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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≫

共愛学園は、124 年前の明治 21 年に群馬県のクリスチャンの尽力により設立された全国でも有数の歴史
を持つキリスト教主義の学園であり、共愛学園前橋国際大学は、この伝統ある学園を母体に、前身の短期
大学を改組転換し平成 11 年に設立された大学である。
学園名の「共愛」は、
「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい」
（ヨハネによる福
音書 15 章 12 節）という聖書の教えに由来するもので、本学ではこの「共愛」を今日的な視点にたって解
釈するならば、
「共生」と同義であると考え、
「共愛・共生の精神」を建学の理念とした。
「共愛・共生」
とは、人類共通の、あるいは地球全体の願いであり、時代の変化に左右されることのない普遍的な原則で
ある。こうした「共愛・共生の精神」は、国際社会においても地域社会においても私たちの重要な指針と
なるものと確信している。
学生たちは、この「共愛・共生の精神」を感得し、社会が求める力、社会と共に生きる力を身につけて、
グローバル社会の中で、あるいはグローバル化する地域社会の中で、人々を繋ぐ牽引役として活躍するこ
とが期待されているのである。
≪構想の目的≫

次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダーの育成
上述のとおり、本学では「共愛・共生の精神」を理念として、教育活動を展開してきた。
学生たちが「共愛・共生の精神」を体現する人材に育つために、全学共通科目である「共愛コア科目」
に、
「人間理解」
「人権と共生」
「地域理解」
「国際理解」等の科目群を置き、グローバル社会にあって人々
との豊かなコミュニケーションを創造できるよう、語学教育、海外体験、地域体験を充実させながら、幅
広い教養と深い専門を身につけられる教育体系を構築し、更に、人々とのつながりの中で、人と人、人と
社会、地域と世界をつなげる人材となれるよう、前に踏み出し、人々と協働し、新しい価値を創造する力
を涵養すべく、学生たちが主体的に考え、学び、協働するアクティブ・ラーニングを推奨し、その環境を
整備してきた。すなわち、本学はこれまでも、グローバル人材育成と合致する教育の方向性を持ってきた
ということができるだろう。
また、本学では、
「共愛・共生」を大学の運営と教育で実践していくために、学生が主体として大学と
いうコミュニティの中心に存在すべきという「学生中心主義」と、そのコミュニティの捉え方を更に広め
｢地域との共生｣をモットーとして掲げている。それは、本学生の多く（約 8 割）が群馬県出身者であり、
卒業後もその大多数が 群馬県近隣地域にて活躍していることを背景に、地域に根ざした大学として、地
域との共生を実践できる人材の育成に取り組むためでもある。
「地域との共生」は、学生が地域社会とか
かわる機会をますます増やしていくという教育の具体策にも結びつくと同時に、地域・時代のニーズにあ
った教育の実践にもつながるものであると自負している。
このように、本学の教育実践は、
「共愛・共生の精神」を柱に、グローバル人材を育成する方向性と地
域との共生という実践の両輪によって構成されることになる。この後述べるとおり、それは、
「国際社会
のあり方について見識と洞察力を持ち、国際化に伴う地域社会の諸課題に対処することのできる人材の養
成」という教育の目的とも符合する。しかし、その取組は、未だ途上にあり、グローバル人材と地域人材
の育成を総合しながら、グローバル化する地域の中で「共愛・共生」を体現し、人々をつなぎ、牽引する
人材を育成することこそが、群馬県という地域の中で唯一の「国際」を冠する大学であり、国際社会学部
を有する、本学の使命であると心得る。
このことを踏まえ、次項にて述べる「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー」を、育成する
グローバル人材像に据え、本構想を契機として、これまでのグローバル人材育成の方向性を、大学の中心
的な戦略に据え、大学全体のグローバル化を図りながら、さらに発展させ、具体的な成果に結びつけるこ
とが、構想の目的である。
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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≫

【本学の教育目的】
本学唯一の学部である国際社会学部では「国際社会のあり方について見識と洞察力を持ち、国際化に伴
う地域社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」を教育の目的として、教育活動を実践している。
更に、人と人、人と社会、知識と知識、地域と世界、そして自分と未来を「つなげる力」
、そのための、
前に踏み出し、チームで協働し、創造する力を身につけることが、今の社会に求められていると認識し、
『
「つながる」から「つなげる」へ』をコンセプトに、多彩なカリキュラムと少人数教育、地域や海外に於
けるプログラムを中心とするアクティブ・ラーニング、学生を中心に据えた協働の学びを展開してきた。
【本学の特色】
本学は、収容定員 860 名※（平成 24 年度在籍数 1045 名）の 1 学部 1 学科 5 コース（英語、国際、情
報・経営、心理・人間文化、児童教育コース）で構成される全国でも有数の小規模大学であり、かつ、群
馬県前橋市という地方に立地している。※平成 22 年度まで入学定員
過去５年間の在籍学生数の推移
200 名（3 年編入 20 名）であったが、入学者の増加に伴い平成 23 年
984 1014 1045
910 932
度より入学定員 225 名（3 年編入 5 名）に変更が認められ、平成 24
850 860
840
840
840
年度は暫定的に収容定員が 860 名となる。
（平成 26 年度には全学年が
揃い 910 名。
）
一般に、地方小規模大学は、学生募集を含むその運営に苦慮してい
収容定員
ると言われているが、本学は、例年着実に受験者数が増加し、定員を
若干上回る入学者を得て、現在過去最高の学生数を有しているところ
平 成20年 平 成21年 平 成22年 平 成23年 平 成24年
である(図表 1 参照)。それは、地方、小規模という条件をメリット
に転換し、後述のアンケート結果のように、学生にとって価値ある、 ＜図表 1 過去 5 年間の在籍学生数の推移＞
魅力的な大学づくりを実践してきたことによると自負している。
１．地域との共生
本学の学生の約 80%が群馬県出身であり、約 70%の学生が群馬県内に就職してきた。これは、地域に根
ざし、地域と共にあることの証左である。また、学生が地域に学ぶ授業やプログラムは、例えば、地域企
業と連携した商品開発、近隣小学校へ毎日本学学生が「出勤」する学校支援、同じく近隣の小学校におけ
る日本語教室のサポート、児童英語教室の実施等が授業として展開されている他、ボランティア活動への
単位認定や地域づくり事業への参加等、多岐に用意されている。加えて、地
域との連携をすすめるために地域共生研究センターを運営する他、前橋市立
笂井小学校、前橋市教育委員会、伊勢崎市教育委員会、ぐんま地域・大学連
携協議会、一般財団法人サンデン環境みらい財団、有坂中央学園中央情報経
理専門学校など多くの地域機関と連携協定を結び、地域とのつながりを強め
ている。
２．グローバル人材を育成する多彩なカリキュラム
＜図表 2 カリキュラムイメージ＞
1 学部 1 学科とはいえ、本学には約 350 の科目 700 を超えるクラスが用意さ
れ、学科に匹敵する充実度を持つ 5 つのコースを置き、学生の学びのロードマップを提示している。同時
に、学生は自分が属するコース外の科目も自由に履修できるために、グローバル人材に必要とされる幅広
い教養と高度な専門を同時に学修する事が可能となっている。そして、本学のカリキュラムの中核をなし、
コースを繋ぐハブとなっているのが、
「共愛コア科目」と呼ばれる科目群である。ここには、
「人間理解」
、
「人権と共生」
、
「国際理解」
、地域理解」
、
「社会への視点」
、
「自然の理解」という科目群が置かれ、本学の
理念である「共愛・共生の精神」とグローカル人材の養成という目的を具現化している（図表 2 参照）
。更
に、アメリカ、カナダ、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、中国における長・中・短期
の海外留学プログラムを有しており、特に英語コースではこれを必修とし、中長期留学者用の奨学金も用
意するなど、多くの学生が海外留学を経験できる環境を整え、地域に学ぶカリキュラムと同様、学生の実
践的な学びを支えてきた。
３．コンパクトカレッジとアクティブ・ラーニング
本学の各授業のクラス規模は、50 名以下が全体の 85%を占め、そのうち、1～10 名、11～20 名の授業が
それぞれ全体の約 3 割と真の少人数教育を実践してきた。また、少人数ゆえ参画型・体験型の授業・プロ
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グラムに参加できる学生の割合も高く、日頃より学生同士、学生と教職員、教職員同士のコミュニケーシ
ョンが密で、顔の見える教育を行ってきている。中央教育審議会大学分科会大学教育部会の中間まとめで
も、
「教員と学生とが意思疎通を図りつつ、学生同士が切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長
する課題解決型の能動的学修」が今後は重要になるとされており、本学の取組はまさにこの方向性に合致
するものである。平成 22 年 4 月から、学内全域に無線 LAN を完備し、全学生に携帯端末を配付する全国
で初の取組によりユビキタス・キャンパス、すなわち、いつでもどこでもつながりながらアクティブに学
びを展開できる環境を実現した。加えて、平成 24 年 4 月には、KYOAI COMMONS という、Learning Commons
を中心に、Learning Studio、Communication Commons から構成される、全体がアクティブ・ラーニングの
ために設計された校舎が完成し、ユビキタス・キャンパスと相乗し、より一層のアクティブ・ラーニング
が展開されており、学生の社会人基礎力を基盤とするグローバル力養成を推進している。
４．学生中心主義
本学では、教育の理念である「共生」を大学の運営と教育の場で実践していくため「学生中心主義」を
掲げている。具体的に、IT サポート、英語 Academic Peer Tutor 制度、ティーチングアシスタント、留学
生チューター等の学生が中心となり共に学ぶしくみやスピークアップ・システム、毎年の学生アンケート、
授業アンケート、Gmail を活用した個別コミュニケーション等により学生の意見を大学運営に反映させる
しくみがそれを体現している。その結果、図表 3 のとおり学生アンケートで「本学に入学して良かった」
「本学で学んで力がついた」と答える割合は、１年次修了時に比べ卒業時の方が格段に高くなっている。

＜図表 3 学生アンケートの結果＞

なお、本学は平成 22 年度に大学基準協会による認証評価で、全国で初の 2 度目の適合認定を受けるな
ど、第三者による高い評価も得ている。
≪育成するグローバル人材像≫

今、国際はグローバルと表現される。インターナショナルからグローバルへの推移は、そのまま、我々
の生活圏そのものが地球規模の流れの中に位置づくことを意味する。その中にあって特に、本学の学生た
ちの多くが生まれ育った群馬県は、実質的な意味においてその流れの真っ只中にある。平成 23 年の県の外
国人登録者数は 42,233 人で、25 年前の約 10 倍の値となった。本学が隣接し様々な教育活動を展開しつつ、
本構想においても重要な拠点となる伊勢崎市では、県の外国人登録者のうちの 24.7％を占め、全国でも外
国籍住民の人口が多い都市の一つとなっている。加えて、群馬県の産業は農業とものづくりがその柱であ
ることから、事業規模の大小にかかわらず、グローバル化の急速な進展が大きな課題となっている。
このような地域の中にあって、今求められているのが、まさにグローバル人材なのである。本学が「国
際社会のあり方について見識と洞察力を持ち、国際化に伴う地域社会の諸課題に対処することのできる人
材の養成」を目的としていることの所以でもある。しかし、ここで言うグローバル人材とは世界に羽ばた
く人材をのみ指して言うものではない。実は、今まさにそれぞれの地域こそが、日常の生活にあっては多
文化を理解・活用しながら人々をつないで地域を活性化しつつ、就業の場においてはいつでも海外に飛ぶ
力を持ち、現地の人々とのコミュニケーションを通して、地域と世界とを繋ぐことができる人材が必要な
のである。更に言えば、次世代のグローバル人材を育てることのできる人材をも地域は求めている。本学
の卒業生の中には、海外で活躍している人材、首都圏でグローバルな仕事に従事している人材も少なから
ず存在するが、皆が地域の外に目を向けることは、翻って地域力の低下にも連関する。地域分権、地域主
権、そして新しい公共の創出が求められる時代のさらなるグローバル化を控えた地域においてこそ、グロ
ーバル人材が最も必要とされているのである。これらのことを踏まえ、生活も産業も教育も、更なるグロ
ーバル化が加速する次世代の地域において、つながりを意識しながら、人々を、そして地域と世界とをつ
なげ、地域を牽引することができるリーダーこそ、本学が育成するグローバル人材象であると言え、よっ
て「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー育成」を本構想の目的に据えるものである。
そして、上述のように、本学は既にそういった人材育成に取り組んできた実績を持つと自負している。
その基盤を生かしつつ、大学自体のグローバル化と本学が目指すグローバル人材育成を更に加速させるた
めに、本構想に取り組みたい。
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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】

前項で設定したグローバル人材象－「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー」－を踏まえ、
卒業時に学生が修得すべき具体的能力は以下の能力とする。

