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申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
事業規模

７．本事業経費

24年度
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27年度
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合

計
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569,750

補助金申請額 116,330 115,230 114,330 113,330 110,530

569,750

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額
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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≫
本学の教育理念は、創立者の『開講の詞』に記された「目覚めたる婦人、正しき婦人、思慮ある力強き
婦人」の育成である。
平成 14 年には公表された「昭和学園の『使命』MISSION／『将来構想』VISION」では、教育理念を実
践し、
「誠実で礼儀正しく、学識・教養に裏打ちされた品位ある人間、奉仕の気持ちを失わず、世界や社会
のことがらに深い関心を持ち、国の内外を問わず様々な分野で、豊かな創造力と探求心をもって指導的な
役割を発揮出来る人間を育て「世の光」として送り出す」ことが、本学の使命であることを再認識し、全
教職員で共有している。
≪構想の目的≫
本構想は、全学的な外国語英語科目を再編成し、学部共通プログラムとして人間文化学部にボストン留
学を配置することで、学部全体のグローバル化を推進するものである。日本の文学・歴史・文化、英語・
地域文化・国際関係等、各学科で開設する専門科目を総合的に学修し、海外留学を体験させることで、グ
ローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人の育成を目的としている。
1. 海外分校「昭和ボストン」で 15 週間の実践型プログラムを開講し、海外生活に不安を持つ学生に安心・
安全な環境を用意して内向きな目を海外に向けさせる。ボストンでは、現地コーディネータの支援を受
けながら、学生が現地学生と多文化協働プロジェクトを企画・実施する。この多文化のグループ活動で、
グローバル人材として必要な素養を身につける。また、意欲のある学生には 4 週間の延長プログラムを
提供し、現地大学での授業履修や聴講を継続する。留学中は昭和ボストンのスタッフが支援することで、
学生の能力や意欲を把握してカリキュラムの有効性を検証する。留学アドバイザーは、海外の大学情報
を提供し、欧米・アジアへの正規留学のアドバイスを加える。さらに、多文化協働プロジェクトの場を
アジア諸国の協定校に広げ、アジアの一員としての協働と実践を体験させる。
2. 英語科目を見直して改善を加える。入学時にプレースメントテストを実施して能力別クラスを編成し、
読み・書き・聞き・話す 4 技能を向上させていく。定期的に外部テストで能力を把握し、授業に改善を
加える。3・4 年次には英語による学部共通専門科目を配置し、アカデミック・ライティング等の学修
に必要な英語力を育成する科目を並行して開設する。これにより、ボストン留学の準備から卒業まで、
継続した英語学習の機会を提供する。また、東京の国際交流センターでも留学アドバイザーを配置し、
海外の大学情報を提供することでボストン留学後の海外留学を奨励する。
3. 英語による学部共通専門科目を海外提携校に提供し、受け入れ留学生数を増やしていく。これにより、
英語で講義という形式だけでなく
多文化の学生間で意見を交換しあ
うアクティブな授業を実現する。
4. 東京においても職員と学生がチー
ムとなり、留学生と共に多文化協働
プロジェクトを企画・運営する。
5. 本事業は、東京とボストンが連携し
て管理する。FD と成果の検証は 2
つのキャンパスが共同で行い、オブ
ザーバーとしてボストンの大学か
ら FD 担当教員が参加する。
6. 東京とボストンで、グローバルに活
躍する女性を講師とした講演会を
実施し、女性のライフステージを意
識したキャリア形成を学生に啓発
していく。
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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≫
本学の教育目的は、
「清き気品、篤き至誠、高き識見」の育成であり、その達成のために学生が身につけ
るべき力を「夢を実現する 7 つの力」として示している。7 つの力とは、
「グローバルに生きる力」
、
「外国
語を使う力」
、
「IT を使いこなす力」
、
「コミュニケーションをとる力」
、
「問題を発見し目標を設定する力」
、
「一歩踏み出して行動する力」
、
「自分を大切にする力」で、これらを育成するカリキュラムを学部で体系
的に配置している。
特色は、地域でのコミュニティ・サービスや企業や団体との協働プロジェクト等、自分の能力や専門知
識を社会で生かす環境を充実させている点である。また、入学から 3 年次まで毎年 1 回行う 4 日間の宿泊
研修も、全学生にリーダーシップやパートナーシップを発揮させる機会としている。人見記念講堂で開か
れるコンサート等は、世界の芸術文化に触れる機会として学生に年間 5 回の鑑賞を義務づけている。
さらに、海外校昭和ボストンを運営し、日米共同で実践的な英語プログラムを学生に提供しているのも
大きな特色である。ボストンでは、アメリカの多文化社会を体感し、日本文化を再認識できるよう、近郊
大学との交流活動やフィールドワーク、ボランティア活動も充実させている。春季および夏季休暇中には
博物館学や日本語教育プログラム等を実施し、学部全学科の学生に海外研修の機会を提供している。
≪育成するグローバル人材像≫
「夢を実現する 7 つの力」は、将来のグローバル社会で必要な力として学生に示している。これを踏ま
え、本学が育成するグローバル人材像は次の通りである。

本構想で育成するグローバル人材
［ 3C’s for 1G ］
身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動するために（Glocal）、国の内外を問わずグ
ローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調（Collaborate）し、様々な異なる人材・
情報・文化・物を結びつけ（Connect）
、新しい価値や文化を創造（Create）できる女性。

グローバル社会では世界が密接につながり、地域で活動する場合にも地球規模で社会の動きを捉える力
が必要となる。また、世界中から発信される情報を正確に把握するには、インターネット等を駆使して得
た情報を適切に判断する力も重要である。また、近未来の日本社会では、多国籍・多文化の人間でプロジ
ェクトを組むことが当然となり、お互いの協働・調和には共通語となる英語の運用力はもちろん、多文化
への理解と調和が必要となる。そして、国境や時差を越えたプロジェクト運営には、IT 知識や情報発信力
が求められ、必要となるリーダーやビジネスパーソンの姿も大きく変化する。さらに、日常で多文化に触
れる機会も増えるため、相互の文化的背景を尊重しながら融合し、新たな価値を創造する姿勢も求められ
る。
一方、日本の若者は内向きで、世代を越えた交流や地域活動の経験が少ない。これまでの学習を総合す
る力が弱く、自分に何ができるかも知ることができない。社会で必要となる力に気づかず、失敗を恐れて
何事にも受け身となり、自己主張できない。創造的で活力あるグローバル人材の育成には、日本や海外で
多文化協働プロジェクトに参加して小さな成功体験を積み重ね、
自分に自信をつけることが重要と考える。
グローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調する［Collaborate］
諸外国との文化交流には、世界の歴史や地理に関する基礎的知識が必須となる。また、多文化の協働に
は、共通語となる英語の運用力が必要となる。本構想では、学生の多文化理解力と英語力を段階的に高め、
希望する学生はボストンで多様な文化的背景の学生グループで協働体験を積む。知識と実践を組み合わせ
てグローバル社会を深く理解し、様々な活動に参加して協働・協調できる人材を育成する。
本構想に取り組む人間文化学部は、日本語・日本文学、英米文学・コミュニケーション、国際関係・地
域研究、文化史・歴史学等を専攻する学科で構成している。副専攻の学部共通専門科目を学修することで、
世界の歴史や文化、生活習慣、国際経済、日本との交流等の基礎的知識を身につけ、グローバル社会を多
5
1.

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）

面的・総合的に理解する。英語科目はレベル別少人数クラスで編成し、TOEIC スコア等で個別能力を把
握して指導を行う。目標スコアにチャレンジさせることで、生涯学習意欲も持たせる。英語コミュニケー
ション・国際学科では、東京と昭和ボストンとの学修を通して、卒業までに仕事で使える英語を着実に身
につける。学生はボストンという多文化の環境を体験すると共に、希望や能力に応じて現地学生との多文
化協働プロジェクトに参加する。また、3・4 年次には英語による専門関連科目を開講し、英語学習を継続
させながら専門英語を習得させる。積極的に外国人留学生を受け入れ、アクティブな授業を実現する。さ
らに、多文化協働プロジェクトの場をアジアにも広げ、本学の海外協定校である中国・上海交通大学等で
も実践する。
2. 様々に異なる人材・情報・文化・物を結びつける［Connect］
グローバル社会では、それぞれの国がお互いを主張するだけでなく、お互いの人材や資源を総合して共
有することが国の発展へとつながる。インターネットが進歩し、情報は瞬時に世界中を駆け巡る。グロー
バルな活動には、信頼性の高い情報を入手し分析する力が必須となる。また、異なる価値観を持つ多文化
間交流では、偏見や差別感を持たずに相手の意見を受け入れながら自分の主張を論理的に説明できる表現
力や交渉力が必要となる。これらの基本的能力を備え、豊かな教養を持ち、日本人として信頼される女性、
情報を集約して人に働きかけ、一人ひとりの能力を引き出
しチームの総合力を引き出せる支援型のサーバントリー
ダーシップを育成する。
本構想で計画する多文化協働プロジェクトは、多文化の
学生がグループ毎にテーマを設定して取り組む。価値観の
違いや日本人の特長を再認識しながらギャップを乗り越
え、意見を交換することでコミュニケーション力や協調
性・柔軟性を育む。リーダーシップやパートナーシップの
役割を体験しながら多文化混合のチームワークを発揮し
て、責任感やチャレンジ精神を育成する。
また、インターネットを活用した情報の入手、オピニオ
ンリーダーへの交渉と取材、ブログでの情報発信等、実践
を積み重ねることで主体性と積極性を身につけさせる。
本学では、人見記念講堂で世界の文化芸術に触れる「文
化研究講座」
、集団生活体験を積む宿泊研修を、従来から
必修として全学生に課している。芸術を鑑賞して培うゆたかな感性、集団の中の一人として相手を思いや
る気持ち、責任感等を育む全人的な教育プログラムは、グローバル社会における信頼される日本人の育成
に資するものである。
3. 新しい価値や文化を創造する［Create］
異なる価値や文化の共有から、融合・新たな価値創造へと力を進展させる。日本のグローバル化のため
には世界で共有されている習慣や価値観を取り入れ、日常生活や産業・商品に反映させる必要がある。ま
た、国際的な環境課題、人口問題、エネルギー政策等に関する適切な知識を持ち、アジアや世界における
日本の役割を把握することもグローバル人材には求められる。
本学では、学生が市場調査等により新商品を提案する企業協働のプロジェクト研究を実践している。こ
のプロジェクト研究にグローバル企業を加え、日本滞在中の留学生とのチームを編成して取り組み、課題
発見・解決力を育成する。日本も本格的なグローバル社会に突入している。国内の産業や生活も、よりグ
ローバル化する必要に迫られている。その過程を学生が考え、日本のグローバル化の課題と解決策、将来
性を自分で考える力を育成する。
4. 身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する［Glocal］
本構想が目的とする「様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人」とは、これまで
述べた 3C の力を生涯にわたり高められる意欲を持った人材、そして、国や地域、企業等の課題や目標を
グローバルな視点で考え、具体的に行動できるグローカル・マインドを持った人材である。
充分な英語運用力と多文化への理解に基づいた互恵精神、ボストンや東京での協働体験を生かした主体
性を備え、チームワークを引き出して問題を乗り越えることのできる 3C’s for 1G を身につけた人材こそ
が、グローバル社会を生きぬく女性の姿と考える。
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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】

