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各年度補助金申請額の
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７．本事業経費
（単位：千円）
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る

補助金申請額 59,196

内
訳
大学負担額

4,500

（ 大学名：愛知大学 申請区分：特色型）

2

目標設定シート

3
（大学名：

愛知大学 ）
（申請区分： 特色型

）

目標設定シート
目標設定シート１
シート１

【目標設定シート
目標設定シート１
全体で５ページ以内
ページ以内】
シート１全体で
以内】

大学の
大学の教育理念を
教育理念を踏まえた構想
まえた構想の
構想の目的等
①

大学の
大学の教育理念を
教育理念を踏まえた構想
まえた構想の
構想の目的 【1 ページ以内
ページ以内】
以内】

≪大学の教育理念≫
愛知大学は、愛知県内に 3 つのキャンパスをもち、大学院 8 研究科（専門職大学院 2 研究科を含む）7
学部 9 学科に約 1 万人が学ぶ人文社会科学系の総合大学である。本学は、昭和 21（1946）年に中部地区唯
一の旧制法文系大学として、愛知県豊橋市に創立され、
「世界文化・平和に対する寄与、国際的教養と視野
をもった人材の養成、地域社会・文化への貢献」を建学の精神としている。これは本学の前身で、明治 34
（1901）年に日本最初の海外高等教育機関として中国上海に設立された東亜同文書院（後に大学）の教育
理念である「教育文化事業によって日中友好提携を成し遂げる」ための人材育成ということを踏まえたも
のである。
本学では創立以来、この世界的な視野をもって社会発展に寄与する人材育成という目標達成のために、
常に世界を念頭においた教育・研究体制の具体化を図ってきており、現在までに約 13 万人の有為な人材を
世に送り出してきた。本年 4 月本学は、JR 名古屋駅に隣接し、国際協力機構中部国際センター（以下、
「JICA
中部」という）等の国際的な機関やグローバル企業、マスメディアが集結する「ささしまライブ 21 地区」
に新キャンパスを開校した。この地区は名古屋市が「国際歓迎・交流拠点」と位置づけて開発を進めてき
た地域であるが、市の開発コンセプトが本学の教育理念と合致することから、ここに新キャンパスを置く
ことを決定したものである。本学はこれを「第二の建学・創学」の契機とし、グローバル化が進む激動の
現代社会において、国境を越えて活動できる人材、世界と対話し「日本」を発信できる人材、地域社会に
貢献できる人材を育成することにより、自らの教育理念を実現し、大学としての社会的使命を果たしたい。
≪構想の目的≫
本学は、これまでも世界的な視野をもって地域の発展に寄与する人材育成という目標達成のために、全
学として、また各学部の特色に応じて、様々な取組を行ってきた。またこれまでも、全学的な取組として
カリキュラムや各種の教育プログラムの見直しを行ってきており、そこでの課題には可能な限りの対応策
を講じてきた。今回のグローバル人材育成推進事業の申請にあたり、公募要領で指摘されている諸課題に
ついて検討を行ったところ、現代中国学部では、これら諸課題に応えうる教育実践の経験、組織、制度が
存在すること、しかし、全学的な取組としては課題達成にまだ不足する要素がかなり存在することを確認
するに至った。そこで、今回は、現代中国学部の教育実践をさらに改善、充実させることを基軸として、
その教育上の効果が全学的な取組として波及することを目指したものである。
現代中国学部は、現代中国に関する総合的教育を行う日本で唯一の学部として、平成 9（1997）年に創
設された。これは東亜同文書院時代以来、百年にも及ぶ中国との長い交流の歴史を持つ本学が、その伝統
を現代に活かすべく創設したもので、同書院が実践していた「大調査旅行」等の教育も、中国現地におけ
る語学研修や調査活動等、現代中国学部の「現地主義」教育へと継承されている。現代中国学部の「現地
主義」教育は、文部科学省の「特色 GP」(平成 15 年度)と「現代 GP」
（平成 19 年度）にも採択されており、
その教育について既に高い社会的評価を受けているが、今回は従来の「現地主義」教育を「グローバル人
材の育成」という目的に合わせてバージョンアップして実践し、その教育的効果を他学部のフィールドワ
ーク教育や共通教育の外国語教育へと波及させることによって、全学的取組へと発展させることを目指す。
現代中国学部の「現地主義」教育の柱は、全学生（中国人留学生を除く）が必修の 4 ヵ月間におよぶ「中
国現地プログラム」（2 年次第 3 セメスターに実施。以下、
「現地プログラム」という）である。これは単
なる海外語学研修の枠には留まらず、現地で中国人学生と交流しつつ異文化交流の方法を学ぶというアク
ティブな学びのプログラムである。その中で学生がいつも悩むのは、中国人にいかに「日本」を説明する
かという問題である。本構想ではこの経験を踏まえて、従来の「現地主義」教育の基礎の上に、海外に対
しいかに「日本」を説明、発信するか、という課題についても取り組む。本構想ではこれを「さくら 21」
プロジェクト（②、③及び様式１参照）と名付けた。学生は、まず日本の政治・経済・社会・歴史等の基
本的知識をしっかり身につけ、さらに日本の伝統文化や現代文化についての理解を深め、その発信力を強
化する。このための条件整備を全学的な取組として行うとともに、現代中国学部が行っている各種プログ
ラムを SEND の観点から見直し、さらに充実した内容にすることを構想している。
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②

大学の
大学の教育目的・
教育目的・特色を
特色を踏まえた魅力的
まえた魅力的な
魅力的なグローバル人材像
グローバル人材像 【２ページ以内
ページ以内】
以内】

≪大学の教育目的・特色≫
本学では、建学の精神に基づいて、世界の文化と平和に寄与する、国際的教養と視野をもつ、地域の社
会と文化へ貢献することのできる人材の育成を目指してきた。また平成 24（2012）年 4 月には名古屋市が
国際歓迎・交流拠点と位置づけた名古屋都心に新キャンパスを開校したことにより、
「現代社会に呼応し、
機能する大学」を新たな大学像として掲げ、
「国際提携・交流」を最重要項目の一つとして、優れた語学力
を備え、異文化への深い理解に基づいて世界と対話し、国際的な協働関係を構築することのできる人材、
地域社会の活性化に貢献し、地域と世界を結びつけることのできる人材、経済・政治・学術文化の各界で
世界的な活躍ができる人材の育成を目指している。その目標達成のための具体的な取組としては、海外提
携校や派遣留学生の拡大等による留学制度の拡充・整備、留学生受入の拡充と多様化、
「日本」を発信する
能力を養成する「さくら 21」プロジェクトの推進、フィールドワーク科目等の充実、JICA 中部等との協力
による国際交流活動の促進、国際研究コンソーシアムの連携強化等を構想している。
本学の教育研究の大きな特色は、具体的な取組がアジア、特に中国に集中していることである。海外提
携大学／機関は計 37、うち教育交流（学生交換）協定は計 19 に及ぶが、このうち前者は約半分、後者は
約 30％を中国が占める。また本学の外国人学部留学生の受入は毎年 350 名近くに及び、学部生だけでは東
海地方第 1 位の規模であるが、その 80％以上は中国からの留学生である。さらに本学国際中国学研究セン
ター（以下、
「ICCS」という）は 21 世紀 COE プログラムに選定され、大学共同利用機関法人人間文化機構
の「現代中国地域研究推進事業連携拠点」にも選ばれている（平成 24 年度）。また中日大辞典編纂所の『中
日大辞典』
（第 3 版まで刊行）は国内外で高い評価を受けている。
≪育成するグローバル人材像≫
本構想で育成するグローバル人材像は、語学力やコミュニケーション力、人間力といった基本的能力に
加え、異文化理解力や「日本」発信力、さらには協調性や共生力、協働力といった応用力を身につけ、そ
こから海外での様々な取組に自主的、主体的にチャレンジしていくエキスパート人材である。また育成す
るリーダー像は、卓越した能力によって人々を率いるヒーロー型リーダーではなく、異なる文化や価値観
をもった人々をまとめ、皆の力を結集して解決への道筋を構築するコラボレーション型リーダーである。
（１）卓越した語学力とコミュニケーション力をもつ人材
卓越した語学力とは、中国語および英語によって中国およびアジア諸国で多くの人々と意思の疎通がで
き、他者を理解し、自らを語ることができる水準をいう。またここで言う語学力とは、単に知識として「習
得」されたものではなく、その言語環境で実際に使うことにより「修得」された、より実践的な活きた語
学力である。またグループ学習において中国語や英語を用いてスピーチ、ディスカッション、ディベート
を常に行い、自分の意見を明確に表現し、他者の意見をよく聞き、互いの意見を交換し合う習慣を身につ
け、多言語による優れたコミュニケーション力を有する人材である。
（２）優れた人間力、実践力をもつ人材
優れた人間力とは、異文化社会の中で困難に直面した時に、自らの積極性、自主性、柔軟性と不屈の努
力によって自己の道を切り開いていくことができる力であり、異文化をもつ人々が集まる社会の中で他者
を認め、他者と共に協力して事を成し遂げることができる力、他者の困難に手を差し伸ばして助け、共に
生きていくことができる力である。本構想ではこのような人間力をまず国内でしっかり身につけ、現地社
会では社会貢献活動等に積極的に参加できるような人材、つまり優れた人間力と実践力をもつ人材の育成
が必要であると考える。
（３）異文化理解力をもつ人材
現在、日中間には領土や資源の問題、歴史認識の問題等、様々な問題が山積している。両国間において
は数千年に及ぶ交流の歴史がありながら、似て非なる文化をもつが故の認識のズレがあり、それがそれぞ
れの愛国心や利害関係と相乗してしばしば大問題に発展する。そこで重要なことは、まず相手をきちんと
理解する、あるいは理解しようとすることである。現代中国学部では、学部創設以来、
「現地主義」の教育
理念に基づいて学生全員を中国に留学させており（
「現地プログラム」）
、学生は実際に異文化を体験するこ
とにより相手を理解することの難しさや大切さを学んでいる。現地でトラブルに出会った時に、まず意思
の疎通を図り、お互いをしっかり理解した上でその解決法を探ることのできる人材を育成する。
（４）
「日本」を語る力をもつ人材
日中間には漢字文化を共有するが故の相互理解のしやすさと誤解の生じやすさがある上に、歴史問題等
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を背景とした不信感が常に存在する。そのため両国間で真の友好関係を築くためには、日本や日本人に対
する疑問や誤解に的確に対応し、日本の良さを発信していけるような人材が不可欠である。幼少期より突
出した発言や派手なパフォーマンスを抑制されてきた日本人は、自分の言葉で主張し討論するという習慣
に欠けており、
「語ることのできない日本人」という評価が世界的に定着している。プレゼンテーション力
は日本人が最も意識して伸ばしていかなければならない能力であるが、一方で問題となるのはその内容で
ある。昨年発生した東日本大震災において世界が驚愕したのは被害の甚大さだけではなく、その時に日本
人が見せた他者への思いやりや整然と守られた社会秩序であった。また日本のマンガや「カワイイ」ファ
ッションは海外では日本を代表する優れた文化と評価され、中国でもファンが少なくない。つまり、現在
日本が世界からその発信を強く求められているものは何であるのかを明確に理解し、相手に分かりやすい
形で発信していくことが必要である。このため本構想では、日本の政治・経済・社会・歴史等を学び、さ
らに伝統文化やいわゆる「クール・ジャパン」といった現代文化についての理解を深め、日本を再発見す
ると同時にそれを発信する能力を身につけるための「さくら 21」プロジェクトを全学的に推進していく。
（５）協調性と共生力、協働力をもつ人材
世界では、グローバル化の進展とともに多様化し複雑化した価値観が常に併存し、様々な人々が互いの
文化や価値観を認めつつ協調、協力しながら新たな価値観を生み出し、共存共生しなければならなくなっ
ている。そこで必要とされる新たな要素は卓越した個々の力ではなく、共に生きる力であり、要求される
グローバル人材は、自己を明確に主張するとともに、他者の主張や価値観と協調し、全体で新たなモノを
創出することのできる人材である。これは日本人の最も得意とするところで、現代中国学部の学生はこれ
も「現地プログラム」においてすでに経験しており、200 名近い集団生活を通して、さらには中国人や他
の外国人学生との交流を通して、価値観の相違に苦しみながらも共に生きていくことの大切さを学んでい
る。グローバル人材養成においても、この協調性と共生力、さらには多くの力を結集して問題解決にあた
るという協働力をいかに身につけさせるかが重要である。
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③

設定した
設定したグローバル
したグローバル人材像
グローバル人材像を
人材像を踏まえ、
まえ、卒業・
卒業・修了時に
修了時に学生が
学生が修得すべき
修得すべき具体的能力
すべき具体的能力の
具体的能力の明確化
【２ページ以内
ページ以内】
以内】

上述したようなグローバル人材の育成を目標として、本構想においては学生が卒業時までに修得すべき
能力を、基礎的能力、異文化を理解し、信頼し合える人間関係を築く能力、日本について学び、
「日本」を
発信する能力、という 3 つの能力に集約し、現代中国学部についてその明確化を行うこととする。
（１）基礎的能力
この基礎的能力とは、外国語（中国語と英語）の語学力とコミュニケーション力、プレゼンテーション
力をいう。外国語の語学力について、学生の到達度を数値によって明確化する。まず中国語については、
学年ごとの達成目標を明確にするために、中国人留学生以外の全学生に HSK（中国政府公認の中国語検定
試験で最高は 6 級）を受験させる。本構想では、達成目標を 1 年次 3 級、2 年次 4 級、3 年次以上 5 級とし、
各級の合格者の割合を 2 年次 3 級合格者 100％、3 年次 4 級合格者 60％、卒業時までの 5 級合格者 40％以
上に設定する。また目標達成のために、1 年次より HSK 対策講座を設ける。英語については、卒業時まで
の達成目標を現代中国学部の学生は TOEIC600 点（それ以外の学部の学生は 700 点）にライン設定する。共
通教育の必修科目となっている英語科目以外に、1 年次より TOEIC 対策講座を設け、原則毎年全員が TOEIC
を受験する。これらの数値で示された語学力は、卒業後、海外で仕事をするために必要とされる基礎的水
準で、学生に卒業時までにこのレベルに到達することを在学中の目標として明確に意識させる。
外国語によるコミュニケーション力やプレゼンテーション力、スピーチ力については、数値化あるいは
可視化は容易ではない。そこで本構想では、関連する各種の授業・プログラムへの参加経験を重視し、そ
の支援策としてそれらのトレーニングを行う選択科目を設け、1 年次から受講できるようにする。同時に、
中国語や英語によるディベート大会、ディスカッション大会などを定期的に開催し、その結果によって能
力の到達度を測る。スピーチ力については、本学ではすでに全学的な外国語スピーチコンテストが毎年定
期的に実施されており、学生はそれに参加することによって外国語で考え、書き、話す能力を大きく伸ば
しているし、それが HSK や TOEIC の好成績にもつながっている。その優秀者は全国規模のスピーチコンテ
ストにも出場し、在学中に日本一となった者もいる。
さらに 2 年次の「現地プログラム」では、現地の人々との日常的な交流を通して実践的なコミュニケー
ション力を身につけ、プログラム修了時の 4 ヵ月間で学んだ成果を報告する発表会では、中国語によるプ
レゼンテーション力が試される。3 年次の「中国現地研究実習」
（以下、「現地研究実習」という）と「中
国現地インターンシップ」
（以下、
「現地インターンシップ」という）では、事前学習の過程で毎月プレ報
告会を実施し、中国語によるプレゼンテーション力アップを図る。また中国現地では明確な調査目的ある
いは職業意識をもって活動するため、
「現地プログラム」より高いレベルのコミュニケーション力が必要と
なる。
「現地研究実習」では、調査の最終日に日中学生シンポジウムを開催し、全員が中国語で調査結果を
報告し、中国人学生の質問に答え、ディスカッションを行う。2 週間という短期間だが、学生の中国語に
よるプレゼンテーション力やスピーチ力は目を見張るほどに向上する。
「現地インターンシップ」では中国
人社員の中に学生がただ 1 人だけ配置される場合が多く、これもコミュニケーション力を大いに伸ばして
くれる。本構想で新たに取り入れられたダブルディグリー・プログラム（様式 2 参照）および長期留学学
生に対するインターンシップも、これら基礎的能力を高める機会を提供するものにほかならない。
（２）異文化を理解し、信頼し合える人間関係を築く能力
グローバルに活躍する人材は、異文化に属する人びとと友好的かつ実務的に対話ができなければならな
い。そのために求められる能力は、異文化を深く理解し、互いに信頼し合える人間関係を築くことができ
る能力であろう。これも可視化、数値化しにくい能力であるが、現代中国学部は、日本で唯一の現代中国
を総合的に学ぶことができる学部であり、本学部のカリキュラムに従って学修すれば、少なくとも現代中
国に関する基本的理解は達成できる。しかし、本構想がより重視しているのは、やはり「現地主義」教育
を通じた中国現地での体験型の学びである。
「現地プログラム」では、学生は毎日の生活の中で日本とは異
なるルールや習慣を体験し、日本の常識が通じず、中国側の対応を理不尽と感じることも少なくない。ま
た 3 年次の「現地研究実習」や「現地インターンシップ」では短期間での目標達成が要求されるため、現
地での困難を集中的に体験することになる。さらにダブルディグリー・プログラムや長期留学では留学期
間が 1 年以上であり、困難やストレスはより多く、深刻な場合も少なくない。しかしそれらを乗り越える
ためには結局、現地の人々の価値観を認め、相手の話を聞きながら折り合ったり、助けてもらったりする
ことになる。そうした地道な交流や努力はやがて言葉の壁を越えた現地の人々との信頼関係に変わる。本
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構想における異文化理解とは、このような現地の人々との信頼関係を通して多様な価値観や文化を認め合
いながら、共生していくことを学ぶことである。現地の人々との間に友情関係、信頼関係をもつこと、そ
れが異文化理解力の基本である。
（３）日本を理解し、日本を発信する能力
周知のように、中国では日本の製品や技術に対する評価は高く、日本で売買されるブランド品に対する
信頼も高い一方で、日本や日本人に対する親近感は他の外国に比べて低く、歴史認識問題や食の安全問題、
領土問題などで国民相互の不信感が増幅する事態もしばしば生じる。これは、中国における日本・日本人
に対する情報の質と量に大きな原因があるが、対外的な情報発信力が弱いという日本が抱える問題も影響
していると考えられる。日本社会では、自己を強く主張するよりも、自己を抑制し、他者と協調して事を
運ぶことが好まれる傾向があり、積極的に発言することは必ずしもよい評価には結びつかない。しかし発
言しない日本人は海外では「語ることのできない日本人」と評価され、
「誤解」の原因ともなる。そこで、
本構想では、グローバル人材に求められる能力として、日本を理解し、対外的に日本を説明でき、また日
本を発信することができる能力を重視する。
このために構想されたのが「さくら 21」プロジェクトである。これは、日本理解のためのカリキュラム
の検討や資料収集や教材開発等のサポートも含めたプロジェクトで、学生はまず 1 年次で日本について学
び、日本で異文化交流を体験する。日本理解については、全学の科目から日本の諸分野に関する科目を抽
出し、さらにいくつかの新設科目を加えた「日本文化社会理解科目群」
（「さくら 21」科目）を選択して単
位を修得する。これに加え、
「現地プログラム」や「現地研究実習」などのプログラムの事前教育として、
隣接する JICA 中部の海外研修生と交流するといった国内での異文化体験の機会を設ける。さらに「現地プ
ログラム」では、日本文化の紹介と日本語学習支援の活動を、本学及び現地事務所内の「さくら 21」スタ
ッフの支援を受けながら行う。学生は、日本文化を紹介する「日本文化班」や「日本語学習支援班」とい
った班を組織し活動する。また 3 年次の「現地研究実習」やその逆パターンの日本の文化・社会理解を目
的とする中国からの学生訪問団（提携大学との間で協議中）の受入にあたっても、
「さくら 21」での学び
を活かした活動を行なう。これらは現代中国学部における SEND 活動（P.43 参照）の中心となる。
現在でも、
「現地プログラム」において学生たちは、中国人学生と自発的な交流や相互学習を行っている
が、
「さくら 21」プロジェクト及び SEND 活動では、その活動をより計画的、組織的に展開する。学生たち
は、中国人学生に対し日本文化の何をどのように紹介するかを自ら考え、実践することを求められる。ま
た、中国人学生の側にも同様の自文化紹介を依頼し、相互に体験する双方向型の文化交流を行う。本プロ
ジェクトでは学生たちが自発的に企画し、準備することで、まず自分たちが日本を再発見し、それを踏ま
えて現地社会に日本を発信する。この学生の活動については、単位化を検討する。
本学の交換留学や長期留学（休学による留学）
、新設予定のダブルディグリー・プログラム等の留学制度
を利用して 1 年以上中国に留学して学んだ学生は、日本と中国で異なる言語によって中国社会に関する
様々な分野の研究を行い、その背景にある歴史や文化を理解することでより高度で専門的な中国語の語学
力を身につけることが可能になる。また両国において一般のメディアや研究者があまり気づかない民間レ
ベルの必要な情報を収集し、独自の見方を形成することができるようになることも期待される。これらの
訓練を通して彼らは日中両国間で生じやすい認識のズレや不信感に対して説得的な説明ができるようにな
り、新しい情報を発信することができるようになる。
本構想では、
「さくら 21」プロジェクトを通して日本発信力を身につけた学生が、
「現地プログラム」を
始めとした各種プログラムや、長・短期の留学、さらには中国でのボランティア活動等に参加し、現代中
国学部生全員が現地で何らかの形で実際に日本を発信することを目標とする。
（注）(*)「IS」とは「インターンシップ」を表す。

