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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≫

建学の精神に基づき「創造的人間」を育成する大学
本学は昭和 46 年、以下の建学の精神を掲げ開学した。
一、人間教育の最高学府たれ
一、新しき大文化建設の揺籃たれ
一、人類の平和を守る要塞（フォートレス）たれ
この建学の精神を基盤に「創造的人間」を育成し、社会に有為な人材を輩出することが本学のミッショ
ンである。
「創造的人間」とは、いかなる環境にあっても、自分自身を強め、価値を創造し、さらに他者
の幸福に貢献する人間であり、
「知力」と「人間力」がその基礎をなす。本学の教育は、学生一人ひとり
の「知力」と「人間力」を向上させ、学生自身の可能性、すなわち「自分力」を発見させ、さらに開花さ
せていくことをその根本理念とする。
「知力」の向上のためには、基礎学力を養成し、これを土台として「分析する力・統合する力・創造す
る力」へと応用することを目指した学術・教育活動を行う。
「人間力」の養成のためには、個々の学生の学びの根底に、
「何のために学ぶのか」という目的意識を涵
養することが重要であると認識し、大学教育のあらゆる場面において、教員と学生間、そして学生相互間
のコミュニケーションを図り、人間同士の触発を通じて学生が使命感を深め、自発的に学ぶ機会を提供す
る。
≪構想の目的≫

大学教育の国際的通用性の向上を通じ、21 世紀の国際社会が求める「創造的人間」を育成する
上の教育理念を具現化する過程で本学は、
「学生のための大学」をスローガンに掲げ、教育施設・環境の
整備と各種の教育プログラムの開発を進めてきた。｢人類の平和を守る｣と謳う建学の精神を反映して、本
学には、創立以来、人類的課題への解決に貢献したいという伝統的校風があり、それは必然的に、本学の
積極的な海外諸大学との教育交流の展開へと繋がってきた。
平成 32 年の創立 50 周年に向けて本学が平成 22 年４月に策定した 10 カ年の発展計画「創価大学グラン
ドデザイン」においても、国際交流の推進は重要な戦略的目標として位置づけられ、平成 32 年の時点で
１学年の学生数の６割を超える 1000 名規模の海外留学経験者を毎年輩出するという具体的な数値目標を
掲げた。この目標達成に向けて、全学的規模での取組を推進するために、
「国際戦略検討委員会」を副学
長の下に組織し、定性的・定量的な中間目標値を設定して、確実な目標達成を期している。今年度は、10
カ年発展計画の第１ステージの完了年度となるが、留学を促進する制度的整備が確実に進み、中間数値目
標（年間 600 名の学部生の海外留学経験）の達成が見込まれている。
以上の本学の国際化推進の努力を踏まえ、今次の「グローバル人材育成推進事業」の取組にあたっては、
平成 32 年度の目標である年間 1000 名の海外留学者を平成 28 年度に達成することを目標とする。この目
標達成に向けたグローバル人材育成事業を各学部・事務組織と連携しつつ総合的に企画・運営する機関と
して副学長を長とする「グローバル教育推進センター」を学士課程教育機構内に設置し、以下６点の具体
的事業を通じて本学の教育プログラム全般のさらなる国際的通用性の向上を図る。
① 外国語による授業の拡大、海外諸大学との単位互換の拡充やデュアル・ディグリー制度の発展等を
通じた国際的な質の保証を伴う学士課程カリキュラムの展開
② 国際的に通用する水準の外国語運用能力を備えた人材を輩出できる語学教育システムの構築と整備
③ より多くの留学・海外インターンシップ・海外ボランティア等の海外修学体験機会の提供
④ 在学中の１セメスター以上の海外修学体験を容易にする制度の導入と就職支援体制の充実
⑤ 入試制度・教育交流事業・学寮施設・就業支援の改善と、情報発信の多言語化等を通じて、海外修
学経験者や外国人留学生等の受入れ数を拡大し、キャンパスの国際化を推進
⑥ 以上の取組を支える外国語能力と海外体験を有する教職員の採用と育成
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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、社会に必要な価値を創造し、健全な価値を提供しゆく｢創造的人間｣の育成である。
そこで創造すべき価値とは、一元的かつ抽象的・外在的に定義される価値ではなく、｢人間とは何か｣とい
う根源的問いかけに対する哲学的な探求を基調としながら、現実の人間社会の複雑かつ多様な問題の解決
に向けた個々の学生の努力を通して、独創的かつ具体的に捉えてゆくものである。その様な創造的価値観
の確立のためには、厳格な学問的訓練を通じた幅広い知識・技術の修得に加えて、人間同士の切磋琢磨と
深い思索を通じて培われた豊潤な精神的土壌が必要となる。
｢人間教育の最高学府｣を目指す本学の教育は、学生に学士課程レベルで期待される学問的素養と基盤的
知識・技術を提供することは当然として、さらに個々の学生に対して、｢何のために学ぶのか｣という問い
かけへの自発的な探求を促してきたところに最大の特色がある。創立 50 周年を目指しての「創価大学グ
ランドデザイン」では、本学の掲げる｢建学の精神｣や「創造的人間」像について全学生が体系的に学ぶ「Ｓ
ＯＫＡプログラム 21」を設置し、本学の特色あるカリキュラムとして位置づけた。自発的な学びの伝統は、
本学の国際交流や留学・語学教育の面でも発揮され、学生団体主催による各種語学のスピーチコンテスト
の開催（昨年度８言語で開催）
、海外留学体験を持つ学生組織「ワールド会」による日本人学生のための
留学相談の実施や外国人留学生との交流イベントの開催、留学生を含む学生間のピア・ティーチングによ
る語学修得・留学後に一流企業等に就職内定した学生による後輩の就職活動支援（本学キャリアセンター
のボランティアとして）等、多岐にわたるグローバル人材育成のための活動が、大学のサポートを受けつ
つ学生主体で展開されていることに示されている。
次に、｢人類の平和を守る｣使命を掲げる本学は、創立以来積極的に海外諸大学との交流を進め、学生が
生きた外国語を学び、世界市民としての意識と意欲を形成する機会を提供してきた。現在、46 カ国地域の
135 大学と交流協定を結び、毎年 100 名を超える学生を交換している。さらに、春季・夏季休暇期間中の
短期語学研修プログラムの実施（昨年度 288 名参加）
、中国や英国の大学とのデュアル・ディグリー制度の
創設、１セメスターの語学留学の実施、在学しながらの留学を可能とする認定留学制度の導入、私費留学
時に取得した単位の認定、海外ボランティア活動の単位認定等、学生の海外体験を促進する制度の整備・
開発を進め、昨年度は合計で約 600 名の学部生が海外修学体験の機会を持った。
さらに「新しき大文化建設」を謳う本学は、政治的・経済社会的な理由から、日本との交流が限られて
いた冷戦時代の旧社会主義諸国の大学や、アジア・アフリカ・中近東・中南米地域の途上国にある大学と
の相互交流も積極的に行い(これまでロシア東欧の大学へ留学した本学の学生は合計 281 名、途上国へ交
換留学した学生は合計 1007 名、それらの交換留学生数の実績は平成 10 年度、11 年度のＡＩＥＪ奨学金受
給者数全国第１位の結果となった）
、日本と大きく異なる社会・文化・生活の体験を学生に奨励し、その
違いを建設的に乗り越える多文化共生の価値観を醸成させるよう努めてきた。多様な文化体験を支える多
言語教育も充実を図り、英語に加えて、第２外国語の学修を必修化し、特に履修者の多い独・仏・伊・西・
中国・ハングルの６言語の語学授業については、１・２年次に他の必修科目と日時が重ならない時間割編
成上の便宜を図り、履修を促進している。合計で 18 言語の授業を提供し、語学実習施設では 43 言語の教
材をそろえて、多言語を学ぶ環境を確保している。
学部教育プログラムにおける国際化も積極的に取組み、経済学部は平成 13 年に英語で経済学を学ぶ
International Program(ＩＰ)(平成 19 年度・特色ある大学教育支援プログラムに採択）を導入し、さら
に平成 22 年には専門レベルの科目を英語で学ぶ Japan-Asia Studies Program(ＪＡＳ)を立ち上げた。こ
の取組は本学の全学的な国際化推進へと連動し、平成 22 年度には、学部共通科目を英語で学ぶ Japan
Studies Program(ＪＳＰ)を開設、さらにグローバル社会で活躍する「世界市民」を育成するための学部
横断的プログラムである Global Citizenship Program(ＧＣＰ)を設置した。ＧＣＰでは、高校の成績、入
試成績、作文と面接を通じて選抜された 30 名の学生を対象に、徹底した英語の訓練、幅広い教養教育、全
員参加の海外研修、尐人数のチュートリアルゼミ等を４年間にわたり実施して、国際社会で活躍できる基
礎力を持った優秀な人材の育成を目指している。このＧＣＰの第１期受講生は、２年次終了時点で、９割
の学生が TOEFL iBT80 点をクリアし、さらに学内成績で優秀なＧＰＡを収め、20 名が１セメスター以上の
交換留学プログラムに選抜された。今次のグローバル人材育成事業においては、本学の特色である多言語
教育の実績を維持しつつ、経済学部のＩＰやＪＡＳ、ＧＣＰの取組を先行事例として、本学の全ての学部
カリキュラムで英語による教育プログラムを導入し、本学のグローバル人材育成力の飛躍的向上を図る。
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≪育成するグローバル人材像≫

平成 22 年４月に策定した｢創価大学グランドデザイン｣では、本学の掲げる根本的な教育目標である「創
造的人間」像を、広く本学の教職員・学生・卒業生・保護者等のステークホルダーの意見を集約し、以下
の３つの要素・要件で構成される｢世界市民｣として確認した。
一、生命の相関性を深く認識しゆく｢知恵｣
二、人種や民族や文化の差異を恐れ拒否するのではなく、尊重し、理解し、成長の糧としゆく「勇気」
三、身近に限らず、世界各地の人々の苦しみに同苦し、連帯しゆく｢慈悲｣
これら３つの要素・要件は、最終的には１個の学生の人格の中に総合的に形成されるものであり、不可
分に結びつくものであるが、以下では、本学における「グローバル人材育成事業」の取組の指標を導くた
め、便宜的に「知恵」と「勇気」と「慈悲」がそれぞれ示す具体的な人材の要件を示す。
○グローバル化の進展する国際社会で活躍できる｢知恵｣を持つ人材
グローバル化の進展に伴い今日の世界では経済・社会・政治システムの世界規模での統合と、人類と自
然環境の間の相互依存がかつてないレベルにまで深まりつつあることは論を俟たない。特に、情報通信技
術の革新を梃子に進む経済・金融システムの世界的統合は、人々の活動の範囲を飛躍的に拡大させ、個人・
企業・地域社会・民族・国家等の様々な主体やシステムの間に、競合的・競争的であると同時に補完的・
協働的であるような複合的な関係を成立せしめている。本学の育成するグローバル人材は、このような複
合的な相互依存関係をバランスよく認識するための以下のような能力を備える人材である。
① グローバル化の進む国際社会における知の修得やコミュニケーション活動の基盤として、英語、その
他の外国語を駆使できる
② 自身が選択した学問分野において蓄積されてきた知識を体系的に理解できると同時に、自身の専門分
野に偏ることなく人間や社会の在り方を総合的に理解することができる
○｢人間のため｣のグローバル化を先導する｢勇気｣を持つ人材
グローバル化の進展は、異なる言語・文化・宗教・価値観を有する人々や社会の間に接触の機会を増や
す。そして、それらの接触は、相互に補完的・協働的な友好的関係をもたらす場合もあれば、互いに競合
的・競争的な摩擦と緊張関係を強いる場合もある。グローバル化を創造的に先導する人材には、前者のよ
うな場合だけではなく、後者のような状況においても、率直なコミュニケーションを通じて互いの利益を
創造的に見出していく勇気が期待される。このような勇気を支えるのは、以下のような能力である。
③ 異なる言語・文化・宗教・価値観を有する人々や組織とのコミュニケーションを厭わず、自己との間
に共通する考え方や共有する利益を提示し、共同作業を通じてネットワークを形成できる
○グローバル化のもたらす負の側面を見つめ解決する｢慈悲｣と人類的視野を持つ人材
創立以来本学は、
「人類意識」に立つ人材の養成をその教育の特色として掲げてきた。｢創価大学グラン
ドデザイン｣において、本学が育成を目指す「世界市民」は、世界のどの地で起こる悲劇も自身に無関係な
こととして看過しない生き方をする人材であり、将来世代に負の遺産を引き継がせない生き方を選ぶ人材
と定義している。今次のグローバル人材育成事業においても、グローバル化のもたらす負の側面に着目し、
その解決に挑戦するために、以下のような能力を持つ人材を輩出することが、本学の取組の核心を形成す
る。
④ グローバル化の進展が、異なる主体や組織の間できわめて多様かつ多面的な影響をもたらすことを認
識し、他者との連帯感を持ち、人類的視野を持って、他者の利益と将来世代への負担を勘案してバラ
ンスのとれた判断ができる
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化
【２ページ以内】

本学がグローバル人材像として②に掲げた人材像の①～④の要件を踏まえ、本学の設定するグローバル
人材は、卒業時に以下の具体的能力を修得することとし、併せてそれらの能力を測定・評価する基準・方
法を示す。
(1)グローバル人材の基盤としての外国語の能力（上記の人材像①に対応）
本学では、コミュニケーション能力に長けた人材の育成と国際性豊かな世界市民の輩出を目指し、平成
21 年度に「シュリーマン賞」を設置し、英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語・
イタリア語・インドネシア語・タイ語・ハングル・
（外国語としての）日本語の 11 言語について、以下の
レベルに達した学生を顕彰している。この賞の基準は、英語圏の交換留学協定締結校から通常求められる
最低限の英語力(TOEFL iBT 80 点)を目安として、日本で実施されている他の外国語の検定試験で概ね同水
準と見做されるレベルを示している。今次の事業でも、本学は多言語教育の実績を生かし、英語に加えて
他の外国語の学習者もグローバル人材として積極的に評価するために、
「シュリーマン賞」のレベルをグロ
ーバル人材の基盤的語学力水準として採用する。
・英語 TOEFL PBT 550/CBT 213/iBT 80、TOEIC 730、IELTS6.0、英検準１級、国連英検Ａ級
・ドイツ語技能検定 ２級
・実用フランス語技能検定 ２級
・ロシア語能力検定 ２級
・スペイン語技能検定 ２級
・実用イタリア語検定 ２級
・中国語検定 ２級、または中国語ＨＳＫ(漢語水平考試)５級（195 点以上）
・インドネシア語技能検定 Ｂ級
・実用タイ語検定 ２級
・ハングル能力検定 ２級
・日本語文章能力検定２級、または日本語能力試験Ｎ１(144 点以上）
なお、現状で、ポルトガル語、ブルガリア語、トルコ語、ベトナム語、マレー語、モンゴル語、アラビ
ア語、スワヒリ語の８言語は、本学の共通科目の外国語科目として授業を提供し、かつこれらの言語の使
用地域の交流校に学生を派遣しているが、信頼性のある検定試験が未実施、または日本国内での受験が困
難または不可能なため、シュリーマン賞の対象にはなっていない。しかし、今次の事業では、より多様な
言語の修得を奨励するために、これらの８言語についても、交流校で行われている学部レベルの講義（言
語科目は除く）を履修し、帰国後に本学で単位認定がなされた場合は、本学の求めるグローバル人材の語
学レベルを達成したものとしてカウントする。また、海外で実施されている語学検定試験や、海外交流校
等で実施されている外国人留学生のための語学試験で、大学学部への入学を可とするレベルに達した場合
も、本学の当該言語教育担当教員による審査を経て同様に扱う。
(2)体系的・総合的知識の修得度と理解能力（上記の人材像②に対応）
本学は平成 11 年度からＧＰＡ制度(現在Ｓ=５、Ａ=４、Ｂ=３、Ｃ=２、Ｄ=１、ＥまたはＮ=０の５点満
点、Ｓは上位５％、Ａは上位 30％とする相対評価制)による成績管理を導入し、平成 19 年度からはＧＰＡ
２以上を卒業要件に加え、学生の総合的な学習達成レベルの指標として積極的に活用してきた。特に特待
生・各種奨学生・交換留学生等の優秀層の学生を選抜する際には、ＧＰＡを最重要の要件として採用して
いる。本学が今次設定するグローバル人材が達成すべき学問的水準においてもＧＰＡを採用し、その基準
を 3.5 以上とする。
ＧＰＡ3.5 の基準は、本学が実施する各種入学試験の成績優秀な合格者に給付してきた特別奨学金（毎
年入学者の約７％に相当する 120 名程度を採用、授業料と施設設備費の半額を４年間免除）の年度毎の継
続要件の目安として採用してきた。平成 23 年度後期卒業生 1685 名中、卒業時の通算ＧＰＡで 3.5 以上を
達成した学生は 565 名(33.5％)である。この割合は、(1)で設定したグローバル人材としての語学基準を達
成する学生の平成 28 年度の目標値(480 名、29.8％)と比しても均衡がとれた数値である。
さらに、本学卒業後２年以内に海外大学院へ進学する学生数も、体系的・総合的知識の修得度と理解能
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力を示すデータとして採用する。近年、個々の学生の経済状況は厳しく、本学の場合も、卒業後の短日月
の間に海外大学院への進学を選択する学生の数は必ずしも多くはない。しかし、海外大学院への進学者の
データは、本学の教育成果に対する外部評価の一つであり、特に個々の海外大学院進学者のＧＰＡは本学
の教育評価制度における質の保証を示す貴重な指標ともなることから、大学全体としては、個々の学生の
状況に左右される限界は認識した上で、目標設定シート３の④で別に目標値を設定して、海外大学院への
進学者数をグローバル人材育成事業の一つの成果基準として採用する。
(3)異文化コミュニケーションに積極的な意義を見出し、異文化を持つ人々の間に共通の目標や利益を
提示し、共同作業を通じてネットワークを形成できる能力（上記の人材像の③に対応）
異文化コミュニケーションへの積極的な態度、柔軟かつ創造的な対応能力の獲得においては、異文化コ
ミュニケーションに関する一定の知識・情報の修得を前提として、現実の異文化コミュニケーションを通
じた経験と学習の蓄積がより重要であると考える。したがって、個々の学生には、本学の方針としてグロ
ーバル人材へと成長するための体験的学習の重要性を訴えた上で、大学全体としては、以下の、異文化コ
ミュニケーションの経験が得られると思われる機会に参加した学生数の増加、参加した学生へのアンケー
ト調査をもって、学生の異文化コミュニケーション能力の向上を測定する。
・短期海外研修参加者数
・１セメスター以上の海外留学者数
・海外ボランティア参加者数
・海外インターンシップ参加者数
なお、
「海外ボランティア参加者数」
「海外インターンシップ参加者数」については、(4)の「他者との連
帯」
「世代間の公平」という人類意識を涵養する機会にどれだけの学生が参加しているかを示す面もあるた
め、目標設定シート３の④で別に目標値を設定してその達成に取組む。
さらに、世界の多国家・地域で活動を展開するグローバル企業は、その採用において、特に志願者の異
文化コミュニケーション力を重視することから、グローバル企業への採用者数も本学の学生の異文化コミ
ュニケーション能力を測定する意義あるデータであり、目標設定シート３の④で別に目標値を設定してそ
の達成に取組む。なお、この際のグローバル企業とは、大まかに米国の経済誌フォーチュン誌が毎年発表
するフォーチュン・グローバル 500 にランクインする企業を一つの目安とする。
(4)他者との連帯感に基づく人類的視野（上記の人材像④に対応）
本学の設定したグローバル人材像で掲げた「人間のため」
「他者との連帯感」
「世代間の公平」等の人類
意識に立った視座の獲得については、本学の歴史と教育理念を学び、学生が学びの意味を掴むことを目的
として設置された「大学科目」の履修を通じて涵養する。この「大学科目」は、平成 15 年度に共通科目の
１つのカテゴリーとして設置され、複数教員が担当する｢人間教育論｣｢現代文明論｣｢大学論｣(各２単位)の
講義形式の授業と個々の教員が担当する「共通演習」
（２単位）で構成される。平成 21 年度からは「大学
科目」２単位または４単位の履修が全学部のカリキュラムにおいて必修化され、本学の多くの学生が１・
２年時に｢大学科目｣を履修する。
この｢大学科目｣のアウトプットの測定においては、この「大学科目」の基幹科目ともいうべき「人間教
育論：人間教育と創価大学」の授業アンケートを活用する。この「人間教育論」は、学長と本学を卒業し
た複数の教員が担当し、本学創立者の著作・講演の学習を通じて、創価大学の歴史と建学の理念を理解す
ることを目的としている。この授業の履修者は１年生を中心に本学の入学定員の約８割にあたる約 1400
名(前期約 900 名・後期約 500 名)に達している。その授業運営においては、大規模授業にありがちな教員
から学生への一方通行の講義に終わることなく、３回のレポート提出を学生に課し、そのレポートを複数
の教員と大学院生のＴＡが、設定されたルーブリック表に基づいて学生の学修達成度を客観的に確認しな
がら評価している。
本学が設定したグローバル人材に求められる｢他者との連帯感に基づく人類的視野｣を、この授業を履修
した学生達がどの程度獲得したかについては、授業の履修者数と単位取得者数の推移、授業評価アンケー
トへの学生の回答で測定する。
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目標設定シート２
本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数
② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。

