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申請区分：特色型）
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事業規模
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大学名：明治大学
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申請区分：特色型）

目標設定シート
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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≫
明治大学は、
「権利自由」
「独立自治」の建学の精神の下に、1881 年に創立された。司法省法学校第一期
生であった３人の創設者はフランス留学で欧州リベラリズムを校風に呼び込み、現在の教育理念「
『個』
を強くする大学」の基盤となった。２０１１年には「世界へ」をキーワードとして創立 130 周年を迎えた。
本学は長期的基本方針として、
「明治大学グランドデザイン 2020－ビジョンと重点施策－」を 2008 年
度に公表し、その冒頭において、
「建学の精神に基づく 130 年の歴史と伝統を踏まえつつ、21 世紀の世界
を見据え、
「世界へ－『個』を強め、世界をつなぎ、未来へ－」を大学の基本理念とする」として、大学の
長期目標として国際化を明確に位置付けている。加えて、
「知の創造と人材の育成を通し、自由で平和、豊
かな社会を実現する」ことを使命とし、教育・研究・社会貢献を３本柱とした。同ビジョンでは、高度な
専門的能力とリーダーシップを有する人材を育成すること、時代の変化や社会の要請を先取りし、未来に
羽ばたく優れた人材を育成すること、そして新しい時代にふさわしい価値を見出し、世界に向けて発信す
ることを目標に掲げている。
グランドデザインに基づき策定される学長方針では、
「世界に開かれた大学へ」を掲げ、国際的に活躍
できる人材、専門的知識を持った人材、幅広い教養と自立性のある人材の育成を目指している。一方、大
学は、環境、貧困、人権擁護などのグローバルイシューに対しても問題解決に貢献する責務がある。明治
大学は、
「開かれた大学」として、様々なステークホルダーと連携し、これらの問題解決にも積極的に対応
している。グローバル人材育成、研究の高度化など、教育研究の国際化を最重要課題としている。
≪構想の目的≫
創立 130 周年を迎えた本学において、入学定員１０００名を擁する社会科学系大規模学部である政治経
済学部は、開設以来 100 年以上に渡り、多くの有為な人材を輩出することにより、広く国内外の政治・経
済の発展に貢献すると同時に、常に教学改革に取り組むことにより、学内においても、国際化の中心的な
役割を担ってきた。21 世紀の次の 10 年には、アジア太平洋地域はグローバル経済発展の中核地域となり、
国境を超えた経済・社会・文化活動が、我々の予想をはるかに超えたスピードで展開されることは間違い
ない。こうした歴史的な地域構造転換の中で、世界各国は地域内の多様な文化に対する鋭い感受性と洞察
能力を備えながら、同時に、自らの専門領域において意見を明確に表明し実行しうる能力備えた人材、い
わゆる「グローバル人材」の育成と輩出をめざし、大学教育改革を強力に推し進めている。
わが国においても、間近に迫った「グローバル社会」の登場にも軽やかに対応できる資質を備えた人材
の育成が求められる。このためには、異質な文化を肌で感じるとともに、グローバル・スタンダードの教
育体制の中で切磋琢磨する環境を提供することが何よりも大切である。

本構想は、
「個を強くする」という明治大学の教育理念の下、内閣総理大臣をはじめとした世界の政治・
経済のリーダーを輩出し、学内においても国際化を先導してきた政治経済学部が、
『
「強い個」をベースと
した”Empowered Public”創成人材』の育成と輩出を主要目的に、経済・社会のグローバル化が深化する
今日において必要とされる語学・コミュニケーション能力、他者・他文化への共感・理解を基にした高い
公共性、そして専門性を備えた人材を育成するとともに、その成果を全学に拡げることにより、明治大学
が、自立した個を有しつつも他者への理解・共感を備え、高い専門能力とコミュニケーション能力により
世界に貢献する、
「グローバル公共人材」育成の拠点となることを目指すものである。
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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≫
建学の精神である「権利自由」
、
「独立自治」のもと、
「個」を強くし、多様な環境の中でも高度な専門的
能力を発揮できる人材、多様な環境の中でもリーダーシップを擁し「個」を繋ぎ変革を推進できる人材を
育成することを教育目的としている。本学の特色は、第一に都市型総合大学で、長い歴史を有しているこ
とである。都心の神田駿河台に位置することで文化に富み、企業、自治体、政府との連携など、開かれた
大学として研究教育を行っている。人文科学、社会科学から最先端の工学、生命科学まで学部構成が多様
であり、学際研究などの価値の創造を重視している。３つのキャンパスに加え、２０１３年度には総合数
理学部ができ文理融合型の国際キャンパスが中野に設置される予定である。第二にグローバル３０やグロ
ーバル COE に採択されるなど、研究教育の「国際化拠点大学」であることである。協定校数も近年急増し、
連携プログラムや共同学位プログラムも増大し国際的にも「開かれた大学」となっている。第三に「就職
の明治」と言われるように、実践力を重視した教育方針のもとで人材育成を行ってきたことである。専門
職から起業家、文化人まで幅広い分野で人材を輩出している。第四に、本学は日本で最初に国連アカデミ
ックインパクト加盟校になるなど、グローバルイシュー解決に貢献し、さらに昨年の東日本大震災では研
究教育両面から対応し、地域連携や社会貢献を使命としていることである。第五に、多様な地域の専門家
がいることなどから、多様な文化圏とのブリッジングを意識した教育になっていることである。
国際社会において「個」を尊重し、高い倫理観と使命感をもつ「個」として、他者と有効な協働関係を
築くことができる人材を育成することを目的とする。
≪育成するグローバル人材像≫
今後、21 世紀の中葉・後半にかけて、アジア太平洋地域そしてアフリカ地域を中心として、経済・社会
のグローバル化が一層深化し、国境を超えた経済・社会・文化活動が急速に展開することが予想される。
一方で、平和・環境・人権・災害などの課題もまたグローバル化・複雑化し、既存の専門分野を超えた取
り組みが必要となってくる。そういったこれからのグローバル社会に対応するためには、自由・自律の双
方の精神に裏付けられた強い個を有し、異なる文化やバックグラウンドを持った他者への鋭い感受性と洞
察能力を基に、高い専門性と使命感を持ってよりよい公共を形成していく人材が求められている。
この考えに基づいて政治経済学部が育成・輩出しようとするグローバル人材像を『
「強い個」をベース
とした”Empowered Public”創成人材』と名付ける。具体的な人材像は以下のような人材である。

第一に、本学を先導する学部として、本学の教学の理念の柱であり、建学の精神である「強い個」を持
った人材である。明治維新の時代、個人の自由や権利の意義を認め学問の独立を基礎として近代市民の育
成を目指した本学の建学の精神は、
「第三の開国」ともいうべきグローバル社会においては、ひとりわが国
のみならず世界をつなぎ、自由で平和、豊かな社会の構築に貢献する人材の基本的な出発点である。
第二に、異文化への鋭い感受性と理解力を備えた人材である。グローバル化する社会においては、異な
る文化や慣習を有する社会や他者との接触はより頻繁になる。また逆に、文化のフラット化が伝統的な文
化や価値観への再評価につながることもある。自分が生まれ育った社会の文化を理解し、さらに異なる文
化に対する感受性や理解力を有し、複数の異なる社会文化圏をまたいで活躍する人材はこれからのグロー
バル社会には不可欠である。
第三に、高い使命感と倫理観を有する人材である。本学部は、歴代内閣総理大臣や自治体のトップ、国
連スタッフをはじめ内外のリーダーの育成・輩出を行ってきたが、急速に変化するグローバル社会におい
ては、原子化されやすい個をつなぎまとめあげ、新しい公共的な価値を創造しようとするより高潔な使命
感を持った人材が求められる。
第四に、専門性と実践的な課題発見・解決能力を有する人材である。本学部は、政治学と経済学を一体・
融合的に学ぶことにより、両者に通じた高度な専門性を通じて、社会の課題を解決する人材を育成してき
た。グローバル社会において解決すべき先端的課題は、政治と経済、グローバルとローカル、技術と文明、
それぞれが混然一体となった環境の中に立ち現れる。こういった課題を能動的に発見し、専門性を通じて
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解決手法を導こうとする人材である。
第五に、高い語学能力とコミュニケーション能力を有する人材である。グローバル社会においては、他
者の考えを理解し、自身の主張を効果的に伝える語学能力とコミュニケーション能力を有した人材の育成
は急務である。
上記のような人材の育成、すわなち強い個と高いコミュニケーション能力を有し、他者・他文化への洞
察力を備えそれぞれの専門領域において活躍する人材の育成により、グローバル化する社会の中で個と個
をつなぎとめ、より高度で強靭な公共空間の形成に資することが本構想の目的である。
そのため、本構想を実現するために政治経済学部では、１）外部機関と協力した英語力強化集中プログ
ラムの新設強化、２）カリフォルニア大学バークレー校や、本学の ASEAN キャンパスが設置される予定で
あるタイのシーナカリンウィロート大学、そしてアメリカのノースイースタン大学での長・短期研修プロ
グラム、デューク大学アジア太平洋研究科との単位互換プログラム等の量的・質的拡大を図りつつ、３）
ゼミ（演習）を基にした国際プロジェクト科目やインターンシップの拡充を行い、４）上記で身に着けた
それぞれの能力の定着・促進を図る集大成のトレーニングの場として、欧米の一流大学から講師を招いて、
世界レベルの講義（正規科目）を展開する Top School Seminars を配置し、外国語によるコミュニケーシ
ョン能力、異文化理解力、実践的な専門知識、高い公共性と使命感などを備えた人材の育成・輩出を行う。
また、学生自らが自身の研鑽の成果や過程を把握できる、５）e ポートフォリオの活用も行う。これら一
連のプログラムを通じて、卒業後のキャリアとして企業家、国連職員、ジャーナリスト、研究者などそれ
ぞれの専門領域からより高度で強靭な公共空間、すなわち”Empowered Public”の創成を担う人材の育
成・輩出を行う。
なお、こういった人材の育成にはもとより学生の主体性が重要である。すでに学生である現学部生のみ
ならず、受験生への周知や入試制度の見直し等により、本学部が目指す人材像をきちんと理解し共感して
入学してくる学生を一層増やすことも重要である。

「強い個」をベースとした”Empowered Public”創成人材の育成と輩出
国連職員

企業家

ジャーナリスト

研究者

Top School Seminars 等

短期プログラムの量的・質的拡大

ポeートフォリオ
質保証

プロジェクト型実習の新設
海外インターンシップ等の拡充

長期プログラムの量的・質的拡大

Top School Seminars
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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】

以上のように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は、次
のような能力である。
■異文化に対する洞察力：グローバル社会の中で異なる文化・背景を持った他者の理解力
■使命感と倫理観：強い「個」を基調にしつつ「個」に閉じこもらず「個」をつなぐ能力
■実践的な専門知識：課題解決・現場志向の専門知識
■語学力・能動的コミュニケーション能力：他者の意見を理解し自分の考えを効果的に伝える能力

「異文化に対する洞察力」とは、グローバル社会の中で異なる文化・背景を持った他者への感受性、さ
らにはその前提としての自身が所属する文化に対する理解力である。政治経済学部は、伝統的に国内外の
文化人類学の研究・教育が盛んであり、
「グローバル公共人材」の大前提である他者への洞察力を鍛えるこ
とを目標としてきた。既存科目の拡充、グローバル・フィールドワーク、グローバル・ボランティア等へ
の参加を通じて、本能力を養成する。
「使命感と倫理観」とは、本学の創立の理念である強い「個」を基調にし、経済・社会の変化が激しい
社会の下で、ともすればばらばらになって原子化しやすい「個」をつなぎ、より強靭な「公共」空間、す
なわち”Empowered Public”の創成を先導して促進する能力のことである。本学、本学部全体の教育プロ
グラムが共有する能力・価値観であり、教学の理念としてあらためて位置づけるとともに、頂上科目であ
る Top School Seminars を通じて同能力の涵養を図る。
「実践的な専門知識」とは、課題解決・現場志向の専門知識であり、政治学科、経済学科、地域行政学
科、それぞれの学科で展開される専門科目と、専門演習（ゼミ）と連動したグローバル・インターンシッ
プ、グローバル・ボランティア、グローバル・フィールドワークなどのプロジェクト演習を通じて実践的
な知識を体感させることにより、グローバル社会の課題解決に資するような専門的な能力を育てる。
「語学力・能動的コミュニケーション能力」は、単なる語学力だけではなく、他者の意見を理解し自分
の考えを効果的に伝える能力として、アカデミック・ライティング、プレゼンテーション、ディスカッシ
ョンのスキルをそれぞれ集中的なトレーニングによって向上させる。リスニング力、読解力では、TOEIC
ではおおよそ 800 点以上のスコアを有するレベルの能力を身に着けさせる。
■専門教育のグローバルスタンダードを実感する仕掛け
我が国の学生に最も欠けているのは、①自ら問題を発見し、②その世界的意義を意識しながら、③まっ
たく異なった文化・歴史的背景をもつ人々と、④時に論争しながら、説得力のある結論に達する、という
ダイナミックな討議の経験である。政治経済学部が用意している「Top School Seminars」という仕掛けは、
まさにこうした日本人学生の弱点を強化するために導入されたものである。この少人数の演習には、日本
人学生と留学生が共に参加する。デューク大学、カリフォルニア大学（バークレー校）
、シェフィールド大
学など、文字通り世界のトップスクールから招聘した特任・客員教員が、派遣元の大学が行っているのと
まったく同じ形態で「英語による専門演習」を行うわけである。受講者は、派遣元大学の学生と同様、膨
大な量のリーディング・アサインメントに基づいたプレゼンテーションとディスカッションを求められる。
発表者でないものに対しても、討論への積極的な貢献が求められ、こうした討論への貢献度が成績評価の
大きな決め手となる。こうした「Top School Seminars」は１・２年次から用意され、日本人学生の中では
埋没しがちな緊張感のある討論・論争というグローバルスタンダードな教育実践を徹底してゆく。３・４
年次に用意される「Top School Seminars」では、これから海外留学を考える学生のみならず、すでに海外
留学を経験した学生をフォローする役割も果たしている。
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＜概念図＞
グローバル人材像を踏まえた具体的能力と本構想における取り組みの関係