＜図表 4 卒業時に学生が修得すべき能力イメージ＞

前述のとおり、本学は、これまでも「共愛・共生の精神」を柱に、
「国際社会のあり方について見識と洞
察力を持ち、国際化に伴う地域社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」に取り組んできた。ま
た、社会に求められる人材の持つべき力として、前に踏み出し、チームで協働し、創造する力を基礎とし
た「つなげる力」の涵養をも心がけてきた。それらの取組を基盤とし、それらを更に発展させる本構想に
おいて、グローバル人材であり、なおかつ地域社会を牽引する人材であるための能力として、
「地域と世界
を繋ぐリーダーシップ」を掲げ、その要素として「英語（＝語学力）によるコミュニケーション能力」
「主
体性・積極性・チャレンジ精神・協調性・柔軟性・責任感・使命感」
「異文化に対する理解と日本人・地域
人としてのアイデンティティー」を修得すべきものとする。
１．英語（＝語学力）によるコミュニケーション能力
そもそも、地域と世界を繋ぐリーダーとしてのグローバル人材にとって外国語、特に、世界で幅広く通
用する英語でのコミュニケーション能力が求められることは言うまでもない。
本学はこれまで、学期ごとのプレイスメントテストによる少人数習熟度別クラスの設置、外国語センタ
ーによるサポート体制とセルフ・スタディの制度、豊富な英語科目と英語コースではそれを必修とする多
様な海外留学プログラムなどにより、英語力の涵養に注力してきた。このことを踏襲しながら、本構想に
おいては、それを更にグローバルスキルとして磨き上げるための英語による科目群を新たに設置したり、
実践で活用できる力を体得するために、企業と連携しての海外インターンシップを導入するなどしながら、
いわば真のコミュニケーション能力としての英語力、Knowledge から Skill あるいは Tool へと昇華させ
ることを目論む。先にも述べたように、今求められているのは、明日にでも海外に飛び、現地の人々との
コミュニケーションを成立させる、いわば「旅する力」でもあり、そのことを視野に、本構想を充実させ、
学生に英語（＝語学力）によるコミュニケーション能力を身につけてもらいたい。
なお、あえて（＝語学力）としたのは、英語はもちろんのこと、本学ではこれまで中国語を第一外国語
として学ぶことができるカリキュラムをおいてきたこと、また群馬県の国際戦略が中国を中心とするアジ
アに視軸を置いていることなどから、英語と同時に中国語も視野に入れてのことである。
２．主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
急激に変化するグローバル社会で地域と世界を繋ぐリーダーとして活躍するためには、受動的ではなく、
自ら課題を発見し、周囲と意思疎通を図りつつ問題を解決する能力が求められる。ここに掲げられている
素養は、まさにそのためのものであるし、同時に国内外を問わず社会人として活躍するために必要とされ
る「前に踏み出す力」
、
「考え抜く力」
、
「チームで働く力」からなる社会人基礎力、あるいは本学が意識す
る前に踏み出し、チームで協働し、創造する力を基礎とした「つなげる力」と通底するものである。
これらの能力を育成するために、本学では、従前より学生が積極的、能動的に学修する学びの形態を採
用し、またユビキタス・キャンパスの構築や新校舎 KYOAI COMMONS の建設によって、その環境を整えてき
た。
具体的には、まず、目標設定シート１の②に既述の少人数クラスを挙げることができる。また、グルー
プ討論・PBL・プレゼンなど学生が高い意識を持ち、主体的・積極的に参加するいわゆるアクティブ・ラー
ニングを取り入れた授業が語学と情報処理、体育等の授業を除いた科目のうち４割を占めていて、一定の
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体系を持って取り組んできた。このことにより、河合塾教育研究部のアクティブ・ラーニング調査ではヒ
アリングの対象となり、また今年度に実施される同塾主催のアクティブ・ラーニングに係るセミナーにお
いて事例報告を依頼されている。この値はまだまだ伸長するものであり、今年度の FD 研修のテーマは「ア
クティブ・ラーニング」に決定しているところでもある。加えて、海外留学、海外フィールドワーク、地
域連携の各種プログラムなど、学外における体験型授業（実践型授業）を積極的に導入している。
これらの取組を発展させながら、本構想においては、アクティブ・ラーニングのための環境をより一層
整えつつ、海外のインターンシップなどを新たに導入し、また海外留学を経験する学生の数を増加させる
こと、加えて、社会人（企業人）との協働の学びやプロジェクト、PBL そのものをテーマにした授業を設
置するなどして、これらの能力の体得環境を高めることを志向する。
３．異文化に対する理解と日本人・地域人としてのアイデンティティー
地域と世界を繋ぐリーダーにとって、異文化を理解し、同時に地域を発信することが求められる。特に、
多様な文化や歴史を背景とする価値観やコミュニケーション方法などの違いを認識して行動しながら、そ
の違いに興味や理解を示し、かつその違いの多様性を強みに転換していくことが必要となる。
本学は従前より異文化理解の科目を中心に、海外体験、地域体験、留学生との交流などを通しながら、
「共愛・共生の精神」を軸に、そのような力の感得を重視してきた。更に、地域との密接な関係構築を基
盤としながら、
「群馬を知る」
「群馬の産業と社会Ⅰ・Ⅱ」
「群馬の人と思想」
「群馬の言葉と子ども」など
の群馬科目群を有している。特に「群馬を知る」は群馬県庁職員によるリレー講義として開講されている。
（この他に「環境政策」という授業も県庁職員によるリレー講義。
）こういった科目の履修を通して、地域
人としてのアイデンティティーを涵養してきた。
これらの取組を踏まえ、本構想では、上述の海外体験の増加はもちろんのこと、留学生の受け入れと支
援体制を整備することを通して、より留学生との交流機会を整備し、異文化に対する理解を深め、また、
地域企業、教育委員会、自治体との連携の中で学びを構築することを通して、より一層地域人としての意
識を高めることに繋げたいと考えている。
地域と世界を繋ぐリーダーシップの修得に係る指標
本学はこれまで、いわゆる「社会人基礎力」
、
「海外への親和性」
、
「異文化理解」の伸長に係る学生の自
己評価による調査を実施、カリキュラム改善等の指針にしてきた。それに加え、上述の群馬科目群を通じ
て涵養される地域理解に関する評価項目を新たに設定し、これらのデータを統合し、本学独自のグローカ
ルポイントを設定。この指標を通して「次世代の地域社会を牽引するグローカル人材」としての成長を測
りたい。なお、英語力については、目標設定シート 2 の①によって設定される目標を用いるものとする。
具体的な数値については、目標設定シート 2 の③に記すこととし、ここでは、特に本学独自のグローカ
ルポイントの考え方について説明することとする。
まず、社会人基礎力を測定する尺度としては様々なものがあるが、本学の調査では信頼性、妥当性を検
討しているものとして、北島らによる「看護系大学生の社会人基礎力の構成要素と属性による相違の検討
(2011)」の尺度を使用している。
「北島ら」では、経済産業省の社会人基礎力を基に 36 項目の質問項目を
選別し、構造方程式モデリングによる確認的因子分析と多母集団同時分析を用いて構成要素と構造の検討
をしている。そして、アクション(主体性、働きかけ力、実行力)、シンキング(課題発見力、計画力、創造
力)、チームワーク(発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力)のそれぞれ
3 項目計 36 項目の合成得点から、アクション、シンキング、チームワークそれぞれの得点を算出している
のである。また、海外への親和性と異文化理解の成長を測る本学独自の評価項目として、
「以前よりも、海
外を身近に感じるようになった」
「多文化や異文化に関する知識の体系的な理解」を置いている。
加えて、本構想を契機に、地域人としてのアイデンティティーを測るため、
「以前よりも、群馬を身近に
感じるようになった」の評価項目を新たに設け、上記の指標と併せてグローカルポイントとして数値化す
ることとする。
なお、本グローカルポイントに関し、
「社会人基礎力」は 6 件法、
「以前よりも、海外を身近に感じるよ
うになった」
「多文化や異文化に関する知識の体系的な理解」は 4 件法で測定している。また、
「以前より
も、群馬を身近に感じるようになった」の地域人としてのアイデンティティーを測る項目は 6 件法で新た
に測定することを予定している。そのため、
「以前よりも、海外を身近に・・・」と「多文化や異文化・・・」
の得点に 1.5 を乗算することによって標準化し、その上で「社会人基礎力」の 3 項目、
「以前よりも、海外
を身近に・・・」
「多文化や異文化・・・」の 2 項目、
「以前よりも、群馬を身近に・・・」の 1 項目の得
点を合計し 6 で除算したものを本学独自のグローカルポイントとする。
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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２６年度

平成２７年度

平成２８年度

35 人

45 人

45 人

55 人

5人

5人

10 人

10 人

85 人

109 人

110 人

120 人

135 人

199 人

271 人

284 人

239 人

251 人

230 人

40.1％

48.1%

51.8%

63.0%

35 人（ 5 ）

45 人（ 5）

TOEIC 600 点
中国語検定 2 級

45 人（ 10 ） 55 人（ 10）

海外留学経験者数

74 人

85 人

109 人

110 人

120 人

135 人

３カ月未満

56 人

69 人

80 人

85 人

90 人

100 人

３カ月～１年

18 人

16 人

29 人

25 人

30 人

35 人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

199 人

271 人

284 人

239 人

251 人

230 人

１

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

本学では、毎学期の TOEIC スコアを英語習熟度別クラス編成の指針としていること、また中国語を第一外国
語とする制度もあることから TOEIC 並びに中国語検定を採用する。特に 600 点は TOEFL500 点に該当し、
海外大学留学の基準となる。しかし、23 年度卒業生のうち、500 点以上は 60 名であるものの、600 点以上
は 27 名であったことから、この数を最終的に約 2 倍にすることを目標とした。学部全体の語学力の底上げをす
ることが目標設定の考え方である。ただし、下欄記載の英語コースについては、別途設定することとする。
海外留学経験者数については、英語コースが必修としていることから、例年一定の人数が海外を経験している
ことを踏まえつつ、英語コース以外の学生の経験者数を増加させることで、学部全体の底上げを期し、学年の約
6 割の学生が経験できることを目標に据えた。

卒業時の外国語力スタンダード

国
際
社
会
学
部
英
語
コ
ー
ス
（
う
ち
数
）

平成２５年度

74 人

卒業時の外国語力スタンダード

国
際
社
会
学
部

平成２４年度

TOEIC 730 点

15 人（ 0 ）

20 人（ 0 ）

20 人（ 0 ）

25 人（ 0 ）

海外留学経験者数

67 人

73 人

90 人

65 人

70 人

65 人

３カ月未満

53 人

59 人

67 人

50 人

55 人

50 人

３カ月～１年

14 人

14 人

23 人

15 人

15 人

15 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

75 人

95 人

98 人

74 人

79 人

70 人

目標設定の考え方

本目標は、上記学部全体の目標値に加え、そのうち数として、英語コース選択者に対する上位目標を設定する
ものである。
本学は１学部 1 学科の単科大学であるが、学生は英語、国際、情報・経営、心理・人間文化、児童教育のいず
れかのコースを選択し専門性を高める。これらのうち英語コースは英語を中心に学ぶコースであることから上位
目標が必要であると考えた。730 点はどんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備え、業務上も
大きな支障はないとされるスコアであり、また TOEFL550 点に該当することから海外大学院への進学も視野に
入れることができる基準である。23 年度卒業生の実績が 10 名であったことからその数を 2.5 倍まで引き上げ、
コースの 35％が取得できることを目標に据えた。
海外留学経験者については、海外留学が必修となっているコースであることから、経済的、または身体的等理
由により参加できない者が例年存することを踏まえ、学年の 90％前後を維持することを目標とした。

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）
下記に同じ。
（指標・水準設定の考え方）
下記に同じ。
（達成する学生数設定の考え方）
下記に同じ。

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

200 人（86 人）

168 人（84 人）

176 人（101 人）

161 人（104 人）

284 人

239 人

251 人

230 人

70.4％（30.3％）

70.3％（35.1％）

70.1％（40.2％）

70.0％（45.2％）

（対象：国際社会学部）
（測定指標・達成水準）
本学独自のグローカルポイントで、4.0 以上を達成する学生数（そのうち 5.0 以上の学生数）
（指標・水準設定の考え方）
本指標の設定についての考え方については、目標設定シート１③において詳述したとおりであるため、ここでは水準設定の考え方につい
て述べる。本学独自のグローカルポイントは 6 点満点であり、4 点以上は概ね「アクション」
「シンキング」
「チームワーク」
「海外への親和
性」
「異文化理解」
「地域人としてのアイデンティティー」が伸長したことを示すものであり、卒業生全体の底上げを狙いとするとき妥当な
値と考えた。ただし、地域社会を牽引するリーダー養成という目的に照らすとき、その中にあっても、5 点以上、すなわち、それらの力が
十分に伸長したと捉えることができる学生の数も重要な指標になると考え、二重の水準を設定するに至った。
（達成する学生数設定の考え方）
平成 24 年度に在籍している本学の 4 年生について、
「地域人としてのアイデンティティー」を除いて独自のグローカルポイントを算出し
たところ、4 点以上の学生が約 7 割、そのうち 5 点以上の学生が約 3 割であった。この数値を基準として、新たな視点である「地域人とし
てのアイデンティティー」の項目を加えたとしても、4 点以上の学生については現状の 7 割を維持し続けることを目標とした。しかし、内
訳として 5 点以上の学生を確実に増加させることとし、年度ごとに５％ずつの増加を目標に、最終的には全学生の４５％が 5 点以上となる
ことを目標に据えた。なお、下表中の（ ）内がうち数としての 5 点以上の学生数及び達成する割合である。

国際社会学部
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

200 人（86 人）

168 人（84 人）

176 人（101 人）

161 人（104 人）

284 人

239 人

251 人

230 人

70.4％（30.3％）

70.3％（35.1％）

70.1％（40.2％）

70.0％（45.2％）
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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】
ⅰ）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
①平成 25 年度より本学の中長期計画に、
「グローバル化の推進」を盛り込む。
②平成 24 年度中に学内にグローバル人材育成推進本部を発足させる。
③暫時シラバスの多言語化をすすめ、平成 28 年度に全授業科目の多言語化を完成させる。
④現在のコース制に加え、コースナンバリング制の研究を平成 25 年度中に開始し、本学の特色に応じ
たナンバリング制を採用した体系的なカリキュラムを 28 年度中に完成させる。
⑤GPA、科目登録のキャップ制、厳格な成績評価については、これまでの取組を継承しつつ、より適切
な方策の検討を進め、平成 28 年度までに一定の結論を見る。
⑥アクティブ・ラーニング推進の取組と並行して学修時間の確保に関する調査を平成 25 年度から本格
的に開始する（平成 24 年度に試行済）
。
⑦平成 24 年度にアクティブ・ラーニングに係る FD 研修を開催する。
⑧シラバスにアクティブ・ラーニングや授業時間外の学修に関する項目を設けることの検討を平成 25
年度より開始し、平成 28 年度までに結論を導く。
⑨平成 24 年度中に大学 WEB サイトの多言語化の取組を開始し、平成 25 年度中には一部を公開、平成 26
年度には全面公開できるようにする。
⑩一定の外国語力を有する職員を平成 25 年度に 2 名、26 年度に 1 名採用し、同時に職員研修を進める
ことにより、平成 28 年度には本務職員の 2 割が一定の外国語力を有するようにする。また海外との交
流を支援する専門員（非専任）を平成 25 年度中に配置する。
⑪教学に係る学内規程や手続き書類の英語化をすすめ、平成 28 年度までに完成させる。
ⅱ）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
①平成 24 年度中にグローバル人材育成に係る地域協議会を設立する。
②平成 25 年度中に協議会が実施する海外インターンシップ等を含むプログラムを具体的に策定し、平
成 26 年度より実施する。
③平成 25 年度より Global Career Training 副専攻の一部を開設し、平成 26 年度より完全実施する。
ⅲ）教員のグローバル教育力向上の取組
①平成 28 年度までに海外大学からの講師招聘による FD 研修を 2 回実施する。
②平成 28 年度までに最低 1 名を海外大学に派遣し、教育や大学運営に関する視察・研修を行う。
ⅳ）日本人学生の留学を促進するための環境整備
①平成 24 年度中に国際教育交流センターの具体を構想し、平成 25 年度に発足させる。
②平成 25 年度より本学独自予算で現在の海外留学奨学金を拡充し、短期留学や海外インターンシップ
参加者へも適用できる制度とする。
ⅴ）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
①現在実用英語検定を活用している入試制度について、平成 26 年度入試より、TOEIC や TOEFL も適用で
きる制度に改め、かつ志願者の留学経験、在外経験を適切に評価する制度を整える。
②平成 26 年度より入学希望者、入学予定者に対する入学前 TOEIC 講習を開始する。
③平成 27 年度までに海外進路支援を担当するスタッフを配置する。
ⅵ）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
①平成 24 年度中に、学内に「グローバル人材育成推進本部」を設置し、その中に機能別の WG を設け、
各種施策を実施する。併せて関係団体との連携を図り、Global Career Training 副専攻を確実に実施す
るため、
「グローバル人材育成推進協会」を発足させる。
②本構想に応募するにあたり、理事長、学長、学部長、学長補佐、事務局長等をメンバーとする「グロ
ーバル人材育成推進事業応募ワーキングチーム」を発足させ、適宜、早稲田大学社会連携推進室、伊勢
崎市教育委員会、サンデン株式会社等の学外関係者と調整を図ることで、準備を着実に進めている。
③資金計画に関しては、物品、人件費、その他経費のバランスや本学負担部分の現実性も踏まえ、支援
期間終了後の取組を見据えて適宜作成している。
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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

