外プログラムの豊富さが特徴であ

・外国人とのコミュニケーションの方法
・海外企業への就職方法
等、自らをグローバル人材化するための具体的なプ
ランを組み立てる。
＜終盤＞「プレゼンテーション＆ディスカッショ
ン」をテーマに、グループワークとして、他グルー
プの参考になる内容を含む教材をまとめて終了。
教材は、Web 上で公表し、学生相互に活用できる
よう整備する。
上記の科目を経て、すべての学生が国際交流活動
を行うことを目指す（別科目「国際交流」を履修）
、
とともに「語学文化研修」参加への動機づけとする。
②学部 2 年生対象（前期）
：
・科目名：域学共創演習Ⅱ「地域のキーパーソンに
出会おう」
・使用言語：可能な範囲で外国語
・カリキュラムイメージ：
＜序盤＞「国際的な視点によって地域の課題をどの
ように改善できるか」をテーマに、グループ毎に全
15 回のカリキュラム・プラン、使用する教材（文献、
映像資料等）を検討・作成する。
＜中盤＞「情報収集の手法を学ぶ」
。国内地域にお
ける具体的テーマを見つけ、専門的見地から、外国
語の論文検索（海外大学のアーカイヴ等）
、国内地
域（地域パーソンを講師として招聘）及び海外地域
キーパーソンへのインタビュー（海外へはスカイプ
通信利用）を実施する。海外キーパーソンへのイン
タビューはすべて外国語で行う。
＜終盤＞「プレゼンテーション＆ディスカッショ
ン」。グループワークとして、他グループの参考に
なる内容を含む教材をまとめて終了。評価には、地
域関係者も加わる。
上記の科目を経て、海外研修（海外語学研修、海
外実習、海外スタディツアー、国際キャンプ等）に
参加する学生が 95 名（国際文化学科 64 名、文化創
造学科 31 名）となることを目指す。
③学部 3 年生対象（前期）
：
・科目名：域学共創演習Ⅲ「実践留学準備クラスグローバルな視点から地域課題を考える」
・使用言語：日本語と外国語（英語、中国語、韓国
語、スペイン語：テーマに即してグループワークや
資料検索で使う使用言語を変える）
基本的な内容は 2 年次に準ずるが、より専門性の
高いテーマ設定を行い、地域でのインターンシップ
を含むものとする。例えば、テーマ候補として、
「国
内地域での在日外国人とのスムースな異文化コミ
ュニケーション法」
、
「地域におけるソーシャルビジ
ネスの可能性とは」
、
「竹などの地域素材を用いたエ
コデザインとは」
、
「国内地域へのインバウンド観光
促進策の検討」等、本学の教育理念「生活者の視点
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り、教員が丁寧に育ててきたのが特色である。「フ
ィールドワーク実践論」で海外・国内でのルール・
マナー等を教え、身近な地域で練習を行った上で、
「地域実習」に出すという方法をとっている。
第 2 期中期計画において「国際文化学科のすべて
の学生が海外留学か海外実習」という目標を掲げ、
一年前倒しですでに学生全員が「フィールドワーク
実践論」を履修している。チーム・ティーチングで
8 名の教員が参加している。過去に実施した海外実
習プログラム（スタディツアー、フィールドワーク、
海外大学での学生コンテスト等）は、韓国、中国、
タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、イ
ギリス、アメリカ等で行っている。また、国内で行
われる CIEE 国際ボランティア拠点を県内団体とと
もに 3 か所確立することができた。
（山口市、周南
市、萩市）
。
＜日本語教育養成課程＞
教育実習は国内プログラムと海外プログラムが
あり、海外実習先はアイルランド、ニュージーラン
ド、タイなどの高校である。実習後に、さらに実習
体験を積むために、休学して日本語教育のインター
ンシップなどに出かける学生もいる。卒業後には、
国内外の日本語教育関連の語学学校への就職、青年
海外協力隊に参加、国内外の大学院への進学、学校
教員として外国人児童生徒のサポート、あるいは企
業等に就職後、ボランティアとして地域の日本語教
育に関わるといった学生が多数いる。

に根ざした地域貢献」を実現できる内容を想定して
いる。
地域のキーパーソンとしては、地域における行政
担当官（山口県地域振興部等）
、地域 NPO や NGO を
はじめ既に交流のある秋吉台国際芸術村や山口情
報芸術センター、さらに山口商工会議所等の地域産
業界からの派遣を検討している。この取り組みに
は、本学地域共生センターとの十分な連携を図るこ
とができる。
上記の科目を経て、交換留学において 40 名を海
外姉妹大学に派遣することを目標とする。
④学部 4 年生対象（後期）
：
・科目名：域学共創演習Ⅳ「留学後のキャリア育成
について-地域のキーパーソンとともに考える地域
の未来」
・使用言語：外国語を中心とする。
・カリキュラムイメージ：
＜序盤＞「地域の課題を具体的に改善する」
、
「地域
の資源を海外にアピール」をテーマに、個々人で全
15 回のカリキュラム・プラン、使用する教材（文献、
映像資料等）を検討・作成。
＜中盤＞「留学中の体験を編集し、地域社会に役立
てる」
。留学で得た情報を整理するとともに、実際
に国内地域に出向き、テーマに基づき、自らの海外
で得た成果を発表。そこで得られた意見も自主制作
教材へ反映させる。国内地域への学生派遣に関して
は、現在実施している「交換留学生（受入れ）の地
域派遣」プログラムと連動させ、効果的に実施する。
＜終盤＞「自主制作教材の仕上げ」
。
「地域課題○○
の改善に向けて」
「～○○の事例を中心に～」とい
ったテーマで、地域諸機関が実際に活用できる資料
（教材）としてまとめる。これを卒業研究と位置づ
け、
「卒業報告」として提出することができる。
以上のプロセスを経て、
「自ら地域課題を見出し、
その改善に向けた学習に取り組み、国際的な視点で
地域に貢献する」という本構想における
Inter-local 人材として社会に輩出する。
＜域学連携コンソーシアムの新設＞
上記の新設演習科目で得られた成果、また実際に
海外留学で習得した能力が、地域のグローバル化に
とっても具体的な形で役立つよう、域学連携コンソ
ーシアムを新設し、本構想カリキュラムによって育
成するInter-local 人材が地域において活躍できる
仕組みを創出する。
（詳細は、28 頁を参照。
）
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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】

本学の専任教員 113 名のうち外国人教員は 7 名で
ある。また、本学専任の日本人教員 106 名のうち、
6 名が外国の大学院において学位を取得し、学長を
含む 17 名が海外での教育研究及び実践活動に当た
り、長期滞在の経験を有している。

＜外国人教員の増員＞
本構想の柱となる「域学共創学習プログラム」や
Active Learning Studio を運営する任期付き専任
教員を、プログラムコーディネーターとして 1 名配
置する。これは、海外の大学で修士号以上の学位を
取得し、英語で教育や業務が担当できる者であると
同時に、地域との連携を行うコーディネート業務が
日本語でできる者という条件で公募する。
なお、国際文化学部国際文化学科において定年退
職等により補充する教員を公募する際は、従来か
ら、英語で授業ができることを条件とする旨明記し
ているが、文化創造学科においても見直しを行い、
国際公募による外国人教員の獲得を進めていく。ま
た、可能な限り新採用を行う場合、外国人教員もし
くは海外の大学での博士号を取得している者を積
極的に採用することを目指す。
＜日本人教員の海外における教育経験＞
本学の滞在研修制度（海外）や教員交流、語学研
修や実習の引率等を活用して、海外で教育研究を行
う経験を有する教員を着実に増加させる。
また、若手教員には海外での博士号取得や国際共
同研究を通したキャリアアップを積極的に奨励す
る。
本構想期間中（平成 25 年度以降）に毎年 1 名を
1 年間の滞在研修（海外）で、学術交流協定校に派
遣し、海外における教育方法の経験、英語で授業を
実施するための語学スキルの向上につなげる。同時
に学術交流協定校から外国人教員を毎年 1 名 1 年間
受け入れ、本構想におけるプログラム講師として協
力してもらう。また、英語で開講する科目を担当し
てもらい、本学教員のグローバル教育力向上のため
の FD としても位置付ける。
なお、現在展開している欧米の学術交流協定大学
との教員交流を発展させ、アジアの学術交流協定大
学との教員交流を開始する。
＜ICT を活用した協働教育＞
学術交流協定大学と協働でグローバル人材育成
に関する教授方法について研究を行うことを目的
に平成 23 年度に「大学の世界展開力強化事業」を
申請した（不採択）
。欧米と本学をつなぐ ICT 構想
「スターネット」を提案したが、これを本構想で大
きく縮小した形にしながらも応用する。

＜海外派遣・国際共同研究＞
教員海外派遣制度で、1 年間の在外研修者を送り
出している。約 1 カ月の語学研修の引率や、10 日前
後の協定締結大学への派遣もある。
学内の研究活動支援制度があり、国際共同研究枠
を設けている。本学の協定締結大学をはじめ、海外
研究者との共同研究を推進している。過去の成果
は、米国・韓国・日本の 3 カ国における「アクティ
ブ・エイジングから見た百歳以上老人の健康福祉」
(平成 24 年度はハワイも加える予定)、
「新学術領域
に対する学際的な国際的共同研究モデルの開発 －
『韓国の格差社会の政治争点化』を事例に」
、
「中国
における民族の伝統文化を取り入れたファッショ
ン創作の教育研究プログラムの開発」
、
「中国北方方
言における親族呼称の表現」
、
「フィンランドと日本
における地域資源を活かしたプロダクト・デザイ
ン」「日中韓における子どもの社会化に関する国際
比較調査」などのテーマが組まれた。成果物は報告
書、論文等の CD-R、国際学会での報告、首都圏や地
域の展示会場での作品展示等を通して公開してい
る。
＜教員の国際公募＞
国内外から優秀な教員を獲得するため、国際文化
学部開設時には、海外で博士号を取得した教員を求
め、英語で科目を担当できる教員などの条件をつけ
た公募を行ってきた。看護学部（現看護栄養学部）
においても、国際看護を担当する外国人教員を海外
において面接を行った。課題は、教育の国際的通用
性という観点から、国際公募の重要性に関する認識
がすべての学部において共有されていないことで
ある。平成 24 年度からは大学としての方針につい
て検討される予定である。
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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】