政治経済学部 学士課程教育プログラム
異文化に対する洞察力、使命感と倫理観、実践的な専門知識、
語学力・能動的コミュニケーション能力
全学
プログラム

連
動

共
通
基
本
科
目

２
基
本
演
習

国際教育プログラム（
英語で実施される科目等）

教
養
演
習

社
会
実
習

連動

政治学科科目
経済学科科目
地域行政学科科目

教
養
科
目

グローバル・
フィールドワーク

基本科目

企
業
実
習

Ｅポートフォリオ・システム強化

連
動

※専門演習（ゼミ）と連動した
４つの科目パッケージ
①政治学・社会学総合コース
②経済学・経済政策コース
③地域行政総合コース
④国際文化総合コース

グローバル・
インターンシップ

政治学科科目
経済学科科目
地域行政学科科目

実習科目
グローバル・
プロジェクト （演習と連動したプロジェクト型実習）

各学科科目

健康・
運動科学科目

２
ブラッシュ
アップ

１年生

実践的な英語力
強化（ノーズイー
スタン大学等と
連携）

２年生

Ａ
Ｃ
Ｅ

応用科目

グローバル・ボランティア

３年生

外
国
語
科
目

学
部
間
・
大
学
間
協
定
校
留
学

専門演習科目

４年生

留学促進プログラムの抜本的拡充
・インターンシップを組み込んだ
ダブル・
ディグリー等
・履修・留学アドバイスの強化

１

基本科目（
３・
４年次配当）

Ｔｏｐ Ｓｃｈｏｏｌ Ｓｅｍｉｎａｒｓ 等

学
部
間
共
通
総
合
講
座

学
部
間
共
通
外
国
語
科
目

総合的キャリア形成支援 ５つのプログラム
①ジャーナリスト育成/②「県民の星」育成/③ビジネスキャリア育成/④政経リーダー育成/⑤国際的人材育成

（補足説明：本構想における主な取り組みの柱）
①：
「インターンシップを組み込んだダブル・ディグリー」の実験等
新たにノースイースタン大学とのダブル・ディグリープログラムを設置するなど、海外の大学との
連携を強化し、長期及び短期の留学プログラムの質的・量的な抜本的強化を図ることにより、質の高
い海外大学の教育プログラムを学生に提供する機会を大幅に増やす。
（詳細２２～２４ページ）
②：
「グローバル・プロジェクト」の新設
１年生から４年生に配置している演習（ゼミ）と連動した学生主体の「プロジェクト型実習」を、
海外を中心として、組織的に実施することにより、
「グローバル人材」に必要となる「異文化に対する
洞察力」
、
「使命感と倫理観」
、
「実践的な専門知識」
、
「語学力・能動的コミュニケーション能力」を養
成する。また、世界の公共政策現場等で実習を行う際に必要となる実践的な英語力の強化も行う。
（詳細２４～２５ページ）
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目標設定シート２
本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数
② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。

全

学

平成２３年度

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

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

７０人

８０人

９０人

１００人

５０人

５６人

６３人

７０人

５０人

６０人

７０人

８０人

９０人

１００人

１．１６７人

１、０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１２．０％

１３．６％

１５．３％

１７％

７０人（５０）

８０人（５６）

９０人（６３）

卒業時の外国語力スタンダード

ＴＯＥＩＣ８００点

１００人（７０）

政治経済学部

海外留学経験者数

５０人

６０人

７０人

８０人

９０人

１００人

３カ月未満

４４人

５０人

５５人

６０人

６５人

６５人

３カ月～１年

０人

４人

９人

１４人

１９人

２９人

超

６人

６人

６人

６人

６人

６人

卒業［予定］者数

１

年

１，１６７人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

目標設定の考え方

平成２３・２４年度の受講者数実績を基に、TOEIC８００以上の学生数と海外留学経験者数を増加させる。

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

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

２５０人

３００人

３５０人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

２０．０％

２５．０％

３０．０％

３５．０％

（対象：政治経済学部）
（測定指標・達成水準）
すでに長年にわたって実践している各種人材育成プログラムの国際化を目指している。また、すでに文科省の就業力育成プログラムを通
じて①国際的ジャーナリスト②国際的政経リーダー③国際機関を目指す者等の育成を図ってきた。この基礎能力として以下のコミュニケー
ション能力を設定し、この実現を図っている。
また、本学部では①「トップスクールセミナー」
、②各短期留学プログラム、③UC バークレー・サマーセッション、④協定校・認定校留学、
⑤各大学とのダブルディグリープログラムへの参加者数を測定する。
（指標・水準設定の考え方）
本学部で養成するグローバル人材については、上記①～⑤への参加を通じて、英語による読解力・記述力・プレゼンテーション能力等国
際的なコミュニケーション能力をもつ学生を産み出す。TOEIC・TOEFL iBT・IELTS を通じて語学力を測定し、能力実践の場として国内外に
おけるインターンシップを実施する。なお、各語学能力検定試験での目標点数は TOEIC 800・TOEFL iBT 84・IELTS 6.5 とする。
（達成する学生数設定の考え方）
本学部は卒業予定者の３５％を『どのような文化地域にあっても相手を理解しながら、同時に、自らの主張を展開できる外国語コミュニ
ケーション能力と専門的知識を備えた学生』として育成することを目指す。

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

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

２００人

２５０人

３００人

３５０人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

１，０００人

２０．０％

２５．０％

３０．０％

３５．０％
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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】
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 学士課程教育の質的向上：現行の既に実施できているものに加え、シラバスの英語対応が必要とな
るものについては２０１３年度に実施し、科目のナンバリングについては、ダブル・ディグリープログラ
ム実施に向けて２０１３年度に完成させる。
② 課題解決型の能動的学修の推進：本構想で新たに実施する『グローバル・プログラム（演習（ゼミ）
と連動したプロジェクト型実習）
』を、２０１３年度より実施する。
③ 戦略的な国内外への教育情報の発信：既に実施されており、ホームページの多言語化も進めている。
本構想の実施に合わせて、２０１３年度から、より一層の強化を図る。
④ グローバル化に対応する専門の職員の配置や既存職員の能力向上：目標設定シート３⑦に示している
とおり、設定基準をクリアする者を全体の１０％まで段階的に増加させる。
⑤各種学内文書の多言語化：ホームページなどの学外発信ツールも含め、全学において必要なものは
徐々に多言語化を図ってきている。国際部門で英語化が必要と思われる文書などについては、２０１３年
度に完成させる。
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 体系的な位置づけ：本構想の取り組みは、現在の政治経済学部のカリキュラムを補完し、高度化を図
るものであり、単位取得を伴う取り組みである。２０１２年度に開発、２０１３年度より開始する。
② 産業界との連携：本構想の取り組みの１つであるグローバル・プロジェクト（インターンシップ、ボ
ランティア及びフィールドワーク）の実施にあたっては、海外に所在する日系企業の現地法人やＪＥＴＲ
Ｏなどの海外事務所、現地の商工会議所などいくつかの企業・団体と既に、事前の懇談を行ってきており、
２０１２年度後半に派遣先の確保行動を大々的に行い、２０１３年度より開始する。
ⅲ）教員のグローバル教育力の向上の取り組み
① 教育体制のグローバル化：目標設定シート３④⑤に示しているとおり、２０１３年度より段階的に、
一層の強化を図る。
② グローバル教育力向上の取り組み：２０１３年度より、海外有力大学における授業研修などＦＤ活動
を、より一層強化する。
ⅳ）日本人留学生の留学を促進するための環境整備
① 留学にむけた支援体制など：２０１２年度後半に海外留学アドバイザーを３名程度配置して、次の業
務を中心として、制度設計から送り出し、留学中のアドバイス、帰国後のキャリア支援まで、一貫した業
務を行う。１）留学プログラムの開発及び制度の整備、２）留学の動機づけを促進する業務、３）履修制
度や留学先の情報収集及び丁寧な説明（ラーニング・アグリーメント含む）等を含めた留学アドバイス、
４）帰国サポートやキャリア支援のアドバイス。
② 危機管理：本構想の実施に合わせ、２０１３年度より、危機管理体制を強化する。
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 入試における英語力の評価：本構想を実施する政治経済学部において２０１４年度より英語を重視し
たＡＯ入試を実施する。
② 習熟度別語学クラス編成：既に実施しており、新たに実施する『インテンシブ・イングリッシュ』で
は、面接などにより個々の弱みに応じた、クラス編成を行う。
③ 成果の公表と普及：２０１３年度より本構想の成果を公表し、２０１７年度より、本構想の取り組み
を他学部へも拡大する。
④ 少人数教育・アカデミックライティング能力・留学前準備教育：本構想において、２０１３年度より
新たに実施する『インテンシブ・イングリッシュ』は、アカデミックライティングも含めた海外留学に必
要な教育を行うものであり、少人数クラスで実施する。
ⅵ）構想実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性
① 推進体制：２０１２年度後半に、本構想の推進を担う委員会を立ち上げる。
② 外部評価体制：２０１２年度後半に、学外の有識者により構成する外部評価委員会を設置する。
③ 現在の準備状況：協定大学との交渉等、既に各取り組みの開始に向けた準備を進めている。
④ 継続的・発展的実施：補助終了後は、受益者負担も検討に入れ、必要に応じ、経常的予算で実施する。
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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

（Ａ）

平成２４年度

平成２５年度

８２３人

８５５人

９３７人

（６９４人）

（７２６人）

（７８８人）

１，１３７人

（８６２人）

（９４８人）

２０人
（ ２０人）

２２人
（ ２０人）

２４人
（ ２０人）

２６人
（ ２０人）

２８人
（ ２０人）

学士課程在籍者

７９８人
（６６９人）

８２９人
（７００人）

９０７人
（７６２人）

９９６人
（８３６人）

１，０９６人
（９２２人）

１，１８４人
（１，０１４人）

３２，９３９人

３２，５８３人

３２，８４０人

３３，１００人

３３，３６０人

３３，６２０人

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

１５人
６人）

（１，０４０人）

１９人
（ １９人）

（

１１人
６人）

１，２２９人

修士・博士前期課程
在籍者

（

８人
６人）

１，０３１人

平成２８年度

（

（

６人
６人）

平成２７年度

博士・博士後期課程
在籍者

全 学 生 数

６人
６人）

平成２６年度

（

１７人
６人）

２．５％

２．６％

２．９％

３．１％

３．４％

３．７％

（２．１％）

（２．２％）

（２．４％）

（２．６％）

（２．８％）

（ ３．１％）

「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」において本学では、諸外国の大学等との学生交流に関す
る協定等に基づく日本人派遣学生の最終目標値（平成３２年度）を１，５００名としており、それに基づき、

目標設定の考え方

各年度の目標値を設定した。

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

１年以上

合 計

６０７人

１７５人

４１人

８２３人

（５８０人）

（ ７３人）

（ ４１人）

（６９４人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

５人
５人）

（

０人
０人）

（

１人
１人）

（

修士・博士前期課程
在籍者

１６人
（ １６人）

（

０人
０人）

（

３人
３人）

１９人
（ １９人）

学士課程在籍者

５８６人
（５５９人）

３７人
（ ３７人）

７９８人
（６６９人）

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

３２，９３９人

１７５人
（７３人）

６人
６人）

３２，９３９人

３２，９３９人

３２，９３９人

１．８％

０．５％

０．１％

２．５％

（１．８％）

（０．２％）

（０．１％）

（２．１％）
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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）

１，５２５人

１，７００人

２，０３０人

２，３６０人

２，６９０人

（ ４５１人）

（ ５０２人）

（ ６３８人）

（ ７７１人）

（ ８９５人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

修士・博士前期課程
在籍者

２８７人
（ １２人）

３４０人
（ １４人）

３６３人
（ １５人）

３８８人
（ １６人）

４１０人
（ １６人）
）

学士課程在籍者

８３６人
（ ８２人）

９００人
（ ８８人）

１，０８５人
（１０６人）

１，２７０人
（１２４人）

１，４５５人
（１３１人）

上記以外
（短期留学生、研究生等）

３５７人
（３５７人）

４００人
（４００人）

５１６人
（５１６人）

６３０人
（６３０人）

７４７人
（７４７人）

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

４５人
０人）

（

６０人
０人）

（

６６人
１人）

（

７２人
１人）

（

７８人
１人）

１，０７７人

１，２００人

１，４００人

１，６００人

１，８００人

（

（ １０２人）

（ １２２人）

（ １４１人）

（ １４８人）

９４人）

３２，５８３人

３２，８４０人

３３，１００人

３３，３６０人

３３，６２０人

４．７％

５．２％

６．１％

７．１％

８．０％

（ １．４％）
３．３％
（ ０．３％）

（ １．５％）

（ １．９％）

３．７％
（ ０．３％）

４．２％
（ ０．４％）

（ ２．３％）
４．８％
（ ０．４％）

（ ２．７％）
５．４％
（ ０．４％）

平成２４年度は短期留学生として３５７名受入予定。平成２５年度以降は「大学の国際化のためのネットワー
目標設定の考え方

ク形成推進事業」で掲げた最終目標値(平成３２年度外国人留学生 4,000 人)に基づき設定。

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

韓国
中華人民共和国
アメリカ合衆国
マレーシア
タイ
中国（台湾）
カナダ
中国（香港）
フランス
ベトナム

２
３
４
５
６
７
８
９
１０
その他

合 計

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

５１８人

４５４人

５０７人

４３３人

７２人

０人

４６人

３３人

４５人

０人

３６人

３５人

１５人

０人

１２人

１２人

１２人

１２人

１２人

１２人

２５０人

８６人

１，５２５人

１，０７７人

フィリピン、バングラデシュ、
ラオス、オーストラリア、イ
ンドネシア等

13
（大学名：明治大学）（申請区分：特色型）

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

４１２回

４３０回

４５０回

５００回

５３０回

１５，９１９回

１６，１００回

１６，１１０回

１６，１２０回

１６，１３０回

２．６％

２．７％

２．８％

３．１％

３．３％

英語コースの拡充及びダブル・ディグリープログラムの開設により、既存授業の多言語化を図る。
目標設定の考え方

なお、全授業数については、既存の授業数に平成２５年度に開設予定の理工学研究科英語コース及び新
学部設置により生じる推定授業数を加え、全授業数を算出したもの。

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

１１５人

１１７人

１１９人

１２２人

１２５人

７６人

７７人

７８人

７９人

８０人

１，０６１人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

１０．８％

１０．８％

１１．０％

１１．３％

１１．６％

英語コースの拡充及びダブル・ディグリープログラムの開設により採用する教員については、国際公募
目標設定の考え方

を積極的に活用する。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）
総教員数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