本学で設定したグローバル人材像（3C’s for 1G）は、
「夢を実現する 7 つの力」を基盤に展開する。
これまで本学では、社会で必要となる基礎的能力や態度を「夢を実現する 7 つの力」として学生に示し、
在学中から自発的に授業やプログラムに参
加するように指導している。また、学習ポー
トフォリオ「ドリーム手帳」を全学生に配布
し、履修した科目や課外活動を記録させてい
る。何の体験から、どのような力を身につけ
たと実感できるか、1 年間の活動を振り返り
ながら指導担当教員と面談する機会を用意
し、主体的なキャリア形成力を育成してい
る。
この「7 つの力」は、グローバル化が加速
する日本の社会や職場で信頼され、仕事を任
される女性、指導的役割を担える人材となる
ための、基礎的能力を提示したものである。
これまでの取組を基礎にし、7 つの力の一
つである「グローバルに生きる力」を「多文
化との調和・協働」へ発展させることによって、グローバル社会の「様々な分野で実務的役割を担える創
造的で活力ある女性職業人」の育成が可能となる。従って、本構想で計画する取組と評価によって、入学
から卒業まで一貫した人材育成プログラムを通じた 3C’s for 1G の能力が実現される。
本構想による取組で、卒業時に学生が修得すべき具体的能力（ ▶ 印 ）は次の通りである。
1. 外国語（英語）の能力
A 学部生が年 2 回 TOEIC テストを受検する。
外国語英語科目を能力別英語クラスで実施し、TOEIC
受検対策講座を開講する。学習成果を基にして個々の学生が自分に適した効果的な英語学習法を
見つけるサポートを行う。必修、あるいは選択制で、2 年次から 5 か月間の海外プログラムをボ
ストンで実施する。
英語の授業はレベル別少人数クラスで行い、
寮に滞在する Resident Assistant
が個別学習を指導することで、正課内外での十分な学習時間を確保する。ボストンでは、ボラン
ティア活動やフィールドワークを体験させて実用的な英語力を身につけさせる。
▶ 英語・国際系学生は業務で必要な文章・会話、他学生は日常会話レベルの英語が使える。
▶ 継続して英語を学習し、TOEIC 等の得点を伸ばそうという意欲を持っている。
B 3・4 年次には英語による専門関連科目を開講する。受講・理解に必要な英語力習得を目的とした
英語科目を並行して開講する。
▶ 英語レベル上位者は、二者間折衝・交渉レベルの英語が使える。
C ボストンで現地大学生・留学生と多文化協働プロジェクトに取り組む。テーマを設定してグルー
プ研究を行い、活動成果を発表する。
東京でも外国人や外国人留学生との多文化協働プロジェクトを実施する。
▶ 英語を母語としない World Englishes を受容し理解することができる。
▶ 多数者間折衝・交渉レベルの英語が使える。
2. グローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・調和する能力［Collaborate］
A ボストン留学中に、市内の事業所や施設でボランティア活動に参加する。
様々なセッションを企画して、現地大学生との協働体験を積む。
キャンパス周辺の住民に、日本の食や伝統文化を紹介する催しを企画・実施する。
▶ 日本の生活文化や伝統芸術を理解し、英語で紹介できる。
▶ 多様な宗教や文化、習慣、価値観の存在を理解し、偏見や差別感を持たない。
▶ お互いを尊重し、公平な態度を持って人とかかわることができる。
B ボストンや東京で外国人学生との多文化協働プロジェクトに参加する。
▶ 物事をいろいろな角度から見て、原因や課題を発見できる。
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3.

4.

5.

6.

▶ 問題をどう解決するか、いろいろな方法を考えて提案できる。
▶ 何事にもチャレンジして、あきらめずに最後までやり抜く。
IT を使いこなす能力
A ボストンや東京で多文化協働プロジェクトに、東京で企業協働プロジェクトに参加する。
▶ ワードやエクセル、パワーポイント等を操作して、書類やプレゼンテーション資料が作れる。
▶ インターネットを活用して、世界の様々な地域から信頼性の高い情報を入手できる。
▶ 入手した情報を分析し、自分が必要な内容を読み取ることができる。
▶ 不確定な要素があっても、情報を元に問題解決の方向性を判断できる。
B ボストンや東京での活動を、学生がブログで公開する。
▶ インターネットの便利さと怖さを知っていて、安全に利用できる。
▶ 日本語や英語で、読み手に理解してもらえるように情報を発信できる。
様々な異なる人・価値・文化・物を結びつける能力［Connect］
A 東京やボストンでボランティア活動やフィールドワーク、ビジネス体験に参加する。
▶ 日本語や英語の文章を読んで理解し、要点をつかめる。
▶ 異なる意見や考え方を認めながらチームワークを発揮できるよう、一人ひとりに働きかける。
▶ 自分の文化がマイノリティである集団に置かれても、自分の力を信じて努力できる。
▶ 自分の魅力や長所を見つけ伸ばそうと考える。足りない部分や欠点に気づいている。
B 1 年次から 3 年次まで毎年 1 回、4 日間の宿泊研修に参加する。
▶ 健康的な生活習慣を心がけている。
▶ みんなで力を合わせ、役割を分担してチームワークを発揮できる。
C 人見記念講堂で世界の芸術文化を鑑賞する。
▶ 世界の芸術を鑑賞し、味わい、感動できる。
▶ 基本的なマナーを身につけている。
新しい価値や文化を創造する能力［Create］
A ボストンや東京で多文化協働プロジェクトに参加する。
▶ 様々な考えや意見を認めながら論理的に発言し、発展的な議論をすることができる。
▶ 世界の歴史や地理、主要な国の文化について、基礎的な知識を持っている。
▶ 異なる国の様々な人の意見を受け入れ、同時に自分の考えを論理的に説明できる。
B 東京で企業協働プロジェクトに参加する。
▶ グループ活動に参加して自分の役割を果たすとともに、積極的に提案を行う。
▶ 海外の事例を参考に、日本のニーズに合わせてアレンジできる。
身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する能力［Glocal］
A 東京でコミュニティサービスや企業協働プロジェクトに参加する。
▶ 地球環境の変化や経済の動きに関心を持っている。
▶ 世界のニュースを知り、問題がなぜ発生したのか調べて理解できる。
▶ 自分の住む地域の魅力や課題を認識し、その発展や解決のために活動できる。
▶ 前向きに考え、新しいことに挑戦するチャレンジ精神を持っている。
▶ 社会のルールを理解し、倫理観を持って自分の行動に責任が持てる。
▶ 多世代間で協力し、チームワークを保ちつつ課題に取り組める。
▶ リーダーシップやパートナーシップを発揮して、主体的に行動できる。

本構想では、
「1.外国語（英語）の能力」を基軸として、2～6 の取組を充実させていく。学生は、留学
前にボストン研修に必要なレベルの英語基礎力を身につけ、その後ボストンでのフィールドワークを体験
する。TOEIC 等により、個別の英語力を把握し、能力に応じてボストンで企業の現場を体験する。また、
近郊の大学での授業聴講や正規履修を行い、ボストン校はその学習をサポートする。さらに、多文化協働
プロジェクトのリーダーや公的な日米文化行事のホスト役等を体験してグローバルな意識を醸成する。こ
うした体験を通じて、海外留学制度を活用した正規留学へと意識を向ける。
また、海外の大学で講義を履修・聴講できるレベルまで英語力が到達しない学生は、東京での多文化協
働プロジェクトに参加しながら英語クラスを履修し、在学中の短期海外留学体験に挑戦する。
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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２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

４５人

５０人

60 人

80 人

40 人

35 人

20 人

25 人

5人

56 人

７５人

８０人

100 人

110 人

457 人

520 人

571 人

518 人

486 人

500 人

20.1％

22.2％

24.7％

27.0％

45 人（ 40 ）

50 人（ 35 ）

卒業時の外国語力スタンダード

人
間
文
化
学
部

平成２４年度

TOEIC 700

60 人（ 20 ）

80 人（ 25 ）

海外留学経験者数

5人

56 人

７５人

８０人

100 人

110 人

３カ月未満

5人

10 人

１５人

１５人

３０人

35 人

３ カ月～ １年

0人

46 人

60 人

65 人

７０人

７５人

超

0人

0人

0人

0人

0人

人

卒業［予定］者数

１

年

457 人

520 人

571 人

518 人

486 人

500 人

目標設定の考え方

平成 25 年度に開始するボストンでの近郊大学との短期プログラム参加者を平成 27 年度以降の卒業者としてカ
ウントした。外国語スタンダード(TOEIC700)を上回る学生は、平成 25 年度で 45 名を見込み、平成 27 卒業
者から新プログラムの成果を出していく。

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

全

学

平成２５年度

0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２６年度

20 人

平成２７年度

40 人

571 人

518 人

486 人

0.0％

3.9％

8.2％

平成２８年度

70 人
500 人

14.0％

（対象：人間文化学部）
（測定指標・達成水準）東京・ボストンで行う多文化協働プロジェクト(単位科目)の 5 段階成績評価のうち 5 以上の評価取得者。
（平成 26
年度からの実施となるため、平成 25 年度は対象者なし）
（指標・水準設定の考え方）多文化協働プロジェクトでは、問題設定・企画立案・取組方法・チームワーク・リーダーシップ・プレゼンテ
ーションなどを総合的に評価する。5 以上の学生は高いレベルで 3C’s1G の能力が身についていると考えられる。
（達成する学生数設定の考え方）2、3、4 年次の学部学生が対象となる。多文化協働プロジェクトの履修者を年間 350 名とし、その 20%が
5 以上を習得することを目指す。

人間文化学部
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

0人

20 人

40 人

70 人

571 人

518 人

486 人

500 人

0.0％

3.9％

8.2％

14.0％
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】
1.