109 人

平成２５年度

110 人

平成２６年度

110 人

平成２７年度

110 人

平成２８年度

120 人

135 人

（

6 人）

（

6 人）

（

6 人）

（

6 人）

（

6 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）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

109 人
6 人）

（

110 人
6 人）

（

110 人
6 人）

（

110 人
6 人）

（

120 人
6 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

（

12 人）

135 人
12 人）

（

1014 人

1045 人

1050 人

1030 人

1010 人

1000 人

10.7％

10.5％

10.5％

10.7％

11.9％

13.5％

0.6％）

（

0.6％）

（

0.6％）

（

0.6％）

（

0.6％）

（

1.2％）

目標設定シート２の①②において記したとおり、英語コースの学生は海外留学が必修となっていることを踏ま
え、それ以外の学生の留学者数を着実に増加させることを目標とした。また、事業期間内に協定等を締結する

目標設定の考え方

大学等を増加し、現在の２倍の学生が協定に基づき派遣されるようになることをもう一つの目標とする。

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

80 人
（

１年以上

29 人

合 計
0人

109 人

0 人）

（

6 人）

（

0 人）

（

6 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

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

80 人
0 人）

（

29 人
6 人）

（

0人
0 人）

（

109 人
6 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

1014 人

1014 人

1014 人

1014 人

2.9％

0％

10.7％

7.9％
（

0％）

（

0.6％）

（

0％）

（

0.6％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

（Ａ）

平成２４年度
（H24.5.1）

平成２５年度
（H2５.5.1）

平成２６年度
（H2６.5.1）

平成２７年度
（H2７.5.1）

平成２８年度
（H2８.5.1）

26 人

25 人

30 人

30 人

35 人

（

8 人）

（

4 人）

（

4 人）

（

4 人）

（

8.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）

（

0人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

18 人
0 人）

（

21 人
0 人）

（

26 人
0 人）

（

26 人
0 人）

（

27 人
0 人）

（

8人
8 人）

（

4人
4 人）

（

4人
4 人）

（

4人
4 人）

（

8人
8 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

26 人
（

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

25 人

8 人）

（

4 人）

30 人
（

4 人）

30 人
（

4 人）

35 人
（

8 人）

1045 人

1050 人

1030 人

1010 人

1000 人

2.5％

2.4％

2.9％

3.0％

3.5％

（

0.8％）

（

2.5％
（

0.8％）

0.4％）

（

0.4％）

2.4％
（

0.4％）

（

2.9％
（

0.4％）

0.4％）

（

3.0％
（

0.4％）

0.8％）
3.5％

（

0.8％）

学位取得を目的とする正規入学留学生数を着実に増加させるとともに、事業期間内に協定等を締結する大学等
目標設定の考え方

を増加し、現在の 2 倍の学生を協定等に基づき受け入れることを目指す。※協定に基づく留学生は 24 年度の
み事情により 8 名となっているが、例年は 4 名となっている。

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

タイ

３
４

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

21 人
2人

21 人

ルーマニア

1人

1人

韓国

1人

1人

インドネシア

1人

1人

６

人

人

７

人
人

人

８

５

2人

人

９

人

人

１０

人

人

その他

人

人

合 計

26 人

26 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

0回

10 回

15 回

20 回

30 回

247 回

257 回

262 回

265 回

265 回

0％

3.9％

5.7％

7.5％

11.3％

まず本構想中にある副専攻の設置に伴い最低限の科目を用意することになるが、それらの科目を外国語
目標設定の考え方

による授業とする。それらの科目を徐々に増加させるとともに、既存の科目も外国語で行うことを志向
し、最終的には科目増に頼らず 10％を超える授業を用意することを目指す。

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

14 人

16 人

17 人

17 人

18 人

5人

5人

5人

5人

5人

32 人

34 人

34 人

34 人

34 人

43.8％

47.1％

50.0％

50.0％

52.9％

新規採用は、これ迄とおり純然たる公募にて、国籍を問わず行う。その際、日本人教員の場合には海外
目標設定の考え方

経験を重視することとする。また、サバティカルにより通算 1 年以上海外にて教育研究に従事するこ
とを推奨し、最終的には教員組織の半数以上が外国人教員等に該当することを目指す。

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

9人

10 人

11 人

11 人

12 人

32 人

34 人

34 人

34 人

34 人

28.1％

29.4％

32.4％

32.4％

35.3％

新規採用について、博士号取得者であることを条件に設定するなどしながら着実にその数を増やし、ま
目標設定の考え方

たサバティカル等により、海外等で博士号を取得することを推奨することで、最終的には教員組織の
35％以上が博士号取得者であることを目指す。

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）

1045 人

1050 人

1030 人

1010 人

1000 人

総教員数（Ｂ）

32 人

34 人

34 人

34 人

34 人

32.7

30.9

30.3

29.7

29.4

割

合（Ａ／Ｂ）

これまで 1 学年について、教員 1 人あたり 8 名を目安に運営してきた。しかし現状では、わずかなが
目標設定の考え方

らその数を超えている。これを 8 名以内とし、全学年では 30 名以内とすることを目標とする。なお、
本学の設置基準上の教員数は 28 名である。
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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

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）

ＴＯＥＩＣ730 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

0人

2人

3人

4人

6人

26 人

28 人

29 人

29 人

29 人

0％

7.1％

10.3％

13.8％

20.7％

TOEIC730 点はどんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備え、業務上も大きな支障
目標設定の考え方

はないとされるスコアであること、ならびに現在その取得者が０であることから、現実的なスタンダー
ドとして 730 点を設定する。数については、新規採用によりまず１割を超えることを目指す。その間
並行して職員研修を継続し、最終的には 2 割を超えることを目指す。

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】

前述のとおり本学では、
「国際理解」を含む「共愛
コア科目」や、海外留学プログラム、海外フィール
ドワーク、多様なアクティブ・ラーニング等を通じ
て、グローバル人材を育成する多彩なカリキュラム
を用意してきた。
また、
「外国人教員等」の比率が既に 4 割を超え、
英語を学修する上で、セルフ・スタディ制度（コン
ピュータを活用した語学学修）や英語 Academic Peer
Tutor 制度（語学力が高い学生が、その他の学生の
英語学修のサポートをする制度）等のサポート体制
も充実している。
しかし、それはあくまで個別の取組であり、大学
全体のガバナンスとして明確な目標としておらず、
これらの取組を体系化して、推進していくことは大
きな意義がある。
また、本学は群馬県における唯一の国際系学部を
もつ 4 年制大学である。
「国際戦略」を政策の柱に掲
げる群馬県に拠点を置く本学の使命は、単に語学力
を有し、国際感覚を持ち、将来海外で活躍する人材
を輩出するだけではなく、国際化の進む群馬県を生
活、仕事の拠点としながら、日本のグローバル化に
資する人間の育成と解する。卒業生の 70％が群馬県
内の企業等に就職するという特性を持つ本学が、地
元にこれらの人材を輩出することは、群馬県のグロ
ーバル化推進の一翼となり、群馬県、ひいては日本
の国際戦略の一助となるものである。
本学が標榜している「グローカル」とは、まさし
くグローバルな活動を群馬、あるいは日本というロ
ーカルにおいて実践することであり、これを実践す
るために、本構想及びその目的を改めて戦略の一つ
として位置づけ、本学のグローバル化を更に推進し
ていく。
本学の今までの取組を本構想で更に加速化し、次
世代の地域社会を担うグローバル人材育成に努める
こととしたい。

本構想では、
「教育課程の国際通用性向上のための
取組」
、
「戦略的な国内外への教育情報の発信」
、
「事
務体制のグローバル化」
、
「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」
、
「教員のグローバル教育力向上の取組」
、
「グ
ローバル教育力向上のための取組」
、
「日本人学生の
留学を促進するための環境整備」
、
「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」
、
「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」等の取組を展開するにあ
たり、教育研究ならびに大学全体のグローバル化を
大学の戦略的な目標に明確に位置づけ、その推進の
ための体制を整備する。
○大学の戦略的な目標等への位置づけ
今まで本学では企画調査室が中心となり、中長
期計画を毎年作成し、理事会並びに評議員会にて
審議、決定してきた。
本計画には共愛学園としての方向性や大学の戦
略的な目標等が定められており、本学運営の基礎
となる極めて重要な計画の一つである。
本推進本部が中心となり、平成 25 年度より本学
の中長期計画に、
「グローバル化の推進」を盛り込
むことで、本構想を大学の戦略的な目標に昇華さ
せる。
また、この中長期計画及び事業の推進は不断の
見直しが必要である。そのため、後述の外部評価
委員会の意見も仰ぎつつ、随時改訂し、社会から
の要望に応えられるよう努めていく。
○大学のグローバル化の推進体制
本構想を推進するため、次頁図表 5 のとおり、
本学では平成 24 年度中に学長、
学部長、
学長補佐、
事務局長等で構成される「グローバル人材育成推
進本部」を発足させる。本部内にはワーキングチ
ームとして「アウトバウンド WG」
、
「インバウンド
WG」
、
「副専攻 WG」
、
「語学力推進 WG」
、
「環境整備
WG」
、
「情報発信・交流 WG」を設け、各 WG が有機
的に連携しつつ各課題の抽出と対応を実施する。
また、推進本部は後述する「グローバル人材育成
推進協議会」の事務局を兼務し、Global Project Work
の企画立案を担当する。
本協議会は、平成 24 年度中に設立するものとし、
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本学の他、
「Global Career Training 副専攻」を推
進するために協力が必要な企業や自治体、大学等で
構成され、本学のグローバル化を更に加速させるた
めに機能することとする。

＜図表 5 本構想体制図＞

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】

○全学的教学マネジメント
本学では、大学を運営する組織として機能ごとに
幾つかの運営センターを置き、教員・職員の区別な
くセンター長が互選で選出されるなど、教員と職員
が対等の位置づけで各センターの運営に携わってお
り、教職協働体制が確立されている。
教学に関わる企画・立案・補佐等の様々な実務は
「学生センター教務グループ」が全学を統括してお
り、以下のとおり様々な施策を通じて学士課程教育
の質の向上に取り組んでいる。
○GPA の取組
本学では、学生の成績を総合的に判定する手法と
して GPA（Grade Point Average）を導入している。
GPA は毎年集計されて、各教員に配布される。こ
の数字から、学年ごとの教育成果を見ると同時に、
各教員はそれぞれの担当教科のポイントを見て、自
分の成績評価方法の適切性を判断する材料にもなっ
ている。また、本学では GPA 上位者を表彰や奨学金
給付の対象としており、学生は自分自身の GPA を学
内 ポ ー タ ル サ イ ト の MIDS （ Maebashi IDentity
Support System）上で確認ができるため、学生の学
修インセンティブ向上にも寄与している。
○成績評価の厳格化、キャップ制、ナンバリング
成績評価の厳格化に関しては、現在、教務グルー

【本構想における取組】
教育課程の国際通用性向上のため、コンパクトカ
レッジであることの利点を活かし、学生センター教
務グループと「グローバル人材育成推進本部」語学
力推進 WG が中心となって、今までの教学マネジメン
トを更に発展的に継続し、以下の取組を通じて教育
課程の国際通用性向上を図る。
○副専攻の設立・カリキュラムの充実
現在本学の教育組織は 1 学部 1 学科であるものの、
5 つのコースに分かれ、約 350 の科目、700 超のクラ
スが用意され、既に規模に比べて充実したカリキュ
ラムを有している。本構想では更に国際通用性の向
上を図るため、修了要件を 30 単位とする副専攻を整
備する。
具体的には、平成 25 年度より「Global Career
Training 副専攻」の一部を開設、平成 26 年度より
実施することで、カリキュラムの一層の充実を図る。
○シラバスの充実・多言語化
現在、シラバスは大学 WEB サイト上で公開してい
るが日本語にとどまっている。今後多くの国から多
くの留学生を呼びグローバル化を推進するためにシ
ラバスの多言語化を図る。
また、群馬県は海外拠点として上海を定めており、
他に戦略の対象国として韓国、タイをはじめとする
ASEAN 諸国を定めている。更に本学では中国語を第
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プが検討中で、本年度はそのための準備段階として、
教員へ明確な成績基準の策定や厳格な成績評価を行
うよう通知しており、今後制度的な整備を進める予
定である。
また、本学ではキャップ制を導入しており、学修
者の能力を超えた過剰な履修登録を防止し、実質的
な学修時間の担保に努めている。
科目の履修については、コース制により、カリキ
ュラム体系が確立されているため、既に学生の履修
の道筋が明確に設定されているが、更にナンバリン
グ等の必要性も認識し、検討を開始している。
上記を踏まえた学修時間の確保及び単位制度の実
質化については、まず課題を把握するため、本年度
より既にその現状調査を開始している他、継続的に
改善していくべき課題と位置づけている。
○能動的学修の推進
本学では、学生の主体的な学びを通して社会人基
礎力を養成する取組を推進してきた。具体的には、
双方向型授業やアクティブ・ラーニングを推進して
おり、語学と情報処理、体育等の授業を除いた科目
のうち約４割もの多くの授業がその状況を整えてい
る。
また、その取組を更に推進するため平成 22 年春
に、ユビキタス・キャンパスを整え、平成 24 年春に
は KYOAI COMMONS を建設した。
これを更に推進し、教育課程の国際通用性向上の
ために右の取組を実施する。