４５９人

４７０人

４７７人

４８８人

４９５人

１，０６１人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

４３．３％

４３．５％

４４．２％

４５．２％

４５．８％

教員任用方針に原則、博士号取得者を採用する旨、明記されており、今後の本学退職者に対する補充者
目標設定の考え方

について、上記のような数値で推移していくことが算出された。

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）

３２，５８３人

３２，８４０人

３３，１００人

３３，３６０人

３３，６２０人

総教員数（Ｂ）

１，０６１人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

１，０８０人

３０．７

３０．４

３０．６

３０．９

３１．１

割

合（Ａ／Ｂ）

平成２５年度より新学部が設置予定となり、収容定員が増加するため。
目標設定の考え方
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

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

３６人

４１人

４６人

５１人

５６人

事務系職員総数（Ｂ）

５２７人

５５７人

５５７人

５５７人

５５７人

割

６．８％

７．４％

８．３％

９．２％

１０．１％

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

海外協定校等と英語で十分なコミュニケーションを取れるレベルを目指す。
目標設定の考え方

目標としている割合１０％は、学内各部署に外国語力スタンダードを満たす事務系職員を約１名配置可
能な数値となっている。

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】
１ 大学の中長期戦略とグローバル化
「明治大学グランドデザイン 2020－ビジョンと
重点施策－」では、その冒頭において、
「建学の精神
に基づく 130 年の歴史と伝統を踏まえつつ、
21 世紀
の世界を見据え、
「世界へ－『個』を強め、世界をつ
なぎ、未来へ－」を大学の基本理念とする」として、
大学の長期目標として国際化を明確に位置付けてい
る。加えて、①高度な専門的能力とリーダーシップ
を有する人材を育成すること、②時代の変化や社会
の要請を先取りし、未来に羽ばたく優れた人材を育
成すること、そして、③新しい時代にふさわしい価
値を見出し、世界に向けて発信すること、を目標に
掲げている。

【本構想における展開】
１ 2012 年度学長方針と全学のグローバル化推進
（１）戦略目標
2012 年度学長方針においては、
「次代を拓き、世
界へ情報発信する大学」として、研究力強化ととも
に「国際化推進」を引き続き大学の戦略的目標とし
て明確に位置付けている。

（２）中野キャンパスにおける文理融合型国際教育
の展開
２０１３年度に開設する中野キャンパスでは、学
部ではＧ３０英語コースを設置した国際日本学部及
び２０１３年度設置予定の数理科学部、大学院では
２０１２年度に設置した国際日本学研究科、英語で
研究活動を展開している先端数理科学研究科及び理
工学研究科建築学専攻（２０１３年度より新たに英
語で授業を行う「国際プロフェッショナルコース」
を設置）が連携を図り、文理融合型の国際教育を展
開する。
中野キャンパスは、駿河台、生田及び和泉に所在
する他のキャンパスとは異なる国際教育キャンパス
となり、中野キャンパスでの新たな試みが、大学全
体の国際化を牽引するパイロットプログラムになる
ことが期待される。

２ グローバル 30 採択とグローバル・コモンプロ
グラムの推進
２００９年には、国際化拠点大学（グローバル 30）
として採択され、国際化を大学全体として進めるた
め、国際連携機構を立ち上げた。本学では、同機構
を中心として、一層の教育研究のグローバル化を推
進している。グローバル 30 では、①５つの英語学
位コースの設置、②留学生数を平成 25 年度に 1,600
人とする、③英語コースでの外国人教員の任用、④
学内教務書類などの英語化、⑤FD、SD の推進、⑥
産業界と連携した留学生受入れのための国際共同プ （３）海外協定校の拡大計画
ラットフォーム、等を中心に、国際化を進めてきた。 グローバル３０申請時に、海外協定校を平成３２
年度２５０校に拡大することを目標に設定した。
３ 英語コースの設置（英語科目の増大）
平成２４年６月現在、１８９校まで拡大しており、
以下の５コースを設置した。
（内、１コースは平成 協定校数は確実に拡大できてきているが、学生が「留
25 年度開設予定。
）
学」するための主たるプログラムである「交換留学
開設
設置学部
定員及び在籍者数
プログラム」を、より一層拡大し、学生のモビリテ
年度
研究科
（平成 24 年度）
ィを高めるための中心的な施策と位置付けて、前倒
しすることとし、本構想の最終年度である平成２８
平成 21
先端数理科学
募集定員 若干名
年度の達成を目指して推進強化を図る。
年度
インスティテュート（MIMS）
在籍者数 ２５名
平成 22

ガバナンス研究科

募集定員 若干名

年度

ガバナンス専攻

在籍者数 ３４名

平成 22

経営学研究科

募集定員 若干名

年度

経営学専攻

在籍者数 １０名

平成 23

国際日本学部

募集定員 １５名

年度

国際日本学科

在籍者数 ７名

平成 25

理工学研究科

募集定員 ２８名

年度

建築専攻

（予定）

（４）大学ネットワークへの参加促進
２０１２年度に、世界都市型大学ネットワークに
参加予定であり、こうした大学ネットワークに積極
的に参加することで、研究教育の高度化をはかる。
（５）外国人教員の採用促進
全学の教員任用計画指針をもとに、今後も外国人
教員の採用を計画的に推進する。すでにＧ３０の目
17
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また、英語コース設置を契機に学部及び大学院に
おいて、英語による専門科目を増やしている。
平成 21 平成 22 平成 23 平成 24
年度
年度
年度
年度
学部
13
57
121
226
大学院
36
162
186
186
大学全体
49
219
307
412

標値であった「１０％」を上回っており、新たに数
値目標を設定する。
（目標設定シート３④参照）

２ グローバル人材育成の推進
（１）新たな取り組みの推進
２０１２年度学長方針において、
「グローバル人材
育成」は最重要課題と位置付けており、本構想では、
取組学部である政治経済学部において、これまでの
本学における教育研究活動の成果を踏まえ、
「グロー
４ 外国人留学生の増大
学部、大学院（専門職大学院を除く）において一 バル人材」を育成するための新たな取り組み（詳細
般選抜入学試験とは別に「外国人留学生特別入学試 は様式２以降を参照）を実施するものである。政治
「グロー
験」を実施し、積極的に留学生を受け入れている。 経済学部は、本構想に取り組むことにより、
バル人材」の育成に向けて、全学を先導する役割を
担う。
平成 21
平成 22
平成 23
平成 24
年度
年度
年度
年度
（２）ダブル・ディグリー・プログラムの新設
合計
874
1091
1166
1168
本構想の取り組みのうち、最も特徴的なものの１
※短期受入留学生（非正規生）は含まず。
つは、ノースイースタン大学（学士レベル）、デュ
ーク大学（修士レベル）及びテンプル大学（学士と
５ 海外協定校の増大
海外の大学との教育連携の基礎になる大学間協定 修士）とのダブル・ディグリー・プログラムの実施
（様式２参照）
及び学部間協定を、平成１８年以降急速に増加させ、 である。
平成２４年度６月現在、３８カ国１８９校となった。 本学においては、２０１０年度より、経営学研究
本学は協定校の他、コンソーシアム形式での学生 科がマレーシア工科大学との連携により、修士課程
交流の促進も図っており、とりわけ、日加フォーラ レベルのダブル・ディグリー・プログラムを実施し
ム（旧日加戦略的留学生交流促進プログラム）では、 ているが、学士課程においては初めての試みである。
これらのプログラムの実施により、海外有力大学
日本側１１大学、カナダ側９大学がコンソーシアム
を組み、本学が幹事校として運営にあたっている。 との関係強化ができると同時に、本学における海外
留学プログラムの質的な高度化を図ることができる
こととなる。
６ 送り出し留学生の増大
政治経済学部で実施するこの取り組みをモデルケ
上記の海外協定校（大学間・学部間協定）を基礎
に、海外の大学との教育連携に基づく単位互換や学 ースとして、全学において、同様の取り組みを推進
位取得プログラム等による最近の学生（本学在籍外 する契機とする。
国人留学生も含む）の海外派遣者数は大幅に増加し
（３）海外留学支援制度等の改革推進
てきている。
学生の海外留学制度について、昨年度来、一定の
改革を行ってきているが、さらなる送り出し強化策
の策定（海外トップスクール留学奨学金の整備等）
、
プログラムの多様化など、改革を一層進める。
また、１・２年生が在籍する和泉、生田、中野キ
ャンパスでの学生の留学サポート体制を強化するた
めの環境整備を行う。
（４）海外拠点の設置（タイ、バンコク）
タイ、バンコクに所在するシーナカリンウィロー
７ Web および学内情報の英語化
学生向けには、本学オンライン・ポータルシステ ト大学内に本学「ＡＳＥＡＮサテライトキャンパス」
ム「Oh-o! Meiji System」
、WEB 履修登録システム、 を設置し、学生の海外留学・相互交流を増加させ、
証明書自動発行システムの英語化、教職員向けには、 ＡＳＥＡＮ域内における新たな教育拠点を構築する
計画を推進中である。
教員ハンドブックの英語化を実施している。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の
実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】
１ 全学的教学マネジメント下での教育の質向上
２０１０年度にアドミッションポリシー、カリキ
ュラムポリシー、ディプロマポリシーを確立し、そ
れらにもとづき本学における教育の質保証を推進し
ている。具体的には、適切な履修指導の実施や、学
生に周到な授業準備時間を確保させるため、履修制
限単位数（履修上限単位数）を設定するなどして、
単位の実質化を図っている。

【本構想における取組】
１ 教育の質保証向上の取り組み
（１）各学部シラバスの充実と英語化
すでにシラバスの充実が図られており、英語コー
スでもすでにシラバスの英語化を行っている。本構
想で新たに実施するノースイースタン大学等とのダ
ブル・ディグリー・プログラムにおいて活用するた
め、シラバスの一層の英語化をすすめる。
また、便覧についても全学共通事項の英語化を推
進し、シラバスと併せて活用する。

２ シラバスについて
シラバスには、授業科目について、主として、
「科
目名、担当者、単位数、配当年次、授業の概要、到
達目標、授業内容、履修の注意、準備学習の内容、
教科書、参考書、成績評価の方法等」が記載されて
いる。
なお、授業内容は、本学学則第１９条及び第１９
条の２で定められている授業時間数分の内容を細か
く明記している。
また、本学では、講義に関する情報を、簡単に調
べることができるオンラインサービスの「Oh-o!
Meiji System（日・英）
」を構築しており、シラバ
ス内容は全てオンラインで閲覧可能としている。

（２）ナンバリング導入
本構想において、本学で学士課程として初めての
ノースイースタン大学とのダブル・ディグリー・プ
ログラムを実施する予定であり、カリキュラムの連
携を図るために、①Course Compatibility の相互承
認、②コースレベルの特定化（ナンバリング）の開
発、③単位認定の詳細手続設定を行う。
これに伴い、これまでカリキュラムを体系づける
ために利用していた科目の年次配当を参考に、ナン
バリング導入を行う。
この取り組みの成果を踏まえ、他学部へのナンバ
リングシステムの導入を検討する。

３ ナンバリングについて
本学では、ナンバリングは導入していないが、各
学部・学科において設置している科目に年次配当を
設定し、体系的なカリキュラムとなるようにしてい
る。

（３）ＧＰＡ制度のさらなる活用
本学ではＧＰＡ制度を活用しているが、本構想で
新たに実施するダブル・ディグリープログラム等で
は、プログラムへの出願条件としてＧＰＡを要件と
し、厳格な成績評価及び学位の管理をおこなう。

４ ＧＰＡ制度について
成績管理として、①成績評価を厳格に行い、より
教育効果を高めること、②学生の学習意欲を触発し、
学習目標を明確化すること、③成績評価基準を学外
の評価基準に標準化し、国際化を図ることなどを目
的にＧＰＡ制度を導入している。
ＧＰＡ値は、各種奨学金の選考、演習室（ゼミナ
ール）の選考、就職活動時の大学推薦の選考、大学
院進学の内部推薦基準等に活用されている。
また、ＧＰＡは成績証明書及び成績通知表に記載
される。
成績評価に関しては、S、 A、 B、 C、 F（不合格）
の５段階評価の内、S 及び A の割合は、合わせて全
体の２５％としており、国立大学の人文科学・社会

２ 学生の主体的な学びの推進
（１）e ポートフォリオの活用
政治経済学部で既に開発している e ポートフォリ
オ・システムについて、機能を高度化し、学習成果
分析が可能となるようなシステムを付加することに
より、学生自身が能動的に自己評価・分析するポー
トフォリオを構築する。
（２）アクティブ・ラーニングについて
本構想の取り組み学部である政治経済学部におい
ては、ゼミやトップスクールセミナーなど、アクテ
ィブ・ラーニングの手法を取り入れた科目が開講さ
れてきた。
本構想では、これまでの成果を踏まえて、新たに
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科学系学部や他の私立大学に比較しても厳しいもの
としている。
学生による授業評価も積極的に行われており、評
価結果は各教員にフィードバックされている。

