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申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
事業規模

７．本事業経費

24年度

25年度

26年度

120,000千円

27年度

28年度

合

計

115,830 114,130 113,230 112,230 109,390

564,810

補助金申請額 115,830 114,130 113,230 112,230 109,390

564,810

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

大学負担額
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申請区分：特色型）

目標設定シート
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目標設定シート１

【目標設定シート１全体で５ページ以内】

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等
① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1 ページ以内】
≪大学の教育理念≫
本学の教育理念は、創立者の『開講の詞』に記された「目覚めたる婦人、正しき婦人、思慮ある力強き
婦人」の育成である。
平成 14 年には公表された「昭和学園の『使命』MISSION／『将来構想』VISION」では、教育理念を実
践し、
「誠実で礼儀正しく、学識・教養に裏打ちされた品位ある人間、奉仕の気持ちを失わず、世界や社会
のことがらに深い関心を持ち、国の内外を問わず様々な分野で、豊かな創造力と探求心をもって指導的な
役割を発揮出来る人間を育て「世の光」として送り出す」ことが、本学の使命であることを再認識し、全
教職員で共有している。
≪構想の目的≫
本構想は、全学的な外国語英語科目を再編成し、学部共通プログラムとして人間文化学部にボストン留
学を配置することで、学部全体のグローバル化を推進するものである。日本の文学・歴史・文化、英語・
地域文化・国際関係等、各学科で開設する専門科目を総合的に学修し、海外留学を体験させることで、グ
ローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人の育成を目的としている。
1. 海外分校「昭和ボストン」で 15 週間の実践型プログラムを開講し、海外生活に不安を持つ学生に安心・
安全な環境を用意して内向きな目を海外に向けさせる。ボストンでは、現地コーディネータの支援を受
けながら、学生が現地学生と多文化協働プロジェクトを企画・実施する。この多文化のグループ活動で、
グローバル人材として必要な素養を身につける。また、意欲のある学生には 4 週間の延長プログラムを
提供し、現地大学での授業履修や聴講を継続する。留学中は昭和ボストンのスタッフが支援することで、
学生の能力や意欲を把握してカリキュラムの有効性を検証する。留学アドバイザーは、海外の大学情報
を提供し、欧米・アジアへの正規留学のアドバイスを加える。さらに、多文化協働プロジェクトの場を
アジア諸国の協定校に広げ、アジアの一員としての協働と実践を体験させる。
2. 英語科目を見直して改善を加える。入学時にプレースメントテストを実施して能力別クラスを編成し、
読み・書き・聞き・話す 4 技能を向上させていく。定期的に外部テストで能力を把握し、授業に改善を
加える。3・4 年次には英語による学部共通専門科目を配置し、アカデミック・ライティング等の学修
に必要な英語力を育成する科目を並行して開設する。これにより、ボストン留学の準備から卒業まで、
継続した英語学習の機会を提供する。また、東京の国際交流センターでも留学アドバイザーを配置し、
海外の大学情報を提供することでボストン留学後の海外留学を奨励する。
3. 英語による学部共通専門科目を海外提携校に提供し、受け入れ留学生数を増やしていく。これにより、
英語で講義という形式だけでなく
多文化の学生間で意見を交換しあ
うアクティブな授業を実現する。
4. 東京においても職員と学生がチー
ムとなり、留学生と共に多文化協働
プロジェクトを企画・運営する。
5. 本事業は、東京とボストンが連携し
て管理する。FD と成果の検証は 2
つのキャンパスが共同で行い、オブ
ザーバーとしてボストンの大学か
ら FD 担当教員が参加する。
6. 東京とボストンで、グローバルに活
躍する女性を講師とした講演会を
実施し、女性のライフステージを意
識したキャリア形成を学生に啓発
していく。
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】
≪大学の教育目的・特色≫
本学の教育目的は、
「清き気品、篤き至誠、高き識見」の育成であり、その達成のために学生が身につけ
るべき力を「夢を実現する 7 つの力」として示している。7 つの力とは、
「グローバルに生きる力」
、
「外国
語を使う力」
、
「IT を使いこなす力」
、
「コミュニケーションをとる力」
、
「問題を発見し目標を設定する力」
、
「一歩踏み出して行動する力」
、
「自分を大切にする力」で、これらを育成するカリキュラムを学部で体系
的に配置している。
特色は、地域でのコミュニティ・サービスや企業や団体との協働プロジェクト等、自分の能力や専門知
識を社会で生かす環境を充実させている点である。また、入学から 3 年次まで毎年 1 回行う 4 日間の宿泊
研修も、全学生にリーダーシップやパートナーシップを発揮させる機会としている。人見記念講堂で開か
れるコンサート等は、世界の芸術文化に触れる機会として学生に年間 5 回の鑑賞を義務づけている。
さらに、海外校昭和ボストンを運営し、日米共同で実践的な英語プログラムを学生に提供しているのも
大きな特色である。ボストンでは、アメリカの多文化社会を体感し、日本文化を再認識できるよう、近郊
大学との交流活動やフィールドワーク、ボランティア活動も充実させている。春季および夏季休暇中には
博物館学や日本語教育プログラム等を実施し、学部全学科の学生に海外研修の機会を提供している。
≪育成するグローバル人材像≫
「夢を実現する 7 つの力」は、将来のグローバル社会で必要な力として学生に示している。これを踏ま
え、本学が育成するグローバル人材像は次の通りである。