全

学

平成２３年度

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

平成２７年度

平成２８年度

250 人

310 人

380 人

480 人

30 人

30 人

30 人

30 人

600 人

700 人

800 人

900 人

1000 人

1752 人

1801 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

41.4％

48.2％

55.1％

63.9％

63 人（5）

75 人（5）

90 人（5）

105 人（5）

iBT80 点以上等

160 人

162 人

179 人

198 人

217 人

239 人

３カ月未満

69 人

70 人

84 人

100 人

115 人

133 人

３カ月～１年

91 人

92 人

95 人

98 人

102 人

106 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

280 人

272 人

280 人

273 人

256 人

270 人

１

年

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者を含めた最終
学年在籍者数は、385 人(平成 24 年度)、396 人(平成 25 年度)、386 人(平成 26 年度)、362 人(平成 27 年
度)、381 人(平成 28 年度)となる。

卒業時の外国語力スタンダード

47 人（5）

59 人（5）

68 人（5）

80 人（5）

海外留学経験者数

109 人

112 人

132 人

150 人

170 人

189 人

３カ月未満

60 人

62 人

77 人

90 人

105 人

121 人

３カ月～１年

49 人

50 人

55 人

60 人

65 人

68 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

269 人

292 人

283 人

269 人

276 人

277 人

１

年

目標設定の考え方

iBT80 点以上等

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者を含めた最終
学年在籍者数は、376 人(平成 24 年度)、364 人(平成 25 年度)、347 人(平成 26 年度)、355 人(平成 27 年
度)、357 人(平成 28 年度)となる。

卒業時の外国語力スタンダード

iBT80 点以上等

36 人（4）

43 人（4）

55 人（4）

65 人（4）

海外留学経験者数

84 人

85 人

99 人

113 人

129 人

149 人

３カ月未満

49 人

50 人

62 人

73 人

86 人

100 人

３カ月～１年

35 人

35 人

37 人

40 人

43 人

48 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

1人

卒業［予定］者数

330 人

359 人

330 人

320 人

305 人

274 人

１

法
学
部

平成２６年度

海外留学経験者数

目標設定の考え方

経
営
学
部

平成２５年度

589 人

卒業時の外国語力スタンダード

経
済
学
部

平成２４年度

年

目標設定の考え方

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者等を含めた最
終学年在籍者数は、451 人(平成 24 年度)、415 人(平成 25 年度)、402 人(平成 26 年度)、384 人(平成 27
年度)、344 人(平成 28 年度)となる。
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卒業時の外国語力スタンダード

文
学
部

102 人（8）

125 人（8）

181 人

196 人

218 人

244 人

265 人

３カ月未満

82 人

84 人

96 人

113 人

132 人

150 人

３カ月～１年

87 人

87 人

90 人

95 人

97 人

100 人

１

超

10 人

10 人

10 人

10 人

15 人

15 人

卒業［予定］者数

429 人

416 人

435 人

424 人

424 人

404 人

年

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者等を含めた最
終学年在籍者数は、587 人(平成 24 年度)、613 人(平成 25 年度)、598 人(平成 26 年度)、597 人(平成 27
年度)、569 人(平成 28 年度)となる。
iBT80 点以上等

18 人（4）

22 人（4）

32 人（4）

50 人（4）

海外留学経験者数

30 人

32 人

52 人

60 人

69 人

78 人

３カ月未満

11 人

12 人

27 人

32 人

37 人

42 人

３カ月～１年

19 人

20 人

25 人

28 人

32 人

36 人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

210 人

250 人

229 人

223 人

212 人

203 人

１

年

超

卒業［予定］者数

目標設定の考え方

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者等を含めた最
終学年在籍者数は、294 人(平成 24 年度)、270 人(平成 25 年度)、263 人(平成 26 年度)、249 人(平成 27
年度)、239 人(平成 28 年度)となる。

卒業時の外国語力スタンダード

iBT80 点以上等

14 人（4）

21 人（4）

33 人（4）

55 人（4）

海外留学経験者数

27 人

28 人

42 人

61 人

71 人

80 人

３カ月未満

17 人

18 人

28 人

45 人

53 人

60 人

３カ月～１年

10 人

10 人

14 人

16 人

18 人

20 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

234 人

212 人

206 人

212 人

215 人

185 人

１

年

目標設定の考え方

外国語力スタンダードは、全学に合わせて iBT80 点以上、TOEIC730 点以上、その他の言語においては当該
言語で大学学部レベルの授業を履修できるレベルとし、学部ＩＰ、語学授業、海外留学等を通じて達成する。海
外留学者数は、３カ月未満は学部で実施する海外インターンシップ・プログラムで達成、３カ月～１年は平成 26
年度に導入予定の学部新カリキュラムにおいて１年までの海外留学を単位認定する制度を設け、交換留学・認定
留学・私費留学の増加で達成する。なお、上記の卒業[予定]者数は、卒業見込者数であり、留年者等を含めた最
終学年在籍者数は、305 人(平成 24 年度)、297 人(平成 25 年度)、306 人(平成 26 年度)、310 人(平成 27
年度)、266 人(平成 28 年度)となる。

卒業時の外国語力スタンダード

Ｇ
Ｃ
Ｐ
（
う
ち
数
）

90 人（8）

179 人

卒業時の外国語力スタンダード

工
学
部

72 人（8）

海外留学経験者数

目標設定の考え方

教
育
学
部

iBT80 点以上等

32 人（0）

27 人（0）

34 人（0）

30 人（0）

海外留学経験者数

32 人

27 人

34 人

30 人

３ カ 月 未 満

13 人

10 人

11 人

8人

３カ月 ～ １年

19 人

17 人

23 人

22 人

0人

0人

0人

0人

32 人

27 人

34 人

30 人

１

年

iBT100 点以上等

超

卒業［予定］者数
目標設定の考え方

英語圏の海外大学院進学の目安とされる iBT100 点以上を基準として、企業就職希望者は TOEIC880 点以上
を目指す。平成 22 年度にＧＣＰを開始し、1 期生は平成 25 年度に卒業する。なお、本目標は、上記６学部ご
との目標値に加え、これらの合計のうち数として、ＧＣＰ参加学生に対する上位目標を設定するものである。

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。
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注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。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）
①外国語能力・TOEFL iBT 80 相当、②ＧＰＡ3.5 以上、③海外修学体験、④「大学科目」履修
（指標・水準設定の考え方）
①交換留学協定締結校から求められる大学学部教育を受講可能な外国語レベル、②ＧＰＡは履修科目の半数以上でＡ評価（上位 30％）もし
くは海外大学院に合格するレベル、③異文化コミュニケーションの訓練の機会として海外修学体験またはその成果としてのグローバル企業
就職、④本学の理念を学び、地球的問題群等への考察力を育てる「大学科目」の履修
（達成する学生数設定の考え方）
本学において、以上の①から④を全て達成するグローバル人材は、現状で約 200 名(卒業予定者数の 11.1％)である。この人数を、当事業
の取組を通して平成 28 年度時点で 384 名(卒業予定者数の 23.8％)にまで増やす。この達成数は、本学の各学部が英語による教育プログラ
ムを導入するにあたり、各学部のグローバル人材育成数の目標と合致する数である。この拡大幅は、政府の｢グローバル人材育成推進会議｣
の｢審議まとめ｣（平成 24 年６月４日公表）に紹介されているグローバル人材の需要増のペースにほぼ沿うものである。｢審議まとめ｣には、
企業のアンケート結果として、
「平成 24 年時点でのグローバル人材の現在数は約 168 万人程度と推計される一方、５年後の平成 29 年時点
では約 411 万人程度が必要となることが推計されており、約 2.4 倍もの需要増が見込まれる」と述べられている。
なお、本学は平成 32 年への「創価大学グランドデザイン」に沿って学部の新設・既存学部の改編が計画されており、既存学部の定員の見
直しがありうる。それに伴い、以下に示す年次別の各学部のグローバル人材の達成数には変動が生じうるが、その場合でも本構想の取組に
あたって全学で掲げた目標値は維持し、確実に達成する。

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

248 人

304 人

384 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

11.3％

14.4％

18.0％

23.8％

（対象：経済学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

経済学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

50 人

60 人

72 人

84 人

対象となる学生数（B）

280 人

273 人

256 人

270 人

達成する割合（A/B）

17.9％

22.0％

28.1％

31.1％

達成する学生数（A）

（対象：経営学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

経営学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

38 人

47 人

54 人

64 人

対象となる学生数（B）

283 人

269 人

276 人

277 人

達成する割合（A/B）

13.4％

17.5％

19.6％

23.1％

達成する学生数（A）
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（対象：法学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

法学部
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

29 人

34 人

44 人

52 人

330 人

320 人

305 人

274 人

8.8％

10.6％

14.4％

19.0％

（対象：文学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

文学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

58 人

72 人

82 人

100 人

対象となる学生数（B）

435 人

424 人

424 人

404 人

達成する割合（A/B）

13.3％

17.0％

19.3％

24.8％

達成する学生数（A）

（対象：教育学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

教育学部
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

14 人

18 人

26 人

40 人

229 人

223 人

212 人

203 人

6.1％

8.1％

12.3％

19.7％

（対象：工学部）
（測定指標・達成水準）
全学と同じ
（指標・水準設定の考え方）
全学と同じ
（達成する学生数設定の考え方）
全学と同じ

工学部
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

11 人

17 人

26 人

44 人

206 人

212 人

215 人

185 人

5.3％

8.0％

12.1％

23.8％
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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】
○海外大学院進学者数（卒業年度から２年以内の海外大学院進学者）
平成 23 年度実績：22 名
目標の考え方：本学の６学部から示された目標値を合わせて全学の目標値として設定
全

学

達成する学生数
対象となる学生数
達成する割合（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

22 人

30 人

32 人

35 人

40 人

1801 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

1.2％

1.7％

1.9％

2.1％

2.5％

○グローバル企業採用者数（フォーチュン・グローバル 500 にランクインする企業への採用者数）
平成 23 年度実績：52 名
目標の考え方：本構想で設定したグローバル人材の拡大幅(約 2.4 倍)に合わせて、グローバル企業への採
用者数も拡大
全

学

達成する学生数
対象となる学生数
達成する割合（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

60 人

70 人

90 人

130 人

150 人

1801 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

3.3％

4.0％

5.2％

7.7％

9.3％

○海外ボランティア参加者数(ＣＩＥＥ、その他のＮＰＯを通じた海外ボランティア参加者数)
平成 23 年度実績：13 名
目標の考え方：震災等の影響で昨年度の参加者は減尐したが、その前の６年間は毎年 20 名程度の参加者
があった。その数を、26 年度の各学部カリキュラムの英語化推進を機にカリキュラムの一部として導入す
ることにより増やす
全

学

達成する学生数
対象となる学生数
達成する割合（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

20 人

30 人

50 人

70 人

100 人

1801 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

1.1％

1.7％

2.9％

4.1％

6.2％

○海外インターンシップ参加者数（大学で設置する国際インターンシップ・プログラムに加え、個人で参
加する海外でのインターンシップ・プログラムも含む）
平成 23 年度実績：22 名
目標の考え方：震災等の影響で昨年度の参加者は若干減尐したが、その前の３年間は毎年 25 名程度の参
加者があった。その数を、26 年度の各学部カリキュラムの英語化推進を機にカリキュラムの一部として導
入することにより増やす
全

学

達成する学生数
対象となる学生数
達成する割合（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

25 人

30 人

50 人

70 人

100 人

1801 人

1763 人

1721 人

1688 人

1613 人

1.4％

1.7％

2.9％

4.1％

6.2％
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目標設定シート３

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

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

（Ａ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

701 人

727 人

835 人

945 人

（279 人）

（282 人）

（301 人）

（322 人）

平成２７年度

平成２８年度

1055 人

1170 人

（342 人）

（362 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

40 人
0 人）

（

43 人
0 人）

（

45 人
0 人）

（

45 人
0 人）

（

45 人
0 人）

（

45 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

78 人
2 人）

（

84 人
2 人）

（

90 人
1 人）

（

100 人
2 人）

（

110 人
2 人）

（

125 人
2 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

583 人
（277 人）

600 人
（280 人）

700 人
（300 人）

800 人
（320 人）

900 人
（340 人）

1000 人
（360 人）

8514 人

8453 人

8288 人

8240 人

8192 人

8144 人

8.2％

8.6％

10.1％

11.5％

12.9％

14.4％

（ 3.6％）

（ 3.9％）

（ 4.2％）

（ 4.4％）

（ 3.3％）

（ 3.3％）

本学の創立 50 周年（平成 32 年）に向けた「創価大学グランドデザイン」で掲げた学士課程在籍者の年間海
外留学者数の目標（平成 32 年度に 1000 名）を本構想で４年間前倒して達成する

目標設定の考え方

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

【平成 23 年度実績の内訳】
平成 23 年度実績内訳
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

１年以上

合 計

392 人

294 人

15 人

701 人

（168 人）

（101 人）

（ 10 人）

（279 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

35 人
0 人）

（

3人
0 人）

（

2人
0 人）

（

40 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

69 人
0 人）

（

6人
2 人）

（

3人
0 人）

（

78 人
2 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

288 人
（168 人）

8514 人

285 人
（ 99 人）

10 人
（ 10 人）

8514 人

8514 人

8514 人

3.5％

0.2％

8.2％

4.6％
（ 2.0％）

（ 1.2％）

（ 0.1％）

583 人
（277 人）

（ 3.3％）
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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

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）

262 人

300 人

340 人

380 人

420 人

（Ａ）

（

76 人）

（

80 人）

（

80 人）

（

85 人）

（

85 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

20 人
0 人）

（

25 人
0 人）

（

30 人
0 人）

（

35 人
0 人）

（

40 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

25 人
1 人）

（

30 人
0 人）

（

35 人
0 人）

（

40 人
0 人）

（

45 人
0 人）

（

101 人
0 人）

（

110 人
0 人）

（

125 人
0 人）

（

140 人
0 人）

（

155 人
0 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

116 人
（ 75 人）

257 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

135 人
（ 80 人）

（

75 人）

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

295 人
（

80 人）

165 人
（ 85 人）

330 人
（

80 人）

180 人
（ 85 人）

370 人
（

410 人

85 人）

（

85 人）

8453 人

8288 人

8240 人

8192 人

8144 人

3.1％

3.6％

4.1％

4.6％

5.2％

（ 0.9％）
3.0％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

150 人
（ 80 人）

（ 0.9％）

（ 1.0％）

（ 1.0％）

3.6％
（ 1.0％）

（ 1.0％）

4.0％
（ 1.0％）

4.5％

（ 1.0％）
5.0％

（ 1.0％）

（ 1.0％）

本学の創立 50 周年（平成 32 年）に向けた「創価大学グランドデザイン」で掲げた外国人留学生の受入目標
目標設定の考え方

数（平成 32 年度に 600 名）に向けての中間目標値を着実に達成していく

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

２
３

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

80 人

中国

82 人
50 人

台湾

20 人

20 人

４

マレーシア

19 人

19 人

５

アメリカ

14 人

14 人

６

インド

7人

7人

７

ネパール

6人

6人

８

ロシア

5人

5人

タイ

5人

5人

シンガポール

4人

4人

50 人

48 人

262 人

257 人

９
１０
その他

ドイツ等

合 計

49 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

73 回

93 回

123 回

153 回

183 回

1632 回

1660 回

1680 回

1700 回

1710 回

4.5％

5.6％

7.3％

9.0％

10.7％

平成 26 年度に予定されている各学部のカリキュラム改正で 6 学部全てに英語で学ぶ専門課程のコー
目標設定の考え方

スを導入し、各学部 10 程度の英語による専門科目を設置する。併せて、平成 26 年度に開設予定の国
際学部（全科目英語による授業を予定）で 50 程度の科目し、現状より 110 科目増やす。