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
A 海外協定校を平成 28 年度までに 18 大学に拡充する。
B 人間文化学部の全授業科目の英語版シラバスを平成 28 年度までに整備する。
C 主要な規定、事務文書、学内掲示の日英表記を平成 28 年度までに完了する。
D ボストンでの教職員研修プログラムを平成 24 年度から実施する。

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
A ボストンでの Readiness Program および Bridge Program を平成 25 年に設置する。
B 平成 24 年度からボストンに国際交流センター分室を設置しプログラムコーディネーターを配置
する。
C 平成 26 年度から、ボストンおよび東京での多文化協働プロジェクトを実施し、平成 28 年度か
らの新学部のプロジェクトと合同展開する。
D 平成 26 年度から東京での短期集中留学生受入プログラムを実施する。
E 平成 26 年度から副専攻での国際教養関連科目（外国語による専門科目）を開設する。

3.

教員のグローバル教育力の向上の取組
A 平成 25 年度から海外協定校からの 1 年間の期間限定教員の受入れを開始する。
B 平成 26 年度からボストンでの FD プログラムを毎年開催する。
C 平成 24 年度からボストンまたは東京でのグローバル人材育成に関するシンポジウムを開催す
る。

4.

日本人学生の留学を促進するための環境整備
A 平成 26 年度新入生から、学科毎にボストン研修および正規留学が組み込まれた履修モデルを作
成し開示する。
B 平成 24 年度から国際交流センターに留学アドバイザーと語学学習アドバイザーを配置する。
C 平成 25 年度にインターネットの個別学習ポートフォリオシステムを試行し、翌年から運用を始
める。

5.

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
A 平成 26 年度新入生から、英語能力や海外留学経験のある受験者を対象とした特別選抜試験を実
施する。
B 平成 25 年度から、全学生を対象とした英語プレイスメントテストを実施し、レベル別クラスを
設置する。
C 平成 25 年度から、語学学習アドバイザーによるコンサルテーション制度を導入する。
D 平成 24 年度から TOEIC 受験対策講座を開講する。

6.

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
A 平成 24 年度にグローバル人材育成推進プロジェクト委員会を設置する。
B 毎年 8 月に実施状況の中間自己評価を行い、3 月に自己評価、学生評価、外部評価による達成度
と改善状況の評価を行う。
C 前年の取組状況を踏まえて、平成 25 年度から取組内容の報告発表会を東京とボストンで毎年開
催する。
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目標設定シート３

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】
※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。

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

平成２４年度

96 人

（Ａ）

（

平成２５年度

87 人

63 人）

（

50 人）

平成２６年度

125 人
（

100 人）

平成２７年度

135 人
（

平成２８年度

155 人

110 人）

（

130 人）

175 人
（

140 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

（

2人
2 人）

（

2人
2 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

94 人
61 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

85 人
48 人）

（

120 人
95 人）

（

（

130 人
105 人）

150 人
125 人）

（

170 人
135 人）

（

5,212 人

5,205 人

5,264 人

5,377 人

5,460 人

5,480 人

1.8 ％

1.7％

2.4％

2.5％

2.8％

3.2％

1.2 ％）

（

1.0％）

（

1.9％）

（

2.0％）

（

2.4％）

（

2.6％）

アジアの協定大学に毎年 40～45 名を派遣する。平成 25 年度からはボストン市内の大学と協定を締結し、4
週間延長プログラムで本格的に授業履修制度を始める。その他認定留学制度の見直しや、新たな海外協定大学

目標設定の考え方

の開拓により派遣学生を増やす。なおボストン研修参加学生（約 350 名/年）のうち、他大学での授業履修者
は平成 28 年度で 70 名の計画である。

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

25 人
（

12 人）

１年以上

71 人
（

合 計
0人

51 人）

（

0 人）

96 人
（

63 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

（

2人
2 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

2人
2 人）

（

23 人
10 人）

71 人
51 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）

（

5,212 人

5,212 人

0.5％
（

0.2％）

5,212 人

1.4％
（

1.0％）

（

5,212 人

0.0％
（

0.0％）

94 人
61 人）

1.8％
（

1.2％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

（Ａ）

平成２４年度
（H24.5.1）

平成２５年度
（H2５.5.1）

平成２６年度
（H2６.5.1）

平成２７年度
（H2７.5.1）

平成２８年度
（H2８.5.1）

61 人

70 人

95 人

115 人

155 人

（ 30 人）

（ 40 人）

（ 11 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

3人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

8人
0 人）

（

32 人
0 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

（ 15 人）

（ 25 人）

３人
0 人）

（

3人
0 人）

（

3人
0 人）

（

3人
0 人）

（

10 人
0 人）

（

15 人
0 人）

（

18 人
0 人）

（

22 人
0 人）

（

37 人
0 人）

（

47 人
0 人）

（

59 人
0 人）

（

85 人
0 人）

（

18 人
（ 11 人）

20 人
（ 15 人）

30 人
（ 25 人）

35 人
（ 30 人）

４5 人
（ 40 人）

61 人

70 人

85 人

100 人

135 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）

（ 11 人）

（ 15 人）

（ 15 人）

（ 15 人）

（ 20 人）

全 学 生 数

5,205 人

5,264 人

5,377 人

5,460 人

5,480 人

1.2％

1.3％

1.8％

2.1％

2.8％

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

（ 0.2％）
1.2％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

目標設定の考え方

（ 0.2％）

（ 0.3％）

（ 0.5％）

1.3％
（ 0.3％）

（ 0.5％）

1.6％
（ 0.3％）

1.8％
（ 0.3％）

（ 0.7％）
2.5％
（ 0.4％）

平成 25 年度から学部私費留学生の入試制度を見直し、新入生・編入生の入学者を増やす。大学院では奨学金
支給者数を増やす。また、平成 26 年度から協定校の短期留学プログラムを開始する。

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

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

１
２

韓国
中国

３

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

27 人
26 人

27 人
26 人

ベトナム

3人

3人

４

台湾

1人

1人

５

モンゴル

1人

1人

６

カンボジア

1人

1人

７

英国

1人

８

ネパール

1人
1人

９

人

人

１０

人

人

その他

人

人

合 計

61 人

61 人

1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

54 回

99 回

165 回

231 回

330 回

3,298 回

3,300 回

3,300 回

3,300 回

3,300 回

1.6％

3.0％

5.0％

7.0％

10.0％

日本文学・歴史学・家政学・教員養成等、日本語で講義しなければならない授業を持つ学科がある。
目標設定の考え方

従って、全学科一律に割合を高めることは難しいため、英語・国際系、社会科学系、設置予定のビジネ
ス系学部の割合を高めることで、全体の数値を向上させることで目標を設定している。

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

外国人教員等（Ａ）

55 人

60 人

65 人

68 人

72 人

うち外国人教員

11 人

16 人

18 人

20 人

22 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

割

27.0％

28.6％

31.0％

32.4％

34.3％

合（Ａ／Ｂ）

日本文学・歴史学・家政学・教員養成等、日本語で講義しなければならない授業を持つ学科がある。
目標設定の考え方

従って、全学科一律に割合を高めることは難しいため、留学支援プログラム、英語系、社会科学系の学
科、設置予定のビジネス系学部を中心に外国人教員を増やすことで目標を設定している。

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

94 人

105 人

116 人

126 人

137 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

割

46.1％

50.0％

55.2％

60.0％

65.2％

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

ここ数年の新規採用では、博士号取得者を優先的に採用しており、取得者は増加の傾向にある。
目標設定の考え方

平成 28 年度までに採用する教員は博士号取得を原則とすると同時に、現在博士号を取得していない教
員に対して奨励する形で増加を目指し、5 年後に半数の教員が博士号取得している状態とする。

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比）
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

総学生数（Ａ）

5,205 人

5,264 人

5,377 人

5,460 人

5,480 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

割

合（Ａ／Ｂ）

25.5

25.1

25.6

26.0

26.1

本学の教員あたりの学生数は、日本の私立大学の中でも十分に少ない方である。一方で平成 25 年度に
目標設定の考え方

新学部(入学定員 100)を開設する予定であり、その学生数増加と他学科の定員超過率を下げながら、
現状をなるべく維持していくという考え方をとっている。
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

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

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC800 点

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

3人

7人

10 人

12 人

12 人

120 人

120 人

120 人

120 人

120 人

2.5％

5.8％

8.3％

10.0％

10.0％

事務職員の外国語力スタンダードを TOEIC800 点と設定し、平成 24 時点で TOEIC700 点台の 4
目標設定の考え方

名を平成 25 までに 800 点台に伸ばす。その後は語学集中研修等により現職員のスコア向上を図ると
ともに、職員採用時に語学力の基準を設けて英語運用能力の高い職員を新たに採用する。