【現代中国学部における学び】
1年
1 ｾﾒ

2年
2 ｾﾒ

3 ｾﾒ

基本ｶﾘｷｭﾗﾑ参加者

日本

交換留学制度参加者
現地 IS/研究実習参加者
長期留学制度参加者

3年
4 ｾﾒ

日本

5 ｾﾒ

4年
6 ｾﾒ

7 ｾﾒ

5年
8 ｾﾒ

9 ｾﾒ

10 ｾﾒ

日本

現地

日本

交換留学

ﾌﾟﾛｸﾞ

日本

現地 IS(*) /研究実習

ﾗﾑ

日本

休学留学

日本
日本

（中国）

【新規】ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰ･

ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者

（中国）
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目標設定シート
目標設定シート２
シート２
本構想において
本構想において実現
において実現する
実現する達成目標
する達成目標の
達成目標の設定 【学部数に
学部数に応じて必要
じて必要ページ
必要ページ以内
ページ以内】
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
平成２３年度
２３年度

外国語力スタンダード
外国語力スタンダード
を満たす学生数
たす学生数
うち海外留学未経験
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+
（（Ａ+Ｂ）/
Ｂ）/Ｃ）

平成２４
平成２４年度
２４年度

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

3０人

5０人

7０人

9０人

０人

０人

０人

０人

193 人

276 人

220 人

220 人

220 人

220 人

193 人

276 人

220 人

220 人

220 人

220 人

100.0％
100.0％

100.0％
100.0％

100.0％
100.0％

100.0％
100.0％

30 人（０）

50 人（０）

70 人（０）

卒業時の外国語力スタンダード

HSK5 級

90 人（０）

現代中国学部

海外留学経験者数

193 人

276 人

220 人

220 人

220 人

220 人

３カ月未満

0人

0人

0人

0人

0人

0人

３カ月～１年

171 人

228 人

190 人

190 人

190 人

190 人

超

22 人

48 人

30 人

30 人

30 人

30 人

卒業［予定］者数

１

年

193 人

276 人

220 人

220 人

220 人

220 人

目標設定の考え方

本構想で現代中国学部は外国語力スタンダードとして、HSK（最高級 6 級）を本格的に導入し、卒業時の到達
目標を 5 級とし、到達率を 40％とする。上表における平成 24 年度卒業（予定）者数は、現代中国学部 4 年次
在学生が全員卒業するとの前提に立った数値であり、25 年度以降は平均的な数値を用いる。
なお、現代中国学部では中国人留学生以外は「現地プログラム」に参加するため全員が留学経験を持つ。また
海外留学経験者数には中国人留学生を含めた外国人留学生も含む。

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
学部数に
学部数に応じて必要
じて必要ページ
必要ページ以内
ページ以内】
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

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

0人

30 人

50 人

220 人

220 人

220 人

220 人

220 人

0％

13.6％

22.7％

100.0％

達成する
達成する学生数
する学生数（
学生数（A）
対象となる
対象となる学生数
となる学生数（
学生数（B）

平成２６
平成２６年度
２６年度

達成する
達成する割合
する割合（
割合（A/B）
A/B）

（対象：現代中国学部）
（測定指標・達成水準）卒業時までに「さくら 21」科目を履修し、
「現地プログラム」等の各種プログラム、長・短期留学（中国以外も含
む）
、海外でのボランティア活動等教授会が認定する活動に参加する学生数を測定指標とする。
（指標・水準設定の考え方）上記の測定指標で、実際に現地に行く学生数については複数の活動を行なう者が想定されるため、設定として
は延べ人数での計算とする。
（達成する学生数設定の考え方）
「さくら 21」科目の履修が可能となるのは平成 25 年度からであり、1 年次にこれを単位修得した場合、そ
の卒業は平成 28 年度となる。このため、指標達成者が本格的に増加するのはその平成 28 年度以降となる。

現代中国学部
現代中国学部
達成する
達成する学生数
する学生数（
学生数（A）
対象となる
対象となる学生数
となる学生数（
学生数（B）
達成する
達成する割合
する割合（
割合（A/B）
A/B）

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

0人

30 人

50 人

220 人

220 人

220 人

220 人

220 人

0％

13.6％

22.7％

100.0％
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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】
○ オンライン語学トレーニング教材による授業外学習の推進と全学的英語力の底上げ
これまで本学では、主として初級から中級レベルの英語力の学生を対象としたオンライン英語トレーニ
ング教材を自習用として提供してきた。年間 17,000 回程度のアクセス実績があり、ランキング表示等で
学生の自習意欲を引き出すことにも成功してきた。そこで今後は、グローバルなビジネス現場で必要不可
欠な英文メール形式でのライティング基礎、さらに、学生が概して苦手とする英文法のコースを追加する
ことを検討する。英文法に関しては、初年次のリメディアル教材としての用途もあり、全学的な英語力の
底上げに役立てたい。
また、従来当該オンライントレーニング教材は、正課授業とは関係なくあくまで学生が自由に自習用と
して使用してきたが、今後はそれに加え、TOEIC の授業の一部の発展演習として取り入れていきたい。具
体的には、実験段階として、現代中国学部の 2 年次秋学期必修科目である TOEIC の全クラスにおいて、当
該オンライントレーニング教材での学習到達度を加点対象とする。教材内のコースは細かいレベル設定が
施された数多くのレッスンに分かれており、コース終了時にはテストもあり、これらの学習状況を教員が
全て把握できるシステムになっている。さらに、学生は 1 年生秋学期と 2 年生秋学期の終わりに、それぞ
れ TOEIC IP 試験を受験することになっているため、当該オンライントレーニング教材の本格的導入後の
成績の伸びも精密に分析し、活用方法を検討していきたい。加えて、TOEIC IP 試験あるいは FD 活動の一
環としての授業アンケートで、学生が実際にどの程度オンライントレーニング教材を使用したか、使用時
間の平均を算出し、スコアとの相関関係を探っていきたい。そして、それらの結果を踏まえ、全学的にオ
ンライン学習をより積極的に展開し、学生の授業外学修時間を増加させ、全学的な英語力の底上げを図っ
ていき、TOEIC スコア 600 点（現代中国学部生の場合）および 700 点（それ以外の学部生の場合）を超え
る学生数の増加を図る。
また、現代中国学部の学生の中国語力の強化のために、英語と同様のオンライン中国語トレーニング教
材を導入し、個々の能力に合わせた自学用システムを構築することにより、1 年次では基礎力アップのた
めに、2 年次では「現地プログラム」から帰国した学生が中国語力にさらに磨きをかけるための補助教材
として、授業の一環として取り入れる形での積極的な活用を考えている。

期待できる効果
学生のモチベーションの向上・授業外学習時間の増加
TOEIC・HSK スコアの向上・語学力向上に伴う留学への動機づけ
リメディアル学習の強化・基礎語学力強化に伴う授業内容の質的向上
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目標設定シート
目標設定シート３
シート３
大学が
大学が目指す
目指す国際通用力の
国際通用力の向上のための
向上のための具体的目標
のための具体的目標 【４ページ以内
ページ以内】
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
平成２３年度
２３年度

海外留学者数

平成２４
平成２４年度
２４年度

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

360 人

364 人

392 人

422 人

451 人

500 人

（360 人）

（364 人）

（392 人）

（412 人）

（432 人）

（452 人）

（Ａ）

博士・博士後期課程
在籍者

（

０人
０人）

（

０人
０人）

（

１人
1 人）

（

１人
１人）

（

2人
2 人）

（

2人
2 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

１人
１人）

（

１人
１人）

（

2人
2 人）

（

2人
2 人）

（

2人
2 人）

（

3人
2 人）

（

359 人
359 人）

（

363 人
363 人）

（

389 人
389 人）

（

419 人
409 人）

（

447 人
428 人）

（

495 人
448 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

3.7％

3.7％

4.0％

4.3％

4.6％

5.1％

（ 3.7％）

（ 3.7％）

（ 4.0％）

（ 4.2％）

（ 4.4％）

（ 4.6％）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

大学全体として、海外留学者比率を当初は毎年度 0.３%ずつ高め、学内諸規定が整備される平成 27 年度から
0.５％の伸びを目標とする。全員留学制度を展開する現代中国学部以外でも、1 セメスターの認定留学制度、海

目標設定の考え方

外語学セミナー、フィールドワーク等への参加促進により留学者比率の向上を目指す。

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

３ヶ月未満

３ヶ月以上１
月以上１年未満

129 人

231 人

（ 129 人）

（ 231 人）

博士・博士後期課程
在籍者

0人
（ 0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

海外留学者数

合 計
0人

360 人

（Ａ）

学士課程在籍者

全 学 生 数

１年以上

（Ｂ）

0 人）

（ 360 人）

0人
（ 0 人）

0人
（ 0 人）

0人
（ 0 人）

0人
（ 0 人）

1人
（ 1 人）

0人
（ 0 人）

1人
（ 1 人）

129 人
（ 129 人）

230 人
（ 230 人）

0人
（ 0 人）

359 人
（ 359 人）

9,805 人

（

9,805 人

9,805 人

9,805 人

2.4％

0％

3.7％

（ 0％）

（ 3.7％）

1.3％
海外留学者比率（Ａ/Ｂ）
（ 1.3％）

（ 2.4％）
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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
平成２４年度
２４年度
（H24.5.1）
H24.5.1）

平成２５
平成２５年度
２５年度
（H2５
H2５.5.1）
.5.1）

平成２６
平成２６年度
２６年度
（H2６
H2６.5.1）
.5.1）

平成２７
平成２７年度
２７年度
（H2７
H2７.5.1）
.5.1）

平成２８
平成２８年度
２８年度
（H2８
H2８.5.1）
.5.1）

416 人

454 人

466 人

470 人

478 人

（Ａ）

博士・博士後期課程
在籍者
修士・博士前期課程
在籍者

（ 110 人）

（ 138 人）

（ 143 人）

（ 150 人）

（

22 人
8 人）

（

24 人
9 人）

24 人
9 人）

（

25 人
10 人）

（

26 人
10 人）

（

23 人
0 人）

（

25 人
0 人）

（

25 人
0 人）

（

26 人
0 人）

（

28 人
0 人）
）

（

347 人
85 人）

357 人
（ 89 人）

（

365 人
92 人）

366 人
（ 95 人）

369 人
（ 100 人）

（

24 人
17 人）

48 人
（ 40 人）

（

52 人
42 人）

53 人
（ 45 人）

（

学士課程在籍者

上記以外
（短期留学生、研究生等）

401 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
（Ｃ）

55 人
48 人）

415 人

425 人

435 人

440 人

（138 人）

（143 人）

（150 人）

（158 人）

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

4.2％

4.6％

4.8％

4.8％

4.9％

（1.4％）

（1.5％）

（1.5％）

（1.6％）

4.2％

4.3％

4.4％

4.5％

（1.4％）

（1.5％）

（1.5％）

（1.6％）

（ 110 人）
全 学 生 数

（

（ 158 人）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）
（ 1.1％）
4.1％
外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）
（ 1.1％）

本学は東海地区の大学で名古屋大学に次いで多数の留学生（学部生・大学院生）を受け入れており、大幅増は
非現実的である。平成 28 年度までに 15％増を目標とし、中国現地事務所の開設、ダブルディグリー・プログ
目標設定の考え方
ラムの導入、交換留学制度の拡充により優秀な中国人留学生の受入を図るほか、短期受入等により中国および
中国以外の諸国からの留学生の増加を目指す。

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

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

１
２

中国
韓国

348 人
40 人

333 人
40 人

３

台湾

6人

6人

４

ベトナム

5人

5人

５

タイ

4人

4人

６

ネパール

3人

3人

７

マレーシア

3人

3人

８

アメリカ

3人

3人

９

フランス

3人

3人

１０

1人

1人

その他

0人

0人

合 計

416 人

401 人

ペルー
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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
平成２４年度
２４年度

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

26 回

30 回

33 回

35 回

37 回

3,707 回

3,700 回

3,700 回

3,700 回

3,700 回

0.7％

0.8％

0.9％

0.9％

1.0％

現在は大学院中国研究科と国際コミュニケーション学部で行われているのみなので、現代中国学部でも
目標設定の考え方

復活させるほか、日本文化社会理解科目群（さくら 21 科目）にも導入し、5 年間で 40％増を目標と
する。そのための教員採用も検討する。

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

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

外国人教員等（Ａ）

52 人

53 人

54 人

54 人

54 人

うち外国人教員

43 人

44 人

45 人

45 人

45 人

総教員数（Ｂ）

269 人

254 人

243 人

233 人

223 人

割

19.3％

20.9％

22.2％

23.2％

24.2％

合（Ａ／Ｂ）

ここで示す「外国人教員等」は、外国人教員に、海外の大学で博士号を取得した日本人教員を加えた数
字である。大学全体の教員定数の削減計画が進行中（平成 24 年度 269 人から平成 28 年度 223 人
目標設定の考え方

まで削減する計画）であり、よって外国人教員等を大幅に増加させることは困難であるが、本構想が採
択された場合、外国人教員を積極的に採用する。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率
平成２４
平成２４年度
２４年度

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

84 人

86 人

89 人

91 人

94 人

総教員数（Ｂ）

269 人

254 人

243 人

233 人

223 人

割

31.2％

33.9％

36.6％

39.1％

42.2％

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

教員の新規採用にあたっては博士号の取得を条件として重視する。また、既に在職する教員で、博士号
目標設定の考え方

未取得者に対しては、学外研修等の機会を利用して博士学位の取得を促すことにより、平成 28 年度ま
でに博士号取得者の割合を 42％まで高める。

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比）
平成２４
平成２４年度
２４年度

平成２５
平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

総学生数（Ａ）

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

9,805 人

総教員数（Ｂ）

269 人

254 人

243 人

233 人

223 人

40.3

42.1

44.0

割

合（Ａ／Ｂ）

36.4

38.6

現在、上記④に記述の通り、教員定数の削減計画を実施中であり、大学全体で S/T 比は増加傾向とな
らざるをえない。目標値の到達まで、なお５，６年を要するので、平成 28 年度までに S/ T 比の低減
目標設定の考え方

は望めない。嘱託助教制度等の活用により語学教育における少人数教育を強化することにより、教育効
果を高めたい。
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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
平成２４
平成２４年度
２４年度