『グローバル・プロジェクト』（演習と連動したプ
ロジェクト型実習）を、組織的に実施することによ
り、ディスカッション、課題解決・提案型授業の導
入を促進する。

５ e ポートフォリオについて
（３）学生の主体的学びを促す教授法の改革
政治経済学部では、学生の主体的な学びを推進す
ＦＤ等を通じて、より一層の授業改善を図る。特
るものとして、すでに e ポートフォリオ・システム に、学生の興味を引き出し、事前の準備、授業の受
を開発済みである。
講、事後の展開など、学生が学修時間を確保できる
ように授業の組み立てを工夫する等、アクティブ・
６ ゼミナールや実践科目等、双方向型授業につい ラーニングの教授法について、ＦＤを行う。
て
演習科目（ゼミナール）は、一般の講義とは異な
り、少人数の授業形式で、学生が目的意識を持って
自ら調べ、考え、発言し、討論する実践型科目であ
り、学生自身が培ってきた知識や理論を発揮し、社
会性を涵養する中心的な役割を担っている。
本学では、多くの学部で１・２年次からのゼミナ
ール形式の授業も導入されている。専門課程でのゼ
ミだけでなく教養科目ゼミが１・２年次で履修可能
となっている。
政治経済学部においては、１・２年時に履修でき
る教養演習・基本演習や２年生時秋に入室試験を行
う専門演習といったゼミ形式の授業で、アクティ
ブ・ラーニングを実践している。
併せて、
「トップスクールセミナー」でも、デュー
ク大学、UC バークレーから専門科目の教員を招き、
教員の lecture だけでなく学生による discussion、
presentation を含むアクティブ・ラーニングを実践
している。
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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】
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平
成 22 年文部科学省令第 15 号）に基づき、明治大学
の教育研究活動等に関わる情報を本学ホームページ
上で公表している。
これには、教育研究上の目的、教育研究上の基本
組織、教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績
等、アドミッション・ポリシー、取得可能な学位、
卒業・修了必要単位修得数等入学者数・在学生数、
卒業・就職状況等、授業科目、授業内容、年間授業
計画等、各学部・大学院のシラバス、教育課程編成・
実施方針等、などが含まれる。
さらに、Ｇ３０大学のひとつとして、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を先
導して行っている。
Ｇ３０のホームページ JUMP において、大学別に教
育情報を開示しており、基礎的な情報発信を行って
いる。

【本構想における取組】
本学はグローバル 30 大学のひとつとして、国際的
な情報発信について、先導的な役割を果たすことが
期待されており、グローバル 30 大学の情報発信に関
する共通様式（テンプレート）により行っている基
礎的な情報の発信（Ｇ30webJUMP で公表）を、より
一層強化すると同時に、他大学との情報発信につい
ての意見交換や分析を行うことにより、戦略的な情
報発信を展開する。
本構想における「グローバル人材像」や修得すべ
き知識・能力の明確化と、それを体系的に修得でき
る教育課程、本構想の取り組みなどについても、広
く情報開示を進めていく。

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】
１ 国際担当職員の配置および能力向上の推進
英語能力の高い国際連携業務の経験者を中途採用
するなどして、体制整備を図っている。また、英語
コースで採用した外国人教員サポートを行う外国語
能力を有する職員も配置している。これらにより海
外連携大学担当者との業務上十分な対応が行われて
おり、これも協定校の飛躍的増大の背景にある。
英語・中国語の職員語学研修も実施している＜平
成 21 年度 56 名、平成 22 年度 112 名、平成 23 年度
56 名（延べ 224 名）＞。
国際担当教職員の連携と専門性の向上のために、
「国際スタッフ研修」を実施（延べ 70 名参加）
。文
部科学省職員を招聘した「教職協働セミナー」を実
施（延べ 50 名の参加）
。
２ 学内書類の多言語化、教育環境のグローバル化
留学生に対する支援として、学内文書の英語化に
取り組んでいる。①学生の個人ポータルシステム、
Oh-o! Meiji、同システムのシラバス・授業運営シス
テムの検索・入力画面及び利用マニュアルの英語化
②WEB 履修登録システム③入学手続、学籍異動、図
書館利用等の入試、学籍面での英語化を図った。

【本構想における取組】
１ 職員の能力向上
全学においては、TOEIC スコア８００点相当の力
量を有する職員の増加を図る。
本構想における取り組みを推進するために、事務
局（政治経済学部事務室及び国際教育事務室）に、
同程度のスキルを擁する特別嘱託職員等を複数名配
置する。

２ 個別・団体 海外研修の実施
全学においては、現在、諸外国の教育・研究機関
の動向調査、異文化理解等をテーマに個人・グルー
プ派遣型の研修を実施しており、一層の充実を図る。
３ 学内書類の多言語化の促進
全学において、雇用契約書の法務翻訳等を進めて
おり、他にも任用関係書類の英語化を進める。
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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】
１ 「留学促進プログラム」の成果
明治大学は 2009 年度に文部科学省の「国際化拠点
整備事業」に採択され、精力的に教育の国際化を推
進している。政治経済学部では、これに先立つ 2007
年度から、学部内に専任教員、国際教育担当特任教
員、国際担当特別嘱託職員（２０１２年 1 月からに
専任職員）15 名から構成される「国際交流委員会」
を設置し、
「どのような文化地域にあっても相手を理
解しながら、同時に、自らの主張を展開できる外国
語コミュニケーション能力と専門的知識を備えた学
生を育てる」ことを目的とした「留学促進プログラ
ム」を実施してきた。
「留学促進プログラム」で整備してきたセメスタ
ー留学、短期留学、交換留学などは、単位が付与さ
れており、学部の教育課程にしっかり組み込まれて
いる。学生はラーニングアグリーンメントなどで、
学部と事後の単位認定について、納得して海外に赴
く。

（１）
「留学促進プログラム」の柱
① 英語コミュニケーション能力、プレゼンテーシ
ョン能力向上を狙った英語教育（ＡＣＥ：Advanced
Communicative English)の実施（すでに 10 年以上の
歴史を持つ）
。
② 英語によるアカデミック・ライティング、プレ
ゼンテーション、ディスカッションに重点を置いた
「留学準備講座」の実施。
③ 海外のトップスクールから招聘した客員・特任
教員による「英語による専門科目の集中講義」
（トッ
プスクール・セミナー:２０１１年度は 12 科目設
置）
。④ 「内向きになりがちな学生」の目を世界に
向けることを目的とした、双方向の「短期留学プロ
グラム」
（SS と SV）の実施→米国ノースイースタン
大学、タイ国シーナカリンウィロート大学、韓国延
世大学等。
⑤ カリフォルニア大学（バークレー校）の正規授
業である「サマーセッションへの派遣プログラム」
。
⑥ １セメスター、あるいは１アカデミック・イヤ
ーに及ぶ長期の大学間あるいは学部間「協定校留学」
ならびに「認定校留学」

【本構想における取組】
本構想における Empowered Public 創成人材は、
歴史、価値観、政治、経済、信条の違いを超えて、
異なるシステムに深い理解を示すことができる人
材であるといえる。倫理観、政治風土の異なる社会
においてもアプローチの違いを理解し、複雑な水準
の疑問を設定し、その疑問に答える力を持つ人材を
育成していく。
その目的のため、日米の高等教育機関におけるダ
ブル・ディグリー・プログラムを中核として、以下
のような取組をすすめる。

（主な２つの取り組み）
１ 「インターンシップを組み込んだダブル・
ディグリー」の実験
２ 「グローバル・プロジェクト」の新設
１ 「インターンシップを組み込んだダブル・デ
ィグリー」の実験等
（１）ノースイースタン大学との連携
ボストンに拠点を置くノースイースタン大学は
実践的な長期インターンシップ（４カ月から７カ
月）と学部・大学院でのアカデミックな教育を組み
合わせたいわゆる「Experimental Education」で全
米でも最も注目を集めている大学である。ホワイト
ハウス、マサチューセッツ州議会、国連をはじめと
した政府機関や国際機関、IBM、Microsoft などの
民間営利団体へ多くの学生をインターンとして送
り込んでいる。このプログラムは学内では「CO-OP」
と呼ばれ、２０００人近くが学内の選考を経て派遣
される。学生たちの多くは４年間の純粋な学生生活
と「CO-OP」を組み合わせ、自らの人生設計に合わ
せてキャリア・プランニングをおこなっている。し
たがって、学生の多くは４年半から５年をかけて、
大学を卒業する場合が多いが、インターンシップに
出かけた学生の７割はインターンシップ先に採用
されるといわれている。政治経済学部では、こうし
たノースイースタン大学のスキームを利用し、キャ
リア形成につながる本格的なインターンシップと
ダブルディグリーを組み合わせ、これまでの日本に
はないプログラムを構築し、グローバル人材の育成
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⑦ 一定の TOEIC、 TOEFL スコアーを獲得すること
によって、通常の英語科目の単位を認定する。
⑧ タイのシーナカリンウィロート大学への交換留
学生 6 名（毎年）を対象とした、現地（バンコク）
日本企業における半年間にわたるインターンシッ
プ。
（２）
「留学促進プログラム」の体系性
下に示した概念図のように、
①政治経済学部入学時からコミュニケーション・プ
レゼンテーション能力に重点を置いた英語教育（Ａ
ＣＥ）で英語力を強化し、その成果を TOEIC、 TOEFL
で定期的に検証する（双方のテスト年 2 回まで学部
負担で全員受験） → ②英語能力を向上させ、留
学への強い思いを形成した学生に対して、a)「トッ
プスクール・セミナー」
（各 2 単位認定）の履修、b)
ノースイースタン大学、南カリフォルニア大学、シ
ーナカリンウィロート大学、延世大学からの SS
（Short Stay 1 か月間）学生との共同セミナー参加、
c)SS 学生に対する日常的サポートを経験させる
→ ③こうした国内での経験を重ねた学生を対象
に、a)ノースイースタン大学、延世大学、シンナカ
リンウイロート大学への SV (Short Visit、約 1 か
月滞在)への参加奨励、b)協定校・認定校への交換留
学奨励、c)より能力の高い学生に関しては、カリフ
ォルニア大学（バークレー校）でのサマーセッショ
ンへの参加（単位認定）を促し、結果として国際機
関、ＮＧＯ、国内外の企業で活躍しうる基礎的資質
を養成、国際ジャーナリスト、さらには国際的なス
タンダードで研究できる基礎力の養成してきた。

を図っていく。ノースイースタン大学からのダブル
ディグリー・プログラム留学生、協定留学生に関し
ても、一定の日本語能力を前提に政治経済学部が独
自に行っている「企業インターンシップ」への参加
を認める予定である。
（２）東アジア研究を媒介としたデューク大学大
学院との教育コラボレーション
２０１１年度に、米国デューク大学のアジア太平
洋研究所と政治経済学部の間で、将来のダブルディ
グリーを念頭に置いた学生交流協定が結ばれ、２０
１２年度より協定に基づく留学生を交換すること
となった。この協定を通じて、東アジアを研究対象
とする政治経済学研究科の学生は、デューク大学大
学院に置かれている様々なコースを履修すること
が可能になった。こうした学生交換が、将来におけ
る高水準のグローバルなアジア研究につながるこ
とが期待される。また、政治経済学部から政治経済
学研究科、デューク大学へとつながる高度の研究人
材育成につながることも期待できる。

「留学促進プログラム」概念図
（３）テンプル大学との連携
テンプル大学とのＤＢＭＤプログラムは、明治
大学において３年を修了した学生がテンプル大学
において２年間の課程を経て、修士号を取得、さ
らに明治大学で単位に一部を認定することによ
り、学士号を授与するものである。
以上のとおり、３つの異なった種類のダブル・
ディグリー・プログラムを同時並行して推進する
ことにより、本学におけるモデルケースを早急に
立ち上げる。
（４）協定校等との連携
１）ＵＣバークレーとの連携の強化
（３）特徴的なプログラムについて
カリフォルニア大学（バークレー校）のサマーセ
これまで示してきたように、政治経済学部では、
１）教育の国際化に関する明確な目標を掲げ、２） ッ シ ョ ン と 「 公 式 な パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 」
これを実現するための運営組織（
「国際交流委員会」 （Official Partnership）を結んでいる日本の大学
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と専任の教員・職員スタッフ）を用意し、３）学生
の派遣・受入（専門教育における）を着実に進め、
４）これを支えるカリキュラム（トップスクールセ
ミナー、留学準備講座、ＡＣＥ等）を整備してきた。
① トップスクールセミナー
トップスクールセミナーは、世界有数の大学から
教員・研究者を客員教員・特任教員として短期間、
あるいは数年間日本に招聘し、政治経済学部の専門
科目の一部と担当して英語で講義を実施するもので
ある。グローバルスタンダードの授業を経験して将
来の留学準備につなげていく。
② 海外留学準備講座
海外留学準備講座は、外国語による論文作成（ア
カデミック・ライティング）能力やヒアリング能力
の向上、留学時に必要な知識を与えるものである。
③ ＡＣＥプログラム
ＡＣＥ(Advanced Communicative English)は通常
の英語クラスとは別に設けられたもので、英語によ
るコミュニケーション能力、TOEIC や TOEFL 対策、
プレゼンテーションスキルの向上などを目指すもの
である。
④ ＵＣバークレー・サマーセッション
英語を媒介とした海外での修学機会として、短期
留学プログラムとカリフォルニア大学バークレー校
サマーセッションへの参加を実施している。