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】

本学では、2006 年度に「長期計画」を策定し、学
園の教育理念に基づく戦略目標を策定した。
大学部門における教育研究のグローバル化に関す
る項目は以下の通りである。
1. 私費外国人留学・交換留学の充実
在籍留学生数 100 人を目標に、下記内容を充実
させて世田谷キャンパスの国際化をめざす。
①留学生数増を目的とする受験しやすい環境
整備 ②交換留学制度の充実 ③協定校との
日常的な情報交換やサイト相互リンク等によ
る募集活動
2. 英国学校の誘致と効果的な連携
2006 年にブリティッシュスクールをキャンパ
スに誘致し、日常的な多文化交流を推進した。
同校との連携で従来の枠にとらわれない、国際
的視野で人材育成プログラムを整備する。
3. 昭和ボストンとの連携を強化、
これまで昭和ボストンを活用した語学・国際交
流プログラムを開発して多くの留学経験者を
輩出したが、様々な情報を世田谷キャンパスと
共有するため、日常的な情報交流と授業内容を
意見交換できる環境を整備し、FD 活動を積極
的に推進していく。
4. 教員の資質向上と国際的評価
①学生による授業評価だけでなく、教員間の授
業参観機会を設ける ②TOEIC 試験を全学生
に義務づけて国際社会への対応を図る ③国
際機関への就職者を多く輩出して具体的な実
績を残す ④世界で活躍する人材を育成する
ために全学部・大学院において英語で授業する
コースを設ける ⑤昭和ボストンを拠点に、近
隣の大学での授業に参加できるよう仕組みを
考え、長期の留学カリキュラムを充実させる。

現在、2012 年度からの新たな長期計画を策定して
いる。大学のグローバル化の推進の項目で、以下の
戦略目標を掲げることとする。
1. 昭和ボストンの有効活用
①各プログラムに修正を加え、留学体験型から
グローバル人材の育成型につながるようカリキ
ュラムを強化・発展させる ②教職員で協議し、
東京のプログラムと密接に連携したカリキュラ
ムを設計する ③海外への正規留学を意識し、
準備教育や情報提供を行える体制を整備する。
2. 海外協定校の拡充
①海外協定校数 8 大学を、18 大学まで拡充し、
同時に受入交換留学生数を 11 名から 20 名に、
半年以上の派遣交換留学生を 50 名から 75 名に
なるよう企画・実施する。②教員相互の教育・
研究交流活動を推進。
3. 交換留学生数の増加
①アジアとのネットワークを強化して留学生数
を増加させる ②日本語能力の低い留学生の生
活支援と教育プログラムを充実させる。
4. 留学準備教育、語学教育の充実
①留学を意識した科目群を配置し、語学力向上
に効果的な科目を増やす ②各学科の基幹科目
を中心に英語での授業科目を開講し、専攻分野
に関連する海外留学ができるよう指導する。
5. 大学の国際化
①ウェブサイトやシラバスの多言語化 ②ブリ
ティッシュスクールを活用した多文化交流の推
進 ③外国語による情報発信 ④外国語による
授業の開設 ⑤書類や案内看板の英語併記。
6. 事務組織の強化
①教務・学生支援の 1 組織だった国際協力担当
を学長直轄の国際交流センターに改組し、大学
のグローバル化の推進組織として配置する ②
学長や理事への情報提供と大学の方針に沿った
国際化の企画・立案・戦略の実行を担う。
7. 学生サポート体制の強化
①留学生の受け入れと派遣に関する支援体制の
充実 ②ボストンにサテライトオフィスを設置
し、昭和ボストンやアメリカ留学中の学生を現
地で支援する ③留学生や研究者の新規開拓。

在籍留学生数 100 人の目標は現在のところ達成
していないが、ブリティッシュスクール誘致による
多文化交流や昭和ボストンの活用等、達成させたも
のもある。
教員の資質向上、世界で活躍できる人材育成の目
標等はまだ具体策を検討できていない。
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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】
1. シラバスの充実
現在、シラバスは本学公式ウェブサイト上で公
開している。主な項目は、科目（日英併記）担
当教員、授業概要、授業到達目標とテーマ、キ
ーワード、学修内容と準備学習、評価基準と評
価方法、教科書・参考書である。
2. GPA など厳格な成績評価
現在、学生ごとに履修科目の平均点を単位未修
得の科目も含めて算出しており、GPA 以上に成
績状況を細かく把握できている。平均点により
奨学金受給者や学長賞の選考、早期卒業の認定
を行っている。海外留学者のため、GPA 算出方
法も定めている。
成績評価は、取り決め事項で全学的な目安を定
めている。
3. ナンバリングの導入
科目難易度の指標として「開講中心年次」をカ
リキュラム表に記載している。
4. 履修可能な上限単位数の設定
各学期の履修する上限と下限単位数の範囲を
定め、過剰な科目数を履修しないよう学生に呼
びかけてかけている。
5. アクティブ・ラーニングの推進
本学では、学生の地域活動コミュニティサービ
スラーニングを奨励し、各学科に１科目以上設
置している。グループワークやフィールドワー
ク、ディベート、プレゼンテーション等が開講
数の半数以上を占める科目は、学部全体で 80
科目である。
また、インターンシップを単位化し、認定留学
も制度化している。
他学部では、地元商店会や企業と協働するプロ
ジェクト研究も試行している。本学では、学生
が企業課題の解決策を提案するプロジェクト
研究を全学科に奨励する計画で、その拠点とな
る研究所設置を予定している。
インターンシップやコミュニティサービスラ
ーニングの事前学習と支援・評価方法は整備さ
れているため、実践活動に取り組む学生のアウ
トカムズ向上を支援できる。

【本構想における取組】
本構想に関する各取組の検証・FD 活動は、本学
と昭和ボストンが共同で実施する。ボストン市内の
大学コンソーシアムから専門職を招聘し、カリキュ
ラムの国際通用性を高める。
1. シラバスの充実と多言語化
現在作成していない英語版を、本構想の開設科
目や英語で実施する科目から開始し、人間文化
学部授業科目の英語版を完成させる。
2. GPA など厳格な成績評価
海外留学者のために GPA を英文証明書に掲載
する。
成績評価は、教員個人の裁量に依存しないよう、
大学全体の基準を設定する。
3. ナンバリングの導入
人間文化学部全授業科目についてナンバリング
を行い、学生の体系的な履修を支援する。
4. 履修可能な上限単位数の設定
授業時間外での学修時間の増加と単位の実質
化を推進する。各学期で履修する単位数は、よ
り厳格に適応する。
5. アクティブ・ラーニングの推進
計画する多文化協働プロジェクトにより、学部
全体のアクティブ・ラーニングを促進する。ま
た、2013 年度に開設する現代ビジネス研究所
では、企業社員と教員が学生の課題解決型プロ
ジェクト研究を支援・指導する企業協働の研究
所を想定している。これを全学的に支援して本
構想の成果を充実させる。
ボストンでも、多文化協働プロジェクトを計画
している。キャンパス内の学生寮で同居する現
地大学院生や社会人女性を TA として採用し、
正課外の学習支援を充実させる。現地の国際交
流センター職員が、TA のスケジュールや協働
プロジェクトの進捗状況を管理し、必要に応じ
てオブザーバーやゲストを招聘する等、学生の
主体的学習をサポートする。
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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】
1. 情報公開方針に基づき、以下の情報を本学ウェ
ブサイト等で、日本語で公表・発信している。
A 教育活動の規模や内容等
学生に関する基本的な情報
明確な方針に基づく教育課程とその水準
教育外部資金の獲得状況
B 教育の国際連携
C 外部評価等の実施状況
2. 法人全体の長期計画、事業計画・報告書（各年
度）は、サイトでの公開に加え、関係省庁・団
体・卒業生・マスコミ等に送付している。
3. 英語版ウェブサイトやパンフレットで留学生
に入試情報を提供している。
中国語版パンフレットも作成済である。

【本構想における取組】
1. 主要な情報は、英語併記で公開する。
外国人教員数や研究成果の生産性や水準に関
しても公開する。
2. 留学生への情報提供は、入学後の生活（学生寮、
日本語や経済支援）
、教育（教育支援員）
、学位
取得に関する項目、進路、交流協定に基づく交
換留学プログラムの状況等を英語で行う。
3. 海外交流協定校や相互の留学生・聴講生等の増
加を目的に、シラバスや単位修得の基本方針等
の教育情報を英語で公開する。
4. 公開方針、担当部署、チェック機能等、情報公
開機能を検証し、スピーディーで正確な情報発
信システムを再構築する。

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】
1. 教務・学生支援部署内の事務組織だった国際協 1. 国際交流センターを拠点とした大学のグロー
力担当を学長直轄の国際交流センターに改組
バル化計画を立案し、構想と目標値、具体的計
した。
画を全学に公表する。
2. 全職員に TOEIC テスト受検を課し、目標スコ 2. 国際交流センター内に留学アドバイザーや語
ア（650 点）を設定した。
学アドバイザー等の専門職を配置し、センター
機能を強化する。
3. センター職員と教員とが連携して学習・生活支
援できるよう、ボストンおよび協定校等に留学
生担当者を配置する。
4. 服務規程等の諸規定、事務書類、学内掲示を英
語併記することで、外国人教職員が働きやすい
職場環境を整備する。
5. 教職員の新規採用は英語併記で公募する。
6. ボストンの大学コンソーシアムと昭和ボスト
ンとの連携を強化し、教職員研修プログラムを
ボストンで運営する。
7. 職員に年 1 回の TOEIC 受検を課し、受検対策
講座等を実施して英語力向上を支援する。
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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】
1. 昭和ボストンを利用し、多様なプログラムをカ 1. 本構想では、昭和ボストンでの学修をグローバ
リキュラムに位置づけて実施している。英語コ
ル人材への Readiness の場に位置づけ、
現行の
ミュニケーション学科と国際学科の欧米言語
英語コミュニケーション学科（全学生必修）
、
コースでは、必修として最長 3 期までのセメス
国際学科（欧米言語コース学生必修）のプログ
ター単位の長期研修を実施している。他学科学
ラムを基礎として、日本語日本文学科、歴史文
生には、1 期研修と夏季 1 か月の短期研修を希
化学科学生が選択履修する Boston Readiness
望者に用意している。
Program を開設する。
なお、2 期以上ボストンに滞在する学生のうち
昭和ボストンでの取組は次の通りである。
一定の基準を満たした者に対しては、近郊にあ
A Readiness Program は 15 週間とし、英語
る大学の授業聴講プログラムがある。
スキルの 4 技能を集中的に伸ばすコア科
2. 本学卒業後にボストンの大学院・大学に進学す
目群と、学科の特色に応じた選択科目群で
る学生は、昭和ボストンの寮に滞在して通学す
構成する。続く 4 週間を Bridge Program
る Fellow 制度を設けている。学生の相談相手
として、近郊協定大学の講座受講による単
となることで、寮費が免除される。
位修得を目指す。
3. 国際学科のアジア言語コースの学生は、協定校
B Readiness Program では、本学学生と
の交換留学プログラム等を利用した最長 1 年
Colleges of the Fenway 等の本学協定大
間の上海・ソウルへ選択必修留学プログラムを
学で学ぶ留学生による多文化協働プロジ
設け、カリキュラム上に位置づけている。
ェクトを実施する。様々な国籍を持つ学生
4. ボストン・上海・ソウルの必修留学以外にも、
と、共通言語である英語でグループワーク
アジアの協定校への交換留学や米国の留学団
を行い、成果を発表する。
体 SAF と連携した認定留学制度、その他本学
このグループワークを行う場として、昭和
の認める大学への個人留学を認める認定留学
ボ ス ト ン が 提 携 す る Colleges of the
制度を設けている。留学期間を本学在籍期間と
Fenway (http://www.colleges-fenway.org/) の
して算入することで、卒業延期することなく留
近くに、学生が自主的な活動に利用できる
学を可能としている。また、SAF 認定留学生
フリースペースを持つサテライトオフィ
のうち、年間 15 名までは本学から奨学金が支
スを設置する。
給される。
多文化協働プロジェクトでは、昭和ボスト
5. アジアの協定校（韓国・ベトナム）とは、日本
ンに 2 期以上滞在する学生がリーダーと
語教育実習の短期交換プログラムを実施し、現
なり、Readiness Program の学生がアシ
地の日本語および日本文化理解の促進に貢献
スタント的役割を経験することで、多文化
している。人間社会学部では、デンマークの協
グループワーク運営に必要な力を身につ
定校で児童福祉実習を行う最長 2 期の長期研
けていく。Readiness Program 参加後に
修プログラムを実施している。交換留学の双方
継続して 2 期以上滞在する学生が次のリ
向交流の中で、多様な環境の中で福祉実習を体
ーダーとなることで、学生組織のサイクル
験できる。
を確立する。また、1 期で帰国する学生に
6. 国内外で学生のインターンシップ・企業体験、
は、世田谷キャンパスで留学生や短期受け
ボランティア活動等を奨励し、受け入れ施設を
入れ留学生と多文化協働プロジェクトを
開拓している。いずれの活動も取組状況とレポ
実践する。
ートを評価して単位を認定している。
C Bridge Program の学生は、本学協定大学
7. その他、春期ヨーロッパ研修や海外デザイン演
で女性リーダー、福祉・教育、多言語多文
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8.