平成２５年度
２５年度

平成２６
平成２６年度
２６年度

平成２７
平成２７年度
２７年度

平成２８
平成２８年度
２８年度

16 人

19 人

20 人

21 人

22 人

202 人

202 人

202 人

202 人

202 人

7.9％

9.4％

9.9％

10.4%

10.9％

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

TOEIC700・HSK6 級等

合（Ａ／Ｂ）

英語と中国語を中心に、外国語力スタンダードを満たす事務職員数を平成 28 年度までに 5 年間で
目標設定の考え方

38％増やすことを目標とする。本申請が採択されれば新規採用し、国際交流センターの機能を強化す
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。

15
（大学名：

愛知大学 ）
（申請区分： 特色型

）

様式
（本構想における取組内容）
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様式１
様式１
様式１
様式１全体で
全体で５ページ以内
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）本学の戦略的な目標
本学の前身は、日中親善のために有為の人材育成
を目的として明治 34（1901）年中国上海に設立され
た「東亜同文書院（後に大学）
」である。同大学は我
が国の第二次世界大戦敗戦によって廃校となった
が、その後、同大学最後の学長であった本間喜一（後
に最高裁判所事務総長）が中心となって、同大学や
その他いくつかの大学の教職員を集め昭和 21
（1946）年 11 月に中部地区唯一の旧制の法文系大学
として設立したのが、本学である。
こうした設立の歴史的経緯に鑑み、本学は、常に
中国さらには海外で活躍できる人材育成を目指した
教育研究活動に尽力してきた。本学が、建学の精神
の一つとして「国際的教養と視野をもった人材の育
成」を掲げているのは、グローバル人材育成に向け
た本学の姿勢が設立当初からのものであったことを
明確に物語っている。この目標に沿って平成 9
（1997）年には現代中国学部、翌年には国際コミュ
ニケーション学部を設立し、さらに、
「第 3 次基本構
想」
（平成 22（2010）年 3 月作成）においても、
「国
際連携・交流」を最重点項目の一つに掲げ、海外提
携校の拡充、派遣および受入留学生の拡充、さらに
は、国際研究コンソーシアムの連携強化等に積極的
に取り組んでいる。

（２）戦略的な目標を見据えた大学全体・学部・大
学院における具体的な取組
① 大学全体
○ 海外の大学・研究機関との提携
本学は平成 24（2012）年 5 月 1 日現在、アジア、
アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアの計 37 大学／機
関と提携を結んでいる。その中で教育交流（学生交
換）協定を締結しているのは、19 大学であり、年間
30 名近くの学生が、交換留学プログラムに参加して
いる。これらの提携校のうち半分、教育交流協定締
結校の中でも 30％近くを中国の大学／機関が占め
ているのは本学設立の経緯やその後の取組を反映し
ていると言えるが、現在は留学希望者のニーズに応
えるべく中国との交流をさらに充実させると同時
に、中国以外の諸国・地域にも提携校を拡大し、交
流機会の多様化を図っている。
○ 派遣留学生の諸制度
日本人留学希望者を対象として、(a)「交換留学制

【本構想における展開】
（１）戦略的な目標の新たな展開
本構想は「国際的教養と視野をもった人材の育成」
という建学の精神に則り、また平成 22（2010）年に
定めた本学の第 3 次基本構想の中の最重点項目の一
つ、
「国際連携・交流」を発展させる形で提出するも
のである。その中心的な柱は、一つには「グローバ
ル人材の育成」を、特に現代中国学部による中国関
係人材の育成を軸として展開することであり、いま
一つは、この人材育成の取組を契機として、本学全
体の教育・研究と大学自身のグローバル化を促進す
ることである。前者については様式 2 で詳述すると
して、ここでは後者について説明する。

（２）大学全体および現代中国学部以外の部局の具
体的取組み方針
① 大学全体と各学部
本構想が育成をめざすグローバル人材像は、(1)
卓越した語学力とコミュニケーション力をもち、(2)
優れた人間力、実践力をもち、(3) 異文化理解力を
もち、(4) 「日本」を語る力をもち、(5) 協調性と
共生力、協働力をもち、多様で複雑な価値観が存在
する今日の世界で、多様な人々と意見を交わし、協
調、協力し合いながら新たな価値観を見出していく
人材である。ここで提示されているのは、
「語学力」
や「コミュニケーション力」といった、国際的に活
躍する人材として通常求められる能力に加え、世界
に向かって「日本」を発信する力や、
「協調性・協働
力」を生みだせる能力を備えた独特の人材像である。
これは、長い交流の歴史を持ちながら、相互理解を
深めることが依然として困難な日本と中国両国の架
け橋となる人材の育成に取り組んできた現代中国学
部なればこその人材像であるといえるかもしれな
い。
しかし、グロバリゼーションの進展が、必ずしも
諸民族・諸文化間の調和や融合をもたらさず、かえ
って相互不信や対立をもたらしている現実を顧みれ
ば、本構想が提出した人材像をグローバル人材の一
つのモデルとしてみなすことも十分可能であろう。
本学は、現代中国学部の取組の進展をたえず参照し
ながら、大学全体として「語学力」
「異文化理解力」
「人間力」
「発信力」を一定程度備え持つ人材の育成
を目標に、以下の具体的取組を行う。
○ 留学制度の拡充・整備
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グローバル人材育成のための最も基本的な施策は
度」
、(b)「認定留学制度」、(c)「海外短期語学セミ
留学制度の整備である。現代中国学部の「現地プロ
ナー」の 3 つのプログラムを提供している。
(a)「交換留学制度」は、既述の教育交流協定校に グラム」を除くと、これまで本学は(a)「交換留学制
、(b)「認定留学制度」によって留学者を増やす
本学学生を送り出すもので、期間は原則 1 年間、留 度」
学先の授業料は免除、単位認定を年間 30 単位を上限 ことに力を注いできた。しかし、相手先大学の事情
として行い、年間 30 名近い学生が参加している。
（b） もあり、これらによる留学は量的に限られていた。
「認定留学制度」は、学生自身が希望する大学に留 今後は、1 セメスターという比較的短期の留学も認
学するもので、
「交換留学制度」と同様の単位認定を める等、留学しやすい制度を導入して、着実に留学
行っており、年間 20 名近くが渡航している。
（c）
「海 経験者の増加を図る。また(c)「海外短期語学セミナ
外短期語学セミナー」は、夏・春の休暇を利用して ー」については、近年夏季休暇の縮減や相対的に割
4 週間の語学留学やホームステイを経験するもの 高な費用の影響で、参加者の減少傾向が見られたが、
今後、他大学との共催等によって学生の経費負担を
で、毎年約 50 名の学生が参加している。
本学では特に(a)(b)で留学する学生を増やすこと 軽減し、参加者拡大を目指す。これに加えて、従来
「休学による留学」に
が重要であると考え、単位認定により 4 年間で卒業 単位を認めてこなかった（d）
可能なシステムを構築するとともに、給付型の奨学 対しても、一定範囲で修得単位を認める方向で検討
金制度を充実させてきた。交換留学の場合には、既 を進める。安易な単位認定は避けねばならないが、
述のとおり留学先大学の授業料免除のほか、年間 40 現代中国学部・国際コミュニケーション学部以外の
万円の奨励金を提供、認定留学では留学期間の本学 学部学生の留学を促進するためにも、単位の包括認
定等の措置が必要であると考える。
授業料の減額措置などを行っている。
○ 留学生受入の拡充と多様化
○ 留学生受入の現状
本学は既に東海地区最多の学部留学生を受け入れ
本学では毎年 400 名以上の外国人留学生を受け入
れている。うち学部の留学生は 350 名近くに及ぶが、 ているが、その中で中国人留学生が圧倒的多数を占
これは東海地方では第 1 位の受入規模である（朝日 めるのは、本学が中国で知名度が高いことと関係が
新聞出版「大学ランキング 2013 年版」より）
。留学 あろう。しかし、今後はやはり中国以外からの留学
生の出身国の筆頭は中国で、約 8 割を占めている。 生を増やして、本学のグローバル化に相応しい多様
留学生の日本での生活を支えるため、留学生宿舎 な留学生を擁するキャンパスに変えていく必要があ
を準備するとともに、
「協定留学生日本語コース」も る。そのための方策として特に重視したいのは、こ
充実させている。また、留学生研修旅行等のイベン こ数年間に教育交流協定を締結した東南アジア諸国
トに日本人学生も参加させ、日本人学生に国際交流 の大学からの交換留学生の拡大である。
また、中国からの留学生については、学部レベル
の意義を認識させる機会を多く設けている。
でダブルディグリー・プログラムを新設し協定大学
○ 外国籍教員の採用・配置
本学には、平成 24（2012）年 5 月 1 日現在、43 学生の受入を促進する。また、新設予定の中国現地
名の外国籍教員が在籍しているが、これは東海地方 事務所（様式 2 参照）に、本学への留学を勧める広
で第 2 位の在籍規模である（朝日新聞出版「大学ラ 報活動を展開させる。
○ 「日本」を発信するプロジェクトの推進
ンキング 2013 年版」より）。共通教育科目の語学担
全学組織として「さくら 21」プロジェクト推進委
当者以外に、専門教育を担当する外国籍教員をほぼ
全学部に配置し、教育課程の国際通用性向上の一翼 員会を立ち上げ、日本の伝統文化や「クール・ジャ
パン」を学び、日本を再発見し発信する能力を身に
を担わせようとしているのも特徴である。
つけさせる。同プロジェクト修了学生数について、
○ 新名古屋校舎の開設
本学は、平成 24（2012）年 4 月、JR 名古屋駅に程 平成 28（2016）年度までに以下を目標とする。
近いささしまライブ 24 地区に新名古屋校舎を開設 〔全学〕達成学生数：380 人（＝卒業生の 17％）
し、ここに旧名古屋校舎と豊橋校舎から 5 学部を移 〔現代中国学部〕達成学生数：295 人（P.10 参照）
具体的には、まず共通教育科目・各学部専門科目
転させて、教育研究活動の新たな拠点とした。これ
は、同地区において「国際歓迎・交流拠点の形成や の中から横断的に日本文化・社会に関する科目を抽
にぎわいのある複合型まちづくりの推進」を目指す 出し、
「日本文化社会理解科目群」
（通称「さくら 21」
名古屋市のコンセプトと本学の建学の精神が合致し 科目）として、全学部の学生の履修に供する。さら
たことからスタートしたものであるが、東海地方の に日本を発信する能力を高めるような新たな科目を
表玄関である名古屋市の中心にキャンパスを構える 設け、本学の長期・短期留学生にもそれらの科目を
ことにより、大学の国際通用性のさらなる強化を目 開放し、この科目群の中に英語や中国語による授業
指している。
も配置する。そのために必要であれば、外国人教員
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を新たに採用することも検討する。そこで修得した
○ JICA 中部との提携
ささしまライブ 24 地区には、JICA 中部も立地し 単位は一定範囲で所属学部の専門科目にカウントで
ている。本学と JICA 中部は、平成 24（2012）年 3 きるよう関係規程の改正を検討する。またカリキュ
月に、グローバル化の時代における名古屋の国際化、 ラムの問題だけではなく、授業展開の方法や教材に
さらにささしま地区の国際協力拠点化とそのための ついても委員会主導のもと、教材検討・開発会議で
「さくら 21」プロジェクトの専属
人材育成に寄与することを目的として覚書を締結 実際に開発を行う。
し、従来行ってきた共同シンポジウムの開催や本学 スタッフにより、関係資料の収集や公開、展示を随
講義への講師派遣に加えて、今後は、連携講座の開 時行い、より多くの学生が留学等で海外に行く前に
講や JICA 活動への教職員や学生の参画、さらには外 日本を学び、発信できるような環境を整備する。ま
「さくら 21」の環境を
国人研修員との交流等を通じて交流を深めていくこ た開設予定の中国事務所にも、
作る予定で、現地での日本発信の拠点として、学生
とを確認している。
の SEND 活動のサポートを行う。
○ フィールドワーク科目等の充実
② 学部
現代中国学部の「現地研究実習」のほかに、国際
本学の各学部においても、グローバル人材育成と
教育課程の国際通用性向上に向けた取組を実施して コミュニケーション学部および経済学部において海
外フィールドワーク／フィールドスタディが正課科
いる。
「現地主義」教育を重視する現代中国学部は、学 目として単位化されている。これらは、東亜同文書
部生全員が 4 ヵ月間留学する「現地プログラム」
（語 院以来の「現場主義」教育の伝統を継承するもので
学留学）
、希望者対象の「現地研究実習」
（フィール あるが、グローバル人材育成という観点から、その
ドワーク）、
「現地インターンシップ」の 3 つのプロ 教育効果が高いことは衆目の認めるところである。
グラムを展開している。これらの取組は、現代 GP、 特に学生の「主体的な学び」や「チームで行動する
特色 GP にも採択されている（詳細は様式 2 参照）
。 力」を強化する上では非常に有益である。
さらに、経済学部や国際コミュニケーション学部
ただ、学生の引率、事前・事後教育等の負担が重
においては、本学教員が引率する形で学部独自の海 いことも事実である。本構想においては、大学が業
外フィールドスタディー／フィールドワークを実施 務委託等の措置をとることによって教員の負担を軽
し、学生の国際的な見聞を深めるのに寄与している。 減しつつ、フィールドワーク科目に参加学生の増加
を図り、さらに海外フィールドワーク科目を設置し
③ 大学院
ていない学部にも今後の設置の検討を要請する。
本学大学院においては、中国研究科（博士前期・
○ JICA 中部等との協力による国際交流活動の促
進
後期課程）が、グローバル人材育成を目的として、
JICA 中部および財団法人名古屋国際センターと
日本と中国双方で修士学位、博士学位を授与するデ
ュアルディグリー・プログラムを実施している（詳 の協定に基づき、外国人研修生や外国人留学生との
交流活動を正課授業（講義科目・演習科目）に組み
細は様式 2 参照）
。
デュアルディグリー・プログラムの博士学位を取 込む。また、NPO と協力し、講義及び演習と組み合
得した中国人学生は累計 23 名に及び、中国の政界や わせて、海外におけるスタディー・ツアー等を単位
経済界、学界の中枢で活躍する人材に育つことを期 化する。さらに、正課外教育（クラブ・サークル活
待している。ただし、日本人学生の中で、デュアル 動）においても、国際交流や海外ボランティア等の
ディグリー・プログラムによって 2 つの博士学位を 交流活動を積極的に推奨する。これらによってチー
取得した者はほとんどおらず、不均衡状態が続いて ムで活動できる力を育成していく。
いる。
② 大学院
中国研究科における現行のデュアルディグリー・
プログラムには、南開大学と中国人民大学から毎年
各 5 名ほどが入学して、コンスタントに博士学位を
取得している。しかし、この制度によって学位を取
得した本学日本人学生は極めて少ない。本構想が実
現し、ダブルディグリー・プログラムによって中国
の大学の学士学位を取得した本学学生が中国研究科
に進学するようになれば、大学院デュアルディグリ
ー・プログラムの不均衡状態も是正されよう。
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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） 学士課程教育の質的向上に向けた取組
① シラバスの充実
全ての授業科目についてシラバスを作成し、具体
的な準備学修内容を網羅している。しかし具体的な
標準学修時間の目安を示すまでには至っていない。
② 体系的なカリキュラムの整備
各学部教授会にて随時見直しを行っており、現在
平成 23（2011）年度開始のカリキュラムが実施され
ている。しかしナンバリングはまだ導入していない。
③ 履修可能な上限単位数の設定
キャップ制を導入し、学部によって各セメスター
において履修可能な上限単位数を明示している。
④ 修得が期待されている知識・能力の体系化お
よびカリキュラムの達成目標の明示
各科目の達成目標について、上記①のシラバス中
の「授業のテーマ・目標」において定めるとともに、
全学さらに学部単位でそれぞれカリキュラム・ポリ
シー及びディプロマ・ポリシーを定め、HP で周知を
図っている。但し、修得が期待されている知識・能
力を明確に体系化して提示するには至っていない。
⑤ GPA の導入
本学では既に GPA を導入し、学業奨励生等の選定
やゼミ生採用の際に利用されている。しかし、GPA
の厳格な成績評価やその活用については、教員ごと
に考えに濃淡があり、まだ十分に検討されていない。
⑥ 履修モデルの提示
学科内のコースや想定進路に基づいた履修モデル
を作成し、学生の履修登録の際の参考にしている。
（２）双方向型授業やアクティブ・ラーニング等の
能動的学修の推進の取組
全学で、初年次の入門ゼミから 3・4 年次の専門ゼ
ミまで双方向型授業が実施されている。また、オン
ラインで双方向的な学習指導が可能なソフトウェア
moodle を導入し、利用に供している。
現代中国学部の「現地プログラム」、
「現地研究実
習」
、
「現地インターンシップ」、国際コミュニケーシ
ョン学部／経済学部のフィールドワーク／フィール
ドスタディ、経営学部のパブリック・フェスティバ
ル（学部主催のプレゼン・コンテスト）
、さらに法学
部の「模擬裁判」等、学生の能動的学修を推進する
取組は数多い。これらは、東亜同文書院時代の「現
場・現地主義」の伝統を継承する本学の DNA とでも
呼びうるものである。

【本構想における取組】
（１）学士課程教育の質的向上に向けた新たな取組
① シラバスのさらなる改善
授業後の展開の指針、他科目との関連性もできる
だけわかるようにし、具体的な標準学修時間の目安
も示して、授業の「工程表」としての役割を果たす
ように改善を図る。
多言語化を目指し、特に必要性の高い科目群や学
部から導入する。
② ナンバリングの導入
シラバスの改善と連動させて、カリキュラムの体
系化を図る。現行カリキュラムが完成年度を迎える
平成 27（2015）年度から全面的に導入できるよう準
備を進める。
③ GPA の厳格な成績評価とその活用
GPA を学生の学修達成度を適切に反映するものに
するために、科目ごとの成績評価をばらつきが大き
くならないよう成績評価の基準を見直した上で、GPA
を学生の履修指導に活かしていく。具体的には成績
不振者の学修指導、進級・卒業制限、休学・退学勧
告などへの利用である。
④ 学修時間の増加・確保による主体的な学びの
確立
カリキュラムの体系化、シラバスの充実、組織的
な教育の実施、FD 活動の活性化等の施策があいまっ
て、ようやく「学修時間の増加・確保による主体的
学びの確立」も実現しうると考える。多方面の施策
を検討するが、特に学生の学習状況を随時把握する
ことが可能なオンライン語学トレーニング教材の活
用が有効と思われるので、その積極的導入を図る。