本構想で育成するグローバル人材
［ 3C’s for 1G ］
身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動するために（Glocal）、国の内外を問わずグ
ローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調（Collaborate）し、様々な異なる人材・
情報・文化・物を結びつけ（Connect）
、新しい価値や文化を創造（Create）できる女性。

グローバル社会では世界が密接につながり、地域で活動する場合にも地球規模で社会の動きを捉える力
が必要となる。また、世界中から発信される情報を正確に把握するには、インターネット等を駆使して得
た情報を適切に判断する力も重要である。また、近未来の日本社会では、多国籍・多文化の人間でプロジ
ェクトを組むことが当然となり、お互いの協働・調和には共通語となる英語の運用力はもちろん、多文化
への理解と調和が必要となる。そして、国境や時差を越えたプロジェクト運営には、IT 知識や情報発信力
が求められ、必要となるリーダーやビジネスパーソンの姿も大きく変化する。さらに、日常で多文化に触
れる機会も増えるため、相互の文化的背景を尊重しながら融合し、新たな価値を創造する姿勢も求められ
る。
一方、日本の若者は内向きで、世代を越えた交流や地域活動の経験が少ない。これまでの学習を総合す
る力が弱く、自分に何ができるかも知ることができない。社会で必要となる力に気づかず、失敗を恐れて
何事にも受け身となり、自己主張できない。創造的で活力あるグローバル人材の育成には、日本や海外で
多文化協働プロジェクトに参加して小さな成功体験を積み重ね、
自分に自信をつけることが重要と考える。
グローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調する［Collaborate］
諸外国との文化交流には、世界の歴史や地理に関する基礎的知識が必須となる。また、多文化の協働に
は、共通語となる英語の運用力が必要となる。本構想では、学生の多文化理解力と英語力を段階的に高め、
希望する学生はボストンで多様な文化的背景の学生グループで協働体験を積む。知識と実践を組み合わせ
てグローバル社会を深く理解し、様々な活動に参加して協働・協調できる人材を育成する。
本構想に取り組む人間文化学部は、日本語・日本文学、英米文学・コミュニケーション、国際関係・地
域研究、文化史・歴史学等を専攻する学科で構成している。副専攻の学部共通専門科目を学修することで、
世界の歴史や文化、生活習慣、国際経済、日本との交流等の基礎的知識を身につけ、グローバル社会を多
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面的・総合的に理解する。英語科目はレベル別少人数クラスで編成し、TOEIC スコア等で個別能力を把
握して指導を行う。目標スコアにチャレンジさせることで、生涯学習意欲も持たせる。英語コミュニケー
ション・国際学科では、東京と昭和ボストンとの学修を通して、卒業までに仕事で使える英語を着実に身
につける。学生はボストンという多文化の環境を体験すると共に、希望や能力に応じて現地学生との多文
化協働プロジェクトに参加する。また、3・4 年次には英語による専門関連科目を開講し、英語学習を継続
させながら専門英語を習得させる。積極的に外国人留学生を受け入れ、アクティブな授業を実現する。さ
らに、多文化協働プロジェクトの場をアジアにも広げ、本学の海外協定校である中国・上海交通大学等で
も実践する。