【全学】
＜学内のグローバル教育力向上のための取組＞
過去には、ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム
「21 世紀の創造」の文学フォーラム「山口セッショ
ン『文学―周縁から普遍へ』」を開催し、また、島
根県立大学と共同企画で国連大学グローバルセミ
ナーを計 4 回行った実績がある。これらを通して、
国際的に通用するレベルのフォーラム開催のノウ
ハウを得た。
年に 2 回以上、学術交流協定締結大学より講師を
招聘し、教職員向けに研修を実施している。平成 23
年度にはフィンランド・ラップランド大学院教授に
よる社会福祉教育の在り方に関する FD、センター大
学教授による交換留学生支援に関する FD を実施し
た。学術交流協定大学以外からは、平成 23 年度に
米国のノーザン・イリノイ州立大学院教授による、
生涯学習や高等教育における社会人教育に関する
FD を、また、デンマークの 2 つの大学の教授 3 名が
精神保健福祉士の教育についての FD を実施した。
これらにより、教職員の国際化に対する意識に変
化がみられ、意識改革が進んでいる。今後の課題は、
これらの FD の整理統合である。現在は、年 2 回の
全学 FD、自主的に 2 か月に 1 度程度開催される自主
的な FD に加え、上記の国際教育に関する FD、さら
には英語で開講される科目担当者 FD があり、一元
化して立案・実施することが必要である。
＜教員評価等＞
教育職員（管理職）の人事評価については、平成
23 年度から試行中であり、平成 25 年度からは全教
職員に対する試行が開始される。評価指標として、
国際学会での発表や国際誌への論文掲載という項
目(研究)が入っているが、さらに国際的な指標を増
やすことが課題である。例えば、海外プログラムの
引率、在外研修、海外での学位取得（キャリアアッ
プ)等が考えられる。
＜海外の大学における取組＞
学術交流協定大学との教員交流を通じて、本学教
員が海外大学における授業を実施している。10 日間
の滞在中に、相手大学の学生を対象にした 5～15 回
分の講義を実施すると同時に、2 コマ分の公開講演
（一般市民などを対象にした講演）を行っている。
平成 23 年度には米国・センター大学、韓国・慶南
大学校、フィンランド・ラップランド大学における

＜国内外大学から講師を招聘する FD 開催＞
海外の学術交流協定大学とは、定期的に行き来を
行い、学部長や学科長、部局長レベルの教職員との
交流により、大学教育改革の FD を行ってきた。
本構想では学術交流協定校から毎年外国人教員
を招聘し以下の内容の FD を実施する。1）アクティ
ブラーニングの展開と教授法について、2）教育の
質保証のためのシラバス作成及びカリキュラムの
体系化、3）海外大学における地域貢献活動事例紹
介、4）e-learning の活用と学術交流協定大学との
協働教育の展開等。なお、滞在研修で受け入れる外
国人教員にも FD 講師をお願いする。
また、新たに英語開講科目を担当することになる
本学教員 2 名と非常勤講師 2 名を含め、現在、英語
で授業を展開している本学教員 21 名に対しても、
授業方法の改善に関する FD を実施する。
スタジオ型インタラクティブラーニングの手法
については、国内の先進大学より講師を招聘し FD
を行う。また、学生の自主学習の確保についても同
様に先進大学より講師を招聘するほか、視察による
FD を実施する。
＜教員評価＞
先述のように、本学の教員人事評価制度は、目標
達成度評価シートと行動評価シートからなってお
り、改善を加えながら平成 24 年度に管理職対象の
最終試行年度を迎えている。平成 25 年度の一般教
員への試行時には、国際的な教育研究に携わった事
項が反映されるように項目を整えるとともに、国際
誌掲載・国際学会発表については、引き続き学内研
究創作活動支援経費で評価点を加算し、評価ウェイ
トを上げることについても検討する。
＜海外の学術協定校等での講義、実習、研修＞
教員の国際的な教育力を向上させるため、本学で
は、教員交流を通じて、毎年 1・2 名の教員が海外
の学術交流協定校で授業を行ってきた。これを継続
実施するとともに、域学共創学習プログラムでの連
携を通じて、本学教員が提携大学で授業する機会を
増やす。
また、短期（1 ヶ月程度）の海外研修に参加し、
単位認定される学生数を増やすため、
「地域実習」
を見直し、海外プログラム数を増やす。
行き先は
「域
学共創学習プログラム」の中から出てきた調査対象
地域とし、海外の関係大学のネットワークを利用し
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講義等を実施した。ラップランド大学では、本学側
から早期にシラバス等を準備することで、ラップラ
ンド大学側の集中講義として単位を出している。
＜英語力向上、グループ活動等に関する全学 FD＞
語学教育を担当教員だけに任さず、全学組織とな
る TOEIC 運営委員会(10 名)を結成し、全学部生への
実践英語能力育成のあり方について協議してきた。
非常勤講師とのミーティングを学期毎に開催し、ク
ラスやレベルの違いに関する学生情報や指導方法
のノウハウを共有する役目を果たしてきた。
e-learning を授業の中に組み込み、自学自習時間の
評価を成績に反映することにより、効果を上げてい
る。これを中国語、韓国語にも拡大する必要がある。
また、大学の導入教育・初年次教育に、すべての
学部学科教員が交代で係わるという体制をとって 6
年になる。毎年、すべての学部学科から約 40 名近
い教員が、一人 10 名程度のグループを担当し、共
同シラバスで運営してきた。ワークショップやレポ
ート等の評価基準を統一し、教材を統一している。
全学部のすべての教員に対するグループワーク指
導に関する FD となっている。
【国際文化学部】
＜地域文化への着目、国内外への発信力＞
文化創造学科では、地域の素材に目を向けて、国
際的な視点から生活文化を見直してデザインし、県
内（卒業制作展、井筒屋等のデパート）
、県外（東
京ミッドタウン等）
、海外（フィンランドや中国の
学術交流協定大学、中東のカタールの大学等）で発
表してきた実績がある。
＜学部編集のテキスト発行＞
文化創造学科では、テキスト（
「文化をデザイン
する」東洋図書出版 平成 23 年）を発行し、チー
ム・ティーチング（7 名）でノウハウを共有してき
た。また、
「大学的やまぐちガイド」
（昭和堂 平成
22 年）も出版し、歴史文化遺産の見方や理解の仕方
について学生に指導している。これらの活動は教員
間の FD ともなっている。
今後は、外国人教員や海外での博士号取得者の少
ない文化創造学科において、国際公募を行い、国際
的な視点から日本文化や生活文化、地域文化遺産の
活用等について英語で授業科目が担当できる教員
や、在外経験を有する教員等を増やしていくことが
課題である。
一方、国際化文化学科においてもフィールドワー
クのテキストを発行し（
「キャンパスを飛び出そうフィールドワークの海に飛び出すあなたへ」みずの
わ出版 平成 23 年度）
、チーム・ティーチングを行
っている。

て、フィールドワーク等ができる体制を構築する。
＜域学連携コンソーシアムの新設＞
本学では、従来、地域の諸機関（行政、企業、NPO・
NGO 等）との連携を図りながら教育実践に当たって
きたが、こうした地域の方々を交えた貴重な学習経
験が学生の卒業後の進路に有益に結びついている
か、また地域の需要に応じた人材を的確に輩出でき
ているか、といった点の検証がまだ不十分であると
認識している。加えて、地域への就職についても必
ずしも有利に働いていないのが現状である。
したがって、本構想においては、産学官民連携に
よるグローバル人材育成を目的としたコンソーシ
アムを立ち上げ、国際的な広い視野を持ち、実践的
なリーダーシップやマネジメント能力を備えた人
材を育てていく手法を、域学共創の視点のもと、社
会一眼となって創り出していきたい。
基本的には、年に一度開催されるフォーラムの運
営・報告書作成等がコンソーシアムの主たる事業と
なる。また、本学の地域共生センターに事務局の機
能を置く。
＜域学連携コンソーシアムの意義＞
①Inter-local 人材育成に関わる教育プログラム
の質の向上：Inter-local 人材育成に資する実践的
教育を効果的、効率的に行うため、本学が地域社会
のニーズを知り、IPD ポイントを軸とした評価法を
協働で模索し、より質の高い教育プログラムの開
発・導入を促進・支援する。
②就職を含めた大学生と地域社会との具体的なマ
ッチング：学外講師やインターン先等の人的資源と
のマッチングのほか、地域社会における
Inter-local 人材の受け入れを促進し、卒業後の活
用の場を創出する。
③留学支援のための地域からのファンドレイジン
グ：本コンソーシアムは、行政や民間からの留学支
援のためのファンドレイジングを試みる場として
も位置づける。この組織構成は、本助成期間終了後、
本構想を持続的・発展的に運営していく上で必要不
可欠なものであると考えている。
＜本コンソーシアムへの参加が見込まれるステー
クホルダー＞
山口県（とりわけ地域振興部）
、山口県国際交流
協会、山口市、防府市、各主国際協力団体（山口日
米協会、山口 EU 協会等）のほか、グローバル化を
進めている地域の中小企業、デザイン関連企業、ま
た教育、観光業等、のべ数十機関である。
現在、本学が持っている地域とのネットワークを
十分に活かしながら推進していく。
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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】

