
山口大学（学部入学定員：2,562人）
[取組学部・研究科等: ○工学部（530人）,理工学研究科（359人）]
【構想の目的・育成するグローバル人材像】 工学部における教育内容の国際化と教職員のグローバル教育力強化を図り，
東南アジア・東アジア地域で活躍する技術系人材を育成するものであり，学部卒業時には，『異文化を理解し，海外で働く自
覚を持つ人材』を また 理工学研究科終了時には 『国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材』を育成
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覚を持つ人材』を，また，理工学研究科終了時には，『国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材』を育成
することを目的とする。

【構想の概要】 グローバル技術者養成センターを設置し，社会建設工学科東アジア国際コースにおいて実績あるグローバ
ル化教育プログラムを工学部・理工学研究科全体に拡大・展開するとともに，グローバル技術者に必要な語学力，国際的視点，
自覚と誇りを培うための様々な新たな取組を実施する。

■ 教育課程の国際通用性
の向上

工学部における教育内容の国際化と教職員のグローバル教育力強化を図り，
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工学部における教育内容の国際化と教職員のグローバル教育力強化を図り，
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目 的
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本構想での取組み

グローバル技術者養成
センターを設置し，一学
科における実績あるグ
ローバル化教育プログ
ラムを、工学部・理工学
研究科全体に拡大・展
開

国際的視点を獲得する教育カリキュラム
「山口と世界」（山口学 ：産業史・維新史
からみる山口と世界等）

東アジア文化論，異文化セミナー等
海外赴任経験のある実務家による講義
自己研鑽力に対する取組
キャリア教育
海外インターンシップ
国際技術協力特論（社会建設工学専攻）

語学力を獲得する教育カリキュラム
(海外赴任に必要なTOEIC650点を学生定員
の1割達成が目標)

テクニカルコミュニケーションⅠ，Ⅱ，上級
単位取得目的の留学
海外大学との研究室単位の交流
国際学会発表
英語で学ぶ「山口と世界」

 工学部社会建設工学科東アジ
ア国際コースで培ってきたグ
ローバル人材教育を工学
部全体に展開し，教育
内容の国際化と教職員
のグローバル教育力強
化を図る

 最初のグローバ

これまでの取組み

グローバル人材を必要とする産業界

・国内市場縮小、労働力の減少。
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地域に根付くグローバル人材
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大学の教育理念

■山口大学憲章

大学の教育理念

■山口大学憲章

背 景

社会建設工学科東アジア国際コー
スにおいて、平成15年より先導的

にグローバル人材育成を実施
（平成15年～現在、 卒業生140人）

語学力および国際的視点等を獲得する教育カリキュラムの開発と実施
外国人教員の雇用および独自の留学プログラムの実施
教材，教育法などを独自開発
過去8年間、社会建設工学科の概ね10％を超える学生の留学を実現

国際会議での発表実績、海外大学大学院への入学
海外大学・企業への就職などの人材育成実績

 ASEAN・東アジア新
興国のダイナミズムを

ル人材「長州ファ
イブ」を輩出した
明治維新の地に
根付く人材育成
のDNAを21世紀
に継承

■ 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

 学部入試，大学院入試において外国語能力や
留学・在外経験を評価

海外で働くための実務知識
• 国際技術協力特論（社会建設工学専攻）
• 海外インターンシップ

博士前期課程

• 修士論文(英文) / 国際学会発表
• ダブルディグリー科目履修 / 単位互換留学

• 海外大学との研究室単位の交流

博士前期課程（M1：30名/M2：10名）
TOEIC 750点以上

学業成績優秀で選抜された学生

・日本のものづくり企業にとって，グローバル化，海外展開，
特に新興国との連携が必須

・東南アジア、東アジア経済圏へ進出するには，海外で活動
する企業の技術系人材の大幅増が必要

・企業のPBLによる人材育成では量的、質的、時間的に不足
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た山口県
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■山口大学憲章
■明日の山口大学ビジョン

専門性と社会性の育成
＋自己啓発・自己研鑽
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■明日の山口大学ビジョン

