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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≫ 

立命館大学は「自由と清新」の建学精神、「平和と民主主義」の教学理念の上に立ち、それを具体的に活かし

つつ、高等教育機関として今日の新しい社会の要請に応える努力を、先進的、創造的に積み重ねている。その中

で、情報理工学部は平成 16 年度の設立時から、「情報科学を基礎とした多様な分野の教育・研究を通じて、グロ

ーバルコモンセンスと独創性を持ち、革新的に社会の課題を解決していく人材を育成すること」を教学理念に掲

げ、①確固たる専門性と独創性をかね備えた人材（数学、自然科学に関する知識を基礎とし、情報科学技術に関

わる確固たる専門力量を持ちながら異分野の科学・技術との接点を見出し、問題解決や新たな研究領域を創成

できる能力を持った人材）、②国際社会を舞台に活躍できる人材（国際学術会議での研究発表や技術交流に対

応できる英語運用能力を持った人材）、③高いキャリア意識をもつ人材（情報科学技術を学ぶ上での目的意識と、

情報科学技術の高度化に対する深い洞察力を持ち、情報科学技術の行き先を見通して自主的、継続的に学習

できる人材）、④高度な情報技術を適切に活かせる人材（情報科学技術の素養の上に企画、管理、運営などのマ

ネージメント能力を持った人材、さらに起業的発想を持ち得る人材）、を育成することを目的に、教学を展開してい

る。 
≪構想の目的≫ 

本構想では、情報理工学部がこれまで培ってきたIT人材育成の経験をもとに、海外大学との連携基盤を最大

限に活用し、上記の教育理念のもとで実施してきた種々の取組を質的・量的に拡大することによって情報技術

（IT）分野における先駆的な人材育成モデルとなり得る「グローバルIT人材育成リーディングプログラム」を創設す

る。本プログラムでは、情報科学技術に関する専門的知識を基盤として、コミュニケーション能力、プレゼンテーシ

ョン能力、チームワーク力などの社会人基礎力と、それらを英語によって活用・運用できる力を備え、グローバル

に活躍できる人材の養成を行う。 

近年の日本を取巻く国際競争の激化の中では、国の枠を超えて、グローバルに活躍できる人材の養成が急務

であることは言うまでもない。また、現代では社会のあらゆる場面にコンピュータが浸透し、コンピュータシステム無

しで成り立つ産業・ビジネスは皆無と言ってもよい。日本の産業がグローバル化し、世界的な競争力を高めるため

には、それを下支えする IT人材のグローバル化を達成するための仕組みづくりを早急に行わなければならない。

情報理工学部では、従来の語学研修や異文化体験を超え、IT 分野での英語能力向上を目的とした「海外 IT

研修プログラム」をアメリカ、オーストラリア、インド、中国などの大学で実施し、海外大学との連携基盤を築いてき

た。現在は日中間における初の試みとして、中国・大連理工大学ソフトウェア学院とグローバルな舞台で活躍でき

る人材の育成を目的とした「大連理工大学・立命館大学国際情報ソフトウェア学部」の設立（平成 24 年 9 月予定）

に向けて準備を進めており、学生・教員の海外派遣や多数の留学生を受け入れる基盤が強化されつつある。 

また、平成18年度に採択された、文部科学省現代GP「IT人材育成のための実践的キャリア教育」においては、

大学における学問知識教育と企業における実践的教育手法の融合により、社会ニーズに即応した教育システム

の確立と、キャリア教育科目群の開発と実践により、産学連携による人材育成システムのモデル化を行ってきた。

さらに、活性化するアジアの IT 産業の動向を踏まえ、「ハノイ工科大学 ITSS 教育能力強化プロジェクト」（平成 18

年度～平成 23 年度）と「アジア人財資金構想・産学連携による実践的 IT マネージメント人財育成プログラム」（平

成 19 年度～平成 24 年度）を実施し、主に留学生を対象とした IT 専門家教育に取り組んできた。この中で、アジ

アからの留学生を、日本とアジア諸国の架け橋となる優れた IT マネージメント人材として育成し、日本企業・日系

企業に送り出した。このような取組により、グローバルに活躍できる人材育成のノウハウが蓄積できつつある。 

本構想で創設する「グローバルIT人材育成リーディングプログラム」では、専門的知識の定着や英語能力の向

上、社会人基礎力の向上、キャリア意識の醸成、異文化理解促進を達成するための取組を、入学時から学士課程

修了までの間に、系統的・連続的に配置する。とりわけ、中国・ベトナム・タイ・インドを中心とする連携先大学との

新たな海外IT研修プログラムの構築や共同研究の推進と、在外日系企業におけるインターンシップの実施によ

り、多くの学生が大学在学中に、留学やグローバルな環境における実体験ができるよう、システムの構築と体制整

備を行う。また、大学院博士課程前期課程進学者については、学士課程において培った能力を、専門性の高度

化とともにさらに充実・向上させる。 
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

立命館学園は、アジア太平洋地域に位置する学園として、国際相互理解を通じた多文化共生の学園であり、国

際社会に開かれた学園づくりを進めている。立命館大学においては、平成 24 年 5 月段階で 400 を超える大学・

諸機関との協定を締結している。平成 23 年度実績では、1,787 名を超える学生・大学院学生を世界各国へ派遣

（短期プログラム含む）、約 1,400 名の外国人学生の受け入れ（非正規生含む）を行っている。また、各種留学

プログラムを用意し、学生自らが自身のキャリア形成の中で参加し、将来世界を舞台として活躍する人材となるよ

う、支援している。このように、大学をあげて、積極的に国際化を進める中で、学生・大学院学生は異文化を理解

し、同時に日本人としてのアイデンティティーを獲得できるよう、促している。 

情報理工学部においては、全学で実施している留学プログラムへの参加を奨励するとともに、「国際社会を舞

台に活躍できる人材」を育成するために、一定の英語運用能力を有する学生を対象に、学部の専門分野とリンク

した独自の研修プログラム「海外IT研修プログラム」を、アメリカ・ワシントン大学、オーストラリア・クイーンズランド

工科大学とインド・プネにおいて実施している。これは、高い英語運用能力を持ち合わせているだけでなく、グロ

ーバルな視点から多面的に物事を捉える能力は、国際的に活躍する技術者・研究者にとって必要不可欠である

との認識によるものである。この「海外IT研修プログラム」は、生活から学習に至るまで全てを英語で行うトータル・

イマージョン・スタイルを実施し、より高いレベルの英語運用能力・異文化適応能力の養成を行うものである。ま

た、英語力の修得だけでなく情報科学技術分野の知識・能力などの獲得も、大きな特徴である。さらに、中国の大

学への短期研修により、英語圏以外の地域における異文化適応能力の養成も行っている。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

平成22年4月に出された文部科学省・経済産業省「産学人材育成パートナーシップ グローバル人材育成委員

会」の報告書によれば、「グローバル人材とは、グローバル化が進展する世界の中で、主体的に物事を考え、多様

なバックグラウンドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバックグラウ

ンドに由来する価値観や特性の差異を乗り越えて、相手の立場に立って互いを理解し、更にはそうした差異から

それぞれの強みを引き出して活用し、相乗効果を生み出して新しい価値を生み出すことができる人材」であり、求

められる能力としては、「通常の社会人に求められる①『社会人基礎力』に加え、②外国語でのコミュニケーション

能力、③異文化理解・活用力」としている。 
これを、情報理工学部と関係の深い代表的な産業分野でグローバル人材に求められる能力について考えると、

以下の通りである。 

海外拠点でのビジネス展開： コンピュータ無しでは成り立たない製造業の分野においては海外進出が始まっ

から長い年月が経過している。現地でコンピュータシステムを稼働・運用させるためには、て 外国語を使いな

がら高度な専門能力を発揮し、現地の人々とコミュニケーションを取りながら種々の課題を解決できる能力が

要である。また、場合によっては数ヶ月から数年の単位で現地に駐在する可能性があることから、必 現地の文

化を理解し、日常生活における種々の困難に立ち向かえる能力も求められる。 

海外企業・拠点と連携したシステム開発： システムインテグレーション（SI）の分野においては、従来主に国内市

を対象としてビジネスが行われてきたためグローバル化の進展は製造業に比べれば遅れている。しかし、

年では「オフショア開発」と呼ばれる海外企業と連携したシステム開発が行われるようになってきた。オフショ

開発ではシステムを構成する一部の要素のみを海外企業に委託するような形態がとられることから、仕様の

り決めや開発行程の管理などを入念に行う必要があり、

場

近

ア

取 高度な専門知識をもとに外国語によるコミュニケー

ション能力・文書作成能力などが求められる。また、商習慣や仕事に対する価値観の違いなどが問題になるこ

も多いため、と 多様な価値観を享受しつつ交渉を進めるような能力も必要になる。 

世界市場に通用する製品開発能力： さらには、「ガラパゴス携帯」（世界市場に受け入れられない日本製の携

電話）と揶揄されるように、高度な技術を備えたハードウェア・ソフトウェアを作り出しても世界市場で通用し

いという問題についても考える必要がある。ITサービスのグローバル化への対応や日本で作り出したソフト

ェアを世界で活用するためには、IT業界におけるグローバル化は必要不可欠である。そのためには、

帯

な

ウ 多様

な文化を理解し、他国のニーズを正確に掴み、世界各国の人々が自然に使えるシステムを設計・構築する専

門的能力を備え、外国語によってソフトウェアやITサービスを発信できる人材の養成が必要である。 

 

 



以上の動向を考慮し、育成するべきグローバル人材を次のように位置づける。 

【学士課程修了時】 

（1）専門性を備えたIT人材（基礎から高度へ） 

多様で複雑化する社会の基盤を支える情報科学技術の重要性を認識し、様々なコンピュータシステム

を設計・構築・運用できる確固たるIT専門知識を身につけていること。 

（2）グローバル社会に必要な基礎的技能・実践的技能を備えたグローバルIT人材 

英語の文書の理解や執筆、英語での会話やプレゼンテーションに必要となる英語基礎能力を身につけ

るとともに、専門的事柄を正確に相手に伝える社会人基礎力（コミュニケーション能力・プレゼンテーション

能力）を身につけていること。また、専門的な事項に対する英語によるプレゼンテーション能力・ドキュメン

テーション能力、さらには、外国人と協力して課題の設定や解決を行うための英語によるグループワーク能

力を身につけていること。また、国や文化、人種の枠を超えて様々な人々と協力することのできる異文化理

解力（多文化間リーダーシップ力）を持っていること。 

【大学院博士課程前期課程修了時】 

（1）創造的専門性を備えたIT人材 

高度な専門IT知識をもとに独創的なハードウェア・ソフトウェア・サービスを生み出すことのできる創造的

研究開発能力を持っていること。 

（2）グローバル社会に必要な創造的技能を備えたグローバルIT人材 

自らの研究成果を論文や国際学術会議などで発表できる英語による研究発表能力を持っているととも 

に、他者の協力を得ながらリーダーシップを発揮して研究開発プロジェクトを運営するプロジェクト運営・リ

ーダーシップ能力を身につけていること。 

  

グローバルIT人材への
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営・
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【本構想におけるグローバル人材像の概念図】 

 

IT分野におけるグローバル化を考えた場合、英語ネイティブの外国人とスムーズにコミュニケーションが取れる

ような能力は必ずしも必要ではない。むしろ、主に東アジア・東南アジア地域の英語を母国語としない人々とテク

ニカルターム等を交えた英語でコミュニケーションを取れることが重要である。したがって、IT分野における英語運

用能力は、英語ネイティブ圏への留学やビジネスを想定した通常の英語能力とは異なる側面を持っている。 

また、情報理工学分野の学問体系として系統的履修は必須であることから、情報理工学部では進級や卒業研

究着手に必要な科目および単位数を定めており、大学全体として設定している長期の留学プログラムには参加し

づらいという事情がある。したがって、独自の「海外IT研修プログラム」（2週間～1ヶ月）を設定し、英語によるコミュ

ニケーション能力の向上や異文化理解を促すとともに、IT分野のワークショップや現地企業訪問を通じて、グロー

バルな視点でのキャリア形成を見据えた取組を行っている。正課科目の履修とバランスを取りながらIT分野で必

要とされるグローバル人材を育成するには、このような短期集中型のIT研修が有効であると考える。これまでに参

加した学生は、文化の違いを目の当たりにする中で、自身の強みとともに弱みを知る機会となり、かつ、多様な文

化の中で働くことに対するイメージ形成につながっている。また、その後の学習に対する動機付けとなり、進路選

択においても非常に有効である。 

以上の IT 分野における特性を踏まえた上で、上記の人材育成のための取組を、学士課程から大学院博士課

程前期課程修了時まで系統的・継続的に実施することより、それぞれの修了時において、社会からの要請に応え

ることができるグローバル IT 人材を育成する。 
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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】

 

学士課程を 2 つのステップに分けて、目標を設定した上で、継続的・系統的に能力形成を行う。さらに、大学院

進学者を対象に、学士課程において身につけた能力をさらに深化させるためのステップを用意する。 

 

【第１ステップ（大学 1・2 年次）】 

(1)基礎専門IT知識： 情報科学技術に関する専門基礎知識の修得 

A.科学技術の意義を社会的な関連の中で捉える素養を身につける。 

① 科学技術の意義を、例を用いて説明できる。 

② 特定の社会的側面から科学技術の得失を議論できる。 

B.情報科学における基礎知識およびプログラミング能力と、問題解決に応用できる能力を修得する。 

① 情報科学の基礎概念を例示できる。 

② 代表的なデータ構造とアルゴリズムを例示できる。  

③ 代表的なプログラミング手法の応用例を示すことができる。 

④ プログラミング言語を理解し、アルゴリズムをプログラムとして実装できる。 

    C.情報技術者としての正しい倫理観をもつ。 

① 知的所有権の意義を説明できる。 

② 機密保持の必要性を説明できる。 

③ 個人情報の保護の必要性を説明できる。 

 