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

56 人

65 人

80 人

85 人

90 人

うち外国人教員

31 人

33 人

40 人

43 人

45 人

総教員数（Ｂ）

300 人

326 人

335 人

336 人

336 人

割

18.7％

19.9％

23.9％

25.3％

26.8％

合（Ａ／Ｂ）

英語で授業を行える教員を「外国人教員等」と数える。新規教員採用において外国大学における博士号
目標設定の考え方

取得者を優先する現状の方針を維持し、かつ FD を通じて、英語による授業が可能な教員を確保する。

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

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

144 人

155 人

165 人

175 人

180 人

総教員数（Ｂ）

300 人

326 人

335 人

336 人

336 人

割

48.0％

47.5％

49.3％

52.1％

53.6％

合（Ａ／Ｂ）

新規教員採用において外国大学における博士号取得者を優先する現状の方針を維持し、かつ博士号未取
目標設定の考え方

得の専任教員の博士論文作成の奨励を通じて、継続的に博士号取得率の増加を図る。

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）

8453 人

8288 人

8240 人

8192 人

8144 人

総教員数（Ｂ）

300 人

326 人

335 人

336 人

336 人

28.2

25.4

24.6

24.4

24.2

割

合（Ａ／Ｂ）

新学部の設立と既存学部の改編を通じて、学部定員の見直しを進め、学生・教員比率の改善を図る。
目標設定の考え方
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

TOEIC730 点以上等

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

20 人

22 人

27 人

32 人

40 人

事務系職員総数（Ｂ）

150 人

150 人

150 人

150 人

150 人

割

13.3％

14.7％

18.0％

21.3％

26.7％

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC730 点以上に相当する英語力を有する職員を育成する。特に国内外での英語研修等を通じて、
既存職員で TOEIC730 点取得者を毎年 3～5 名程度育成する。また採用においても、TOEIC730 点
目標設定の考え方

以上を有する者や中国語 HSK5 級以上を有する者、あるいは非英語圏留学（10 カ月以上）経験者
を優先的に採用し、本構想の期間で国際部以外の全部局に TOEIC730 点取得者を最低 2 名配置する。
さらに、平成 26 年度開設予定の国際学部（学部の全授業を英語で実施予定）担当の職員については、
TOEIC800 点以上の取得者を配置する。

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】

○昭和 46 年創立時からの国際交流の推進と人類意
識を持った学生の育成
｢人類の平和を守る｣使命を建学の精神として掲げ
る本学は、昭和 46 年の創立以来、積極的に海外諸大
学との交流を進め、学生が生きた外国語を学び、世
界市民としての意識を形成する機会を提供すること
で、教育研究のグローバル化を推進してきた。全学
の国際化を進める機関として学長が主催する「国際
交流審議会」を設け、そのもとで各学部等が国際部
と連携し、独創的な国際化の取組を進めてきた。現
在、46 カ国地域の 135 大学と交流協定を結び、毎年
100 名を超える学生を相互に交換している。特色的
なことは、本学の草創期から、政治的・社会経済的
な理由により日本との交流が限られていた冷戦時代
の旧社会主義諸国の大学や、アジア・アフリカ・中
南米地域の大学とも相互交流を積極的に行い、学生
が異文化を体験し、多文化共生の価値観を醸成する
よう努めてきたことである。平成 11 年には、外国語
と異文化理解能力の促進を通し、21 世紀の国際舞台
で活躍する世界市民を輩出することを目標として、
本学における語学教育を総合的に運営するワールド
ランゲージセンター(ＷＬＣ)を開設した。平成 24
年現在、ＷＬＣは、18 種類の言語の授業を大学の正
規課程において提供するだけでなく、学生の自主的
な学習を促す様々な課外プログラムを設けている。
さらに学部教育の国際化も積極的に促進し、平成
13 年度から経済学部では英語で経済学を学ぶ
International Program(ＩＰ)を導入し、学部設置の
104 の専門科目のうち 32 科目は英語で授業を行って
いる。
平成 22 年度には、
共通科目を英語で学ぶ Japan
Studies Program(ＪＳＰ)と、学部横断型のオナーズ
プログラムである Global Citizenship Program(Ｇ
ＣＰ、１・２年次に課外で英語 16 単位を履修)を設
け、学部教育課程で飛躍的に英語力を伸ばすプログ
ラムを進めている。

○本構想の目標(平成 28 年度の外国語水準達成者
480 名、海外留学経験者 1000 名)達成に向けた６
つの全学的取組の推進
本構想の最終年度として予定されている平成 28
年度は、左記のグランドデザインの第２ステージ終
了時期と重なる。このグランドデザインでは、第２
ステージ終了時に総数 700 名の学部生の海外留学経
験者達成を予定していたが、本構想において目標の
達成を前倒して平成 28 年度時点で平成 32 年度の目
標であった 1000 名の留学経験者数を達成する。さ
らにこのうち、480 名は、外国語スタンダード(TOEFL
iBT80 点等)を満たすグローバル人材として育成す
る。現状で、本学の設定した外国語力スタンダード
を満たす学生は、毎年約 200 名である(大学設置の
語学賞であるシュリーマン賞受賞者約 160 名、シュ
リーマン賞の対象にならない言語地域への交換留
学生約 40 名）
。
上記の目標を達成するために、本構想全体の推進
機関として学士課程教育機構内に「グローバル教育
推進センター」を設置し、学内の他の学部・事務組
織と連携し、以下の６つの全学的な取組を行う。
①専門課程の英語化推進
経済学部のＩＰを先進事例として、他の５学部に
英語で各専門分野を学べるプログラムを平成 26 年
度に実施予定のカリキュラム改正に合わせて導入す
る。さらに、平成 26 年４月に(仮称)国際学部(定員
80 名)を開設し、英語だけの授業による学士課程プ
ログラムを導入する。
②共通科目の英語化推進
日本語・日本文化教育センターが提供する Japan
Studies Program 科目(英語による日本事情・日本研
究科目)を現状の６科目から 30 科目に拡大する。
③英語学習プログラムの拡充
ワールドランゲージセンターの教員を拡充し、各
学部のＩＰの導入を支援すると共に、課外の英語プ
ログラムとして English for Study Abroad(ＥＳＡ・
１年生対象)と English for Career Development(Ｅ
ＣＤ・２年生後期以上の学生対象)を設置し、本学の
英語教育プログラムの質と量を飛躍的に発展させ
る。
④海外修学体験機会の拡大
全学レベル・学部レベルの双方で、より多くの留
学・海外インターンシップ・海外ボランティア等の

○平成 32 年の創立 50 周年に向けた「創価大学グラ
ンドデザイン」における国際化戦略とグローバル
人材育成のための全学的取組
平成 22 年４月に策定した「創価大学グランドデザ
イン」では、国際交流の推進を重要な戦略的課題と
して位置づけ、平成 22 年時点で約 500 名であった海
外留学経験者数を平成32 年の時点で1000 名(１学年
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の学生数の６割強)にまで拡大するという具体的な
数値目標を掲げた。この目標に向けて全学的規模で
の取組を推進する「国際戦略検討委員会」を副学長
の下に組織し、中間目標値を設定し、確実な達成を
期している。今年度は、10 カ年発展計画の第１ステ
ージの完了年度となるが、留学を促進する制度的整
備が確実に進み、中間数値目標(年間 600 名の学部生
の海外留学経験)の達成が見込まれている。

海外修学体験機会を拡大する。
⑤より多くの留学生受け入れ
本学の学士課程で学ぶ外国人留学生の数を現状の
262 名から平成 28 年度には 420 名に増やす。
⑥教職員の国際化推進
積極的な教職員の採用活動とＦＤ・ＳＤ活動を通
じ、平成 28 年度までに、英語による授業が可能な専
任教員数を現状の 56 名(300 名中)から 90 名に、
TOEIC 730 点水準以上の外国語能力を持った事務職
員数を現状の 20 名（150 名中）から 40 名に増やす。
取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の
実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

本学は従来から、教育課程の国際通用性向上のた
めに、米国の先進的な事例を、本学の海外姉妹校で
あるアメリカ創価大学(開学10年にして全米リベラ
ルアーツカレッジ総合64位[US News & World Report
2012]にランクインし、認証評価機関ＷＡＳＣから10
年間の認定更新)から学んできた。特に、アメリカ創
価大学の理事を務める本学の副学長が、米国の大学
の質保証の取組・手続きの可能な部分を本学に適用
しつつ、以下の７つの活動を進めてきた。
○ＧＰＡとＣＡＰ制度の導入
本学では、教育の質保証の取組として、平成11年
度にＧＰＡ制度の導入、平成13年度にセメスターに
おける履修単位上限設定(ＣＡＰ制)、さらに平成19
年度には、全学で通算ＧＰＡ２以上を卒業要件化し、
単位の実質化に取組んできた。ＧＰＡの卒業要件化
の際には、並行してアカデミック・アドバイザー制
度(基礎演習担当教員等による学修支援制度)を導入
し、成績不振(直前の学期ＧＰＡが２以下)の者には
個別指導を実施している。この個別指導の報告書は、
学士課程教育機構が分析し、成績不振の主要な原因
を調査している。さらに、本学の特待生その他の奨
学金プログラムの候補者並びに交換留学生等の選考
基準の１つとしてＧＰＡを用いる等、学生の学修管
理のためにＧＰＡを積極的に活用している。

本構想においては、単位制度の実質化と教育の質
的向上をさらに推進し、学生の能動的学修を促すた
めに、以下の４つの取組を進める。
○シラバス検索システムの英語化と
シラバス翻訳事務体制の強化
本構想にける国際通用性向上のための取組とし
て、現在創価大学で全学的に活用されているシラバ
スの入力・検索システムを、日本語のみの運用から
英語との併用へと拡充する。これにより、外国人教
員や外国人学生のシラバスシステムの利用をよりス
ムーズにする。また、学生の外国大学への編入時等
に必要となる、日本語シラバスの英語翻訳に関して
は、新たに設置する留学情報ステーションが窓口と
なり、個別対応の体制を整備する。
○国際通用性のあるナンバリングの追加
現在本学が提供する科目は、本学独自の基準によ
りナンバリングされているが、本取組において、さ
らに国際基準となるものを調査し、現行のナンバリ
ングを改良し、質の保証を伴った国際通用性のある
ものへと整備する。この取組によって、海外大学と
の単位互換を国際的スタンダードに則ったものと
し、海外からの留学生の受け入れや日本人学生の海
外留学時に必要となる履修手続きや単位認定をさら
に効率的に行えるようにする。

○全科目へのナンバリングの導入
平成21年度より、本学が開講する全ての科目に３
桁のナンバリングを行い、科目の学問分野・履修区 ○ラーニング・アウトカムズ測定の全学的展開
分・履修年次を明示している。これにより、学生は
現在既に学士課程教育機構を中心に進められてい
学問を体系的に、かつ優先順位やレベル等を判断し る、共通科目ラーニング・アウトカムズ(ＬＯｓ)の
ながら学ぶことができる。
策定とアセスメントに関しては、本年度に各ＬＯｓ
の細目を機構運営委員会での決議を通して最終決定
○公正な成績評価システム
した後、ＬＯｓの測定に関するマニュアルを同機構
成績評価の客観性及び厳格性の確保を目的として で作成し、平成 25 年度より全共通科目でＬＯｓ測定
履修規程を定め、成績評価基準を明確化している。 を開始する。測定方法に関しては、３～４年を１サ
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また、Ｓ評価及びＡ評価の履修者における望ましい
割合の目安(Ｓ評価は全履修者の５％程度、Ｓ評価と
Ａ評価の合計は全履修者の30％程度)を設けること
により、科目間の難易度の差異が極端になることを
防ぐとともに、授業ごとの成績評価分布を学士課程
教育機構運営委員会や学部教授会に提出し、成績評
価が適正に行われるよう確認の機会を設け、客観性
及び厳格性を保つよう図っている。
○シラバスの活用
全開講科目について、全学統一フォーマットを使
用したシラバスをＷＥＢ上で公開している。シラバ
スの内容は、①授業の概要、②全15回(週２回授業は
全30回)の授業計画及び内容、③到達目標、④評価の
具体的な内容(定期試験・レポート・課題等の評価割
合)、⑤評価方法、⑥使用する教科書・参考書、⑦履
修上のアドバイス、⑧定員並びに履修者選抜方法の
８項目である。特に授業計画を記述する欄には、そ
の回の授業前に必要な予習すべき事項、授業後に必
要な復習すべき事項を記載し、学生に対し学修すべ
き事項を明示している。英語で行われている授業に
関しては、英語でシラバスが表記されている。
○授業外学習時間向上の取組
単位の実質化をより強固に進める取組として、平
成19年度より、学生の授業外学習時間向上の取組を、
全学ＦＤ委員会主導により推進してきた。各教員が
授業外学習として課題を適切に提示するよう努め、
また、授業内容の改善に取組み、学生の授業時間外
における学習時間を増加させてきた。この取組の結
果、各授業で学期末に実施している授業評価アンケ
ートにおいて、授業外学習時間に関する項目で、数
値の改善が見られた。
○ラーニング・アウトカムズの策定
平成22年より、学士課程教育機構が中心となり、
共通科目ラーニング・アウトカムズ(ＬＯｓ)の検討
を開始し、平成23年１月に「共通科目における学習
成果(ラーニング・アウトカムズ)」を策定した。そ
して、平成23年度には30のアセスメント・パイロッ
ト授業を設定し、その評価方法を試行した。引き続
き、本年度には34の共通科目授業においてＬＯｓ測
定を試行する。対象となる授業は、広く展開すると
いう観点から、昨年度のアセスメント・パイロット
授業と重複しないようにする（同一科目・担当者を
避ける）
。また、本年度４月からは、各学部において
専門科目ＬＯｓの策定を行っている。

イクルとし、サイクル期間内を通して全ての共通科
目のＬＯｓ測定が１度行われるようにする。また同
時に、既に本年度４月に各学部において策定されて
いる専門科目ＬＯｓの測定を、選抜した科目を対象
に平成 25 年度より実施する。平成 27 年度からは、
専門科目においても共通科目と同様に一定のサイク
ルを設け、全科目のＬＯｓの測定を行う。現在、共
通科目についてはシラバス入力時に、ＬＯｓを明示
することが求められているが、この取組を、専門科
目を含めた全科目に拡大する。また、共通科目と各
学部において、ＬＯｓ測定の第 1 回目のサイクル終
了までには、
「カリキュラムチェックリスト」を作成
する。このリストを使用することで、共通科目と各
学部において、それぞれの学士課程教育の到達目標
が、各科目の履修を通して担保されているかを総体
的に点検する。
ＬＯｓの取組に併せて、学内においては、ＬＯｓ
の取組に関するＦＤ研修を本年度より定期的に実施
する。
また、
本年度には学士課程教育機構年報誌「The
Journal of Learner - Centered Higher Education」
を発行する予定となっており、その中で本学におけ
るＬＯｓの取組についても特集として紹介し、国内
においても先駆的な取組として学内外へ周知を行
う。
○アクティブ・ラーニングの全学的推進
現状の取組をさらに発展・具現化するため、共通
科目・専門科目における基礎レベルの科目でディス
カッションをベースとして取り入れ、上級レベルの
科目においては、課題解決型のプロジェクトをベー
スとした授業を行うよう推進する。これにより、基
礎レベルの科目から上級レベルの科目まで、アクテ
ィブ・ラーニングをベースとした、発展的な学士課
程教育を提供する。この取組を推進するため、ＦＤ
研修のさらなる拡充を通して、アクティブ・ラーニ
ングに関する教員の知識やスキル向上を図る。また
平成 25 年度には、サービスラーニング・ワーキング
グループからの答申を受けての検討・試行、及び資
料の収集を、学士課程教育機構を中心に行い、平成
26 年度には「サービスラーニング・センター」を設
置し、国内外でのボランティアやコミュニティーベ
ースのプロジェクト等のサポートを行う。

○アクティブ・ラーニングの導入
本学では、Learning Through Discussion(ＬＴＤ)
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や Project-based Learning(ＰＢＬ)等のアクティ
ブ・ラーニングを全学的に推進するため、平成 12
年度に設立された教育・学習活動支援センター(ＣＥ
ＴＬ)が中心となり、協同学習をテーマとする全学Ｆ
Ｄセミナーや研修を定期的、かつ積極的に開催して
いる。平成 18 年度には、ＣＥＴＬセンター長である
関田教授が提出した協同教育の国際的ネットワーク
づくりを目指す取組が、文部科学省の「大学教育の
国際化推進プログラム」に採択され、協同・協調学
習に関する、実践研究拠点構築を目指す取組を進め
てきた。また、ボランティア等の現場での活動を主
軸に行う実践的教育の機会として、サービスラーニ
ングの普及を全学的に推進するため、学士課程教育
機構内に「サービスラーニング・ワーキンググルー
プ」を平成 24 年５月に発足させた。
取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○「大学の教育に関する情報の積極的な公表に
関する論点整理」に示される主要項目の公表状況
第８回質保証システム部会における「大学の教育
に関する情報の積極的な公表に関する論点整理」に
示された「情報の公表が必要な主要項目」以上の情
報を、本学ホームページ上に「教育研究活動等の情
報の公表」として一箇所に集約させ、わかりやすく
社会に公表している（URL:http://www.soka.ac.jp
/about/disclosure/index.html）。なお、本学の大
学情報の公表状況については、平成19年度の認証評
価結果で「ホームページによって広く一般にも公開
している積極的な姿勢は評価できる」とされている。

大学のさらなるグローバル化に向けて、教育情報
の積極的な発信を続けていくとともに、情報の公
表・発信および分析・評価を戦略的に展開していく
全学体制を整備していく。
具体的には、「公表が望まれる項目の例」に示さ
れる項目のうち、本学が現在公表していない下記の
項目の公表を随時進めていく。また、情報の多言語
化、各種メディアのさらなる有効活用、情報発信・
管理体制の整備等の改善を進める。
○今後公表していく項目
(1)教育活動の規模や内容等
1. 学生に関する基本的な情報
・卒業率、及び退学者の状況
3. 外国人教員数
4. 研究成果の生産性や水準
・論文数・論文被引用数
・研究活動の活発さや優れた研究成果を示す指標
・海外研究機関との共同研究・連携に関する情報
5. 教育外部資金の獲得状況
・科学研究費補助金の獲得状況
(2)教育の国際連携
・国内外の大学によるネットワークへの参加状況
(4)留学生への対応
・学位取得に関する項目
・学位取得後の就職等の状況に関する項目
・大学間交流協定に基づく交換留学プログラムや短
期留学プログラムの設定状況