は、明治大学政治経済学部と学習院大学（２０１０
年現在）だけであり、10 名以上の学生を派遣して
いるのは、本学政治経済学部（13 名）だけである。
２０１２年度は 20 名の学生が参加予定であり、次
の 5 年間でサマーセッション（１カ月～３カ月）の
参加者数を 100 名まで増加させる。
２）シーナカリンウィロート大学との連携強化
現在、タイ・バンコクのシーナカリンウィロート
大学へは、１カ月の短期派遣プログラムを実施して
いる。
これに加え、交換留学生を毎年６名派遣する制度
を整備し、シーナカリンウィロート大学での英語の
授業の受講に併せて、現地（バンコク）に所在する
日本企業（ＪＡＬ等）における半年間にわたるイン
ターンシッププログラムを実施する。
３）トップスクールセミナーの強化
これまでの成果を踏まえ、トップスクールセミナ
ー（英語による専門演習）の強化を図るため、招聘
する客員教員・特任教員を増やし、クラス増等を図
る。

２ 『グローバル・プロジェクト』の新設
現在実施している「企業実習」及び「社会実習」
に加え、本構想では、”Empowered Public”創成人
材を育成するために、主として公共政策分野の『グ
ローバル・プロジェクト』
（演習（ゼミ）と連動し
たプロジェクト型実習）を新たに実施する。
（４）
「留学促進プログラム」による効果
ゼミでの主体的な課題解決型の研究・調査活動
以下のグラフが示すように、2008 年に学部内に に、公共現場でのフィールドワークや、国際機関や
「国際交流委員会」が設置されて以来、海外を志向 公的機関などでの公共政策インターンシップや公
し実際に海外の大学へ出かけた学生の数は着実に増 共政策ボランティア及びそのために必要となる実
践的な英語力強化プログラムなどを取り入れるこ
加している。
とにより、より一層能動的な学修へと高度化させ
る。

*２０１１年度の落ち込みは、東日本大震災の影響による。ほぼ、90
名近くの学生の訪問がキャンセルされた。２０１２年度に関しては見
込み数

また、カリフォルニア大学（バークレー校）にお
けるサマーセッションにおいては、バークレーの正
規生、韓国、台湾、中国、ＡＳＥＡＮ諸国、ヨーロ
ッパ各国からの参加者と堂々と渡り合う学生が登場

（１）グローバル・フィールドワークの実施
「教養演習」
、
「基本演習」及び「専門演習」を対
象に、ゼミのテーマに沿った公共政策フィールドワ
ークを、海外を中心として実施する制度を新設す
る。
ゼミ指導教員が補助しながらも、学生主体による
ゼミ毎の「自主企画提案型」として実施する。
例えば、ゼミ指導教員が海外の大学の研究室と連
携を図り、合同で実施するなど、学生交流も含めた
フィールドワークの構築を目指す。
（２）グローバル・インターンシップ及びグロー
バル・ボランティアの実施
主として、
「専門演習」を対象として、ゼミにお
ける学生個々の卒論テーマ等に沿って、海外を中心
として実施する制度を新設する。
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協定先の大学や第三者機関とも連携を図りなが
している。２０１１年度の結果を見ると、サマーセ
ッションの参加した学生は履修した科目の 7 割で単 ら、独自の公共政策インターンシップや公共政策ボ
位を修得しており、修得した科目の成績はいずれも ランティア先の開拓及び既存プログラムの精選を、
「グローバル人材育成事業室」
（様式６①参照）で
B-から A の間であった。
行う。
現在のところ、連携する機関の候補先（例）は以
２ 総合的キャリア形成支援の取り組み
政治経済学では、すでに２０年以上も前からジャ 下の通りである
ーナリストの育成を目指した「基礎マスコミ研究 Washington Center（米国主要大学で単位認定され
室」
、公務員（外務公務員を含む）の育成を目指した ているインターンシップ専門 NPO）
「行政研究所」が設置され、多くのジャーナリスト ① カリフォルニア大学デービス校サービス・ラー
ニング部門
や公務員を輩出してきた。
これを基礎に、２０１０年には、将来、
（a）国際 ② ワシントン大学 ビジネス・インターンシッ
的に活躍できるジャーナリスト、(b)将来国際機関や プ・プログラム
ＮＧＯ等で活躍する人材、(c) 公務員、(d) 国際的 ③ ＨＩＤＡ(海外産業人材育成協会)との連携に
な視野も持った政財界のリーダ育成を目指した「政 基づくＡＳＥＡＮでのインターンシップ
治経済学部就業力育成プログラム」が実施に移され、 ④ タイのＡＳＥＡＮサテライト・キャンパスを拠
（シーナカリンウ
これが２０１０年度文部科学省「就業力育成事業」 点としてタイの企業訪問を行う。
ィロート大学の交換留学プログラムとは別途）
に採択された。
３ インターンシップ等の取り組み
政治経済学部では「地域インターンシップ」
、
「企
業インターンシップ」
（２００人規模）を実施してお
り、外国人留学生もこれに参加し、単位を修得する
ことができる。
各産業界から、積極的に寄付講座を受け入れて、
総合講座の形で学生に講義を提供している。
また、全学組織である就職キャリア支援センター
が、全学横断型の教育プログラムである「学部間共
通総合講座」に、キャリア科目を配置し、キャリア
教育を実施していると同時に、企業・団体等からの
協力により、本学学生を対象としたインターンシッ
プの参加人数枠を設けてもらい、就職キャリア支援
センターで面接を行った上で、インターンシップに
参加させている。およそ１０００名の希望者の中か
ら、学内面接をパスした３００名程度の学生が、毎
年約１００社の企業のインターンシップに参加して
いる。

（３）実践的な英語力強化のためのプログラム
これまでの実績にも示したように、政治経済学部
においては、
「海外留学準備講座」や「ＡＣＥ」な
ど、英語力を鍛えるプログラムを実施してきている
が、それを補完し、世界中の公共政策の現場でのイ
ンターンシップやボランティアに参加するにあた
り必要となる実践的な英語力等を強化するプログ
ラムを実施する。
１）実践的英語力強化プログラム
学生個々の弱点（４技能における弱み）やレベル
に応じた複数の集中型ブラッシュアップ講座を提
供することにより、学生個々の英語力の底上げを図
ると同時に、
「グローバル」にチャレンジするため
の意識の醸成を図る。
英語集中講座（ESL）
、短期集中講座、アカデミッ
ク・ライティング、Ｓｋｙｐｅによる遠隔英会話な
ど、複数の機関と連携を図り、実践的な英語を効率
よく習得する機会を提供する。
（学生の経済的負担
は一定程度発生する）
２）
「留学促進プログラム」の強化
TOEIC700 点以上の学生をターゲットに、より高
度な英語コミュニケーション能力の育成を図るた
め、ＡＣＥ科目の一環としての TOEFL、 IELTS 特別
セミナーとテストを組み合せたり、フィリピン、シ
ンガポール、香港等における集中短期英語留学によ
る TOEIC 得点１００点引き上げなどを図る。
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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】
１．全学の教員任用方針
本学では、明治大学教員任用規程第３条に定める
基本方針に沿って部局の教員人事任用計画を遂行
している。平成 24 年度基本方針では、第三項にお
いて、「国際化推進のため、国際連携を積極的に担
え、特に、英語による教育を実践できる教員及び外
国人教員の任用を進める。」としている。さらに第
四項では、
「公募を行う場合にも、国際公募を実施
することとし、国内外に幅広く対象を求め、優れた
人材を確保する。」と明確に規定し、教員採用にお
いて、外国人教員の任用、国際的な教育研究活動実
績のある日本人教員の採用を制度的に行っている。
外国人教員比率（専任教員）は今年５月現在７．２％
であり、国際的な教育研究活動実績のある日本人教
員、外国で学位を取得した日本人教員も積極的に採
用している。

２．優秀な外国人教員の招へい
本学では、特色ある教育・研究の展開、学術交流
の促進を目的に客員教員の招へいを積極的におこ
なっている。政治経済学部で実施する「トップスク
ールセミナー」では、２０１０年度にデューク大学、
シェフィールド大学から客員教員を 4 名を招聘、政
治学、経済学、社会学に関する集中講義を実施した。
２０１１年度においてはカリフォルニア大学バー
クレー校などからの客員教員を招へいし、計 6 名が
授業を担当した。

【本構想における取組】
１ 全学の教員任用方針
全学の教員任用方針をもとに、特に英語学位コー
スでは、今後も国際公募を基本として外国人教員の
採用を促進する。すでに外国人教員比率はＧ３０の
目標値を上回っており、2020 年目標の 10％を当該
プロジェクト終了年（2016 年）に前倒しする。
海外の大学での教育経験あるいは国内大学での
外国語による教育経験を有する日本人教員の採用
も積極的に進め、適切に配置する。

２ 国際公募による外国人任用
海外のトップスクールの教員を客員教員で招聘
し、授業を行うトップスクールセミナー型の集中講
義を、他の学部・研究科に展開し、海外の大学から
客員教員を招聘し、英語による集中講義を実施す
る。これらにより海外での教育経験を持つ教員の配
置を進め、教育体制のグローバル化を推進する。
３ 協定校との Faculty Exchange
現在本学の協定校は 190 校程度あるが、このうち
いくつかの大学との間ですでに多くの協定校との
間で教員交流、相手校での授業を行っているが、こ
うした教員交流を行う協定校の数を増大させる。こ
のための学内制度の整備を図る（在外研究員制度と
は別のサバティカルとして認可するなど）
。
４ 国際シンポジウム助成
明治大学で開催される国際シンポジウムの助成
対象（各３０万円）となる特別講義については、本
学の iTunes U において Web 公開することを前提と
する。この講義を正規授業に取り入れたり、教材と
して利用したりすることも可能である。本学の知的
財産として蓄積し、活用する。
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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 ＦＤによる教員の資質向上
教員の英語を用いた授業実践のためのＦＤ研修
として、米国ネブラスカ大学における春期研修プロ
グラムに平成２２年からの３年間で延べ１５名の
教員を送った。
また、本学の教育開発・支援センターでは、ＦＤ
活動の一環として、学生による授業評価アンケー
ト、新任教員研修会、ＦＤ関連の研修会等を実施し
ている。
教育開発・支援センターの下に設置されているＦ
Ｄ・教育評価専門部会において、教育面からの教員
評価について検討を進め、本学にとって望ましい教
員評価システムの構築を推進します。

【本構想における取組】
１ 教員のグローバル教育力向上のための取組み
（１）国際ＦＤによる教員の資質向上
協定校から複数の教員を招聘し、アクティブラー
ニングなどの授業を行ってもらう。これに教員も参
加することで、国際ＦＤを行う。
教員の送出しによる英語で行う科目の教授法に
ついての教員ＦＤについては、すでに実績のある米
国ネブラスカ大学における（初級者向け）春期研修
プログラムをＧ３０修了後も継続していく。
これらの教員研修プログラムを効果的に展開す
ることで、国際 FD を推進し、また、学内でこれら
の FD に参加しやすい環境づくりや FD への参加実績
が評価される仕組みの検討を行なう。

２ 教育力向上のためのインセンティブ
英語を用いて講義を実施する科目の担当専任教
員へは手当を支給している。なお、当該科目につい
ては、各学部が作成している便覧もしくはシラバス
に、英語を用いて講義を実施する旨、記載されてい
る。
国際日本学部では、英語を用いて講義を実施する
科目の担当者意見交換会を定期的に開催し、教育力
向上を目指している。

（２）英語科目担当者の FD 実践
全学的に、英語を用いて講義を実施する科目の担
当教員の意見交換の機会やネットワーキングの仕
組みを構築し、情報の共有や教育力の向上を目指
す。
２ 教育力向上のためのインセンティブ
全学的な FD 活動の活性化及び実質化のための施
策として、特色ある教育活動を実践している教員を
学長が表彰する「教育顕彰制度」の導入について、
全学として検討を行っている。

３ 英語による特別講義の実施
協定校から短期留学生を受け入れた際に、本学部
教員が中心となって短期留学生向けに英語による ３ 海外の大学における教育活動について
特別講義を実施している。
（１） 協定校等との教育活動の交流の推進
ワークショップやシンポジウム等の共同実施を
４ 海外の大学における教育活動について
さらに推進し、本学教員が英語で授業を実施し、演
本学では、商学部が中国の東華大学、国際日本学 習に参画する機会を増やすことにより、グローバル
部が中国の北京大学で集中講義をおこなっている。 教育力の向上を目指す。
また、大学院文学研究科では南カリフォルニア大学
で漢文セミナーを毎年開講し、現地の若手研究者を （２） Faculty Exchange の推進
指導している。
マレーシア政府、日本政府が連携して設立したマ
また、協定校との間で以下の学位、単位プログラ レーシア日本国際工科学院（MJIIT）への教員を派
ムにおいて教員を派遣した。
遣する。
（１）経営学研究科ダブルディグリーにおけるマレ
２０１１年に設立された MJIIT は日本の２４大
ーシア UTM 教員派遣
学のコンソーシアムで教員を派遣しているが、本学
（２）協定校の淑明女子大学（韓国）での夏期集中 からも 2013 年度から派遣する予定である。
講義の実施
なお、授業形式ではないが、理工学部では、海外 （３） 在外研究制度の活用
の大学と共同でのワークショップや機械工学専攻
政治経済学部には、海外で１・２年間研究できる
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で、協定校との間で、シンポジウムの開催を行って 在外研究制度があり、研究活動と併せて、海外教育
いる。平成 23 年度は以下の４プログラムを実施し 実践を行う機会も有している。
た。
（１）明治大学とチュラロンコン大学の共同による
建築・都市デザインワークショップ
（２）明治大学理工学部建築学科「英語による講
義・演習」へのチュラロンコン大学学生の参画
（３）明治大学とオレゴン大学の共同による建築・
都市デザインワークショップ"
このほか、協定校の間で以下の取組があった。
（４） 明治大学と韓国国立慶尚大学による理工学
合同シンポジウムの実施
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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 入学時からの動機付け
新入生ガイダンスにおいて留学、短期留学などの
システムの紹介をおこなっているほか、年間 2 回の
留学説明会などの機会に、本学の留学制度にかかわ
る説明を実施している。同時に留学体験者の話を聞
く機会を提供している。
政治経済学部においても、新入生対象の学部総合
ガイダンスで、国際交流プログラムについて説明し
ている。各短期交換派遣プログラム、ＵＣバークレ
ーサマーセッション・プログラムなどを含む「留学
促進プログラム」パンフレットを全学部生に配付
し、①各留学プログラム説明会、②申し込み後の個
別指導と事前講座を実施している。さらに国際交流
担当教職員による留学説明会を実施するとともに
相談を受付けている。１年生から受講可能な留学準
備のプログラムを提供している。
父母説明会においても、同じ内容について説明す
る機会を得ており、「留学」について父母の理解も
得られるよう働きかけている。