 (2)英語基礎能力： 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）の獲得 
① 音声英語による相手との意思疎通や情報交換に応ずることができる。 
② 英語の書籍、Web サイト、E メール等を読むことができ、その要点を理解することができる。 
③ 英語でエッセイ課題やスピーチの原稿を書くことができる。 
  

(3)社会人基礎力： 技術者に要求されるコミュニケーション能力・プレゼンテーション能力の獲得   

① 自らの考えを明確かつ論理的に組み立て意見交換できる。 

② 自らの研究成果を論文や報告書にわかりやすくまとめることができる。 

③ 学習・研究の成果を一定時間内に正確に発表できる。 

④ 科学技術英文を理解できる。 

⑤ 他者の意見をよく聞き、尊重することができる。 

 

(4)異文化理解力： 多様な文化や価値観の理解、日本・日本人に関する再認識 

① 日本や日本人について再認識し、外国人に対して、きちんと説明できる力を身につける。 

② 外国の文化や考え方・価値観を理解する。 

 

【第 2 ステップ（大学 3・4 年次）】 

(1) 高度専門IT知識： 基礎専門IT知識を基盤とした各領域における高度な専門知識の修得 

① 各自の専門において、構成するシステムを理解できる幅広い知識と技術を身につける。 

② 修得した知識と技術に基づいて、解決すべき問題を工学的に分析・解決・評価し、それらの過程や結果

を他者と共有できる能力を身につける。 

 

(2) 英語によるプレゼンテーション能力・ドキュメンテーション能力 

① 科学技術分野のテーマについて、英語によるプレゼンテーションやレポートの執筆ができる。 

② 英語による専門科目の講義の要点を聞き取ることができる。 

③ 英語で書かれた専門科目の教科書の内容を理解することができる。 

 

(3) 英語によるグループワーク能力 
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① 集団における各構成員の役割を把握できる。 

② 適切な解決策を見つけ、集団内での合意をとることができる。 

③ 合意に基づいて自主的かつ協調的に行動できる。 

④ 他の学生と英語を用いてグループワークを進めることができる。 

 

(4) 異文化理解力： 国・人種・文化等の枠を超えて行動できる力の獲得 

① 異文化を理解した上で、外国人とともに学習や行動ができる。 

② ボーダーレスに研究を進めることができる。 

③ 異文化を力に変えることができる、異文化による相乗効果を生み出すことができる。 
 

【第 3 ステップ（大学院・前期課程）】 

(1) 創造的研究開発能力： 修得した情報科学技術を活用できる実践力と独創性の獲得 

① 情報理工学の専門領域に関する高度な理論と技術を身につける。 

② 研究者・技術者としての責任を自覚した上で、専門領域における問題設定・解決能力を身につける。 

 

(2) 英語による研究発表能力： 英語による専門的知識と実践的な英語能力の修得 

① 国際的な研究の場で通用する英語力を身につける。 

② 研究内容を日英両言語で論理的に表現できる能力を身につける。  

③ 英語による専門分野の講義や研究発表について、内容を十分に理解することができる。 

④ 英語で書かれた専門分野の教科書や学術論文の内容を十分に理解することができる。 

⑤ 自分の研究テーマについて、英語による論文執筆や研究発表を行うことができる。 

 

(3) プロジェクト運営・リーダーシップ能力： グローバルな環境で創造性を発揮できる能力の獲得 

① グローバルな環境下において、構成員が協力してプロジェクトの運営や課題解決を行うことができる。 

② 外国人や学部学生も交えたグループでリーダーシップを発揮し、プロジェクトの運営を先導することが

できる。 
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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 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

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

 40 人 45 人 50 人 50 人

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

 10 人 10 人 10 人 10 人

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

72 人 51 人 73 人 85 人 95 人 105 人

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） 448 人 470 人 430 人 570 人 470 人 470 人

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）  19.3％ 16.7％ 22.3％ 24.5％

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC  600 点 40 人（ 10 ） 45 人（ 10 ） 50 人（  10 ） 50 人（ 10 ）

海外留学経験者数 72 人 51 人 73 人 85 人 95 人 105 人

３ カ 月 未 満 72 人 50 人 70 人 80 人 90 人 100 人

３カ月～１年 0 人 1 人 3 人 5 人 5 人 5 人 

１ 年 超 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

卒業［予定］者数 448 人 470 人 430 人 570 人 470 人 470 人

情
報
理
工
学
部 

目標設定の考え方 

英語を母国語としない技術者と口頭や文書でコミュニケーションをとる場合を想定した英語力と、IT 分野におけるキャリ

ア形成を意識した海外 IT 研修プログラムによる留学経験者数を設定している。１学年における海外留学経験者の割合

を、平成２４年度時点における約１0％から年次的に増加させ、終了年次には約２0％とする。 

注１）平成２８年度の比率（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。 

注２）「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー

ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。 

注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。



 

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） 

 

（指標・水準設定の考え方）              

 

（達成する学生数設定の考え方） 

全  学 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A）     140 人     200 人     225 人    280 人

対象となる学生数（B） 560 人 720 人 620 人 620 人

達成する割合（A/B） 25.0％ 27.8％ 36.3％ 45.2％

（対象：情報理工学部） 

（測定指標・達成水準） 

①TOEIC スコア(600 点)、②専門科目 GPA 3.5 以上、③基本情報技術者試験・応用情報技術者試験合格者、④海外 IT 研修（短期研修

を含む）への参加経験、⑤学会（国内・国際）での発表経験 

（指標・水準設定の考え方） 

   ①TOEICスコア：英語によるコミュニケーション能力の検証    ②専門科目GPA：専門的知識・学力の獲得に関する検証 

③基本情報技術者試験・応用情報技術者試験合格率：情報処理技術者として備えるべき能力の修得に関する検証 

④海外IT研修等への参加状況：異文化理解、グローバルマインドの獲得に関する検証 

⑤学会（国内・国際）での発表経験：プレゼンテーション能力、ドキュメンテーション能力の検証 

（達成する学生数設定の考え方） 

   1学年における割合を全体の約23％から始め、年次的に増加させ、終了年次には約40％とする。

情報理工学部 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 100 人 150 人 150 人 190 人

対象となる学生数（B） 430 人 570 人 470 人 470 人

達成する割合（A/B） 23.3 ％ 26.3 ％ 31.9 ％ 40.4 ％

（対象：情報理工学研究科） 

（測定指標・達成水準） 

   ①TOEICスコア（650点）、②国際学会等における発表経験、③海外IT研修（短期研修を含む）への参加経験 

（指標・水準設定の考え方） 

   ①TOEICスコア：英語によるコミュニケーション能力の検証 

②国際学会等における発表状況：専門性・独創性・英語によるコミュニケーション能力の獲得に関する検証 

③海外IT研修等への参加状況：異文化理解、グローバルマインドの獲得に関する検証 

（達成する学生数設定の考え方） 

   1学年における割合を全体の約30％から始め、年次的に増加させ、終了年次には６0％とする。 

情報理工学研究科 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 40 人 50 人 ７５人 ９０人

対象となる学生数（B） 130 人 150 人 150 人 150 人

達成する割合（A/B） 30.8％ 33.3％ ５0.0％ ６0.0％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標・考え方は、下記に記載の通り、学部・研究科

別に定めている。 
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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】 

  

（初級）中国語能力の獲得・中国文化の理解 

情報理工学部では、中国においてIT産業が盛んな東北地区（大連、瀋陽等）の大学との連携が活発である。

また、立命館孔子学院においては、中国語や中国文化を学んでいる情報理工学部生も多い。本構想において

は、中国の大学への短期派遣を行う予定であり、大学での授業に加え、日系企業でのインターンシップ等を通じ

て、中国人との交流を想定している。また、中国には、日系企業が多く立地することから、就職後に中国の現地勤

務または中国支社との調整等の可能性も大きい。そこで、日常会話程度の初級中国語能力の獲得を目標とす

る。関連して、中国文化や歴史等に関する知識も習得する。 
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目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。 

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成２３年度 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

海外留学者数  （Ａ） 
1787 人  

（1787 人） 

1880 人 

（1880 人）

1950 人 

（1950 人）

2020 人 

（2020 人）

2090 人  

（2090 人） 

2160 人 

（2160 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

0 人 

（  0 人）

0 人 

（  0 人）

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

100 人  

（ 100 人） 

100 人 

（ 100 人）

100 人 

（ 100 人）

100 人 

（ 100 人）

100 人  

（ 100 人） 

100 人 

（ 100 人）
 

学士課程在籍者 
１６９１人  

（１６９１人） 

1780 人 

（1780 人）

1850 人 

（1850 人）

1920 人 

（1920 人）

1990 人  

（1990 人） 

2060 人 

（2060 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 36485 人  35714 人 35975 人 35983 人 35994 人  35994 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
4.9％  

（ 4.9％） 

5.3％ 

（  5.3％）

5.4％ 

（  5.4％）

5.6％ 

（  5.6％）

5.8％  

（ 5.8％） 

6.0％ 

（  6.0％）

目標設定の考え方 

R2020 の計画（派遣者数 2012 年度 1880 名→2020 年度 2400 名）、H２５年以降毎年+７０名として H

３２年には２４４０名を目標とする。ただし、新規プログラムの開発・実施状況により年度間での増枠の増減

はある。本学の国際部・学部研究科が開設する派遣プログラムはいずれも諸外国等との包括協定もしくは覚書

を取り交わしている。 

注１）各年度における 4 月 1 日から 3 月 31 日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。）に派遣される日本人学生数を

記載する。 

 

【平成 23 年度実績の内訳】 

平成 23 年度実績内訳 ３ヶ月未満 ３ヶ月以上１年未満 １年以上 合 計 

海外留学者数  （Ａ） 
1614 人 

（1614 人）

137 人 

（137 人）

36 人  

（ 36 人） 

1787 人 

（1787 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

0 人  

（  0 人） 

0 人 

（  0 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

92 人  

（ 92 人） 

7 人 

（  7 人）

0 人  

（  0 人） 

99 人 

（ 99 人）
 

学士課程在籍者 
1522 人  

（1522 人） 

130 人 

（130 人）

36 人  

（ 36 人） 

1688 人 

（1688 人）

全 学 生 数  （Ｂ） 36485 人  36485 人 36485 人  36485 人 

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
4.4％ 

（  4.4％）

0.4％ 

（  0.4％）

0.1％  

（  0.1％） 

4.9％ 

（  4.9％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
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） 

外国人留学生数  （Ａ） 
1352 人  

（ 154 人） 

1673 人 

（ 180 人）

1863 人 

（ 200 人）

2041 人  

（ 219 人） 

2258 人 

（ 242 人）

博士・博士後期課程 

在籍者 

137 人  

（1 人） 

144 人 

（ 2 人）

152 人 

（ 2 人）

170 人  

（ 2 人） 

178 人 

（ 2 人）

修士・博士前期課程 

在籍者 

310 人  

（9 人） 

366 人 

（11 人）

382 人 

（12 人）

398 人  

（13 人） 

414 人 

（15 人）

学士課程在籍者 
751 人  

（26 人） 

903 人 

（ 30 人）

1004 人 

（ 34 人）

1093 人  

（ 37 人） 

1183 人 

（ 41 人）

 

上記以外 

（短期留学生、研究生等） 

154 人  

（118 人） 

260 人 

（137 人）

325 人 

（152 人）

380 人  

（167 人） 

450 人 

（184 人）

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

1324 人  

（154 人） 

1673 人 

（180 人）

      1863 人 

（200 人）

2041 人  

（219 人） 

2258 人 

（242 人）

全 学 生 数  （Ｃ） 35714 人 35975 人 35983 人 35994 人 35994 人

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
3.8％  

（ 0.4％） 

4.7％ 

（ 0.5％）

5.2％ 

（ 0.6％）

5.7％  

（ 0.6％） 

6.3％ 

（ 0.7％）

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
3,7％  

（ 0.4％） 

4.7％ 

（ 0.5％）

5.2％ 

（ 0.6％）

5.7％  

（ 0.6％） 

6.3％ 

（ 0.7％）

目標設定の考え方 
外国人留学生数については、本学が国際化拠点整備事業の申請時に設定している到達目標を設定し、協定等に

よる留学生数については、平成 24 年度の留学生数、留学生比率を基準値として算出した。 

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、大学院学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 中華人民共和国 568 人 552 人 

２ 大韓民国 403 人 398 人 

３ ベトナム社会主義共和国 48 人 48 人 

４ アメリカ合衆国 44 人 44 人 

５ インドネシア共和国 37 人 37 人 

６ (台湾) 31 人 30 人 

７ マレーシア 26 人 26 人 

８ タイ王国 21 人 21 人 

９ フランス共和国 15 人 15 人 

１０ ドイツ連邦共和国 14 人 14 人 

その他  145 人 139 人 

合 計  1352 人 1324 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。 

 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 

外国語による 

授業数（Ａ） 
780 回  790 回 800 回 810 回  820 回 

全授業数（Ｂ） 4980 回  4980 回 5000 回 5000 回  5010 回 

割  合（Ａ／Ｂ） 15.7％  15.9％ 16.0％ 16.2％  16.4％ 

目標設定の考え方 

開講科目数が多いため、数字に如実に表れる目標設定は困難であるが、着実に増加させる。 

そのため、毎年外国語（英語）による授業を 10 授業ずつ増加させ、平成 28 年度には、外国語による

授業の増加割合を、対平成 24 年度比 約 1％増とする。 

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） 236 人  240 人 244 人 248 人  252 人 

 うち外国人教員 126 人  129 人 131 人 134 人  136 人 

総教員数（Ｂ） 1180 人  1195 人 1210 人 1225 人  1240 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 20.0％  20.1％ 20.2％ 20.2％  20.3％ 

目標設定の考え方 

「外国人教員等」とは、外国人教員数＋最終学歴（博士･修士･学士）が海外の大学である日本人教員を

加えて算出。平成 28 年度においては、平成 24 年度から平成 28 年度の増員予定数に対して、26.7％

増となる人数を目標とする。 

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） 
771 人  786 人 801 人 816 人  831 人 