＜日本人学生に対する動機づけ＞
本学への入学を希望している高校生を対象とし
たオープンキャンパスをはじめ、新入生や、保護者
に対する留学説明会を実施している。入学前の送付
文書や、入学式終了後に行う保護者懇談会におい
て、本学の国際交流及び留学制度について説明して
いる。また、新入生や上級生に対する海外語学文化
研修、交換留学、日本語 TA に関する説明会を行い、
前期・後期のオリエンテーションにおいても上級生
による留学報告会を実施している。
交換留学生受入者の継続的確保により、キャンパ
ス内が国際化してきた。アジア、北アメリカ、ヨー
ロッパなどからの留学生とキャンパス内で交流を
深めることは、世界への窓を開く機会や、留学の動
機につながっている。
毎年 6 月に本学が主催するグローバル学生交流事
業では（中国の曲阜師範大学、韓国の慶南大学校か
ら各 10 名の学生が来日）
、日本人学生が各プログラ
ムの準備・実行・総括を行い、身近な国際交流のき
っかけとなっている。
＜留学に向けた学生の準備・計画作成支援＞
国際交流プログラム説明会を通して、留学を希望
する学生には、国際化推進室が、国際交流委員会で
の選考に必要な書類作成の指導をしている。そのほ
か、英語、中国語、韓国語による志望動機書の作成、
日本語と外国語による面接準備、合格した後に海外
大学に外国語で送付する各種書類の書き方、ビザ取
得の手続き方法、帰国後の単位認定申請手続き等に
ついてサポートを行っている。
また、渡航前に海外生活に対する指導を行った上
で、海外渡航セーフティガイド、交換留学先別の学
習・生活ガイド等を配布し、プログラム参加への同
意書（本人、保護者）と海外（留学）保険加入書の
コピーを提出させている。出発前には学長の前で出
発式を行い、本学からの留学生として学業に取り組
むという宣誓を行わせている。学長から訓示を受
け、日本学生支援機構からの奨学金（SS/SV 等）な
どの授与式としている。

＜日本人学生に対する動機づけ＞
大学導入教育となる 1 年次の必修科目「基礎セミ
ナー」の時間を使って、国際文化学部生全員（110
名定員）に対して、グローバルな視点から地域課題
を探索するためのアカデミックスキルを身につけ
させる科目「域学共創演習Ⅰ：自らの LMS(ラーニ
ング・マネジメント・システム)を理解する」を履
修させることで、全員に対して公平に留学への動機
づけを行うことができる。
また 4 月の学年当初に行っている「国際交流活動
の紹介」
、ならびに 10 月の「国際交流活動報告会」
を継続させる他、前期途中で「学内留学フェア」を
開催し、海外の様々な留学先や留学支援情報を一堂
に集めることができるとともに、留学相談も行うこ
とを周知する。
＜一元的な情報収集・提供・獲得に向けた支援＞
大学生が、より計画的かつスムースに留学へ出か
けられるよう、本構想の一環として留学アドバイザ
ーを採用する。このアドバイザーは国際化推進室に
配置し、留学に関する情報や学生の事前事後指導、
留学に対しての相談を受け付ける。従来のオリエン
テーションに加え、学生と保護者に対し留学に向け
ての資金計画、危機管理、留学に向けてのスキルア
ップを図る学習計画、教員免許の取得と留学との兼
合い、留学後の就職活動等の支援を行う。
＜ラーニング・アグリーメント＞
本構想において域学共創演習Ⅰ～Ⅳを新設する
が、Ⅲは 1 年留学の直前に実施するので、このクラ
スにおいて担当教員と留学アドバイザーが相談し
た上で、学生本人の留学における自己目標、留学テ
ーマ、研究内容を定め、文書によるラーニング・ア
グリーメントを学科長に提出、学科会議にて承認す
る。また、帰国後に学科長にラーニング・アグリー
メントで掲げた目標状況の達成についての自己評
価及び報告書を提出することとする。上記取組は、
既に国際文化学部科目「海外語学研修」において実
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帰国後は、所属する学部長に帰国報告を行わせ、
教授会で単位の認定をしている。
これらのプログラムを通じて、年間約 22 人の学
生を交換留学生や日本語 TA として約 1 年間海外へ
派遣している。
＜ラーニング・アグリーメント＞
学生全員に配布する 2 種類の冊子（履修の手引き
とキャンパスライフ）を通して、国際交流プログラ
ム（海外語学文化研修、交換留学、海外実習等）の
事前・事後の手続きについて説明している。また、
これらによって単位認定できる科目等についても
掲載されている。学生は、チューター教員と相談の
上、海外で履修する科目や読み替える科目を決め、
申請書を提出する。学生の履修が順調にいっている
かについては、
留学中 2 カ月に一回定期報告をさせ、
派遣先の大学からも連絡を受ける体制となってい
る。
これとは別に、国際文化学部の語学研修では、科
目担当教員と履修学生との間で、学生自身が作成し
た計画書をもとにラーニング・アグリーメントを行
い、LMS を使った遠隔授業によって、学習の進捗状
況を確認している。
＜一元的な情報収集・提供・獲得に向けた支援＞
国際化推進室では、相談窓口とともに、資料室を
備えている。留学や奨学金情報等は、資料でも Web
上でも検索できるようにしている。また、学生支援
部から、本学のポータルサイトや掲示板などを通し
て奨学金情報を発信している。日本学生支援機構に
よる各奨学金（SS/SV を含む）等に積極的に応募し、
派遣する日本人学生を支援している。
＜海外留学を促進する制度＞
本学独自の奨学金制度については、検討途上にあ
る。しかしながら、第 2 期中期計画では「すべての
学生に国際交流体験を」
、
「すべての国際文化学部生
を海外留学または海外実習に」
、
「すべての文化創造
学科生が複数回学外で報告を」といった挑戦的な目
標を自ら設定し、全学をあげて特に支援策や評価の
在り方について検討を始めたところである。これが
実現すれば、一般的に経済的に困難な学生が多く、
保守的な土壌のある地方の小規模な公立大学でも
有効な事例として活用できると考える。

施しているが、これを順次拡大していこうとするも
のである。
＜IPD ポイント制度導入と奨学金制度の充実＞
国際交流活動や留学が学生のキャリアに大きな
メリットをもたらし、本学部の専門教育の重要な一
端 を 担 う も の と 捉 え 、 留 学 を 「 Initial
Professional Development（生涯にわたるキャリア
専門教育）
」の一つと位置づける。
学生によって参加する国際交流活動や留学プロ
グラムは異なるが、参加する回数やプログラムの種
類を自らトラッキングできるよう、ポイント制度を
導入する。貯めたポイントによって留学に関わる経
済的サポートを行い、留学へのインセンティブを高
めていく。日本学生支援機構による奨学金（短期留
学、SS/SV）に加え、以下の奨学金制度を新設する。
①IPD ポイントが一定基準以上に達した場合、
GPA3.0 以上の者で、選考に合格した者の中から（年
間 20 名に限定）
、1 年以内の交換留学期間中に本学
から奨学金を授与する（25 万円／1 回）
。
②本学の 70 周年を契機として設置した「桜の森夢
基金」より、IPD ポイントに応じ、上記①に該当し
ない者（3 名）に限り、奨学金を授与する（10 万円
／１回）
。
＜単位認定＞
日本人学生の海外派遣のツールとして、学術交流
協定大学で行っている語学文化研修や交換留学中
の厳格な成績評価、成績評価の通知等には既に実施
している。従来は単位認定のみであり、GPA が合
(2.0)として換算されているため、留学中の単位を
加えると GPA が下がる結果となっていた。
平成 22 年度からこれを改善し、留学先の大学で
得た評価(100 点式、A+、A、A－式等)を本学の 5 段階
評価（秀、優、良、可、不可）に置き直して GPA に
換算することとなった。
今後は、LMS を活用した履修科目の事前登録手続
きの明確化、留学前の事前学習の促進（語学、専門
領域）
、留学中のチューター教員からの遠隔指導の
充実、帰国前からの帰国後の手続きの簡易化、帰国
後のキャリア育成支援等を強化する。
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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・帰国後におけるサポート＞
留学中の定期報告に加え、国際化推進室からのメ
ールなどで頻繁に連絡を取りながら、学生の精神
的・身体的状態を確認している。チューター教員は
担当する学生に対し、メール等で授業や履修等の相
談を適宜受け、帰国後の手続きについても確認をと
っている。学術交流協定大学のサポートセンターに
は、留学生アドバイザーが配置され、現地での支援
体制も充実している。教員交流や定期的に実施して
いる学術交流協定大学への表敬訪問を通じ、直接、
現地にいる本学の学生の様子を確認したり、現地ス
タッフと協議し、支援体制について確認している。
帰国学生は、留学先の最新情報について国際化推
進室に報告し、次に留学する学生がよりスムースに
留学出来るように、ガイドブックの更新や後輩達へ
の相談に協力することになっている。就職支援はキ
ャリアサポートセンターや各チューター教員が行
っている現状にある。
＜産業界と連携した就職支援＞
現在のところ、産業界との連携は行っておらず、
海外留学経験が役立つような連携を図っていくこ
とが課題となっている。
過去に、山口 EU 協会を通じて、海外インターン
シップ生（フランス人学生）を 1 年間受け入れたこ
とがあり、同協会の海外インターンシップ制度を利
用して本学学生の派遣を試みたことがあるが、合格
するには学生の語学力向上が課題であった。
一方、中国、韓国からの帰国学生は、日中や日韓
の貿易や運輸に関する企業に就職する実績を上げ
ている。教員個人のネットワークに頼った現在の状
況から、組織としてしくみを構築することが課題と
して認識されている。
＜緊急時、災害時のリスク管理＞
本学の「海外渡航セーフティガイド」を通して、
危険予防の観点から指導をしている。平成 23 年度
にはコンサルタントに委託して作成した「危機管理
マニュアル」を全教職員に配布し、全学的な海外危
機管理訓練を行うなど、リスク管理体制が整ってき
ている。現在、各学部主催の海外語学文化研修や海
外実習の企画、スタディツアーなどの引率教員用な
ど、個別の危機管理マニュアルを作成中である。ま
た、留学における危機管理保証システム（JCSOS 等）
に入会することが課題となっている。