一外国語とすることが可能なことから、多言語化に
関しては基本的には英語化を中心とし、状況に応じ
て中国語も検討することする。平成 24 年度中に着手
し、英語化に関する手法を検討し、平成 28 年度まで
に全授業科目の完成を予定する。
加えて、シラバスにアクティブ・ラーニングや授
業時間外の学修に関する項目を設けることの検討を
平成 25 年度より開始し、平成 28 年度までに結論を
導き、その充実を図る。
これらに必要な ICT 機器（例えば多言語対応 PC
等）も併せて整備し、事務処理の効率化を図る。
○ナンバリング制度の導入の検討
本構想においては、現在のコース制に加え、コー
スナンバリング制の研究を平成 25 年度中に開始す
る。これに伴い、海外の実施大学の視察調査を行い、
充分に研究を重ねながら本学の特色に応じたナンバ
リング制を採用した体系的なカリキュラムを平成
28 年度までに完成させる。
これにより体系だった履修と目指すべき習得能力
と到達点を明らかにする。
○GPA、キャップ制、厳格な成績評価等の検討
GPA 及びキャップ制は既に導入しており、それら
をより効果的に進めるため、これまでの取組を継承
しつつ、より適切な方策を平成 28 年度までに検討す
る。
○学修時間の確保による単位制度の実質化
学修時間の確保に向けては、今年度より調査を開
始している。その結果を踏まえ、平成 25 年度以降更
に本格的な調査を実施し、学修時間の確保に向けて
大学全体で取り組んでいく際の、教学運営上のガバ
ナンス面での課題等を明らかにしていく。
単に授業の時間を長くするのではなく、自ら考え
学ぶ時間の確保のためには教学マネジメントにより
個々の授業の学修形態を変える必要がある。本学で
はこれまでも授業アンケート等を通じ、FD を推進、
その検証結果をカリキュラムにフィードバックして
きた。加えて、平成 24 年度中にアクティブ・ラーニ
ングに関する FD 研修を実施、その有効性を教員間で
共有する予定である。
本構想においては、上記の調査や研修を踏まえ、
副専攻の履修形態の全てをアクティブ・ラーニング
型に変えることを視野に入れ、学生が能動的に授業
に参加するよう変化させることで、実質的な学修時
間の増加と確保を目指すこととする。
また、その為に学修空間・学修環境を更に充実さ
せ、学生が主体的に学び自ら発信しやすい環境を構
築する他、語学学習システム（ALC NetAcademy）の
導入や既存 LL 教室を移設してスペースを確保し、語
学自修ブースを設けるなど、学生の語学力を更に促
進する環境を整備する。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

中央教育審議会大学分科会質保証システム部会で
は、以下の項目を「情報の公表が必要な主要項目」
と位置づけており、本学でも既に大学 WEB サイト
上にこれらの情報を網羅的に公開している。
・当該学科や専攻ごとの教育目的
・当該学科や専攻ごとの教育課程の基本的な考え
方や概要，修得が期待される知識・能力体系（授
業科目の名称，それぞれの授業科目の年間シラ
バス，担当教員名・教育研究実績 等）
・学修の成果に係る評価及び卒業の認定の基準
・学生の卒業後の進路，受験者数，合格者数，入
学者数等の入学者選抜に関する事項
・奨学金や授業料減免を含めた授業料，入学料そ
の他の費用徴収に関する事項
・施設・設備等の教育環境に関する事項
ただ、
「国際的な活動に特に重点を置く大学にとり
公表が望まれる項目」については未だ完成途上であ
る上、公表内容の多言語化が進んでいない。
本構想では戦略的な国内外への教育情報の発信を
図るため、既存の大学 WEB サイトを補完し、更なる
教育情報の発信に努めることとする。

○戦略的な国内外への教育情報の発信
これまでの取組に加え、
「グローカル」というユニ
ークなコンセプトを戦略的に公表・発信することで
優秀な学生や教員の獲得に寄与するとともに、国内
外に強く本学の存在をアピールする。
なお、具体的な掲載項目に関しては、
「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」を
基調として後述の「グローバル人材育成推進本部」
情報発信・交流 WG で検討し、公開することとする。
また、平成 24 年度中に多言語化（英語化）の取組
を開始し、平成 25 年度中には一部を公開、平成 26
年度には全面公開できるようにする。
更に、情報発信に関しては、Face Book や Twitter
等の SNS を積極的に活用することとし、平成 24 年度
中に、同じく情報発信・交流 WG にて検討し、平成
25 年度から運用を開始する。
また、大学の WEB サイトの中に本構想の専用サイ
トを立ち上げ、本取組の構想調書、毎年度の取組状
況・成果等を掲載したサイトを構築し、取組の展開
に応じて適宜データを更新する。

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】

現在、本学では 16％の外国籍教員が存在するが、
後述のとおり、採用時には日本語コミュニケーショ
ン能力や日本文化への理解を要求しているため、業
務を遂行する上での大きな支障はなく、現段階でも
十分なサポートを行っていると言える。
しかし、学内規程や手続き書類などの多言語化は
まだまだできておらず、また、海外連携大学担当者
との業務上の十分な対応に関し、事務体制のグロー
バル化という面では改善の余地を有している。
そのため、本構想で右の取組を推進することによ
り、事務体制のグローバル化を図ることとする。

○「留学生支援センター」の強化
既存の「留学生支援センター」が、留学生に加え
海外から招聘した教員等の支援窓口を担当し、外国
籍の教員・学生に対するサービスを充実させる。
具体的には留学生支援、出入国支援、宿舎紹介、
経済的支援、日本語教育、その他カウンセリング機
能を持たせたサービス提供を学生・教員問わず統合
的に行う他、高い語学力、コミュニケーション能力
を有し、海外との交流を支援する職員を平成 25 年度
中に配置する。
○事務局のグローバル化
事務局全体のグローバル化に関しては、設定した
外国語力スタンダードを有している職員を平成 25
年度に 2 名、平成 26 年度に 1 名採用する。同時に
e-ラーニングを用い職員が自学自習できる環境を整
備する等、職員研修を進めることにより、平成 28
年度には本務職員の 2 割が一定の外国語力を有する
ようにする。
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○規程や書類の多言語化
また、教学に係る学内規程や手続き書類の多言語
化を「グローバル人材育成推進本部」学修環境整備
WG が進め、平成 28 年度までに完成させることで、
教育環境のグローバル化への対応を図る。
○海外からの受け入れ環境の充実
加えて、海外からの人材受入れの環境整備の一環
として、海外からの講師やビジネス・パーソンを招
聘する場合の宿泊施設及び交換留学生の受け入れ時
の一時的な滞在場所として、大学近隣にゲストハウ
スを用意する。
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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】

○理念と目的
目標設定シート１でも述べたとおり、本学は 124
年前に女子への教育と英語を中心とする国際教育
を旨として設立された共愛学園の歴史を踏まえ、
「共愛・共生の精神」を建学の理念に、国際社会の
あり方についての見識と洞察力を持ちながら、国際
化も含む地域社会の課題にも対処できる人材を養
成することを目的に、その教育研究を充実させてき
た。
○カリキュラムの視点
カリキュラムにおいては、その中核をなす「共愛
コア科目」に、
「人権と共生」
「人間理解」
「自然の
理解」に加え「国際理解」
「地域理解」
「社会への視
点」の科目群を設置し、国際的な視野を持ちながら
地域で活躍できる人材の育成をカリキュラムの中
心に据えてきた。
○海外留学の充実と環境整備
より具体的には、英語コースにおいてはアメリ
カ、カナダ、アイルランド、オーストラリア、ニュ
ージーランド等における海外留学・研修を必修と
し、それ以外の学生へは国際交流センターがプログ
ラムを提供することで多くの学生が海外を経験す
ることを重要視し、また、国際コースを中心に全て
のコースに開かれている「海外フィールドワーク」
という科目ではアジアを中心とする諸外国への現
地調査が行われてきた。
これらのプログラムはすべてカリキュラム上に
位置づき、半年以上の事前研修とその中で十分なラ
ーニング・アグリーメントが提供されてきた。更に、
1 セメスターあるいは 2 セメスターの留学に参加す
る学生に対しては、独自の給付奨学金である「海外
留学奨学金」や民間団体の奨学金を用意し、その参
加を支援してきた。
○外国語力向上の取組
また、外国語力向上のために、入学前、並びに毎
年前期終了時と後期終了時に学生全員が TOEIC を
受験することで、その結果を習熟度別少人数クラス
（必修英語クラスの平均人数 17 名（平成 23 年度実
績）
）のプレイスメントテストとしてカリキュラム
にフィードバックさせている。学生は学期毎に自分
の英語力に適したクラスに参加し英語を学ぶこと

本学の特色に応じて以下を実施する。
１．地域との連携によるグローバル人材育成
～グローカルリーダー育成に向けて～
地域に根ざす大学として、地域との連携によるグ
ローバル人材育成を目指すため、地域（自治体・教
育・企業・他大学）と連携したグローバル人材育成
プログラムを開発実施する。この取組は、本学学生
のグローバル人材への道筋となるのみならず、地域
のグローバル化に対応する人材を様々な場面にお
いて育成することにつながり、本学のみならず、群
馬県地域のグローバル化に対応する人材育成によ
る地域力の向上をも視野に入れた、パイロット事業
となることが期待される。
○グローバル人材育成推進協議会の形成
左記のとおり、本学は既に地域資源との連携実績
を有しているが、それらを有効に活用しながら、地
域におけるグローバル人材育成事業を企画運営す
るための協議会を立ち上げる。その構成は、サンデ
ン株式会社、伊勢崎市教育委員会、早稲田大学社会
連携推進室、そして本学を予定しており、それぞれ
の機関の担当者へは既に打診をしているところで
ある。本協議会は更に群馬県と協力関係を保ち、県
のアジア拠点を中心に据えた県内留学生や大学生
を活用した国際戦略とも歩調を合わせることとな
る。
サンデン株式会社は、群馬県に本社を持つ有数の
グローバル企業であり、アメリカ、ドイツ、スペイ
ン、イタリア、スウェーデン、イギリス、フランス、
ポーランド、ベルギー、シンガポール、イラン、中
国、フィリピン、タイ、マレーシア、インド、イン
ドネシア、パキスタン、UAE、オーストラリアに拠
点や事業所を有している。これらの海外資源と本社
にあるサンデン・グローバルセンターの有効活用が
期待される。
伊勢崎市教育委員会は、左記のとおり小学校期か
らの英語教育に先導的な取組を展開してきた実績
を有するとともに、本学も参加する「教育改革・い
せさき未来会議」では「グローバル人材」について
議論をしてきた経緯もある。また、平成 21 年に開
校した全国で初めての市立中等教育学校である「四
ツ葉学園中等教育学校」では、「未来・世界にはば
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となる。同時に、中国語を第一外国語として選択で
きる制度（
「中国語インテンシブ」
）を置き、中国西
北大学との交換留学制度を確立し、集中的な中国語
力の育成にも力を入れてきた。加えて、群馬県とい
う国際化した地域の特色を反映させ、第二外国語に
ポルトガル語やスペイン語を加えている。また、グ
ローバル人材の育成に直接的に係る科目としては、
 English for Global Issues I/II
 Speaking of Japan I/II
 Professional Presentations I/II
 Internet English
 Internet Research
 Business English I/II
 英語 Debate I/II
 Advanced Listening I/II
 Advanced reading I/II
 Advanced Speaking I/II
 Advanced Writing I/II
などが開設されている。
学生の語学力向上のための学びを支援するため
に、外国語センターが置かれ、非常勤のスタッフが
教材の提供、学修方法のアドバイス、留学の相談、
また週一回を義務付けられているセルフ・スタディ
制度（コンピュータを活用した語学学修）のサポー
トを行なっている。
○地域連携と社会人基礎力養成
一方、地域との連携による教育実践にも力を入れ
てきたことも、目標設定シート１で既述のとおりで
ある。その取組は多岐にわたるが、本構想と連関す
る取組を見てみると、まず、群馬県に本社を置くグ
ローバル企業サンデン株式会社との連携による環
境に関わる人材育成事業を挙げることができる。サ
ンデン㈱が設立した「サンデン環境みらい財団」と
本学とは連携協力に関する協定を結んでおり、財団
が主催する「環境ネットワークキャンパス」事業に
おいて、サンデン社員と本学や早稲田大学の学生を
始めとする大学生が集い、環境をテーマとするアク
ティブ・ラーニングを１年間展開するプログラムに
参画してきた。
また、伊勢崎市教育委員会と本学の間ではカリキ
ュラムパートナーとして協力関係を築く覚書が交
わされている。特に伊勢崎市教育委員会は小学校に
於ける英語教育を先導的に充実させており、本学の
児童英語教師養成プログラムの受講生が見学実習
に赴いたり、担当教員が市内学校の助言指導に当た
るなどの関係を築いてきた。また伊勢崎市は群馬県
内でも最も外国籍児童の多い地域であり、本学の日
本語教師養成プログラムの受講生が「日本語教室サ
ポーター」として支援にあたってきた。これらいず
れの取組もカリキュラム上に位置づけられたもの