総教員数（Ｂ） 1180 人  1195 人 1210 人 1225 人  1240 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 65.3％  65.8％ 66.2％ 66.6％  67.0％ 

目標設定の考え方 

増員予定と定年退職の補充者と併せて目標を設定。 

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） 35714 人  35975 人 35983 人 35994 人  35994 人 

総教員数（Ｂ） 1180 人  1195 人 1210 人 1225 人  1240 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 30.3  30.1 29.7 29.4  29.0 

目標設定の考え方 

総学生数 現時点で確定している学部＋大学院の収容定員の 1.1 倍とする。 

総教員数 平成 2８年度には ST 比を 29.0 とする。 
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード TOEIC700 点以上 

 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 

外国語力スタンダー

ドを満たす事務系職

員数（Ａ） 
76 人  100 人 125 人 150 人  175 人 

事務系職員総数（Ｂ） 1104 人  1104 人 1104 人 1104 人  1104 人 

割  合（Ａ／Ｂ） 6.9％  9.1％ 11.3％ 13.6％  15.9％ 

目標設定の考え方 

①「TOEIC®テスト DATA＆ANALYSIS2010」（財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会発

行）によると、日常的に英語を使用する社員が有するスコアは 697 点と紹介されている。本学では

700 点以上を持つ層であれば、外国語を使用する業務に実際に従事しているケースが多いことをふま

え、「TOEIC®700 点以上」を外国語力スタンダードとし、専任職員として、スタンダードを上回る点

数を保有する層の増加を目指す（有期雇用職員は含まない）。 

②2015 年度には、外国語力スタンダードを保持する専任職員を「１課２名以上」配置することを目

標とする。 

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。 



16 
（大学名：立命館大学 ）（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】 

立命館では、「立命館憲章」において「国際相互理解

を通じた多文化共生の学園を確立する」と定め、教育の

グローバル化およびグローバルに活躍できる人材の育

成を使命としている。このことは、平成 32 年の世界と地

域に立命館が果たすべき役割とそれを実現する学園の

姿を明らかにし、目指す方向性を示した「R2020 基本計

画要綱」において、「グローバル化する社会で、国境・

言語など様々な Border を超越し、他者を理解しつつ、

多様な個をまとめ、自ら行動し、現代社会・国際社会の

状況を切り拓くことができる人間を育成します」と戦略的

に位置づけている。あわせて、「国際化拠点整備事業

（大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業）」

での取組を含め、さらに組織的に推進している。 
情報理工学部では、平成 16 年の設立時から人材育

成目的として「国際社会を舞台に活躍できる人材」を掲

げ、また、学位授与方針としても「技術者に要求される

コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、英語

運用能力を身につける」ことを挙げるなど、従来からグ

ローバル化を推進してきた。留学生の受入も積極的に

行い、学部・大学院を合わせて 90 名以上の外国人学

生が正規課程で学修している。特に、大学院において

は、大学推薦や大使館推薦による国費留学生、世界銀

行共同大学院奨学金プログラムを初め、国費外国人留

学生の優先配置を行う特別プログラム等により、多くの

留学生を受け入れている。加えて、アメリカ、オーストラ

リア、インド、タイや中国の大学との間で、短期研修や

学生交流を行い、数々の成果を上げている。これらの

取組みは、平成 23 年度から募集された独立行政法人

日本学生支援機構留学生交流支援制度において、情

報理工学部として、平成 23 年度は、ショートスティ・ショ

ートビジットに 2 件、ショートビジットに 3 件、平成 24 年

度は、ショートスティ&ショートビジットに 1 件、ショートス

ティに 1 件の採択に繋がった。 
一方、研究面においては、アメリカ、フランス、ロシ

ア、スイス、中国を中心に、共同研究を進めている。加

えて、「ベトナム国ハノイ工科大学 ITSS 教育能力強化

プロジェクト（独立行政法人国際協力機構（JICA）委

託）」や「産学連携による実践的 IT マネージメント人財

育成プログラム（文部科学省・経済産業省「アジア人財

資金構想」高度専門留学生育成事業）」の採択を受け、

グローバル IT 人材の育成に取り組むなど、学部をあげ

て、積極的に国際化に取り組んでいる。 

【本構想における展開】 

 第一に、これまでに構築してきた関係機関との連携を

さらに発展させることにより、グローバル化を推進する。

主に低回生を対象としたアメリカ、オーストラリアへの留

学プログラムについては、英語能力の向上および異文

化理解への出発点になることから、入学当初よりグロー

バルマインドの醸成を行い、参加者増につなげる。ま

た、インドへの留学プログラムについては、学部高回生

を対象としたプログラムとして、一層の充実を図る。さら

に、インドの大学ではIT産業におけるリーダーの育成

において先駆的な取組を多く行っていることから、大学

院学生を主な対象に、リーダーシップやマネージメント

能力の育成を目的としたプログラムを拡充し、高度化を

図る。加えて、タイや中国の大学との間で現在行ってい

る短期留学生の受け入れを継続・発展させ、単位認定

を行うプログラムとして構築し、参加者拡大につなげ

る。これらの取組を通して、学生同士（日本人と外国人）

の国際交流の場の拡大につなげる。また、大学院にお

いては、「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プ

ログラム」への申請を含め、国費・私費留学生を多く受

け入れ、日本人学生とともに学習する環境を整備する。

 第二に、研究面については、現在は教員・研究者の

個人ベースで実施している共同研究を、お互いの成果

発表の場を設けるなどの手段をとることにより、グルー

プや学科単位といった集団としての取組として戦略的

に発展させる。この中で、学生・大学院学生も国際的な

研究の場に関与することができるようになり、研究開発

能力や英語による知識の運用能力の向上に努める。 

 第三に、本構想と並行する形で、平成 24 年 9 月に中

国・大連に「大連理工大学・立命館大学国際情報ソフト

ウェア学部」を設置する予定である。この学部において

は、全開講科目の3分の1を情報理工学部教員が担当

すること、3 年次転入学生を情報理工学部で受け入れ

ること、双方の大学において短期研修を実施すること、

等を予定している。これらの活動により、立命館大学情

報理工学部のみならず、大連理工大学においてもグロ

ーバル化の進展に寄与するものである。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 

○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳

格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の

実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

 立命館大学では、教育の質保証の観点から、卒業認

定・学位授与の方針にあたる「人材育成目的・教育目

標」を明確にした上で、「カリキュラムマップ」（人材育成

像と各授業の到達目標との関係性を示す対応表）や

「カリキュラムツリー」(系統的な教育課程編成のための

構造図)の策定と関連付けて、適切なカリキュラムを編

成し、科目毎の授業内容の適切性や、目標到達度を検

証する成績評価を行う取組を進めている。情報理工学

部においても、平成 24 年度より、履修要項にカリキュラ

ムマップカリキュラムツリーを掲載し、学生が学修を進め

る上での参考としている。 
教員と学生が当該授業の到達目標や授業計画、成

績基準のあり方等を相互に確認・約束し、授業の向上

を目指すとともに、学生の学習効果を高める目的から、

全科目のシラバスを作成し、毎年度学生に公開してい

る。とりわけ、授業については、1 単位当たり 45 時間の

学習を要することを学則上も明示し、15 週の授業を確

実に実施し、その各回の授業内容をシラバスに明示す

ることとしている。 

 その他の単位実質化を促進する取組として、各回生

において受講登録できる上限単位数を設定しているほ

か、成績評価の厳格性担保を目的として、学則に A

＋,A,B,C,P または F のそれぞれの成績評価の 100 点

換算法における点数を明示し、運用している。また、

GPAとして成績評価を数値化し、学内で行われる様々な

選考の基準として使用している。この GPA は、成績通知

表に記載され、学生自身が確認することができる。   

情報理工学部では、卒業時の質保証の観点から、2

回生から 3 回生への進級制度を設けている。この制度

では、1 回生および 2 回生の修得単位数と必修科目の

受講状況により、3 回生に進級できる条件を設定してい

る。さらに、3 回生の前期終了時には、到達度検証試験

を実施し、学生自身が到達度を検証し、3 回生後期以

降の学習につなげることができるよう、取り組んでいる。

また、「卒業研究 1～3」を必修科目としているが、「卒業

研究2・3」を履修するためには、「卒業研究 1」が履修済

であるとともに最低修得単位数を設定している。 

また、各学科の専門科目の中には演習科目を配置

し、グループで課題に取組み、発表する形式の授業を

行っている。 

【本構想における取組】 

 単位制度の実質化や学士課程教育の質の向上に

は、引き続き取組み、必要な改善を加えながら、さらに

充実させる。例えば、平成 24 年度入学生より実施して

いるカリキュラム改革により、1 回生時の学びの転換を

達成するための専門基礎科目の充実や、2 回生配当の

学部共通専門科目のクラス規模縮小などにより、IT 分

野での国際通用性に必要となる IT 基礎専門知識の定

着を図る。 

これらを前提に、本構想においては、グループワーク

能力やプレゼンテーション能力の向上に力点をおくこと

から、課題解決型の能動的学修を積極的に取り入れ

る。例えば、日本人学生と留学生の合同ワークショップ

では、国籍を越えて、共同して課題に取組、成果をまと

め、発表する、という授業形態をとる。この活動を通じ

て、外国人の考え方や物事の進め方を学ぶ機会とな

る。また、英語による発表や英文のドキュメント作成を通

じて、英語力の向上にもつながる。 

また、大学院学生向けには、インドにてソフトウェア設

計を実践的に学ぶ一ヶ月のコースを開設する。このコ

ースでは、グループワークを主体としてインド人教員か

らプロジェクト演習型により学ぶ。 
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 

○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に

関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい

て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

【これまでの取組】 

学校法人立命館では「学校法人立命館情報公開規

程」を定め、本法人が設置する各学校の基礎的データ

を含む様々な情報を公開することによって、本法人の

運営や教育研究等の諸事業の社会的説明責任を果た

すとともに、公正かつ透明性の高い運営を実現し、本

法人の運営や諸事業の質的向上を図っている。そし

て、本法人が設置する立命館大学においても、本規程

に基づき、ホームページを中心に大学案内、データ集

Fact Book 等を通じて、積極的な情報公開を行ってい

る。 
外国語における情報公開に関しては、日本語で発信

している項目や発信方法すべてが網羅されているわけ

ではないが、昨年度来、英語版ホームページのリニュ

ーアルを進めており、英語による情報発信力の強化に

取り組んでいる。具体的には、本学の学生数、出身国

別学生数、校友会員数、教職員数、財務情報といった

基礎データ類、事業報告書、事業計画書といった大学

の戦略に関する情報、そして英語で学位を取得できる

各コースの詳細（プログラム課程、シラバス、卒業・修了

要件、入試情報）といった教育に関する情報について

は、英語版ホームページより発信している。 
各教員の研究成果を含む研究者情報は日英二言語

で広く公開している。また、英語・中国語による大学案

内や、多言語（英語・中国語・韓国語・ベトナム語）の入

学案内リーフレットを発行している。 
なお「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」については、他大学に先駆け、グローバル

30 採択大学で試行的に取り組む方向性が示されてお

り、大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業推

進事務局によるWEBサイト（JUMP）にて、すでに公表さ

れている(英語版のみ)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【本構想における取組】 

 情報理工学部では学部独自で中国、インド、タイを中

心に、アメリカ、フランス、ロシアなど世界各国の大学・

機関と連携して、教育研究を推進している。これまでの

これらの取組に加え、本構想の取組については、情報

理工学部のホームページにおいて情報発信を行う。そ

の際、他大学の先進事例や同一法人下の立命館アジ

ア太平洋大学における日英二言語での情報公開状況

を参考にしつつ、さらに情報公開を進めていく。 
さらに、取組全体に関わる成果報告書の発行や公開

シンポジウムの開催を通して、広く一般にも発信する機

会を作り、本構想の充実・発展につなげる。 

また、学生が自らの成果を日本国内だけでなく、海

外の大学や企業において発表する機会を設定する。こ

れにより、生きた情報発信となるだけでなく、発表・報告

する学生は、様々な発表体験をすることができ、さらな

る発表能力の向上や工夫する力を身につけることがで

きる。また、他者の反応から自身の活動に対する振り返

りや今後の動機付けにつながる等の効果が期待でき

る。 
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取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