＜留学中・帰国後におけるサポート＞
従来から、学術交流協定大学の国際センターと連
携を密にし、健康面や学習管理指導面で課題がある
場合は国際化推進室に連絡が入る体制となってい
る。これに加え、平成 24 年度からは、定期的に派
遣学生から入る留学レポートを、学部のチューター
教員にも配信するようにしている。
＜帰国後の就職支援＞
留学者に対する帰国後の就職支援は、通常の学生
と同じシステムの中で、キャリアサポートセンター
と学部就職支援委員会が行っており、特別な支援は
行ってこなかった。個別の学生が、海外での就職フ
ェアに参加する事例もあったが、就職が壁となって
留学自体を断念するケースも見られた。
本構想では、留学アドバイザーとの連携を図り、
キャリアサポートセンターで、留学経験者に有利な
条件を示す企業リストを用意する他、近年充実して
きた「留学経験者やバイリンガルのための就職サイ
ト」等を活用した就職支援、加えて近年アジア地域
で拡大している邦人企業の海外採用にも対応でき
るような体制を組む。
また、域学連携コンソーシアムにより、留学後の
県内定着型の就職支援体制の強化を図る。
＜緊急時、災害時のリスク管理＞
全教職員が「危機管理マニュアル」を持ち、平成
23 年度の訓練を経て、平成 24 年度には個別のマニ
ュアルが作成される途上にある。
先述のとおり、本学教員が引率する海外留学、海
外研修、海外実習等については、リスク管理体制が
整いつつあるが、各学部主催の教員の引率を伴わな
い海外留学、海外研修、海外実習についてはマニュ
アルが必要である。担当教員やチューター教員から
の指導（海外渡航セーフティガイドによる指導、同
意書の提出、海外保険コピーの提出、出国届の提出）
を遵守させ、リスクマネジメントが徹底されている
かについて確認する全学的仕組みを整備する。
緊急時に、個別の学生が海外から大学に連絡を入
れる手段について事前に徹底周知するほか、大学に
入った情報が迅速に危機管理委員会事務局を通じ
て学長に伝達され、大学としての対応がとれるよう
にする。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

＜外国語力の評価＞
国際文化学科の AO 入試や推薦入試において、英語
による面接を実施し、リスニング・スピーキングの
評価を行っている。英語の面接を通して、英語実践
能力を点数化している。
高校時代に受験した語学検定結果を志願書に記入
して応募してくる学生については、今後は試験結果
のコピーを添付して提出させ、個別に評価すること
も必要であると考えている。
入学してから TOEIC 得点による単位認定制度があ
り、この制度において入学前に取得した得点を利用
することができる。

＜外国語力の評価＞
本構想の 3 年目（平成 26 年度）までに、国際文
化学科、文化創造学科の推薦入試（県内推薦、県外
推薦、自己推薦）
、及び、一般選抜入試（後期日程）
において、面接時に TOEFL、TOEIC、英語検定等、
また中国語、韓国語の各検定スコアをヒアリング
し、一定以上の水準にある場合は、これを面接点と
して組み入れることを検討する。入学後には、これ
らの検定結果を IPD ポイントとして換算し、留学選
考や奨学金につなげる。これにより、本学部を希望
する高校生に対して、高い言語能力を持つことの重
要性を意識させ、入学前の教育段階での英語能力向
上の促進にもつなげる。
＜留学経験等の評価＞
現行の入学後の TOEIC 得点による単位認定制度
国際文化学科の AO 入試や推薦入試において、面接 に加え、中国語、韓国語、スペイン語の検定結果に
時に留学経験等についてヒアリングを行っている よる単位認定制度を導入することにむけて、本構想
が、入試時の評価は現在行っていない。
の 2 年目（平成 25 年度）までに検討を行い、本構
近年、高校時代に留学した経験をもつ志願者が増 想の 3 年目（平成 26 年度）までの導入を目指す。
えてきており、これを適切に評価することで、高校
生の志望動機を高めたいと考えている。これは、ア ＜留学経験等の評価＞
ドミッションポリシー「必要に応じて国内外に出向
本構想の 3 年目（平成 26 年度）までに、両学科
き、何でも見てやろうという自発的な行動力のある の推薦入試（県内推薦、県外推薦、自己推薦）
、及
人」を具体的に評価項目に反映する姿勢にもつなが び、一般選抜入試（後期日程）において、面接時に
ることを認識している。
留学経験等についてヒアリングを行い、これを面接
点として組み入れることを検討する。入学後の IPD
ポイントとして換算し、留学選考や奨学金につなげ
る。これにより、本学部を希望する高校生に対して、
海外に目を向ける重要性を意識させ、入学前の段階
での海外体験の促進にもつながる。
＜アドミッションポリシーに即した評価＞
国際文化学部の国際文化学科、文化創造学科とも
に掲げているアドミッションポリシー「必要に応じ
て国内外に出向き、何でも見てやろうという自発的
行動力のある人」を踏まえ、入学志願者の留学経験
や在外経験、語学レベル等が適切に評価されるよ
う、本構想の 3 年目（平成 26 年度）までに見直し
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】

＜習熟度別語学クラス＞
本構想ではグローバル人材に求められる語学力
（全学）
を、学術的思考力と表現力を身につけた総合的な言
本学では、実践英語を 8 単位以上修得することが 語運用能力と定めた。大学卒業者に相応しい語学力
卒 業 要 件 と な っ て い る 。 入 学 時 に 行 う TOEIC を身につけさせるものにするだけでなく、これから
（Bridge）の点数と希望により、
「英語集中コース」 の就職や留学に必要な総合的な言語運用能力育成
「英語標準コース」のいずれかを選択し、系統的に とその評価システムを確立することが狙いである。
学修を進めている。
平成 23 年度より TOEIC(IP)から、 そのための取組内容は以下に掲げる 5 つである。
TOEIC(Bridge)に移行した。これは、入学オリエンテ ①「4 技能＋α」総合的外国語運用能力の育成
ーションの多様なプログラムによりテスト時間が制
現在、各言語で「話す」
「聞く」
「書く」
「読む」
約されたこと、クラス分けのみを目的としているこ の 4 技能別にⅠ～Ⅳとして開講している外国語関
とによる。
連科目についてのカリキュラムを見直し、本学にお
前期末試験後に TOEIC（Bridge）を行い、後期の ける言語教育スタンダードの体系化、言語教育の
クラス分けを行い、後期末試験後に TOEIC（ITP）を 一貫性と透明性の確保、授業方法の質向上を図る。
受験させ、語学レベルを測っている。
また、発信型の総合的外国語運用能力の育成には、
なお、英語集中コース（将来、就職や留学など、 「話す」
「聞く」
「書く」
「読む」の 4 技能に、異文
積極的に英語を使いたいと考えている学生対象）で 化理解と自己のアイデンティティ意識を含んだコ
は、1 年次終了時の目標スコアを 500～550 点以上と ミュニケーション力としての「異文化コミュニケー
している。また、英語標準コース（日常会話ができ ション能力」の技能が必要であると考える。そこで、
る程度の英語力を希望する学生対象）終了後の目標 文化創造学科の学生に対しては、英語で日本文化を
スコアは 450 点以上としている。
発信する Content-based クラスを新たに編成する
（国際文化学部）
とともに、国際文化学科の学生に対しても、総合的
国際文化学科の国際文化系履修モデルでは、実践 外国語運用能力をより効果的に指導するための本
的な言語力（TOEIC550～600 点以上、中国語・韓国 学独自の教材を開発する。また、本学での検証を経
語 3 級以上）を修得することを目指し、言語に特化 て他の語学関連機関にも教材を提供する。
する言語コミュニケーション系履修モデルでは、外 ②授業改善の取組
国の大学において講義や演習を受講することができ
外国語関連科目の少人数化、習熟度別のクラス編
るレベル（TOEIC650～700 点以上、日本中国語検定 成を実施し、外国語教育の効率化を図る。英語につ
試験 2 級以上、ハングル能力検定試験準 2 級以上） いては、既に入学時プレイスメントテストにより、
を目標としている。
習熟度別クラスを設けている。海外留学あるいは海
国際文化学部では開設当時（平成 6 年）から、英 外実習を行う国際文化学科の学生は、すべて英語集
語、中国語、韓国語で毎週１回「言語ランチタイム」 中コースに所属させ、さらにスコア別クラスを編成
を設け、言語担当教員、学生、留学生が外国語での する。また、ほとんどの学生が大学入学後に初めて
会話を楽しむ活動を続けてきた。また、中国語、韓 学ぶ中国語、韓国語については、1 年生前期終了時
国語では夏休みの勉強会、地域の方々とともに外国 にプレイスメントテストを実施し、後期から習熟度
語や外国文化を学ぶ会（日中交流会、日韓交流会： 別クラスを開設する。外国語で展開する少人数ゼミ
平日夕方や土曜日に開催）
、学生によるホームページ では、できるだけ学習言語を使って教えることで、
やブログ開設等、身近に外国語がある日常風景をつ 学生が目標言語を使って自分の意見を発信できる
くってきている。
教室環境を作る。
外国語によるスピーチ大会では、中国語は中国・ ③外部テストの活用とその結果を成績評価の一部
九州地域で毎年優勝者や入賞者を出しており、世界 として採用
大会出場者も輩出した。教員は優秀指導者として二
本学部では、学生の語学力やその伸びを把握する
度にわたり表彰されている。韓国語では、学生たち 手段としての標準化テスト、つまり外部評価を受け
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を県内外の 3 つの大会に出場させ研鑽を積ませる努
力をしてきた。学部主催の多言語スピーチコンテス
トは第 9 回目となる。
＜アカデミック・ライティング能力＞
英語コースでは卒業論文（30 ページ以上）を英語
で執筆させるため、
「アカデミック英語Ⅰ」
「アカデ
ミック英語Ⅱ」
「アカデミック英語Ⅲ」
「アカデミッ
ク英語Ⅳ」等において論文作成能力の養成を行って
いる。また、
「中国語作文」
「韓国語作文」の科目群
も用意している。
卒業論文の 2 回にわたる英語による口頭発表（15
分）を行うため、プレゼンテーション資料を英語で
作成し、口頭発表用の原稿を執筆するなど、ライテ
ィング能力を育成する機会は多い。
一方、課題は、ライティングセンターを設けてい
ない事であり、個別の学生の能力を上げていくには、
これが今後の課題である。また、文化創造学科生に
対しては、日本文化や生活文化について英語で発信
する能力をつけていくための言語教育の見直しが課
題である。
＜論理的説明力＞
国際文化学科の基礎演習では、日本語によるディ
ベートを指導しており、
「ディベートⅠ」
「ディベー
トⅡ」では、英語によるディベートを日本人学生・
留学生がともに学んでいる。基礎演習ではまた、テ
キスト「日本の論点」を用い、各章をしっかり読み
込む練習、速読や多読、事実の要約、要約の比較、
結論から先に書く文章構成、他の学生のレポートの
添削練習や批評などを行い、論理的説明や議論がで
きる能力の養成を行っている。
文化創造学科の基礎演習では、歴史的・文化的資
源を題材に、日本語や視覚言語などを通した論理的
説明力の育成を基礎演習で行っている。今後の課題
は、両学科のこれらの教育内容や方法を共有し、さ
らに強化していけるカリキュラムとすることであ
る。
＜留学先の大学での専門科目レベルの履修準備＞
「アカデミック英語Ⅰ～Ⅳ」及び「実践英語Ⅰ～
Ⅳ」は英語圏の大学での留学を想定し、シラバス作
成、教育方法、課題等を設定している。これらの科
目の最終目標にしている TOEIC650 点は北アメリカ
の学術交流協定大学への留学の条件となっている。
一方、中国語、韓国語については、今後留学の条件
となる検定レベルについてより明確に示し、語学支
援を行う必要がある。