2. 様々に異なる人材・情報・文化・物を結びつける［Connect］
グローバル社会では、それぞれの国がお互いを主張するだけでなく、お互いの人材や資源を総合して共
有することが国の発展へとつながる。インターネットが進歩し、情報は瞬時に世界中を駆け巡る。グロー
バルな活動には、信頼性の高い情報を入手し分析する力が必須となる。また、異なる価値観を持つ多文化
間交流では、偏見や差別感を持たずに相手の意見を受け入れながら自分の主張を論理的に説明できる表現
力や交渉力が必要となる。これらの基本的能力を備え、豊かな教養を持ち、日本人として信頼される女性、
情報を集約して人に働きかけ、一人ひとりの能力を引き出
しチームの総合力を引き出せる支援型のサーバントリー
ダーシップを育成する。
本構想で計画する多文化協働プロジェクトは、多文化の
学生がグループ毎にテーマを設定して取り組む。価値観の
違いや日本人の特長を再認識しながらギャップを乗り越
え、意見を交換することでコミュニケーション力や協調
性・柔軟性を育む。リーダーシップやパートナーシップの
役割を体験しながら多文化混合のチームワークを発揮し
て、責任感やチャレンジ精神を育成する。
また、インターネットを活用した情報の入手、オピニオ
ンリーダーへの交渉と取材、ブログでの情報発信等、実践
を積み重ねることで主体性と積極性を身につけさせる。
本学では、人見記念講堂で世界の文化芸術に触れる「文
化研究講座」
、集団生活体験を積む宿泊研修を、従来から
必修として全学生に課している。芸術を鑑賞して培うゆたかな感性、集団の中の一人として相手を思いや
る気持ち、責任感等を育む全人的な教育プログラムは、グローバル社会における信頼される日本人の育成
に資するものである。
3. 新しい価値や文化を創造する［Create］
異なる価値や文化の共有から、融合・新たな価値創造へと力を進展させる。日本のグローバル化のため
には世界で共有されている習慣や価値観を取り入れ、日常生活や産業・商品に反映させる必要がある。ま
た、国際的な環境課題、人口問題、エネルギー政策等に関する適切な知識を持ち、アジアや世界における
日本の役割を把握することもグローバル人材には求められる。
本学では、学生が市場調査等により新商品を提案する企業協働のプロジェクト研究を実践している。こ
のプロジェクト研究にグローバル企業を加え、日本滞在中の留学生とのチームを編成して取り組み、課題
発見・解決力を育成する。日本も本格的なグローバル社会に突入している。国内の産業や生活も、よりグ
ローバル化する必要に迫られている。その過程を学生が考え、日本のグローバル化の課題と解決策、将来
性を自分で考える力を育成する。
4. 身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する［Glocal］
本構想が目的とする「様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人」とは、これまで
述べた 3C の力を生涯にわたり高められる意欲を持った人材、そして、国や地域、企業等の課題や目標を
グローバルな視点で考え、具体的に行動できるグローカル・マインドを持った人材である。
充分な英語運用力と多文化への理解に基づいた互恵精神、ボストンや東京での協働体験を生かした主体
性を備え、チームワークを引き出して問題を乗り越えることのできる 3C’s for 1G を身につけた人材こそ
が、グローバル社会を生きぬく女性の姿と考える。
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化
【２ページ以内】