【これまでの取組】 

本構想を支える基盤としては、大学における国際教

育を進める組織として「国際教育推進機構」がある。こ

の組織では、国際教育プログラムの開発・運営、諸外

国・地域との学生派遣・学生受け入れを推進するととも

に、学部・研究科の国際教育に関する取り組みを支援

することを目的に、国際部長が機構長として統括してい

る。また、「国際連携本部」を設置し、学園全体の国際

連携の基本方針を策定し、大学（立命館大学、立命館

アジア太平洋大学）や小学校から高校までの各附属校

における取り組みを支援している。また、事務組織とし

ては、国際部を置き、平成 24 年 6 月現在で、国際企画

課、海外留学課、留学生課、国際協力事業課の 4 課に

専任・契約職員 77 名（内、外国人 14 名）を配置してい

る。ここでは、全学横断の海外派遣プログラムに関わる

渡航前の準備や留学期間中のサポート・危機管理や本

学に受け入れる留学生への対応を行っている。 

事務職員に関しては、外国人留学生の受け入れが

多い学部事務室に重点的に英語ができるスタッフを配

置するとともに、語学研修プログラム、カウンセリングス

キル等の職員研修を実施し、事務職員全体の基礎的

な力量向上を目指している。さらに、大学アドミニストレ

ータ養成プログラム参加者による海外大学調査研修や

INU 加盟校でのスタッフ・シャドウイング研修も実施し、

日英二言語を前提とする立命館アジア太平洋大学との

人事交流も行っている。また、教育・研究のグローバル

化が進展する中、担当業務を通じて能力が形成される

分野も広がってきていると言える。なお、「国際化拠点

整備事業（大学の国際化のためのネットワーク形成推

進事業）」による留学生アドバイジング等の SD 研修を開

催し、他大学へも開放してきた。今後も同様の取り組み

を強化する予定である。 

また翻訳体制として国際部内に 3 名の契約職員（専

門職）を配置し、学内文書の二言語化を進めている。ま

た、職員に対しては、TOEIC の受験機会を提供するとと

もに、個人研修費を支給し、自己研修を奨励している。

情報理工学部では、中国の大学との関係が密である

ことから、英語に加え、中国語の対応ができるよう、契約

職員（専門職）を配置し、学内文書の多言語化や外国

人学生への対応を行っている。 

【本構想における取組】 

これまで、事務体制におけるグローバル化は国際部

を中心に進めてきたが、教育・研究のグローバル化が

進展する中、担当業務を通じて能力が形成される分野

も広がってきていることから、グローバル化を全学的な

事務体制の中で推進する方向にシフトしつつある。具

体的には、事務職員に関しては、まず外国人留学生の

受け入れが多い学部事務室に重点的に英語ができる

スタッフを配置するとともに、語学研修プログラム、カウ

ンセリングスキル等の職員研修を実施し、事務職員全

体の基礎的な力量向上をさらに目指す。また、「国際化

拠点整備事業（大学の国際化のためのネットワーク形

成推進事業）」による留学生アドバイジング等の SD 研

修を開催し、他大学へも開放してきた。今後も同様の取

り組みを強化する予定である。 
一方、学園の国際化を進めるにあたっては、職員が

自らグローバル人材となることが求められている。学園

の諸活動が国際的な広がりを見せるなかで職員一人ひ

とりの能力形成の重要性が増している。また、法人とし

て分権化を進める方向性で組織機構改革の検討を進

めるにあたり、分権化が進めば、現場の対応力や判断

力が、大学・学部および法人運営において決定的に重

要となる。 これまで、TOEIC 試験の受験促進や、国内

外大学院進学支援、大学行政研究・研修センターの夏

期海外調査等の取り組み等の自己研鑽支援や研修制

度を通して職員の国際対応力の向上に取り組んできた

が、更に海外での業務経験を蓄積する取り組み等の検

討を進め、職員の成長と大学の国際化を図る。 

このように、これまでの取組を継続・発展させた上で、

構想を円滑に推進できるよう、学内の連携体制を強化

する。また、情報理工学部においては、すでに配置済

みである英語・中国語の職員を中心に、学内文書の多

言語化や外国人学生への対応を初め、海外の連携先

との協議・調整を進める。 
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様式２ 

様式 2 全体で４ページ以内 

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。 

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十

分に図られているか。 

【これまでの取組】 

 情報理工学部では、「国際社会を舞台に活躍できる

人材」を育成するために、専門科目の一部の英語開講

や外部試験による英語科目の単位認定制度や英語開

講専門科目アドバンスト・コース履修制度を設定してい

る。また、全学で実施している海外留学プログラムへの

参加を奨励するとともに、一定の英語運用能力を有す

る学生を対象に、学部の専門とリンクした独自の研修

プログラム「海外IT研修プログラム」をアメリカ・ワシント

ン大学、オーストラリア・クイーンズランド工科大学とイ

ンド・プネにおいて実施している。これは、高い英語運

用能力を持ち合わせているだけでなく、グローバルな

視点から多面的に物事を捉える能力は、国際的に活

躍する技術者・研究者にとって必要不可欠であるとの

認識によるものである。この「海外IT研修プログラム」

は、生活から学習に至るまで全てを英語で行うトータ

ル・イマージョン・スタイルを実施し、より高いレベルの

英語運用能力・異文化適応能力の養成を行うものであ

る。また、英語力の修得だけでなく情報科学技術分野

の知識・能力などを身につけるのができることも、大き

な特徴である。また、中国の三大学（大連理工大学・大

連交通大学・東北大学）と実施している短期研修（派

遣・受入）においては、双方の学生同士の交流や現地

企業訪問を通じて、異文化理解とともに、キャリア形成

を見据えた取組を行っている。 

一方、グローバル社会に必要な基盤的技能を備え

たIT人材の育成に関しては、「アジア人財資金構想」

において実施した「産学連携による実践的ITマネージ

メント人財育成プログラム」（大学院博士課程前期課

程）の中で、身につけた専門IT知識を実践的に活用で

きるようにするためのグループワークを取り入れたカリ

キュラムを構築し、多くの日系企業に中核的な人材とし

て送り出してきた。また、全学では、外国人学生と日本

人学生が切磋琢磨する中で「グローバル人材」を育成

するため、「キャリア形成支援を通じたグローバル人材

養成プログラム」を提供している。 

立命館大学では日本国内におけるインターンシップ

を積極的に実施し、参加する学生も非常に多い。ま

た、情報理工学部では専門科目の中に企業連携プロ

グラムを設置し、産業界からの講師によるリレー講義を

行っている。 

【本構想における取組】 

本構想は、情報科学技術に関する専門的知識を基

盤として、コミュニケーション能力、プレゼンテーション

能力、チームワーク力などの社会人基礎力と、それら

を英語によって活用・運用できる力を備え、グローバル

に活躍できる人材の養成を行うことを目的とする。その

ために、学士課程の正課授業で修得する専門性に加

え、これまでのIT人材育成の経験や企業との連携強化

により、社会が求めるグローバル人材として活躍するた

めの基盤となる能力を養成する。さらに、大学院博士

課程前期課程においては、即戦力のグローバル人材

となるための実践的能力を養成する。 

具体的な取組内容は下記の通りである。なお、各種

取組については、産業界が求めるグローバル人材像

や動向を把握しながら実施する。 

 

【第 1 ステップ（大学 1・2 年次）】 

(1) 基礎的専門性の育成 

情報科学技術に関する基本的な専門知識について

は、正課授業の中で修得する。その上で、多様で複雑

化する社会の基盤を支える情報科学技術の重要性を

認識し、様々なコンピュータシステムを設計・構築・運

用できる確固たるIT専門知識を身につけていることが

すべての基盤になることから、以下のような取組により

専門知識の定着を図る。 

(a) 基本情報技術者試験の合格率向上 

基礎的な専門知識定着の動機付けとして、外部講

師による対策講座の受講と資格試験の受験を奨

励し、合格者増を図る。 

(b) プログラミングコンテスト等への参加支援 

プログラミング能力に長けた学生を主な対象とし

て、低回生時から国際ACMプログラミングコンテスト

や内外の企業等が主催するプログラミングコンテス

ト等へのチャレンジを推奨する。また、そのための

バックアップ体制を構築する。 

(2) グローバルIT人材基礎的技能の育成 

英語文書の理解や執筆、英語での会話やプレゼンテ

ーションに必要となる基礎的な英語能力を身につける

とともに、他者と協力して課題の設定や解決を行うため

に必要なコミュニケーション能力、プレゼンテーション

能力、チームワーク能力を養成する。また、国や文化、
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人種の枠を超えて協力することができる異文化理解力

を養う。具体的には以下の通りである。 

(a) TOEIC講座（低回生対象）の開講 

低回生時のTOEICの得点向上対策として、外部講

師による講座を実施する（2年次）。 

(b) グループワーク講座の開講 

専門分野への興味・関心を高め、また、主体的に

学ぶ意識を低回生時に持たせるために、IT分野

の身近な話題を取り上げて日本語（1年次）および

英語（2年次）によるグループワーク講座を実施す

る。その際、企業からの講師（日本人・外国人）を

招聘し、テーマ設定や実践例等についてアドバイ

スを受けながら、内容を深める。 

(c) 海外IT研修プログラムの充実化 

主に異文化体験と英語運用能力向上を目的に実

施している低回生向け海外IT研修プログラム（アメ

リカ・ワシントン大学、オーストラリア・クイーンズラン

ド工科大学）の効果を検証し、派遣先大学との協

議を持ちながら、さらに充実させる。 

(d) グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの

実施 

日本企業や海外（中国・大連等）の日系企業から

企業人や技術者を講師として招聘し、キャリアセミ

ナーを実施する。このセミナーを通して、企業で求

められている人材、能力について、実情や今後の

方向性を知る機会とする。また、グローバル人材と

しての意識を高め、他の取組に対する動機付けの

向上を図る。 

(e) 社会人基礎力養成講座の開講 

技術者に求められるコミュニケーション能力、プレ

ゼンテーション能力、他者と協力しながら物事を進

める力や問題解決能力を養成するための講座を

開講する。学生の発達段階に応じた能力開発が

行えるよう、複数の講座を開講する。また、講座の

受講により身につけた能力を検証する方法として、

アルバイトやサークル活動等のプライベートの時

間を活用して、他者からの評価を受けるシステムを

構築する。 

【第 2 ステップ（大学 3・4 年次）】 

(1) 高度専門性の育成 

低回生時に身につけた基礎的な知識に基づき、より

高度な知識の定着と活用力の向上を目指す。 

(a) 応用情報技術者試験の合格率向上 

高度な専門知識定着の動機付けとして、外部講師

による対策講座の受講と資格試験の受験を奨励

し、合格者増を図る。 

(2) グローバルIT人材実践的技能の育成 

高度な専門IT知識をもとに新たなハードウェア・ソフ

トウェア・サービスを生み出すことのできる創造的研究

開発能力、必要とされる専門IT知識を駆使し、他者と
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協力して課題を解決することのできるグループワーク

能力、様々なハードウェア・ソフトウェア・サービスに関

する技術的事項や自らの考えを他者に正確かつ効果

的に伝えることのできるプレゼンテーション・ドキュメン

テーション能力を養成する。そのために、以下のような

取組を行う。 

(a) TOEIC講座（高回生対象）の開講 

さらなる英語力向上を目的に、TOEIC上位得点者

層を目指す学生を対象とした講座を外部講師によ

り実施する。 

(b) 「科学技術英語1～4」の開講 

   英語によるプレゼンテーション技法の獲得やスピ

ーキング能力の養成、専門分野におけるアカデミ

ックな英語力を高めるための高度な読解力やライ

ティング能力の獲得を目的に、演習を開講する。 

(c) テクニカルライティング講座の開講 

優れた技術文書や論文の執筆を行うためには、し

っかりとした日本語力を持つことが基本である。そ

こで、日本語入門コース（1年次・2年次）、日本語

応用コース（3年次・4年次）を開講し、学士課程修

了までに確実な日本語力を獲得する。その上で、

大学院前期課程の学生を対象に英語コースを開

講する。 

(d) 海外インターンシッププログラムの実施 

大連理工大学と共同で設立する「大連理工大学・

立命館大学国際情報ソフトウェア学部」との連携の

一貫として、中国・大連にある日系企業でのPBL型

インターンシップを行い、専門IT知識を活用しなが

ら、課題解決を図る力を身につける。同時に、海外

支社における日本人社員の働きぶりや外国人社

員との関係等について現場の声や生の実態を把

握する機会と位置づける。これらの取組を通じて、

外国人と協力して物事を進めていくためのスキル

の獲得や日本人の優位性を強みに変える力を養

成する。実施にあたっては、遠隔講義システムによ

り日本と中国とを結び、事前準備を行ったり、期間

中に指導教員のアドバイスを受ける等、充実を図

る。 

【第 3 ステップ（大学院博士課程前期課程）】 

(1) 創造的専門性の育成 

高度な専門性に基づいた研究成果を挙げ、それを

発信できる能力向上のために、以下の取組を行う。 

(a) 国内外の大学との合同研究ワークショップの開催 

国内の情報系の大学・学部や研究交流協定のあ

る海外大学と共同で研究発表を行うワークショップ

を開催して研究交流を実施する。これにより、学生

の研究への動機付けを高め、研究内容の高度化

やプレゼンテーション能力の向上を図る。 

(2) グローバルIT人材創造的技能の育成 

(a) 英語プレゼンテーション講座 
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主に大学院学生を対象として、国際学術会議での