たテストを毎年学内で実施している（TOEIC が年 3
回、中国語が年 3 回、韓国語が年 3 回）
。学生の語
学力の伸びを客観的基準に基づいて把握し、今後の
本学の授業改善により効果的に活用するため、本学
部のすべての学生に対しては平成 25 年度から外部
テストの受験を義務化する。また、外部テストの結
果を、IPD ポイントに反映したり、単位認定や成績
評価の一部として採用するなどのインセンティブ
を学生に与える仕組みを積極的に検討する。これに
より就職や留学をにらんだ長期的・持続的な学習意
欲の動機付けにもつながると期待している。来年度
以降の入学生に対しては、このことを入学前情報で
周知する予定である。
④ICT を活用した授業と自律学習の環境整備
学生の継続的な語学学習や発信型語学力の向上
を促すためには、正課授業と正課外授業が連携した
教学の環境整備が必要である。しかし、本学の場合、
外国語教育に必要なマルチメディア機材が不足し
ており、語学関係のアクティビティも十分とはいえ
ない。そこで、CALL 教室、マルチメディア機材を
備えた Active Learning Language Lab を新設し、
学習環境改善を行い、マルチメディア機器などを活
用したアクティブラーニング型語学授業や双方向
型授業を展開する。韓国語の学習教材を開発してき
た本学教員のノウハウを活かし、言語教育スタンダ
ードのレベルに準じて細かく編成した e-learning
プログラムを開発し、対面授業と ICT を活用した正
課外の補完学習を併用して行う教育環境を整備す
る。本学で作成した教材は、入学前の学生に対して
も一部提供する。さらに、留学希望者に対しては、
留学前準備教育として、e-learning を使って留学
先の講義で使用する教材を提供したり、個別のアカ
デミック・ライティング指導を行う。e-learning
学習状況については、特定の外国語科目の成績に入
れることも検討する。
⑤ 語 学 力 管 理 シ ス テ ム 導 入 （「 マ イ 言 語 学 習
e-Portfolio」
）
学生のマイ言語履修プラン設計を入学前から指
導するとともに、学生の入学後の言語学習履歴デー
タベースを構築し、一括管理するシステムを構築す
る。マイ言語学習 e-Portfolio の導入により、学
生自らが自分の外国語に関する学習目標や到達度、
達成度などを可視化し、次の学習目標を立てること
ができる。一方教員は、学生全体の語学力を把握し
ながら授業改善を行うことができ、達成度が低い学
生への学習支援も容易になると考える。
その他、語学関連アクティビティの支援策とし
て、スピーチコンテストなどで優秀な成績を収めた
学生に対しては、IPD ポイントを与える。
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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】
＜推進体制＞

本構想の推進体制は、学長のリーダーシップのもと教育研究推進室（室長：副学長）の管理下で、国際
化推進室と国際文化学部が共同で事業を推進するとともに、地域共生センターと連携を図る。留学生の派
遣・受入や、学術交流協定大学との連絡等については国際化推進室長が、また、カリキュラムの運営につ
いては国際文化学部長が責任を負い、地域共生センター所長、プログラムコーディネーター等の構成員か
らなるグローバル人材育成推進委員会（仮称）のミーティング（隔週開催）で調整を図る。進捗状況につ
いては、定例の教育研究推進委員会で報告し、副学長から教育研究評議会（議長:学長）に報告を行う。
本学では、従来から毎月 1 回の学長懇談会（大学マネージメントと学部長:計 8 名）
、月 1 回の学部長等
懇談会（学部長、学生支援部長、共通教育機構長:計 5 名）
、隔週の事務連絡会議（すべての部局長、事務
職グループリーダー:計 24 名）
、2 ヶ月に１回の大学マネージメントと学科長との懇談会（計 8 名）が定
期開催されてきている。本構想の推進についても、これらの懇談会等を活用して全学的に情報を共有し、
機動力を生かした事業推進を行う。
＜実施プロセスと達成状況の評価＞

学生の到達目標に関する達成度、また、プログラムの各年度における達成状況については、先に述べた
本構想の推進委員会で把握し、取りまとめた上で、教育研究推進委員会（部局長等:12 名からなる）にお
いて評価を受ける。評価結果については、副学長から学長に報告され、必要に応じて改善の指示を受ける。
＜外部有識者による評価＞

平成 25 年度、平成 27 年度において中間の達成度評価を受け、最終年度に総合評価を受ける。評価は、
本構想で構築した域学連携コンソーシアムから、地域の産業界代表者 1 名（インターンシップ等で連携す
る山口商工会議所）
、学術交流協定大学から 1 名（アメリカ：センター大学）
、行政の代表者 1 名（県地域
振興部）
、市民団体から 1 名（まちづくり協議会等）
、海外留学体験を有する卒業生 1 名、本学経営審議会
委員の計 6 名を指名し、評価委員会を構成する。平成 28 年度には最終評価を受け、報告書にまとめる。
＜学生の到達を図る評価指標と e-Portfolio の活用について＞

学生の到達を図るしくみは、図 3、4、5 に示したような国際文化学部の従来の e-Portfolio（Progress
Sheet のトップページ、自己評価シート、国際文化学部国際文化学科における身につける力一覧）に、新
たに、
本構想で提案するACCrOSS の指標や言語指標等に対する到達度を換算する IPD ポイント制度を用い、
e-Portfolio を拡充して評価データを蓄積する。本学では、従来から、LMS や e-Portfolio 導入について
は、既製のソフトを購入するのではなく、他に学びながらシステムエンジニアとともに大学の特色や規模
に見合ったものを独自で開発する努力をしてきた。運用して 2 年ではあるが、改良を続けている。国際文
化学部では、平成 22 年度から連続して教員 FD を行い、ICT を活用した教育や評価に関してすべての教員
（32 名）が利用するようになっている。
図 3 Progress Sheet のトップページ
図 4 自己評価シート（レーダーマップ）
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図 5 従来の国際文化学部国際文化学科における身につける力一覧
身につける力
１．大学での学び方を身につけている。
２．国際文化に関する基礎知識を身につけている。
３．人文学的方法論を用いて理解することができる。
４．国際文化を取り巻く社会や自然に対する興味や関心をもつ。
文化創造に関する専門的知識
１．文化創造に関する専門的基礎知識を身につけている。
（学科）
２．学術的方法論を用いて理解することができる。
３．専門領域の関連・周辺分野についても幅広い知識を有している。
D2
実践的な外国語コミュニケーション能力
１．大学における学習で求められるレベルの外国語能力を身につけている。
国際的な視点に立って、地域の文
２．国際文化で求められるレベルの外国語能力を身につけている。
化、歴史、芸術、生活などを理解す
３．専門領域において必要に応じて外国語コミュニケーション能力が応用できる。
る力を身につける。
コミュニケーション力・対人能力
１．初対面の人とも対話をし、対人関係を構築することができる。
A1
２．他者と協力して物事を進めることができる。
地域の歴史や文化を国際的視
３．リーダー的役割を担うことができる。
点から深く学ぼうとする意欲や
数量的能力・情報リテラシー
１．基本的な文章・統計・プレゼンテーション作成ソフトが操作できる。
意志がある。
２．基本的なソフトを学習活動に生かすことができる。
A2
３．現代社会に必要な情報倫理を身につけ、情報収集や活用ができる。
地域のさまざまな人々との交流
文化創造に関する方法論（調査、比較分析、 １．文化的資料や作品を調査する方法を取得している。
に必要な豊かな社会性や人間
鑑賞、客観性、論理的思考の力）
２．文化的資料や作品を通して鑑賞する手法を取得している。
関係力を備えている。
３．文化的資料に対し、客観的な観方や論理的思考を用いて分析することができる。
A3
４．国際的な視点から地域の歴史や文化を理解し、再評価することができる。
日本および自分が生活する地
域の歴史・芸術文化に強い興
表現力（言語・非言語能力）、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ力 １．言語媒体・非言語媒体を効果的に使って表現や企画立案をすることができる。
味と関心を持っている。
２．言語媒体・非言語媒体を効果的に使って討論や交渉をすることができる。
A4
３．言語媒体・非言語媒体を効果的に使って他者に説明をすることができる。
言葉や絵・デザイン表現を通し
４．情報機器を効果的に使ったプレゼンテーションをすることができる。
て、地域の生活文化を再生・創
５．学んだことや企画立案したことを学外に発表することができる。
造しようという能力や熱意があ
D３
前に踏み出す力（主体性、働きかけ力、
１．試行錯誤を繰り返し、粘り強く物事に取り組むことができる。
る。
地域の文化資源の新しい価値や可 実行力）
２．他人に働きかけ、他者を動かすことができる。
A5
能性の発掘・創造。発信ができる
３．目標を設定し、具体的な目的に向かって着実に行動することができる。
必要に応じて国内外に出向
考え抜く力（課題発見力、計画力、創造力）
１．多面的な視点から現状を分析し、課題を明らかにすることができる。
き、 何でもみてやろうという自
発的な行動力がある。
２．課題解決に向けて複数のアプローチを検討し、計画を作成することができる。
３．自分の意見や新しい知見、自由な発想で解決法を提案できる。
チームで働く力（発信力、傾聴力、柔軟性、
１．聞き手（対象）に即し、自らの言葉で表現し、話し合いをすることができる。
状況把握力、規律性、ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ）
２．他人の意見に耳を傾け、自分と異なる意見に対応し、質問し、柔軟に交渉できる。
３．状況や相手に応じた判断、対応、行動ができる。
４．ストレスのもとを分析し、コントロールし、失敗から学ぶことができる。
５．チームの一員として協働するなかで自らの役割を自覚し貢献することができる。
国際的な視点で地域文化を創造する力
１．異文化に適応し、文化の異なる人に寛容性を示すことができる。
（地域文化創造のエキスパート）
２．文化発掘・創造・発信を通して異なる人と交流をすることができる。
３．文化の発掘・発信・創造を通して異なる人と共生・協働をすることができる。
４．地域文化の国際化に貢献できる。
５．生涯にわたって地域オリジナリティーの確立に貢献できる。
ＡＰ