○「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」の公表状況
「公表が望まれる項目の例」に示される項目のう
ち、本学が現在公表している項目は以下のとおりと
なる(下記の各項目の番号は、「公表が望まれる項目
の例」(平成22年６月)に対応している)。
(1)教育活動の規模や内容等
1. 学生に関する基本的な情報
・教員当たり学生数（フルタイム教員）
・卒業後の進路状況、及び学位授与数
2. 明確な方針に基づく教育課程とその水準
・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
・計画的な履修方針に基づいた授業科目名や、その
体系とシラバス
・インターンシップの機会や交換留学、海外研修等 ○公表情報の多言語化
の提供状況
平成25年度公開に向けて、現在ホームページのリ
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・単位認定、学位認定、成績評価の基準
・学位と専攻分野の名称
4. 研究成果の生産性や水準
・教員別の教育研究業績
5. 教育外部資金の獲得状況
・国公私立大学を通じた大学教育改革の支援事業
(2)教育の国際連携
・協定を締結している海外の大学
・上記大学との教員・学生交流や単位互換、ダブル・
ディグリー・プログラム等の実績を示す指標
(3)大学の戦略
(4)留学生への対応
・各国からの留学生受入数
・入学手続や入学後の生活、教育に関する項目
・教育課程に位置付けられた留学プログラム等の実
績、及び単位互換やダブル・ディグリーの実施に
かかる基本方針及びこれまでの実績
・日本人学生の派遣状況等
(5)外部評価等の実施状況
・自己点検・評価報告書、及び認証評価結果
取組内容④ 事務体制のグローバル化

ニューアルを進めている。現在公開されている英語、
中国語、韓国語のページでは提供される情報が限ら
れているが、リニューアル後は、主要な情報を日本
語以外の上記３言語で提供する。
○各種メディアのさらなる有効活用
本学では他大学に先駆けて、Facebook、YouTube、
Twitter等のソーシャルメディアによる情報発信を
してきたが、それらをさらに活用し、国内外におけ
る本学に対する報道や評価をリアルタイムで発信す
るとともに、発信の多言語化にも取組む。
○情報発信・管理体制の整備
平成 23 年に、全学自己点検・評価委員会の運営を
担う「企画調査室」の中に、「ＩＲに関するワーキ
ンググループ」を立ち上げた。今後、学内に散在す
る情報の集約、調査分析、公表、政策立案への活用
を行う「ＩＲ室」(仮称)を設置する。

○ 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】

○グローバル化に伴う事務体制の強化
本学の事務組織においては、留学経験や海外での
就業経験のある者、外国大学の学位を有する者、あ
るいは帰国子女を積極的に採用し、各部局に外国人
教員や外国人学生とコミュニケーションが取れる職
員を配置している。特に国際部には、英語、中国語
及び韓国語が堪能な職員を 10 名配置しており、日常
的な交信業務を行うとともに、海外留学中の学生の
危機管理体制の整備を積極的に進め、緊急時には海
外大学の担当者といち早く電話やメール等で安否確
認を行い、学生の家族に状況を報告する等の対応を
行っている。また外国人教員や外国人学生が不慮の
事故・トラブル、また急な病気に罹った際のサポー
ト等を行っている。
また、職員を対象に集中英会話研修を提供し、語
学に堪能な職員養成に取組んでいる。

○事務体制のグローバル化の強化
本構想では、英語に堪能な職員（TOEIC 730 点以
上）を育成するために学内での英語研修と海外研修
を行う。具体的には毎年 20 名を対象に英語研修(週
２回)を行い、参加者は定期的に TOEIC を受験し、
TOEIC 730 点への到達を目指す。
また、一定の英語能力のある職員を対象に、毎年
３名ずつ、ＳＤ海外研修(約２週間)として本学交流
校や海外姉妹校であるアメリカ創価大学(ＳＵＡ)に
派遣する。ＳＵＡは開学わずか 10 年にして、全米リ
ベラルアーツカレッジ総合 64 位(US News & World
Report 2012)にランクインし、認証評価機関からも
高い評価(ＷＡＳＣによる 10 年間の認定更新)を受
けている。派遣職員はそこで、実践的な英語能力の
修得とともに、米国の標準的な教務システムや米国
高等教育の動向を学ぶ。
今後、採用する職員については TOEIC スコアや海
○英語による学内文書の作成
外留学経験の有無等を重視し、グローバル人材を育
学内の主な規程は英訳し、手続関係書類(出張申 成するにふさわしい事務環境を整える。さらに事務
請・物品調達申請等)は英文書式を用意して、英語に 職員の人事評価においても、外国語能力を重要な要
よる申請を可能にしている。また、全教職員に対す 素として加える。
る一斉配信メールでは、英語訳を加えて作成してい ○学内文書の多言語化
る。
学内規程集の英語翻訳を行う。また外国人学生に
対する各種事務文書は、英語に加え、中国語と韓国
語でも作成する。
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様式２
様式 2 全体で４ページ以内

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組
○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。
○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。
○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。
○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

本学の特色は、学生に｢普遍的な人類意識｣を涵養
するために、特に政治的・経済的・社会的な要因か
ら日本との交流が制限されていた国・地域の諸大学
との交流を積極的に進め、多様な国・地域の言語・
文化・歴史等を学生達が学べる留学機会や教育プロ
グラムを提供してきたことにある。本学は、戦後最
初の中国からの国費留学生６名を昭和 50 年に受け
入れ、中国が改革開放政策を導入する以前から、中
国の多くの有力大学との交流を進めてきた。また、
冷戦下の緊張した日ソ関係の中で、昭和 50 年以来
モスクワ大学との学術・教育交流を進めてきた。こ
のモスクワ大学への交換留学生からは、現在、日本
で屈指のロシア語通訳が多く誕生している。さら
に、アジア・アフリカの途上国の諸大学との交流も
積極的に取組み、学生時代にこれらの地域の社会・
経済的な問題の深刻さを認識したメンバーの多く
が、卒業後海外大学院への進学を経て、現在国連諸
機関やアジア開発銀行等の地域的国際機関で 30 名
以上活躍している。昭和 46 年の開学以来、本学は、
現行の経済・社会制度の下で、様々な理由から弱い
立場にある人々に対して、人類意識に基づく連帯感
から手を差し伸べ、粘り強く個々の問題の解決に取
組みゆく人材を輩出するために、以下のような多彩
な取組を進めてきた。

○徹底した語学教育の取組
本構想の目的を達成するため、教育課程の中で学
生に十分な語学力(TOEFL iBT80 点相当)を修得させ
るとともに、学生にとって魅力的かつグローバル意
識を向上させる海外留学を提供する取組を行う。取
組にあたっては、本学学士課程教育機構に「グロー
バル教育推進センター」を設置し、同センターがＷ
ＬＣと各学部とをつなぎ、経済学部で実績のあるＩ
Ｐ(International Program)を全学部に展開し、各
学部の特色を生かした英語で学ぶ専門分野科目を
学生に提供する。各学部のＩＰに参加する学生には
１年次末(２～３月)に短期海外研修を実施する。ま
たＩＰ参加学生には積極的に海外留学を経験させ、
卒業までに各学部が目標とする TOEFL iBT80 点以上
の人数を達成する。具体的には以下の内容で取組
む。
①各学部にＩＰを導入し英語力向上を図る
これまで本学経済学部で顕著な成果をみた英語
で専門を学ぶＩＰを、経営学部、法学部、文学部、
教育学部、工学部の５つの学部で新設する。参加す
る学生(一定の語学力を持つ 20 名～30 名）は１、２
年次(２年間)で学部の専門科目を英語で学ぶため
に必要な英語力を培う授業を履修する。１年次の終
了時には学部主催の短期海外研修を提供する。さら
に、一定の条件を満たした学生には、２年次以降に
長期の海外留学を提供する。３・４年次には、本学
の教員や、交流校等から招聘する客員教員等による
英語で学ぶ専門科目を各学部 10 科目以上用意し、
学術的な語学能力とディスカッション能力を養い、
本 学 が 設 定 し た 外 国 語 力 ス タ ン ダ ー ド (TOEFL
iBT80 点相当)の達成を含め、本学が目指すグロー
バル人材を養成する。

○多彩な留学プログラム
世界 46 カ国地域 135 大学と交流協定を結び、学
生及び教職員の交流等を行っている。欧米圏の世界
的に著名な大学に加え、旧社会主義諸国(昭和 50 年
から旧ソ連・モスクワ大学と、昭和 58 年から中国
の北京大学と学生交換）
・途上国地域の諸大学との
交流も積極的に行い、アフリカの交流校(エジプ
ト・カイロ大学、ケニア・ナイロビ大学、ガーナ・
ガーナ大学、セネガル・ダカール大学、ザンビア・
ザンビア大学、南アフリカ・ウィッツウォータース
ランド大学)とも過去 10 年間で 200 名を超える学生
(２セメスター留学約 100 名、短期研修 100 名以上)
を交換している。日本の大学で、アフリカ諸国の大
学と継続的に学部学生の２セメスター以上の交換
留学を行っている例は極めて稀であり、アフリカへ

また、より多くの学生が各自のキャリアニーズに
合わせて語学力を向上させるために「グローバル教
育推進センター」がＷＬＣと連携して以下のプログ
ラムを実施する。
②「English for Study Abroad(ＥＳＡ)」設置
海外留学に必要な英語力（TOEFL iBT80 点以上）
を養う学部横断型プログラムを設置する。参加学生
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の交換留学を経験した学生は、押し並べて企業から
高い評価を得て、グローバル企業に就職している。
また、モンゴル・モンゴル国立大学、トルコ・アン
カラ大学、ブルガリア・ソフィア大学、ベトナム・
ハノイ国家大学等、日本での学習者が比較的尐ない
言語地域の大学とも学生交換を行い（以上の４大学
と過去 10 年間で約 80 名を交換）
、これらの地域へ
の留学経験者は、それぞれの修得した言語を活用で
きる企業等で活躍している。
現在では、世界の 67 の交流大学と学生交換を行
い、年間で約 100 人の交換留学生を１または２セメ
スターの期間で派遣し、ほぼ同数の学生を受け入れ
ている。交換留学生には国際奨学金の給付、海外傷
害保険加入費用負担等の経済的サポートを行って
いる。
平成 22 年には、交流校以外の大学に留学できる
認定留学制度(留学期間中の本学の授業料半額を免
除、年間枠 10 名)を導入した。また、夏季及び春季
に実施している大学及び各学部主催の短期海外研
修・異文化体験研修・海外インターシップ研修（国
際部主催は 10 件、学部主催は６学部で８件）には
年間約 300 名の学生が参加している。学部主催の研
修は各学部のカリキュラムに連動したユニークな
特徴を持ち、①経済学部はイギリス・カナダ・オー
ストラリアでの海外インターンシップ研修、②経営
学部はヨーロッパ諸国・東南アジア諸国の研究機関
と企業を訪問して経営学研修、③文学部はバッキン
ガム大学とのデュアル・ディグリーコースに連動す
る英文学研修、④法学部は平和学と人権問題を英語
で学ぶ研修（香港大学）
、⑤教育学部は米国と中国
にて小学校訪問を行い、教育指導法の国際比較を行
う研修、⑥工学部は学部生と共に大学院生も参加す
る中国・浙江大学農業生命環境学部でバイオテクノ
ロジー研修をそれぞれ実施している。
さらに、学部の履修プランに組み込まれた海外イ
ンターンシップ研修の機会として、文学部は日本
語・日本文化専修の学生を対象に中国のマカオ大学
や湖南師範大学での日本語インターンシップ(２セ
メスター)を実施し、さらに同学部の北京語言大学
とのデュアル・ディグリーコース（本学文学部で２
年、北京語言大学で２年の修学で両大学の学位取
得）では、北京留学中の本学の学生(毎年 20 名)を
対象に、本学の北京事務所を通して北京の国際企業
８社でのインターンシップを毎年行っている。
本学の目指す「世界市民」意識の醸成の機会とし
て国際ボランティアへの参加を奨励するために、平
成 18 年度から国際ボランティアへの参加とレポー
トの提出により｢国際ボランティア実習｣(２単位)
の認定を開始した。ＣＩＥＥ等の国際的ＮＰＯ団体
を通じた海外ボランティアプロジェクトには毎年

は１年次生約 50 名で、ＷＬＣが提供する英語の課
外授業を１年間履修(４科目、８単位)し、参加学生
用に提供する e-learning 教材の活用も通し、定期
的に TOEFL iBT 受験で語学力の測定を行いながら２
年次において交換留学、短期海外研修、認定留学等
の海外留学を行う。留学後は各学部で提供される英
語で学ぶ専門科目を履修し、修得した語学力と異文
化リテラシーを生かしたキャリアデザインを実現
する。
③「English for Career Development(ＥＣＤ)」設
置
就業力につながる英語力（TOEIC 730 点以上）を
身につける学部横断型プログラムを設置する。参加
学生は２年次生約 60 名で、後期セメスターよりＷ
ＬＣが提供する英語の課外授業を１年間履修（４科
目、８単位）し、参加学生用に提供する e-learning
教材の活用も通し、定期的に TOEIC 受験を行い語学
力の測定を行う。参加学生は英語コミュニケーショ
ン能力を身につけた人材としてグローバル企業等
の就職を目指す。
④多言語教育プログラム
本学の特徴である多彩な言語教育を通して、第２
外国語のスタンダード化を行う。各言語に到達すべ
き目標点を明確化し、多言語資格検定の受験サポー
ト、ＷＬＣでの学習環境の整備等を行う。学生には
修得した第２外国語能力をさらに向上させるため、
本学の特長である英語以外の言語を母国語とする
国へ交換留学等の海外留学を経験させ、修得した外
国語力を生かしたグローバルな舞台で活躍できる
人材を育成する。
○学生情報データベースの活用
学生の語学力を測定し、その進捗状況等を一元的
に管理ができ、既存の履修システム等とも連動した
学生情報データベースを開発する。本取組で設置す
る「グローバル教育推進センター」はこのシステム
で既存のＧＣＰ学生や各学部で実施するＩＰ授業、
ＥＳＡ、ＥＣＤ等の参加学生の語学力を管理・分析
し、学生の語学力向上への施策や大学全体の国際化
に向けたカリキュラム開発を行うことで、本取組で
本学が目指すグローバル人材育成の達成度を測定
する。またＷＬＣは学生の語学学習意欲を向上さ
せ、より学習しやすい学習環境を提供するため、語
学教材や語学学習機器等の充実、学内で TOEIC-IP
及び TOEFL-ITP、TOEFL iBT を引き続き実施する。
特に TOEFL iBT 受験の専用ブースを新たに設置する
ことで学生に受験できる機会を多く与え、計画的に
学習成果が測定できる環境を整備する。また語学で
顕著な成果を遂げた学生には、大学として顕彰して
いる「シュリーマン賞」の対象を拡大し、さらに多
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約 20 名の学生が参加し、この数は全国の大学のト
ップ 10 に入る数である。
以上の大学提供の海外修学機会に加えて、本学で
は毎年約 150 名程度の学生が１または２セメスタ
ーの私費留学を行っている。私費留学中に取得した
単位を本学で認定する手続きの学内での検討は既
に完了し、来年度から私費留学中の単位の認定を開
始する。この単位認定手続きでは、悪質な留学斡旋
業者の利用による事故を防ぐために、従来から行っ
てきた国際部による留学前指導が、単位認定の手続
きとして制度化される。
○海外留学をサポートする語学教育
・本学の語学教育の取組は様式５で詳述する。

彩な言語について、学生の学習意欲を向上させる。
○海外修学体験機会の提供
これまでの留学プログラムをさらに拡充し、学生
のニーズにあった留学環境をさらに充実させる。特
に各学部においては本取組で行うＩＰ授業に参加
する学生のためにユニークな短期海外研修を１年
次終了時に実施する。またこれまで国際部が主導で
行ってきた各種海外留学プログラムも学生のニー
ズに合わせた魅力ある内容に拡充する。具体的には
以下の海外留学プログラムを開発・提供する。
①各学部主催の短期海外研修実施
経済学部、経営学部、法学部、文学部、教育学部、
工学部は本取組で行う学部のＩＰ参加学生（20 名～
30 名）に学部の特長を生かした短期海外研修(２週
間程度)を１年次終了時(春休み)に実施する。
②第２外国語研修を拡充
第２外国語による短期海外研修の充実のために、
これまでの中国語、韓国語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語研修に加えてドイツ語、フランス語の
短期研修プログラムをそれぞれの言語国で実施す
る。参加した学生はそれぞれの言語を母国語とした
国への海外留学を行い、将来のキャリアに生かす。
③海外交流校の拡大
学生の英語力の成果を試せる英語圏の大学と積
極的に交流協定を締結する。また各学部間でも学生
交流協定を結び、学部のカリキュラムと連動したプ
ログラムを実施する中で、将来、デュアル・ディグ
リーコース設置を目指す。