発表を意図した講座を実施する。 

(b) 海外IT研修プログラム（インド・シンビオシス国際

大学）の充実 

英語によりIT分野の知識を学ぶことを目的に実施

しているインドでの海外IT研修プログラムについ

て、主に大学院学生を対象に、グループワークに

より高度なソフトウェア設計を実践的に学び、プロ

ジェクト運営やリーダーシップ能力を育成するコー

スを追加設定し、現在実施している期間（1ヶ月）と

合わせて全2ヶ月のコースを開講する。また、インド

人学生との交流やインドにあるIT企業訪問や社員

との交流を通じて、インドの社会を理解させる。研

修においては、事前・事後を含めて、遠隔講義シ

ステムにより日本とインドを結び、研修の充実と研

究の継続につなげる。 

【関連する取組】 

 その他、本構想で実施する取組をさらに効果的にす

るために、以下のような施策を講じる。 

(a) 中国語（初級）講座の開講 

本構想においては、中国の大学への短期派遣を

実施し、大学での授業に加え、日系企業でのイン

ターンシップ等を通じて、中国人との交流を行う。

また、中国には、日系企業が多く立地することか

ら、就職後に中国の現地勤務または中国支社との

調整役等の可能性も大きい。そこで、日常会話程

度の初級中国語能力の獲得を目標とする。関連し

て、中国文化や歴史等に関する知識も習得する。

(b) 留学生との日常的な交流機会の創出 

正課における日本人学生と留学生の関わりに加

え、日本人学生の留学生支援団体FSS（Foreign 

Student Supporter）を中心に留学生との交流イ

ベントを継続的に開催する。これらを通じて、異文

化を理解することの必要性と同時に、日本・日本人

に対する再認識の必要性について入学時から継

続的に説き、その両方がわかった上で、どのように

日本人の強みを発揮していくかを考えさせる。 

(c) 学生支援システムの導入 

学生自身が行動内容を蓄積し、振り返りを行うこと

ができ、かつ、教員からの必要な指導を受けること

ができるシステムを導入する。 

(d) 企業からの支援金による留学の経済的支援 

種々の取組により学生が海外に行く機会を設定し

たとしても、旅費等の費用が全て自己負担では、

量的な広がりを達成できない。特に、理系の私立

大学に通う学生にとっては、学費以外に数十万円

規模の負担を親にかけることに対する抵抗感は大

きい。そこで、本構想の取組に賛同する企業を募

り、学生の留学に対する支援金とする等の方策を

追求する。 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

取組内容① 教育体制のグローバル化 
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

英語による授業や研究指導等が可能な教員の任用

を積極的に進めてきた。例えば、国際関係学部グロー

バル・スタディーズ専攻では国際公募を実施し（7 名の

人事枠に対して延べ 255 名の応募）、優秀な教員を採

用する取組を行った。また、情報理工学部では、すで

に外国人教員が 10 名在籍し、外国語科目だけでなく、

専門科目を英語で開講している。その他、短期交換教

員制度等、本学教員が協定校で科目を担当する仕組

みを設けており、協定校での教育交流を深めるととも

に、本学教員の FD 的位置づけも有している。 

さらに、新規に着任する教員を対象として、教員が自

らの授業を専門分野と教育学の観点から省察すること

ができる知識、技能、態度、特にアクティブ・ラーニング

を実践する能力を、体系的かつ実践的に身につけるこ

とを目的とした「実践的FD プログラム」を平成21 年度よ

り実施している（平成 20 年度文部科学省質の高い大学

教育推進プログラム採択取組「教育の質を保証する教

員職能開発と大学連携」にて開発）。オンデマンド講義

15 本、ワークショップ 10 回と教育コンサルティングの 3

本柱で構成されており、主要なオンデマンド講義につ

いては英語版も作成した。平成 22 年度では、オンデマ

ンド講義利用者 511 名、ワークショップ参加者は 235

名、コンサルテーション参加者は 83 名（いずれも延べ

人数）の教員が受講した。また、学部・研究科ごとに FD

委員会等を設置し、個々のニーズに応じた様々な取組

を行っている。 

【本構想における取組】 

 情報理工学部では、教員任用にあたっては、これま

でと同様に、公募制により募集し、国籍は問わない。 

平成 24 年 9 月に、大連理工大学（中国）との協力に

より中国・大連に「大連理工大学・立命館大学国際情

報ソフトウェア学部」を設置する予定であることから、今

後ますます外国人教員の任用は増加する見込みであ

る。この学部においては、全開講科目の 3 分の 1 を情

報理工学部教員が担当することになることから、日本

人教員にとっても、異文化理解や外国人に対する教

育手法を取得する機会となる。そして、この経験は、本

構想における日本人学生への指導に役立てることが

できる。 

また、すでに在職している日本人教員についても、

海外の外国との共同研究の進展や国際学会等におけ

る発表の増加から、自身の外国語運用能力の向上を

はかり、学生・大学院学生への指導に活かしていく予

定である。 
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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】 

新規に着任する教員を対象として、教員が自らの授

業を専門分野と教育学の観点から省察することができ

る知識、技能、態度、特にアクティブ・ラーニングを実践

する能力を、体系的かつ実践的に身につけることを目

的とした「実践的FDプログラム」を平成21年度より実施

している（平成20 年度GP「教育の質を保証する教員職

能開発と大学連携」にて発足した全国私立大学 FD 連

携フォーラム（以下、フォーラム）にて開発）。本学新任

教員対象 FD プログラムは、オンデマンド講義 15 本、ワ

ークショップ 10 回と教育コンサルティングの 3 本柱で構

成されており、主要なオンデマンド講義については英

語版も作成した。平成 23 年度の受講者は、オンデマン

ド講義登録 197 名（学内のみ）、ワークショップ参加 196

名（学内外を含む）であり、コンサルテーション参加（学

内のみ）は 91 名であった（いずれものべ人数）。なお、

教育 GP 採択期間終了後は、「実践的 FD プログラム」

オンデマンド講義をフォーラム加盟校以外にも広く利用

を呼びかけ、日本全国の高等教育機関に公開している

（有償）。 

また、全学に関わる教育内容の改善ならびに教育の

情報化推進に向けた取り組みを進めている教育開発

推進機構において、例年、「FD 活動に関する国内外調

査の調査支援」を行なっている。平成 23 年度は「デザ

イン型教育のヒアリングを主目的とした UCB, UCD, 

Claremont Colleges 調査」「映像に関わる高等教育プロ

グラムの先駆的・先進的事例の調査研究」等が実施さ

れ、学部・研究科におけるグローバル教育力向上をは

かっている。これらの取組みは、全学教職員を対象に

報告会を実施し、全学に還元している。 

【本構想における取組】 

本構想においては、日本国内や海外から講師を招

聘し、企業におけるグローバル化の進展や今後の展

開等に関する講演会を開催する。この講演会に教員も

参加し、社会のニーズや現状を教育の中に反映する。

また、グローバル教育力向上のために、次の取組を

行い、本構想における日本人学生への指導に役立て

る。 

（1）「大連理工大学・立命館大学国際情報ソフトウェア

学部」（平成 24 年 9 月開設予定）における活動 

・大連理工大学所属教員の授業見学 

・立命館大学・大連理工大学合同 FD 研修 等 

（2）シンビオシス国際大学（インド）・トムスク大学（ロシ

ア）との教育面における交流の展開 

・（テレビ会議システムによる）合同授業の実施 

・合同ワークショップの実施  等 

（3）海外における教授法等の研修参加 

英語による授業方法や教授法を修得するために、

アメリカの大学等に日本人教員を派遣し、教育力の

向上を図る。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

取組内容①  日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組 
○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。 

○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。 

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す

ること（ラーニング・アグリメント）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】 

 立命館大学では、国際部が主管となり、全学の海外

留学プログラム等を開発・実施し、海外の大学への留

学に関する情報収集や調整などを一元管理している。

現在実施している海外留学プログラムは、イニシエー

ション型・モチベーション向上型・アドヴァンスト型に分

類され、学生の希望に応じた海外留学が可能である。

プログラムの詳細については、「海外留学の手引き」や

募集要項、国際教育センターのホームページで公開し

ている。また、入学から卒業までの学びの中で留学を

組み込んだ総合的なサポート体制を確立し、留学プロ

グラム経験者が留学アドバイザーとして、留学フェア・

募集説明会や留学相談ブースで情報提供・相談を実

施している（平成 23 年度留学アドバイザー数は衣笠キ

ャンパス 116 名・びわこくさつキャンパス 68 名）。この取

組は今後留学を考えている学生にとっては「生」の声を

聞くという貴重な機会である。また、留学アドバイザー

自身にとっても、他者への説明を通じて、自らの留学経

験を言語化し、学びを深めることができる。また、新入

生オリエンテーションにおいても留学ガイダンスを実施

し、入学直後から留学を意識する対策を講じている。そ

の他、個別プログラムの募集説明会だけでなく、集中

的に留学プログラムを紹介する期間を設け、留学アド

バイザーや協定大学からの交換留学生の協力も得て

実施している。 
同様に、情報理工学部においても、留学経験者によ

る学生サポート団体 FSS があり、留学生との交流や短

期留学生のバディとなって滞在中の支援を行う等、自

身の経験を活かしながら、グローバル感覚の醸成を図

っている。 

留学にあたっては、修得可能な科目や帰国後の単

位認定の基準等について、所属学部事務室や国際教

育センターにおいて、事前に説明し、納得した上で留

学する体制を確立している。また、留学期間や参加費

に応じた奨学金を用意している。 
 
 
 

【本構想における取組】 

海外における活動や留学の優位性については、情

報理工学部の人材育成目的とも関係づけながら、履

修要項への掲載だけでなく、入学時より、学生に説明

する。また、国際部が収集した海外の大学への留学に

関する情報についても広報し、留学を促進する。 

本構想については、履修要項において、海外の大

学における履修や帰国後の単位認定基準等を初め、

全体像を示すとともに、各学期の終了時に実施するガ

イダンスにおいても紹介し、プログラムへの参加を促

す。その際、これまでに留学経験を持つ学生からの体

験発表を行う。この発表を聞くことにより、海外における

経験を身近に感じることができるとともに、その意義を

感じ、留学への動機付けとなるよう働きかける。 
また、情報理工学部には、多くの留学生が在学し、

かつ、短期研修生も多く受け入れている。そこで、授

業だけでなく、留学生や外国人短期研修生との日常

的な交流や、気軽に参加できる Language Exchange カ

フェなどを開催し、お互いの言語を教えあう中で、それ

ぞれの文化や考え方の違いを知る機会を創出する。

そのために、交流しやすいスペースの確保と関連する

図書や資料の整備を行う。このような各種取組に参加

することにより、日頃からグローバル感覚の養成や留

学への動機付けにつなげる。 
情報理工学部では系統履修を重んじるカリキュラム

であることや、1.5 年の卒業研究を必修としていること

から、これまで長期の留学が困難であった。しかし、情

報理工学部と大連理工大学・立命館大学国際情報ソ

フトウェア学部との連携により、単位互換が可能な状況

もうまれることから、双方の学生の短期派遣・受入だけ

でなく長期留学の実施が可能となるよう協議を行い、

制度を確立する。 
あわせて、学生に対して、長期留学がもたらす効果

や有効性を説き、学生の参加を促す。 
 
以上のように、種々の取組によって留学の促進を図

ったとしても、旅費等の費用負担が大きければ、量的

な広がりを達成することができない。特に、理系の私立

大学に通う学生にとっては、学費以外に数十万円規模
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の負担を親にかけることに対して抵抗を感じている者

が少なくない。そこで、本構想の取組に賛同してくれる

企業を募り、例えば学生が留学する際の支援金とする

等の方策を追求する。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 

○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて

いるか。 

【これまでの取組】 

 留学する学生に対しては、出発前に健康・危機管

理、キャリアガイダンス等を実施し、十分な情報を提供

し、留学の心構えの徹底を図っている。履修面や学習

面に関しては、留学先においてもホームページやメー

ルチェックを行うことや、WEB システムを活用した「受講

登録」等の手続きが可能であること、帰国後の単位認

定やその後の学習計画等について、事前に指導する

体制を構築している。さらに、父母教育懇談会における

情報提供を行い、父母の不安解消を図っている。 

また、本学では、危機管理体制の強化を推進し、留

学プログラムに派遣する学生については、海外旅行保

険包括契約および旅行事故対策費用保険契約により、

危機発生時の現地での24時間対応や本学が被る法的

リスクの分散等を図る取組みを行っている。 

また、平成 21 年度から長期留学を目指す学生を対

象とし、入学直後から留学後までをトータルで支援する

グローバル・ゲートウェイプログラム（GGP）を開始。3 名

の担当教員（専任教員 1 名、嘱託講師 2 名）を配置し、

きめ細かな対応を行っている。 

 

産業界との連携においては、「国際化拠点整備事業

（大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業）」

において、「産学が連携し、留学生受け入れを推進し、

国際的人材の育成・活用を図る」ことを目的として、平

成22 年度より産学連携フォーラムを開催している。これ

らの連携活動の成果として、経団連より「経団連グロー

バル人材育成スカラーシップ」が平成 24 年度から提供

されることに至った。受給者には帰国後の就職説明会・

面接会への案内など、これまでにない産業界からの直

接の支援が得られる。（平成 24 年度、立命館大学受給

者 3 名） 

【本構想における取組】 

 立命館大学においては、これまでより、留学（短期派

遣を含む）が決まった学生に対しては、留学前・留学

中・帰国後、それぞれの時期に必要な手続き等の説

明を含め、安心して参加できる環境を提供している。さ

らに、学生本人だけでなく、父母への情報提供を行

い、不安解消を図っている。また、学生への各種連絡

や手続き、学生からの質問等については、WEB システ

ムの活用により、海外に居ながらにして手続きが完了

できる場合もあり、帰国後を含めて、学生生活への支

障はほとんどない。 
 情報理工学部が独自に行っている海外 IT 研修等の

取組についても、担当教職員の引率や現地における

受入体制の確立などにより、学生が安心して参加し、

思う存分学習できる環境を提供している。 
また、本構想の実施にあたっては、専門のスタッフと

して契約職員（専門職）を雇用し、留学中の学生に対

する支援（大学からの諸連絡を含む）体制を確立す

る。この契約職員（専門職）については、学生に対して

十分は指導や援助ができるよう、情報理工学部事務室

や国際部と連携しながら、業務を行う。 
以上、立命館大学におけるこれまでの経験をもと

に、さらに取組の継続・発展をはかり、よりよい環境で

学習が継続できるよう、配慮する。 
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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】 