たく教養人を育てる」ことを理念に、グローバル教
育に力点の一つを置いている。伊勢崎市教育委員会
は更に、ミズーリ州立大学との協定を締結し、伊勢
崎市民、伊勢崎市内の高校の卒業生に対し、授業料
減免を受けながら同大学に留学できる制度を確立
するなど、グローバル人材の育成にその教育の方向
性を向けていることからも、本プログラムを共に進
めるための大きな実績を有していると言える。
早稲田大学社会連携推進室は、左記のサンデン環
境みらい財団、上述の「教育改革・いせさき未来会
議」のメンバーでもあり、社会連携教育の豊富な実
績とノウハウ、そして早稲田大学が有するグローバ
ル人材育成の知的資源が本プロジェクトに資する
ところ大であると言える。
○グローバル人材育成プログラムの開発と実施
上記協議会は、協働しグローバル人材育成プログ
ラムを開発し実施することとなる。具体的には、
 グローバル社会人力養成
 サンデン㈱の海外拠点への海外インター
ンシッププログラム
 サンデン㈱の海外拠点とのネットワーク
会議等による国際会議トレーニングプ
ログラム
 サンデン㈱の海外拠点から人材を招聘し
ての海外ビジネスセミナー
 サンデン・グローバルセンターを活用して
の社会人・学生・生徒等、並びに海外拠
点人材招聘による、多世代・多文化交流
プログラム
 本学が開講する Global Career Training
科目群への企業人の受け入れによる企
業のグローバル人材育成支援
 産官学グローバルセミナー／産官学グロ
ーバルシンポジウム等の積極開催
 グローバルな人材を育てる人材の育成
 社会人と学生が PBL を展開しながら、子ど
もたちのグローバル学修を企画・運営す
るプロジェクト
 学校・大学・海外拠点をネットワークで結
んでの English Talk プログラム
 伊勢崎市内学校に於ける英語の授業や日
本語（外国籍児童対象）の授業の学生に
よる恒常的なティーチング・アシスタン
トプログラム
 学校教員・企業人・教員志望学生等による
グローバル教育研究ワークショプ
 日本語教師養成プログラム並びに児童英
語教師養成プログラムの充実
 群馬県国際戦略を基盤とするプログラムへ
の留学生や学生の参加
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として大学と市教委との連携関係の中で実施され
ているものである。
○社会への視点と社会人基礎力養成
本学では、社会への視点も重要な人材育成の指針
としており、国内インターンシップには学年定員の
45％（平成 23 年度実績）の学生が参加し、単位を
修得している。また、学生が地元企業とコラボレー
ションし、商品を開発するプロジェクトもカリキュ
ラムに位置づけられ、これまでも多くの商品が生み
出されてきた（社会人基礎力育成グランプリ 2011
関東地区予選大会準優秀賞受賞）
。更に、キャリア・
プランニング科目やキャリア・ガイダンスの中で、
例年、産業界から講師を招聘し、産業界の視点を交
えた学生のキャリア形成支援を展開してきた。
○アクティブ・ラーニングの推進と環境整備
上述のアクティブ・ラーニングは、まさにグロー
バル人材の基礎をなす社会人基礎力の涵養に繋が
る取組と言えるが、地域や企業との連携以外にも、
本学には多くのアクティブ・ラーニングを取り入れ
た科目が用意されており、河合塾教育研究部のアク
ティブ・ラーニング調査においても実地視察対象に
選ばれる実績を持つ。これは、授業開発研究会（現
高等教育研究センター）を中心に教育方法の改善を
進めてきたことの効果でもあろう。
学生のアクティブ・ラーニングを後押しし、更に
推進するため、本学では平成 22 年度より全校舎内
に無線 LAN を敷設し、全学生・教職員に携帯端末
（iPod touch/iPad）を配布することで、ユビキタ
ス・キャンパスを構築し、キャンパス全体をアクテ
ィブ・ラーニングを可能とするエリアに改善してき
た。また、平成 24 年度には新校舎「KYOAI COMMONS」
を完成させた。この校舎は、International Area,
Group Work Area, ICT Area, i-Reading Area,
Creative Studio, Seminar Studio などからなる
Learning Commons を中心に、ガラス張りの教室を配
した Learning Studio, 地域の方とも交流する
Communication Commons から構成される、全体がア
クティブ・ラーニングのために設計された校舎であ
る。ここでは、コモンズ・コンシェルジュによる学
修支援、留学生相談員による相談、学生の IT サポ
ートと英語 Academic Peer Tutor 制度による学生同
士の学び合い、学生が運営する Student Café の実
践的な学び、ネイティブ教員による English Coffee
Talk などが提供され、自主的かつ協働の学びが展開
されている。

などの計画を想定しており、これらのうち、学生
が活動するプログラムについては、Global Project
Work 科目群として、次に述べる Global Career
Training 副専攻の一部を構成することとなる。
これらの取組は、
「グローバル人材育成推進本部」
が中心となって、後述する国際教育交流センター
や既存の地域共生研究センターと連携し展開する
こととなるが、このプログラムを展開するための
専門コーディネータを置き、実現性を高めること
とする。

２．Global Career Training 副専攻の設置
語 学 力 を 向 上 さ せ る 「 Global Language
Intensive」、グローバルな社会人力を育成する
「Global Skills」
、それらを実践的に学ぶ「Global
Project Work」の 3 つの科目群から構成される副専
攻プログラムを設置する（次頁図表 6 参照）
○副専攻の位置づけ
本副専攻は、正規のカリキュラムに位置づくもの
とし、副専攻を履修する学生は科目群から 30 単位
を修得することにより、副専攻修了証が授与され
る。また、一定の単位を修得済みの場合には修了見
込証明書も発行される。
○科目群の構成
「Global Language Intensive」
・・・左記記載の
既存科目(English for Global Issues、他)と同じ
く既存の中国語インテンシブに、新規に Academic
Writing や QQ English Program や ATR CALL Program
を加え、基礎力の底上げとより高度な語学運用能力
を涵養する。特に、QQ や ATR といったプログラムは、
1 対 1 の英語学修が可能となるものであり、コンパ
クトカレッジの特長を十分に生かす取組となるだ
ろう。
「Global Skills」 ・・・新規に次の科目等を新
設し、それらはすべて英語による授業とする。
Global Leadership I/II, Global Business Training
I/II,
Multi-Cultural
Understanding,
Multi-Cultural Communication, Team Based
Learning I/II, Problem Based Training I/II
これらの科目は開講時間等を考慮し企業人の履
修も可能とすることで、地域の企業人材育成支援と
して、また学生にとってはチームによる協働を学ぶ
機会として機能することを目論む。
「Global Project Work」
・・・上述の地域連携に
よるグローバル人材育成プログラムのうち学生の
学びに係るプログラムをその内容や期間に応じて
このように、これまでも、本学ではカリキュラム 単位を認める科目として位置づけ、実践的な学びを
上にその視点を位置づけながら、海外へ学生を送り
理論や語学との両輪におくことで、深みの
出すこと、語学力を向上させること、地域との連携 あるグローバル人材育成を志向する。
やアクティブ・ラーニングを通して社会人基礎力を
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涵養すること等を通して、グローバル人材の育成に
尽力してきた。
ただし、これらを総合し、グローバル人材育成を
明確に見えるものとして来なかったし、そのことに
特化した科目の配置や海外におけるインターンシ
ップなどの具体的なプログラムも十分とはいえな
いという反省を持っている。
よって、それらの不足を補いながら、これまでの
取組を明確に位置づけ、発展させる契機として本構
想が実施されるものである。

３．グローバル人材へ成長する学生支援
様式 4 において詳述するとおり、海外留学支援、
海外への進路支援、国際的就業支援を展開すると同
時に、例えば留学生と日本人学生が協同で生活する
寮の整備など、留学生への支援も充実させ、留学生
と日本人学生との交流の中から生成される異文化
理解につながる学びをも重要視していく予定であ
る。
４．地方小規模大学であること
本学は既述のとおり、群馬県という地方に位置
し、入学定員が 225 名という小規模大学である。し
かし、地方にあること、小規模であることのメリッ
トを最大限に生かしながら、学生を中心にした教育
を展開してきたことにより、地域からの信頼を得な
がら、着実に成長してきた大学であると自負してい
る。
本構想は、このような、地方の小さな大学におい
ても、地域との連携を軸としながら、その地域に必
要なグローバル人材を養成することができるとい
う、モデルケースとなり得ると期待しており、この
取組並びに成果を広く国内外に発信することで、地
方大学の使命を果たしつつ、他大学の参考にしても
らえる取組としたい。このことは、「大学改革実行
プラン」のなかで示された「グローバル化に対応し
た人材育成」と「地域再生の核となる大学づくり」
に繋がる取組になるとも言える。

＜図表 6 副専攻プログラム＞
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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】

○外国人教員等の採用
本学では、これまでも、教員は公募にて採用する
ことを原則とし、本学 web サイト、独立行政法人科
学技術振興機構研究者人材データベース、関連学
会、キリスト教学校教育同盟などを通して国籍等を
問わず募集しており、現在でも、教員の 16％が外国
人教員である。
本学の教育目標に照らし外国籍の専任教員を一
定数確保することは重要であり、今後も継続してい
く。また、教員の研究能力については応募書類とし
て提出された研究業績で、教育能力については経歴
および模擬授業と面接で判断しており、外国籍の専
任教員に関しては、それに加え、日本語でのコミュ
ニケーション能力や日本文化に対しての理解を選
考要素として勘案している。
また、海外の大学等で学位を取得した教員や、海
外で 1 年以上教育研究に従事した教員も、約 3 割と
多く存在しており、外国人の教員を加えると教員全
体の 4 割を占め、極めて高い割合で在籍している。
更に近年では国際連携による研究に取り組む教
員も存在する。主な国際連携研究は以下のとおり。

○外国人教員等の採用等によるグローバル化
教育体制のグローバル化を図るために、引き続き
国籍を問わず広く教員を公募することとする。ただ
し、新たな要素として選考要素に「海外の大学での
教育経験または国内大学での外国語による教育経
験」を組入れることで、対象者の本学に応募するモ
チベーションを喚起し、最終的には平成 28 年度に
外国人教員等の割合を現在の 4 割から 5 割に増加さ
せる。
また、群馬県の国際戦略に同調を図る為、英米人
のみでなく ASEAN 地域からも英語の堪能な人材を
広く公募する。それらの人材は、Global Career
Training 副専攻の「Global Language Intensive」
や、
「Global Skills」の科目の中で自国の文化や言
語の講義を行うこととし、学生の異文化理解を更に
促進する。
Global Career Training 副専攻の一部の科目で
は、海外からゲストティーチャ―を招聘し、英語を
活用した授業を実施する。
また、教員のグローバル教育力向上のため、翻訳
等を通じ教員の英語論文執筆等を支援する教員を
新たに配備する。このスタッフは、後述するアカデ
ミック・ライティングの添削指導も併せて行うこと
とする。
○グローバル化を促進する授業方法
更に、Skype を活用し、カラン・メソッドをマス
ターした在フィリピンの講師陣による 1 対 1 の英語
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 講 座 を Global Career
Training 副専攻に組入れて、より実践的な英語カ
リキュラムを実施する他、既存 LL 教室を移設して
スペースを確保し、語学自習ブースを設けること
で、学生の自学自習を更に促進する。
なお、 カラン・メソッド(Callan Method)とは、
「英語脳」
（英語に対するパターン認識と処理スピ
ード）を徹底して訓練する学修法であり、カラン・
メソッドのレッスンでは、講師の質問に対して生徒
が瞬時に答えることを繰り返すのに加え、講師は通
常より速く喋らなければならない。普通のネイティ
ブが話すスピードが１分間に 150～180 単語である
のに対し、カラン・メソッドの講師はあえて 1 分間
に 200～230 単語のスピードで話すとされており、
明治大学が行った実証実験よると、カラン・メソッ

・科研費 基盤研究 B（海外学術調査）2006 年～
2009 年度/中国北京師範大、中国政法大学、中
国華東師範大学、韓国大真大学等
・韓国国防省軍史編纂研究所・研究員との座談会
/韓国嶺南大学、韓国国防省 等
・日越関係と今後の日越青年交流/ベトナム大学
○教員の研修機会の確保
また、本学ではサバティカル制度を導入してお
り、教員の研修機会を確保している。その実効性も
年々高めており、本制度を利用し海外への研究にも
教員が多く出ていく傾向にある。
しかし、本取組みはまだ途上段階であり、英語の
授業を除いて、国内外を問わず英語での授業経験を
有する教員はおらず、これらの体制整備がグローバ
ル人材の育成を図る上で大きな課題の一つとなっ
ている。
本構想において右の取組を進めることにより、こ
れらの課題を克服し、教育体制のグローバル化を図
ることとする。
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ドでは、80 時間の学習後 TOEIC スコアが平均 110
点アップしている。
更に、教育体制のグローバル化を図るため、適宜
OCW（オープンコースウェア・大学で正規に提供さ
れた講義とその関連情報のインターネットでの無
償公開活動）の活用を検討する。格納されている使
用言語が英語の授業約 20,000 カリキュラムの中か
ら、Global Career Training 副専攻のカリキュラ
ムに照らして適宜授業を選別する。単なる「授業コ
ンテンツの放送」になることを避けるため、実施に
あたっては、本学教員が内容をフォローすること
で、実践的な授業を担保する。
○教員の研修
加えて、平成 28 年度までに最低 1 名を海外大学
に派遣し、教育や大学運営に関する視察・研修を行
う。

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】

○FD による改善
FD に関しては、開学時に「授業開発研究会」が設
立されて以来、全教員が所属して、毎年夏季に FD
研修を行うほか、教育スキル向上のために各種の取
組を実施してきた。
公開授業や授業アンケートの実施、教員同士のデ
ィスカッションや新任教員へのオリエンテーショ
ン等を通して、教育力の向上を図るとともに、「少
人数教育」
、
「習熟度別クラス編成」
、
「参加型授業」
、
「実践型授業」等、様々な教育指導形態を設け、積
極的、継続的に授業形態を改善してきた結果が図表
7 のとおり総合評価の向上という形で学生アンケー
トにも表れている。