○経済学部の International Program(ＩＰ)
経済学部では本学のグローバル化を先導する取
組として、平成13年にInternational Program(ＩＰ)
を立ち上げ、英語による経済学科目の授業をスター
トさせた。この取組は平成19年度・特色ある大学教
育支援プログラムに採択され、大学国際化推進に大
きく寄与した。その結果、同プログラムには交流校
からの交換留学生も多く参加し、日本人学生に大き
な刺激を与えており、本学から交流校（英語圏）へ
派遣される交換留学生の７割は同プログラムで学
んだ学生となっている。またこのプログラムに参加
して一流企業等に就職内定した学生はキャリアセ
ンター主幹のＲＳＳ(リクルート・サポート・スタ
ッフ)、ＣＳＳ(キャリア・サポート・スタッフ)と
して後輩の就職活動を支援する活動をボランティ
アで行っており、大きな成果を上げている。
○海外修学体験を容易にする取組
従来、海外修学の機会を提供しても、学部におけ
○Global Citizenship Program(ＧＣＰ)の設置
る学修プランとの整合性や、就職活動の必要性に鑑
平成22年４月に国際諸機関の職員や、海外の大学 みて留学をためらう場合がみられた。このような困
院進学を目指す学生のためのオナーズプログラム
難を緩和し、海外修学の機会を奨励するために以下
であるGlobal Citizenship Program(ＧＣＰ)をスタ の取組を推進する。
ートさせた。入学時に学部横断的に約30名を選抜
①留学情報ステーションの設置
し、徹底した英語教育と深い教養教育を内容とした
学生の海外留学情報を提供できるステーション
プログラムとして構成している。特に１・２年次の を設置し、国際部の管理のもと各種留学相談・アド
プログラムは大半が、ネイティブ教員が担当する英 バイスを行う常駐スタッフを配置する。
語の授業で構成されている。１年次春休みには英語 ②休学による私費留学での単位認定を行う。
で学ぶ異文化研修として短期海外研修が全員に提
③「留学概論」(仮称)を設置
供される。本年で３年目を迎えたＧＣＰ１期生は高
海外留学意識を向上させるために、共通科目の中
度な英語力を達成した上で、中国や韓国等の他言語 で同科目を設置する。講師には国際交流を担当する
圏への留学を志す者もおり、大半が本学の交換留学 教員や危機管理及び外国事情に詳しい外部講師等
生として選抜されている。
による授業を提供する。
④本学卒業生のネットワークの活用
○２つのデュアル・ディグリーコース
世界地域に在住している本学卒業生は、世界各国
文学部では平成19年度より中国・北京語言大学と で同窓会組織を立ち上げているが、こうした同窓会
の学士のデュアル・ディグリーコース(10名の学生 組織との連携をさらに深め、本学学生の留学の際の
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が１年次は本学で、２年次、３年次は先方大学で、
４年次は本学で履修)を実施しており、本年３月、
両大学の学位(学士号)を取得した２回目の卒業生
を輩出した。さらに、イギリス・バッキンガム大学
との学士デュアル・ディグリーコース(１年次は本
学で、２年次、３年次は先方大学で、４年次は本学
で履修)の準備も整い、本年から開始し、平成25年
１月より２年間、学生５名（上限）をバッキンガム
大学に派遣する予定である。

サポート体制を確立する。具体的には、現地での海
外就職についての相談、危機管理への対応等の支援
を依頼する。
○外国人学生の受け入れ拡大
本学のグランドデザインで示す外国人留学生受
け入れ拡大のため、毎年ＪＡＳＳＯが各国で開催す
る日本留学説明会に参加し、本学の留学情報を広く
提供する。併せて、各開催国に居住する本学卒業生
等と連携し、本学独自の学校説明会を開催する。さ
らに、毎年、大学間交流等の推進のために開催され
る国際会議(ＮＡＦＳＡ、ＡＰＡＩＥ、ＡＳＡＩＨ
Ｌ)等に積極的に参加し、交流校の拡大に努め、各
国、各大学の留学事情の情報を収集し、それぞれの
留学生のニーズに応じたプログラムの開発と提供
に努める。

○国際交流イベントを通じた国際感覚の涵養
本学では年間約 100 件を超える海外来賓を受け
入れ、学生を対象に国家元首、大学学長、文化人等
の多彩な識者による講演や懇談会を開催して、学生
のグローバル意識を向上させてきた。また共通科目
「平和と人権」
「21 世紀文明論」等の授業で在京の
各国大使による講演を定期的に行い学生の異文化
理解を深める機会としている。特に「21 世紀のアフ ○海外インターンシップ・プログラムの拡充
リカ」の授業ではこれまでにアフリカ 16 カ国の駐
現在国際部が主催しているイギリス、カナダでの
日大使による講演を行い、本学の特長であるアフリ 海外インターンシップに加え、今年度よりオースト
カ諸大学との交流発展に大きく寄与してきた。
ラリアでのプログラムを実施する。また経済学部や
文学部では学部のカリキュラムと連動した独自の
○産業界との連携
海外インターンシップをシンガポール、香港、イン
本学では、産業界を代表する企業経営者を講師に ド等のアジア地域を候補地として実施する。
招いて生きた経営を学ぶ「トップが語る現代経営」
を平成７年より開講している。トヨタ自動車の張富
士夫会長(平成 23 年 10 月講義)をはじめ、幅広い業
種から毎年 13 名前後をお招きしており、この 17 年
間で延べ 238 名のトップ経営者が講義を担当した。
本講義は共通科目として提供され、毎年 600 名以上
が履修するとともに、講義録は平成 10 年より書籍
として発刊され、社会で勝ち抜く知恵が広く社会に
還元されている。国際社会で活躍している経営者の
講義は、学生にとって大きな刺激となり、世界への
視野を広げてきた。
また経済学部では平成 14 年から専門科目の中で、
日本貿易会が設立した国際社会貢献センター(ＡＢ
ＩＣ)から国際ビジネスの経験豊富な講師を招いて
「世界経済事情Ⅰ、Ⅱ」
、
「Business and Japanese
People」を設置している。この活動は、ＡＢＩＣ側
も、国内の各種会議・フォーラム等で、重要な産学
連携の成功例として紹介している。この他、キャリ
ア科目「ワールドビジネスフォーラム」に一流企業
に勤めている卒業生を講師として招き、国際ビジネ
ス現場感覚を学生に紹介し、就業意識の向上に取組
んでいる。
さらに、北京・上海に留学する学生に対し、現地
の企業で活躍する本学卒業生が定期的に就職懇談
会を開催している。
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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】

○教育体制のグローバル化
現在、本学は、外国語科目の増加に対応し、専任
教員の約１割にあたる外国人教員を採用している。
また大学の国際化における教育環境の整備として、
特にＷＬＣの英語の教員について、ＪＡＬＴ(Japan
Association for Language Teaching)、並びにＪＡ
Ｃ Ｅ Ｔ (Japan Association of College English
Teachers)等を通じて、継続的に国際公募によって
外国人教員を雇用してきた。また、全学的にも教員
の６人に１人は外国の大学で博士号を取得してお
り、本取組の先駆的な実践学部である経済学部にお
いては、およそ日本人教員の５割が海外で博士学位
を取得している。
また経済学部はＩＰの充実のために平成 13 年度
以来毎年、海外の交流大学から客員教授を招聘し、
１セメスター滞在し、英語による講義を継続的に実
施してきた。これまで、シンガポール国立大学、マ
ラヤ大学、フィリピン大学、デ・ラ・サール大学、
ハノイ国家大学等の東南アジアの諸大学から、また
インド・タゴール国際大学、スリランカ・ペラデニ
ヤ大学等の南アジア諸大学から、またイタリア・ボ
ローニャ大学、ロシア・バイカル国立大学、米国ケ
ネソー州立大学、アメリカ創価大学等の欧米の諸大
学から、これまで総計 20 名の客員教授がＩＰ、Ｊ
ＡＳ科目を担当し、日本人教員と相互に協力しグロ
ーバルな教育体制を構築、発展させてきた。

○教育体制のグローバル化
本学学士課程教育機構に「グローバル教育推進セ
ンター」を設置し、同センターがＷＬＣと各学部と
を つ な ぎ 、 経 済 学 部 の Ｉ Ｐ (International
Program)を全学部に展開し、各学部の特色を生かし
た英語で学ぶ専門分野科目を学生に提供する新た
なグローバル教育体制を構築する。
この新しいグローバル教育体制を各学部に構築
するため、教員については、外国の大学での博士号
取得者、または外国語により講義ができる者を積極
的に採用する。
併せて、全学的な語学教育を担うＷＬＣにおい
て、
「English for Study Abroad(ＥＳＡ)」ならび
に「English for Career Development（ＥＣＤ）
」
を開設するため、新たにネイティブの専任・非常勤
講師を採用する。
これらの教員採用にあたっては、外国(特に欧米)
メディアを通じて、専門・語学教育ともに、国際公
募する。

取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○学内グローバル教育力向上：海外から講師を招聘
してのＦＤ
平成 12 年度に教育・学習活動支援センター(ＣＥ
ＴＬ)が設立されて以来、同センターが主導し、Ｆ
Ｄ活動の先進的な事例から学ぶため、海外の大学よ
り講師を招聘し、ＦＤセミナーやＦＤ研修を定期的
に開催してきた。同センターの取組は平成 15 年度
に「
『学生中心の大学』のための教育・学習支援」
として文部科学省の「特色ある大学教育支援プログ
ラム」に選定され、同年には協同学習法の専門家ス

○学内グローバル教育力向上：全学部への
海外大学からの客員教授の招聘とＦＤ活動
左記の経済学部の客員教授の招聘の取組を他学
部に発展させ、各学部において海外からの客員教授
を各セメスターに１人招聘し、一定期間、英語もし
くは多言語での専門教育科目の授業を提供する。ま
た併せて、海外からの客員教授を講師にした各学
部、また全学部横断型のＦＤセミナー・ＦＤ研修等
を開催し、日本人教員のグローバルな教育力の向上
を図り、外国人講師との交流の機会を定期的に設け
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ペンサー・ケーガン博士を招き、ＦＤ研修を開催し
た。さらに平成 18 年度には、同センターを中心と
した「協同教育の国際的ネットワークづくりを目指
す取組」が大学教育の国際化推進プログラムに採択
され、ＦＤセミナー講師として協同学習の世界的権
威、ミネソタ大学のロジャー・ジョンソン博士、デ
ービッド・ジョンソン博士を招聘(平成 19 年)した。
平成 20 年度には全学ＦＤ委員会が設置され、その
成果を学内のグローバル教育力に活用できる環境
が整備された。
また、昨年からは学内の外国人英語教育専門家を
講師として、英語による講義スキルを学ぶワークシ
ョップを開催している。
さらに、ＣＥＴＬが企画し、各学部の教員ととも
に、海外の先進的な教育体制、教育事例の視察を実
施してきた。平成 12 年から今日までの約 10 年の間
に 16 回の海外視察を行ってきた。視察先の大学は
主に米国、カナダ、英国、オーストラリアの諸大学
で、訪問大学数は 24 大学に及ぶ。特に、経済学部
では、ＣＥＴＬのサポートを受け、海外諸大学の先
進事例視察（米国：チャールストン大学、ケネソー
州立大学、デラウェア大学、英国：ロンドン大学、
アジア・アフリカ研究院、マンチェスター大学、東
南アジア地域：タイ・タマサート大学、チュラロン
コン大学、シンガポール経営大学、フィリピン大学、
デ・ラ・サール大学等）、さらに英語による教授法
研修への参加と講義の実施（カリフォルニア州立大
学）や、各種国際フォーラムへも積極的に参加して
きた。
これらの視察の成果と知見はその都度、学内でＦ
Ｄ会議を開催し、広く共有、還元している。
○教員の教育力の評価とインセンティブ
本学では、授業評価委員会を設置し、授業評価ア
ンケートを平成 11 年以来、学期ごとに継続的に実
施してきた。また学生はポータルサイト(学習支援
システム)を活用して履修申請する際に各科目の授
業評価結果を参考にして、履修手続きを行うことが
できる。
また教員は、教育力の向上を図るべく、１年間に、
尐なくとも３回、学内外の各種ＦＤ講習会や講演会
に参加することが求められている。
ＩＰを展開する経済学部では、ＩＰのカリキュラ
ム開発、コーディネートを担当する２人の教員につ
いて、教育成果を業績評価の主要な柱として積極的
に昇任人事に反映させてきた。
さらに、本学では、教員の教育力向上と社会に対
するアカウンタビリティの確立を目指し、平成 15
年より教員の総合的業績評価導入の検討を開始し、
翌年より「教員の活動に関する自己申告書」を作成、

る。
また、近年、米国、アジアの諸大学から、本学に
おいて短期日本語・日本文化研修実施の要請が増え
ているが、参加する外国人学生の日本語レベルが初
級の場合は、日本語による講義では理解できないた
め、一部、英語による日本の文化・政治・経済の授
業の開設が必要とされている。日本語・日本文化教
育センターがグローバル教育推進センター並びに
各学部と連携し、積極的に日本人教員が英語で授業
を行えるよう企図し、ＦＤ並びに研修を実施する。
○教員の教育力評価と向上へのインセンティブ
現在、
「教員の総合的業績評価委員会」において、
「教員の自己申告書」の実績を基礎に、教育貢献に
関する評価項目について、業績を点数化し、研究業
績評価と共に、総合的な業績評価システムを開発
し、試行している。平成 25 年度に試行と改良を終
え、平成 26 年度より本格的に実施する。
特に、日本人教員が新たに外国語で専門科目の授
業を担当する場合には、その負担とグローバル教育
体制への貢献を評価し、各学部の人事評価に反映さ
せる。
○海外諸大学における教育活動を通じたグローバ
ル教育力向上：日本人教員の海外姉妹交流大学への
派遣・授業実践
平成 25 年度からは日本人教員を２週間、海外に
派遣し、諸大学の教育体制の視察やワークショップ
への参加、現地教員との意見交換等を実施する。
また、平成 26 年度より、各学部に一定の枠(基本
的には年１人)を設け、日本人教員を、１セメスタ
ーあるいは数カ月、交流協定を結んでいる海外大学
に派遣する。若手教員の多くが交流先大学において
長期滞在を経験できるようにし、現地で外国語によ
る講義の実践によって、グローバルな視野と外国語
による教育力の養成を図る。
同時に「授業評価シート」をグローバル教育推進
センターが開発・作成し、この評価シートを用いて、
滞在期間中、派遣先大学の教員、学生に講義につい
て評価してもらい、その評価結果に基づき、授業を
改善し、フィードバックする仕組みを確立する。こ
の現地での一定期間における外国語による専門科
目の講義の実施によって、実践的なグローバル教育
力の養成が期待される。同時に先方の交流大学から
も各学部のＩＰに客員教授を派遣してもらい、講義
を担当してもらう。
特に、米国でその教育内容に高い評価を受けてい
る姉妹校のアメリカ創価大学と協働で、米国の標準
的な高等教育の在り方、教務システムを実践的に学
ぶ「教員研修プログラム」を開発し、教員の相互派
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公表した。登録された業績は本学ホームページ及び 遣を通して、グローバルな教育力の向上を図る。
ReaD 上で公開されている。これにより、教員の業績
本学から派遣された日本人教員は、帰国後、大学
は客観的に評価され、学内外において公開されるこ 広報誌やＦＤセミナー等において、滞在中に得た知
とになり、教員の研究力のみならず教育力向上への 識やスキル等の教育の成果を発表する。
大きな刺激になっている。これらの業績は、学内助
成金審査にも用いられている。
○海外諸大学における教育活動を通じた
グローバル教育力向上：経済学部での取組
本学の経済学部は、平成 19 年度に文部科学省Ｇ
Ｐに採択された特色ある大学教育プログラムとし
て、
「グローバル化時代の経済学教育」を推進して
きた。このプログラムにおいて、アジアと日本の経
済 関 係 を 英 語 で 体 系 的 に 教 え る Japan-Asia
Studies(ＪＡＳ)プログラムを開設し、主にアジ
ア・欧米の英語圏の交流諸大学より客員教授（これ
まで 20 人が来日、講義を行った）を招き、英語に
よる経済学、国際関係等の授業を提供してきた。こ
の講義を担当する日本人教員の英語による教育力
を養成するために、米国カリフォルニア州立大学の
海外ＦＤ研修プログラムへ派遣し、プレゼンテーシ
ョンスキルやティーチングスキル向上のためのコ
ースの受講や、米国諸大学での授業の視察、また同
大学での授業を実施し、日本人教員のグローバル教
育力の向上を実現してきた。さらに、平成 22 年度
には、グローバルなキャリア教育を志向して、学士
力を就業力に繋げる、
「学問・世界・仕事へのリン
クが育む就業力」が文部科学省の「大学生の就業力
育成支援事業(就業力ＧＰ)」として採択され、本Ｇ
Ｐにおいても教員を英国、カナダ、オーストラリア
等の海外大学視察へ派遣し、現地のインターンシッ
プや就業力育成プログラムについて視察、研究して
きた。
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様式４
様式４全体で３ページ以内

日本人学生の留学を促進するための環境整備
取組内容①

日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

○留学の動機付け等
本学では、海外留学プログラム等の各種資料を入
試合格者向けパンフレットにまとめ、入学前から情
報を提供している。また、新入生を対象とした「留
学ガイダンス」には、毎年約 1200 名が参加してい
る。このガイダンスでは、留学のための「４年間マ
ップ」を配布し、学生の留学を含む学習計画の作成
を支援している。さらに、
「ワールドビジネスフォ
ーラム」(国際企業で活躍する卒業生による授業）
や「グローバルリーダーカレッジ」(世界に通用す
るスキルを学ぶ課外講座)等を開講し、前述のＧＣ
Ｐ、ＩＰ等とともに世界を視野に活躍する人材とな
るための動機付けを行っている。
さらに海外留学の推進では、学生自身による取組
でも大きな実績をあげている。留学生会(学部・大
学院等に在籍する外国人学生団体)は学生自治会や
学生諸団体との共同で各種イベントを開催して日
本人学生と交流を重ねている。ワールド会(留学経
験者の学生団体)は、留学フェア、留学帰国報告会
等のイベントを開催している。国際部とタイアップ
したワールド会による留学相談は年間 800 件を超え
る。さらに、毎年、学術系クラブ団体の主催で、大
使館等の後援を得て、９カ国語の各スピーチコンテ
ストを開催し、多くの学生に海外留学への動機付け
を与えている。

○私費留学の単位認定
本学では、休学中に私費で海外大学へ留学する学
生も多い(平成 23 年度実績：187 名)ことから、休
学中に留学にて取得した単位の認定制度を、平成
25 年度より開始する。この単位認定にあたっては、
まず、留学先大学のアクレディテーションを確認
し、学生から留学中に履修科目等に関する情報の提
出を求め、帰国後に提出される成績証明書等により
単位の認定を行う。これらの手続きに関する情報
は、ガイダンスや留学に関する個別相談等を通じて
提供する。

○単位取得を伴う留学プログラム開発支援体制
本学では、短期海外研修は「研修外国語」
、海外
インターンシップは「国際インターンシップ」
、海
外ボランティアは「国際ボランティア実習」として
単位を認定している。交換留学、認定留学について
は、留学先の大学で取得した成績証明書と各科目の
シラバス等を元に、教授会等で単位認定を行ってい
る。これらの留学プログラムの開発においては、各
学部主催のものは教授会が、学部横断型のものは国
際部が交流大学との交流協定の原案を作成し、学長
が主催する「国際交流審議会」で審議の上、常任理
事会で決定する。