 立命館大学附属高等学校や提携校からの入学にあ

たっては、出願要件にTOEFL等のスコア基準を定めて

いる。 

他方、立命館大学の一般入学試験においては、

TOEFL 等の外部試験によるスコアを活用していない。

ただし、学部の特別入学試験の中には、志願者の留学

経験や在外経験等を加味する場合がある。 

【本構想における取組】 

 本構想においても、入学試験において TOEFL 等の

外部試験によるスコアを活用する予定はない。しかし、

立命館大学附属高等学校や提携校からの入学者に

対しては、理系における英語の必要性を説き、中等教

育終了時点で必要な英語力を修得するよう、働きかけ

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】 

 情報理工学部の英語教育プログラムでは、入学時に

学生の英語力を適切に分析・評価し、個々の学生が各

自の英語力に適したレベルの授業を受けられるように

TOEIC-Bridge を用いたプレイスメントテストを入学時に

実施してきている。英語授業は、習熟度別のクラス編成

を行い、学生各自の英語力に応じたレベルの授業で英

語の運用能力を効果的に高めることのできる制度を取

り入れている。また、毎年 12 月に 1 回生・2 回生の全員

に TOEIC-IP の受験を義務付け、1 年間の学習の成果

を客観的に検証している。あわせて、e ラーニングの英

語学習用コースウェアも導入しており、授業で活用する

だけでなく、課外の自学自習教材としても利用させてい

る。 

 通常の英語科目の単位に加えて、TOEIC や TOEFL

等の外部試験による英語科目単位認定制度を導入し

ており、スコアによって一部の英語科目の単位認定を

行うとともに、英語開講専門科目の早期履修や海外 IT

研修に優先的に参加できるアドバンスト・コースを設定

し、英語力の高い学生の学習意欲を更に高める工夫を

している。 

 必修の英語科目においては、4 技能全ての演習を含

む内容となっており、リスニングやリーディングといった

受容的スキルだけでなく、スピーキングやライティング

などの発表的スキルの演習も継続的に行わせている。

英語科目のクラスサイズは、全てのクラスにおいて35名

を基本としており、個々の学生が授業時間内に適切に

教師から指導を受け、インタラクションも行えるような環

境に配慮している。また、アカデミック・ライティングを多

く行わせる上位レベルのクラスにおいては、授業はネイ

ティブスピーカーの教員が担当すると共にクラスサイズ

を抑え、個別指導が十分に行える環境を整えている。 

学生の英語力の評価については、大部分の英語科

目において、セメスターの学期末試験だけでなく、中間

試験も実施することにより、理解度や学力の変化を逐次

モニターし、学生に速やかにフィードバックする制度を

取り入れている。また、年度末には、12 月実施の

TOEIC の結果と年間の英語科目の成績に基づいて次

年度のクラスを決定し、年度毎に学生の英語力に応じ

たレベルで英語科目を受講できるようにしている。 

 専門分野における英語能力の向上については、英語

による専門科目を開講し、専門的な知識を英語で運用

【本構想における取組】 

 今後はより多様な学力の学生が入学すると考えられ

ることから、従来の TOEIC-Bridge や TOEIC だけでな

く、より英語力の高い学生を的確に判断し、入学後の

指導に役立てるようなテストの導入を検討する。 

具体的には、TOEIC Speaking & Writing Testsや、

TOEFL iBT、IELTS等を受験させる制度を整え、海外

留学を希望する学生の英語力を把握し、学生に目標

を与えることにより、海外留学に対する更なる動機付

けを与える制度を導入する。 

 また、新たな取組として、3 回生・4 回生を対象とした

ESP（English for Specific Purposes）科目である「科学技

術英語 1～4」を開講し、専門分野におけるアカデミッ

クな英語力を更に高めるカリキュラムを整える。 

具体的には、「科学技術英語 1・3」では、科学技術

分野における英語のプレゼンテーションスキルの養成

を目的とし、アカデミックな内容のプレゼンテーション

の技法について学ぶと共に、実際にプレゼンテーショ

ンの演習を行うことにより、専門分野における研究発

表を英語で行うことができるようなスピーキング力を養

成することを目標とする。また、英語で行われるプレゼ

ンテーションの内容を正しく聴き取り理解し、英語で質

疑応答ができる応用的な英語力の習得を目指す。 

「科学技術英語 2・4」では、科学技術分野における

英文を読み書きができるアカデミックな英語力の養成

を目的とし、理系分野における専門書や学術論文を

読み、その内容を正しく理解することのできる高度な

読解力を養成し、専門分野における英語での情報収

集や先行研究の調査に役立てることができる英語力

の養成を目指す。また、英語で論文を書くためのアカ

デミックライティングの技法を学ぶと共に、実際に英語

で論文を書く演習を通じて、専門分野で論文を書くこ

とができるアカデミックライティング力の養成を図る。こ

れらの英語力を効果的に養成するため、科学技術分

野における専門語彙の学習も行う。 

いずれの科目においても、4 技能を効果的に高める

ために、クラスサイズは 20 名を上限とし、個別指導を

行いやすい環境を整え、学部の専門分野につながる

アカデミックライティングの演習や、プレゼンテーション

スキルの演習をより高いレベルで集中的に行う。 

また、これらのスキルを客観的に評価するために、

受講者には授業における試験だけでなく、TOEFL 等
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できる力を養成している。 

 海外ＩＴ研修プログラムの参加者に対しては、学内で

実施する事前・事後講義の受講を義務付け、現地での

研修をスムーズに行うことができるように、現地事情や

異文化の学習及び現地大学での授業で必要となるア

カデミック英語の演習を集中的に行っている。 

 これらの多様な英語学習環境により、学生に英語学

習を効果的に行わせる取組を行っている。 

の外部試験の受験を義務付け、継続的な英語力のモ

ニタリングとフィードバックを行う。 

 海外ＩＴ研修プログラムについては、従来のプログラ

ムを継続すると共に、提携先の大学との協議を行って

プログラムの改善を行い、特に 3 回生・4 回生の上位

層の学生が現地で専門分野の授業を受講しつつ高度

なライティング能力やプレゼンテーション能力を習得

できるプログラムを検討する。 

海外ＩＴ研修プログラムの参加者に対しては、これま

でと同様に、学内で実施する事前・事後講義の受講を

義務付け、現地での研修をスムーズに行うことができ

るように、現地事情や異文化の学習及び現地大学で

の授業で必要となるアカデミック英語の演習を集中的

に行う。また、これらの留学経験者をリーダーとする学

生間のピア・ラーニングを促し、英語学習支援や学習

動機の維持ができる環境を構築する。 

 これらの学部専門分野を対象としたESP授業の充実

や海外ＩＴ研修プログラムの改善を見据えて、教育体

制の強化を行う。そのために、担当教員の教育力強化

FDの一環として、担当教員が一定期間海外の大学等

において英語授業の研修を行うことのできる制度を構

築し、その成果を授業にフィードバックできるようにす

る。 

 これらの取組を効果的に実施することができるよう

に、英語学習アドバイザーとなるネイティブ英語教員

を新たに配置し、通常の英語授業だけでなく、海外留

学や専門科目における英語学習、ライティングやスピ

ーキング等に関するアドバイスや個別指導等を行い、

異文化への適応も含めて、学生に対して適切な指導

が行える環境を整備する。更に、これらの新たな取組

に対応するために、オンライン英語学習コースウェア

の見直しを行い、より適切なシステムを導入する。これ

により、TOEIC対策、リスニング能力やリーディング能

力の向上、理系英語運用能力の向上に向けた指導に

活用できるとともに、学生自身の自学自習にも活用で

き、英語能力の向上につなげることができる。加えて、

英語が得意で英語学習に関心を持つ学生間の学習コ

ミュニティとしてのSNSをネットワーク上に開設し、留学

や英語学習に関する情報の交換を行えるシステムを

構築して、学生の英語学習を支援する。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組 
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。 

○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。 

【本構想における取組】 

 本構想を推進するために、任期制教員を 1 名雇用し、構想をマネジメントし、実施するとともに、学生指導にあ

たる。また、外国語力向上に係る点については、英語担当の任期制教員を 1 名雇用し、他の英語科目担当教員

と連携しながら、教育にあたる。また、TOEIC 講座等のコーディネートも行う。 

学部としての本構想全体の推進のために、情報理工学部教学担当副学部長を委員長とし、各学科からの教員

と上記 2 名の任期制准教授からなる推進委員会を設置する。この推進委員会は、プログラムの運営に責任をも

ち、学生の目標達成状況を把握しながら、内容の具体化・充実を図る。また、プログラムに参加する学生との懇談

やアンケート等により、学生の状況を把握し、プログラムに反映させる。この推進委員会の事務局は、情報理工学

部事務室が担うが、契約職員（専門職）1 名を雇用し、本構想に関する事務に専念する。また、教員と協力しなが

ら、プログラム受講生の指導・援助も行う。 

加えて、IT 企業や大学関係者等の委員からなる「外部評価委員会」を設置し、外部有識者からの意見や評価

をもとに、構想の充実を図る体制を整備する。本評価委員会では、構想の実施および達成状況を評価し、改善

に寄与することとする。 

また、年次ごとに、評価報告書をまとめ、広く公表することとする。また、構想の進捗状況については、情報理

工学部として、自己点検・自己評価を行い、改善に努め、自己点検評価・外部評価システムおよび内部質保証シ

ステムの確立を目指した検討を行う。 
 

取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先

導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。 

 
本構想の取組については、情報理工学部のホームページ（日本語・英語）において情報発信するとともに、パ

ンフレットを作成し、高校生、大学生、父母、大学関係者、企業等に配布し、成果の公表とするとともに、普及に
貢献する。 

学内においては、適宜、交流会や報告会を実施する。これにより、発表・報告する学生は、様々な発表体験を

することができ、さらなる発表能力の向上や工夫する力を身につけることができる。また、参加する学生にとって

は、自身の活動に対する振り返りや今後の動機付けにつながる等、学生同士の学びあいにも発展させていく。ま

た、海外の大学や企業においても、構想の成果等について発表する機会を設定する。 

さらに、取組全体に関わる成果報告書の発行や公開シンポジウムの開催を通して、広く一般にも発信する機

会を作り、本構想の充実・発展につなげる。 

また、本構想で得られた成果のうち、大連理工大学・立命館大学国際情報ソフトウェア学部においても活用で

きる項目については、同大学に提案し、普及させることとする。 
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（大学名：立命館大学 ）（申請区分：特色型 ） 

 

 

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】 

 

 構想実施に向けては、情報理工学部教授会において、これまでの取組の検証を踏まえた上で、養成すべき人

材像とその育成のための目標や取組内容等について、議論している。その結果を受けて、新たな方向性を確定

し、専門科目や英語科目など分野ごとに、詳細な検討を始めている。 

  

 

 

【平成２４年度】 

・任期制教員（英語・全体コーディネート）・契約職員（専門職）任用準備 

・情報理工学部生の英語能力の分析と準備すべき英語運用能力向上のための講座内容の検討 

・テクニカルライティング講座（日本語・英語）内容の検討 

・グループワーク講座の検討 

・社会人基礎力養成のための講座内容の検討と検証システムの構築 

・社会におけるグローバル人材に関するニーズ調査と分析 

・中国・大連日系企業との PBL 実施に向けた調査 

・学生支援システム（ポートフォリオ）の開発 

・大連理工大学との交換留学に関する協議 

・シンビオシス国際大学との海外 IT 研修の高度化に関する協議 

・グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの実施 

・大学間合同ワークショップの開催 

・プログラム生募集 

・外部評価委員会の開催 

 

【平成２５年度】 

・任期制教員（英語・全体コーディネート）・契約職員（専門職）任用 

・教員海外研修の実施 

・プログラム生募集 

・英語運用能力向上のための講座（TOEIC・アカデミックライティング・プレゼンテーションスキル等）の開講 

・テクニカルライティング講座「日本語入門コース」・「日本語応用コース」の開講 

・社会人基礎力養成のための講座の開講と検証システムの実施 

・グループワーク講座の開講 

・初級中国語講座の開講 

・シンビオシス国際大学派遣プログラムの実施 

・グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの実施 

・大学間合同ワークショップの開催 

・中国・大連日系企業との PBL 実施に向けた詳細設計 

・外部評価委員会の開催 

 

【平成２６年度】 

・教員海外研修の実施 

・プログラム生募集 

・「科学技術英語 1～4 の開講 

・英語運用能力向上のための講座（TOEIC・アカデミックライティング・プレゼンテーションスキル等）の開講 

・テクニカルライティング講座「日本語入門コース」・「日本語応用コース」・「英語コース」の開講 

・社会人基礎力養成のための講座の開講と検証システムの実施 

・グループワークショップの開講 
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（大学名：立命館大学 ）（申請区分：特色型 ） 

 

・初級中国語講座の開講 

・中国・大連日系企業との PBL 実施 

・大連理工大学との交換留学の実施 

・シンビオシス国際大学派遣プログラムの実施 

・グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの実施 

・大学間合同ワークショップの開催 

・中間総括 

・外部評価委員会の開催 

【平成２７年度】 

・教員海外研修の実施 

・プログラム生募集 

・「科学技術英語 1～4」の開講 

・英語運用能力向上のための講座（TOEIC・アカデミックライティング・プレゼンテーションスキル等）の開講 

・テクニカルライティング講座「日本語入門コース」・「日本語応用コース」・「英語コース」の開講 

・社会人基礎力養成のための講座の開講と検証システムの実施 

・グループワークショップの開講 

・初級中国語講座の開講 

・中国・大連日系企業との PBL 実施 

・大連理工大学との交換留学の実施 

・シンビオシス国際大学派遣プログラムの実施 

・グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの実施 

・大学間合同ワークショップの開催 

・外部評価委員会の開催 

 

【平成２８年度】 

・教員海外研修の実施 

・プログラム生募集 

・「科学技術英語 1～4」の開講 

・英語運用能力向上のための講座（TOEIC・アカデミックライティング・プレゼンテーションスキル等）の開講 

・テクニカルライティング講座「日本語入門コース」・「日本語応用コース」・「英語コース」の開講 

・社会人基礎力養成のための講座の開講と検証システムの実施 

・グループワークショップの開講 

・初級中国語講座の開講 

・中国・大連日系企業との PBL 実施 

・大連理工大学との交換留学の実施 

・シンビオシス国際大学派遣プログラムの実施 

・グローバル人材養成のためのキャリアセミナーの実施 

・大学間合同ワークショップの開催 

・成果報告会の開催 

・外部評価委員会の開催 

・最終総括 
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（大学名：立命館大学 ）（申請区分：特色型 ） 

 

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

  

財政支援期間終了後についても、本構想の継続的運営を図る。 

資金計画については、立命館大学での学費収入やプログラム参加者から徴収する費用で運営することを基本

とする。その上で、海外研修プログラム等に参加する学生に対する支援については、立命館大学で実施している

奨学金制度の中で対応する。 

本構想により雇用した教職員については、立命館大学の教員組織整備計画の枠内での配置等により、本

構想の継続実施のための体制を確保する。 

本構想については情報理工学部・研究科の教育目標に沿ったものとして計画されており、立命館大学全

体におけるグローバル戦略の一環に組み込まれているものである。したがって、財政支援期間終了後にお

いても、適切な点検・評価を得た上で、相応しい措置を行なうこととなっている。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