教育理念・教育目標
D1
国際的な教養を身につける。

学士力

国際文化に関する基礎的知識
（学部）

知識・理解

汎用的技能

態度・志向性

統合的な学習体
験と 創造的思
考力

＜事業の評価指標＞

①学生の到達度、②国際的視点から取り扱った地域活性化に関するテーマや学生が作成した教材や報告
書の質に関する「域学連携コンソーシアム」からの評価、③留学前準備教育・事後学習となる「域学共創
学習プログラム」の授業評価、④Active Learning Studio、Active Learning Language Lab、IPD ポイン
ト制度等を活用した教育方法に関する評価に加え、11 ページに示した 7 項目の計 11 項目の評価指標を作
成し、量的・質的に学内外からの評価を受ける。
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。

＜成果の公開＞
本構想の成果については、本学のホームページ上に設けるグローバル人材育成に関するセクションに、
日本語と英語で公開する。また、国内外の閲覧者からリアルタイムで評価が受けられるよう、Facebook
と Twitter を設ける。域学連携フォーラムを平成 25 年度より毎年開催し、平成 25 年度、27 年度は特に
中間報告年度と位置づけるとともに、平成 28 年度に最終報告を開催する。
活用した LMS や e-Portfolio は、高等教育に関する学会等で事例発表する。地域のテーマを決めて学生
自身が留学前準備教育を通して作成した自主教材や留学後に行った調査報告については、Web 上で日本
語・英語・中国語・韓国語・スペイン語等の多言語で公開する。

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】
・第 2 期中期計画に基づき、平成 24 年度末を目途に以下の 3 つの検討が開始されている。
①全学部を対象に「すべての学生が国際交流活動」を行えるようなカリキュラムの見直しと、種々の国際
交流を行ったことをポイントとして貯めるしくみの検討。
②国際文化学部国際文化学科の「すべての学生が海外留学もしくは海外実習」を行い、文化創造学科の「す
べての学生が学びの成果を学外で複数回発表」するためのカリキュラムの見直し。
③国際文化学部国際文化学科の「すべての学生が、英語、中国語、韓国語のいずれかの言語において学部
が定める水準を満たす」ため、語学の到達度を定めたカリキュラムの見直し、定期的な語学検定の学内実
施と受験の義務化について検討。また、
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・国際化推進方針及び行動計画を踏まえて、教育の国際化や留学支援体制の整備を進めている。
・国際文化学部における ICT を活用した教育（LMS）が開始され、e-Portfolio が導入された。
・学内助成制度を利用し、Active Learning Language Lab で使用する教材開発を開始した。
【平成２４年度】
・
「域学共創学習プログラム」
（自主制作教材を活用した留学につながる演習）の新設に向け、カリキュラ
ムの見直しと教育プログラムの内容の企画立案を行う。先進大学の先行事例を参考に、教育手法に関する
FD を実施する。
・Active Learning Studio を整備し、授業時間以外も予約制で全学部生が ICT の自学自習体制を整える。
・平成 25 年度から使用するジュニア TA や TA の事前研修を行う。
・後期から、プログラムコーディネーター1 名、ICT 管理者１名、留学アドバイザー1 名、事務補助員 1
名を雇用し、平成 25 年度から取組を開始するための準備や研修を行う。
・語学力向上のための科目の位置付けや内容を見直し、Active Learning Language Lab を整備する。
・海外の学術交流協定大学に赴き、学生交流、教員交流による講義の在り方、ICT を使った遠隔授業、授
業方法と成績評価等について協議を行うとともに、新たな語学文化研修先（中国語、韓国語の中級から上
級）
、海外実習海外インターン先（追加分 2 か所程度）の開拓を行う。
・域学連携コンソーシアムの立ち上げ準備を行う。
・平成 25 年度から開催する学内留学フェアの準備を行うため、近隣都市で開催される海外留学フェアに
学生・教職員が参加する。また、日本学生支援機構が開催する海外留学相談での研修に参加し、種々の留
学情報を学内で一元的に集約し、Web 上でアクセスできるしくみや留学相談に関する体制を整える。
・学生の到達度を図る指標を既存の e-Portfolio を拡充して付け加えるとともに（学内限定）
、学生が自
らの学修成果を電子 CV として公開できる e-Portfolio の新たなシート等を改良して付け加える。
【平成２５年度】
・
「域学共創学習プログラム」の 1 年目。平成 25 年度は「域学共創演習Ⅰ」で国際文化学部 1 年の全学生
（110 名）を対象とした授業を行い、留学への動機付けとグローバルな態度の養成、グローバル時代を生
きる自己管理等について学ばせる。同時に、
「域学共創演習Ⅱ」
（自主制作教材を活用した留学につながる
演習）
（2 年次対象、110 名）を立ち上げる。地域講師を招聘し、地域のキーパーソンと出会って地域課題
について知り、グローバルな視点につなげる学習を展開する。本来ならば、Ⅰを履修した学生がⅡを受講
すべきところだが、初年度のみ例外とし、カリキュラムを一部工夫しながら地域のキーパーソンに出会わ
せる機会を与え、本構想の趣旨に即した地域テーマをもって留学に出かける学生を早めに輩出する。
・語学ラボで使用する教材の開発を行う。
・IDP ポイント制度の運用を開始し、奨学金制度を立ち上げる。
・英語で開講する科目を 2 科目追加するとともに、平成 25 年度に開講する 16 科目の履修を奨励する。
・学内留学フェアを開始するとともに、希望者を近隣の海外留学フェアに派遣し、留学情報を収集する。
・教員交流による FD を開催するとともに、域学連携コンソーシアムのキックオフ・フォーラム（
「グロー
バル人材の育成―グローバルな視点から地域を創生する新たな教育方法について」
）を開催し、第 1 回中
間報告会を行う。ここまでの経過について、第 1 回の中間評価を得た結果についても報告する。
【平成２６年度】
・IPD ポイントを貯めた学生の中から選考を行い（3 年生、50 名）
、
「域学共創演習Ⅲ」を開始する。地域
の課題を専門的な見地から掘り下げ、グローバルに資料を検索し、外国語を用いて海外で調査を行う力を
養うための学習を展開する。
・地域のテーマ毎に、留学前に収集し、編集した素材をまとめて、多言語で学ぶための教材を作成し Web
上のアーカイブに公開し、リソースの蓄積を開始する。
・語学ラボで使用する教材の開発を継続する。
・英語で開講する科目を新たに 3 科目追加し、19 科目を開講する。
・グローバル人材育成の在り方と地域連携の成果の出し方や就職支援・キャリア育成について、域学連携
コンソーシアムのフォーラムで報告し、意見交換を行う。
【平成２７年度】
・交換留学から帰国した学生を対象に 4 年次の科目「域学共創演習Ⅳ」を開講する。4 年次は留学成果を
まとめ、地域に対して報告する準備を行い、外国語も含めたプレゼンテーションの仕方について学ぶ（口
頭発表、多言語による報告書）
。これを卒業プロジェクトとして提出してもよい。
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・地域のテーマ毎に、留学前に収集し、編集した素材をまとめて、多言語で学ぶための教材を作成し Web
上のアーカイブに公開し、リソースを蓄積する。
・英語で開講する科目を新たに 3 科目追加し、22 科目を開講する。
・
「域学共創学習プログラムと言語＋α総合的言語力育成の可能性」をテーマに、域学連携コンソーシア
ムのフォーラムで報告し、意見交換を行う。第 2 回中間報告会とする。ここまでの経過について、第 2
回の中間評価の結果についても報告する。
【平成２８年度】
・
「域学共創学習プログラム」の第 2 期生の輩出。
・英語で開講する科目を新たに 2 科目追加し、24 科目を開講する。
・平成 27 年度卒業生の留学状況、語学力スタンダードの達成度、IPD ポイント等による総合評価を実施
し、卒業後の就職状況や進学状況について分析を行う。
・中間評価を踏まえて、
「域学共創学習プログラム」
、言語プログラムの見直し、授業改善の FD を行う。
・グローバル人材育成の成果、地域連携の成果、4 技能＋α総合的外国語運用能力育成の成果等について、
域学連携フォーラムで報告し、評価を得て最終報告会とする。報告書を作成する。

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
・全学的なグローバル化を促進するために、他学部学生に対し、国際文化学部で実施している「域学共創
学習プログラム」への受講を可能とするため、事業終了時にカリキュラムの配置を検討する。
・アクティブラーニングに関する全学 FD を実施し、全学での教育方法の改善に貢献する。
・グローバル人材として学生が身につける力と、それらの評価指標等が反映された e-Portfolio をもとに
プログラムの充実について検討していく。また、IPD ポイント制度の全学的な協議を進め、他学部学生が
留学奨学金制度を利用できるしくみを構築していく。
・域学連携コンソーシアムのネットワークを全学的に広げ、地域貢献活動を踏まえた全学の教育研究活動
に積極的に活用していく。
・本取組期間中に海外留学し、
「域学共創学習プログラム」を履修して卒業した学生と、域学連携コンソ
ーシアムメンバー、海外の学術交流協定大学から本取組に参加した教職員や本学に留学してきた受入学生
間で同窓会組織をつくり、Web 上でつながり、幅広く情報を交換し続けられるようにする。このネットワ
ークをそれぞれのメンバーが生涯にわたって、必要に応じて新たな情報が得られるリソースとする。
取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画
財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。