本学で設定したグローバル人材像（3C’s for 1G）は、
「夢を実現する 7 つの力」を基盤に展開する。
これまで本学では、社会で必要となる基礎的能力や態度を「夢を実現する 7 つの力」として学生に示し、
在学中から自発的に授業やプログラムに参
加するように指導している。また、学習ポー
トフォリオ「ドリーム手帳」を全学生に配布
し、履修した科目や課外活動を記録させてい
る。何の体験から、どのような力を身につけ
たと実感できるか、1 年間の活動を振り返り
ながら指導担当教員と面談する機会を用意
し、主体的なキャリア形成力を育成してい
る。
この「7 つの力」は、グローバル化が加速
する日本の社会や職場で信頼され、仕事を任
される女性、指導的役割を担える人材となる
ための、基礎的能力を提示したものである。
これまでの取組を基礎にし、7 つの力の一
つである「グローバルに生きる力」を「多文
化との調和・協働」へ発展させることによって、グローバル社会の「様々な分野で実務的役割を担える創
造的で活力ある女性職業人」の育成が可能となる。従って、本構想で計画する取組と評価によって、入学
から卒業まで一貫した人材育成プログラムを通じた 3C’s for 1G の能力が実現される。
本構想による取組で、卒業時に学生が修得すべき具体的能力（ ▶ 印 ）は次の通りである。
1. 外国語（英語）の能力
A 学部生が年 2 回 TOEIC テストを受検する。
外国語英語科目を能力別英語クラスで実施し、TOEIC
受検対策講座を開講する。学習成果を基にして個々の学生が自分に適した効果的な英語学習法を
見つけるサポートを行う。必修、あるいは選択制で、2 年次から 5 か月間の海外プログラムをボ
ストンで実施する。
英語の授業はレベル別少人数クラスで行い、
寮に滞在する Resident Assistant
が個別学習を指導することで、正課内外での十分な学習時間を確保する。ボストンでは、ボラン
ティア活動やフィールドワークを体験させて実用的な英語力を身につけさせる。
▶ 英語・国際系学生は業務で必要な文章・会話、他学生は日常会話レベルの英語が使える。
▶ 継続して英語を学習し、TOEIC 等の得点を伸ばそうという意欲を持っている。
B 3・4 年次には英語による専門関連科目を開講する。受講・理解に必要な英語力習得を目的とした
英語科目を並行して開講する。
▶ 英語レベル上位者は、二者間折衝・交渉レベルの英語が使える。
C ボストンで現地大学生・留学生と多文化協働プロジェクトに取り組む。テーマを設定してグルー
プ研究を行い、活動成果を発表する。
東京でも外国人や外国人留学生との多文化協働プロジェクトを実施する。
▶ 英語を母語としない World Englishes を受容し理解することができる。
▶ 多数者間折衝・交渉レベルの英語が使える。
2. グローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・調和する能力［Collaborate］
A ボストン留学中に、市内の事業所や施設でボランティア活動に参加する。
様々なセッションを企画して、現地大学生との協働体験を積む。
キャンパス周辺の住民に、日本の食や伝統文化を紹介する催しを企画・実施する。
▶ 日本の生活文化や伝統芸術を理解し、英語で紹介できる。
▶ 多様な宗教や文化、習慣、価値観の存在を理解し、偏見や差別感を持たない。
▶ お互いを尊重し、公平な態度を持って人とかかわることができる。
B ボストンや東京で外国人学生との多文化協働プロジェクトに参加する。
▶ 物事をいろいろな角度から見て、原因や課題を発見できる。
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3.

4.

5.

6.