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

してください。 

【物品費】 

 本事業の取組みでは、必要な物品費については、財政支援期間中に主な整備を行なうので、支援期間終

了後は、通常の経常的な経費の範囲内で運用が可能である。 

 

 

 

【人件費・謝金】 

 本構想により雇用した教職員については、立命館大学の教員組織整備計画の枠内での配置等により、本構想

の継続実施のための体制を確保する。 

 セミナー等の講師料については、経常経費の範囲内で運用する。 

 

 

 

【旅費】 

 経常経費の範囲内で運用することを基本としつつ、海外における研修等に関する旅費については、プロ

グラム参加費用の中で調整する。 

 

 

 

 

【その他】 

 海外IT研修プログラム委託については、参加費として、参加学生より徴収する。 

 教員の海外研修については、既存の学外研修制度等を活用して、実施する。 

 



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）

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

10,150 0 10,150
10,000 0 10,000
10,000 10,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）等

150 0 150
150 150 構想全体

150 0 150
0 0 0

150 0 150

100 100 【様式2】第1ステップ（2）（d）

50 50 【様式6】取組内容①10行目

2,931 0 2,931
160 160

20 20

30 30 【様式2】第1ステップ（2）（b）

160 160 【様式2】第1ステップ（2）（e）

1,000 1,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）

500 500 【様式4】取組内容①本構想27行目

800 800 【様式2】第3ステップ（2）（b）

210 210 【様式2】第1ステップ（2）（d）

51 51 【様式6】取組内容①10行目

4,450 21,000 25,450
4,000 21,000 25,000
2,000 2,000 【様式2】第1ステップ（2）（e）

2,000 2,000 【様式2】関連する取組（c）

18,000 18,000
・基本情報・応用情報技術者試験対策講座　委託 3,000 3,000

400 0 400
200 200 【様式2】第3ステップ（1）（a）

200 200 【様式6】取組内容②1行目

40 0 40
20 20 【様式2】第3ステップ（1）（a）

20 20 【様式2】第1ステップ（2）（d）

10 0 10
10 10 構想全体

0 0 0

0 0 0

合計 17,681 21,000 38,681

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

・学生支援システム構築　委託

・グローバル人材キャリアセミナー　看板等

②印刷製本費
・合同ワークショップ論文集作成

・

③会議費
・大学合同ワークショップ　看板等

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

　　　　　 ：謝金　 　　　　 ○○○千円
　　　　　　　  　　　○○人×＠○○○円

②謝金

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　分

［物品費］
①設備備品費

①人件費
・

［人件費・謝金］

・遠隔授業装置

・社会人基礎力養成講座内容検討（東京）
　　2人×@40千円×2回

・グループワーク講座内容検討（大阪）
　　2人×@5千円×3回

・グローバル人材キャリアセミナー講師謝金
　　2人×@50千円

・グローバル人材キャリアセミナー講師交通費
    1人×@30千円、1人×@180千円

・外部評価委員　謝金　5人×@10千円

・ニーズ調査（東京）　2人×@40千円×2回

・ニーズ調査（大阪）　2人×@5千円×2回

・海外IT研修プログラムに関する協議（インド）
　　2人×@400千円

②消耗品費

・大連理工大学との交換留学等の協議
　　2人×@250千円

・事務用品

［旅費］

・PBL実施のための調査（中国・大連）
　　2人×@250千円×2回

・
⑥その他（諸経費）

・郵送料

⑤光熱水料

①外注費

・外部評価委員交通費
    1人×@30千円、3人×@5千円、2人×@3千円

・社会人基礎力講座構築　委託

・海外IT研修プログラム委託（印・米・豪）

・プログラム紹介パンフレット作成

［その他］

④通信運搬費

平成２４年度

【様式2】本構想における取組　13
行目
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

250 0 250
0 0 0

250 0 250
200 200 構想全体

50 50 【様式4】取組内容①本構想21行目

28,905 0 28,905
28,005 0 28,005
24,000 24,000 【様式6】取組内容①1行目

3,750 3,750 【様式6】取組内容①8行目

150 150 【様式2】取組全体

105 105 【様式2】取組全体

900 0 900

100 100 【様式2】第1ステップ（2）（d）

・グループワーク講座　講師謝金　3人×@50千円 150 150 【様式2】第1ステップ（2）（b）

・初級中国語講座　講師謝金　@5千円×120時間 600 600 【様式2】関連する取組（a）

50 50 【様式6】取組内容①10行目

4,171 0 4,171

30 30 【様式2】第1ステップ（2）（b）

160 160 【様式2】第1ステップ（2）（e）

1,000 1,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣に関する協議（インド）　2人×@400千円 800 800 【様式2】第3ステップ（2）（b）

・教員研修旅費（アメリカ）　1人×@500千円 500 500 【様式3】取組内容②（3）

330 330 【様式2】第1ステップ（2）（d）

50 50 【様式2】第1ステップ（2）（b）

1,250 1,250 【様式2】第3ステップ（1）（a）

51 51 【様式6】取組内容①10行目

19,840 21,000 40,840
13,500 21,000 34,500

18,000 18,000
・基本情報・応用情報技術者試験対策講座　委託 3,000 3,000

3,000 3,000 【様式2】第1ステップ（2）（e）

・テクニカルライティング講座（日本語）　委託 3,000 3,000 【様式2】第2ステップ（2）（c）

・学生支援システム　委託 1,000 1,000 【様式2】関連する取組（c）

5,000 5,000
【様式2】第1ステップ（2）（a）、
第2ステップ（2）（a）

・英語プレゼンテーション講座委託 1,000 1,000 【様式2】第3ステップ（2）（a）

・TOEIC-IP等団体受験委託 500 500 【様式5】取組内容②構想41行目

300 0 300
300 300 【様式6】取組内容②1行目

20 0 20
20 20 【様式2】第1ステップ（2）（d）

20 0 20
20 20 構想全体

0 0 0

6,000 0 6,000
500 500 【様式3】取組内容②（3）

5,000 5,000 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

500 500 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

合計 53,166 21,000 74,166

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

・グローバル人材キャリアセミナー講師謝金
　　2人×@50千円

①設備備品費
［物品費］

・事務用品

・契約職員（専門職）雇用　1人

①人件費

・
②消耗品費

・任期制教員雇用　2人×@12000千円

・図書費（留学関係・社会人基礎力関係資料）

［人件費・謝金］

①外注費
・海外IT研修プログラム委託（印・米・豪）

・社会人基礎力講座　委託

［その他］

・外部評価委員交通費
　　1人×@30千円、3人×@5千円、2人×@3千円

・ES雇用　＠1.5千円×70コマ

②謝金

・グループワーク講座内容検討（大阪）
　　2人×@5千円×3回

・合同ワークショップ旅費（中国）　5人×@250千円

［旅費］

・外部評価委員　謝金　5人×@10千円

・グループワーク講座　講師交通費　@5千円×10回

・PBL実施のための調整（中国・大連）
　　2人×@250千円×2回

・グローバル人材キャリアセミナー講師交通費
    1人×@30千円、1人×@300千円

・社会人基礎力養成講座内容検討（東京）
　　2人×@40千円×2回

・TOEIC講座　委託

⑥その他（諸経費）
・教員研修費用（アメリカ）　1人×@500千円

・グローバル人材キャリアセミナー　看板等

④通信運搬費
・郵送料

⑤光熱水料
・

②印刷製本費

③会議費

平成２５年度

・英語ネットワーク教材購入

・ライティング学習支援ツール利用料

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

・プログラム紹介パンフレット作成

・TA雇用　＠3千円×50コマ
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

250 0 250
0 0 0

250 0 250
200 200 構想全体

50 50 【様式4】取組内容①本構想21行目

28,905 0 28,905
28,005 0 28,005
24,000 24,000 【様式6】取組内容①1行目

3,750 3,750 【様式6】取組内容①8行目

150 150 【様式2】取組全体

105 105 【様式2】取組全体

900 0 900

100 100 【様式2】第1ステップ（2）（d）

・グループワーク講座　講師謝金　3人×@50千円 150 150 【様式2】第1ステップ（2）（b）

・初級中国語講座　講師謝金　@5千円×120時間 600 600 【様式2】関連する取組（a）

50 50 【様式6】取組内容①10行目

3,031 0 3,031
1,000 1,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（中国）　1人×@300千円×2回 600 600 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（インド）　1人×@500千円 500 500 【様式2】第3ステップ（2）（b）

・教員研修旅費（アメリカ）　1人×@500千円 500 500 【様式3】取組内容②（3）

330 330 【様式2】第1ステップ（2）（d）

50 50 【様式2】第1ステップ（2）（b）

51 51 【様式6】取組内容①10行目

19,360 21,000 40,360
17,500 21,000 38,500

18,000 18,000
・基本情報・応用情報技術者試験対策講座　委託 3,000 3,000

5,000 5,000 【様式2】第1ステップ（2）（e）

・テクニカルライティング講座（日・英）　委託 5,000 5,000 【様式2】第2ステップ（2）（c）

・学生支援システム　委託 1,000 1,000 【様式2】関連する取組（c）

5,000 5,000
【様式2】第1ステップ（2）（a）、
第2ステップ（2）（a）

・英語プレゼンテーション講座委託 1,000 1,000 【様式2】第3ステップ（2）（a）

・TOEIC-IP等団体受験委託 500 500 【様式5】取組内容②構想41行目

500 0 500
200 200 【様式2】第3ステップ（1）（a）

300 300 【様式6】取組内容②1行目

40 0 40
20 20 【様式2】第1ステップ（2）（d）

20 20 【様式2】第3ステップ（1）（a）

20 0 20
20 20 構想全体

0 0 0

1,300 0 1,300
500 500 【様式3】取組内容②（3）

300 300 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

500 500 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

合計 51,546 21,000 72,546

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

・合同ワークショップ論文集作成

・海外IT研修プログラム委託（印・米・豪）

・社会人基礎力講座　委託

・TOEIC講座　委託

②印刷製本費

・
⑥その他（諸経費）

⑤光熱水料

③会議費

・TA雇用　＠3千円×50コマ

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・契約職員（専門職）雇用　1人

①人件費

①設備備品費
・

［人件費・謝金］

・事務用品

②消耗品費

・図書費（留学関係・社会人基礎力関係資料）

・任期制教員雇用　2人×@12000千円

・ES雇用　＠1.5千円×70コマ

②謝金

［旅費］

・外部評価委員　謝金　5人×@10千円

・グローバル人材キャリアセミナー講師謝金
　　2人×@50千円

・PBL実施（中国・大連）　2人×@250千円×2回

［その他］
①外注費

・グループワーク講座　講師交通費　@5千円×10回

・外部評価委員交通費
　　1人×@30千円、3人×@5千円、2人×@3千円

・グローバル人材キャリアセミナー講師交通費
    1人×@30千円、1人×@300千円

・グローバル人材キャリアセミナー　看板等

・郵送料

・合同ワークショップ　看板等

④通信運搬費

・教員研修費用（アメリカ）　1人×@500千円

・英語ネットワーク保守

・ライティング学習支援ツール利用料

平成２６年度

・プログラム紹介パンフレット作成
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

250 0 250
0 0 0

250 0 250
200 200 構想全体

50 50 【様式4】取組内容①本構想21行目

28,905 0 28,905
28,005 0 28,005
24,000 24,000 【様式6】取組内容①1行目

3,750 3,750 【様式6】取組内容①8行目

150 150 【様式2】取組全体

105 105 【様式2】取組全体

900 0 900

100 100 【様式2】第1ステップ（2）（d）

・グループワーク講座　講師謝金　3人×@50千円 150 150 【様式2】第1ステップ（2）（b）

・初級中国語講座　講師謝金　@5千円×120時間 600 600 【様式2】関連する取組（a）

50 50 【様式6】取組内容①10行目

4,411 0 4,411
1,000 1,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（中国）　1人×@300千円×2回 600 600 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（インド）　1人×@500千円 500 500 【様式2】第3ステップ（2）（b）

・教員研修旅費（アメリカ）　1人×@500千円 500 500 【様式3】取組内容②（3）

210 210 【様式2】第1ステップ（2）（d）

50 50 【様式2】第1ステップ（2）（b）

51 51 【様式6】取組内容①10行目

1,500 1,500 【様式2】第3ステップ（1）（a）

19,340 21,000 40,340
17,500 21,000 38,500

18,000 18,000
・基本情報・応用情報技術者試験対策講座　委託 3,000 3,000

5,000 5,000 【様式2】第1ステップ（2）（e）

・テクニカルライティング講座（日・英）　委託 5,000 5,000 【様式2】第2ステップ（2）（c）

・学生支援システム　委託 1,000 1,000 【様式2】関連する取組（c）

5,000 5,000
【様式2】第1ステップ（2）（a）、
第2ステップ（2）（a）

・英語プレゼンテーション講座委託 1,000 1,000 【様式2】第3ステップ（2）（a）

・TOEIC-IP等団体受験委託 500 500 【様式5】取組内容②構想41行目

500 0 500
200 200 【様式6】取組内容②6行目

300 300 【様式6】取組内容②1行目

20 0 20
20 20 【様式2】第1ステップ（2）（d）

20 0 20
20 20 構想全体

0 0 0

1,300 0 1,300
500 500 【様式3】取組内容②（3）

300 300 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

500 500 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

合計 52,906 21,000 73,906

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

・グローバル人材キャリアセミナー講師謝金
　　2人×@50千円

・TA雇用　＠3千円×50コマ

①設備備品費
・

・契約職員（専門職）雇用　1人

・事務用品

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

②消耗品費

［人件費・謝金］
①人件費
・任期制教員雇用　2人×@12000千円

［物品費］

・図書費（留学関係・社会人基礎力関係資料）

・外部評価委員　謝金　5人×@10千円

・TOEIC講座　委託

［その他］
①外注費

・グループワーク講座　講師交通費　@5千円×10回

・外部評価委員交通費
　　1人×@30千円、3人×@5千円、2人×@3千円

・ES雇用　＠1.5千円×70コマ

②謝金

②印刷製本費
・成果報告書

・PBL実施（中国・大連）　2人×@250千円×2回

・海外IT研修プログラム委託（印・米・豪）

・社会人基礎力講座　委託

・合同ワークショップ引率旅費（中国）5人×@300千円

［旅費］

・グローバル人材キャリアセミナー講師交通費
    1人×@30千円、1人×@180千円

・英語ネットワーク保守

・プログラム紹介パンフレット作成

④通信運搬費
・郵送料

③会議費
・グローバル人材キャリアセミナー　看板等

⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
・教員研修費用（アメリカ）　1人×@500千円

平成２７年度

・ライティング学習支援ツール利用料
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模

（①＋②）
該当ページ

250 0 250
0 0 0

250 0 250
200 200 構想全体

50 50 【様式4】取組内容①本構想21行目

29,055 0 29,055
28,005 0 28,005
24,000 24,000 【様式6】取組内容①1行目

3,750 3,750 【様式6】取組内容①8行目

150 150 【様式2】取組全体

105 105 【様式2】取組全体

1,050 0 1,050

100 100 【様式2】第1ステップ（2）（d）

・グループワーク講座　講師謝金　3人×@50千円 150 150 【様式2】第1ステップ（2）（b）

・初級中国語講座　講師謝金　@5千円×120時間 600 600 【様式2】関連する取組（a）

・成果報告会講師謝金　3人×@50千円 150 150 【様式6】取組内容②6行目

50 50 【様式6】取組内容①10行目

3,316 0 3,316
1,000 1,000 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（中国）　1人×@300千円×2回 600 600 【様式2】第2ステップ（2）（d）