【物品費】
本構想における「域学共創学習プログラム」は既存のカリキュラムの内容を充実させて行うため、財政
支援期間終了後の物品等の問題は生じない。必要があれば、通常の法人経費からの支出となる。
【人件費・謝金】
人件費のうち、プログラムコーディネーター及び ICT 管理者は、本構想を継続していくためにも手当が
必要である。そのため、現段階から財政支援期間終了後の雇用について協議を進めている。また、期間中
に本学専任教員及び専任の SE にノウハウを習得させ学内教職員で業務を運営していくことも、同時に検
討を行う。留学アドバイザーは本学の国際化推進室員にそのノウハウを習得させる予定であり、財政支援
期間終了後は既存の職員で業務を進めていく。
ジュニア TA、TA の雇用については、IPD ポイント制度及び留学奨学金制度により、謝金という形の経
済的支援ではなく、留学奨学金につながるポイントを付与する予定であり、財政支援期間終了後の謝金等
の問題は生じない。必要があれば、通常の法人経費からの支出となる。
【旅費】
外国教員等の旅費については、ICT 環境の整備により遠隔会議等を利用して経費負担なしで FD 及び交
流を行うことができるよう環境を整備する。
教員の出張及び引率旅費については、通常の法人経費からの支出となる。
【その他】
奨学金は本学独自の奨学金制度として継続する。
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様式７

支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバル人材育成推
進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募要領参照。)【年度ごとに１
ページ】

＜平成２４年度＞

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・Active Learning Studio整備費
・Actibe Learning Language Lab整備費
・ICT整備費
②消耗品費
・事務費（文具等）
・e-learning教材費
・FD実施のための消耗品（コピー用紙等）
［人件費・謝金］
①人件費
・プログラムコーディネーター（助教）1名×500千円×6月

・留学アドバイザー1名×200千円×6月
・ICT管理者 1名×300千円×6月
・事務補助員 1名×150千円×6月
②謝金
・FD講師謝金 1名×100千円
・
・
［旅費］
＜外国旅費＞
・学術交流協定校打ち合わせ旅費

・FD講師旅費
＜国内旅費＞

4名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

1名×500千円（米国）

・域学連携コンソーシアム間移動費 10名×3,300円×6回
・FD講師旅費 1名×100千円（秋田）、1名×30千円（大分）

・他大学視察2名×100千円（秋田）
・海外留学相談講習会等 2名×70千円（東京）
［その他］
①外注費
・翻訳費（日→英）
・留学フェア経費（大型バス借り上げ）
・デジタルアーカイブ使用料
・LMS委託費
・e-learning教材作成経費
・海外留学生安全対策入会金・年会費
・公開情報の事務委託費
②印刷製本費
・域学連携学習プログラムパンフレット

3,000部×@300円

該当ページ

56,000
54,000
20,000
24,000
10,000
2,000
500
1,000
500
7,000
6,900
3,000
1,200
1,800
900
100
100

4,368

4,368

3,200
500

3,200 様式3取組内容②38行
500 様式3取組内容②2行

198
130
200
140
14,494
13,500
3,000
300
1,000
3,000
5,000
200
1,000
900
900

198
130
200
140
14,494
13,500
3,000
300
1,000
3,000
5,000
200
1,000
900
900

様式6取組内容③【平成24年度】5行

様式5取組内容② 65行
様式1取組内容①33行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式1取組①70行
様式3取組内容② 2行
様式3取組内容①11行
様式3取組内容①20行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容② 2行

様式3取組内容②46行
様式3取組内容②2行
様式3取組②23行
様式6取組③【平成24年度16行

様式1取組内容③13行
様式4取組内容①23行
様式2 68行
様式6取組内容①35行
様式5取組内容②75行
様式4取組内容②31行
様式1取組内容③6行
様式6取組内容③2行

5名×@200×2回

14
12
2

14
12 様式3取組内容②46行
2 様式5取組内容②75行

1,000部×@80円

80
80

80
80 様式6取組内容③2行

10名×@200×6回

・遠隔講義（e-learning教材作成）に係る打ち合わせ

④通信運搬費
・域学共創学習プログラムパンフレット

事業規模
（①＋②）

56,000
54,000
20,000
24,000
10,000
2,000
500
1,000
500
7,000
6,900
3,000
1,200
1,800
900
100
100

・
・
③会議費
・域学連携コンソーシアム準備会合

大学負担額
(②)

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

・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・

平成２４年度

合計

81,862

81,862

（大学名：山口県立大学）（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
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・ICT整備費
②消耗品費
・事務費（文具等）
・e-learning教材費
・域学連携コンソーシアム・FDに係る消耗品費
［人件費・謝金］
①人件費
・プログラムコーディネーター（助教）1名×500千円×12月

・外国人教員 1名×500千円×12月
・留学アドバイザー1名×200千円×12月
・ICT管理者 1名×300千円×12月
・事務補助員 1名×150千円×12月
②謝金
・FD講師謝金 1名×100千円
・域学共創演習TA謝金(20名×120H×@787円）
・自主学習室TA謝金（2名×100千円×12月）
・検定実施補助者 3名×6,300円×3回
・地域講師謝金 12名×10千円
・フォーラム講師 2名×100千円
・外部評価委員謝金 6名×30千円
［旅費］
・学術交流協定校打ち合わせ旅費

4名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・留学引率旅費2名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・FD講師旅費 1名×300千円（韓国）
・域学連携フォーラム講師 1名×500千円(米国）
＜国内旅費＞
・地域講師旅費 12名×3,300円×1回
・域学連携コンソーシアム間移動費 10名×3,300円×12回
・他大学視察2名×50千円（大阪）、2名×30 千円（大分）

・域学連携フォーラム講師
・外部評価委員旅費1名×500千円（米国）＋

1名×3,300円（山口）

1名×70千円（東京）＋4名×3,300円（山口）

［その他］
①外注費
・翻訳費（日→韓）
・留学フェア経費
・デジタルアーカイブ使用料
・LMS委託費
・e-learning教材作成経費
・システム保守費
・海外留学生安全対策年会費
・公開情報の事務委託費
②印刷製本費
・域学連携フォーラムチラシ
・報告書 2,000部×@300円
・
③会議費

1,000部×@100円

・域学連携コンソーシアム運営会議

・外部評価会議

12,500
10,000
10,000
2,500
500
1,000
1,000
24,744
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800

4,944
100
1,888
2,400
56
120
200
180
7,381
3,200
2,200
300
500

4,944
100
1,888
2,400
56
120
200
180
7,381
3,200
2,200
300
500

39
396
160
3
583
26,931
16,100
3,000
1,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600

39
396
160
3
583
31,931
16,100
3,000
1,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600

平成２５年度

5名×@200×2回

合計

5,000

27
24
1
2
104
80
24

6名×@200×1回

④通信運搬費
・報告書郵送料 1,000部×@80円
・域学連携フォーラム案内 30部×10機関×@80円
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・教員交流費（派遣1名、受入れ1名）2名×5,000千円
・奨学金（YPU Scholarship）
・

事業規模
（①＋②）

12,500
10,000
10,000
2,500
500
1,000
1,000
24,744
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800

10名×@200×12回

・遠隔講義（e-learning教材作成）に係る打ち合わせ

大学負担額
(②)

10,000
10,000

27
24
1
2
104
80
24

5,000
5,000

71,556

5,000

該当ページ

様式1取組内容①33行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式1取組①70行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容①11行
様式3取組内容①8行
様式3取組内容①20行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容②2行
様式1取組内容①73行
様式1取組内容①73行
様式6取組内容③7行
様式6取組内容③5行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行
様式3取組内容②38行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容③5行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行
様式1取組内容③13行
様式4取組内容①23行
様式2 68行
様式6取組内容①35行
様式5取組内容②75行
様式1取組内容①33行
様式4取組内容②31行
様式1取組内容③6行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②46行
様式5取組内容②75行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行

15,000
10,000 様式3取組内容①24行
5,000 様式4取組内容①40行
76,556

（大学名：山口県立大学
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（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・ICT整備費
②消耗品費
・事務費（文具等）
・e-learning教材費
・域学連携コンソーシアム・FDに係る消耗品費
［人件費・謝金］
①人件費
・プログラムコーディネーター（助教）1名×500千円×12月

・外国人教員 1名×500千円×12月
・留学アドバイザー1名×200千円×12月
・ICT管理者 1名×300千円×12月
・事務補助員 1名×150千円×12月
②謝金
・FD講師謝金 1名×100千円
・域学共創演習TA謝金(20名×120H×@787円）
・自主学習室TA謝金（2名×100千円×12月）
・検定実施補助者 3名×6,300円×3回
・地域講師謝金 18名×10千円
・FD講師謝金 1名×100千円
・外部評価委員謝金 6名×30千円
［旅費］
＜外国旅費＞
・学術交流協定校打ち合わせ旅費

4名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・留学引率旅費2名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・FD講師旅費 1名×600千円（スペイン）
・域学連携フォーラム講師 1名×300千円（中国）
＜国内旅費＞
・地域講師旅費 18名×3,300円
・域学連携コンソーシアム間移動費

・域学連携フォーラム講師
・外部評価委員旅費1名×500千円（米国）＋

10名×3,300円×12回

1名×3,300円（山口）

1名×70千円（東京）＋4名×3,300円（山口）

［その他］
①外注費
・翻訳費（日→中）
・留学フェア経費
・デジタルアーカイブ使用料
・LMS委託費
・e-learning教材作成経費
・システム保守費
・海外留学生安全対策年会費
・公開情報の事務委託費
②印刷製本費
・域学連携フォーラムチラシ
・報告書 2,000部×@300円
③会議費

1,000部×@100円

・域学連携コンソーシアム運営会議

10名×@200×12回

・遠隔講義（e-learning教材作成）に係る打ち合わせ

5名×@200×2回

・外部評価会議 6名×@200×1回
④通信運搬費
・報告書郵送料 1,000部×@80円
・域学連携フォーラム案内 30部×10機関×@80円
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・教員交流費（派遣1名、受入れ1名）2名×5,000千円
・奨学金（YPU Scholarship）
・

平成２６年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

7,500
5,000
5,000
2,500
500
1,000
1,000
24,704
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
4,904
100
1,888
2,400
56
180
100
180
7,341