（２）双方向型授業やアクティブ・ラーニング等の
能動的学修のさらなる推進
これまで実施してきた「現場・現地主義」教育は
今後もさらに自覚的に推進し、フィールドワーク型
授業の拡大を目指す。
また、上述のオンライン語学トレーニング教材は、
学生のアクティブ・ラーニングを促す手段としても
有効である。さらにアクティブ・ラーニングを実現
する有力な一助として、本構想においては現代中国
学部で学生ポートフォリオを導入、活用することに
しているが、その効果を検証しながら学生ポートフ
ォリオの全学的導入を目指す。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】
本学では、
「国際的な大学評価活動の展開状況や我
が国の大学に関する情報の海外発信の観点から公表
が望まれる項目の例」について、学内諸機関会議に
て頻繁に議論がもたれている。現在、学生に関する
情報や、教育の国際連携、教育外部資金の獲得状況
等については「事業報告書」等に記載し、それらを
大学 HP 上で公表しており、国内に向けての情報発信
は概ね達成している。また、本学 HP には英語版と中
国語版もあり、大学に関する基本情報は海外に向け
て既に発信している。
しかし一方、
「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」の外国語による国際的な情
報発信については、なお不十分といわざるをえない。
「事業報告書」等の PDF ファイルで公表しているデ
ータについては、日本語版しかない。

【本構想における取組】
「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大
学に関する情報の海外発信の観点から公表が望まれ
る項目の例」を参照しつつ、まだ公表していない項
目（外国人教員数等）を含めて、英語および中国語
の HP で積極的に公表していく。とりわけ、教育の質
保証に関わって、本学の教育の水準を示すような指
標（教員当たり学生数、卒業率、卒業後の進路状況
等）を積極的に公表する。
さらに、日本の諸大学の中で本学が占めるユニー
クな位置や教育上の特色が海外に広く認知されるよ
う、本学の教育上のさまざまな取組（
「現地・現場主
義」の教育活動）を評価した国内外の報道・文章を
HP 上で英語・中国語により紹介していく。

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】
本学は、日本人学生の留学支援や外国人留学生受
入対応を行う「国際交流センター事務課」を有して
いるが、同課の職員として、英語や中国語に堪能な
職員を優先して配置している。さらに中国語に関し
ては、総務課、教務課、学生課、図書館事務室、学
会室などの部署にも語学に堪能な職員を配置してお
り、大半の部署で日本語の不自由な中国人教員に対
応できる体制が整えられている。これは国内の大学
では数少ない例ではないかと思われる。ただし、相
対的に見ると、中国語に比べて英語に対応できる事
務職員は手薄である。
本学の事務職員特定研修においては、1 人当り年
間 80,000 円を上限として研修費の補助を行ってお
り、大学として、英語や中国語の学習や各種検定試
験受験を積極的に推奨している。
この一方、学内規程や手続書類など各種学内文書
の多言語化という点ではかなり遅れをとっており、
今後、必要性が高まるのに対応できない可能性が高
い。

【本構想における取組】
事務体制のグローバル化の取組の一環として、新
たに中国（天津と上海）に現地事務所を開設する。
従来から上海では本学同窓会上海支部の援助のもと
で「現地インターンシップ」を実施してきたが、新
たな事務所創設によって、中国経済の中心・上海で
新たな教育活動が展開可能となる。また、天津では
これまで「現地プログラム」を実施するために、プ
ログラム実施期間中の 4 ヵ月間のみ南開大学内に
「連絡事務室」が設置されてきた。本構想ではこれ
を常設化することによって、華北における「現地主
義」教育の有機的発展を支援する拠点としたい。
また、中国語への対応に比べれば手薄である英語
能力の向上のための職員研修の機会を拡大し、TOEIC
700 点以上の職員が主要な部署に配置される体制を
整える。さらに、高度な英語能力を備えた事務職員、
あるいは英語以外にも多言語に対応できる事務職員
を積極的に採用することにより、大学の事務体制全
体のグローバル化対応力を強化したい。
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められる能力を
能力を育成するための
育成するための大学
するための大学の
大学の特色に
特色に応じた取組
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】
大学の教育目的や特色は様式 1で述べた通りであ
るが、中国に関係する学部や大学院、研究機関では、
既にそれぞれが特色ある取組を行っている。その中
で現代中国学部は、大学の歴史的な背景もあってそ
の創設当初から大学の教育目的や特色を強く反映
した学部となっているが、その多様な取組は単に中
国のみを意識したものではなく、中国での様々な体
験を通して世界に通用する「グローバル人材」の育
成を強く意識したものとなっている。ここでは先ず
本構想にも関わる中国研究科の取組、次に現代中国
学部のこれまでの取組について取り上げたい。
（１）中国研究科でのデュアルディグリー・プログ
ラムの実施
中国研究科においては、グローバルな研究者養成
を目的として、博士前期（修士）課程、博士後期課
程ともに、中国人民大学、南開大学とデュアルディ
グリー・プログラムを実施している。日本人参加学
生は、本学大学院中国研究科に在籍しながら、中国
人民大学または南開大学に在籍し、いずれかの大学
へ留学することにより、最短 3 年間（修士課程の場
合、本学 1.5 年＋中国 1.5 年。博士後期課程の場合、
本学 2 年＋中国 1 年）で、本学と中国の大学 2 大学
から修士学位、博士学位を取得することができる。
中国人参加学生の場合は、博士後期課程のみのプロ
グラムとなっている。
博士後期課程の当該プログラムは平成 16（2004）
年度から実施されているが、平成 24（2012）年 5
月 1日現在までの博士学位デュアルディグリー総取
得者数は、中国人 23 名、日本人 2 名の計 25 名であ
る。また、博士後期課程同プログラムの在籍者数（平
成 24（2012）年 5 月 1 日現在）は、中国人 55 名、
日本人 1 名の計 56 名である。中国人の博士学位デ
ュアルディグリー取得者の大部分は母校や各地の
大学、研究機関で研究者として働いており、グロー
バルな若手研究者の育成という点で、着実で継続的
な貢献をしている。デュアルディグリー・プログラ
ム在籍者の同窓会も結成されている。
（２）現代中国学部の現地主義教育
本学現代中国学部においては、グローバル人材育
成を目指し「現地主義」を掲げて、以下の取組を行

【本構想における取組】
本学では、前述したように大学のグローバル化に
向けて明確な目標を掲げ、大学全体としてまた各学
部として新たな取組を行う予定であるが、その中心
となるのは、グローバル人材育成の面でこれまでい
くつもの先進的な試みを行い、着実に成果を挙げて
きた現代中国学部である。本構想では、現代中国学
部が「現地主義」教育の一環として行ってきた中国
理解のための様々な取組を強化することはもちろ
んのこと、これまで十分とは言えなかった日本を理
解し発信する能力の育成を図る取組と、さらにその
拠点となる場所を海外に確保する取組についても
検討中で、これは本学さらには現代中国学部の考え
るグローバル人材育成にとって、不可欠な取組と言
ってよかろう。その一つは前述の「さくら 21」プロ
ジェクトの推進であり、もう一つが中国での現地事
務所の開設である。ここではまず中国事務所につい
て述べておきたい。
◎中国事務所の開設
本学の現地事務所については、これまでも議論は
あったが、まだ実現には至っていなかった。そこで
本構想では、歴史的に見ても本学との関係が最も深
く、実際に学生や教員の交流が頻繁に行われている
中国に本学初となる常設の現地事務所を置くこと
とした。例えば「現地プログラム」において、南開
大学内にある愛大会館に現地連絡事務室を開設し、
教職員 4 名が期間内常駐する体制をとっているが、
これは現地プログラム期間中のみの開室で、決して
全学の活動拠点となっていなかった。
そこでまず、ここを本学の中国事務所とすること
で、現代中国学部のみならず、大学院、研究所など
も活用できるようになり、全学的に見てもその効果
は大きいと考える。事務所開設により期待できる点
は多いが、学部から大学院までの学生サポートと、
「さくら 21」プロジェクトの中国拠点となるという
ことである。本学では現代中国学部や中国研究科の
学生・院生を中心に各種プログラムへの参加や、
長・短期の留学などで、年間 300 名を超える学生が
中国に滞在しており、彼らの勉学や生活の支援を行
うことと、彼らが中国に向けて日本を発信する場合
の情報提供や交流の拠点として、さらには以下に述
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っている。
① 現地プログラム
「語学留学」と位置づけ、2 年次第 3 セメスター
の 4 ヵ月間、学部生全員を中国・天津市の南開大学
に留学させる、「必修」プログラムである。ネイテ
ィブスピーカーの教員による授業や現地学生との
交流により、コミュニケーション能力と語学力を飛
躍的に高めるほか、様々な文化講座（京劇、武術、
二胡等）を通じて、中国の社会と文化への理解を深
めることに資するのを目的としている。プログラム
の最後には、HSK の受験を必須としている。
その主たる目的は、学生を早い段階で現地に送り
込み、中国社会を実際に体験させ、学生の「内向き
志向」に対して、いわば強制的に外に向かって目を
開かせようというもので、「動機付け」教育の一つ
であると考えている。また当然のことながら、語学
力・コミュニケーション能力の向上、さらには日常
生活において接する中国人を通して異文化に対す
る理解を深め、日常に存在する様々な問題を解決し
ていくことで、主体性や協調性、責任感などを身に
つけさせることである。
本プログラムが、結果として学生の長期留学の契
機となっている点も特筆すべき点である。当該学部
の長期留学比率（
（交換留学生＋休学留学生）／3･4
年次学生数）は最多の年で 27.5％に達しており、こ
れは日本の大学の一学部の中では正規にカリキュ
ラムに組み込まれている事例を除けば極めて高い
比率である。
② 中国現地研究実習
これは「フィールドワーク」として位置づけられ
るもので、事前に選ばれた中国の一都市について、
3 年次の夏季休暇を 2 週間利用して、農村班、企業
班、都市生活班という 3 つの班に分かれアンケート
等の手法を用いて実地調査を行い、その結果を現地
で報告するというプログラムである。事前学習とし
て「国際社会調査論」、
「現地研究調査基礎」といっ
た科目を履修し、実際にアンケート等を作成する過
程で中国語力に磨きをかけ、また調査対象について
も可能な限り情報収集を行う等、かなりの時間を費
やしてその準備を行っている。また現地では、実習
の最終日に地方政府関係者や現地大学生を招聘し
た「日中学生シンポジウム」を開催し、中国語で調
査結果の報告を行い、現地の学生達と討論を行う
等、中国語のレベルアップを図るとともに、自ら考
え行動する力を身に付けさせ、さらにプレゼンテー
ション力も養うことに主眼が置かれている。その成
果は、「学生が見た中国社会」シリーズとして毎年
出版もされており、大きな反響を呼んでいる。
③ 中国現地インターンシップ
文字通り、中国で活躍する日系企業におけるおよ

べる新たな取組にとっても、この中国事務所の存在
が極めて重要な役割を果たす。なお事務所の開設
は、平成 25（2013）年度にその作業が比較的容易で
あると考えられる天津の南開大学内に、平成 27
（2015）年度に上海（東亜同文書院大学のキャンパ
スが置かれていた上海交通大学等で検討予定）に、
それぞれ計画している。
次に現代中国学部の取組について述べる。
（１）学部ダブルディグリー・プログラムの導入
本学では既に中国研究科で、中国人民大学と南開
大学との間でデュアルディグリー・プログラムを導
入し、グローバル人材の育成を行ってきており、ま
た学部レベルでの実現を模索してきたが、本構想で
は現代中国学部と中国の協定校の一つである南開
大学の漢語言文化学院との間で、可能な限り早期の
実施を目指す。提携先として漢語言文化学院を選ん
だのは、現在行われている「現地プログラム」の提
携先であり、2 つのプログラムの連続性と学生の利
便性を考えたからである。また、先ほど述べた天津
における中国事務所の開設についても、現在のとこ
ろ南開大学内を予定しており、事務所の全面的なバ
ックアップが期待できる。ただ、この制度実施にあ
たっては、現代中国学部のカリキュラム再編が必要
となり、全学のカリキュラム再編が現在のところ平
成 27（2015）年度に予定されているため、また既に
「現地プログラム」を実施しているとはいえ、相手
校との交渉がこれからであることを考えると、平成
27（2015）年までの早い段階での実施と言わざるを
得ない。事務所開設と共に早速交渉に入る予定であ
る。この制度を利用して現地の大学に留学している
学生にも、本学や当該大学等で行われているインタ
ーンシップへの参加も奨励する予定である。
（２）現代中国学部の現地主義教育の強化
本学では「現地・現場主義」をその教育理念の 1
つとして掲げているが、その具体的な表れが現代中
国学部の 3 つのプログラムである。現代中国学部は
その設立当初から、中国現地での教育を重視してお
り、今回の取組はそれをより強化し、他学部の先例
としようというものである。
①「現地プログラム」の強化
本学のグローバル人材育成の観点から見ると、中
国語を基礎としたコミュニケーション能力の開発
や、異文化理解の面ではかなりの成果を挙げている
ものの、日本について発信するという点について
は、日本語を学ぶ中国人学生との交流が行なわれて
いる程度で、まだ十分ではない。このため学生同士
の自主的な交流会の開催など、交流の機会と内容に
ついて早急に検討する。またそのための事前教育
や、教材についても開発が必要であり、下記（６）
（教材開発・検討会議の実施）と合わせて検討する。
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そ 2 週間にわたる「インターンシップ」の機会であ
る。中国にある<<現地>>の日系企業の生産・販売の
<<現場>>に飛び込んで、商品やサービスの<<現物>>
に触れ、そこで働く日本人・中国人ビジネスマンの
<<現人>>とともに働き学ぶ「4 現主義」を具現化し
ている。学生には、生きた中国語や中国人気質につ
いて学ぶだけでなく、企業や社会の仕組みや実態を
理解する絶好の機会となっている。
派遣前教育として、「現地インターンシップ事前
研修」において、課題解決手法教育やレポート作成
指導等を行っている。さらに、派遣後教育として「現
地インターンシップ研究報告」において、研修報告
書作成、各種研修成果に関する発表・報告活動指導
等を行っている。これら派遣前、派遣後教育と合わ
せてインターンシップの単位認定審査を行うとい
う点で、教育課程におけるインターンシップの位置
づけを明確化している。
同プログラムにおいては産業界との連携が不可
欠であり、毎年、トヨタ自動車、資生堂、オムロン、
イトーヨーカ堂、日中経済協会など、日本の名だた
る企業／団体の中国支社、支店等に学生をインター
ンとして受け入れていただいている。
以上の①～③の現地主義具現化の取組は、学外に
おいても高く評価され、平成 15（2003）年度には「中
国現地重視の学部教育」が文部科学省「特色ある大
学教育支援プログラム」
（特色 GP）に採択、さらに、
平成 19（2007）年度には「中国関係事業に飛翔する
国際人材の涵養－中国現地インターンシップを仕
上げとするキャリア教育の実践」が文部科学省「現
代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代 GP）に
採択されている。
（３）HSK による目標値設定
当該学部においては、入学直後から「話す・聞く・
読む・書く」の総合的な中国語教育を徹底している。
中国政府公認の中国語資格である HSKのスコアを目
標値として早い段階から取り入れている。現地プロ
グラムにおいては全員の受験を義務付けており、そ
の目標は全員の 3 級合格（1 級～11 級で、最高は 11
級）であった。その後 HSK は平成 22（2010）年度
に全面的に改められ、以前のような細かな分け方で
はなく、6 級を最高とする制度となった。この制度
変更に伴い、現代中国学部でも目標値の設定を見直
し、現地プログラムの目標値は 3 級そのままとし、
卒業時までの 5 級合格（上から 2 番目の難易度。中
国語の新聞・雑誌を読む、さらに中国語のテレビや
映画を鑑賞することができ、中国語を用いて比較的
整ったスピーチを行うことができるレベル）を目指
している。現在のところ現地プログラムにおける 3
級合格の目標はほぼ達成されているが、卒業時の 5
級合格者について言えば、実際に取得した学生は全