○FD による改善、評価の取組
教育力の向上に向け FD の取組みを一層改革・推
進する。具体的には ICT 機器（PF-NOTE/クリッカ
ー）により講義の模様を録画し、同時に学生の反
応を分析する。それを題材に高等教育研究センタ
ーにおいてよりよい授業を検討する。
学生アンケートの結果等から一年間の改善度合
いを評価分析し、各授業の中から Good Practice
を選定し、全学で共有することで、担当の教員を
評価する。具体的な評価分析手法等に関しては、
高等教育研究センターと連携し「グローバル人材
育成推進本部」語学力推進 WG で検討する。
なお、上記の共有方法としては、
「共愛学園前橋
国際大学 Good Practice（仮）
」としてパンフレッ
ト化し、教員のみならず学生にも配布することで、
授業が掲載された教員の教育力向上のためのモチ
ベーションを喚起する。
また、その評価分析手法に関し、平成 28 年度ま
でに海外大学からの講師招聘による FD 研修を 2
回実施する。
○グローバル教育力向上
更に、海外研修（海外協定大学での授業実施等
の実践型研修）や海外での論文発表等を、昇任審
査の評価項目に組み入れることでインセンティブ
としての効果を図る。また、海外での論文発表等
＜図表 7 学生による授業アンケート「総合評価」の平均値の推移＞
を支援するために、論文の翻訳や添削等のヘルプ
現在は、研究会を発展的に改組し、高等教育研究 デスクを設置する。
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センターを立ち上げ、より充実した取組を行う基盤
を整備したところである。
ただ、これらの FD の取組に関しては、あくまで
も総合的な授業改善の一環であり、英語教育等グロ
ーバル人材育成の視点に特化したものではなく、海
外大学からの講師招聘による FD も実施していない。
○教員評価の仕組み
また、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
ィブも特に設定しておらず、海外協定大学での授業
実施等の実践型研修等も組織的には行っていない
ため、教員のグローバル人材育成に関する教育力向
上のためのモチベーションの喚起が大きな課題と
なっている。
そのため、右の取組を実施することでグローバル
教育力向上を図る。
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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・アグリーメント）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】

○海外研修プログラム
○国際教育交流センター
本学では、以下の図表 8 のとおり、例年多くの学
本学では 45％の学生が留学等による単位を取得
生が海外語学研修・留学プログラムを活用し、単位 しているが、これを 60％まで引き上げる為に、学
を取得している。
生に留学を動機付けたり、留学を促進するための
国・地域
大学
各種施策を実施する。これらの施策は「グローバ
ル人材育成推進本部」アウトバウンド WG で検討す
アメリカ
リンフィールド大学
ることとし、平成 24 年度中に現在の「国際交流セ
オレゴン州
マクミンビル市
ンター」を、新たな機能や専門性の高いスタッフ
カナダ
ブリティッシュ・コロ
を有する「国際教育交流センター」に発展的に改
ブリティッシュ・コロンビア州
ンビア大学
組し、平成 25 年度以降各施策を実施することとす
バンクーバー
る。
オーストラリア
ジェームズ・クック
○奨学金制度の充実
クィーンズランド州 ケアンズ 大学
まず、平成 25 年度より本学独自予算で現在の海
アイルランド
リムリック大学
外留学奨学金を拡充し、今まで適用対象外だった
マンスター州 リムリック
短期留学や海外インターンシップ参加者に対して
ニュージーランド
ワイトカ大学
も適用できる制度とする。
ハミルトン市
○入学前プログラム
中国 西安市
西北大学
また、入学前の高校生に対しガイダンスを開催。
＜図表 8 主な海外研修・留学プログラム先＞
高校生に対する海外志向と留学の実現性を訴求す
短期間の語学研修プログラムはホームステイ等、 る活動を実施するほか、入学時にも全新入生に対
主に海外の生活を体験することと集中的な語学学 し、各種の留学プランを紹介し、その後の科目の
修を目的とし、中期間の留学では異文化に触れるこ 履修や留学資金の積み立て等に関しての計画を意
と、長期留学では中短期では経験できない海外生活 識させる。更に、オリエンテーション期間に、卒
での細かい部分まで学ぶことに加えて語学学修と 業生による体験談や、グローバル企業に従事する
ビジネス・パーソンからの説明会を実施し、留学
提携大学における授業の履修を目的としている。
英語コースの学生は、英語圏への留学・研修が必 の素晴らしさや利点、海外で働く事の面白さをア
修科目となっており、大学全体では平成 23 年度の ピールする。同時に留学時期を計画させる。
実績で 109 名が留学等による単位を認められてい ○体制の充実
国際教育交流センター内に「留学サポートデス
る。これを 4 年間にして、全学生数との比率をみる
ク」を設置。旅行会社等と提携して、既存の留学
と、約 45％の学生が、何らかの形で海外経験による
プログラムに加え、学生が自主的に参加できるよ
単位を認定されていることになる。
また、留学・研修とは別に、アジアを中心とする う、多種多様な行き先や目的を有するプログラム
諸外国を訪問し、現地の人々との交流の中で国際的 を用意し、学生のニーズに応えることで留学を促
視野を広げ、自立した学生としての国際感覚を身に 進するほか、現在の中国西北大学に加え、交換留
つける授業（海外フィールドワーク）も実施してお 学が可能な提携大学を英語圏に確保する。
なお、センターの職員に関しては、高度な専門
り、その先の「海外留学」を学生に強く意識づける
性を有する職員を配置し、高速ネットワークで速
構成となっている。
また、中国語を第一外国語にする学生にとって 度が担保されたテレビ会議を常設し、本学から海
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は、中国西北大学との交換留学が用意されている。
留学・研修については、英語コースと全学組織の
国際交流センターが用意し、半年以上の事前研修を
経て実施されており、ラーニング・アグリーメント
については、この事前研修の中で、充実させている。
○留学者支援
なお、長期留学者を支援するため、1 セメスター
以上の留学参加者には奨学金を支給している。奨学
金は留学中の日本における授業料等を減免するも
ので、例えば、1 セメスター留学参加者は当該年度
の施設費の最大 50%を減免、2 セメスター留学参加
者は当該年度の授業料の最大 1/4 を減免等、条件に
より 1 種から 6 種まで様々なメニューを用意してい
る。更に、民間団体の奨学金を用意し、その参加を
支援してきた。
加えて、新たな海外研修プログラム開発に際して
は、現地への視察等の費用を予算化し、国際交流セ
ンターを中心に、より良いプログラム開発を支援し
ている。
このように既に本学では日本人学生の留学を促
進するための様々な仕組みを講じているが、それを
更に推進するため、右の取組を実施する。

外に留学している学生を支援する留学学生メンタ
ー制度を整備する。
併せて、本学の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きちんと提供できるよ
う、きめ細かなサポートを図る。
更に、海外の大学院への進学、海外への留学、
教職員の海外における研修等をトータルにサポー
トし、プロデュースできる人員を確保し、国際教
育交流センターを充実させる。
○海外留学プログラムの充実
なお、単位取得を伴う海外留学プログラムに関
しては既に存在しているが、新たなプログラム等
は、
「グローバル人材育成推進本部」副専攻 WG に
おいて検討する。具体的には、Global Career
Training 副専攻に「Global Project Work」を設置
し、サンデン株式会社等地域のグローバル企業と
連携して海外インターンシップ等をカリキュラム
化する。

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】

○留学学生のケア
本学ではこれまでも、国際交流センターのスタッ
フが中心になり、帰国後の学業生活に支障がないよ
う、海外留学中も常にメール等で連絡を取り合いな
がら健康管理や学修管理・支援を行ってきた。また、
海外研修に際しては事前に健康アンケートを実施
し、適切な指導を行っている他、留学先の大学担当
者と適宜連絡を取り合い、留学した学生の健康状
態、学修状況を随時把握するようにしている。
ただ、同センターのスタッフのうち職員が兼務の
2 名のみである上、本学から海外に留学する学生は
年々増加傾向にあり、きめ細かい支援を行うために
はより充実した体制の整備が必要である。
○緊急時対応
また、緊急時・災害時の対応に関しては、平成 20
年 11 月に「共愛学園前橋国際大学危機管理規程」
を設定し、自然災害や重大な事故に対し、大学及び
大学関連地域で発生する様々な危機に迅速かつ適
切に対応するように努めている他、民間企業と提携
し、「海外安否確認サービス」を実施することで、
緊急時・災害時におけるリスクを軽減している。

○留学生のサポート体制の充実
留学中から帰国後にわたるサポート体制を充実
させるため、前述の「国際教育交流センター」に職
員を配置し、きめ細かなサポート体制を確立する。
具体的な内容は「グローバル人材育成推進本部」
アウトバウンド WG で検討することとするが、以下
の施策を中心に実施する。
まず、留学中から ICT を利用した報告や日報を課
し健康状態、精神状態をリアルタイムで把握できる
ようなシステム（留学学生交流システム）を構築す
る。これは、本学で 1 人 1 台に配布している携帯端
末などからも簡易に入力出来るものとし、帰国後の
履修に関する情報もここで開示することで、学生の
不安を払拭できる内容にする。
また、国際教育交流センターの職員に関し、高度
な専門性を有する職員を配置するとともに、テレビ
会議を常設し、本学から海外に留学している学生を
支援する留学学生メンター制度を整備する。併せ
て、本学の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
の情報が事前にきちんと提供できるよう、きめ細か
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ただ、これらのサポートを更に高度に実施するた
めの専門スタッフ（履修アドバイザー、サポートス
タッフ）は配置されておらず、その整備が課題とな
っている。
○就職支援
また、現在は主に 2 年次に留学等に赴くプログラ
ムとなっているため、就職支援については検討をし
ておらず、卒業後の地場の産業界との連携や帰国後
の就職支援を視野に入れた取組も大きな課題とな
っている。
これらの課題を解決し、留学中から帰国後にわた
るサポート体制を確保するため、右の取組を実施す
る。

なサポートを図る。
○緊急時対応の強化
更に、既存の「共愛学園前橋国際大学危機管理規
程」を緊急・災害時の留学学生のサポートの観点か
ら見直し、適宜規定を追加改訂することで、全学的
な取組として留学学生のリスク管理を実施する。
○産業界との連携
産業界との連携に関しては、既に連携の実績を有
しているサンデン株式会社の海外事業所と連携し、
海外インターンシップを Global Career Training
副専攻の中でカリキュラム化する。なお、このイン
ターンシッププログラムに参加する学生も、現地で
の学修状況等を適宜「留学学生交流システム」にア
ップすることとし、海外インターンシップで得られ
た知見を学生間で共有する。
更に、サンデン株式会社や地元商工会議所等と連
携し、海外経験を有する学生の就業に関する産業界
のニーズや、学生への必要な支援について調査研究
を行い、その結果を踏まえて学生の就業支援を実施
する。そのための専門職員を配置する。
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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】

○入学時からの取組
本学ではこれまでも、推薦入試の要件の 1 つや特
待生の条件の１つとして実用英語検定を用いてき
た。また、留学生入試や社会人入試並びに帰国生入
試においては、TOEIC や TOEFL の点数に応じて受験
科目を免除する制度も平成 24 年度より既に実施し
ているが、あくまで一部の範囲にとどまっている。
また、在外経験等について適切に評価するために、
帰国生入試（外国の高校で１年半以上学んで最近帰
国した(あるいは帰国予定の)人を対象にした入試）
を実施してきた。
○入学後の取組
入学してからは TOEIC のプレイメントテストを実
施。その結果を英語の履修にフィードバックし、少
人数学修に反映しているほか、ライティングコンテ
スト、スピーチコンテスト等を実施し、PC を活用し
たセルフ・スタディを義務化、4 年次科目としても
英語科目を必修とするなど、卒業までに体系的に英
語を学修できるカリキュラムを整備することで、語
学力を向上させるための一体的な取組を実施してき
た。
本構想によりこれらの取組を更に高次のものに発
展させ、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を推進する。

○入試制度の検討
入試に関しては、これまでの実用英語検定に加
え、平成 26 年度より、TOEIC や TOEFL も広く適用
できる制度に改め、かつ志願者の留学経験、在外経
験を適切に評価する制度を整える。
具体的には、TOEIC や TOEFL 等のスコアをも推薦
入試や特待生の基準として採用することを検討す
るほか、スカラシップ入試の判定材料としても採用
する。
加えて、一般入試においても実用英語検定や
TOEIC のスコアを参考数値として取り扱うことを
検討する。この内容を含め本学が運営する入試判定
会議で判断することで、外国語能力を適切に評価す
るための入試を推進する。
○留学経験の重視
また、高校生の海外留学は、急速に変貌する国際
社会に対し、多感で未熟な早い時期から接すること
ができるため、グローバル社会の意味を身を持って
体感できる極めて貴重な機会である。
加えて、文部科学省「国際共通語としての英語力
向上のための 5 つの提言と具体的施策」でも、
「今
後は国や教育委員会を挙げて海外留学する高校生
を増やす」ことが提言されている。
この流れを踏まえ、積極的に海外留学経験者を入
学させる前提で、海外留学の経験を十分に評価でき
る評価指標を研究し、実施する。
また、平成 26 年度より入学希望者、入学予定者
（高校生）に対する入学前 TOEIC 講習を適宜実施す
ることで、入口からの語学力の向上を図る。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○入学時プレイスメントテスト等
本学では、英語を第一外国語とした学生は、全学
的には 1、2 年次で、英語コースでは 1～4 年次で、
入学後各学期ごとに TOEIC の受験が求められ、その
結果に伴って半期ごとにレベル別クラスの再編成が
行われ、1 クラス平均 17 名の習熟度別・少人数クラ
スを編成している。
例えば 1 年次の必修科目 Unified
English は 13 クラス（平成 23 年度）で編成してお
り、TOEIC をプレイスメント並びに教育効果の測定
に使用している。TOEIC730 点以上、英検準１級以上
を目標とする「上級クラス」と日常生活で不自由な
く英語でコミュニケーションできるレベルを目指す
「一般クラス」との 2 つのレベルに分け、少人数で
効率よく学修が進められている上、その 2 つのレベ
ルの中でも人数と TOEIC の点数に応じて更に細かく
クラスが分けられている。
○外国語力の強化、少人数教育
また、英語よる論文作成、プレゼンテーションに
ついては、英語コースについては、基礎ゼミで行っ
ている。
加えて、グローバル人材育成の観点から、英語
Debate や Professional Presentations 等の授業に
おいて、他者と議論できる力を養成する少人数語学
教育を心掛けている。
更に、ライティングコンテスト、スピーチコンテ
スト等を実施する他、PC を活用したセルフ・スタデ
ィの義務化、4 年次科目としても英語科目を必修と
するなど、卒業までに体系的に英語を学修できるカ
リキュラムを整備することで、語学力を向上させる
ための一体的な取組を実施してきた。
このように、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体制は、既にある程度
整備されているが、留学先の大学において、専門科
目レベルの履修が可能な力を養成するための仕組み
はまだ整備されておらず、海外の大学院に進むため
のアカデミック・ライティングについても十分では
ない。
右の取組を実施することで上記取組を更に充実さ
せ、より効果的な教育体制を構築することとしたい。