【本構想における取組】
これまで取り組んできた全学及び学部独自の取
組みを全般的にグレードアップするとともに、以下
の取組みを通じて、より組織的な学生派遣を促進す
る。

１ 入学時からの動機付けと留学準備講座
（１）英語力向上の取り組み
留学準備のための英語力強化、英語試験対策など
を推進する。
（詳細は様式５②を参照）
（２）ｅポートフォリオの運用による留学指導
既に開発したｅポートフォリオ・システムの機能
を高度化させ、海外学習体験の成果を蓄積できるよ
うな機能を付加し、留学前のカウンセリング、事前
研修、留学準備、留学中の支援、留学後のキャリア・
サポートまで一貫した学習指導と記録管理ができ
るように設計する。
また、ｅポートフォリオ・システムの使い方を指
導し、入学時より学生のモチベーションを高める。
（３）高校生への働きかけ
高校生向けの広報活動や付属高校などとの共同
２ 学生の準備・計画作成支援
教育プログラムを推進し、留学や国際交流に意識を
現在は、国際連携機構の特任教員が、留学希望者 持った新入生を受け入れられるよう働きかける。
に対して個別面談を実施している。
また、英語授業の一部に TOEFL 対策講座を設け、 ２ 学生の準備・計画作成支援
英語力強化を推進している。
本構想の取り組みを進めるために「グローバル人
材育成事業室（仮称）
」を新たに設置し、国際キャ
３ ラーニング・アグリーメント
リア・カウンセラーを複数名配置する。留学事前の
留学担当教職員から事前に情報提供を受け、納得 準備、学習計画の指導など、組織的な留学支援を推
の上参加している。説明の機会は①各留学プログラ 進する。
ム説明会 ②申し込み後の個別指導と事前講座で
また、カウンセラーによる個別留学相談を実施
ある。
し、個々の学生のニーズに適合した海外学習のメニ
事前に学部に履修申請を行い、これを教授会で承 ューを提供する。
認し、事後に留学先で修得した単位を振り替えてい
「グローバル人材育成事業室（仮称）
」では、短
る。
期研修、協定による留学、私費による認定留学、融
合型（語学研修と正規科目履修を融合したもの）
、
４ 海外留学促進制度等の導入
インターンシップ、海外ボランティアなど、多様な
２０１１年度において、以下の制度改正を行い、 海外学習体験のメニューの情報の一元化を行い、適
長期（1 学期以上）の留学促進を推奨している。
切な情報提供を行う体制を整える。
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従来は正規課程への留学のみを留学としていた
が、語学研修と正規課程履修を融合したものでも留
学として認定することとした。
また、留学による単位認定の上限を 30 単位から
60 単位に拡大した。
協定留学（授業料相互免除）以外の留学について
は、学生の経済的負担が大きいことから、本学の授
業料相当額を上限として補助する制度を導入した。
併せて、文部科学省による SS/SV「ショートステ
イおよびショート・ビジット」プログラム助成の積
極的に応募しており、政治経済学部でも、各短期交
換派遣プログラム、ＵＣバークレーサマーセッショ
ン・プログラムについて、ショートステイ、ショー
トビジットプログラムを対象とした助成金をＪＡ
ＳＳＯより受けている。

３ ラーニング・アグリーメント
留学の単位認定の不安を解消するために、
「グロ
ーバル人材育成事業室（仮称）
」に配置する国際キ
ャリア・カウンセラーが、留学先のシラバスに基づ
いた学習計画をたてさせる。帰国した後の単位認定
についてラーニング・アグリーメント（事前協議）
を行うことにより、学生には十分に納得した上で、
履修申請手続きを行う。
４ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発
を支援する体制の整備
「グローバル人材育成事業室（仮称）
」では、持
続的な協定校の開発を行う。すでに実施している北
米キャラバンや NAFSA などの国際会議を活用して、
継続した交渉を続ける。交換留学だけでなく、一方
通行型、融合型プログラム、インターンシップ付プ
ログラムなどの多様なプログラムの開発を行う。
５ 海外留学を促進するための制度の新設
認定留学では学費の二重払いにならないように、
本学の授業料相当額を上限とした補助制度を既に
制定しているが、海外トップスクールでは、本学授
業料を大きく上回る経済的負担を強いられる。ま
た、トップスクールへの留学を促進するため、特に
優秀な学生に対して、付加的な奨励金を給付する制
度を検討中である。
また、経団連のＧ３０奨学金（100 万円）等、外
部の奨学金に関する情報についても学生に提供す
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 留学中から帰国後におけるサポート
２００７年に国際交流委員会を学部内に設置し、
教育研究の国際化を試みてきた。本委員会の下、
「留
学促進プログラム」が発足し、留学の促進やグロー
バル人材の養成を目的とした様々な取り組みを実
施している。
国際交流担当職員を配置し、履修時ほかのサポー
トを実施している。また国際交流担当の特任教員に
よる各種サポートも実施している。
現在は留学する学生に対しては、キャリア支援を
中心にサポートしている。必要に応じて個別面談を
実施するほか、就職キャリア部門と連携してセミナ
ーなどを開催してきた。

２ 危機管理体制
本学は２０１１年度より東京海上日動火災保険
と包括契約を締結しており、留学する学生には、同
社の保険に加入することとしている。この保険に加
入することにより、留学期間中に事件や事故などの
不測の事態が生じた場合、同社グループ会社である
インターナショナルアシスタンス株式会社（INTAC）
による２４時間の危機管理サポートサービスを受
けることができる。
学生は緊急事態発生時に INTAC に連絡し、同社よ
り対応方法の指示を受ける。同社で対応しきれない
場合、当大学の派遣留学担当者に連絡が入る。また、
架電の内容に関わらず、学生が INTAC のサービスを
利用した際には、すべての案件が本学に報告される
こととなっている。

【本構想における取組】
１ 留学前から帰国後への一貫したサポート
（１）組織的な支援体制の確立
「グローバル人材育成事業室（仮称）
」において、
留学準備段階からメンタル、健康管理などにかかわ
るカウンセリングを実施する。留学中も派遣先大学
のアドバイザーやカウンセラーと連携をとる一方、
e ポートフォリオ・システムを使ってカウンセリン
グを実施する。
（２）ノースイースタン大学との連携
政治経済学部では、ノースイースタン大学の
Office of International Studies の専門職員を、
相手方が夏休みとなる 5 月から 9 月半ばの機関に招
聘する。これによって、協定留学やダブルディグリ
ープログラムによる派遣留学生に対して、留学前の
体系的なオリエンテーション教育が可能になるよ
う準備を進めている。
（３）緊急時・災害時などリスク管理体制の強化
危機管理にあたっては、現行システムを強化し、
２４時間支援体制を確立する。

２ 産業界との連携等による留学中および帰国後
の就職支援
ノースイースタン大学への協定留学やダブルデ
ィグリー・プログラムによる留学の場合には、ノー
スイースタン大学「CO-OP」と呼ばれる有償インタ
ーンシッププログラムに 1 セメスター参加し、具体
的な就業経験をもつ。これまでの実績によれば、学
内選考を経て「CO-OP」の職に就いた学生の 70％は
インターンシップ先での就職が決まっている。政治
経済学部では、こうしたプログラムを利用して国内
のみならず国外での就業機会の獲得を通じたグロ
ーバルな人材の育成をも視野に入れている。
また、ジャーナリストを志望する学生に関して
は、これまでも政治経済学部が設置している「基礎
マスコミ研究室」が、ジャーナリストとして活躍す
る本学ＯＢのデータベースを完備しており、これを
通じて就職希望学生とＯＢとを引き合わせ、就職カ
ウンセリングを行っている。これまでも、３年次後
期から２セメスターを米国の協定校への留学し、６
月に帰国した学生が、このシステムを通じてカウン
セリングを受け、ＮＨＫをはじめとする放送局や新
聞社に記者として採用された事例が少なくない。
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様式５
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語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組
取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ
ィング）を適切に評価するものとなっているか。
○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。

【これまでの取組】
１ 大学入試センター試験英語リスニングの利用
大学入試センター試験の英語リスニングの点数を
活用しており、リーディング、ライティングだけで
なく、リスニングの技能も評価対象としている。

【本構想における取組】
１ TOEFL 等の入試への活用と４技能評価
政治経済学部においては、２０１４年度の入試か
ら TOEFL、英語小論文、英語面接を活用した英語能
力の高い高校生をターゲットとした特別入試の導
入を検討している。この入試は、当該学部が、ノー
スイースタン大学、テンプル大学とのダブル・ディ
２ 留学経験や在外経験の適切な評価
本学では、留学経験や在外経験を評価し、以下の グリー・プログラムを実施するのに合わせて、英語
５学部で特別入学試験を実施している。
力の高い学生を選抜することを目的とするもので
ある。
2012 年度
学部
入学試験
募集人員
合格者
２ 留学経験、在外経験を評価する入試制度
海外就学者
法学部
若干名
９
（１） 在外経験を評価する入試制度
特別入学試験
既に４学部が特別入学試験の枠組みで、留学経験
政治経
帰国生
３学科
２１
や在外経験を評価する入学試験をおこなっている
済学部 特別入学試験
若干名
が、これを全学に拡充することを検討する。
帰国生
３学科
文学部
９
特別入学試験
１０名
（２）留学経験者のリクルーティング
国際日
海外就学者
若干名
２１
「明治グローバル・コモン」のブランドを高校関
本学部 特別入学試験
これらの入学試験では、TOEFL 等スコアを出願要 係者に浸透させ、海外子女教育財団の国内外説明会
件としている他、留学経験や在外経験を適切に評価 への参加など、国際志向の高校生をリクルートす
するため、SAT、International Baccalaureat、Abitur る。
等の諸外国の大学入学資格試験・統一試験を出願要
３ 高校生等への対応
件としている学部もある。
（１）付属校への対応
また、付属校を中心に、高大連携の国際交流を促
進し、本学に入学する高校生への動機付けを行う。
併せて、付属高校と連携を図り、国際教育プログ
ラムの開発を行う。

（２）高校生への対応
オープン・キャンパスにおいて、英語による模擬
授業を実施する等、中高生を対象とする講座を開催
する。
英語圏の大使館と共催で中学生・高校生を対象と
する留学フェアを実施する。
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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】
１ 入学時プレイスメントと語学クラス編成
ほぼすべての学部で、入学時に TOEIC を受験させ、
英語授業のクラス分けが行われている。
政治経済学部では、英語コミュニケーション能力、
プレゼンテーション能力向上を狙った ACE プログラ
ムでは、全学部生が受験する TOEIC 団体試験の点数
によってクラス分けが行われている。

２ 定期的な語学力向上度の測定による教育効果
分析と語学教育へのフィードバック
政治経済学部では、ドイツ語検定、フランス語検
定、中国語検定、スペイン語検定、ハングル語検定、
日本漢字能力検定ほかの中から年間２回まで受検す
ることができる。また TOEIC 団体試験を含む語学検
定に関しては、各語学科目への「単位認定」も行っ
ている。
３ アカデミックライティング・個別指導体制
政治経済学部では、英語によるアカデミック・ラ
イティング、プレゼンテーション、ディスカッショ
ンに重点を置いた「留学準備講座」を実施している。

【本構想における取組】
１ 習熟度別語学クラスと効果的な語学教育
英語能力向上のために、習熟度別かつ少人数個別
指導の展開を一層強化する。

２ ４技能を重視語した学力向上度の測定、語学
教育へのフィードバック
外国語の必修授業がなくなる３年生以上は
TOEIC など標準テストの受験は現在義務付けられ
ていないので、本構想では、各学年でほぼ全員の学
生に TOEIC を受験させる。
さらに、TOEIC 以外にも、
「話す力」と「書く力」
を含めたテスト運用として、TOEFL や IELTS なども
受験の選択肢として加え、学内で年間１回以上の受
験を推奨する（国際日本学部では TOEIC、IELTS 受
験）
。特に留学希望者には TOEFL または IELTS の受
験を義務付ける。
これらデータについては、個人個人が把握し、ｅ
ポートフォリオを活用して、到達点を目標化させ、
留学相談サポートセンターの教職員がアドバイス
を行う。
３ アカデミックライティング能力養成のための
個別指導体制の導入および教育
留学先での学習において、エッセーや論文を書く
力は不可欠である。これに備えるため、ノースイー
スタン大学との連携等により、
「留学前準備講座」
を拡大し、アカデミック・ライティング等の授業を
実施する。これに加え、学部レベルで「書く英語」
の力を強化するプログラムを検討する。