また、中国事務所の開設に伴い、従来「現地プロ
グラム」に対応してきた機能が不十分となることが
考えられるため、これまで臨時に雇用していた担当
職員を「現地プログラム」専属の職員として雇用し、
現地プログラムの支援体制も強化する。
②「現地研究実習」の強化
平成 25（2013）年度から双方向の学生交流を行な
う予定で、後に述べるように SEND 事業として積極
的に推進していきたい。
③「現地インターンシップ」の強化
これまでも必要に応じて産業界と連携をとりな
がら北京、その後上海でも実施してきたが、そのた
めの活動拠点がなかった。今回天津と上海に事務所
を開設することにより、提携先の確保や期間中の参
加学生のフォローアップ、さらには就職先の斡旋な
ど様々な効果が期待される。長期留学生のためのイ
ンターンシップ制度について、現在はまだ試行段階
であるが早急に確立したい。
（３）中国語教育における HSK 利用による目標値
の明確化とグレード制の導入
本学の中国語教育は、現代中国学部以外の学部で
は共通教育科目の第二外国語として広く行われて
おり、従来旧名古屋校舎と豊橋校舎では異なる方式
で行われてきた。今回 5 学部が新名古屋校舎に集ま
り、その統一や新たな試みがなされるべきところだ
が、現実にはまだ検討段階であり、平成 27（2015）
年度の全学カリキュラム再編に向けて、中国語のみ
ならず外国語全体の新たな体制づくりに鋭意努力
していかなければならない。
現代中国学部の中国語については、専門科目とし
て位置づけられ、従来も他の学部とは異なった方式
で行われてきており、その成果を共通教育科目とし
ての中国語教育改革の中に取り入れていきたい。現
代中国学部では従来も HSKのスコアを学生指導の際
の参考値や目標値として部分的に活用してきた。と
ころが今回の HSK の大幅な制度改革により、新たな
目標値を設定する必要に迫られていた。
今回の取組では、「現地プログラム」を含めた中
国語教育改革の柱として、平成 25（2013）年度から
全面的に HSK を取り入れて、導入の目的と目標を明
確にし（様式 5 の取組内容②参照）
、それらを履修
モデル図として示すことで、学生がより主体的かつ
積極的に中国語学習に取り組めるようにする。また
学習支援として HSK 対策講座を開講し、自分のレベ
ルに合わせて計画的、段階的にレベルアップするこ
とを可能にする（グレード制）と同時に、成績優秀
者の表彰等も行い学生の奮起を促す。さらにカリキ
ュラムの変更が必要であるが、取得スコアに見合っ
た科目が授業免除される等の制度を設けることや、
その成績を「現地研究実習」や「現地インターンシ
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体の数％に過ぎない。その要因としては帰国後に継
続して HSK を受験する学生があまり多くなく、スコ
アの必要性を学生があまり感じていないという点
にある。学生のモチベーションを高めることと教育
課程における HSKの位置づけを明確化することが今
後の課題となっている。
（４）英語力養成
現代中国学部とはいえ、学生全員に英語を必修と
している。グローバル人材として活躍するには、中
国語の修得だけでは不十分であり、国際共通言語と
しての英語力養成が不可欠であるとの認識である。
現代中国学部の英語教育に関しては、1 年生でオ
ーラル・コミュニケーション、2 年生で TOEIC、3
年生でリーディングの必修クラスを設けている。少
人数化も積極的に取り組んでいる。入学時プレイス
メントテスト、1 年次終了時と 2 年次終了時にそれ
ぞれ TOEIC IP 試験を受け、これら 3 学年全ての科
目で完全習熟度別クラス編成を行うとともに、1 年
次から 2 年次にかけての英語力の伸びを測定して、
学生のモチベーションを高め、授業の質向上に努め
ている。3 年次のリーディングではビジネス関連の
教材を使う等、国際ビジネス社会で求められるレベ
ルに対応できるよう養成を行っている。
（５）徹底した少人数教育と CALL 教育
当該学部は入学定員 180名の比較的小規模な学部
であり、その利点を活かした少人数教育を徹底して
いる。例えば、1 年次の中国語のクラスは「担任制」
をとっており、1 名の教員が 25 名程度の学生につい
てそれぞれの習熟度に応じてきめ細かな指導を行
う体制を整えている。「担任制」は学生にも非常に
好評であり、2 年次の中国語クラスについても今後
導入の予定である。また少人数教育という点につい
ては、英語教育も同様である。
また、少人数教育の利点を活かして、コンピュー
タを使ったいわゆる CALL 教育が行われている。現
代中国学部では、1 年次秋の中国語の授業で、独自
開発したソフトを使った授業を行っており、学生が
2 年次に「現地プログラム」に参加した時、パソコ
ンを使っての予習復習や、現地の学生とメールでや
りとりをする場合に大いに役立っている。英語教育
の分野では CALL 授業はほぼ一般的となっており、
本学でもオンラインの英語学習システムの年間利
用者が、新名古屋校舎全体（学生数、約 7,000 名）
で 17,000 アクセスにのぼる。なお、中国研究科で
はデュアルディグリー・プログラムの学生向けに、
本学と中国の 2大学との間でテレビ会議システムを
用いた講義が日常的に行われている。

ップ」、さらには後述のダブルディグリー・プログ
ラム志願者の合格判定に反映させる等、学生にとっ
て入学から卒業までにどのように中国語を修得し、
どのレベルまで達しているべきかの指針とする。
（４）ASEAN 諸国で英語と中国語を学べる新しい
研修プログラムの創設
ポスト中国ということで、近年世界の注目を集め
ている ASEAN 諸国に、語学修得を目的とした留学生
を派遣する制度を創設する。この場合、本学の特色
である中国研究の伝統も活かして、「アジア英語」
さらには「現地中国語」に慣れるとともに、アジア
各地域の文化、慣習、法律などを知り、ビジネスに
おけるニーズも肌で感じる機会を設けたい。韓国で
はフィリピンへの英語留学が流行しており、こうし
た現象も考慮しながら、シンガポール、マレーシア、
フィリピンといった地域で優秀な学生が英語や中
国語を研修するプログラムを創設する。時間的な制
約から、当面は短期研修にならざるを得ないが、将
来的には例えば現代中国学部の「現地プログラム」
の特別枠として組み込むことも可能である。時期的
には平成 25（2013）年度からを予定しているが、学
生への周知が全く行われていないので、開始時期に
ついてはさらに検討していく。
（５）テレビ会議システムやパソコンを利用した双
方向型の授業展開
テレビ会議システムについては、前述したように
中国研究科のデュアルディグリー・プログラムで既
に使われているが、今回は、現代中国学部の「現地
研究実習」やダブルディグリー・プログラム等でも
テレビ会議システムを使った授業を行う予定であ
る。これは単に本学と現地の大学を結ぶためだけで
はなく、そこに中国事務所も加わることで、「さく
ら 21」プロジェクトを含めた様々な教育、交流活動
の上で、重要な役割を果たすことが期待できる。
また実用的語学力の養成のためには、ネイティブ
から直接教育を受ける機会を増やすとともに、これ
は学生の学修時間と直結する問題でもあるが、学生
個人の自習を促進するため、現代中国学部でも中国
語教育と英語教育の両方において、オンライン学習
を強化する必要があり、またそのための設備やソフ
トを充実させることが必要である。
（６）教材検討・開発会議の立ち上げ
ここで言う教材とは、現在使用中の中国語や英語
教材（CALL 用教材も含む）
、オンライン学習用ソフ
ト、
「さくら 21」プロジェクト用の教材や資料集等
を指すが、その検討と開発を担当する会議を、専任
教員を中心としたスタッフで今年度中に立ち上げ、
機器備品から設備等も含めて検討を始めるととも
に、その開発にあたっては外部スタッフも雇用し
て、それぞれ早い段階で使用可能にする。
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教員の
教員のグローバル教育力
グローバル教育力の
教育力の向上の
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】
本学では、国際化に対応すべく積極的に国際公募
による外国人教員や海外の大学での教育経験また
は国内大学で外国語による教育経験を有する日本
人教員の配置等、教育体制のグローバル化を図って
いる。
平成 24（2012）年 5 月 1 日現在、外国人専任教員
43 名（専任教員の 15.5％）が在職しているほか、
海外大学で Ph.D.を取得した日本人教員や海外大学
での常勤教員在職経験者が多数在職している。ま
た、教員の採用にあたっては、国際的な人材交流促
進の観点から、原則としてインターネット等を通じ
た公募を行い、特に海外からの応募も想定した国際
公募を行う場合もある。
全学共通の共通教育科目では、新カリキュラムの
中で外国人教員による少人数クラスを担当する英
語科目を配している。
その他学部独自の専門教育の中でも、外国人教員
による少人数クラスによる徹底した語学教育や外
国語による専門科目の講義等が行われている。例え
ば、国際コミュニケーション学部では、9 名の欧米
系外国人教員によって通年 158 の少人数による「英
語」クラスが編制されている。また現代中国学部で
は、中国の提携大学から毎年 2 人の中国人教員を迎
えて１年次に１クラス 10 名前後の「中国語発音」
クラスを編制し、基礎段階における徹底した語学教
育を行うとともに、授業外の勤務時間には上級年次
を含む全学部生の自発的な学習に対して個別指導
も行っている。
また外国人教員および海外留学経験を有する日
本人教員による外国語を用いた教育は、大学院で実
施されている。特に、中国研究科においては中国の
南開大学と人民大学との間で博士課程におけるデ
ュアルディグリー・プログラムを設け、毎年 10 名
前後の学生を受け入れており、専門分野における授
業は全て英語か中国語で行われている。
しかし教育体制における人材的グローバル化は、
ネイティブ教員による語学教育の面では大きな効
果をあげているが、専門分野の教育では、教員のみ
ならず学生の語学水準も問題であり、特に学部教育
においてはなお十分に活かされているとはいえな
い。

【本構想における取組】
本構想では、優秀な外国人教員を積極的に採用す
ることで、語学教育と共に専門教育においても外国
語による講義を増やし、その質を高めることを旨と
し、まず現代中国学部において採用形式を検討し、
外国人教員の比率を高める。また、国内外での外国
語による教育経験を有する教員を増やすために、従
来の主として教員の海外での研究を支援する海外
研修制度に加えて、本学教員の海外の大学での教育
経験を増やし、語学力アップを促進させるような研
修制度を設ける。具体的な取組は以下の通り。
（１）中国人研究者の招聘と双方向型授業の実施
専門分野における優れた業績をもつ外国人教員
の採用を全学的に推し進めるためには、本学におい
て実際に採用説明会を開催するといったことも考
えられるが、現代中国学部の場合は、例えば以前専
門科目の講義担当として中国人教員を専任や特任
の形で実際に招聘しており、その経験を踏まえて提
携校の研究者を数年間の契約で招聘し、専門分野の
講義を担当していただくことや、中国研究科が実施
しているデュアルディグリー・プログラムの一部授
業で取り入れている、テレビ会議システムやパソコ
ンを利用した双方向型の授業を行うことで、実質的
に外国人教員比率を高めることの方がより実態に
合っており、教育効果も高いと思われる。そこで本
取組においては、現代中国学部において中国人教員
の招聘と、中国の大学との双方向型の授業の実施を
検討し、早期に実現する。
（２）教員向け語学力アップ型研修制度の新設
本学では、専任教員に対して原則として最長 1
年間海外の大学や研究機関で研修を行う海外研修
制度があり、毎年各学部から 1 名が選抜されこの制
度を利用して海外経験を積んでいるが、その多くが
専門分野の研究を目的としたもので、必ずしも語学
力アップにはつながっていない。このため、海外経
験や優れた研究成果がありながら、それが外国語に
よる授業や講演等に結び付いていない。教員向けの
語学力アップ型研修制度は、海外研修に対する教員
の意識改革を目的とし、帰国後の外国語による講義
を条件とする等、外国語で講義が行える教員を増や
し、中国人教員とともにその配置を系統的に考え、
カリキュラムに反映させる。
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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）グローバル教育力向上のための取組
本学は、平成 21（2009）年度から「日中学長会議」
に参加している。本会議は日本側は東京大学、京都
大学、早稲田大学、慶応大学等主要な国立大学・私
立大学 17 大学、中国側も北京大学、清華大学、南
開大学等の重点大学 18 大学の学長により構成され、
2 年に 1 回全体会議が開催され、日中間の大学交流
に関する諸問題についてハイレベルな議論が展開
されている。本会議への参加により、本学の中国諸
大学との交流はさらに深まっている。
また、本学の ICCS では、中国諸大学に加えてカ
リフォルニア大学バークレー校、ロンドン大学アジ
ア・アフリカ学院（SOAS）、シンガポール国立大学
人文社会科学部等、20 の大学・研究機関との間で学
術教育交流協定を締結し、国際的な学術ネットワー
クを共同構築している。このネットワークは訪問教
授の招聘や共同研究、FD 活動などの実施を通してグ
ローバル教育力向上のための取組となっている。
しかし、学部教育のレベルでグローバル化教育力
を向上させるために意識的な取組を行なってきた
とはいえず、本学にとっての今後の課題である。
（２）教育力評価の取組、人事への反映
本学では、研究部門における業績評価は学内ホー
ムページでの毎年の業績公開等で行われ、昇格の際
の重要な要件として人事に反映されてきた。しかし
教育力に関しては、ホームページ上で教育業績の公
開を行うことになったものの、明確な評価基準がな
く、人事においても参考的な要素として扱われるに
すぎなかった。学内の管理運営（各種委員会）活動
の評価と合わせ、総合的な業績評価の取組が必要で
あることは学内でも認識されている。
（３）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

本学では「短期交換研究者制度」により、毎年
数名の本学教員を海外に送り、また同数の外国の
研究者を本学に受け入れている。また、これとは
別に「中国交換研究員制度」により、中国の学術
交流協定大学から毎年 4 名程度の教員を研究員と
して本学に受け入れている。しかし、これらは研
究者としての派遣・受入であり、教育活動まで視
野に入れた制度ではなかった。グローバル教育力
の向上という視点から改善する余地は大いにあ
ると考えられる。

【本構想における取組】
（１）グローバル教育力向上のための取組
平成 21（2009）年度から参加している「日中学
長会議」での中国諸大学との交流を踏まえて、これ
まで協定大学間で進められてきた学生のための短
期留学制度や長期留学制度、および教員のための交
換研修制度を、協定外の大学にも拡大するための交
渉を開始し、学生および教員に対して留学先、研修
先のより広い選択肢を提示できるようにする。また
カリフォルニア大学やロンドン大学、シンガポール
国立大学等の中国関係部門との関係を一層深め、訪
問教授による本学での英語や中国語を用いた講演
や集中講義について、これまで大学院主体であった
ものを学部にも拡大する。
（２）教育力評価の取組、人事への反映
これまで「研究業績」による評価に偏りがちだっ
た教員の評価を、「教育力」の評価基準を明確化し
て人事へ反映できるような仕組みをつくるために
検討を始める。検討にあたっては、「教育力」の評
価を行っている国内外の諸大学の事例を収集し、教
育力の内容項目について検討して新たな基準を設
け、それを研究業績と同様に評価する仕組みを作成
し、人事への反映を目指す。ただし、教員の業績評
価は、研究、教育、学内管理運営の 3 領域にわたっ
てバランスに配慮する必要がある。
（３）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
「短期交換研究者制度」や「中国交換研究員制度」
等本学独自の研究者交流制度の条件を改善する。
また従来中国の学術交流協定校との間で行われ
てきた中国交換研究員の協定内容に、本学での講義
等を通した教育活動を加え、それらの教育活動に対
しては有償とし、従来の研究補助制度に加味する。
海外の大学の教育スタイルを本学で実践してもら
うことにより、本学教育のグローバル化への刺激剤
としたい。
また、従来の「学外研修」制度は、あくまで研究
目的であったが、今後は本学教員が海外の大学で授
業や教育研修等を行うことを、大学として積極的に
助成する制度の創設を検討する。また、海外におけ
る教育活動を「教育業績」として評価し、人事に反
映させることも、上記（２）の点と合わせて検討す
る。
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日本人学生の
日本人学生の留学を
留学を促進するための
促進するための環境整備
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）学生への系統的な留学促進の取組
入学当初の新入生向けオリエンテーションにお
いて本学国際交流センターより、全学部に対し本学
の留学制度に対するガイダンスを行い、留学への興
味を喚起し、留学への意識付けを行っている。
その後、新入学部生を対象とした正課授業「入門
ゼミ」
、
「学習法」等に協力し、国際交流センターが
留学相談全般、海外短期語学セミナー、各種ガイダ
ンス、交換留学生選考試験、TOEFL-ITP 等を実施す
る等、本学における留学事務担当窓口であることを
認識させるとともに、留学への誘い、留学希望の具
象化を図っている。
これらの取組を経て、全学生の希望者を対象とし
て夏季および春季休暇期間に中国、韓国、アメリカ、
イギリス、オーストラリア、カナダ、フランス、ド
イツにおいて海外短期語学セミナーを実施してい
る。同セミナーは、渡航前に複数回ガイダンス等を
行い、事前学習として留学先の政治、経済、文化、
歴史等を学ぶことにより、学生の留学への関心を高
めるとともに、同セミナーで展開する体験型授業や
ホームステイを通じて、学生の国際的教養と視野を
高め、語学能力の向上を図っている。また、同セミ
ナーは長期留学への導入・誘いのプログラムとして
も位置づけられている。
さらに、次のステップとして 1 セメスター留学や
1 年間の長期留学を希望する学生については、私費
留学のほか、交換留学生として本学協定校へ留学す
ることができる。本学では、中国 6 大学、台湾 2 大
学、韓国 2 大学、タイ 1 大学、米国 3 大学、フラン
ス 2 大学、ドイツ 1 大学との間で１年間の学生交換
（派遣のみを含む）を行っているほか、カナダ、米
国各 1 大学への 1 セメスター留学を実施している。
これらの大学へ留学を希望する学生については、選
考過程を通して学生の留学目的の意識化、学習計画
の具体化等の留学指導を行う体制をとっている。ま
た、選考された交換留学生については、留学目標の
設定、目的意識深化、留学開始までのモチベーショ
ンの維持、向上のサポートを行っている。