・学生派遣引率旅費（インド）　1人×@500千円 500 500 【様式2】第3ステップ（2）（b）

・教員研修旅費（アメリカ）　1人×@500千円 500 500 【様式3】取組内容②（3）

330 330 【様式2】第1ステップ（2）（d）

50 50 【様式2】第1ステップ（2）（b）

285 285 【様式6】取組内容②6行目

51 51 【様式6】取組内容①10行目

19,860 21,000 40,860
17,500 21,000 38,500

18,000 18,000
・基本情報・応用情報技術者試験対策講座　委託 3,000 3,000

5,000 5,000 【様式2】第1ステップ（2）（e）

・テクニカルライティング講座（日・英）　委託 5,000 5,000 【様式2】第2ステップ（2）（c）

・学生支援システム　委託 1,000 1,000 【様式2】関連する取組（c）

5,000 5,000
【様式2】第1ステップ（2）（a）、
第2ステップ（2）（a）

・英語プレゼンテーション講座委託 1,000 1,000 【様式2】第3ステップ（2）（a）

・TOEIC-IP等団体受験委託 500 500 【様式5】取組内容②構想41行目

1,000 0 1,000
300 300 【様式6】取組内容②1行目

200 200 【様式6】取組内容②6行目

200 200 【様式2】第3ステップ（1）（a）

300 300 【様式6】取組内容②6行目

40 0 40
20 20 【様式2】第1ステップ（2）（d）

20 20 【様式2】第3ステップ（1）（a）

20 0 20
20 20 構想全体

0 0 0

1,300 0 1,300
500 500 【様式3】取組内容②（3）

300 300
【様式5】取組内容②構想下から10
行目

500 500 【様式5】取組内容②構想下から10
行目

合計 52,481 21,000 73,481

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

④通信運搬費

　・
②消耗品費
・事務用品

・グローバル人材キャリアセミナー講師謝金
　　2人×@50千円

・グループワーク講座　講師交通費　@5千円×10回

・外部評価委員交通費
　　1人×@30千円、3人×@5千円、2人×@3千円

③会議費

・グローバル人材キャリアセミナー講師交通費
    1人×@30千円、1人×@300千円

・グローバル人材キャリアセミナー　看板等
・合同ワークショップ　看板等

②印刷製本費

・活動報告書作成

・合同ワークショップ論文集作成
・構想総括報告書作成

・海外IT研修プログラム委託（印・米・豪）

［その他］
①外注費

・成果報告会講師旅費
　東京1人×@30千円、中国1人×250千円、大阪1人×5千円

・社会人基礎力講座　委託

・英語ネットワーク保守

・ライティング学習支援ツール利用料

　・

・外部評価委員　謝金　5人×@10千円

［旅費］
・PBL実施（中国・大連）　2人×@250千円×2回

・TOEIC講座　委託

⑤光熱水料

・教員研修費用（アメリカ）　1人×@500千円

平成２８年度

・郵送料

⑥その他（諸経費）

・任期制教員雇用　2人×@12000千円
・契約職員（専門職）雇用　1人

・ES雇用　＠1.5千円×70コマ

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

・プログラム紹介パンフレット作成

②謝金

［人件費・謝金］
①人件費

・TA雇用　＠3千円×50コマ

・図書費（留学関係・社会人基礎力関係資料）
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様式８

（大学名：立命館大学　　）（申請区分：特色型　）

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。

　国際化拠点整備事業費補助金については、平成21年度から「グローバル30」として採択を
受けている。この補助金は、我が国の高等教育の国際競争力の強化及び留学生等に魅力的な
水準の教育等を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する環境の中で国際的に活躍できる高
度な人材の養成を図ることを目的とし、英語による授業等の実施体制の構築や、留学生受入
れに関する体制の整備、戦略的な国際連携の推進を支援するものである。平成23年度より
「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」として組み立て直しされた。このこと
により、国際化拠点の整備に係り、①英語による授業のみで学位を取得できるコースの設
置、②留学生受入のための環境整備、③拠点大学の国際化、④海外における留学生受入のた
めの海外大学共同利用事務所の整備等に加え、これらの拠点間のネットワーク化をはかり、
産業界との連携を通じて、我が国の大学の国際化を推進する事業として取り組んでいる。一
方、今回申請する取組内容は、「グローバルIT人材育成プログラム」として情報理工学部に
おけるこれまでの経験を踏まえて、主に日本人学生を対象に、情報科学技術に関する専門的
知識を基盤として、コンピュニケーション能力、プレゼンテーション能力、チームワーク力
などの社会人基礎力と、それらを英語によって活用・運用できる力を備え、グローバルに活
躍できる人材の養成を目指すものであり、「グローバルに活躍できる人材を養成する」とい
う目標は重なるが、そこへの到達手段および過程が異なり、経費措置としては重複しない。

　大学改革推進等補助金については、現在経費措置を受けている取組はない。またすでに終
了した取組（本学単独のみ）として、下記の取組が採択を受けていたが、教育改革を推進す
るための事業及びその他大学等の教育改革を推進するための取組、社会の様々な分野で幅広
く活躍する高度な人材を育成する大学院博士課程、修士課程を対象として、大学院教育の実
質化を推進することを目的とする取組等であり、今回申請する取組内容とは重複しない。

年度 取組名称 取組学部・研究科等 交付年度

2004 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP） Japan & World Perspectives Program 国際インスティテュート 2004-2007

2004 法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム 国際貢献型＜地球市民法曹＞養成プログラム 法務研究科 2004-2006

2005 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP） 地域活性化ボランティア教育の深化と発展
産業社会学部（、共通教務課（ボ
ランティアセンター））

2005-2008

2005 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP） 産学協同アントレプレナー教育プログラム BKC教学推進課（、経営学部） 2005-2006

2005 魅力ある大学院教育イニシアティブ
プロジェクトを基礎とした人社系研究者養成（プ
ロジェクトベーストプログラムの構築）

先端総合学術研究科 2005-2006

2005 資質の高い教員養成推進プログラム（教員養成GP） 学校教育臨床研修プログラムによる教員養成 文学部 2005-2006

2005 派遣型高度人材育成協同プラン 文理連携型コーオプ教育（総合大学モデル）
共通教務課（インターンシップオ
フィス）

2005-2009

2005 先導的ITスペシャリスト人材育成プログラム
高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト
教材開発を実現する融合連携専攻の形成

情報理工学部 2005-2009

2006 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
人文学的知の地域還元で変わる歴史都市京都
－「京都歴史回廊プログラム」の展開による地域
連携－

文学部 2006-2008

2006 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
IT人材育成のための実践的キャリア教育－専門教
育と実践教育を両輪とした国際感覚と高度なITス
キルを持った人材の育成－

情報理工学部 2006-2008

2006 魅力ある大学院教育イニシアティブ ローカル・ガバナンスの政策実践研究 政策科学研究科 2006-2007

2007 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
映像文化の創造を担う実践的教育プログラム―産
官地学国際連携による循環型映像文化の創生―

映像学部 2007-2009

2007 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
琵琶湖で学ぶMOTTAINAI共生学―文理総合学習と
地域連携による環境政策・環境マネジメント人材
の育成―

BKC教学課 2007-2009

2007 大学院教育改革支援プログラム 国際通用性を高めた言語教育専門家の養成 言語教育情報研究科 2007-2009

2007 大学院教育改革支援プログラム 国際力を備えた技術系大学院学生の育成 理工学研究科 2007-2009

2007 専門職大学院等教育推進プログラム 地域密着型司法臨床教育の模索と拡充 法務研究科 2007-2008

2008 質の高い大学教育推進プログラム（教育GP） 地域社会問題を学生創造力で解く学びの仕組 政策科学部 2008-2010

2008 質の高い大学教育推進プログラム（教育GP） 教育の質を保証する教員職能開発と大学連携 教育開発推進機構 2008-2010

2008 大学院教育改革支援プログラム 海外大学共同による比較社会調査研究型教育 社会科学研究科 2008-2010

2008 大学院教育改革支援プログラム 国際協力の即戦力となる人材育成プログラム 国際関係研究科 2008-2010

2008 大学院教育改革支援プログラム 地域共創プロデューサー育成プログラム 政策科学研究科、公務研究科 2008-2010

プログラム内容・分野
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　また研究拠点形成費等補助金については、グローバルCOEプログラムとして現在下記の経
費措置を受けているが、これらは大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越
した研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育
研究拠点を形成し、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的としており、いずれ
も今回申請の取り組みとの内容重複はない。またすでに終了した取組として21世紀COEプロ
グラムが挙げられるが、これらは我が国の大学が、世界トップレベルの大学と伍して教育及
び研究活動を行っていくために、我が国の大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成し、研
究水準の向上と世界をリードする創造的な人材育成を図るため、重点的な支援を行い、国際
競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的としており、同じくいずれも今回申
請の取り組みとの内容重複はない。

　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うち、若手研究者インターナ
ショナル・トレーニング・プログラム（ITP）および組織的な若手研究者等海外派遣プログ
ラムの採択を受けているが、これらは海外の大学・研究機関や研究対象地域において、若手
研究者が積極的に研究を行なう機会を組織的に提供することを目的としており、派遣型の国
際交流である。また、ITPのテーマは「文化遺産と芸術作品を災害から防御するための若手
研究者国際育成プログラム」であり、今回申請する取り組み内容とは重複しない。その他、
二国間交流事業（共同研究・セミナー）の採択も受けているが、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研究
者が相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施を目的とするものであり、同
じく今回申請の取り組みとの内容重複はない。

　先日申請した大学の世界展開力強化事業においては、「コミュニティ・エクスチェンジ型
学習促進のための大学間コンソーシアムの形成」として、政策科学部・政策科学研究科がこ
れまで築いてきた国際交流経験や教育実践を踏まえて、ASEAN 諸国大学を中心とする大学コ
ンソーシアムを形成し、コミュニティ・エクスチェンジを基本に据えた社会科学学習のネッ
トワークを構築することを目的としている。
　また、博士課程教育リーディングプログラムにおいては、「日本文化情報キュレーション
人材育成プログラム」として、立命館大学が率先して実践してきたデジタル・ヒューマニ
ティーズを根本手法とし、文化産業創出をも視野に入れた文化情報キュレーションという次
世代型応用人文科学分野の確立と、それを実践できるリーダーの育成によって、人文科学の
イノベーションを実現する。情報技術や文化政策科学と基礎人文学を複合し、歴史都市京都
で日本文化をコアテーマとしながら、グローバルに普遍化できる先鋭的教育を実践すること
を目的としており、いずれの申請についても、今回申請の取り組みと類似していない。

　平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）については、立命
館大学全体でSS・SVで4件、SSで3件、SVで9件の採択を得ている。情報理工学部および情報
理工研究科としては「W-05 情報理工学部・情報理工学研究科　短期留学生派遣受入プログ
ラム（大連交通大学）」「S-02 情報理工学研究科　短期留学生受入プログラム（シンビオ
シス国際大学）」の2プログラムの採択を受けている。本構想においては、グローバル教育
力向上のための取組における相手大学としては重複しているが、留学生交流支援制度は受入
れ・派遣する学生に対し、奨学金という形態で支援を行うものであるため、今回の経費との
重複はない。本事業補助金によって事業を運営し、留学生交流支援制度により学生の留学支
援を行うことにより、相乗効果が期待される。

年度 拠点のプログラム名称 取組名称 主たる専攻等名 交付年度

放射光生命科学研究 理工学研究科総合理工学専攻 2002-2006

マイクロ・ナノサイエンス・集積化システム 理工学研究科総合理工学専攻 2002-2006

京都アート・エンタテインメント創成研究 文学研究科人文学専攻 2002-2006

2003 文化遺産を核とした歴史都市の防災研究拠点 理工学研究科総合理工学専攻 2003-2006

日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点 アート・リサーチセンター 2007-2011

「生存学」創成拠点 先端総合学術研究科先端総合学術専攻 2007-2011

2008 歴史都市を守る「文化遺産防災学」推進拠点 理工学研究科総合理工学専攻 2008-2012

2002

2007

21世紀COEプログラム

グローバルＣＯＥプログ
ラム
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（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SEND の概要 

様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、「SEND」の実施を含む構想を策定

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語

指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SEND の概要】 

  

 該当なし 

（ＳＥＮD における交流学生数） 

区 分 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 

学生の派遣 人 人 人 人 人

学生の受入 人 人 人 人 人 
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