○留学情報データベースの構築
前述の留学情報に加え、これまで交換留学等で取
得した単位を、本学が単位認定した情報をデータベ
ース化し、学生に提供する。このデータベースによ
り本学での単位認定の可能性について、学生が事前
に知ることができるようになる。留学計画を立てる
際にも活用し、留学先大学での科目が、本学のどの
科目の単位として認定できるのかを事前に確認で
きる仕組みとすることで、より確実なラーニング・
アグリメントの形成を可能にする。また、データベ
ースでは、留学中の学生からの情報、交換留学生や
認定留学生に課している留学中間報告等を管理す
る。国際部では、留学情報ステーションに送られて

○留学情報ステーションの設置
学生への多彩な留学情報の提供と留学相談等の
ため、現在、学内にある２カ所の留学資料室を拡充
し、新たに「留学情報ステーション」を設置する。
ここでは交換留学、私費留学、短期海外研修等を目
指す学生が自由に留学情報を入手できるよう、資料
を後述する留学情報データベース上で公開する。留
学情報ステーションでは、国際部、及び国際経験の
豊かな教員による個別の留学相談を行う。この留学
相談をスムーズに行うため、オンラインでの相談予
約システムを導入する。また、留学情報ステーショ
ンからポータルサイト等を通じ、最新の海外留学情
報や奨学金情報等を随時学生に発信する。
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○留学に関する情報等の提供
海外留学に関する情報収集及び提供は、国際部に
て行っている。また、ＮＡＦＳＡ、ＡＰＡＩＥ等の
国際会議や、日本国内で行われる留学情報フェア等
に参加し、海外諸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に努めている。さら
に、以上のような機会やウェブを通じた情報が限ら
れている途上国の大学に本学の学生を派遣する際
には、教職員が事前に現地の大学視察を実施し、修
学及び生活環境や安全確保の確認を行い、その後も
継続的に交流大学への訪問を実施し、学生の留学環
境の向上と最新の情報収集に努めている。この情報
収集の結果、交流校が留学生に提供している奨学金
を優先的に得て留学する本学の学生が近年増加し
ている(平成 23 年度、15 名)。そして、学内に２カ
所設置している留学資料室では、交換留学、認定留
学、私費留学、海外語学研修情報、海外ボランティ
ア及びインターンシップ等に関する各種留学情報
を学生に提供し、各種団体・機関からの海外留学の
ための奨学金情報等も大学のホームベージやポー
タルサイトを通じ随時学生に提供している。
○単位認定に関する基準や手続き
各学生のアカデミック・アドバイザーは、留学す
る学生の履修科目、授業時間割、帰国後の単位認定、
履修の諸手続きについてアドバイスを行う。留学先
大学で取得した単位は、帰国後、学生から提出され
た海外留学単位認定願、成績証明書、及びその講義
内容に基づき、教務部、及び学部長補佐等が精査の
上、教授会、または学士課程教育機構運営員会で審
議し、本学の単位として認定している。

くる学生の情報を分析・評価し、関係部局と「国際
交流審議会」等に報告し、大学全体の海外留学プロ
グラムの改善、拡充につなげていく。
○海外留学を促進する制度整備
本学の海外留学プログラムをさらに充実させる
ため、交流校を定期的に訪問するとともに、新規の
交流校の拡大にも努める。さらに、アメリカのＩＳ
ＥＰ(International Student Exchange Program)
への加盟手続きを行う。これにより、従来の交流校
への交換留学に加え、米国大学への新たな選択肢を
学生に提供する。ＩＳＥＰによる質の保証を伴う留
学が追加されることで本構想において育成する人
材をより多く輩出できると考える。また、海外留学
を目指す学生に対し、留学先での学習計画の策定、
留学中の学習方法やその準備、留学後のキャリアデ
ザイン等について体系的に学ぶ「留学概論」(仮称)
を設置する。
さらに、学内に英語の自学自習用のブース(40 席
程度)を備えた「英語オンライン学習室」を設置す
る。この学習室では、TOEFL iBT の受験に対応でき
る設備を備える。これにより、学生の TOEFL iBT 受
験の利便性を高める。
また、TOEFL iBT やＨＳＫ等の受験の際には、大
学が受験料の半額を負担する支援制度を平成 24 年
度より開始する。
なお、本構想で策定する短期海外研修等で学生を
派遣する際には、左記の「創価大学国際奨学金」の
支給、及び本学の費用負担による海外傷害保険への
加入を行う。

○留学を促進する制度等の導入
本学では、交換留学生に対し財政的援助として
「創価大学国際奨学金」を年間約 100 名に５万円～
65 万円(派遣大学により異なる)を支給している。ま
た、単位取得を目的として在学留学する認定留学生
に対しては奨学金として学費の半額を減免してい
る。さらに交換留学生及び認定留学生に対しては、
本学が費用を負担し、海外傷害保険に全員加入させ
ている。また本学では留学に必要な語学スコアを取
得させるため、TOEIC、TOEFL-ITP、TOEFL iBT、Ｈ
ＳＫ試験について、定期的に学内で受験ができる体
制を整えている。
取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。
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【これまでの取組】

【本構想における取組】

○留学中から帰国後におけるサポート体制
国際部では、海外留学中の学生と定期的に連絡を
取り、履修状況、生活状況等を掌握している。学生
の健康管理サポートでは、委託医師による心身の健
康状態の問診を月１回行っている。帰国後は本学保
健センターでの健康診断を実施している。

○留学中から帰国後におけるサポート
グローバル教育推進センターが中心となり、国際
部、キャリアセンター、学生部、教務部と合同で、
セメスター１回程度の「海外留学サポート会議」を
開催する。留学中の学生の履修、奨学金、就職支援
等に関して発生する諸課題に対応するとともに、提
供すべき情報を確認する。また帰国後、必要とする
〇留学中及び帰国後の就職支援体制
学生には、留学先の環境と日本の環境とのギャップ
留学前にはキャリアセンターによる「留学とキャ によるメンタル面のケアを、学生相談室のカウンセ
リア」ガイダンスを開催し、留学中にできる具体的 ラーが行う。
就職活動、現地での企業説明会参加、帰国後の就職
活動等の指導を行っている。また、同センターから ○留学中及び帰国後の就職支援体制
定期に発信される情報を得ることで、学生は就職活
昨年上海で本学卒業生との共催で行った進路相
動の動向を把握し、帰国後のスムーズな就職活動に 談会の実績を踏まえ、世界各国・地域の同窓会組織
備えることができる。同センターでは帰国した学生 のサポートを得て、現地在住の卒業生による生活・
に対して１泊２日の合宿体制で「就職活動セミナ
進路相談会を開催する。さらに、現地企業で活躍す
ー」を提供している。昨年は交換留学生の中から、
る卒業生のネットワークを活かし、現地企業での会
グーグル、ＩＢＭ、Ｐ＆Ｇ等のグローバル企業の内
社説明会やインターンシップ等の機会を増やす。
定者も輩出した。また現地企業で活躍する本学卒業
生のネットワークを活かし、国際部と共催で、現地
○海外留学の危機管理体制の確立
で進路相談会を開催しており、昨年は中国・上海で
学生交換を行っている交流校を本学の教職員が
現地企業20社に勤める卒業生が集い、中国留学中の
定期的に訪問し、現地治安状況、派遣先大学の危機
学生との相談会に参加した。
管理体制を確認し、綿密な協議を行い、本学の海外
危機管理マニュアルを継続的に見直す。
○危機管理体制の確立
本学では、海外留学を行う学生の安全確保のため また、途上国への短期海外研修を実施する際には、
「海外危機管理マニュアル」を作成している。国際 左記のとおり、教職員が引率する。
部の教職員が毎年各国の交流校を訪問し、現地の治
安状況や派遣先大学の危機管理体制等の確認を行
っている。本学から派遣する交換留学生には、24 時
間対応の海外傷害保険に、本学負担で加入させてい
る。なお、アフリカの大学へ交換留学する学生には、
現地での治療が困難な場合に、先進的な医療サービ
スを提供する欧州諸国への航空機による緊急輸送
が必要になることに鑑み、補償内容がより充実した
保険を提供している。途上国に留学する学生には、
留学先へ渡航直後に現地の日本大使館（医務官等）
と連携を取らせ、疫病、不慮の事故、天災時の安否
連絡等の対応を確認させている。同時に、途上国に
在住する本学の卒業生も学生の緊急時の対応に協
力を得ている。中国へ留学する学生には本学北京事
務所の常駐職員がきめ細かな生活指導や危機管理
を行っている。途上国への短期海外研修の際は、教
職員が引率している。
国際部の教職員は日頃より国内外で行われる危
機管理に関する各種研修やセミナーに参加し、収集
した情報等を学生への各種留学ガイダンスで紹
介・指導している。

○サポートスタッフの配置と体制強化
国際部や、関係する部局の教職員は国内外で開催
されるセミナー、研修会等へ参加し常に研鑽を行
う。
また、前述の留学情報ステーションには、サポー
トスタッフを常駐させ、学生への各種アドバイスの
内容等は留学情報ステーションで管理、データ化し
てこれから海外留学する学生の有益な情報とする。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】

【本構想における取組】

中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切
な評価については、公募推薦入試において、実用英
語技能検定(日本英語検定協会)２級以上、TOEFL
（PBT）450・
（CBT)133・
（iBT）45 点以上、TOEIC 519
点以上、ケンブリッジ大学英語検定試験レベル２：
予備英語テスト(ＰＥＴ)以上、国際連合公用語検
定：英語検定試験Ｃ級以上のいずれかを取得してい
る者であれば、評価点への加点を行っている。
また、帰国学生入試を実施し、海外における中等
教育の成果を適切に評価し、毎年約 15 名程度が入学
している。

○入試での取組
本学が実施している公募推薦入試において、
TOEFL iBT 61 点以上または TOEIC590 点以上のスコ
アを有している者は英語の学力テストを免除す
る。また、TOEFL、TOEIC のスコアを特別奨学生(入
試成績優秀者への学費半額免除の特典)の選考に用
いる。
○国際系新学部入試
本学では平成 26 年度に国際系の新学部を設置す
る予定である。当学部での入試には TOEFL iBT を
導入する。また、この TOEFL iBT による入試実施の
効果を分析し、他の学部で実施する入試への導入を
検討する。

取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】

【本構想における取組】

本学では、平成 11 年に、語学教育中心組織として
「ワールドランゲージセンター(ＷＬＣ)」を設置し、
共通科目運営センター（平成 22 年に「学士課程教育
機構」として発展・改組）とともに、学生の外国語
力向上に取組んできた。
現在では、以下の取組を実施している。

○入学前準備教育の強化
本学に入学が決定している、公募推薦入試合格
者、創価学園推薦入試合格者、及び指定校推薦入試
合格者対し、平成 27 年度入学生より、入学前の英
語力向上と入学後に実施する TOEIC-IP 対策として
e-learning 教材を提供する。これは、合格時点か
ら入学までの間に、中等教育段階までに学習した英
語の復習を行うとともに、入学後に提供される英語
授業の履修に必要な基礎力向上を目的として実施
するものである。
なお、この入学前準備教育による学習成果は、入
学後に実施する TOEIC-IP により測定を行い、次年
度以降の実施に向けたコンテンツの改善を行う。

○全学部共通での語学科目の卒業要件化
平成 21 年度のカリキュラム改正により、本学で
は、全学部共通で、英語６単位、第２外国語４単位
を卒業要件化した。これは、本学が同年よりスター
トさせた「創価コアプログラム」の一環として、こ
れまで各学部で異なっていた言語の卒業要件を統一
し、大学全体でグローバル化に応じた語学教育を展
開することを目的としたものである。
○英語授業における習熟度別クラス編成の改良
現在、本学の英語授業は、６段階のレベルに応じ
○入学時(４月)における英語能力の測定
た科目名称となっているが、これを、平成 26 年度
本学では、全新入生を対象に、英語能力のプレイ に実施予定のカリキュラム改正の際「英語Ⅰ～Ⅳ」
34
（大学名：創価大学

）
（申請区分：特色型）

スメントテストとして、４月冒頭に TOEIC-IP を実施 (仮称)に整理・統合する。英語は６単位から８単位
している。このスコアは、英語科目のクラス分けの の履修へと発展的に充実させ、入学時から２年次終
基準として活用している。
了まで一貫した授業を提供する。なお各学部別のク
ラス編成は、従前どおりプレイスメントテストのス
○英語授業における習熟度別クラス編成の実施
コアにより、習熟度別に行う。特に、入学時点で
本学で提供される英語科目は、前述した大学内で TOEIC-IP スコアが高い層には EAP を中心にしたア
実施される TOEIC-IP、または TOEFL-ITP のスコアに カデミックな言語運用能力養成を図り、グローバル
よ り 、 Basic( 基 礎 ) 、 Elementary( 初 級 ) 、 人材の目標値達成を目指す。
Intermediate(中級、２段階)、Advanced(上級、２
段階)の６段階にレベル分けしている。基礎レベル ○ＥＳＡ、ＥＣＤプログラムの開設
では英文法、初級レベルではコミュニケーションと
本構想で設定した外国語力スタンダードの達成
リスニング、及び TOEIC 対策、さらに中級レベル以 のため、左記の英語授業に加え、ＷＬＣで提供する
上では、英語圏の大学への留学に必要なアカデミッ プログラムとして、ＥＳＡ(English for Study
クライティングやノートテーキング等のスキルの修 Abroad) 、 及 び Ｅ Ｃ Ｄ (English for Career
得を目的とした授業等を行っている。
Developnent)を開設する。
また、ＧＣＰで提供される「 EAP for Global
ＥＳＡでは、これまで本学がＧＣＰで実施してき
Citizenship 」 や 、 経 済 学 部 Ｉ Ｐ で 提 供 さ れ る た英語授業を全学規模に拡大したものとして提供
「Academic Foundations for Economic Majors」等 し、１年次生の希望者から、入学時の TOEIC-IP ス
の科目では、15 人程度の尐人数クラスで授業を実施 コアを基準に 50 名を選抜して実施する。具体的に
し、ディスカッションスキルやライティングスキル は、「EAP for Study Abroad Ⅰ、Ⅱ」「Academic
の育成に取組んでいる。
Foundations for Study Abroad Ⅰ、Ⅱ」(いずれも
仮称)の４科目８単位を履修する。これにより、英
○TOEIC-IP または TOEFL-ITP を利用した定期的な英 語の４技能について醸成し、TOEFL iBT 80 点への
語能力の測定と活用
到達を目指すとともに、将来の海外大学への留学
英語能力の向上度を測定するため、年間約７回、 に備え、英語でのライティングやディスカッショ
TOEIC-IP、または TOEFL-ITP を大学内で実施してい ンスキル等を身につける。
る。このうち、上述の４月のプレイスメントテスト、 ＥＣＤでは、将来グローバル企業等への就職を目
及び 12 月に実施する試験の受験料は大学で全額負 指す２年次生の希望者から、TOEIC 等のスコアによ
担している。これにより、２つのテストの間に実施 り 60 名を選抜して実施する。
「Career English Ⅰ、
された様々なプログラムや海外研修に参加した学 Ⅱ(仮称)」等の４科目８単位を履修する。これによ
生の英語力の向上度を測定している。また、スコア り、TOEIC 730 点への到達を目指すとともに、ビジ
を分析し、英語授業の効果測定、授業内容の改善、 ネスに必要なコミュニケーション、プレゼンテー
英語授業のレベル分け基準の変更等に活用してい ション、ライティング等のスキルを身につける。
る。
さらに、取得したスコアにより２～６単位を認定 ○経済学部で実施するＩＰの全学展開
する制度や、一定のスコアを交換留学・短期海外研
これまで経済学部が実施してきたＩＰの経験を
修参加選考の条件として活用している。
踏まえ、平成 26 年度より経営学部、法学部、文学
部、教育学部、工学部にＩＰを導入する。これらの
○第２外国語としての多彩な言語科目の提供
５学部で提供するＩＰでは、共通科目で提供される
本学では、英語、日本語(外国からの留学生用)を 英語授業とは異なり、各学部の専門性を取り入れた
含め、18 言語に及ぶ授業を設けている。これらのう 英語学習となる。
ち、17 言語を使用する本学交流校へ学生を派遣して
具体的には、１年次に、まず基礎となる英語の４
いる。
技能を強化する授業を提供し、２年次以降に英語で
また中国語とハングルの授業については、それぞ 専門科目を学習するために必要な英語力を養成す
れ授業内容や教材を統一し、スタンダード化を図っ る。１年次終了時には、各学部の専門性に沿った短
ている。
期海外研修を行う。２年次以降は、英語授業と英語
で提供される専門科目授業を並行して履修しなが
○学部の特性に応じた言語教育プログラム、
ら、英語圏への留学に必要な学術的英語能力とラ
及び英語によるコンテンツ授業の実施
イティングスキルやディスカッションスキルを養
本学では、各学部の専門科目を英語で学ぶ授業を 成するとともに、TOEFL iBT 80 点の到達を目指す。
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提供している。経済学部のＩＰやＪＡＳプログラム
のほかにも、経営学部では国際感覚を身につけたビ
ジネスのプロフェッショナル養成を目的とした
Global Program があり、このほか、法学部(６科目)・
教育学部(２科目)・工学部(２科目)・文学部(22 科
目)でも、
英語で学ぶ専門科目を開設している。また、
文学部では、北京語言大学とのデュアル・ディグリ
ーコースを開設しており、英語以外で専門を学ぶプ
ログラムもある。共通科目で開設する Japan Studies
Program(ＪＳＰ)が開設されている。
経済学部で実施しているＩＰには、留学に備え、
海外での学習に備えたライティングスキル、プレゼ
ンテーションスキル等の能力を養成する授業が組
み込まれている。これらの授業は、前述の TOEFL-ITP
等のスコアによるクラス分けを実施し、尐人数教育
が行われている。
○課外での多彩な語学修得プログラムの提供
ＷＬＣでは、課外プログラムとして、①尐人数で
の英語によるディスカッション力を養成する
English Forum(中級レベル以上の学生を対象とした
英語によるディスカッションプログラム)、②会話力
を向上させる Chit Chat Club(初級英語)や Global
Village(英語以外の 10 言語)、③学術的な英文の書
き方を指導する Writing Center を開設している。ま
た、語学自習施設として、ＡＶライブラリー、ＣＡ
ＬＬ教室、ＷＬＣラウンジ、英語の自主学習に関す
るアドバイジングを行う「英語学習相談室」を設置
している。これらのＷＬＣ諸施設は、学内２カ所に
設置されており、2300 本以上の学習用ビデオやＤＶ
Ｄ、5200 冊を超える英語の教材などが用意されてい
る。この他にも、各種の英字新聞、雑誌、洋書や、
英語以外の 43 にも及ぶ言語教材が設置されており、
学生の言語学習環境を整備している。さらに、TOEIC
の英語オンライン学習コンテンツを全学生へ無償で
提供している。
これらの課外プログラムの一部は、一部の正課の
英語授業と連動し、より効率的に学生の言語学習を
促進できるよう設計されている。