▶ 問題をどう解決するか、いろいろな方法を考えて提案できる。
▶ 何事にもチャレンジして、あきらめずに最後までやり抜く。
IT を使いこなす能力
A ボストンや東京で多文化協働プロジェクトに、東京で企業協働プロジェクトに参加する。
▶ ワードやエクセル、パワーポイント等を操作して、書類やプレゼンテーション資料が作れる。
▶ インターネットを活用して、世界の様々な地域から信頼性の高い情報を入手できる。
▶ 入手した情報を分析し、自分が必要な内容を読み取ることができる。
▶ 不確定な要素があっても、情報を元に問題解決の方向性を判断できる。
B ボストンや東京での活動を、学生がブログで公開する。
▶ インターネットの便利さと怖さを知っていて、安全に利用できる。
▶ 日本語や英語で、読み手に理解してもらえるように情報を発信できる。
様々な異なる人・価値・文化・物を結びつける能力［Connect］
A 東京やボストンでボランティア活動やフィールドワーク、ビジネス体験に参加する。
▶ 日本語や英語の文章を読んで理解し、要点をつかめる。
▶ 異なる意見や考え方を認めながらチームワークを発揮できるよう、一人ひとりに働きかける。
▶ 自分の文化がマイノリティである集団に置かれても、自分の力を信じて努力できる。
▶ 自分の魅力や長所を見つけ伸ばそうと考える。足りない部分や欠点に気づいている。
B 1 年次から 3 年次まで毎年 1 回、4 日間の宿泊研修に参加する。
▶ 健康的な生活習慣を心がけている。
▶ みんなで力を合わせ、役割を分担してチームワークを発揮できる。
C 人見記念講堂で世界の芸術文化を鑑賞する。
▶ 世界の芸術を鑑賞し、味わい、感動できる。
▶ 基本的なマナーを身につけている。
新しい価値や文化を創造する能力［Create］
A ボストンや東京で多文化協働プロジェクトに参加する。
▶ 様々な考えや意見を認めながら論理的に発言し、発展的な議論をすることができる。
▶ 世界の歴史や地理、主要な国の文化について、基礎的な知識を持っている。
▶ 異なる国の様々な人の意見を受け入れ、同時に自分の考えを論理的に説明できる。
B 東京で企業協働プロジェクトに参加する。
▶ グループ活動に参加して自分の役割を果たすとともに、積極的に提案を行う。
▶ 海外の事例を参考に、日本のニーズに合わせてアレンジできる。
身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する能力［Glocal］
A 東京でコミュニティサービスや企業協働プロジェクトに参加する。
▶ 地球環境の変化や経済の動きに関心を持っている。
▶ 世界のニュースを知り、問題がなぜ発生したのか調べて理解できる。
▶ 自分の住む地域の魅力や課題を認識し、その発展や解決のために活動できる。
▶ 前向きに考え、新しいことに挑戦するチャレンジ精神を持っている。
▶ 社会のルールを理解し、倫理観を持って自分の行動に責任が持てる。
▶ 多世代間で協力し、チームワークを保ちつつ課題に取り組める。
▶ リーダーシップやパートナーシップを発揮して、主体的に行動できる。

本構想では、
「1.外国語（英語）の能力」を基軸として、2～6 の取組を充実させていく。学生は、留学
前にボストン研修に必要なレベルの英語基礎力を身につけ、その後ボストンでのフィールドワークを体験
する。TOEIC 等により、個別の英語力を把握し、能力に応じてボストンで企業の現場を体験する。また、
近郊の大学での授業聴講や正規履修を行い、ボストン校はその学習をサポートする。さらに、多文化協働
プロジェクトのリーダーや公的な日米文化行事のホスト役等を体験してグローバルな意識を醸成する。こ
うした体験を通じて、海外留学制度を活用した正規留学へと意識を向ける。
また、海外の大学で講義を履修・聴講できるレベルまで英語力が到達しない学生は、東京での多文化協
働プロジェクトに参加しながら英語クラスを履修し、在学中の短期海外留学体験に挑戦する。
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目標設定シート２
本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数
② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。

全

学

平成２３年度

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

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

４５人

５０人

60 人

80 人

40 人

35 人

20 人

25 人

5人

56 人

７５人

８０人

100 人

110 人

457 人

520 人

571 人

518 人

486 人

500 人

20.1％

22.2％

24.7％

27.0％

45 人（ 40 ）

50 人（ 35 ）

卒業時の外国語力スタンダード

人
間
文
化
学
部

平成２４年度

TOEIC 700

60 人（ 20 ）

80 人（ 25 ）

海外留学経験者数

5人

10 人

７５人

８０人

100 人

110 人

３カ月未満

10 人

11 人

１５人

１５人

３０人

35 人

３ カ月～ １年

46 人

70 人

60 人

65 人

７０人

７５人

超

0人

0人

0人

0人

0人

人

卒業［予定］者数

１

年

457 人

520 人

571 人

518 人

486 人

500 人

目標設定の考え方

平成 25 年度に開始するボストンでの近郊大学との短期プログラム参加者を平成 27 年度以降の卒業者としてカ
ウントした。外国語スタンダード(TOEIC700)を上回る学生は、平成 25 年度で 45 名を見込み、平成 27 卒業
者から新プログラムの成果を出していく。