専門性と社会性の育成
＋自己啓発・自己研鑽

取り込み，未来の日
本を担うグローバル技
術系人材を養成

■ 教員のグローバル教育力の向上

 工学部にグローバル技術者養成センターを設置し，
教育課程のグローバル化を推進
同セ タ 養成支援室を中心に以下を実施

 共通教育における英語教育に加え，2年次以降
の専門教育の中で，工学部独自の語学教育
（習熟度別語学クラス）を導入し効率的な語学教
育を実施

アジア地域の文化理解

• 東アジア文化論（全学科開講）
• 異文化セミナー（全学科開講）
• 短期・超短期留学

（語学学習 異文化の体験）

海外で働くための実務知識
• 東アジア国際協力概論（社会建設工学科）
• 研究室単位での学術交流

2･3年生

4年生

• 単位取得目的の留学
• テクニカルコミュニケーションⅠ，Ⅱ
• 上級テクニカルコミュニケ－ション

• テクニカルコミュニ
ケーションⅠ，Ⅱ

・卒業研究
（一部英文による卒論）

• 卒業研究
• 海外大学生との共同課題研究

2年生（30名）

3年生（20名）

4年生（30名）

TOEIC 650点以上

選抜学生一般学生

 同センター・養成支援室を中心に以下を実施：
1. グローバル技術者を養成する教員の採用・増強
2. 多言語による事務手続きが可能な事務系職員を

採用・養成し，学部学生の留学支援体制を整備
3. グローバル技術者養成の教育方法を開発
4. Webによる教育情報（多言語）の発信

■ 日本人学生の留学を促進するための環境整備

海外留学への関心喚起
• 海外赴任経験のある実務家による講義
• 基礎セミナー（全学科開講）
• 山口と世界（全学科開講）
• キャリア教育（全学科開講）

（語学学習，異文化の体験）

1年生

• 基礎英語科目（TOEIC）
• 日本人，山口大生としてのアイデンティティを涵養する「山口と世界」

（山口県における産業史，明治維新史等を英語教材で）

• 基礎テクニカルコミュニケーション

１年生

国際的視点・自己研鑽力に対する取組語学力向上に対する取組

工学部

 フレッシュマンセミナー，技術系人材の国際化に関する特別講演
等により，1年次から留学のための動機づけを実施

 留学による教育効果，就職活動への反映などを説明し，学生に
留学の意義を浸透

 養成センター・海外研修室において海外留学プログラムを開発
 海外留学促進と学生の経済的負担の軽減のために，留学奨学

金の充実を図る

グローバル技術者養成センター

養成センター運営委員会

海外研修室 養成支援室教材作成室

関連・協力部局
留学生センター
理工学研究科
技術経営研究科

参加

推進体制（グローバル技術者養成センター）



卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力

＜参考＞

国際技術者としての基礎力と海外
企業で働く自信を持つ人材
(例) 東南アジア・東アジア地域で海外スタッ
フと共にプロジェクトを推進する技術系人材

本取組で増
強される能力

大学院教育目標（理工学研究科）本構想で育成するグローバル人材像は次の通りである：
①異文化を理解し，海外で働く自覚を持つ人材（学部教育）
②国際技術者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材（大学院

1．専門分野の基礎知識・技能

技術者としての専門知識を有し，それを活
用することができる

異文化を理解し，海外
で働く自覚を持つ人材
(例) 学部卒業後，日本の技

術系企業に就職し，実務経験
を積んだ後，海外の現地法人
で勤務する人材

フと共にプロジェクトを推進する技術系人材

1. 高度な専門知識・技能

3. 英語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
技術者としての高い専門知識を有
し，それを英語で運用できる

6．国際的視点

学部教育目標（工学部）

4. 高度なチームワーク力

本構想で対象とする大学院教育

5
．
高
度
な

語
学
力

②国際技術者 礎力 海外 業 働く自信 持 人材（大学院
教育）

前者①は学部教育を通して育成する人材像であり，例えば，学部卒業後，
日本の技術系企業に就職し，・ 実務経験を積んだ後，海外の現地法人で
勤務する人材，・ 資材調達・製品納入など海外との交渉・取引を担当する
人材等を想定している。

後者②はさらに大学院における専門教育を通して育成する人材像であり，
大学院修了後，例えば：・ 日本の技術系企業に就職後，海外現地法人に
勤務し，本社の方針と現地の経営環境との調整を図り，専門技能を駆使し

3

用することができる

2．問題発見能力
答えが1つではない問題に対する解決策
を自ら提案することができる

3．コミュニケーション能力

研究論文を自ら執筆し，その内容について
プレゼンテーションすることができる

4．チームワーク力

実験・実習科目や研究プロジェクトにおい
て協力して課題を遂行できる。

本構想で対象とする学部教育

5
．

語

学

力

6．国際的視点
7．自己研鑽

8. 日本人・山口大

生としての自覚と
誇り（大学教育機
構との協働）

て地域横断的にプロジェクトを推進する人材・ 海外企業や日系現地企業
に就職し，多国籍のメンバーから成る現地のプロジェクトチームを率いる人
材等を想定している。

本構想で掲げるグローバル人材が備えるべき具体的能力を右図のように
8 つの能力に整理し，山口大学の教育目標や特色に照らしながら教育を
行う。

本構想において実現する達成目標

全 学 2011 2012 2013 2014 2015 2016

外国語力スタンダード
を満たす学生数

５人 １５人 ３５人 ５５人

うち海外留学
未経験者数 （Ａ）

５人 ５人 １０人 １０人

海外留学経験者数
（Ｂ）

３人 １０人 ２０人 ４５人 ６０人 ８０人

卒業［予定］者数
（Ｃ）

５７１人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人

比率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）

４.７％ ９.４％ １３.２％ １７.０％

卒業時の外国語力 タンダ ド TOEIC 人（ 人） 人（ 人） ３ 人（ 人） 人（ 人）

工
学
部

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC ６５０ ５人（５人） １５人（５人） ３５人（１０人） ５５人（１０人）

海外留学経験者数 ３人 １０人 ２０人 ４５人 ６０人 ８０人

３ カ 月 未 満 ３人 １０人 ２０人 ４２人 ５５人 ７０人

３ カ 月 ～ １ 年 ０人 ０人 ０人 ３人 ５人 １０人

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

卒業［予定］者数 ５７１人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人卒業［予定］者数 ５７１人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人 ５３０人

※１）「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」の学生数を示す。

※２）上記の「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。