7,500
5,000
5,000
2,500
500
1,000
1,000
24,704
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
4,904
100
1,888
2,400
56
120
100
180
7,341

3,200
2,200
600
300

3,200
2,200
600
300

様式3取組内容②38行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容②61行

59
396
3
583
26,931
16,100
3,000
1,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600
27
24
2
1
104
80
24

59
396
3
583
31,931
16,100
3,000
1,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600
27
24
2
1
104
80
24

様式6取組内容③5行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行

10,000
10,000

5,000

5,000
5,000

66,476

5,000

様式1取組内容①33行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式5取組②75行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容①11行
様式3取組内容①8行
様式3取組内容①20行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容②2行
様式1取組内容①73行
様式1取組内容①73行
様式6取組内容③7行
様式6取組内容③5行
様式3 取組内容②2行
様式6取組内容①25行

様式1取組内容③13行
様式4取組内容①23行
様式2 68行
様式6取組内容①35行
様式5取組内容②75行
様式1取組内容①33行
様式4取組内容②31行
様式1取組内容③6行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②46行
様式5取組内容②75行
様式6取組内容①25行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行

15,000
10,000 様式3取組内容①24行
5,000 様式4取組内容①40行
71,476

（大学名：山口県立大学

41

）（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
・
②消耗品費
・事務費（文具等）
・域学連携コンソーシアム・FDに係る消耗品費
［人件費・謝金］
①人件費
・プログラムコーディネーター（助教）1名×500千円×12月

・外国人教員 1名×500千円×12月
・留学アドバイザー1名×200千円×12月
・ICT管理者 1名×300千円×12月
・事務補助員 1名×150千円×12月
②謝金
・FD講師謝金 1名×100千円
・域学共創演習TA謝金(20名×120H×@787円）
・自主学習室TA謝金（2名×100千円×12月）
・検定実施補助者 3名×6,300円×3回
・英語で開講する科目講師 2名×10千円×15日
・地域講師謝金 24名×10千円
・域学連携フォーラム講師 2名×100千円
・外部評価委員謝金 6名×30千円
［旅費］
＜外国旅費＞
・学術交流協定校打ち合わせ旅費

4名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・留学引率旅費2名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・FD講師旅費 1名×300千円（韓国）
・域学連携フォーラム講師 1名×500千円（カナダ）
＜国内旅費＞
・地域講師旅費 24名×3,300円
・域学連携コンソーシアム間移動費

・域学連携フォーラム講師
・外部評価委員旅費1名×500千円（米国）＋

10名×3,300円×12回

1名×3,300円（山口）

1名×70千円（東京）＋4名×3,300円（山口）

［その他］
①外注費
・留学フェア経費
・翻訳費（日→スペイン）
・デジタルアーカイブ使用料
・LMS委託費
・e-learning教材作成経費
・システム保守費
・海外留学生安全対策年会費
・公開情報の事務委託費
②印刷製本費
・域学連携フォーラムチラシ
・報告書 2,000部×@300円
・
③会議費

1,000部×@100円

・域学連携コンソーシアム運営会議

・外部評価会議

平成２７年度

1,500
500
1,000
25,164
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
5,364
100
1,888
2,400
56
300
240
200
180
7,261

1,500
500
1,000
25,164
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
5,364
100
1,888
2,400
56
300
240
200
180
7,261

3,200
2,200
300
500

3,200
2,200
300
500

様式3取組内容②38行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容②2行

79
396
3
583
26,931
16,100
1,000
3,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600

79
396
3
583
31,931
16,100
1,000
3,000
1,000
3,000
5,000
2,000
100
1,000
700
100
600

様式6取組内容③5行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行

5,000

27
24
1
2
104
80
24

5名×@200×2回

合計

該当ページ

1,500

6名×@200×1回

④通信運搬費
・報告書郵送料 1,000部×@80円
・域学連携フォーラム案内 30部×10機関×@80円
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・教員交流費（派遣1名、受入れ1名）2名×5,000千円
・奨学金（YPU Scholarship）
・

事業規模
（①＋②）

1,500

10名×@200×12回

・遠隔講義（e-learning教材作成）に係る打ち合わせ

大学負担額
(②)

10,000
10,000

27
24
1
2
104
80
24

5,000
5,000

60,856

5,000

様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容②2行
様式3取組内容①11行
様式3取組内容①8行
様式3取組内容①20行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容②2行
様式1取組内容①73行
様式1取組内容①73行
様式6取組内容③7行
様式6取組内容③7行
様式1取組内容①35行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行

様式1取組内容③13行
様式1取組内容③13行
様式2 68行
様式6取組内容①35行
様式5取組②75行
様式1取組内容①33行
様式4取組内容②31行
様式1取組内容③6行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②46行
様式6取組内容①25行
様式5取組内容②75行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行

15,000
10,000 様式3取組内容①24行
5,000 様式4取組内容①40行
65,856

（大学名：山口県立大学

42

）（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
・
・
・
②消耗品費
・事務費（文具等）
・域学連携コンソーシアム・FDに係る消耗品費
［人件費・謝金］
①人件費
・プログラムコーディネーター（助教）1名×500千円×12月

・外国人教員 1名×500千円×12月
・留学アドバイザー1名×200千円×12月
・ICT管理者 1名×300千円×12月
・事務補助員 1名×150千円×12月
②謝金
・FD講師謝金 1名×100千円
・域学共創演習TA謝金(20名×120H×@787円）
・自主学習室TA謝金（2名×100千円×12月）
・検定実施補助者 3名×6,300円×3回
・英語で開講する科目講師 4名×10千円×15日
・地域講師謝金 24名×10千円
・域学連携フォーラム講師 2名×100千円
・外部評価委員謝金 6名×30千円
［旅費］
＜外国旅費＞
・学術交流協定校打ち合わせ旅費

4名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・留学引率旅費2名×500千円（欧米）、4名×300千円（アジア）

・FD講師旅費

1名×600千円（スペイン）

・域学連携フォーラム講師

＜国内旅費＞
・地域講師旅費

1名×600千円（フィンランド）

・域学連携フォーラム講師
・外部評価委員旅費1名×500千円（米国）＋

1,500
500
1,000
25,464
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
5,664
100
1,888
2,400
56
600
240
200
180
7,661

1,500
500
1,000
25,464
19,800
6,000
6,000
2,400
3,600
1,800
5,664
100
1,888
2,400
56
600
240
200
180
7,661

3,200
2,200
600
600

3,200
2,200
600
600

様式3取組内容②38行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②2行
様式3取組内容②2行

79
396
3
583

79
396
3
583

様式6取組内容③5行
様式3取組内容②46行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行

10名×3,300円×12回

1名×3,300円（山口）

1,000部×@100円

・域学連携コンソーシアム運営会議

19,931
9,100
1,000
1,000
5,000
2,000
100
700
100
600

5名×@200×2回

・外部評価会議 6名×@200×1回
④通信運搬費
・報告書郵送料 1,000部×@80円
・域学連携フォーラム案内 30部×10機関×@80円
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・奨学金（YPU Scholarship）
・教員交流費（派遣1名、受入れ1名）2名×5,000千円
・

平成２８年度

合計

5,000

27
24
2
1
104
80
24

10名×@200×12回

・遠隔講義（e-learning教材作成）に係る打ち合わせ

該当ページ

1,500

1名×70千円（東京）＋4名×3,300円（山口）

［その他］
①外注費
・留学フェア経費
・デジタルアーカイブ使用料
・e-learning教材作成経費
・システム保守費
・海外留学生安全対策年会費
②印刷製本費
・域学連携フォーラムチラシ
・報告書 2,000部×@300円
・
③会議費

事業規模
（①＋②）

1,500

24名×3,300円

・域学連携コンソーシアム間移動費

大学負担額
(②)

10,000

27
24
2
1
104
80
24

5,000
5,000

10,000
54,556

24,931
9,100
1,000
1,000
5,000
2,000
100
700
100
600

5,000

様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3 取組内容② 2行
様式3取組内容①11行
様式3取組内容①8行
様式3取組内容①20行
様式6取組内容③【平成24年度】8行目
様式6取組内容③【平成24年度】8行目

様式3取組内容②2行
様式1取組内容①73行
様式1取組内容①73行
様式6取組内容③7行
様式1取組内容①35行
様式6取組内容③5行
様式3取組内容②61行
様式6取組内容①25行

様式1取組内容③13行
様式2 68行
様式5取組内容②75行
様式1取組内容①33行
様式4取組内容②31行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②46行
様式5取組内容②75行
様式6取組内容①25行
様式3取組内容②61行
様式3取組内容②61行

15,000
5,000 様式4取組内容①40行
10,000 様式3取組内容①24行
59,556

（大学名：山口県立大学）（申請区分：特色型

43

）

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）平成24年度大学の世界展開力強化事業【ASEAN諸国等との大学間交流形成支援】申請課題
申請区分（Ⅱ）代表申請大学：岡山大学
「日本の近代アジアと共有する 日本・ASEAN ルネサンス学生交流システムの構築」
岡山大学が中心となり、岡山大学及びASEANの大学等とコンソーシアムを構築し、日本人学生
にはアジアが日本に求めるものを十分理解した上で、ASEANの「多様性の中の調和」というアジ
ア的価値観を体現した人材に、ASEAN学生には日本の幕末・明治維新、戦争・戦後の経験と日本
的な和の精神をアジアの舞台で活かせる人材となるべく学生交流を実践するものであり、本構想
と直接的関連はない。
（２）平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）採択プログラム
SSSV区分 大学等名称：山口県立大学
「グローバル学生交流授業」
本学と学術交流協定の2大学（中国の曲阜師範大学、韓国の慶南大学校）の双方型語学・文化
研修プログラムに参加している本学の日本人学生（30名）及び学術交流協定の2大学（15名ず
つ）に対して支援を受けいている（60人×30日間以内）。次年度以降もこのプログラムで引き続
き申請することを予定にしており、また、本構想の趣旨に従い、新たにSV区分で40名（フィリピ
ン、カナダ、中国（新）、韓（新））の申請を予定している。

（大学名：山口県立大学

44

）（申請区分：特色型

）

（参考）
参考全体で１ページ以内

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

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

平成 27 年度

人
人

人
人

平成 28 年度

人
人
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