9.

習等、多様な体験型短期海外研修を実施し、ほ
とんどのプログラムで単位を認定している。
米国ハーバード大学からインターンシップを
希望する学生 1・2 名を 2 か月程度受け入れて
いる。本学の学生寮に滞在し、英語授業等の
TA や交流イベントに参加し、学生の良きロー
ルモデルとなっている。
全学生を対象とする著名人による講演会「女性
教養講座」では、社会で活躍する文化人、女性
リーダー、企業経営者を中心に、年間 20 回の
講演を行っている。学生には、年間 5 回以上の
聴講とレポートの提出を義務づけている。
また、この講演の記録をまとめて冊子「女性文
化」を刊行し、全学生に配布している。

2.

化教育、ビジネス、アート、歴史等の専門
分野の集中講義を受講する。
2 期以上滞在する学生には、ボストンの近
郊にある大学の正規講座を履修させて、単
位修得を目指す。
D これら専門科目の学修を支援するため、従
来の Fellow 制度を発展させて本学卒業生
と教員とが連携するチュートリングシス
テムを昭和ボストンに導入する。
Fellow は、米国での大学・大学院進学を
目指す学生のロールモデルとして、メンタ
ーの役割も担うことができる。
E Readiness と Bridge Program の全期間を
通じ、現地大学生との交流プログラムやコ
ミュニティーサービス、小中学校や日本語
学習者への日本語・日本文化紹介プログラ
ム等の体験型プログラムを実施し、異文化
体験を通して学生のグローバルな感性を
養う。また、優秀な学生にはビジネス体験
プログラム（インターンシップ）の参加を
認める。
F この Readiness と Bridge Programを効果
的に運営するため、昭和ボストン内にプロ
グラムコーディネーターを置き、学生支援
部署と教務部署との連携をはかりながら、
総合的な学生支援体制を整備する。
G ボ ス ト ン で Readiness と Bridge
Program を修了した学生には、身につけ
た能力により次の進路を選択させる。
① 世田谷キャンパスで学修する
② 引き続きボストンで学修する
③ 認定留学制度で他大学に半年～1 年
間留学する
②、③を希望する学生のために留学アドバ
イザーを置き、ボストン近郊大学のアドミ
ッション部門や進学コンサルタントと連
携しながら支援を行う。
留学先はアメリカ国内でなく、中国や韓国
等のアジアやヨーロッパ諸国の情報提供
と支援を行う。
Readiness Program の選択科目群には
仏・独・西・中・韓といった第 2 言語系科
目も開講し、留学先の言語習得を目指す。
H グローバル社会でキャリアを形成した女
性（文化人やビジネスウーマン等）を講師
として招聘し、
「グローバルに生きる」と
題する講演やワークショップを昭和ボス
トンで開催し、学生のマインドを海外にリ
セットする。
世田谷キャンパスでの取組は次の通りである。
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A

B

C

D

E

F

G
H

英語のスキル向上を目的に、1 年次から 4
年次までの一貫した英語学習カリキュラ
ムを整備する。語学学習アドバイザーがカ
ウンセリングを行い、学生一人ひとりの能
力に応じた 4 技能の学習方法を指導する。
この英語カリキュラムを、昭和ボストンの
Readiness Program のコアカリキュラム
と連動させる。
協定校からの留学生やハーバード大学の
学生を対象とした短期集中留学生受け入
れプログラムを開設する。
プログラムは英語による日本文化・社会・
歴史等の講義、歌舞伎や和食等の日本文化
体験で構成し、昭和ボストンや海外留学か
ら帰国した学生も参加させて単位を認定
する。また、学寮研修への参加も組み入れ
て留学生に日本的な集団活動を体験させ
るとともに、本学学生に日常的な文化交流
を体験させる。
東京においても、本学学生と本学留学生と
の多文化協働プロジェクトを実施する。ボ
ストン・東京のいずれのプロジェクトにお
いても学生がグローバルな課題やテーマ
を取り上げ、グループ間で協議して解決策
を提案する。本学現代ビジネス研究所の研
究員や関連企業の社員に対してプレゼン
テーションを行い、審査で優秀な成績をお
さめた提案は、現代ビジネス研究所の共同
研究対象に採用される。
英語による授業科目で構成する国際教養
関連科目を、人間文化学部の副専攻として
開設する。昭和ボストンや海外留学から帰
国した学生、海外からの留学生を対象と
し、講義の内容は、昭和ボストンの Bridge
Program と同種のテーマを中心として専
門性を高め、自らのキャリアを意識させる
内容とする。
本学女性文化研究所と連携し、女性教養講
座の中で国際的に活躍する女性リーダー
による講座を行う。また、本学のオナーズ
クラス（成績優秀者を対象とする特別ゼ
ミ）Leader’s Academy では、英語によ
るワークショップを行う。
外国人留学生には、アカデミック・ジャパ
ニーズを中心とした日本語スキルの授業
を開設し、日本語チューターを配置して留
学生の学修サポートを行う。
留学生への奨学金の対象を拡張し、認定留
学生全員に奨学金を支給する。
学部共通の英語カリキュラムと専門科目
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3.

4.

カリキュラムを運営する事務部署を、人間
文化学部に設置する。
ボストン以外の地域に留学する学生を対象と
した取組は、次の通りである。
A 国際学科学生の韓国または中国への選択
必修留学のため、留学前後の語学カリキュ
ラムの充実・強化をはかる。
また、学部学科に関係なくアジア圏の大学
へ留学できるよう、語学＋授業履修の学修
ができる海外協定校を開拓する。
B 現在、ボストンで行っているビジネス体験
プログラム（海外インターン）を、アジア
圏を含む他国でも行う。また、国内のイン
ターンシップについても、グローバル企業
で多文化の職場環境を持つ協力企業を開
拓する。
海外ボランティアでは、安全確保に注意し
ながら派遣国を増やす。
C 韓国とベトナムで行う日本語教育実習プ
ログラムの実習先を、他のアジア地域に広
げる。
D 中国・韓国の短期大学等卒業者の編入学者
を積極的に受け入れ、協定する大学と 2＋
3 や 3＋2（単位互換制度に基づく 5 年間
プログラム）の共同プログラムを提供して
留学生数を増す。
個別学生のグローバル力達成度を評価して適
切なアドバイスを加えるグローバル人材アド
バイザーを、人材育成企業と共同で配置する。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】
【本構想における取組】
1. 教員の新規採用は、主としてホームページ上で 1. ホームページでの教員公募を日英 2 言語で行
公募しているが、募集要項は日本語で記載して
う。
いる。これまで米国で学位を取得して米国の大
英語コミュニケーション学科、国際学科といっ
学での教育経験のある日本人教員が応募した
た言語系や社会科学系、設置計画中のビジネス
実績はある。
系学部を中心に、外国人教員や国内大学で外国
語による教育経験のある日本人教員を積極的
に採用する。また、応募条件には博士の学位を
有することや、英語での授業ができることを推
奨する。
2. 海外協定校との教員間交流を活発に行う。特に
アジア圏の協定校から 1 年間程度の期間限定
で教員を数名受け入れる。
また、本学教員を協定校に派遣し、短期集中講
座を中心に、海外での教育経験を積ませる。
3. 世田谷キャンパスで行う協定校の留学生を対
象とする短期集中プログラムでは、テーマによ
り本学教員に加えて外国の大学から教員を短
期間受け入れ、教員相互の協働によりプログラ
ムを充実させる。
これら外国人教員がスムーズに適応できるよ
う、学内文書の日英表記や生活支援等のサポー
ト体制を整備する。人間文化学部内に事務部署
を設置する。
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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】
1. 人間文化学部では、専門科目の授業と演習のた
めに毎年短期間、海外から客員教授を招聘して
いる。また、全学的には女性教養講座や特殊研
究講座などで、海外から講師を招聘して講演を
実施している。
2. FD 活動では、授業改善アンケート、授業公開、
FD サロン、授業改善報告書の作成を行ってい
る。これらの活動を通じた日本人教員と外国人
教員の意見交換によって、多文化的な視点によ
る授業改善のための活動を行っている。
3. 本学では、教育力向上のインセンティブとして
教員評価における教育活動の比重を高くして
いる。
教員評価は 3 段階（学科長、学部長、学長）で
実施し、評価項目は教育活動への取組、研究活
動への取組等で細分化している。さらに、この
教員評価は特別賞与支給率に反映される仕組
みで、教員が教育活動に積極的に取り組むイン
センティブを生んでいる。