【本構想における取組】
本学では大学全体として留学を促進するための
環境整備はかなり進んでおり、各学部でも様々な工
夫がなされている。その代表的な例が現代中国学部
の「現地プログラム」である。これは単なる語学研
修プログラムではなく、そこでの経験が学生のその
後の進路（長期留学や各種プログラムへの参加等）
を決める上で重要な役割を果たしており、先ず学生
に現地、現場を経験させ、そこで得た経験を基に自
らが考えて次の行動を取れるようにするという動
機付けプログラムでもある。今回の取組は、この「現
地プログラム」の前後の環境を整備することによ
り、学生により強く現地を意識させ、留学を促進し
ようというものである。
（１）学生への系統的な留学促進の取組の強化
中国語教育の初期段階からの HSK の導入という
ことが挙げられる。例えば中国に本科留学（語学留
学に対し学部＝本科への留学を指す）する場合、HSK
のスコアが必須となっており、学生に早い段階から
HSK を意識させることは、その後の長期留学や各種
プログラム参加への強い動機付けとなる。また（３）
で述べるダブルディグリー・プログラムの導入に当
たっても、学生の HSK スコアが当然必要となってお
り、その意味からも HSK 導入がポイントとなる。
また、「現地プログラム」から帰国した学生にと
って、3 年次の長期留学や各種プログラムまでに半
年間のブランクが生じる。これを埋めるため、今年
度から帰国後に「コミュニケーション中国語」を必
修科目として履修させるが、これと HSK とを組み合
わせることにより学生のモチベーションをさらに
高める。また HSK は、留学直前まで受験可能なので、
留学形態も現在最も多い語学留学から本科留学と
変わる可能性もある。つまり HSK の導入によって、
日本（１年）→中国（0.5 年）→日本（0.5 年）→
中国（１年）→日本（１年）という一般的留学パタ
ーンが学生に理解されやすくなり、また HSK スコア
がその目標値として強く意識されるようになる。
（２）海外留学プログラム等を開発する体制
これについては、従来同様各学部単位で各種プロ
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（２）海外留学プログラム等を開発する体制
単位修得を伴う海外留学プログラム（短期語学セ
ミナー、交換留学、認定留学）の運営については、
国際交流センターが担当している。同センターには
英語、中国語、韓国語に堪能な職員を配置し、海外
協定校との既存留学プログラムの運営や新規プロ
グラムの開発に従事しており、これまでに現代中国
学部「現地プログラム」（中国・南開大学）、「現地
研究実習」（中国労働関係学院）等の先進的な留学
プログラムを、それぞれの委員会に参画し、開発し
た実績を有している。
（３）留学希望者に対する支援体制
国際交流センターでは随時留学希望者に対する
留学相談を行っており、留学経験を有する職員等が
対応し、適切なアドバイスを行う支援体制を整えて
いる。
さらに、留学希望者への支援の一環として、英語
圏の大学への留学時に必要な語学能力を測定する
ために TOEFL-ITP を年 5 回程度実施し、留学希望者
への便宜を図っている。また、留学前と留学後の語
学 能力向 上レ ベルを 数値で 比較 できる ように
TOEFL-ITP 等語学能力試験を留学前後にも継続的に
受験するように指導を行っている。
（４）留学や奨学金に関する情報収集・提供
学生の海外留学に関する情報や奨学金等に関す
る情報の収集、提供を国際交流センターが担当して
いる。
同センターでは日本学生支援機構（JASSO）や国
際教育交流協議会（JAFSA）との緊密な連絡体制を
構築しており、日常的に海外留学や奨学金に関する
最新情報を収集し、窓口や掲示を介して留学希望者
へ情報を提供している。
（５）海外留学を促進する制度の導入
留学を促進するために本学では、留学先で修得し
た単位について、年間 30 単位を上限として認定で
きる制度（「交換留学制度」）
、外国への留学期間の 1
年間を上限として修業年限に含めることができ 4 年
間で卒業が可能となる制度（
「認定留学制度」
）等に
より、留学を希望する学生を積極的に支援し、学生
がより留学しやすい環境を構築している。
また、留学希望者の経済的負担の軽減を目的とし
て、交換留学では年間 40 万円の奨学金給付および
外国での授業料免除、認定留学では 1 セメスター5
万円の奨学金給付および本学授業料半額免除等、本
学独自の留学奨励金制度を設けており、公費留学や
他大学の留学制度と比較しても遜色のない内容と
なっている。

グラムを構想することになるが、国際交流センター
を中心とした関係部署との協力体制の強化や、複数
学部での構想や全学としての取組が必要である。
（３）留学希望者への支援体制
新たな取組としてはダブルディグリー・プログラ
ムの導入があるが、これは「現地プログラム」後の
環境整備という点で重要である。これは先ほど述べ
た「現地プログラム」と長期留学との間のブランク
を解消するもので、多くのニーズが期待される。
この制度は言うまでもなくそれぞれの大学での
単位修得を前提としており、大学間の緊密な関係が
求められる。この点から言えば、今回の協定先とし
て予定している南開大学漢語言文化学院は「現地プ
ログラム」実施の提携先であり、学生にとってはそ
のまま勉強を続けられることになる。日本（１年）
→中国（0.5 年＋1.5 年）→日本（1 年）となり、
留学が容易になる。この制度を利用できる学生は当
面は本学の学生に限られるが、南開大学の学生の受
け入れについても検討する。なお、学生には奨学金
を給付予定である。
（４）留学や奨学金に関する情報収集・提供
この点に関しては、中国事務所の開設が挙げられ
る。その主要な目的の 1 つは、本学の留学志願者の
ためのサポートであり、現地の大学や関係機関とコ
ンタクトを取り、留学生制度や奨学金等の関連情報
の収集を行い、国際交流センターと連携して、学生
にとって安心かつ充実した留学を実現することで
ある。従来は国際交流センターが全面的にその役割
を担ってきたが、日本国内だけでの情報収集には限
界があり、特に中国では情報収集を含め多くの場合
人的関係が極めて重要であることから、現地事務所
がありスタッフが常駐していることが不可欠であ
る。同時に学生の留学中にあっては、生活面や安全
面での力強い支援センターとしての役割を担う重
要な存在でもある。また中国では現在、本学の卒業
生（日本人学生及び中国人学生）が多く活躍してお
り、同窓会活動も天津及び上海を中心に活発で、こ
れまでも様々な形で協力関係を築いてきている。国
際交流センター、中国事務所、そしてこの同窓会組
織を巻き込んで、就職問題を含めた強力なバックア
ップ体制を作ることが、日本人学生の中国留学と中
国人学生の日本留学の促進につながる。
（５）海外留学を促進する制度の導入
まず現代中国学部において、現在「交換留学制度」
でしか認めていなかった単位認定を、平成 26
（2014）
年度から休学留学にも一定の条件を付けた上で認
める。これにより、留学方法の選択肢が増えること
となり、現在最も多い休学留学者も、留学期間は卒
業要件の在学期間には含まれないものの、単位修得
は容易になり、留学者数の増加が見込まれる。
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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）健康管理や学修管理における支援体制
留学中の健康管理、学修管理体制については、定
期的な生活および学習状況に関するレポート提出
を義務付け、メールまたは必要に応じて電話等で学
生サポートを行う体制をとっている。また、留学先
の国際交流センターと連携をとり、学生の健康管
理、学習管理をサポートする体制をとっており、緊
急時には、留学生から国際交流センターに 24 時間
電話連絡できる体制を構築している。
また、さらにきめ細かい指導体制を確立するため
に留学中の学生へのポートフォリオの導入につい
ても、現在、既に本学内で導入している事例を参考
に導入を検討中である。
（２）学生への就職支援体制
本学にはすでに「愛知大学・包括的キャリア形成
支援システム（CISA）」があり、その中で学士課程
教育、学生生活、キャリアデザインや就職活動支援
等を系統的に行っており、留学もその中に位置づけ
られているため、留学前もまた帰国した後も、全学
的な支援体制の下で支援が受けられる。
（３）緊急時、災害時の学生支援体制
本学では発生または発生が予測される様々な事
象に伴う危機に対する情報の収集と共有・利用を適
切に行い、学生の安全確保を図るとともに社会的責
任を果たすことを目的とした危機管理委員会を組
織している。同委員会は毎月 1 回開催し、危機管理
のガイドライン、研修や訓練、対策の見直し等を常
時行なっている。その中で、同委員会と国際交流セ
ンターが連携し、留学中の日本人学生、受け入れた
外国人留学生に対して、日本人学生の留学先の状況
の把握、外国人留学生の母国の状況の情報収集に努
めている。危機事象発生時には緊急対策本部を設置
し、関係部署との連携により対応にあたっている。
実際の対応実績として、平成 15（2003）年、「中国
現地プログラム」実施中に発生した SARS への本学
の危機管理対応が、『科学』（Vol.73,2003）にお
いて模範的事例として高く評価された。
（４）履修アドバイザー等の配置
本学には学業の支援をする「学習・教育支援セン
ター」が設置されており、同センターではアドバイ
ザー（専任教職員）を配置し、主に学習指導にあた
っている。また、ピアサポート体制を整え、上級生
の下級生に対するアドバイス等も行っている。

【本構想における取組】
（１）健康管理や学修管理における支援体制強化
本学では、従来から学生の留学を奨励しており、
その支援体制についても徐々に整えられつつある
が、現代中国学部のダブルディグリー・プログラム
の導入により、従来型の留学に加え新たな形態が生
まれることになる。この点から言えば、従来の体制
では不十分と言わねばならず、多様な留学形態に対
応した新たな支援体制の検討に入るが、その場合に
現地事務所の存在が不可欠であるため、可能な限り
早期の開設を目指す。また現代中国学部では、他学
部に先駆けて来年度からポートフォリオを導入し、
学生の系統的な学習への支援と、自己管理能力の涵
養を促進させる予定である。
（２）学生への就職支援体制強化
今後は留学中の学生支援の一環として、現地事務
所を通じた就職セミナーの開催や企業紹介、さらに
は日本の就職活動状況に関する情報提供等を行い、
留学中から帰国後の就職活動に対する意識を高め、
帰国後はスムーズに就職活動ができるような体制
と学生との交信システムを構築する。

（３）緊急時、災害時の学生支援体制強化
この点に関しても、本学の学生支援体制は十分に
機能していると言えるが、中国に関して言えばやは
り現地事務所の働きに期待するところが大きい。こ
れは過去の例から見ても明らかであるが、緊急時、
災害時に現地ですぐ対応できる部署があれば、情報
収集やその後の対応が速やかに行われ、問題解決に
向けて重要な役割を果たすことが期待される。ま
た、恒常的に学生とコンタクトを取ることによっ
て、事件、事故の発生を未然に防ぐことも可能とな
り、学生も安心して勉学に励むことができる。ただ、
緊急時、災害時にいかにして学生とコンタクトを取
るかという問題があり、今後は連絡網の整備と共に
連絡方法についても検討していくことが重要であ
ると考える。
（４）履修アドバイザー等の配置
前述したように、本学では CISA と呼ばれるキャ
リア形成支援システムがあり、教職員が一体となっ
て学生を支援する体制になっている。現在は、アド
バイザーやサポートスタッフの学外研修に対する
助成制度などもあるが、今後はそのような支援制度
の更なる推進やピアサポート体制の強化に取り組
んでいきたい。
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語学力を
語学力を向上させるための
向上させるための入学時
させるための入学時から
入学時から卒業時
から卒業時までの
卒業時までの一体的
までの一体的な
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】
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については、入試戦略委員会を
中心に学内で検討してきており、徐々に入試制度に
反映させてきている。
英語教育においては、例えば国際コミュニケーショ
ン学部の推薦入試での出願資格として、英検、TOEFL
や TOEIC 等の検定試験スコアの提出を求めており、
さらに英語学科（現在の言語コミュニケーション学科
が平成 25（2013）年 4 月から名称変更）では、その
ような高い運用能力を持って入学してくる学生に対
して、英語で行われる講義を 1 年次より選択できる
カリキュラムを導入している。また、全ての学部の
推薦入試において英語の学科試験を課すなど、中等
教育段階までに修得した英語能力を適切に評価するも
のとなっている。
次に入学志願者の留学経験や在外経験等に対して
の適切な評価については、本学では既に経済学部、
現代中国学部、国際コミュニケーション学部、地域
政策学部で、海外帰国生選抜試験が行われている。
またその面接試験では、例えば、国際コミュニケー
ション学部では日本語と英語による質疑応答が行わ
れ、現代中国学部では日本語と中国語による試験が
行われる等、実際の会話能力を試す試験となってい
る。しかしこれらの試験は、学部間でのばらつきが
あり、その解消に向けて全学的に取り組む必要があ
る。
現代中国学部では本学で唯一 AO 入試を実施し、そ
の際に入学志願者の中国語や英語の外部試験の結果
や留学経験などを勘案して入学者を決定している。
また入学後の中国語教育においては、そのような入
学者に対応するために特別クラスを設けており、学
生が大学でもスムーズに学習を継続できるように、
また他の学生のよい刺激となるように配慮してい
る。さらに推薦入試制度においては、東海 3 県を中
心に中国語教育を行っている高校の生徒を積極的に
受け入れており、既習者に対する配慮を行っている
が、英語とは違い学習時間が少ない上、内容的にも
あまり高度なレベルには達しておらず、未習者との
違いが英語ほど明確でない。このような問題を解消
するためにも、入試制度も含めた改革が必要であり、
今後そのような学生の入学後の追跡調査に基づいた
検証が必要である。

【本構想における取組】
英語教育においては、比較的入試への対応が進ん
でおり、現代中国学部においてもいくつか試みられ
ているが、それらの施策はすべての学部共通となっ
ておらず、また今般の新名古屋校舎への移転に伴い
旧名古屋校舎にあった法、経営、現代中国の 3 学部
と、豊橋校舎の経済と国際コミュニケーションの 2
学部が合わさり、5 学部体制になったことから新た
な教育体制を確立することが急務となっている。
今後平成 27（2015）年度の全学カリキュラム再
編を目途に、先ず新名古屋校舎の英語教育の再編を
確実に行い、さらにそれを全学に広げる形で新たな
英語教育を行っていく必要がある。グローバル人材
の育成を促進するために、全学共通科目としての英
語カリキュラムの確立に加え、各学部の特色を活か
しながら、その専門科目に英語で授業が行われるよ
うな科目を設けるなど、新たな取組が必要である。
その中で入試改革としては、特に海外帰国生選抜
試験について、現在では 4 学部でしか実施されてお
らず、またその面接試験での 4 技能評価が学部によ
り異なる等、いくつかの課題があると思われるの
で、それらの解決に向けて入試戦略委員会でさらに
検討し、新たな取組を含め早期実現を目指す必要が
ある。
また各学部としても、例えば国際コミュニケーシ
ョン学部の英語学科（現在の言語コミュニケーショ
ン学科が平成 25（2013）年 4 月から名称変更）で
は現在も学生の習熟度に合わせた教育が行なわれ
ており、英語運用能力の高い学生や帰国子女に対応
可能になっているが、今後はそのような学生がスム
ーズに英語能力を伸ばせるように英語で行われる
授業のカリキュラムをさらに充実させる。さらに現
代中国学部のように、英語科や国際コース等を設置
している高等学校と学部間協定を結ぶ等して、学生
の受入を強化すべきである。
これまでの取組においても述べたが、中国語教育
については既に、入試における中等教育段階までの
外国語力や留学経験等の適切な評価を行っている
が、現状では問題点も多い。これについては新しい
取組を積極的に行うというよりもむしろ、これまで
の実績をしっかり検証して、今後どうするのかとい
う明確なビジョンを持つことが重要であると考え
る。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。
（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
本学ではグローバル人材育成のために語学教育は
欠かせないものとして重視しており、特に英語教育
はその中核をなすものとして、これまでも様々な取
組を行ってきた。前回の全学カリキュラム再編で行
った英語教育に関する様々な試みは、すべて本学の
英語重視の姿勢の表れであり、特に国際コミュニケ
ーション学部を中心に入試にもそれらの考え方は反
映されている。また、現代中国学部では中国語教育
と共に英語教育についても専任教員を配置し、英語
教育の充実を図っている。ここでは現代中国学部の
英語及び中国語教育における取組を紹介する。
英語教育に関しては、1 年生でオーラル・コミュ
ニケーション、2 年生で TOEIC、3 年生でリーディン
グの必修クラスを設けている。少人数化も積極的に
取り組んでいる。入学時プレイスメントテスト、1
年次終了時と 2 年次終了時にそれぞれ TOEIC IP 試験
を受け、これら 3 学年すべての科目で完全習熟度別
クラス編成を行うとともに、1 年次から 2 年次にか
けての英語力の伸びを測定して、学生のモチベーシ
ョンを高め、授業の質向上に努めている。3 年次リ
ーディングでは、学部用に制作した、英文経済紙の
記事をベースとする『英語で現代中国・アジアを多
角的に読む』を統一教科書として使用し、今後のグ
ローバル人材に最も必要といえる「アジア英語」の
修得に励んでいる。さらに、
「Business English」
（ア
ジア訛りの英語を聴くとともに、基本的なビジネス
マナーを学ぶ）や、
「Writing」（論文執筆の基礎や
TOEIC スピーキング・ライティング・テストのライ
ティングにも対応）など、実用英語能力向上をしっ
かり見据えた豊富な選択科目も提供している。これ
に加え、現在、自習用に 2 つのオンライン英語学習
コースを設けている。
中国語教育に関しては、英語と異なりその殆どが
未習者であり、対応も異なっている。一部の既習者
（現状で言えば中国残留孤児の子弟、中国留学経験
者、中国語既習者等がいる）への対応策ということ
で特別クラスを設けており、そこでは学生の習熟度
に合わせて教材を選定し、試験も独自に行うなどき
め細やかな対応をしている。
「現地プログラム」にお
いても同様に特別クラスを設けて対応している。中
国語未習者は、リーディング、ライティングを中心