４ 少人数語学教育（論理的な説明力など）
政治経済学部では、ＡＣＥプログラムでは、英語
コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力
向上を狙った英語教育を実施している。
「トップスク
ールセミナー」では、デューク大学、UC バークレー
の 教 員 の 集 中 講 義 を 実 施 し 、 lecture 、
presentation、 discussion を行い、議論ができる
力を養成している。
４ 少人数教育・留学支援と英語教育の連携
様式４①においても述べたとおり、本事業を推進
５ 留学前準備：専門科目レベルの履修が可能な力 するため、
「グローバル人材育成事業室（仮称）
」を
政治経済学部では、①トップスクールセミナー、 新たに設置する。
②留学準備講座、③ＡＣＥプログラムで留学前準備
この事業室では、政治経済学部と連携して、組織
を行っている。
的な留学前指導をおこなう。留学希望者にカウンセ
リングを実施するほか、留学前には書類作成指導、
英語力に関する相談、志願書の作成、ビザ申請準備、
危機管理などにかかわる指導をおこなう。また、留
学前に留学先での学習計画を明確にさせるととも
に、単位認定に関して学部事務室と連携をとる。
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５ e ポートフォリオによる学びの可視化
本構想では、学生情報を本学が提供する e ポート
フォリオ・システムを活用して情報共有をはかる。
英語力強化の過程、留学準備－留学－留学後のキャ
リア支援のプロセスを、学生の主体的な学びに結び
付ける形でデータ蓄積をおこなう。英語力について
は定期的に組織目標の達成状況をデータから確認
するほか、学生自身が学びの過程を振り返り、自己
の目標に向かって研鑽することができる。
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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 推進体制
本構想の全体統括については、現在、
「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（旧国
際化拠点整備事業」を推進している国際連携機構（機構長：学長）が所管する。
本構想におけるプログラム開発や取り組みの推進は、国際連携機構を構成する国際連携本部（本部長：
国際交流担当副学長）及び政治経済学部執行部の下に、副学長（国際交流担当）及び政治経済学部長を中
心メンバーとした「プログラム開発・推進合同委員会（仮称）
」を設置して、連携を図りながら行う。
本構想で実施する取り組みの執行については、国際連携本部の下に執行機関として設置している国際教
育センターの下に、新たに「グローバル人材育成事業室（仮称）
」を設置し、国際教育センター及び政治
経済学部が協力して実施する。
「グローバル人材育成事業室（仮称）
」には、留学アドバイザー、専門事務補佐員及び経理事務員など
を配置する。
２ 外部評価委員会の設置等
本構想の取り組みについて、学外の有識者（５名程度）による「外部評価委員会」を設置して、大所高
所より、取り組み１つひとつについて、意見を伺い、プログラムの改善に活かすこととする。
また、本構想の取り組みに参加する全学生に対して、ｅポートフォリオ・システムを活用して意見聴取
を行うと同時に、参加時にもアンケートを取ることにより、プログラムの改善に活かす。

「グローバル人材育成推進事業」推進体制
政治経済学部

執行部
＜役割：推進＞

国際連携機構（機構長：学長）
＜役割：本構想全体統括＞
国際連携本部
（本部長：副学長）
＜役割：推進＞

外部評価
委員会

プログラム開発・推進合同委員会（仮称）
＜役割：本事業の企画、開発、調整、推進＞

本事業の
客観評価

国際教育センター ＜役割：執行＞
グローバル人材育成事業室（仮称）
＜役割：本構想で新たに取り組む業務の執行＞
①ダブル・ディグリー等留学
の促進・充実・実施
②ｅポートフォリオによる
学生に対する履修指導、
留学・キャリアアドバイス

①グローバル・プロジェクト
の開発・実施
②危機管理システムの
強化

＜所管業務＞
①日本人学生対象
・交換留学送り出
・海外語学研修
・留学奨励金 等
②外国人留学生対象
・入試広報
・入試受付
・交換留学受入れ
・生活支援
・在籍管理
・奨学金
等

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

１ 本事業の成果発表など
今後は、本学の取組み成果と合わせて、ＨＰ、パンフレット、ニュースレター等を通じて、対外的に発
表していく。これらをＧ３０大学及び本事業の採択大学などと連携して対外的に発表していく。
（１）本学の取組みにかかわる分析と公表
 ノースイースタン大学とのダブル・ディグリー事業等のモデルケース
 公共政策インターンシップ事業等のモデルケース
 産学共同と明治グローバル・パートナーズの取組み事例
（２）国際教育に関する FD、SD の実施（FD や SD の実施手法そのものを研究するセミナーを含む）
（３）その他調査・分析の内容
 グローバル人材の資質評価にかかわる研究
 国際教育の質保証・学習成果分析
 国際共同学位（Joint/Double Degree）の研究
 国際入試制度、外国成績評価（FCE）の比較研究
 大学の国際化にかかわる評価の研究（ベンチマーク、グッド・プラクティスなど）
２ 国際教育にかかわる調査分析および公表実績
海外の大学の国際戦略、取組事例の研究、教育の質保障にかかわる調査・分析は不可欠である。本学の
国際教育研究所では、国際教育プログラムの質保障に関連した国際共同研究に取り組んでおり、以下の国
際シンポジウムを実施してきた。この成果は公的機関、高等教育の研究者、他大学の教職員などから高い
評価を受けている。その実績をベースとして今後も産業界との連携によるシンポジウムの開催など、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。
 2012 年 2 月 10 日
「留学交流の新たな潮流と教育の質保証」 －米国大学の留学生戦略と受入システムー
Allan Goodman 博士、 理事長、 Institute of International Education (IIE)ほか
 2012 年 3 月 9 日
世界大学ランキングと大学の「世界水準」－日本の大学は世界の構造変動にどうむきあうか？－
Jamil Salmi (世界銀行) :
Ellen Hazelkorn: (ダブリン工科大学 学部長) ほか
 2012 年 5 月 18 日
国際教育プログラムと学習成果分析「グローバル人材を測る物差しを考える」
飯吉 透 （京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
Darla Deardorff (Duke University/ AIEA)ほか
３．
「留学のすすめ」ポータル事業：日本全体への貢献
本学の留学促進プロジェクトでは学内外からの協力を得て、幅広い情報や支援を得ている。具体的には、
本学が各国大使館などと連携して実施している留学フェア、留学準備講座（
「留学のすすめ」など）など
で得た留学経験者のネットワーク、留学体験談や体験に関するデータベース、日本の大学から留学するた
めに必要な知識やノウハウなどの情報を蓄積してきた。こうした情報やネットワークを活用して、留学希
望者に必要な留学関連情報サイト「留学のすすめ」ポータルを開始する。また、これまですすめてきた各
国大使館などと連携した留学フェアも継続する。
（１）
「留学のすすめ」ポータルサイト
（２）留学フェア（文部科学省および外務省の後援による）
 欧州留学フェア
 各国大使館共催留学フェア
なお、これらの取組みは明治大学の学生のためだけに実施する
のではなく、広く日本全体の高等教育関係者、大学生に利用され
ることを期待するものである。文部科学省、外務省、各国大使館
のほか、JAFSA、JASSO、GiFT 推進委員会などとの連携をとりなが
ら、より多くの日本人学生が留学の機会を持つための社会全体イ
ンフラ整備について、その一翼を担うことを目標とする。
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画
【構想実施に向けた準備状況】
１）ダブル・ディグリー・プログラム等の実施校と調整を行っている。
２）グローバル・プロジェクトの開発に向けた調整を行っている。
３）実践的英語力強化プログラムの開発に向けた調整を行っている。
４）ｅポートフォリオ・システムの仕様変更内容の調整を行っている。
【平成２４年度】
１）ノースイースタン大学ダブル・ディグリー・プログラム等の留学を促進する新たな取組みを開発する。
２）グローバル・プロジェクトの実施に伴うインターンシップ先等の開拓及びプログラム開発を行う。
３）グローバル・プロジェクトの実施に伴う実践的英語力強化プログラムの開発を行う。
４）主体的な学びを確立するためのｅポートフォリオ・システムの仕様変更を行う。
５）本事業の外部評価を行うために「外部評価委員会」の設置を行う。
６）本事業を推進するための実施体制（委員会及事業室）の立ち上げ及び体制整備（人的配置）を行う。
【平成２５年度】
１）ノースイースタン大学ダブル・ディグリー・プログラム等の新たな取組みを開発・実施する。
２）グローバル・プロジェクトを開発・実施する。
３）実践的な英語力強化プログラムを実施する。
４）ｅポートフォリオ・システムの改善及び活用を行う。
５）外部評価委員会により外部評価を実施する。
６）委員会及び事業室を中心として、取り組みの推進を行う。
【平成２６年度】
１）ノースイースタン大学ダブル・ディグリー・プログラム等の新たな取組みを開発・実施する。
２）グローバル・プロジェクトを開発・実施する。
３）実践的な英語力強化プログラムを実施する。
４）ｅポートフォリオ・システムの改善及び活用を行う。
５）外部評価委員会により外部評価を実施する。
６）委員会及び事業室を中心として、取り組みの推進を行う。
【平成２７年度】
１）ノースイースタン大学ダブル・ディグリー・プログラム等の新たな取組みを開発・実施する。
２）グローバル・プロジェクトを開発・実施する。
３）実践的な英語力強化プログラムを実施する。
４）ｅポートフォリオ・システムの改善及び活用を行う。
５）外部評価委員会により外部評価を実施する。
６）委員会及び事業室を中心として、取り組みの推進を行う。
【平成２８年度】
１）ノースイースタン大学ダブル・ディグリー・プログラム等の新たな取組みを開発・実施する。
２）グローバル・プロジェクトを開発・実施する。
３）実践的な英語力強化プログラムを実施する。
４）ｅポートフォリオ・システムの改善及び活用を行う。
５）外部評価委員会により外部評価を実施する。
６）委員会及び事業室を中心として、取り組みの推進を行う。
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
財政支援終了後も、本構想の取り組みを継続するとともに、次の内容について発展的に展開する。
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
１）本構想による政治経済学部の取り組みでの成果を、全学に拡大し、可能な学部から、シラバスの
英語化、ナンバリングなどを進める。
２）アクティブ・ラーニングなど課題解決型の授業を推進する。
３）海外有力大学との協定を拡大させ、共同プログラムなどを設置し、学生のモビリティを高める。
４）職員の英語力の充実を図り、大学組織体制のグローバル化を進展させ、同時に学内文書の英語化の
促進などのキャンパス環境の整備をさらに進める。
２.グローバル人材として求められる能力育成のための取組
１）英語プログラムの充実とともに、
『グローバル・プロジェクト』の取り組みを他学部にも拡大する。
２）e ポートフォリオ・システムの活用を他学部にも拡大する。
３.教員のグローバル教育力の向上の取り組み
１）国際公募促進により外国人教員比率を高める。
２）協定校での授業実施等による教員派遣制度の充実を図る。
４.日本人学生の留学促進のための環境整備
１）
「グローバル人材育成事業室」による留学支援、キャリア支援を他学部にも拡大する。
５.語学力向上のための入学から卒業時までの一体的取組
１）
「留学」に向けた英語力強化のための系統的・体系的なプログラムを構築する。

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

【物品費】
設備備品費については、本補助事業実施のための経費として、事業開始当初より見込まれるものはない。
消耗品費については、いずれの年次においても、少額の消耗品に係る経費のみとなることから大学の経常
的経費により十分賄うことが可能である。
【人件費・謝金】
人件費に関しては、国際キャリアカウンセラー要員として、カウンセラーは常勤の嘱託を充てることと
し、留学サポーターは非常勤（パートタイム嘱託）を充てる計画である。要員計画通りに進み、体制が確
立された場合には、中間評価年の評価及び財政支援機関終了時の評価点検により、改めてプログラム運営
の適正化を図り、以後経常化による方針を立て、大学の安定的かつ継続的な資金計画の下に事業継続が行
えるようにする。
【旅費】
海外出張旅費について、財政支援期間中は、各種プログラム開設準備のため協議などの補助事業の安定
的運営に資する経費とするものであるが、事業全体の継続的な運営体制が確立されれば、その中で個々の
取組の効果測定及び運営の適正化のための評価を行い、あらためて出張・派遣機会の精査を行い、以後必
要な経費については大学の経常的経費により賄う。
【その他】
外注費及び印刷製本費については、補助事業期間中に整備を果たす計画として、e ポートフォリオのた
めのシステム改修経費、広報経費が中心となっている。支援期間終了後は、個々の取組の効果測定及び運
営の適正化のための評価を行い、以後経常化による方針を立て、大学の安定的かつ継続的な資金計画の下
に事業継続が行えるようにする。
また、その他諸経費としては、雑役務費が主なものであり、上記人件費と同様に取り扱う。
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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
・
・
・
②消耗品費
・事務用消耗品（用紙、ＯＡ周辺関連）
・業務用パソコン（@100千円×8）
・
［人件費・謝金］
①人件費
・留学アドバイザー等（@8,300千円×3名×1/3）
・専門事務補佐員（@7,000千円×4名×1/3）
・
②謝金
・海外大学教員講座謝金（@100千円×3名）
・外部評価委員謝金（@100千円×5名）
・
［旅費］
・学生派遣先協議出張等（@800千円×述べ6名）
・客員教員面接出張等（@800千円×2名）
・英語力強化実施協議出張（@800千円×述べ10名）
・プロジェクト実施協議出張（@800千円×述べ30名）

・外部評価委員招聘（@500千円×5名）
・
・
・
［その他］
①外注費
・ポートフォリオ・システム改修費
・
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット作成（10000部）
・ニュースレター等作成（10000部）
・
③会議費
・プログラム協議、派遣学生選考等委員会
・プログラム開発・推進部会実施
・外部評価委員会実施
④通信運搬費
・広報用冊子等国内・海外郵送料
・客員教員赴任に伴う運搬費（@300千円×3名）
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・海外送金手数料（@6.5千円×2回）
・近距離交通費（@6千円×述べ48名）
・雑役務費（経理事務員@500千円×1名×5か月）