【本構想における取組】
1. 英語による授業、多文化間コミュニケーション
を活性化させる授業等のグローバル教育に関
する FD 活動を積極的に行う。特に昭和ボスト
ンを活用して、ボストンで以下の FD プログラ
ムを実施する。
A 昭和ボストンの近郊大学で授業見学、メ
ンタリングに関するセミナーなど、学生
指導法の調査と専門職との意見交換。
B 米国の大学における学生サポート、留学
生対応、アドミッション、大学審査など、
大学運営・経営の調査と専門職との意見
交換。
2. アジアやボストンの各協定大学から教員を招
聘し、大学のグローバル化とその運営・経営に
関する課題、あるいはグローバル人材育成に関
する課題について国際シンポジウムを開催す
る。
3. 教員評価を継続し、適切に評価されているか、
またこの取組が教育力向上のインセンティブ
として有効であるかを検証する。
4. 海外協定校に本学から教員を派遣し、短期集中
講座を中心に授業を行い、教育のグローバル化
をはかる。
5. 授業改善アンケート結果に基づく学科ごとの
改善報告書を日英表記で公開する。
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様式４
様式４全体で３ページ以内

日本人学生の留学を促進するための環境整備
取組内容①

日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組

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

【これまでの取組】
1. 海外研修を必修とする英語コミュニケーショ
ン学科と国際学科では、入学前の説明会や入学
後のオリエンテーションを通じ、留学プログラ
ムの種類と内容を紹介して学生を動機づけて
いる。また、昭和ボストンに 1 期以上滞在する
学生には、出発前の 1 期を使い、Study Abroad
Preparation という準備・計画の授業を行って
いる。
2. 海外研修を必修としない日本語日本文学科、歴
史文化学科では、初年次必修の授業時間を利用
し、本学の留学プログラムの全体像を紹介して
いる。また、入学時に国際交流センターからア
ンケートを行い、回答した内容に応じた留学情
報を直接提供する等で学生を動機づけている。
これら学科で昭和ボストンや交換留学制度で
長期間留学しようとする学生には、国際交流セ
ンターが事前にオリエンテーションを複数実
施し、危機管理や生活上の指導をしている。
3. 海外留学プログラムは、主に国際交流センター
で開発しており、最近では海外協定校開拓や新
たな短期留学プログラムの開発を教員と連携
して積極的に行っている。
4. 留学関連情報や奨学金制度の情報収集と提供
も、国際交流センターが担当している。また、
英語コミュニケーション学科と国際学科では、
必修プログラム参加学生に向けて情報を提供
している。学生への情報提供が学科間で差を生
じさせないよう、オリエンテーションは国際交
流センター、英語コミュニケーション学科、国
際学科の 3 部門合同で開催し、提供情報の格差
が起きないように配慮している。
5. ボストンや海外協定校への必修留学の場合は、
履修する科目がカリキュラムに位置づけられ
ているため、オリエンテーションの機会に学生
に説明されている。
SAF 等を通じた認定留学も、留学申請前の説明
会で履修単位の基準について説明し、学生に周
知している。

【本構想における取組】
1. 現在の Study Abroad Preparation を発展さ
せ、ボストン以外の海外協定校に交換留学・認
定留学する学生に対する準備教育を徹底する。
2. 人間文化学部では、各学科 4 年間の履修モデル
で留学コースを説明し、学生が 4 年間どのタイ
ミングで留学し、そのためにはどのような科目
を学修して準備したら良いか、また、帰国後は
専門分野に留学経験をどう生かしていくかの
道筋を示す。
3. 入学時オリエンテーションや留学説明会で、こ
の履修モデルを分かりやすく説明し、最も身近
な存在の留学体験学生をアシスタントとして
動機づけを行う。
4. キャリア支援センターと連携し、留学経験のあ
る社会人や、留学して日本で働いている社会人
等を本学の社会人メンターとして登録し、メン
ターが学生にアドバイスしながらキャリアに
つなげる留学を意識させる。
5. 国際交流センターの機能を充実させ、留学アド
バイザーや語学学習アドバイザー等の専門職
を配置する。
6. 海外への留学・生活・奨学金情報をブログやホ
ームページ等から学生に提供する。センターの
レイアウトを見直して面談室を設ける等、学生
が利用しやすい環境を整える。
昭和ボストンへの派遣業務では、学生指導を各
学科教員、事務やコンサルテーションを国際交
流センター職員で担当し、質の高い学生サポー
ト体制を整備する。
7. 教務担当、研究担当、キャリア支援、アドミッ
ションの大学事務部門の職員、人間文化学部各
学科の教職員にグローバル人材育成担当を任
命し、国際交流センターと連携しながら各部署
で留学前、留学中、留学後を支援できる体制を
整備する。
8. SAF 認定留学生だけを対象とした奨学金制度
を、認定留学生全員に改める。大学が経済的に
支援することで、学生の費用負担を軽減する。
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4.

海外留学を促進する主な制度として、SAF 奨学 9.
金がある。これは SAF を通じた認定留学を希
望する学生に、本学授業料の全額（正規授業履
修の場合）
、または半額（語学科目履修の場合）
を給付するもので、年間 15 名まで給付枠を設
けている。
平成 25 年度からは、この奨学金制度を SAF 以
外の認定留学にも拡大し、定員枠を設けずに認
定留学が許可された全員を対象とする。この制
度変更に合わせて、認定留学を申請できる大学
の許可基準が厳しくなるが、全員が奨学金を受
給できることから、授業履修に進む学生をより
後押しする制度となる。

昭和ボストンで Readiness Program に参加す
る学生に対しては、現地に設置する国際交流セ
ンター分室と東京の国際交流センターとが連
携しながら留学コンサルテーションと語学学
習アドバイスを行い、学生の希望進路に応じた
学習支援を行う。また、昭和ボストンに滞在す
る Fellow が、ロールモデルとなり正規留学を
目指す学生のサポートを担当する。
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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】
1. 昭和ボストンでは、Student Service 部門の常
勤職員 6 人（日本語話者 2 名）が学生支援を担
当し、寮棟に現地アメリカ人が RA として 1 名
以上滞在し、職員と連携してイベントを企画し
ている。また、保健室のカウンセラーと日本人
看護士が学生の健康を管理している。
2. レベル別少人数クラスの英語科目を運営し、各
クラスで学生の学修を管理している。また、提
携大学の講義聴講で、教員によるチュートリン
グを徹底している。
3. 平成 24 年度から、上海交通大学に本学専任担
当職員（日中バイリンガル）1 人を配置し、学
生の生活と学修サポートを担当している。
4. 国際学科では、上海交通大学、ソウル女子大学、
SAF 認定留学生に、月例報告と総括レポートを
義務づけている。平成 24 年度から、他学科学
生の認定留学にも採用する計画である。
5. 帰国後に全員が参加するプログラムは実施し
ていないが、心身の健康や学習面で問題のあっ
た学生には、クラスアドバイザーを中心に指導
している。学修面では、英語コミュニケーショ
ン学科に Advanced Skill 科目を開設し、英語
の継続的スキル向上を支援している。
6. 留学中の就職支援では、現地で開催するフォー
ラムに参加を促す等、海外での就業を意識づけ
ている。進学希望者にはワークショップを行
い、進学のための知識を修得させている。
7. 緊急時・災害時の対応では、包括海外旅行保険、
海外事故対応保険に加入し、学生には海外旅行
保険加入を義務づけている。また、海外の企業
と契約し、平常時の定期安否確認に加え、危機
発生時の各種手配が迅速に行えるよう対応し
ている。
8. 昭和ボストン、海外協定校、海外認定留学等で
海外に留学する学生は、必ず事前にクラスアド
バイザーの履修指導を受ける。
留学を必修とする英語コミュニケーション学
科、国際学科では、学生や保護者に履修指導や
安全指導を実施している。
他学科の学生は、国際交流センターで危機管理
に関するオリエンテーションを実施し、外部保
険会社の研修も行っている。

【本構想における取組】
1. 昭和ボストンにおける基本的なサポート体制
はすでに整備できているが、さらに Student
Service 職員と教員の担当業務を調整し、東京
との連携を取りながら学生と適切なサポート
プログラムとを結びつけるプログラムコーデ
ィネーターを配置する。
2. 上海交通大学との委託契約で、本学専任担当職
員を配置した。この専任担当者が学生の生活
面・学習面をサポートする。
専任担当者が本学のニーズを理解し、連携でき
るように毎月の業務報告書と年 1 回以上の訪
日を義務づける。
3. 他地域では学生の身近に担当者はいないが、国
際交流センター教職員が各協定校を年 1 回程
度訪問し、学生の支援状況をヒアリングして改
善策を策定する。
4. 渡航前に保険会社が留学前セミナーを開催し
て学生の危機意識を喚起する。また、引き続き
海外旅行保険、事故対策保険、海外サービスを
利用し、事故や災害リスクに備える。
さらにメンタル面のサポートでは、保険会社と
提携して日本語によるオンライン相談窓口を
設ける。また、学生と引率教員にそれぞれ危機
管理マニュアルを作成して配布する。
5. 海外留学中の健康や生活、学修の進捗等、学生
の状態を、日本の担当教員や語学学習アドバイ
ザーが確認できるよう、インターネットの個別
学習ポートフォリオを構築する。
6. 留学中の就職支援として、ボストンや上海で現
地企業のビジネスウーマンによる講演やワー
クショップを開催する。
7. 帰国後のサポートとして、キャリア支援センタ
ー内に留学学生担当を配置し、留学経験を就職
につなげるための相談やサポートを行う。
キャリア支援センターでは、グローバル人材ア
ドバイザーと連携し、学生個別のグローバル能
力の達成度に応じたアドバイスを行う。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】
【本構想における取組】
AO 入試において、高いスコアを持つ受験者を評 1. 高い英語能力や海外留学経験のある受験者を
価の対象としている。また、留学や在外体験を評価
積極的に入学させるため、新たに特別選抜枠
の対象としている。
で 入学 試験を 実施 する。 この 入試で は、
TOEFL や TOEIC 等の語学スコアと、留学や
海外生活等の体験を積極的に評価する手法を
導入し、4 技能の習熟度を適切に評価する。
また高校時代に留学した受験生の場合は、留
学時の成績証明により留学中の学習成果を評
価する。
2. アジアを中心とした海外での留学生試験を試
験的に実施し、効果を検証したうえで本格実
施に向けた計画を作成する。