【本構想における取組】
現代中国学部では、英語教育についてはすでに入
学時プレイスメントテストによる習熟度別語学ク
ラスの編成や TOEIC IP 試験の実施など、全学の英
語教育見直しの流れの中で、新たな試みを既に始め
ているが、その過程でいくつかの問題が出てきてい
る。時間や場所に拘束されない柔軟な形で、語学の
自習機会や時間を増やすために、オンライン学習シ
ステムを強化したいのだが、現在の 2 コースでは不
十分なためこれを 4 コース程度にコースを増やす、
さらに、授業での積極的活用も視野に入れて、利用
者数増加に対応するためにサーバーも増やす等、先
ずはその環境整備を早急に行う。また新たな取組と
して、シンガポールやフィリピンといったアジア諸
国での短期語学研修制度を平成 25（2013）年度に
新設し、コミュニケーション能力に磨きをかけなが
ら、現地の文化、慣習、法律、社会的ニーズを前も
って知ることで、長期の専門研究のための留学準備
教育の一環としたい。関連して、語学トレーニング
の方法や、留学制度を通して獲得したリアルタイム
の現地情報を研究的見地から社会に発信するため
のホームページを来年度から開設し、日本社会への
貢献を意識したグローバル人材の育成につなげた
い。
中国語教育については、既習者を対象とした英語
教育と、未習者を対象とした中国語教育を単純に比
較することはできず、その対応についても異なるも
のとならざるを得ないが、英語教育における TOEIC
のような学生の語学力向上度を測定する試験の導
入は可能であり、逆に卒業時の外国語力スタンダー
ドを見据えた効果的な語学教育を行うためには不
可欠である。このため現代中国学部では、卒業時の
中国語力スタンダードを HSK で計るものとし、それ
ぞれの段階で達成目標を設定し、それによって履修
できる科目や免除される科目等を作り、また目標達
成を各種プログラムの参加条件とするという、HSK
を教学モデルに組み込んだシステムの構築を来年
度から段階的に行うこととした。
このため、まずはカリキュラムの変更は伴わない
形でのナンバリングや、シラバスの一層の充実を図
るとともに、HSK を組み込んだ形での履修モデルを
作成する等、学生に系統的かつ自主的に中国語を学
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とした「中国語Ⅰ・Ⅱ」
、リスニング、スピーキング
を中心とした「中国語Ⅲ・Ⅳ」を初期段階の必修科
目として学ぶことになるが、授業は統一教材、統一
進度、統一試験で行われ、試験の採点も教員全員で
行うなど、その評価も公平性、客観性を持ったもの
となっている。この方式は 1 年次後期の文法を中心
とした「中国語Ⅴ」
、会話中心の「中国語Ⅵ」
、留学
会話を学ぶ「中国語Ⅶ」
、オリジナルソフトを使った
CALL 科目である「中国語Ⅷ」の必修科目、2 年次前
期に実施される「中国現地プログラム」の中国語科
目「中国語Ⅸ～ⅩⅥ」
、さらには帰国後の「コミュニ
ケーション中国語」
（今年度から必修化）の授業まで
引き継がれ、学生にとっては入学当初から中国での
研修を織り込んだ教育を受けることにより、系統的
に中国語を学ぶことが可能で、また実際にその教育
効果も高いものとなっている。さらに初期段階での
発音教育を重視し、1 年次に通年で「中国語発音」
を必修科目として履修することにより、中国語の基
礎教育において非常に重要な発音を、中国から招聘
した教員から直接学ぶことができる。学生はこれら
必修中国語を履修するだけでなく、2 年次後期から
はその成績に応じて履修を認められる中国語強化部
門の「中国語プレゼンテーション」や「上級中国語」
を履修し、その後の「現地研究実習」、
「現地インタ
ーンシップ」等の各種プログラム参加や長期留学の
ための事前準備をする、選択科目から「ビジネス中
国語」や「中国語方言」などを履修する等、それぞ
れの目的とレベルに合った 4 技能の修得を目指すこ
とになる。ただ現状では、中国語強化部門における
教育が、結果的に当初の目標よりレベル的に少し低
いところに設定されており、十分に機能していると
は言い難い。
教育体制については、中国語担当者による中国語
運営委員会を組織し、授業計画の策定や、進度や教
授法などについて恒常的に情報交換を行い、それら
を自らの授業に活かすことができるような体制にな
っている。また、学生による授業評価や、学部全体
のカリキュラムや教育方法などについてワークショ
ップを開催して、その結果を実際の授業に反映させ
るなど、FD 活動も積極的に取り組んでいる。ただ現
状では、さらに一歩踏み込んだ取組、例えば教員相
互の授業参観や相互評価などは行われておらず、今
後も引き続き体制改革を行っていく必要がある。さ
らに、現代中国学部の中国語教育は原則として 25
名以下の少人数教育で行われており、これは「現地
プログラム」での教育でも同様であるが、その目的
は主としてリスニング、スピーキング能力の向上に
あり、論文作成といった点ではまだ対応が不十分で
ある。実際に必修の卒業論文執筆において、中国語
で執筆する者は少数である。

ばせ、同時に HSK を使ってそれぞれのレベルに応じ
た目標を持たせ、その達成に向かって努力させると
いうのが主旨である。
このため、来年度までに当該学部独自の「ポート
フォリオ」を使ったシステムを作り、学生に管理さ
せる。また、HSK の目標値に達するためのサポート
として、3～6 級までの HSK 対策講座を当面はカリ
キュラム外に設け、この担当者には外部の人間を当
てる。学生はどの級を受験するかを決めることにな
るが、原則的には 3 級からということなる。既に指
定の級を持っている学生には、さらに上を目指して
もらい次の級の講座を受講させる。つまり、どの講
座を受講するかは学生の自由であるが、あくまでも
グレード制で、教員の求める級に達した場合は、表
彰や授業免除等の特典が与えられる。また、各種プ
ログラムへの参加資格も与えられる。一方、設定さ
れた目標に達しなかった場合は、様々な警告が与え
られるが、その結果卒業できなくなるような事態は
今のところ想定していない。
このように、現代中国学部の中国語教育の中に
HSK を取り入れることにより、学生は学習目標をそ
のレベルに応じて明確にできるとともに、スコア取
得を義務付けられた各種プログラムへの参加者の
モチベーションを高める効果も期待できる。またこ
の新たな取組を行う過程で、現状のカリキュラムの
見直しを行い、特に中国語強化部門を本来の目標で
ある通訳や翻訳者を養成するレベルまで高め、そこ
での教育が学生の本科留学に連動するようにした
い。
次に教育体制については、FD 活動とも関連する
がやはり PDCA サイクルの考え方が重要である。今
後も学生の授業評価や教学ワークショップの開催
を定期的に行うと共に、
「ACT」の部分をより重視し、
教員相互の授業参観や相互評価等を含めた新たな
取組を、中国語運営委員会を中心に策定し、来年度
から実施する。また、中国語の作文能力を向上させ
るための添削システムを、南開大学漢語言文化学院
と共同で開発するが、英語と同様時間や場所に拘束
されない柔軟な形で学習が行えるよう、パソコンを
使ったシステムとする。これにより、学生の中国語
ライティング力を、卒論執筆が可能な程度まで高め
たい。このシステムは必ずしも教員による指導とは
限らず、例えば学生同士がお互いに添削することに
よって、日本人学生は日本語の、中国人学生は中国
語の運用能力が試されることになり、自国の言語や
文化を再認識することに繋がる。この場合の相手
は、現地の大学で日本語を学ぶ学生が望ましいが、
「現地プログラム」では現地で日本語を学ぶ学生と
の交流会が毎年開かれており、そういった繋がりを
利用すれば実現可能である。
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様式６
様式６
様式６
様式６全体で
全体で４ページ以内
ページ以内

構想の
構想の実現に
実現に向けた推進体制
けた推進体制、
推進体制、準備状況、
準備状況、資金計画の
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】
本構想は、教学担当副学長（常務理事）の下に設置され、現代中国学部長と関係教員・関係部署の事務
職員をメンバーとする構想会議において検討した内容を基にまとめあげたものである。本構想が実施に移
される際には、同じく教学担当副学長を責任者とする推進委員会を設置する。この委員会は現代中国学部
長のほか、同学部の現地プログラム実施委員会、現地研究実習実施委員会、現地インターンシップ実施委
員会の各責任者、さらに全学的な取組に関わる国際交流センター所長、
「さくら 21」プロジェクト推進委
員会の責任者、共通教育に関わる責任者、オンライン語学教育ワーキンググループの責任者、関係事務職
員等からなり、構想の実施過程全般に対するマネジメントを行う。なお、
「さくら 21」プロジェクト委員
会とオンライン語学教育ワーキンググループは、この推進委員会の下に置かれることになる。
また、構想の実施過程において、推進委員会は PDCA サイクルに従って事業実施の改善に努める。本学
の「自己点検・内部質保証委員会」による評価を受けて自ら改善に努めることはむろんのこと、一定期間
ごとに参加学生に対し意見聴取やアンケートを行って評価を求め、その後の改善に役立てる。さらに原則
として毎年、外部有識者による評価委員会を組織し、達成状況の評価と改善のためのアドバイスを求める。
英語に関しては、現代中国学部英語担当、名古屋キャンパス TOEIC 世話役を中心として、英語教育を専
門分野としデータ解析にも精通した教員に適宜アドバイスを求めながら構想運営にあたる。本学名古屋キ
ャンパスでは、TOEIC を共通英語科目として以来、TOEIC 会議を開催して各クラスの授業運営状況の報告
や指導方法の意見交換を積極的に行い、習熟度別クラス編成や、評価およびテキストの統一化を実行して
きた。また、TOEIC を運営する一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会による、本学学生のス
コア分析の説明会も開催した。この体制を活用する形で、TOEIC IP スコアの客観的データおよび授業評
価アンケートによる学生の声に基づいて、構想の進捗度の評価・報告を毎年行っていきたい。

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。

今回の構想実現によって得られた成果については、実施の過程の中で随時本学のホームページ上で公表
し、中国語や英語でも積極的に掲載する。
現代中国学部の「現地研究実習」や「現地インターンシップ」については、従来から学内外の関係者を
本学に招いて報告会を実施してきた。わけても「現地研究実習」は、平成 11（1999）年の初回から今日
に至るまで、毎年の調査の終わりに調査地において中国人学生や教員、訪問先関係者等を招き、中国語に
よるシンポジウムを開催してきた。これは日本国内のみならず中国からも高い評価を得てきた。この取組
は今後も続けていく。
本構想が採択された場合、まず本構想の具体的内容を明らかにした構想発表会を開催する。また。毎年
度定期的に成果報告会とワークショップを開催し、年次報告書を作成、配布する。また、成果がある程度
まとまった段階で、同種の試みを行っている他大学の関係者と経験を交流すべく、共催の形で報告会を兼
ねたシンポジウムを開催する。これには、他大学関係者、関係諸機関、産業界、マスメディア等を招き、
本構想の成果と意義、さらに今後の課題などを広く社会に認知してもらい、国内各大学の教育実践の参考
に供したい。
平成 28（2016）年度には本構想の経験を総括する報告書を作成、刊行する。

34
（大学名：

愛知大学 ）
（申請区分： 特色型
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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】
○平成 24 年度実施予定分は１を除き既に検討中。
○平成 25 年度実施予定分は４、５、６が既に検討開始。１、３はこれから交渉。
○平成 26 年度実施予定分は３が既に検討開始。４、６はこれから交渉。
○平成 27 年度実施予定分は３が既に検討開始。１、２はこれから交渉。
○平成 28 年度実施予定分は全てこれから検討予定。

【平成２４年度】
１．愛知大学の「グローバル人材育成」方針についての発表会開催（全学の取組、以下「全」と略す）
２．
「さくら 21」プロジェクト推進委員会の発足（全）
３．教材検討・開発会議の立ち上げ（全）
４．
「現地プログラム」専属職員の雇用（現代中国学部の取組、以下「現」と略す）
５．中国語及び英語教育のソフト面の充実（現）
６．長期留学生のインターンシップ参加（現）
【平成２５年度】
１．愛知大学天津事務所の開設（愛大会館内のテレビ会議システムの構築を含む）
（全）
２．
「さくら 21」プロジェクトの開始（全）
３．労働関係学院との SEND プログラム開始（労働関係学院とのテレビ会議システムの構築を含む）
（現）
４．HSK の導入（対策講座開始、優秀学生の表彰）
（現）
５．ポートフォリオの導入（現）
６．中国語及び英語教育のハード面の充実（現）
【平成２６年度】
１．
「グローバル人材育成」に関する中間報告会の開催 （全）
２．各種独自教材・ソフトの一部完成、使用開始。以降継続（全）
３．教員向け語学力アップ型海外研修制度の開始（全）
４．南開大学漢語言文化学院とのダブルディグリー・プログラムの運用開始（奨学金制度）
（現）
５．休学留学者の単位認定開始（現）
６．専門科目の担当教員の提携校からの招聘（現）
【平成２７年度】
１．愛知大学上海事務所の開設（全）
２．ASEAN 諸国への短期語学研修開始（奨学金制度）
（全）
３．ダブルディグリー留学生のインターンシップ参加（現）

【平成２８年度】
１．現代中国学部の取組の他学部での部分実施（全）
２．5 年間の検証と次の 5 年間に向けての新たな取組の策定（全）
３．
「グローバル人材育成」についてのシンポジウムの開催（全）
４．結果についての報告書の作成とホームページでの公開（全）
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愛知大学 ）
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
今回の取組については、基本的に財政支援期間が終了しても継続して行う。環境整備等で購入した機器
備品等は現代中国学部の学生による使用を優先するが、今回の取組は全学として推進していく取組でもあ
るため、他学部においても使用法を検討いただき、大いに活用していただくよう促す。また中国に開設し
た現地事務所については、支援期間終了後も人件費等の運営経費を本学が負担し、その拡充を図る。
財政支援期間中にノウハウや能力を蓄積し、財政支援終了後には可能な限り自前で運営できる体制を作
り上げるよう努めるが、国内他大学との共同運営や、外国の大学との提携による運営の可能性も追求する。

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】
環境整備で購入した機器備品、物品は継続して使用していく。財政支援期間終了後の保守費や買い替え
需要の際は事前に予算申請し、本学負担の下、事業を継続していく。

【人件費・謝金】
財政支援期間に開設した現地事務所は財政支援期間終了後も大学が継続運営する。それに伴う現地職
員、契約教員も継続雇用していく。また、セミナーやシンポジウムでの講演者への謝金も同様に本学が負
担する。

【旅費】
「現地プログラム」や現地調査など、現地への旅費については、財政支援期間中も本学で負担していく。

【その他】
事業報告、情報提供については HP を随時更新し、報告書も毎年作成していく。
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愛知大学 ）
（申請区分： 特色型

）

様式７
様式７

支援期間における
支援期間における各経費
年度ごとに1
ページ】
における各経費の
各経費の明細【年度ごとに
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 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・ポートフォリオシステム初期導入費用
・同年間費用・SSLサーバー証明、申請費用
・「さくら21」プロジェクト（タッチパネル一式）
・オンライン中国語・英語トレーニング教材
・同年間保守費
・RMCS設置2拠点準備（国際遠隔テレビ講義方式）
②消耗品費
・「さくら21」プロジェクト（図書、書籍、DVD等）
・事務用品等（天津事務所開設事務用品、PC等）

26,160
22,160
210
3,150
800
11,500
500
6,000
4,000
2,000
2,000

1,000

［人件費・謝金］
①人件費
・専任事務職員（＠7,000千円×2人）※6ヵ月
・契約事務職員（＠2,700千円×2人）※6ヵ月
・契約教育職員（＠6,800千円×2人）※6ヵ月
・留学コーディネーター契約職員（東南アジア）

15,000
15,000
3,500
2,700
6,800

3,500
3,500
3,500

1,000
1,000

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

事業規模
（①＋②）

27,160
22,160
210
3,150
800
11,500
500
6,000
5,000
2,000
3,000
18,500
18,500
7,000
2,700
6,800

該当ページ

様式1(P20) 右32行目
様式1(P20) 右32行目
様式1(P18) 右35行目
様式1(P20) 右22行目
様式1(P20) 右22行目
様式2(P25) 右24行目

様式1(P18) 右35行目
様式1(P21) ④右

様式1(P21) ④右
様式2(P23) 右40行目
様式2(P25) 右42行目
様式2(P25) 右5行目

2,000

2,000

5,556

5,556

3,870
1,686

3,870
1,686

12,480
10,280
600

12,480
10,280
600

180

180

様式1(P18) 右35行目

3,000
500
6,000
1,500
1,500

3,000
500
6,000
1,500
1,500

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式2(P24) 右19行目

③会議費
・「グローバル人材育成」方針発表会会場費他

400
400

400
400

④通信運搬費
・提携大学／現地事務所連絡等通信費

300

300

300

300

※6ヵ月

②謝金

［旅費］
・外国旅費
（教職員の提携大学／現地事務所等との打ち合わせ）

～中国 5日(215千円）×3人×6回
～東南アジア 7日（281千円）×2人×3回
［その他］
①外注費
・天津現地事務所業務委託費
・教材開発

様式1(P21) ④右
様式2(P25) 右5行目

様式1(P21) ④右

（「さくら21」プロジェクト担当他、3人業務委託）

・HP新規作成
・広報費
・外国語検定試験実施（HSK等）
②印刷製本費
・プログラム実施要綱

様式6(P34) ②

様式6(P34) ②

様式1(P21) ④右

（50千円×6）

⑤光熱水料

⑥その他（諸経費）

平成２４年度

合計

59,196

（大学名：
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4,500

愛知大学

63,696

）（申請区分：

特色型

）

（前ページの
ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・ポートフォリオ年間維持費用
・オンライン中国語・英語トレーニング教材
・同年間保守費
②消耗品費
・事務用品
・「さくら21」プロジェクト（図書、書籍、DVD等）

16,650
14,650
3,150
11,000
500
2,000

［人件費・謝金］
①人件費
・専任事務職員（＠7,000千円×2人）
・契約事務職員（＠2,700千円×2人）
・契約教育職員（＠6,800千円×2人）
・留学コーディネーター契約職員（東南アジア）
・契約教員（東南アジア）（＠6,800千円×1人）
②謝金
・企業人との交流会（20千円×50人）
・留学事前研修講師料
・シンポジウム・講演会講師

39,856
36,800
7,000
5,400
13,600
4,000
6,800
3,056
1,000
400

500

500
500

2,000
7,100
7,000
7,000

100
100

事業規模
（①＋②）

17,150
14,650
3,150
11,000
500
2,500
500
2,000
46,956
43,800
14,000
5,400
13,600
4,000
6,800
3,156
1,000
500