○入学時プレイスメントテスト等
入学時プレイスメントテストによる習熟度別語
学クラスの編成に関しては、既に実施しているが、
Global Career Training 副専攻の科目に関しても
同様に、プレイスメントテストの成績により、副専
攻履修者の少人数制の習熟度別語学クラスを編成
する。
対象科目は以下を中心に検討し、外国語で論理的
に説明し、他者と議論ができる力を養成するため、
少人数での英語による授業を推進する。
・Global Leadership
・Multi-Cultural Understanding
・Multi-Cultural Communication
・Global Business Training
・Team Based Learning
・Problem Based Training
加えて、このプレイスメントテストはこれまでの
取組と同様、各学期ごとに実施することとし、その
結果に伴って半期ごとにレベル別クラスの再編成
を行うなど、学生の語学力向上度の測定による教育
効果の分析と語学教育へのフィードバックを図る
こととする。
○外国語論文作成能力等の育成と留学前準備
また、外国語による論文作成能力の養成（アカデ
ミック・ライティング）に関しては、その専門性に
鑑み、レポートの指導等、別途レッスンを行うこと
のできる技能を有する教員を配置する。本教員は、
アカデミック・ライティングだけでなく、前述の教
員の英語論文支援や、広く他の学生を支援する。
留学前準備教育（専門科目レベルの履修が可能な
語学力の育成等）に関しては、既存の「外国語セン
ター」の機能を強化し、専任のスタッフを配置する。
副専攻科目と並行して、留学前準備教育を徹底する
ことで、学生の語学力の底上げを図るほか、平成
27 年度までに海外進路支援を担当するスタッフを
配置する。
なお、個別指導や留学前準備教育を補完するもの
として、外国語センターに自学自習の専用 e-ラー
ニング教材を開発する。
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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】

【マネジメント体制】
本構想におけるマネジメント体制として図表 9 のとおり、理事長、学長、学部長、学長補佐、事務局長
をはじめ、教職員で構成される「グローバル人材育成推進本部」を発足させ、本部内に「アウトバウンド
WG」
、
「インバウンド WG」
、
「副専攻 WG」
、
「語学力推進 WG」
、
「環境整備 WG」
、
「情報発信・交流 WG」を設置
する。
各 WG の主な役割は以下のとおりとし、
各 WG が有機的に連携しつつ各課題の抽出
と対応を実施する。
◆アウトバウンド WG・・・在学生海外留
学支援、海外協力大学の選定と交渉 等
◆インバウンド WG・・・海外講師招聘 等
◆副専攻 WG・・・Global Career Training
副専攻カリキュラムの企画立案 等
◆語学力推進 WG・・・語学学修システム
の導入、カリキュラム立案、プレイスメ
ントテストの実施 等
◆環境整備 WG・・・ICT 環境・アクティ
ブ・ラーニング環境の整備、シラバスの
多言語化 等
＜図表 9 事業実施体制図＞
◆情報発信・交流 WG・・・外部への情報
発信、大学 WEB サイトの多言語化 等
なお、本構想における取組は多岐にわたり、かつ高度な専門性が要求されるため、既存の事務組織で対
応することが困難な場合が想定される。そのため、企画立案調整等の本推進本部の事務局機能を外部に委
託し、円滑な業務推進を図ることとする。
また、Global Career Training 副専攻の中の「Global Project Work」に関する科目を形成する各種の
プロジェクトを効果的に実施するためには、地元企業や自治体等関係団体の協力・連携が必要不可欠であ
る。そのため、関係団体、本学推進本部員がメンバーとして参加する「グローバル人材育成推進協議会」
を設立し、
「Global Project Work」を円滑に実施するための調整、協議を行うこととする。
【評価体制】
「授業アンケート」
、
「学生アンケート」
、
「卒業時アンケート」
、
「スピークアップ」
、
「卒業生調査」等の
手法を用いながら、推進本部が自己点検評価を実施する。その結果も踏まえ、外部有識者や地域関係者か
ら構成されるグローバル人材育成推進評価委員会を設置し、第三者評価を受けることとする。
また、その評価・助言を踏まえ、適宜カリキュラムの改訂等の対応策を講じ、本取組の実効性を継続的
に改善していく。更に、平成 28 年度に予定されている大学基準協会による認証評価により、本構想を含
めた本学の取組全体の評価を受ける。
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。

本構想の取組を通じて得られた成果に関しては、「グローバル人材育成推進本部」情報発信・交流 WG
が中心となり、以下の手法で広く公表・普及する。
◆ 大学の WEB サイトの中に本構想の専用サイトを立ち上げ、本取組の構想調書、毎年度の取組状況・成
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果等を掲載したサイトを構築し、取組の展開に応じて適宜データを更新する。
◆ 本サイトは日本語、英語の多言語対応とし、適宜中国語等の対応も検討する。
◆ 本取組の趣旨、内容や成果を記載したパンフレットを作成し、地域に配布する。
◆ 共愛学園広報誌「KYOAI」や学園機関紙「共愛の教育」等の学校誌において、本取組の趣旨、内容や
成果を記載し、学生・保護者・地域に頒布する他、本構想の紹介リーフレットを作成し、周辺自治体、
高等学校、全国の大学等に中間報告として適宜配布することで本学の取組を広く周知する（構想 1
年目及び 3 年目の年度末にそれぞれ発行）
。
◆ 平成 28 年度に本構想の総まとめとして「共愛学園前橋国際大学ブックレット」
（上毛新聞社出版か
ら大学名を冠して発刊されている本学の知的資源を一般向けに紹介する書籍。一般の書店でも販売さ
れており、既に Vol4 まで発刊済みである）を発刊する。
◆ 毎年度末に、本取組の成果として「共愛学園グローバル人材シンポジウム」を開催する。学生が自ら
の成果を発表する他、産業界との連携の報告、有識者の講演等を行い、本構想の成果を広く地域社会
に還元する。同時に、他大学ともその成果を共有することで、国内大学のグローバル化を先導する役
割を果たすこととする。

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】
本学は以前よりグローカルをコンセプトの一つとして標榜し、既に外国語力向上のために、入学前並び
に毎年前期終了時と後期終了時に TOEIC の受験を義務付けるなど、各種の取組を実施してきた。また、グ
ローバル人材の育成を目的とした科目を設置し、外国語センターが学生の語学学修支援を行うなど、一定
の体制を整備してきた。
これらの取組自体が既に構想実施に向けた準備と言えるが、本構想に応募するにあたり、理事長、学長、
学部長、学長補佐、事務局長等をメンバーとする「グローバル人材育成推進事業応募ワーキングチーム」
を発足させ、適宜、早稲田大学社会連携推進室、伊勢崎市教育委員会、サンデン株式会社等の担当者等と
調整を図っている。そのため学内外の関係者間で既に本構想の取組に関する意思疎通が図られ、採択後の
業務実施を速やかに開始することが可能となっている。
【平成２４年度】
平成 24 年度は、本学内に「グローバル人材育成推進本部」及びそれに関する WG を設置し、本構想に関
する取組を改めて本学の戦略とすべく、平成 25 年度以降の中長期計画を立案するほか、早稲田大学社会
連携推進室、伊勢崎市教育委員会、サンデン株式会社等の学外関係団体と、
「グローバル人材育成推進協
議会」を設立する。
中長期計画に基づき、シラバスの充実及び多言語化、ナンバリング制の研究、GPA、キャップ制、厳格
な成績評価の検討、学修時間の確保に関する調査の研究、アクティブ・ラーニングに係る FD 研修、大学
WEB サイトの多言語化、Global Career Training 副専攻の開設準備等、本構想に関する様々な取組を整理
し、一部は実行する。
また、
「国際交流センター」等の既存組織に、本構想を推進するために必要な機能等を加え、体制を整
備する。加えて、
「グローバル人材育成推進評価委員会」を立ち上げ、本構想の推進評価体制を確立する。
年度末に第一回「グローバル人材育成推進シンポジウム」を開催し、本構想に関わる各種の取組を学内外
に広く周知する（次年度以降同じ）
。
更に、本学の取組を広く周知するため、本構想の紹介リーフレットを作成し、周辺自治体、高等学校、
全国の大学等に中間報告として適宜配布する（平成 26 年度も同様）
。
【平成２５年度】
平成 24 年度で計画、準備した取組を開始する。一定の外国語力を有する職員を 2 名、外国人教員等を
2 名、それぞれ採用する他、本構想の実施に必要な人材を非常勤等の形で適宜確保する。
また、Global Career Training 副専攻の一部を開設する他、入試制度の改革案の立案等、より具体的
な内容を実施する。本年度から Global Career Training 副専攻の科目を履修した学生が出てくるため、
アンケート等によりその内容を評価し、次年度以降の完全実施の準備を行う。
【平成２６年度】
平成 25 年度の取組を更に推進する。Global Career Training 副専攻の完全実施や、新入試制度の施行
開始、大学 WEB サイトの多言語化の全面公開等、本構想における各種取組を引き続き実施する。
また、一定の外国語力を有する職員を 1 名、外国人教員等を 1 名、それぞれ採用する他、必要な人材を
非常勤等の形で適宜確保し、本構想に関する取組を更に深化させる。
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【平成２７年度】
平成 26 年度の取組を更に推進する。
「グローバル人材育成推進評価委員会」等の評価を適宜取組に反映
して、最終年度における各種取組の着実な完成の準備を行う。
【平成２８年度】
本構想で述べた、教育課程の国際通用性の向上のための取組、大学の特色に応じた取組、教員のグロー
バル教育力向上の取組、日本人学生の留学を支援するための環境整備、語学力を向上させるための入学か
ら卒業時までの一体的な取組を全て完成させる。
また、平成 25 年度に一部開設した Global Career Training 副専攻履修者の最初の卒業年度になるため、
卒業生への追跡調査を詳細に分析し、財政支援期間終了後の展開に備えるほか、本構想の総まとめとして
「共愛学園前橋国際大学ブックレット」を発刊する。
取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本学は以前よりグローカルをコンセプトの一つとして標榜し、平成 15 年度よりその取組に関して、学
長、学部長、事務局長から構成される自己点検・評価委員会が、各組織が作成した点検・評価報告書案を
元に報告書を作成し、過去 2 回にわたり大学基準協会からの適合認定を受けている。同協会からの過去 2
回の適合認定は認定の時点において他に例が無く、本学の自己点検・評価の仕組みが一定の評価受けてい
る証左と言える。
また、本学では「授業アンケート」
、
「学生アンケート」
、
「卒業時アンケート」
、
「スピークアップ」
、
「卒
業生調査」等の手法で学生及び学外者からの検証を受けている。
更に、本構想により、学内に推進本部が整備され、大学のグローバル化の体制が整い、Global Career
Training 副専攻の設立等、各種取組を通じ、グローバル人材育成のための学内ノウハウの蓄積が更に期
待できるところである。
このように、取組に対する評価や提言が行われる体制は既に整備されており、本構想を通してその推進
体制も更に効果的なものになることが期待されている。それらの体制を基に、財政支援期間終了後も継続
的に本構想における取組を進めていき、大学のグローバル化自体も継続して推進していく予定である。

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】
本構想を契機として今までの取組を更に強化しながら、財政支援期間終了後も、
「次世代の地域社会を
牽引するグローカルリーダー」の育成に関する取組を継続していく。
財政支援期間内では、グローカル人材育成のための多彩なカリキュラムを推進するため ICT 環境、アク
ティブ・ラーニング環境、ネットワークインフラ等を整備し、授業、研修、留学の支援に活用するが、期
間内に整備した物品に関しては、既に大学資産として購入済みとなるため、期間終了後の追加資金の計画
はない。ただし、これらの費目をメンテナンス(保守サポート)するための費用が随時必要となるため、本
学独自の予算を検討する。
なお、具体的な項目としては ICT 環境のメンテナンス費、アクティブ・ラーニング環境のメンテナンス
費、ネットワークインフラ等のメンテナンス費等があげられる。
【人件費・謝金】
人件費については、本構想で雇用した人員に関し、適切な評価の元、期間終了後も必要と判断する人員
は継続的に雇用する。そのために必要な資金については、毎年本学独自の予算として計上できるよう調整
を図る。謝金についても、
「グローカルリーダー育成」のための重要な研修・セミナー・講座等は期間終
了後も継続して実施し、そのために外部から招聘する講師等への予算を毎年確保するよう検討する。
なお、具体的な項目として、必要と判断される人員(本務職員・専任教員)の人件費、研修、セミナー、
シンポジウム、ワークショップ、講座等の講師への謝金等があげられる。
【旅費】
旅費については、国内外への研修や教員の海外派遣視察等、期間終了後も継続して実施すべき内容につ
いては、期間内と同様に計画し、その費用については大学独自予算として確保していく。
なお、具体的な項目として国内外への研修や教員の海外派遣視察等に関する旅費等があげられる。
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【その他】
本構想の期間内で外部委託する業務については、報告書等を活用して運用ノウハウを蓄積していく。期
間終了後は蓄積したノウハウを利用しながら本務職員や教員が対応できる業務については極力学内の人
員で完結できるよう環境整備を進めていく。ただし、期間終了後も外部への委託が必要な費用については、
これを遂行するための大学独自予算を確保する。
なお、具体的な項目として必要な非常勤教員の委託費、広報誌、報告書等の作成・印刷費、研修、セミ
ナー、シンポジウム、ワークショップ、講座等の会議費 等があげられる。
平成 29 年度以降の事業推進に関して、必要な経費は上記が想定されるが、その予算を学内で確保し、
それまでの取組を継続して実施することで、本構想で計画したグローカル人材を更に社会に輩出すること
が可能と考えている。
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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
・アクティブ・ラーニング対応事業設備等一式
・FD関連設備等一式
・語学学修ブース設置等一式
・遠隔会議システム等一式
②消耗品費
・語学学習ソフトウェア等一式
・教務システム副専攻対応等一式
・アクティブ・ラーニング支援書籍等一式
［人件費・謝金］
①人件費
・外国語センタースタッフ等の採用
［旅費］
・海外拠点人材交流プログラム旅費
［その他］
①外注費
・シラバス・ホームページ等の多言語化
・第三者評価等の実施
②印刷製本費
・各種報告書・パンフレット等の作成
③会議費
・各種シンポジウム・セミナー等の開催
・FD研修等の開催
④通信運搬費
・採択報告書、中間報告書等の発送費
⑥その他（諸経費）
・共愛学園ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の広告費用
・語学教育ソフトウェア利用料
・e-Learning教材コース開発費用
・グローバル人材育成推進本部の業務内容分析
・グローバル人材育成推進本部各WGの運営支援
・グローバル人材育成推進本部の運営支援
・海外インターンシッププログラム等の実施支援