これに対応するため、英語による授業を行うこと
ができる教員を養成、または採用し、英語による専
門科目授業のコンテンツの充実を図る。
○ＷＬＣ施設及びプログラムの強化
ＷＬＣで実施するＥＳＡやＥＣＤ、各学部で展開
するＩＰ授業のほかに、学生の英語力向上の取組と
して、新たに自学自習設備として「英語オンライン
学習室」(仮称)を設置する。また、この英語オンラ
イン学習室、及びＣＡＬＬ教室に、TOEFL iBT 実施
に必要な環境を整備し、本構想における英語力の向
上度を測定するため、TOEFL iBT を定期的に実施す
る。なお、ＥＳＡやＥＣＤの参加学生には、大学が
TOEFL iBT や TOEIC 受験料を一部負担する。
○第２外国語のスタンダード化
現在、本学が提供している第２外国語科目につい
て、次期カリキュラム改正に向け、これまでの実績
を踏まえ、言語ごとに到達すべき目標点を明確化
し、これに合わせて授業内容を再構築し、教材を統
一化するなどの整備を行う。
なお、スタンダード化に際しては、英語科目で実
施されている尐人数クラス編成をその他の言語授
業でも実施する。
○学生情報データベースの開発と効果測定
本構想で実施する各種プログラムの効果測定、
及び学生の語学力や留学経験等を適切に掌握する
ため、既存の学生情報データベースを活用しなが
ら、学生の語学学習の記録や TOEFL 等のスコアの
推移、短期海外研修や留学経験の記録等を集積す
るデータベースを開発する。これにより、入試から
卒業・就職までのトータルな分析と、グローバル
人材養成に資するデータの集積を行う。
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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】

○構想の実現に向けた推進体制
「学士課程教育機構」内に設置される「グローバル教育推進センター」が本構想のマネジメントを統括
する。学士課程教育機構は、平成 15 年４月に、建学の理念に基づく創造的な 21 世紀の地球市民(グロー
バル・シティズン)育成に寄与することを目的として設置された。同機構内には、
「ワールドランゲージセ
ンター(ＷＬＣ)」や「教育・学習活動支援センター(ＣＥＴＬ)」が設置されており、学士課程教育の質向
上に必要なプログラムの開発、授業運営、ラーニング・アウトカムズの導入などを推進している。本構想
実現に向けて新たに設置されるグローバル教育推進センターは、副学長をセンター長に、国際部長を副セ
ンター長に置き、事務はグローバル教育推進センター事務室が担う。事務室には本構想専属の専任職員、
及び嘱託職員を配置し、関係各課と連携を取りながら事務全般を統括する。
グローバル教育推進センターによるマネジメントにより、各学部で展開される学部ＩＰと、学部横断的
に展開される語学プログラムを運営する。各学部においては、学部専任教員および学部事務室職員による
「プログラム委員会」を置き、ＩＰを企画・運営する。学部横断型プログラムにおいては、ＷＬＣの担当
教員および同センター事務室が、その企画運営にあたる。
グローバル教育推進センターを中心に、学部ＩＰ並びにＷＬＣ、及び国際部の関係者が定期的に集い、
「グローバル教育推進会議」を開催して、本構想の達成状況の確認や、点検・評価を行う。
○構想の評価体制
学長を中心とする全学自己点検・評価委員会のもと、学内専任教職員で構成される「グローバル教育専
門評価部会」を設置し、本構想の達成状況を評価する。全学自己点検・評価委員会は、平成９年より本学
の自己点検・評価活動を組織的に実施する全学体制として機能してきた。そのもとで現在設置が検討され
ているＩＲ部門と連携し、評価のもととなる定量的・定性的情報の収集・分析・評価を実施し、セメスタ
ーごとに本構想の目標達成状況をグローバル教育推進会議に報告する。
学内の評価体制の他、他大学および産業界の有識者を外部評価委員として委嘱し、平成 25 年度より毎
年度末に「外部評価委員会」を開催し、取組の評価と改善に向けた助言を求める。
学生の意見を構想に反映させる取組として、プログラムでは全授業で実施されている授業評価アンケー
トの結果を活用し、改善を図る。
取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、
各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。
○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先
導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。

○各種メディアによる公表
本構想の取組内容や成果は、専用ＷＥＢサイトを立ち上げるほか、本学のホームページ上で、日本語、
英語、中国語、韓国語の４カ国語で国内外に公表される。平成 25 年度公開に向けて、現在本学ホームペ
ージのリニューアルを進めている。リニューアル後は、主要な情報が日本語以外に上記３言語で提供され
るようになる。また、本学が他大学に先駆けて積極的に活用してきたソーシャルメディアの多言語発信に
も努め、情報の即時性も向上させていく。
○報告会、シンポジウム等の開催
本構想の取組を総括し、国内外にその成果の普及を図るとともに、各界からの評価を得る機会として、
平成 26 年度より「グローバル教育シンポジウム」を隔年度末に開催する。シンポジウムの開催にあたっ
ては、本学が加盟する「大学コンソーシアム八王子」や「学術・文化・産業ネットワーク多摩」等と連携
し、グローバル人材育成に関する本学と他大学からの事例報告のほか、産業界が求める人材像を共に学ぶ
機会とする。なお、シンポジウムの内容はインターネットを通じて中継するとともに、報告書にまとめる。
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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】
現在、本学では、平成 26 年度に実施を予定している各学部でのカリキュラム改正の検討会議において、
本構想で掲げるＩＰ科目の開設に向けた準備を進めている。同様に、本学の共通科目を担う学士課程教育
機構運営委員会においても、本構想で掲げる語学力向上に対応する科目再編の検討、及びカリキュラム改
正の準備を進めている。
また、平成 24 年 10 月に開設予定の「グローバル教育推進センター」の設置に向け、同センターの設置
準備ワーキンググループを立ち上げ、具体的な事業推進体制、予算等の検討を行っている。
【平成２４年度】
本構想では平成 24 年度に以下の項目を実施する：
○学士課程教育機構内に「グローバル教育推進センター」を設置、及び同センター事務室、同センターの
ホームページを開設
（ホームページは、以降毎年拡充）
○グローバル教育推進会議の開催 ※以降、毎年定期的に開催
○全学自己点検・評価委員会のもとにグローバル教育専門評価部会の設置
○「海外留学サポート会議」の設置、及び会議の開催（以降、セメスター１回開催）
○ラーニング・アウトカムズ入力システムの拡充
○ＦＤの実施(ラーニング・アウトカムズに関する研修)
○ホームページ上に公開する本学の教育情報に関する項目の整理、再検討
○本学のホームページの全面的リニューアルの検討
○事務職員への英語研修、及び海外派遣研修実施に向けた検討・準備
○本学学内規程の英語翻訳作業の実施（第１期分）
○各学部に開設する International Program の検討・準備、及び短期海外研修先大学の検討・視察
○ＪＳＰ科目拡大に向けた検討・準備、及び授業担当者等の選定
○ＷＬＣに開設するＥＳＡプログラム、ＥＣＤプログラムの内容検討
○TOEIC-IP、TOEFL-ITP、及び TOEFL iBT の本学内での実施 ※以降、毎年実施
○TOEIC-IP、TOEFL-ITP、TOEFL iBT、ＨＳＫ受験者に対する受験料支援の実施 ※以降、毎年実施
○ドイツ語・フランス語による短期海外研修実施に向けた派遣先大学の検討・視察
○交流大学、現地企業等の訪問、現地在住の卒業生との留学支援に関する協議 ※以降、毎年実施
○中国(北京・上海)、ベトナム、マレーシアで実施される日本留学説明会への参加
○国際会議(ＡＰＡＩＥ)への参加、及び交流校拡大に向けた協議
○留学相談予約システム、及び留学情報データベースの構築
○ＩＳＥＰ加入に向けた調査・準備、及び加入申請
○入試制度改革に関する協議、及び推薦入試合格者に対する入学前英語教育プログラムの検討
○語学科目のカリキュラム改正に向けた協議、及び授業内容の標準化に向けた教材開発
○本構想の進捗状況、及び改善事項把握を目的とした入試情報、語学能力、留学経験、卒業後の進路等の
学生情報を一元的に管理する学生情報データベースの改良の検討・開発
【平成２５年度】
平成 25 年度には、前年度から引き続き実施する事業に加え、以下の項目を実施する：
○既存のシラバスシステムの英語化
○全科目ナンバリングを国際通用性のあるものへと改良、及びこれに関連するシラバス、履修システム等
の改修
○ＦＤの実施(ラーニング・アウトカムズに関する研修、語学教育に関する研修、英語授業担当能力養成
のための短期海外派遣研修[15 名]、海外招聘教員による英語授業コンテンツ作成に関する研修)
○事務職員への英語研修の実施(20 名)、及び短期海外研修の実施(３名) ※以降、毎年実施
○本学学内規程の英語化(第２期)
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○ホームページ上で公開する大学教育情報の更新
○ホームページ全面リニューアルに伴う主要な情報の多言語化
○休学中に実施した留学の単位認定制度の施行
○各学部ＩＰに関連する短期海外研修(インターンシップを含む)の試行実施
○ＪＳＰ科目として６科目を新規に開設し、合計で 12 科目開講
○ＥＳＡ、ＥＣＤの実施、及び両プログラムに関する専任教員(２名)、非常勤講師の雇用 ※以降、毎年
実施
○英語オンライン学習室の設置、及び TOEFL iBT 実施に対応した英語学習設備の設置
○ドイツ語、及びフランス語での短期海外研修プログラムの実施 ※以降、毎年実施
○中国(北京・上海)、台湾、韓国、タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシアで実施される日本留学説
明会への参加 ※以降、毎年実施
○ＮＡＦＳＡ、ＡＰＡＩＥ、ＥＡＩＥへの参加、及び交流校拡大に向けた協議 ※以降、毎年実施
○留学情報ステーションの開設、各種留学雑誌の定期購読、及び留学情報データベースの運用、当ステー
ション運営に関わる学生アルバイト２名の雇用
○海外在住の本学卒業生による留学生を対象とした生活・進路相談会の開催 ※以降、毎年実施
○留学派遣における「海外危機管理マニュアル」の改訂
○本構想の進捗状況、及び改善事項把握を目的とした入試情報、語学能力、留学経験、卒業後の進路等の
学生情報を一元的に管理する学生情報データベースの開発、及び試験運用
○語学科目のカリキュラム改正に向けた協議、及び授業内容の標準化に向けた教材開発
○入試制度改革に関する協議、及び推薦入試合格者に対する入学前英語教育プログラムの開発
○本構想の実施結果に関する外部評価委員による評価の実施 ※以降、毎年実施

【平成２６年度】
平成 26 年度には、前年度から引き続き実施する事業に加え、以下の項目を実施する：
○ＦＤの実施(ラーニング・アウトカムズに関する研修、語学教育に関する研修、英語授業担当能力養成
のための短期海外派遣研修[15 名]、海外大学へ本学教員の派遣[半年/各学部１名]、海外招聘教員によ
る英語授業コンテンツ作成に関する研修) ※以降、毎年実施
○サービスラーニング・センターの設置、及びこれに関連する資料の収集
○本学のＷＥＢ規程集システムの英語化
○各学部でのＩＰ科目授業の実施、及び英語授業担当の非常勤教員の雇用 ※以降、毎年実施
○ＩＰ実施に関連する海外教員の招聘(年間 12 名) ※以降、毎年実施
○ＪＳＰ科目として 18 科目を新規に開設し、合計で 30 科目開講 ※以降、毎年 30 科目を開設
○共通科目に「留学概論」の開設、及び授業の実施 ※以降、授業は毎年実施
○留学情報ステーションの運営、各種留学雑誌の定期購読、及び留学相談予約システム・留学データベー
スの運用、当ステーション運営に関わる学生アルバイト２名の雇用 ※以降、毎年実施
○TOEFL 等のスコアの公募推薦入試への導入、及び推薦入試合格者に対する入学前英語教育プログラムの
実施 ※入学前英語教育プログラムは、以降、毎年実施
○語学科目のカリキュラム改正の実施、及び尐人数語学教育実施に伴う非常勤講師の雇用
※以降、新しいカリキュラムでの授業を毎年実施
○本構想の進捗状況、及び改善事項把握を目的とした入試情報、語学能力、留学経験、卒業後の進路等の
学生情報を一元的に管理する学生情報データベースの本格的運用 ※以降、毎年運用を継続
○グローバル教育シンポジウムの開催、及び報告書の作成
【平成２７年度】
平成 27 年度は、前年度からの事業を引き続き実施する
【平成２８年度】
平成 28 年度には、前年度から引き続き実施する事業に加え、以下の項目を実施する：
○グローバル教育シンポジウムの開催、及び報告書の作成
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本構想は、本学が策定したグランドデザインに基づき実施する事業である。したがって、財政支援期間
終了後においても、グランドデザインにて策定した、１年間での多文化体験学生 1000 名を継続的に達成
するため、本構想で計画した事業を継続して実施する。
具体的には、本構想で設定した外国語力スタンダードに到達する学生数を段階的に拡大し、平成 32 年
度には、年間 600 名の達成を目指す。これを実現するため、財政支援期間で整備する英語教育体制、及び
プログラムを発展させるとともに、英語以外の言語(主にドイツ語、フランス語、中国語、イタリア語、
スペイン語、ハングル)能力を強化するプログラムを策定、実施する。また、本構想の対象を本学大学院
の博士前期(修士)課程へと拡大し、博士前期(修士)課程修了時点での外国語力スタンダードを設定し、大
学院生の外国語力向上の方策について検討する。また、各学部で開設するＩＰを発展させ、平成 32 年度
前後に実施予定しているカリキュラムの見直しの際に、デュアル・ディグリーコース設置を含めた検討を
行う。
あわせて、本学との交流校の拡大、及び既に交流協定を締結している海外大学との学生相互派遣の人数
枠を戦略的に拡大する。これに伴う受け入れ留学生の増加に対応するため、学生寮の新設、または宿舎の
借り上げを行い、学生の生活環境整備を進める。

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】
財政支援期間終了後、設備備品費や消耗品費については、本学の経常経費として計上し、事業継続のた
めの予算の充当を行う。

【人件費・謝金】
本構想で雇用する教職員は、本学が策定する人事計画に則って採用し、支援期間終了後も継続して雇用
することを予定している。したがって、財政支援期間終了後の人件費については、本学の経常経費として
計上し、予算の充当を行う。
また、ＦＤ・ＳＤセミナー等で計上した学外講師への謝金については、本学のＦＤ関連予算、または事
務職員研修予算として引き続き計上し、事業を継続する。

【旅費】
本構想の継続のために必要な教職員の国内外への出張旅費については、本学の経常経費として計上し、
予算の充当を行う。

【その他】
本構想の継続のために必要な外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料等の経費については、
本学の経常経費として計上し、予算の充当を行う。
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（大学名：創価大学

）
（申請区分：特色型）

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
・
・
・
［人件費・謝金］
①人件費
・グローバル教育推進センター事務室専任職員(年2500千円×1名)
・グローバル教育推進センター事務室嘱託職員(月200千円×6カ月×1名)

・
②謝金
・FD研修講師への謝礼金(1名)
・
・
［旅費］
・IP短期海外研修先視察渡航費(@250千円×18名)
・交流校訪問等渡航費(南米・@450千円×2名)
・日本留学説明会参加渡航費(@150千円×3名×4カ所)

・APAIE参加渡航費(@200千円×3名)
・インド、フィリピン短期海外研修引率渡航費(@300千円×2名)
・SD短期海外研修等事前協議に関わる渡航費(@200千円×2名)

・
［その他］
①外注費
・グローバル教育推進センターホームページ作成費

・学内規程集英語翻訳作業費
・「学生情報データベース」開発費
②印刷製本費
・
・
・
③会議費
・
・
・
④通信運搬費
・
・
・
⑤光熱水料
・
・
・
⑥その他（諸経費）
・APAIE参加費(@50千円×3名)
・日本留学説明会参加費
・TOEFL、TOEIC等受験料補助
合計

該当ページ

3,800
3,700
2,500 様6①37頁8行目
1,200 様6①37頁8行目

100
100

100
100 様1②21頁17行目
9,500
4,500
700
900
1,800
600
600
400

様2 26頁12行目
様2 26頁17行目
様4②33頁20行目

様2 27頁6行目
様2 27頁10行目
様4②33頁25行目

様1④23頁7行目

4,650
3,800
800
2,000
1,000

560

5,210
3,800
800 様6②37頁1行目
2,000 様1④23頁23行目
1,000 様5②36頁26行目

850
150
700

560
560

1,410
150 様2 27頁10行目
700 様2 27頁6行目
560 様4①32頁24行目

560

18,510

17,950

（大学名：創価大学
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事業規模
（①＋②）

3,800
3,700
2,500
1,200

9,500
4,500
700
900
1,800
600
600
400

・ドイツ語・フランス語短期研修先視察渡航費(@350千円×2名)

平成２４年度

大学負担額
(②)

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

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・英語学習ブース用パソコン等

大学負担額
(②)

36,600
32,500
20,000
10,000
850
500
400
500
250
4,100
500
600
3,000
25,095
24,195
5,000
2,400
850
425
13,000
2,520
900
300
600
20,350
4,500
400
400
600
4,800
900
600
750
3,600
3,600
200
26,420
15,600
2,500
1,000
3,000
1,000
5,000
1,800
1,000
300

・英語学習ブース用什器(机・イス・パーテーション等)
・留学ステーション用什器(机・イス・カウンター等)

・留学ステーション用パソコン(@100千円×5台)
・留学ステーション用映写機器(スクリーン・モニタ・プロジェクター)

・留学情報データベース用サーバ(1台)
・貸出用タブレットPC(@50千円×5台)
②消耗品費
・留学に関する各種図書
・留学ステーション用各種消耗品
・ＩＰ科目関連図書
［人件費・謝金］
①人件費
・グローバル教育推進センター事務室専任職員(年5000千円×1名)
・グローバル教育推進センター事務室嘱託職員(月200千円×12カ月×1名)