29
（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）

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】
1. プレイスメントテスト
英語は入学後に学科単位でプレイスメントテ
ストを実施し、レベル別クラスを 3 クラス程度
で編成している。
2. 学生の語学力向上度の測定
英語は学期ごとに TOEIC の模擬試験を実施し
ている。英語は TOEIC スコアを成績評価の
30％に加え、非英語系外国語は外部検定受検を
奨励して学生のモチベーションを高めている。
3. 外国語による論文作成
現在、外国語英語科目で「英語（はじめてのプ
レゼンテーション）
」を前・後期各 1 講座開講
している。プレゼンテーション技能の育成が主
目的で、論文作成指導までには至っていない。
4. 外国語で他者と議論できる力を養成
現在、外国語英語科目で「英語（アドバンスト
イングリッシュ）
」を前・後期各 2 講座開講し、
外国人教員と日本人教員が担当している。
TOEIC500 点または英検 2級以上の取得学生が
対象で、より実践的な英語活動で TOEIC650
点以上を目指している。
5. 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能
な力を養成する留学前準備教育
現在はまだ体系化できておらず、教員の個別支
援となっている。

【本構想における取組】
1. プレイスメントテスト
英語は学部単位でレベル別クラスを編成する
よう改正する。これによりクラス数が増え、
より細かなレベル設定が可能となる。
2. 学生の語学力向上度の測定
学期ごとに TOEIC テストを実施し、能力別に
クラス分けに反映させる。学生のスコアを分
析して教材や授業法を検証し、授業にフィー
ドバックする。
TOEIC 受検対策講座を開講して学習法を指導
し、英語の苦手意識を克服してスコアアップ
を目指すよう学生に指導・助言する。
3. 外国語による論文作成
昭和ボストンで、アカデミック・ライティン
グの基礎講座を開講し、文章構成等の基礎力
を育成する。東京では、以前からライティン
グサポートセンター担当者が英語文章・論文
の個別添削と指導を担当している。多文化協
働プロジェクトと並行して英語での論文作成
を指導することで、主体的な学習へと導く。
4. 外国語で他者と議論できる力を養成
本構想の多文化協働プロジェクトでは、外国
人学生との協働体験を実践する。ボストンと
東京で少人数英語クラスを編成し、語学学習
アドバイザーを配置して、学生の英語力向上
をサポートする。3・4 年次には英語による専
門関連科目を開設して留学生を受け入れ、多
文化間で意見交換できる環境を整備する。
5. 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能
な力を養成する留学前準備教育
東京とボストンの国際交流センター内に語学
学習アドバイザーを配置し、学生の個別英語
能力を分析してカルテを作成する。学修履歴
や TOEIC スコアを参考に、アドバイザーが英
語学習法のコンサルテーションを行う。目標
値の設定や学習方法を明確にすることで、海
外での専門レベルの履修が可能な英語力を主
体的に身につけさせる。現地生活に関する情
報も提供し、留学前準備学習を充実させる。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

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

【本構想における取組】
1. マネジメント体制
学長を議長とする本学の最終意思決定機関「大学部局長会」の下部組織として「グローバル人材育
成推進プロジェクト委員会」を設置し、本構想に基づくプロジェクトの企画・立案・管理を担当す
る。委員会決定事項は、大学部局長会で承認を受ける体制を敷く。
委員会は、構想責任者の担当副学長が委員長、実施責任者の国際交流センター長が副委員長となり、
人間文化学部学部長、教務部長、各学科長等を構成メンバーとする。
委員会では、全体の進捗状況を管理するとともに「カリキュラム」
「留学」
「昭和ボストン」
「キャリ
ア」
「入学選考」
「学生支援」等の担当教職員がプロジェクトチームを編成し、本構想を推進する。
2. 評価体制
「グローバル人材育成推進プロジェクト委員会」の自己評価、人間文化学部の学生組織「プロジェ
クト評価学生委員会」の学生評価、全学部教職員と外部評価委員で組織する「プロジェクト評価委
員会」による三段階評価を実施する。
またこの評価には、東京とボストンで行われる英語科目の効果検証と、学生の英語スキル向上の実
現に向けた提言を含む。
3. 評価方法
PDCA サイクルによる評価システムを構築する。
A Plan（実施計画の評価）
：毎年 3 月に実施を計画
カリキュラム、留学、キャリア支援、入学選考、学生支援等の年間計画の自己評価と外部評価
B Do（実施状況の評価）
：毎年 8 月と 3 月の期末に実施を計画
本構想の実行・経過状況に関する自己評価
C Check（点検評価）
：毎年 3 月に実施を計画
プロジェクト評価学生委員会、プロジェクト評価委員会による本構想の計画と達成度の評価
D Act（改善評価）
：毎年 3 月に実施を計画
点検評価の結果に基づく改善状況の学生と外部委員の評価
4. 評価基準
本学の教育理念、戦略目標、本構想の指標に基づく PDCA サイクル評価を実施する。また、数値達
成度を常に意識しながら全体を評価し、グローバル人材育成の継続的なプログラムの実現を目標と
して評価を行う。

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

1.
2.

3.

ウェブサイト上で成果を公表
本構想専用のサイトを開設・運営し、実施の計画や進捗状況を日本語と英語で公開する。
また、ブログサイトを随時更新しながら、最新の情報をスピーディーに公表する。
報告書の作成
毎年 4 月に報告書を作成し、高等教育機関や企業、学生、保護者等に配布する。ウェブサイト上か
らも公表して、多くの人が閲覧できるよう配慮する。
また、本構想の目的や実施計画を説明するパンフレットを、日本語と英語で作成して普及をはかる。
報告会の開催
東京とボストンで取組成果の報告発表会を毎年開催する。
報告発表会には、他大学の教職員やボストン滞在中の日本人留学生を招待し、多文化交流を進める
機会として活用し、成果のさらなる向上に努める。
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画
【構想実施に向けた準備状況】
① 教務・学生支援の 1 組織だった国際協力担当を学長直轄の国際交流センターに改組し、大学のグロー
バル化の推進を担当している。
② ハーバード大学教授竹内 弘高氏を本学学事顧問に迎え、留学プログラムの改善や、ボストン近郊大
学との交流準備を進めている。
③ 認定留学をする学生に対しての給付型奨学金制度を強化し、留学を奨励できる体制を整えている。
④ 平成 25 年度開設を目指して「グローバルビジネス学部」の新設を目指しており、新学部を中心とし
た英語による科目の新設をするべく調整を続けている。
⑤ プロジェクト推進委員会を発足させた。
【平成２４年度】
① ボストン市内にサテライトオフィスを設置する。
② 人間文化学部学生の英語レベルを把握する。
③ 人間文化学部各学科に留学担当助手を配置する。
④ 留学準備のための語学講座を開講する。
⑤ 留学情報を提供するホームページを開設する。
⑥ 国際交流センターに留学・語学アドバイザーを配置する。
⑦ シラバスの英語版作成を開始する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を進め留学生の派遣と受入体制を整える。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウムを開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第一回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの導入を準備する。
【平成２５年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用して留学生サポート、近隣大学との交流を行う。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握する。
③ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを行う。
④ 留学準備科目、語学力強化科目を開講する。
⑤ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑥ 英語版シラバス、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑦ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を進め留学生の派遣と受入体制を進める。
⑧ 東京において国際シンポジウム（第一回）を開催する。
⑨ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第二回）を作成する。
⑩ 留学ポートフォリオシステムの試行的に開始する。
【平成２６年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用して留学生サポート、近隣大学との交流を行う。
② 東京とボストンで多文化協働プロジェクトを開始する。
③ 人間文化学部学生の英語レベルの変化の把握と効果検証を行う。
④ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを継続しつつ、その効果を検証する。
⑤ 留学準備科目、語学力強化科目の成果検証、英語による専門科目、日本語サポート科目の開講を行う。
学科毎の履修モデルを作成し公開する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 公開済英語版シラバスの改定を行い、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と留学生の派遣と受入を進める。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウム（第二回）を開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第三回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの運用を本格的に進める。