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

1,800

1,800

1,800
1,000
800

1,800
1,000 P35様式6①8行目
800 P35様式6①8行目

18,433
17,633
8,300
9,333

18,433
17,633
8,300
9,333

P35様式6①10行目
P35様式6①10行目

800
300
500

800
300
500

P24様式2右17行目
P35様式6①16行目

40,900
4,800
1,600
8,000
24,000
2,500

40,900
4,800
1,600
8,000
24,000
2,500

55,151
50,000
50,000

55,151
50,000
50,000

P22様式2右19行目他

P24様式2右17行目
P25様式2右33行目
P24様式2右23行目
P35様式6①16行目

P19様式1②右31行目

1,000
500
500

1,000
500 P36様式6②2行目
500 P36様式6②2行目

250
100
100
50
1,100
200
900

250
100 P35様式6①6行目
100 P35様式6①6行目
50 P35様式6①16行目
1,100
200 P36様式6②2行目
900 P24様式2右17行目

2,801
13
288
2,500

2,801
13 P23様式2右34行目
288 P22様式2右19行目他
2,500 P35様式6①8行目

116,284

116,284

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

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
・
・
②消耗品費
・事務用消耗品（用紙、ＯＡ周辺関連）
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・客員教員給与等（@910千円×5名）
・留学アドバイザー等（@8,300千円×3名）
・専門事務補佐員等（@7,000千円×4名）
②謝金
・海外大学教員講座謝金（@100千円×5名）
・外部評価委員謝金（@100千円×5名）
・
［旅費］
・学生派遣先協議出張等（@800千円×述べ8名）
・学生派遣先協議来学旅費等（@800千円×述べ4名）

・教員採用面接出張等（@800千円×2名）
・客員教員赴任旅費（@250千円×5名）
・英語力強化実施協議出張（@800千円×2名）
・プロジェクト実施協議出張（@800千円×述べ6名）
・プロジェクト実施教員出張（@500千円×述べ30名）

・外部評価委員招聘（@500千円×3名）
［その他］
①外注費
・特別入試要項発送（1000件）
・ポートフォリオ・システム改修・保守費
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット作成（10000部）
・ニュースレター等作成（10000部）
・特別入試要項・志願票・封筒等作成（1000部）
③会議費
・プログラム協議、派遣学生選考等委員会
・プログラム開発・推進部会実施
・外部評価委員会実施
④通信運搬費
・広報用冊子等国内・海外郵送料
・客員教員赴任に伴う運搬費（@300千円×5名）
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・海外送金手数料（@6.5千円×2回）
・近距離交通費（@6千円×述べ60名）
・雑役務費（経理事務員@500千円×1名×11か月）

・実践的英語力強化プログラム委託経費
・危機管理委託経費

平成２５年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

500

500

500
500

500
500 P35様式6①8行目

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

P24様式2右17行目
P35様式6①10行目
P35様式6①10行目
P24様式2右17行目
P35様式6①16行目

P22様式2右19行目他
P22様式2右19行目他

P24様式2右17行目
P24様式2右17行目
P25様式2右33行目
P24様式2右23行目
P24様式2右23行目
P35様式6①16行目

P32様式5①右2行目
P19様式1②右31行目

P36様式6②2行目
P36様式6②2行目
P32様式5①右2行目

P35様式6①6行目
P35様式6①6行目
P35様式6①16行目

P36様式6②2行目
P24様式2右17行目

17,373
13
360
5,500
10,000
1,500

17,373
13 P23様式2右34行目
360 P22様式2右19行目他
5,500 P35様式6①8行目
10,000 P25様式2右33行目
1,500 P31様式4②右17行目

119,903

119,903

（大学名：明治大学）（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
・事務用消耗品（用紙、ＯＡ周辺関連）
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・客員教員給与等（@910千円×5名）
・留学アドバイザー等（@8,300千円×3名）
・専門事務補佐員等（@7,000千円×4名）
②謝金
・海外大学教員講座謝金（@100千円×5名）
・外部評価委員謝金（@100千円×5名）
・
［旅費］
・学生派遣先協議出張等（@800千円×述べ8名）
・学生派遣先協議来学旅費等（@800千円×述べ4名）

・教員採用面接出張等（@800千円×2名）
・客員教員赴任旅費（@250千円×5名）
・英語力強化実施協議出張（@800千円×2名）
・プロジェクト実施協議出張（@800千円×述べ6名）
・プロジェクト実施教員出張（@500千円×述べ30名）

・外部評価委員招聘（@500千円×3名）
［その他］
①外注費
・特別入試要項発送（1000件）
・ポートフォリオ・システム改修・保守費
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット作成（10000部）
・ニュースレター等作成（10000部）
・特別入試要項・志願票・封筒等作成（1000部）
③会議費
・プログラム協議、派遣学生選考等委員会
・プログラム開発・推進部会実施
・外部評価委員会実施
④通信運搬費
・広報用冊子等国内・海外郵送料
・客員教員赴任に伴う運搬費（@300千円×5名）
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・海外送金手数料（@6.5千円×2回）
・近距離交通費（@6千円×述べ60名）
・雑役務費（経理事務員@500千円×1名×11か月）

・実践的英語力強化プログラム委託経費
・危機管理委託経費

平成２６年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

500

500

500
500

500
500 P35様式6①8行目

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

P24様式2右17行目
P35様式6①10行目
P35様式6①10行目
P24様式2右17行目
P35様式6①16行目

P22様式2右19行目他
P22様式2右19行目他

P24様式2右17行目
P24様式2右17行目
P25様式2右33行目
P24様式2右23行目
P24様式2右23行目
P35様式6①16行目

P32様式5①右2行目
P19様式1②右31行目

P36様式6②2行目
P36様式6②2行目
P32様式5①右2行目

P35様式6①6行目
P35様式6①6行目
P35様式6①16行目

P36様式6②2行目
P24様式2右17行目

17,373
13
360
5,500
10,000
1,500

17,373
13 P23様式2右34行目
360 P22様式2右19行目他
5,500 P35様式6①8行目
10,000 P25様式2右33行目
1,500 P31様式4②右17行目

119,903

119,903

（大学名：明治大学）（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
・事務用消耗品（用紙、ＯＡ周辺関連）
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・客員教員給与等（@910千円×5名）
・留学アドバイザー等（@8,300千円×3名）
・専門事務補佐員等（@7,000千円×4名）
②謝金
・海外大学教員講座謝金（@100千円×5名）
・外部評価委員謝金（@100千円×5名）
・
［旅費］
・学生派遣先協議出張等（@800千円×述べ8名）
・学生派遣先協議来学旅費等（@800千円×述べ4名）

・教員採用面接出張等（@800千円×2名）
・客員教員赴任旅費（@250千円×5名）
・英語力強化実施協議出張（@800千円×2名）
・プロジェクト実施協議出張（@800千円×述べ6名）
・プロジェクト実施教員出張（@500千円×述べ30名）

・外部評価委員招聘（@500千円×3名）
［その他］
①外注費
・特別入試要項発送（1000件）
・ポートフォリオ・システム改修・保守費
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット作成（10000部）
・ニュースレター等作成（10000部）
・特別入試要項・志願票・封筒等作成（1000部）
③会議費
・プログラム協議、派遣学生選考等委員会
・プログラム開発・推進部会実施
・外部評価委員会実施
④通信運搬費
・広報用冊子等国内・海外郵送料
・客員教員赴任に伴う運搬費（@300千円×5名）
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・海外送金手数料（@6.5千円×2回）
・近距離交通費（@6千円×述べ60名）
・雑役務費（経理事務員@500千円×1名×11か月）

・実践的英語力強化プログラム委託経費
・危機管理委託経費

平成２７年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

500

500

500
500

500
500 P35様式6①8行目

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

P24様式2右17行目
P35様式6①10行目
P35様式6①10行目
P24様式2右17行目
P35様式6①16行目

P22様式2右19行目他
P22様式2右19行目他

P24様式2右17行目
P24様式2右17行目
P25様式2右33行目
P24様式2右23行目
P24様式2右23行目
P35様式6①16行目

P32様式5①右2行目
P19様式1②右31行目

P36様式6②2行目
P36様式6②2行目
P32様式5①右2行目

P35様式6①6行目
P35様式6①6行目
P35様式6①16行目

P36様式6②2行目
P24様式2右17行目

17,373
13
360
5,500
10,000
1,500

17,373
13 P23様式2右34行目
360 P22様式2右19行目他
5,500 P35様式6①8行目
10,000 P25様式2右33行目
1,500 P31様式4②右17行目

119,903

119,903
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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
・事務用消耗品（用紙、ＯＡ周辺関連）
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・客員教員給与等（@910千円×5名）
・留学アドバイザー等（@8,300千円×3名）
・専門事務補佐員等（@7,000千円×4名）
②謝金
・海外大学教員講座謝金（@100千円×5名）
・外部評価委員謝金（@100千円×5名）
・
［旅費］
・学生派遣先協議出張等（@800千円×述べ8名）
・学生派遣先協議来学旅費等（@800千円×述べ4名）

・教員採用面接出張等（@800千円×2名）
・客員教員赴任旅費（@250千円×5名）
・英語力強化実施協議出張（@800千円×2名）
・プロジェクト実施協議出張（@800千円×述べ6名）
・プロジェクト実施教員出張（@500千円×述べ30名）

・外部評価委員招聘（@500千円×3名）
［その他］
①外注費
・特別入試要項発送（1000件）
・ポートフォリオ・システム改修・保守費
・
②印刷製本費
・広報用パンフレット作成（10000部）
・ニュースレター等作成（10000部）
・特別入試要項・志願票・封筒等作成（1000部）
③会議費
・プログラム協議、派遣学生選考等委員会
・プログラム開発・推進部会実施
・外部評価委員会実施
④通信運搬費
・広報用冊子等国内・海外郵送料
・客員教員赴任に伴う運搬費（@300千円×5名）
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・海外送金手数料（@6.5千円×2回）
・近距離交通費（@6千円×述べ60名）
・雑役務費（経理事務員@500千円×1名×11か月）

・実践的英語力強化プログラム委託経費
・危機管理委託経費

平成２８年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

500

500

500
500

500
500 P35様式6①8行目

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

58,450
57,450
4,550
24,900
28,000
1,000
500
500

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

35,350
6,400
3,200
1,600
1,250
1,600
4,800
15,000
1,500
25,603
5,150
150
5,000

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

1,150
500
500
150
230
100
100
30
1,700
200
1,500

P24様式2右17行目
P35様式6①10行目
P35様式6①10行目
P24様式2右17行目
P35様式6①16行目

P22様式2右19行目他
P22様式2右19行目他

P24様式2右17行目
P24様式2右17行目
P25様式2右33行目
P24様式2右23行目
P24様式2右23行目
P35様式6①16行目

P32様式5①右2行目
P19様式1②右31行目

P36様式6②2行目
P36様式6②2行目
P32様式5①右2行目

P35様式6①6行目
P35様式6①6行目
P35様式6①16行目

P36様式6②2行目
P24様式2右17行目

17,373
13
360
5,500
10,000
1,500

17,373
13 P23様式2右34行目
360 P22様式2右19行目他
5,500 P35様式6①8行目
10,000 P25様式2右33行目
1,500 P31様式4②右17行目

119,903

119,903
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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。

◎文部科学省が行う事業の補助金等による経費措置を受けている取組みについて
・グローバルCOEプログラム（平成２０年度採択）：「現象数理学の形成と発展」（明治大学先
端数理科学インスティテュート）
本学附置研究機関である先端数理科学インスティテュート（MIMS)を教育・研究の基盤とし
て，連携先機関である広島大学大学院理学研究科数理分子生命現象専攻，そして連携先機関であ
る海洋研究開発機構地球シミュレータセンターと相補融合することから現象数理学の形成と発展
を目指す。具体的には，社会，自然，生物現象等に現れる複雑なシステムの解明に焦点を絞りつ
つ，現象の本質を見抜き，理解する抽出モデルの抽出を柱とする現象数理学を形成するプログラ
ムを展開する。また，現象数理学の方法と技術を習得した人材を輩出することにも力を入れ，博
士後期課程学生育成のために「MIMS Ph.Dプログラム」を開設。（H23.4より大学院先端数理科
学研究科現象数理学専攻（博前・博後）を開設。）
・大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（通称 グローバル３０，平成２１年度採
択）：明治大学 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業
本構想は，戦前から有数の留学生受入れ大学であった本学が，一層の研究・教育の高度化を図
り，世界の安定的発展を持続させるため，国際社会と共に生き，国際社会に貢献し，世界中の
人々が本学に集う「知のグローバルコモン」を確立する。平成32年度までに4000人の留学生を受
入れ，1500人の学生を世界に送り出す。本構想を「グローバルコモン・プログラム」と名付け，
世界トップレベルの大学を目指す。
・大学間連携共同教育推進事業（平成２４年度申請予定）：「国際協力人材」育成のためのモチ
ベーション・パス
私立大学の雄であり，かつ国際協力・国際公務の志向をもつ学部生の多い２大学（本学及び立
教大学）と，国際社会で活躍する高度な専門的知識を持った職業人の育成を企図する大学院大学
（国際大学）とが協働し，「国際協力人材」育成に取り組む。人材育成の基盤となる「人権」や
「環境」等に主眼をおいた「グローバル教養」に関するプログラムの共同教育を提供する。
・大学の世界展開力強化事業（平成２４年度申請予定）
本学の人材育成の理念に基づき、将来、ビジネスパーソン、ジャーナリスト、建築家、NGO、
公務員など多くの実務分野において、たくましい「現場力」を持って、日本と東南アジアのリテ
ラシーを有した、国・地域を跨いだ懸け橋となりうる日本ASEAN実務型リーダーを日本とASEAN諸
国の双方に育成することを目的とする。次の取り組みを行う。①国際共同教育コンソーシアムの
形成、②ASEANサテライトキャンパスの設置 / SENDプログラムの実施、③５年間で双方向１００
０人交流。

（大学名：明治大学）（申請区分：特色型）
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（参考）
参考全体で１ページ以内

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

【SEND の概要】

該当なし。

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

平成 27 年度

人
人

人
人

平成 28 年度

人
人
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