・留学ステーションアルバイト料(@850円×1000人･時間)
・英語オンライン学習室アルバイト料(@850円×500人･時間)

・WLC専任教員人件費(年6500千円×2名)
・WLC非常勤教員人件費(月35千円/ｺﾏ×12ｺﾏ×6カ月)

②謝金
・FD研修講師への謝礼金(@100千円×3名)
・外部評価委員謝礼金(@200千円×3名)
［旅費］
・FD短期海外派遣渡航費(@300千円×15名)
・ドイツ語短期海外研修引率渡航費(@400千円×1名)
・フランス語短期海外研修引率渡航費(@400千円×1名)
・インド、フィリピン短期海外研修引率渡航費(@300千円×2名)

・IP短期海外研修引率教員渡航費(@400千円×12名)
・交流校訪問等渡航費(南アジア・@450千円×2名)
・交流校訪問等渡航費(オセアニア・@300千円×2名)
・事務職員短期海外派遣研修渡航費(@250千円×3名)
・日本留学説明会参加渡航費(@150千円×3名×8カ所)
・NAFSA等国際会議参加渡航費(@400千円×3名×3回)

・FD研修講師招聘旅費(@200千円×1名)
［その他］
①外注費
・ナンバリング対応用履修システム改修費
・グローバル教育推進センターホームページ改修費

・ホームページ翻訳作業費
・「学生情報データベース」開発費
・学内規程集英語翻訳作業費
・留学情報データベース(相談予約システム含)開発・保守費

・英語学習ブース機器点検・保守料
・海外危機管理マニュアルコンサルタント費
②印刷製本費
・
③会議費
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・事務職員英語研修委託費
・短期海外FD研修プログラム委託費
・短期海外職員研修プログラム委託費
・英語e-learningコンテンツライセンス料
・日本留学説明会参加費
・APAIE等国際会議参加費

10,820
1,400
1,500
900
4,000
1,300
1,720

・学生海外短期研修派遣のための傷害保険費(@7千円×120名)

・学生海外派遣奨学金(@50千円×120名)
・TOEFL、TOEIC等受験料補助(学生110名+職員20名)

平成２５年度

合計

108,465
（大学名：創価大学
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8,340

8,340

事業規模
（①＋②）

36,600
32,500
20,000
10,000
850
500
400
500
250
4,100
500
600
3,000
25,095
24,195
5,000
2,400
850
425
13,000
2,520
900
300
600
20,350
4,500
400
400
600
4,800
900
600
750
3,600
3,600
200
34,760
15,600
2,500
1,000
3,000
1,000
5,000
1,800
1,000
300

840
6,000
1,500

19,160
1,400
1,500
900
4,000
1,300
1,720
840
6,000
1,500

8,340

116,805

該当ページ

様5②36頁6行目
様5②36頁6行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目
様4①31頁14行目

様2 24頁17行目

様6①37頁8行目
様6①37頁8行目
様2 26頁38行目
様5②36頁6行目
様3①28頁12行目
様3①28頁12行目
様3②28頁6行目、他

様6①37頁22行目
様3②29頁27行目

様2 26頁17行目
様2 26頁17行目
様4②33頁25行目

様2 26頁12行目
様4②33頁20行目
様4②33頁20行目

様1④23頁7行目

様2 27頁6行目
様2 27頁10行目
様3②28頁6行目

様1②20頁17行目

様6②37頁1行目
様1③22頁30行目
様5②36頁26行目
様1④23頁23行目
様4①31頁27行目

様5②36頁6行目
様4②33頁20行目

様1④23頁4行目
様3②29頁27行目

様1④23頁7行目
様5②36頁6行目

様2 27頁6行目
様2 27頁10行目
様4①32頁27行目
様4①32頁27行目
様4①32頁24行目

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・入学前教育学習コンテンツ用サーバ
②消耗品費
・留学ステーション用各種消耗品
・ＩＰ科目関連図書
［人件費・謝金］
①人件費

大学負担額
(②)

5,900
500
500
5,400
600
4,800
56,510
55,110
5,000
2,400
1,700
850
13,000
5,040
15,120
12,000
1,400
300
200
300
600
22,950
750
1,800
600
400
700
800
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
15,720
6,300
2,000
1,000
500
1,000
1,200
600
1,000
1,000
100
100

・グローバル教育推進センター事務室専任職員(年5000千円×1名)
・グローバル教育推進センター事務室嘱託職員(月200千円×12カ月×1名)

・留学ステーションアルバイト料(@850円×2000人･時間)
・英語オンライン学習室アルバイト料(@850円×1000人･時間)

・WLC専任教員人件費(年6500千円×2名)
・WLC非常勤教員人件費(月35千円/ｺﾏ×12ｺﾏ×12カ月)
・IP科目担当非常勤講師人件費(月35千円/ｺﾏ×36ｺﾏ×12)
・IP科目担当海外招聘教員人件費(月250千円×4カ月×12名)

②謝金
・FD研修講師への謝礼金(@100千円×3名)
・グローバル教育シンポジウム・外部講師講演料(@100千円×2名)

・留学概論・学外講師講演料(@50千円×3名×2回)

・外部評価委員謝礼金(@200千円×3名)
［旅費］
・事務職員短期海外派遣研修渡航費(@250千円×3名)

・IP短期海外研修引率渡航費(@300千円×6名)
・インド、フィリピン短期海外研修引率渡航費(@300千円×2名)

・ケニア短期海外研修引率渡航費(@200千円×2名)
・交流校訪問等渡航費(ロシア・トルコ・@350千円×2名)

・交流校訪問等渡航費(アフリカ・@400千円×2名)
・日本留学説明会参加渡航費(@150千円×3名×8カ所)
・NAFSA等国際会議参加渡航費(@400千円×3名×3回)

・FD長期海外派遣渡航費(@400千円×6名)
・FD短期海外派遣渡航費(@300千円×15名)
・FD研修講師招聘旅費(@200千円×1名)
・IP招聘教員渡航旅費(@300千円×12名)
［その他］
①外注費
・英語ＷＥＢ規程集作成費
・グローバル教育推進センターホームページ改修費

・学内規程英語翻訳作業費(規程改正への対応)
・留学データベース(相談予約システム含)保守費
・英語学習ブース機器点検・保守料
・入学前準備教育用英語学習サーバ保守費
②印刷製本費
・グローバル教育シンポジウム報告書(@1000×1000部)

③会議費
・グローバル教育シンポジウム開催費
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・事務職員英語研修委託費
・短期海外FD研修プログラム委託費
・短期海外職員研修プログラム委託費
・入学前教育英語学習コンテンツライセンス料
・日本留学説明会参加費
・APAIE等国際会議参加費

8,320
1,400
1,500
900
1,500
1,300
1,720

・学生海外短期研修派遣のための傷害保険費(@7千円×120名)

・学生海外派遣奨学金(@50千円×120名)
・TOEFL、TOEIC等受験料補助(学生110名+職員20名)

平成２６年度

合計

101,080

（大学名：創価大学
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8,340

8,340

事業規模
（①＋②）

5,900
500
500
5,400
600
4,800
56,510
55,110
5,000
2,400
1,700
850
13,000
5,040
15,120
12,000
1,400
300
200
300
600
22,950
750
1,800
600
400
700
800
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
24,060
6,300
2,000
1,000
500
1,000
1,200
600
1,000
1,000
100
100

840
6,000
1,500

16,660
1,400
1,500
900
1,500
1,300
1,720
840
6,000
1,500

8,340

109,420

該当ページ

様5②34頁1行目
様4①31頁14行目

様2 24頁17行目

様6①37頁8行目
様6①37頁8行目
様2 26頁38行目
様5②36頁6行目
様3①28頁12行目
様3①28頁12行目

様5②36頁1行目
様3②28頁3行目
様3②28頁6行目、他

様6②37頁8行目
様2 26頁42行目
様6①37頁22行目

様1④23頁7行目
様2 26頁12行目
様4②33頁25行目
様4②33頁25行目
様4②33頁20行目
様4②33頁20行目

様2 27頁6行目
様2 27頁10行目
様3②29頁30行目
様3②29頁27行目

様3②28頁6行目
様3②28頁3行目

様1④23頁23行目

様6②37頁1行目
様1④23頁23行目
様4①31頁27行目

様5②36頁6行目
様5②34頁1行目
様6②37頁8行目
様6②37頁8行目

様1④23頁4行目
様3②29頁27行目

様1④23頁7行目
様5②34頁1行目

様2 27頁6行目
様2 27頁10行目
様4①32頁27行目
様4①32頁27行目
様4①32頁24行目

）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・留学ステーション用各種消耗品
・IP科目関連図書
［人件費・謝金］
①人件費
・グローバル教育推進センター事務室専任職員(年5000千円×1名)
・グローバル教育推進センター事務室嘱託職員(月200千円×12カ月×1名)

・留学ステーションアルバイト料(@850円×2000人･時間)
・英語オンライン学習室アルバイト料(@850円×1000人･時間)

・WLC専任教員人件費(年6500千円×2名)
・WLC非常勤教員人件費(月35千円/ｺﾏ×18ｺﾏ×12カ月)
・IP科目担当非常勤講師人件費(月35千円/ｺﾏ×54ｺﾏ×12)
・IP科目担当海外招聘教員人件費(月250千円×4カ月×12名)

②謝金
・FD研修講師への謝礼金(@100千円×3名)
・留学概論・学外講師講演料(@50千円×3名×2回)

・外部評価委員謝礼金(@200千円×3名)
［旅費］
・事務職員短期海外派遣研修渡航費(@250千円×3名)

・IP短期海外研修引率渡航費(@300千円×6名)
・インド、フィリピン短期海外研修引率渡航費(@300千円×2名)

・交流校訪問等渡航費(東アジア・@200千円×2名)

・交流校訪問等渡航費(北中米・@400千円×2名)
・日本留学説明会参加渡航費(@150千円×3名×8カ所)
・NAFSA等国際会議参加渡航費(@400千円×3名×3回)

・FD長期海外派遣渡航費(@400千円×6名)
・FD短期海外派遣渡航費(@300千円×15名)
・FD研修講師招聘旅費(@200千円×1名)
・IP招聘教員渡航旅費(@300千円×12名)
［その他］
①外注費
・英語学習ブース機器点検・保守料
・グローバル教育推進センターホームページ改修費
・英語ＷＥＢ規程集作成・保守費(規程改正等への対応)

・留学データベース(相談予約システム含)保守費
・入学前準備教育用英語学習サーバ保守費
・学内規程英語翻訳作業費(規程改正への対応)
②印刷製本費
・
③会議費
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・事務職員英語研修委託費
・短期海外FD研修プログラム委託費
・短期海外職員研修プログラム委託費
・入学前教育英語学習コンテンツライセンス料
・日本留学説明会参加費
・APAIE等国際会議参加費

大学負担額
(②)

5,400

5,400

5,400
600
4,800
66,390
65,190
5,000
2,400
1,700
850
13,000
7,560
22,680
12,000
1,200
300
300
600
22,250
750
1,800
600
400
800
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
13,620
5,300
1,200
1,000
1,000
1,000
600
500

5,400
600
4,800
66,390
65,190
5,000
2,400
1,700
850
13,000
7,560
22,680
12,000
1,200
300
300
600
22,250
750
1,800
600
400
800
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
21,960
5,300
1,200
1,000
1,000
1,000
600
500

8,320
1,400
1,500
900
1,500
1,300
1,720

・学生海外短期研修派遣のための傷害保険費(@7千円×120名)

・学生海外派遣奨学金(@50千円×120名)
・TOEFL、TOEIC等受験料補助(学生110名+職員20名)

平成２７年度

合計

107,660

（大学名：創価大学
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事業規模
（①＋②）

8,340

8,340

840
6,000
1,500

16,660
1,400
1,500
900
1,500
1,300
1,720
840
6,000
1,500

8,340

116,000
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）（申請区分：特色型）

（前ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・留学ステーション用各種消耗品
・IP科目関連図書
［人件費・謝金］
①人件費
・グローバル教育推進センター事務室専任職員(年5000千円×1名)
・グローバル教育推進センター事務室嘱託職員(月200千円×12カ月×1名)

・留学ステーションアルバイト料(@850円×2000人･時間)
・英語オンライン学習室アルバイト料(@850円×1000人･時間)

・WLC専任教員人件費(年6500千円×2名)
・WLC非常勤教員人件費(月35千円/ｺﾏ×18ｺﾏ×12カ月)
・IP科目担当非常勤講師人件費(月35千円/ｺﾏ×66ｺﾏ×12)
・IP科目担当海外招聘教員人件費(月250千円×4カ月×12名)

②謝金
・FD研修講師への謝礼金(@100千円×3名)
・グローバル教育シンポジウム・外部講師講演料(@200千円×2名)

・留学概論・学外講師講演料(@50千円×3名×2回)

・外部評価委員謝礼金(@200千円×3名)
［旅費］
・事務職員短期海外派遣研修渡航費(@250千円×3名)

・IP短期海外研修引率渡航費(@300千円×6名)
・インド、フィリピン短期海外研修引率渡航費(@300千円×2名)

・ケニア短期海外研修引率渡航費(@400千円×1名)

・交流校訪問等渡航費(欧州・@300千円×2名)
・交流校訪問等渡航費(南米・@450千円×2名)
・日本留学説明会参加渡航費(@150千円×3名×8カ所)
・NAFSA等国際会議参加渡航費(@400千円×3名×3回)

・FD長期海外派遣渡航費(@400千円×6名)
・FD短期海外派遣渡航費(@300千円×15名)
・FD研修講師招聘旅費(@200千円×1名)
・IP招聘教員渡航旅費(@300千円×12名)
［その他］
①外注費
・英語学習ブース機器点検・保守料
・グローバル教育推進センターホームページ改修費
・英語ＷＥＢ規程集作成・保守費(規程改正等への対応)

・留学データベース(相談予約システム含)保守費
・入学前準備教育用英語学習サーバ保守費
・学内規程英語翻訳作業費(規程改正への対応)
②印刷製本費
・グローバル教育シンポジウム報告書印刷製本費(@1200×1000部)

③会議費
・グローバル教育シンポジウム開催費
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・事務職員英会話研修委託費
・短期海外FD研修プログラム委託費
・短期海外職員研修プログラム委託費
・入学前教育英語学習コンテンツライセンス料
・日本留学説明会参加費
・APAIE等国際会議参加費

大学負担額
(②)

5,400

5,400

5,400
600
4,800
71,830
70,230
5,000
2,400
1,700
850
13,000
7,560
27,720
12,000
1,600
300
400
300
600
22,950
750
1,800
600
400
600
900
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
13,720
5,300
1,200
1,000
1,000
1,000
600
500
1,200
1,200
100
100

5,400
600
4,800
71,830
70,230
5,000
2,400
1,700
850
13,000
7,560
27,720
12,000
1,600
300
400
300
600
22,950
750
1,800
600
400
600
900
3,600
3,600
2,400
4,500
200
3,600
22,060
5,300
1,200
1,000
1,000
1,000
600
500
1,200
1,200
100
100

7,120
200
1,500
900
1,500
1,300
1,720

・学生海外短期研修派遣のための傷害保険費(@7千円×120名)

・学生海外派遣奨学金(@50千円×120名)
・TOEFL、TOEIC等受験料補助(学生110名+職員20名)

平成２８年度

合計

113,900

（大学名：創価大学
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事業規模
（①＋②）

8,340

8,340

840
6,000
1,500

15,460
200
1,500
900
1,500
1,300
1,720
840
6,000
1,500

8,340

122,240
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）（申請区分：特色型）

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

日本学術振興会が行っている国際交流事業補助金
○事業名称：
平成24年度二国間交流事業共同・セミナー（フランスとのセミナー）
○取組内容：
日本学術振興会が、諸外国との学術の国際協力に関する合意に基づいて行うもので、個々の研
究者交流を発展させた二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成を目指し、我が国の大学等
の優れた（若手研究者を含む）が相手国の研究者と協力して行うセミナーである。
低次元トポロジーの分野に現れる群の表現に関わる問題・対象に関して、日本・フランスの第
一線の研究者及び若手・大学院生が集まり、情報の交換と共有、議論を行い、この分野でのさら
なる進展とこれからの研究ネットワークの構築を目指す。
○本事業との関連
本事業との関係はない
日本学生支援機構平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ）
○事業名称：
米国・ジョージア州立大学 Japan Studies in Japan
○取組内容：
本学の交流大学である米国ジョージア州立大学のから17名の学生を6月半ばから7月半ばまでの
1か月間本学で受入れ、日本語研修、日本文化体験などの科目を提供する。
○本事業との関連：
本事業との関連はない
大学の世界展開力強化事業（申請区分Ⅰ）への申請
○事業名称：
KAWANプログラム －ACTSを活用した多国間協働教育システムの構築－
○取組内容：
本学とASEAN域内の8大学との間でコンソーシアムを構成し、ASEAN諸大学で標準化が進むACTS
を活用して、「質の保証」を伴った相互単位認定を行うカリキュラムを提供し、英語でASEANに
関する知識を得ることを目指す。
○本構想との関連：
この取組は、本学のグランドデザインで策定する多文化交流を体験した学生数目標への到達の
ため、その一環として実施するものである。
しかし、この取組は英語でASEANに関する知識を得ることを目的としたプログラムとして本構
想で計画する取組内容とは別に実施するもので、経費の重複等はない。
大学の世界展開力強化事業（申請区分Ⅱ）への申請
○事業名称：
SUNRISEを活用した日本語・日本文化教育・学習支援
○取組内容：
本取組は、本学文学部及び文学研究科が申請するプログラムであり、日本語及び日本文化教育
のエキスパートを輩出を目指すものである。ASEANに加え、中国、メキシコ、キューバの大学と
コンソーシアムを結成し、本学から派遣する学生は各大学で日本語インターンを含めた留学を行
い、本学が受入れる学生は日本語教育関係の科目を履修するものである。
○本構想との関連：
この取組は、本学のグランドデザインで策定する多文化交流を体験した学生数目標への到達の
ため、本学が文学部・文学研究科を中心に展開してきた日本語教育プログラムの発展を目的とし
て実施するものである。
しかし、この取組は日本語教育のエキスパート輩出を目的としたプログラムとして本構想で計
画する取組内容とは別に実施するもので、経費の重複等はない。

（大学名：創価大学
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）（申請区分：特色型）

（参考）
参考全体で１ページ以内

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

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

平成 27 年度

人
人

人
人

平成 28 年度

人
人
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（大学名：

創価大学

）（申請区分：特色型）