注１）平成２８年度の比率（
（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。
注２）
「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー
ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。
注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位
取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。
注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の
設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。
（対象：全学）
（測定指標・達成水準）東京・ボストンで行う多文化協働プロジェクト(単位科目)の 5 段階成績評価のうち 5 以上の評価取得者。
（平成 26
年度からの実施となるため、平成 25 年度は対象者なし）
（指標・水準設定の考え方）多文化協働プロジェクトでは、問題設定・企画立案・取組方法・チームワーク・リーダーシップ・プレゼンテ
ーションなどを総合的に評価する。5 以上の学生は高いレベルで 3C’s1G の能力が身についていると考えられる。
（達成する学生数設定の考え方）2、3、4 年次の学部学生が対象となる。多文化協働プロジェクトの履修者を年間 350 名とし、その 20%が
5 以上を習得することを目指す。

全

学

平成２５年度

0人

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

20 人

平成２７年度

40 人

571 人

518 人

486 人

0.0％

3.9％

8.2％

平成２８年度

70 人
500 人

14.0％

（対象：人間文化学部）
（測定指標・達成水準）東京・ボストンで行う多文化協働プロジェクト(単位科目)の 5 段階成績評価のうち 5 以上の評価取得者。
（平成 26
年度からの実施となるため、平成 25 年度は対象者なし）
（指標・水準設定の考え方）多文化協働プロジェクトでは、問題設定・企画立案・取組方法・チームワーク・リーダーシップ・プレゼンテ
ーションなどを総合的に評価する。5 以上の学生は高いレベルで 3C’s1G の能力が身についていると考えられる。
（達成する学生数設定の考え方）2、3、4 年次の学部学生が対象となる。多文化協働プロジェクトの履修者を年間 350 名とし、その 20%が
5 以上を習得することを目指す。

人間文化学部
達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

0人

20 人

40 人

70 人

571 人

518 人

486 人

500 人

0.0％

3.9％

8.2％

14.0％

10
（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型）

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】
1.

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上
A 海外協定校を平成 28 年度までに 18 大学に拡充する。
B 人間文化学部の全授業科目の英語版シラバスを平成 28 年度までに整備する。
C 主要な規定、事務文書、学内掲示の日英表記を平成 28 年度までに完了する。
D ボストンでの教職員研修プログラムを平成 24 年度から実施する。

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
A ボストンでの Readiness Program および Bridge Program を平成 25 年に設置する。
B 平成 24 年度からボストンに国際交流センター分室を設置しプログラムコーディネーターを配置
する。
C 平成 26 年度から、ボストンおよび東京での多文化協働プロジェクトを実施し、平成 28 年度か
らの新学部のプロジェクトと合同展開する。
D 平成 26 年度から東京での短期集中留学生受入プログラムを実施する。
E 平成 26 年度から副専攻での国際教養関連科目（外国語による専門科目）を開設する。

3.

教員のグローバル教育力の向上の取組
A 平成 25 年度から海外協定校からの 1 年間の期間限定教員の受入れを開始する。
B 平成 26 年度からボストンでの FD プログラムを毎年開催する。
C 平成 24 年度からボストンまたは東京でのグローバル人材育成に関するシンポジウムを開催す
る。

4.

日本人学生の留学を促進するための環境整備
A 平成 26 年度新入生から、学科毎にボストン研修および正規留学が組み込まれた履修モデルを作
成し開示する。
B 平成 24 年度から国際交流センターに留学アドバイザーと語学学習アドバイザーを配置する。
C 平成 25 年度にインターネットの個別学習ポートフォリオシステムを試行し、翌年から運用を始
める。

5.

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
A 平成 26 年度新入生から、英語能力や海外留学経験のある受験者を対象とした特別選抜試験を実
施する。
B 平成 25 年度から、全学生を対象とした英語プレイスメントテストを実施し、レベル別クラスを
設置する。
C 平成 25 年度から、語学学習アドバイザーによるコンサルテーション制度を導入する。
D 平成 24 年度から TOEIC 受験対策講座を開講する。

6.