32
（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）

【平成２７年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用した留学生サポート、近隣大学との交流の効果検証を行
う。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握する。
③ 留学生の派遣と受入サポートの検証結果に基づき、国際交流センター等のサポート体制を発展させ
る。
④ 留学準備科目、語学力強化科目、英語による専門科目、日本語サポート科目を拡大する。
⑤ 東京、ボストンでの多文化協働プロジェクトを拡大する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 公開済英語版シラバスの改定を行い、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と留学生の派遣と受入を拡大する。
⑨ 東京において国際シンポジウム（第三回）を開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第四回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの利用を拡大し、その成果を検証する。
【平成２８年度】
① 検証結果に基づき、ボストン市内のサテライトオフィスを利用した留学生サポート、近隣大学との交
流を拡大する。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握し、そのデータをまとめる。
③ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを他部署に展開する。
④ 留学準備科目、語学力強化科目、英語による専門科目、日本語サポート科目の成果を検証し、事業終
了後の展開の準備を行う。
⑤ 東京、ボストン、その他の地域で多文化協働プロジェクトを展開する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 英語版シラバスを全面公開し、多言語で学内規程等を更新する体制を整える。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を行い、本事業終了後の留学生の派遣と受
入体制を整える。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウムを開催し、本事業の成果を発表する。
⑩ 国内外に 5 年間の成果を総括するパンフレットとホームページを作成する。
⑪ 今後の留学ポートフォリオシステムの運用体制を整える。
取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
財政支援期間の 5 年間で、グローバル人材育成プログラムを完成させ、東京・ボストン・協定校（中国
など）の大学間連携システムを構築して継続的に実施できるよう完成させる。
人間文化学部の副専攻として運営しながら、他学部が共有できる方法を検討し、期間終了後は大学全体
のプログラムとして実施する計画である。留学サポートプログラム、語学教育カリキュラムは、全学に適
応できるよう改善を進める。
ボストンに開設したサテライトオフィスは、各国からの留学生がプロジェクト研究する多文化交流スペ
ースとして活用を続ける。
将来的にはダブル・ディグリーも視野に、協定校を中心とした外国の大学への留学を推奨していく。
採用した教職員は、適性により語学教育、学生支援、留学アドバイザー等で継続採用し、グローバル人
材育成プログラムを充実させていく。
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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】
本事業に必要な物品は財政支援期間中に揃うため、終了後は想定していない。
【人件費・謝金】
本事業で採用した任期付常勤教職員は、本学全体の人事計画、人件費予算の範囲内で雇用を継続する。
財政支援期間終了までに、現教職員で対応できる体制を構築する計画であるため、期間終了後の採用は予
定してない。
非常勤教職員については、本学全体の人事計画、人件費予算の範囲内で、科目担当、事務サポート等と
して雇用を継続する。
【旅費】
ボストン、上海、ソウル等、海外協定校との打ち合わせ等の出張旅費は、本学経費として処理する。
【その他】
本構想で構築したシステム等の維持管理経費、改修費等の支出が想定できるが、本学経費として処理で
きる。
ボストンに置いたサテライトオフィスの維持経費は、ボストン留学プログラムの費用に計上するが、留
学費全体を値上げせずに諸経費間の調整で可能である。
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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
留学情報管理用サーバー
ボストンサテライト事務所備品一式
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
国際交流センター消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
・
［人件費・謝金］
①人件費
留学アドバイザー 6か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 4か月×@30万×2人
グローバル人材育成担当職員 4か月×@40万×4人
・
②謝金
語学担当講師謝金 10人×15回×2万
外部評価委員謝金 5人×2万
国際交流シンポジウム講師謝金 5人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×4回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×2回×@40万
教職員ボストン研修 10人×2回×40万円
海外大学（アジア）との打ち合わせ 4人×4回×@20万
海外大学（その他地域）との打ち合わせ 4人×2回×@30万

・
［その他］
①外注費
留学情報用ホームページ作成
ホームページ・シラバス等英語翻訳
ホームページ中国語翻訳
ホームページ韓国語翻訳
②印刷製本費
国際交流案内冊子(日本語・英語)5000部×1000円
英語版大学案内 2000部×1000円
中国版大学案内 2000部×1000円
韓国版大学案内 2000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
④通信運搬費
資料発送費
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
留学用ポートフォリオシステム導入
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 4か月×40万

平成２４年度

合計

大学負担額
(②)

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

事業規模
（①＋②）

該当ページ

11,000
5,000
2,000
3,000

11,000
5,000
2,000 P31様式6②-1
3,000 P17様式1①本構想-7

6,000
1,000
1,000
4,000

6,000
1,000 P17様式1①本構想-7
1,000 P19様式1④本構想-1
4,000 P26様式4①本構想-2

18,200
13,600
4,800
2,400
6,400

18,200
13,600
4,800 P26様式4①本構想-5
2,400 P21様式2本構想1-F
6,400 P26様式4①本構想-7

4,600
3,000
100
1,500
23,200
6,400
3,200
8,000
3,200
2,400

4,600
3,000
100
1,500
23,200
6,400
3,200
8,000
3,200
2,400

63,930
23,000
7,000
10,000
3,000
3,000
11,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,030
2,000
30
500
500

63,930
23,000
7,000
10,000
3,000
3,000
11,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,030
2,000
30
500
500

27,400
8,800
10,000
6,500
500
1,600

27,400
8,800
10,000
6,500
500
1,600

116,330

116,330

P22様式2 本構想2-A
P31様式6①本構想-2
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-1
P17様式1①本構想-1
P19様式1④本構想-6
P17様式1①本構想-2
P17様式1①本構想-2

P31様式6②-1
P19様式1③本構想-1～3
P31様式6②-1
P31様式6②-1
P31様式6②-2
P31様式6②-2
P31様式6②-2
P31様式6②-2
P31様式6②-3
P31様式6①本構想-2
P17様式1①本構想-1

P30様式5②本構想-2
P28様式4②本構想-5
P22様式2 本構想2-A
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-7
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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
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
・
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×10科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
グローバル人材育成担当職員 12か月×@40万×4人
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×2回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

4,200

4,200

4,200
200
4,000

4,200
200 P17様式1①本構想-7
4,000 P26様式4①本構想-2

58,400
57,200
20,000
1,200
9,600
7,200
19,200

58,400
57,200
20,000
1,200
9,600
7,200
19,200

海外大学（アジア）との打ち合わせ 4人×4回×@20万
海外大学（その他地域）との打ち合わせ 4人×2回×@30万

1,200
100
200
900
20,000
3,200
3,200
4,000
4,000
3,200
2,400

1,200
100
200
900
20,000
3,200
3,200
4,000
4,000
3,200
2,400

・
・
［その他］
①外注費
資料・シラバス等翻訳
ホームページ修正

32,630
4,500
4,000
500

32,630
4,500
4,000 P19様式1③本構想-1～3
500 P31様式6②本構想-1

1,000
1,000
530
500
30

1,000
1,000 P31様式6②-2
530
500 P31様式6②-3
30 P31様式6①本構想-2

②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
国際会議レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２５年度

合計

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

115,230

115,230

P24様式3①本構想-1
P22様式2 本構想2-A
P26様式4①本構想-5
P21様式2 本構想1-F
P26様式4①本構想-7

P31様式6①本構想-2
P25様式3②本構想-2
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-1
P17様式1①本構想-1
P19様式1④本構想-6
P25様式3②本構想-2
P17様式1①本構想-2
P17様式1①本構想-2

P30様式5②本構想-2
P28様式4②本構想-5
P22様式2 本構想2-A
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-7

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）
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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
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
グローバル人材育成担当職員 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×@2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×@40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
海外大学（アジア）との打ち合わせ 4人×4回×@20万
海外大学（その他地域）との打ち合わせ 4人×2回×@30万

・
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２６年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
3,200
2,400

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
3,200
2,400

31,130
2,500
1,500
1,000

31,130
2,500
1,500 P19様式1③本構想-1～3
1,000 P31様式6②本構想-1

1,000
1,000
1,030
1,000
30

1,000
1,000 P31様式6②-2
1,030
1,000 P31様式6②-3
30 P31様式6①本構想-2

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

114,330

114,330

P17様式1①本構想-7
P26様式4①本構想-2
P18様式1②本構想-5

P24様式3①本構想-1
P22様式2 本構想2-A
P26様式4①本構想-5
P21様式2 本構想1-F
P26様式4①本構想-7

P31様式6①本構想-2
P25様式3②本構想-2
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-1
P17様式1①本構想-1
P19様式1④本構想-6
P25様式3②本構想-2
P17様式1①本構想-2
P17様式1①本構想-2

P30様式5②本構想-2
P28様式4②本構想-5
P22様式2 本構想2-A
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-7

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
グローバル人材育成担当職員 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
海外大学（アジア）との打ち合わせ 4人×4回×@20万
海外大学（その他地域）との打ち合わせ 4人×2回×@30万

・
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２７年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
3,200
2,400

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
3,200
2,400

30,130
1,500
1,000
500

30,130
1,500
1,000 P19様式1③本構想-1～3
500 P31様式6②本構想-1

1,000
1,000
1,030
1,000
30

1,000
1,000 P31様式6②-2
1,030
1,000 P31様式6②-3
30 P31様式6①本構想-2

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

113,330

113,330

P17様式1①本構想-7
P26様式4①本構想-2
P18様式1②本構想-5

P24様式3①本構想-1
P22様式2 本構想2-A
P26様式4①本構想-5
P21様式2 本構想1-F
P26様式4①本構想-7

P31様式6①本構想-2
P25様式3②本構想-2
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-1
P17様式1①本構想-1
P19様式1④本構想-6
P25様式3②本構想-2
P17様式1①本構想-2
P17様式1①本構想-2

P30様式5②本構想-2
P28様式4②本構想-5
P22様式2 本構想2-A
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-7

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）
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（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
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
グローバル人材育成担当職員 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 5人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×1回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
海外大学（アジア）との打ち合わせ 4人×2回×@20万
海外大学（その他地域）との打ち合わせ 4人×1回×@30万

・
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
英語版大学案内 500部×1000円
中国版大学案内 500部×1000円
韓国版大学案内 500部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２８年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
60,200
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
60,200
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

1,800
100
200
1,500
14,000
1,600
1,600
4,000
4,000
1,600
1,200

1,800
100
200
1,500
14,000
1,600
1,600
4,000
4,000
1,600
1,200

31,130
1,500
1,000
500

31,130
1,500
1,000 P19様式1③本構想-1～3
500 P31様式6②本構想-1

2,500
1,000
500
500
500
1,030
1,000
30

2,500
1,000 P31様式6②-2
500
500
500
1,030
1,000 P31様式6②-3
30 P31様式6①本構想-2

26,100
8,800
6,000
6,000
500
4,800

26,100
8,800
6,000
6,000
500
4,800

110,530

110,530

P17様式1①本構想-7
P26様式4①本構想-2
P18様式1②本構想-5

P24様式3①本構想-1
P22様式2 本構想2-A
P26様式4①本構想-5
P21様式2 本構想1-F
P26様式4①本構想-7

P31様式6①本構想-2
P25様式3②本構想-2
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-1
P17様式1①本構想-1
P19様式1④本構想-6
P25様式3②本構想-2
P17様式1①本構想-2
P17様式1①本構想-2

P30様式5②本構想-2
P28様式4②本構想-5
P22様式2 本構想2-A
P31様式6②-3
P17様式1①本構想-7

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

他の公的資金との重複はない。

（大学名：

40

昭和女子大学）（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

人
人

平成 27 年度

人
人

平成 28 年度

人
人
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