平成２４年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

73,810
59,740
20,832
7,245
27,568
4,095
14,070
10,605
3,150
315
1,200
1,200
1,200
500
500
43,964
14,459
13,094
1,365
1,890
1,890
840
315
525
446
446
26,329
2,835
1,024
3,150
5,670
6,615
5,985
1,050

73,810
59,740
20,832 様式1②-19頁-45行目
7,245 様式3②-27頁-3行目
27,568 様式3①-26頁-27行目
4,095 様式2-23頁-22行目
14,070
10,605 様式2-24頁-27行目
3,150 様式1②-18頁-8行目
315 －
1,200
1,200
1,200 様式5②-33頁-31行目
500
500 様式2-24頁-3行目
43,964
14,459
13,094 様式1②-18頁-18行目
1,365 様式6①-34頁-30行目
1,890
1,890 様式6②-35頁-3行目
840
315 様式6②-35頁-11行目
525 様式3②-27頁-19行目
446
446 様式6③-35頁-24行目
26,329
2,835 様式6②-35頁-11行目
1,024 様式2-24頁-27行目
3,150 様式5②-33頁-38行目
5,670 様式6①-34頁-23行目
6,615 様式6①-34頁-23行目
5,985 様式6①-34頁-23行目
1,050 様式2-23頁-20行目

119,473

119,473

（大学名：共愛学園前橋国際大学
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記載例 ：教材印刷費
○○○千円
○○部×＠○○○円
：謝金
○○○千円
○○人×＠○○○円

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・アクティブ・ラーニング対応事業設備等一式
・語学学修ブース設置等一式
②消耗品費
・語学学習ソフトウェア等一式
・教務システム副専攻対応等一式
・アクティブ・ラーニング支援書籍等一式
［人件費・謝金］
①人件費
・外国語センタースタッフ等の採用
・外国人教員等の採用
・寮の管理人の採用
②謝金
・セミナー・シンポジウム等講師費用
［旅費］
・Global Project Work等旅費
［その他］
①外注費
・シラバス・ホームページ等の多言語化
・外国語論文の翻訳・添削
・導入ハードウェア等の保守
・第三者評価等の実施
②印刷製本費
・各種報告書・パンフレット等の作成
③会議費
・各種シンポジウム・セミナー等の開催
・FD研修等の開催
④通信運搬費
・採択報告書、中間報告書等の発送費
⑥その他（諸経費）
・共愛学園ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の広告費用
・語学教育ソフトウェア利用料
・ゲストハウスの使用料
・グローバル人材育成推進本部の業務内容分析
・グローバル人材育成推進本部各WGの運営支援
・グローバル人材育成推進本部の運営支援
・海外インターンシッププログラム等の実施支援
・副専攻科目等の運営支援
・TOEICの入学前講座
・国際交流センターの運営支援

平成２５年度

合計

大学負担額
(②)

該当ページ

8,505
1,365
525
840
7,140
3,675
3,150
315
28,330
27,080
8,040
14,000
5,040
1,250
1,250
1,000
1,000
80,078
5,628
2,215
1,575
473
1,365
1,785
1,785
3,570
3,045
525
210
210
68,885
2,310
6,053
2,142
11,340
17,640
11,970
2,100
7,560
210
7,560

8,505
1,365
525 様式1②-19頁-45行目
840 様式3①-26頁-27行目
7,140
3,675 様式2-24頁-27行目
3,150 様式1②-18頁-8行目
315 －
28,330
27,080
8,040 様式5②-33頁-31行目
14,000 様式3①-26頁-2行目
5,040 様式2-25頁-4行目
1,250
1,250 様式6②-35頁-11行目
1,000
1,000 様式2-24頁-3行目
80,078
5,628
2,215 様式1②-18頁-18行目
1,575 様式3②-27頁-26行目
473 様式6⑤-36頁-4行目
1,365 様式6①-34頁-30行目
1,785
1,785 様式6②-35頁-3行目
3,570
3,045 様式6②-35頁-11行目
525 様式3②-27頁-19行目
210
210 様式6③-35頁-24行目
68,885
2,310 様式6②-35頁-11行目
6,053 様式2-24頁-27行目
2,142 様式1④-21頁-7行目
11,340 様式6①-34頁-23行目
17,640 様式6①-34頁-23行目
11,970 様式6①-34頁-23行目
2,100 様式2-23頁-20行目
7,560 様式2-24頁-14行目
210 様式5①-32頁-28行目
7,560 様式4①-30頁-7行目

117,913

117,913
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事業規模
（①＋②）

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・アクティブ・ラーニング対応事業設備等一式
②消耗品費
・アクティブ・ラーニング支援書籍等一式
［人件費・謝金］
①人件費
・外国語センタースタッフ等の採用
・外国人教員等の採用
・寮の管理人の採用
②謝金
・セミナー・シンポジウム等講師費用
［旅費］
・Global Project Work等旅費
［その他］
①外注費
・シラバス・ホームページ等の多言語化
・外国語論文の翻訳・添削
・導入ハードウェア等の保守
・第三者評価等の実施
②印刷製本費
・各種報告書・パンフレット等の作成
③会議費
・各種シンポジウム・セミナー等の開催
・FD研修等の開催
④通信運搬費
・採択報告書、中間報告書等の発送費
⑥その他（諸経費）
・共愛学園ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の広告費用
・語学教育ソフトウェア利用料
・ゲストハウスの使用料
・グローバル人材育成推進本部の業務内容分析
・グローバル人材育成推進本部各WGの運営支援
・グローバル人材育成推進本部の運営支援
・海外インターンシッププログラム等の実施支援
・副専攻科目等の運営支援
・TOEICの入学前講座
・国際交流センターの運営支援
・留学生支援センターの運営支援

平成２６年度

840
525
525
315
315
35,150
33,900
7,860
21,000
5,040
1,250
1,250
1,000
1,000
81,155
4,579
1,166
1,575
473
1,365
2,415
2,415
3,570
3,045
525
446
446
70,145
2,310
6,053
2,142
6,300
8,820
11,970
2,100
15,120
210
7,560
7,560

合計

118,145

大学負担額
(②)

3,000
3,000
3,000

3,000

（大学名：共愛学園前橋国際大学
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事業規模
（①＋②）

該当ページ

840
525
525 様式1②-19頁-45行目
315
315 －
38,150
36,900
10,860 様式5②-33頁-31行目
21,000 様式3①-26頁-2行目
5,040 様式2-25頁-4行目
1,250
1,250 様式6②-35頁-11行目
1,000
1,000 様式2-24頁-3行目
81,155
4,579
1,166 様式1②-18頁-18行目
1,575 様式3②-27頁-26行目
473 様式6⑤-36頁-4行目
1,365 様式6①-34頁-30行目
2,415
2,415 様式6②-35頁-3行目
3,570
3,045 様式6②-35頁-11行目
525 様式3②-27頁-19行目
446
446 様式6③-35頁-24行目
70,145
2,310 様式6②-35頁-11行目
6,053 様式2-24頁-27行目
2,142 様式1④-21頁-7行目
6,300 様式6①-34頁-23行目
8,820 様式6①-34頁-23行目
11,970 様式6①-34頁-23行目
2,100 様式2-23頁-20行目
15,120 様式2-24頁-14行目
210 様式5①-32頁-28行目
7,560 様式4①-30頁-7行目
7,560 様式1④-20頁-2行目
121,145

）（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
・アクティブ・ラーニング対応事業設備等一式
②消耗品費
・アクティブ・ラーニング支援書籍等一式
［人件費・謝金］
①人件費
・外国語センタースタッフ等の採用
・外国人教員等の採用
・寮の管理人の採用
②謝金
・セミナー・シンポジウム等講師費用
［旅費］
・Global Project Work等旅費
・FD研修等の講師旅費
［その他］
①外注費
・シラバス・ホームページ等の多言語化
・外国語論文の翻訳・添削
・導入ハードウェア等の保守
・第三者評価等の実施
②印刷製本費
・各種報告書・パンフレット等の作成
③会議費
・各種シンポジウム・セミナー等の開催
・FD研修等の開催
④通信運搬費
・採択報告書、中間報告書等の発送費
⑥その他（諸経費）
・共愛学園ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の広告費用
・語学教育ソフトウェア利用料
・ゲストハウスの使用料
・グローバル人材育成推進本部の業務内容分析
・グローバル人材育成推進本部各WGの運営支援
・グローバル人材育成推進本部の運営支援
・海外インターンシッププログラム等の実施支援
・副専攻科目等の運営支援
・TOEICの入学前講座
・国際交流センターの運営支援
・留学生支援センターの運営支援

平成２７年度

840
525
525
315
315
35,250
33,900
7,860
21,000
5,040
1,350
1,350
1,100
1,000
100
80,813
4,578
1,165
1,575
473
1,365
1,785
1,785
4,095
3,045
1,050
210
210
70,145
2,310
6,053
2,142
6,300
8,820
11,970
2,100
15,120
210
7,560
7,560

合計

118,003

大学負担額
(②)

3,000
3,000
3,000

3,000

（大学名：共愛学園前橋国際大学
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事業規模
（①＋②）

該当ページ

840
525
525 様式1②-19頁-45行目
315
315 －
38,250
36,900
10,860 様式5②-33頁-31行目
21,000 様式3①-26頁-2行目
5,040 様式2-25頁-4行目
1,350
1,350 様式6②-35頁-11行目
1,100
1,000 様式2-24頁-3行目
100 様式3①-27頁-13行目
80,813
4,578
1,165 様式1②-18頁-18行目
1,575 様式3②-27頁-26行目
473 様式6⑤-36頁-4行目
1,365 様式6①-34頁-30行目
1,785
1,785 様式6②-35頁-3行目
4,095
3,045 様式6②-35頁-11行目
1,050 様式3②-27頁-19行目
210
210 様式6③-35頁-24行目
70,145
2,310 様式6②-35頁-11行目
6,053 様式2-24頁-27行目
2,142 様式1④-21頁-7行目
6,300 様式6①-34頁-23行目
8,820 様式6①-34頁-23行目
11,970 様式6①-34頁-23行目
2,100 様式2-23頁-20行目
15,120 様式2-24頁-14行目
210 様式5①-32頁-28行目
7,560 様式4①-30頁-7行目
7,560 様式1④-20頁-2行目
121,003

）（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］
②消耗品費
・教務システム副専攻対応等一式
・アクティブ・ラーニング支援書籍等一式
［人件費・謝金］
①人件費
・外国語センタースタッフ等の採用
・外国人教員等の採用
・寮の管理人の採用
②謝金
・セミナー・シンポジウム等講師費用
［旅費］
・Global Project Work等旅費
・FD研修等の講師旅費
［その他］
①外注費
・シラバス・ホームページ等の多言語化
・外国語論文の翻訳・添削
・導入ハードウェア等の保守
・第三者評価等の実施
②印刷製本費
・各種報告書・パンフレット等の作成
③会議費
・各種シンポジウム・セミナー等の開催
・FD研修等の開催
④通信運搬費
・採択報告書、中間報告書等の発送費
⑥その他（諸経費）
・共愛学園ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の広告費用
・語学教育ソフトウェア利用料
・ゲストハウスの使用料
・グローバル人材育成推進本部の業務内容分析
・グローバル人材育成推進本部各WGの運営支援
・グローバル人材育成推進本部の運営支援
・海外インターンシッププログラム等の実施支援
・副専攻科目等の運営支援
・TOEICの入学前講座
・国際交流センターの運営支援
・留学生支援センターの運営支援

平成２８年度

3,465
3,465
3,150
315
35,250
33,900
7,860
21,000
5,040
1,350
1,350
3,100
1,000
2,100
75,573
4,578
1,165
1,575
473
1,365
850
850
3,675
2,625
1,050
210
210
66,260
2,835
6,053
2,142
6,300
4,410
11,970
2,100
15,120
210
7,560
7,560

合計

117,388

大学負担額
(②)

3,000
3,000
3,000

200

200
200

3,200

（大学名：共愛学園前橋国際大学
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事業規模
（①＋②）

該当ページ

3,465
3,465
3,150 様式1②-18頁-8行目
315 －
38,250
36,900
10,860 様式5②-33頁-31行目
21,000 様式3①-26頁-2行目
5,040 様式2-25頁-4行目
1,350
1,350 様式6②-35頁-11行目
3,100
1,000 様式2-24頁-3行目
2,100 様式3①-27頁-13行目
75,773
4,578
1,165 様式1②-18頁-18行目
1,575 様式3②-27頁-26行目
473 様式6⑤-36頁-4行目
1,365 様式6①-34頁-30行目
1,050
1,050 様式6②-35頁-3行目
3,675
2,625 様式6②-35頁-11行目
1,050 様式3②-27頁-19行目
210
210 様式6③-35頁-24行目
66,260
2,835 様式6②-35頁-11行目
6,053 様式2-24頁-27行目
2,142 様式1④-21頁-7行目
6,300 様式6①-34頁-23行目
4,410 様式6①-34頁-23行目
11,970 様式6①-34頁-23行目
2,100 様式2-23頁-20行目
15,120 様式2-24頁-14行目
210 様式5①-32頁-28行目
7,560 様式4①-30頁-7行目
7,560 様式1④-20頁-2行目
120,588

）（申請区分：特色型）

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

他の公的資金との重複は特に無し。

（大学名：共愛学園前橋国際大学）（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】

本構想中「グローバル人材として求められる能力を育成すための大学の特色に応じた取組」において、
「SEND」の実施を含む構想は策定していない。

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

平成 28 年度

人
人

人
人
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（大学名：共愛学園前橋国際大学）（申請区分：特色型

）