該当ページ

様式1(P20) 右32行目
様式1(P20) 右22行目
様式1(P20) 右22行目

様式1(P21) ④右
様式1(P18) 右35行目

様式1(P21) ④右
様式2(P23) 右40行目
様式2(P25) 右42行目
様式2(P25) 右5行目
様式2(P25) 右5行目

様式4(P30) 右15行目
様式2(P23) 右40行目

1,596

様式6(P34) ②

60
17,100

様式6(P34) ①

8,200

7,000
1,200

6,450
2,450
7,000
1,200

1,596
（＠(111千円＋22千円）×12人）

・評価委員会外部有識者謝礼（＠20千円×3人）
［旅費］
・外国旅費

60
8,900

（教職員の提携大学／現地事務所等との打ち合わせ）

～中国 10日×3人×10回
～東南アジア契約学校選定調査（5日間×2人）
・現地プログラム、現地調査旅費（教職員）
・現地スタッフ交通費

6,450
2,450

［その他］
①外注費
・天津現地事務所業務委託費（年間）
・教材開発

21,250
14,300
1,200

365
100

3,600

21,615
14,400
1,200

様式1(P21) ④右
様式2(P25) 右5行目
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右

様式1(P21) ④右

3,600

様式1(P18) 右35行目

1,000
600
1,000
6,000
1,000

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式2(P24) 右19行目
様式1(P18) 右35行目

（「さくら21」プロジェクト担当他、3人業務委託）

・報告書等翻訳料
・HP更新作業（プログラム報告、維持費）
・広報費
・外国語検定試験実施（HSK等）
・「さくら21」プロジェクト（日本文化鑑賞等）

1,000
500
1,000
6,000
1,000

②印刷製本費
・プログラム実施要綱等
・調査報告書等

3,000
1,500
1,500

3,000
1,500
1,500

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

③会議費
・報告会、企業人との交流会等会場使用料金等
・シンポジウム（講演会、セミナー等）

2,900
900
2,000

2,900
900
2,000

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

④通信運搬費
・現地事務所連絡等通信費（50千円×12×2拠点）

100

980
980

220
220

1,200
1,200

様式1(P21) ④右

70

45
45

115
45
70

様式1(P21) ④右
様式6(P34) ②

16,165

102,821

⑤光熱水料

⑥その他（諸経費）
・実習中の薬品代（3拠点）
・報告会等花代、資料代

平成２５年度

70
合計

86,656

（大学名：

38

愛知大学

）（申請区分：

特色型

）

（前ページの
ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・ポートフォリオ年間維持費用
・オンライン中国語・英語トレーニング教材
保守費

7,650
3,650
3,150

②消耗品費
・事務用品等（上海事務所開設準備：事務用品、PC等）
・「さくら21」プロジェクト（図書、書籍、DVD等）

4,000
2,000
2,000
45,756
42,800
7,000
5,400
13,600
4,000
6,800
1,500
4,500
2,956
1,000
300

1,000

該当ページ

8,650
3,650
3,150

様式1(P20) 右32行目

500

様式1(P20) 右22行目

1,000
1,000

5,000
3,000
2,000

様式1(P21) ④右
様式1(P18) 右35行目

13,100
13,000
7,000

58,856
55,800
14,000
5,400
13,600
4,000
6,800
3,000
9,000
3,056
1,000
400

500

［人件費・謝金］
①人件費
・専任事務職員（＠7,000千円×2人）
・契約事務職員（＠2,700千円×2人）
・契約教育職員（＠6,800千円×2人）
・留学コーディネーター契約職員（東南アジア）
・契約教員（東南アジア）（＠6,800千円×1人）
・中国人教員招聘（1人）
・教員海外研修（1人）（＠9,000千円×1人）
②謝金
・企業人との交流会（20千円×50人）
・留学事前研修講師料
・シンポジウム・講演会講師

事業規模
（①＋②）

1,500
4,500
100
100

1,596

様式1(P21) ④右
様式2(P23) 右40行目
様式2(P25) 右42行目
様式2(P25) 右5行目
様式2(P25) 右5行目
様式3(P26) 右12行目
様式3(P26) 右29行目

様式4(P30) 右15行目
様式2(P23) 右40行目

1,596

様式6(P34) ②

60
19,920

様式6(P34) ①

5,160
980
2,580
7,000
1,200
3,000
22,815
15,000
1,200
600

様式1(P21) ④右
様式2(P25) 右5行目
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式3(P26) 右12行目

3,600

様式1(P18) 右35行目

1,000
600
1,000
6,000
1,000
3,000
1,500
1,500

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式2(P24) 右19行目
様式1(P18) 右35行目

（＠(111千円＋22千円）×12人）

・評価委員会外部有識者謝礼（＠20千円×3人）
［旅費］
・外国旅費

60
10,220

9,700

（教職員の提携大学／現地事務所等との打ち合わせ）

～中国 （10日間×3人×8回）
～東南アジア契約学校視察費（5日間×2人×2回）
・職員現地出張（5日間×6回×2人）
・現地プログラム、現地調査旅費（教職員）
・現地スタッフ交通費
・中国人教員招聘（1人）
［その他］
①外注費
・天津現地事務所業務委託費（年間）
・上海現地事務所業務委託費（年間）
・教材開発

5,160
980
2,580

1,500
22,450
14,900
1,200
600

7,000
1,200
1,500
365
100

3,600

様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右

（「さくら21」プロジェクト担当他、3人業務委託）

・報告書等翻訳料
・HP更新作業（プログラム報告、維持費）
・広報費
・外国語検定試験実施（HSK等）
・「さくら21」プロジェクト（日本文化鑑賞等）
②印刷製本費
・プログラム実施要綱等
・調査報告書等

1,000
500
1,000
6,000
1,000
3,000
1,500
1,500

③会議費
・報告会、企業人との交流会等会場使用料金等
・シンポジウム（講演会、セミナー等）

2,900
900
2,000

④通信運搬費
・現地事務所連絡等通信費（50千円×12×3拠点）

1,580
1,580

70

100

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

2,900
900
2,000

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

220
220

1,800
1,800

様式1(P21) ④右

45
45

115
45
70

様式1(P21) ④右
様式6(P34) ②

24,165

110,241

⑤光熱水料
⑥その他（諸経費）
・実習中の薬品代（3拠点）
・報告会等花代、資料代

平成２６年度

70
合計

86,076

（大学名：

39

愛知大学

）（申請区分：

特色型

）

（前ページの
ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・ポートフォリオ年間維持費用
・オンライン中国語・英語トレーニング教材
保守費
・RMCS保守費
②消耗品費
・事務用品（3拠点）
・「さくら21」プロジェクト（図書、書籍、DVD等）
・教材用ソフトウェア、書籍等
［人件費・謝金］
①人件費
・専任事務職員（＠7,000千円×2人）
・契約事務職員（＠2,700千円×2人）
・契約教育職員（＠6,800千円×2人）
・留学コーディネーター契約職員（東南アジア）
・契約教員（東南アジア）（＠6,800千円×1人）
・中国人教員招聘（1人）
・教員海外研修（1人）（＠9,000千円×1人）
②謝金
・企業人との交流会（20千円×50人）
・留学事前研修講師料
・シンポジウム・講演会講師

7,150
4,150
3,150

1,000

500
500
3,000
1,000
2,000
45,756
42,800
7,000
5,400
13,600
4,000
6,800
1,500
4,500
2,956
1,000
300

1,000
500
500
13,100
13,000
7,000

1,500
4,500
100
100

事業規模
（①＋②）

該当ページ

8,150
4,150
3,150

様式1(P20) 右32行目

500

様式1(P20) 右22行目

500
4,000
1,500
2,000
500
58,856
55,800
14,000
5,400
13,600
4,000
6,800
3,000
9,000
3,056
1,000
400

様式2(P25) 右24行目

様式1(P21) ④右
様式1(P18) 右35行目
様式1(P21) ④右

様式1(P21) ④右
様式2(P23) 右40行目
様式2(P25) 右42行目
様式2(P25) 右5行目
様式2(P25) 右5行目
様式3(P26) 右12行目
様式3(P26) 右29行目

様式4(P30) 右15行目
様式2(P23) 右40行目

1,596

様式6(P34) ②

60
19,920

様式6(P34) ①

5,160
980
2,580
7,000
1,200
3,000
23,415
15,600
1,200
1,200

様式1(P21) ④右
様式2(P25) 右5行目
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式3(P26) 右12行目

3,600

3,600

様式1(P18) 右35行目

・報告書等翻訳料
・HP更新作業（プログラム報告、維持費）
・広報費
・外国語検定試験実施（HSK等）
②印刷製本費
・プログラム実施要綱等
・調査報告書等

1,000
1,000
500
1,000
6,000
3,000
1,500
1,500

1,000
1,000
600
1,000
6,000
3,000
1,500
1,500

様式1(P18) 右35行目
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式2(P24) 右19行目

③会議費
・企業人との交流会等会場使用料金等
・シンポジウム（講演会、セミナー等）

2,900
900
2,000

④通信運搬費
・現地事務所連絡等通信費（50千円×12×3拠点）

1,580
1,580

70

1,596
（＠(111千円＋22千円）×12人）

・評価委員会外部有識者謝礼（＠20千円×3人）
［旅費］
・外国旅費

60
10,220

9,700

（教職員の提携大学／現地事務所等との打ち合わせ）

～中国 （10日間×3人×8回）
～東南アジア契約学校視察費（5日間×2人×2回）
・職員現地出張（5日間×6回×2人）
・現地プログラム、現地調査旅費（教職員）
・現地スタッフ交通費
・中国人教員招聘（1人）
［その他］
①外注費
・天津現地事務所業務委託費（年間）
・上海現地事務所業務委託費（年間）
・教材開発
（「さくら21」プロジェクト担当他、3人業務委託）
・「さくら21」プロジェクト（日本文化鑑賞等）

5,160
980
2,580

1,500
23,050
15,500
1,200
1,200

7,000
1,200
1,500
365
100

100

様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

2,900
900
2,000

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

220
220

1,800
1,800

様式1(P21) ④右

45
45

115
45
70

様式1(P21) ④右
様式6(P34) ②

24,165

110,341

⑤光熱水料
⑥その他（諸経費）
・実習中の薬品代（3拠点）
・報告会等花代、資料代

平成２７年度

70
合計

86,176

（大学名：

40

愛知大学

）（申請区分：

特色型

）

（前ページの
ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額 大学負担額
(①)
(②)

分

［物品費］
①設備備品費
・ポートフォリオ年間維持費用
・オンライン中国語・英語トレーニング教材
保守費
・RMCS保守費
②消耗品費
・事務用品（3拠点）
・「さくら21」プロジェクト（図書、書籍、DVD等）
・教材用ソフトウェア、書籍等
［人件費・謝金］
①人件費
・専任事務職員（＠7,000千円×2人）
・契約事務職員（＠2,700千円×2人）
・契約教育職員（＠6,800千円×2人）
・留学コーディネーター契約職員（東南アジア）
・契約教員（東南アジア）（＠6,800千円×1人）
・中国人教員招聘（1人）
・教員海外研修（1人）（＠9,000千円×1人）
②謝金
・企業人との交流会（20千円×50人）
・留学事前研修講師料
・シンポジウム・講演会講師

7,150
4,150
3,150

1,000

500
500
3,000
1,000
2,000
45,756
42,800
7,000
5,400
13,600
4,000
6,800
1,500
4,500
2,956
1,000
300

1,000
500
500
13,100
13,000
7,000

1,500
4,500
100
100

事業規模
（①＋②）

該当ページ

8,150
4,150
3,150

様式1(P20) 右32行目

500

様式1(P20) 右22行目

500
4,000
1,500
2,000
500
58,856
55,800
14,000
5,400
13,600
4,000
6,800
3,000
9,000
3,056
1,000
400

様式2(P25) 右24行目

様式1(P21) ④右
様式1(P18) 右35行目
様式1(P21) ④右

様式1(P21) ④右
様式2(P23) 右40行目
様式2(P25) 右42行目
様式2(P25) 右5行目
様式2(P25) 右5行目
様式3(P26) 右12行目
様式3(P26) 右29行目

様式4(P30) 右15行目
様式2(P23) 右40行目

1,596

様式6(P34) ②

60
19,920

様式6(P34) ①

5,160
980
2,580
7,000
1,200
3,000
28,415
15,600
1,200
1,200

様式1(P21) ④右
様式2(P25) 右5行目
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右
様式3(P26) 右12行目

3,600

3,600

様式1(P18) 右35行目

・報告書等翻訳料
・HP更新作業（プログラム報告、維持費）
・広報費
・外国語検定試験実施（HSK等）
②印刷製本費
・最終報告書（日本語版）
・最終報告書（中国語版）

1,000
1,000
500
1,000
6,000
5,000
2,000
3,000

1,000
1,000
600
1,000
6,000
5,000
2,000
3,000

様式1(P18) 右35行目
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式6(P34) ②
様式2(P24) 右19行目

③会議費
・報告会、企業人との交流会等会場使用料金等
・総括シンポジウム
④通信運搬費
・現地事務所連絡等通信費（50千円×12×3拠点）

5,900
900
5,000
1,580
1,580

1,596
（＠(111千円＋22千円）×12人）

・評価委員会外部有識者謝礼（＠20千円×3人）
［旅費］
・外国旅費

60
10,220

9,700

（教職員の提携大学／現地事務所等との打ち合わせ）

～中国 （10日間×3人×8回）
～東南アジア契約学校視察費（5日間×2人×2回）
・職員現地出張（5日間×2人×6回）
・現地プログラム、現地調査旅費（教職員）
・現地スタッフ交通費
・中国人教員招聘（1人）
［その他］
①外注費
・天津現地事務所業務委託費（年間）
・上海現地事務所業務委託費（年間）
・教材開発
（「さくら21」プロジェクト担当他、3人業務委託）
・「さくら21」プロジェクト（日本文化鑑賞等）

5,160
980
2,580

1,500
28,050
15,500
1,200
1,200

7,000
1,200
1,500
365
100

100

220
220

5,900
900
5,000
1,800
1,800

様式1(P21) ④右
様式1(P21) ④右

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

様式6(P34) ②
様式6(P34) ②

様式1(P21) ④右

⑤光熱水料
⑥その他（諸経費）
・実習中の薬品代（3拠点）
・報告会等花代、資料代

平成２８年度

70

45
45

115
45
70

24,165

115,341

70
合計

91,176

（大学名：

41

愛知大学

様式1(P21) ④右
様式6(P34) ②

）（申請区分：

特色型

）

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

他の公的資金との重複はなし。

（大学名：

42

愛知大学

）（申請区分：

特色型

）

（参考）
参考）
参考全体
参考全体で
全体で１ページ以内
ページ以内

SEND
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】
現代中国学部の「現地主義」教育の 3 本柱となっている「現地プログラム」、
「現地研究実習」
、
「現地イ
ンターンシップ」のうち、前二者において学生はすでに自主的、積極的に現地学生との交流を行っている。
「現地プログラム」では、「語学パートナー」と呼ばれる研修先の学生と、定期的にそれぞれの言語や
文化について学びあう機会を持っており、また例えば日本語科の学生と毎年交流会を開いて相互理解を深
めるなどの活動を行っている。近年では現地学生を多数招待しての文化祭を開催し、日本の歌やバンド演
奏、ダンスを披露する等、同世代の若者同士ならではの交流を行っている。
また「現地研究実習」では、参加学生は「農村班」、
「都市班」
「企業班」の 3 班に分かれてアンケート
等を使った現地調査を行い、その結果を報告書にまとめ現地で開かれるシンポジウムで発表している。シ
ンポジウウムの参加者は現地の学生や研究者で、学生達は短い準備期間にもかかわらず、日本と中国との
違いについて中国語を使って報告し、討論するということを行っている。日本人学生 30 名に対して中国
人学生（10～20 名）が方言を標準語にするための通訳として実施期間中ずっと随行し、聞き取り調査や
記録のまとめ、報告会の準備、発音指導を担当し、調査の大きな助けとなっている。
これらの活動を通して、学生は実践的な中国語を学ぶと同時に、中国と日本の共通点や相違点について
の認識を深め、さらに自然な形で日本を発信しており、これはまさに現代中国学部版の SEND 活動と呼べ
るものであろう。ただ現状では、それらの活動は有機的に結びついておらず、またサポート体制も十分で
あるとは言えない。本構想の目的は、
「現地プログラム」及び「現地研究実習」について、前述した日本
理解と発信のための「さくら 21」プロジェクトと組み合わせて日本を発信する力を強化し、さらに中国
事務所を開設することにより学生の活動を支援することにある。
つまり、現代中国学部学生は 1 年次より「さくら 21」科目を履修し、日本の政治・経済・社会・文化
などについて基礎的知識を学び単位を修得する。その上で例えば伝統文化、生活文化、若者文化といった
枠組みの中で自主的に学んだことを発表、報告するような場を設け、そのプレゼンテーション能力にも磨
きをかける。
「現地プログラム」では、実際にこれらを活かして、現地の学生との交流を活発化していく。
またその期間中は連絡事務室機能が置かれる現地事務所には、
「さくら 21」プロジェクトの一環として日
本を紹介する書籍や映像の資料を置き、学生がそれらの資料を使って日本紹介ができるようにし、さらに
現地の学生と共同企画を行う時などにも使えるようにする。
それ以外の新たな取組では、本学の「現地研究実習」の逆パターンとして、まず中国側受入機関である
中国労働関係学院から最終的には 30 名程度の学生の日本調査団を受け入れ、彼らが近隣の市町村で社会
調査を行う時に、
「現地研究実習」に参加予定の学生を通訳として随行させ、日本の文化や風習について
解説させることにより、本学学生の日本理解と異文化理解を促進する。また、若い中国人が日本で調査活
動を行い、体験的に日本を理解することは、日中の相互理解にとっても大きな意味がある。
以上が現代中国学部における主な SEND 活動であるが、むろんこれ以外にも長・短期留学の折に留学先
の大学で様々な SEND 活動を行うことが想定されるが、それらに対しても事前準備と現地でのサポート体
制を整え、積極的に応援して行きたい。なお、派遣学生の目標は学生数（220 人）の 50％とする。

（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

30 人
0人

平成 25 年度

平成 26 年度

50 人
20 人

平成 27 年度

70 人
25 人

平成 28 年度

90 人
30 人

110 人
30 人
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愛知大学

）（申請区分：特色型

）