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
A 平成 24 年度にグローバル人材育成推進プロジェクト委員会を設置する。
B 毎年 8 月に実施状況の中間自己評価を行い、3 月に自己評価、学生評価、外部評価による達成度
と改善状況の評価を行う。
C 前年の取組状況を踏まえて、平成 25 年度から取組内容の報告発表会を東京とボストンで毎年開
催する。
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目標設定シート３

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

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

平成２４年度

96 人

（Ａ）

（

平成２５年度

87 人

63 人）

（

50 人）

平成２６年度

125 人
（

100 人）

平成２７年度

135 人
（

平成２８年度

155 人

115 人）

（

130 人）

175 人
（

140 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

（

2人
2 人）

（

2人
2 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

5人
5 人）

（

94 人
61 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

85 人
48 人）

（

120 人
95 人）

（

（

130 人
105 人）

150 人
125 人）

（

170 人
135 人）

（

5,212 人

5,205 人

5,264 人

5,377 人

5,460 人

5,480 人

1.8 ％

1.7％

2.4％

2.5％

2.8％

3.2％

1.2 ％）

（

0.9％）

（

1.9％）

（

2.1％）

（

2.4％）

（

2.6％）

アジアの協定大学に毎年 40～45 名を派遣する。平成 25 年度からはボストン市内の大学と協定を締結し、4
週間延長プログラムで本格的に授業履修制度を始める。その他認定留学制度の見直しや、新たな海外協定大学

目標設定の考え方

の開拓により派遣学生を増やす。なおボストン研修参加学生（約 350 名/年）のうち、他大学での授業履修者
は平成 28 年度で 70 名の計画である。

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
海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

25 人
（

12 人）

１年以上

71 人
（

合 計
0人

51 人）

（

0 人）

96 人
（

63 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

（

2人
2 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

2人
2 人）

（

23 人
10 人）

71 人
51 人）

（

0人
0 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

（

5,212 人

5,212 人

0.5％
（

0.2％）

5,212 人

1.4％
（

1.0％）

（

5,212 人

0.0％
（

0.0％）

94 人
61 人）

1.8％
（

1.2％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

（Ａ）

平成２４年度
（H24.5.1）

平成２５年度
（H2５.5.1）

平成２６年度
（H2６.5.1）

平成２７年度
（H2７.5.1）

平成２８年度
（H2８.5.1）

61 人

70 人

95 人

115 人

155 人

（ 30 人）

（ 40 人）

（ 11 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

3人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

8人
0 人）

（

32 人
0 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

（ 15 人）

（ 25 人）

３人
0 人）

（

3人
0 人）

（

3人
0 人）

（

3人
0 人）

（

10 人
0 人）

（

15 人
0 人）

（

18 人
0 人）

（

22 人
0 人）

（

37 人
0 人）

（

47 人
0 人）

（

59 人
0 人）

（

85 人
0 人）

（

18 人
（ 11 人）

20 人
（ 15 人）

30 人
（ 25 人）

35 人
（ 30 人）

４5 人
（ 40 人）

61 人

70 人

85 人

100 人

135 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）

（ 11 人）

（ 15 人）

（ 15 人）

（ 15 人）

（ 20 人）

全 学 生 数

5,205 人

5,264 人

5,377 人

5,460 人

5,480 人

1.2％

1.3％

1.8％

2.1％

2.8％

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

（ 0.2％）
1.2％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

目標設定の考え方

（ 0.2％）

（ 0.3％）

（ 0.5％）

1.3％
（ 0.3％）

（ 0.6％）

1.6％
（ 0.3％）

1.8％
（ 0.3％）

（ 0.7％）
2.1％
（ 0.4％）

平成 25 年度から学部私費留学生の入試制度を見直し、新入生・編入生の入学者を増やす。大学院
では奨学金支給者数を増やす。また、平成 26 年度から協定校の短期留学プログラムを開始する。

注１）留学生数の計上に当たっては、
「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、
以下の者についても計上することとします。
・
「留学」の在留資格を有さない短期留学生
・
「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生
・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入
れている者
注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。
）に基づき、
教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

１
２

韓国
中国

３

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

27 人
26 人

27 人
26 人

ベトナム

3人

3人

４

台湾

1人

1人

５

モンゴル

1人

1人

６

カンボジア

1人

1人

７

英国

1人

８

ネパール

1人
1人

９

人

人

１０

人

人

その他

人

人

合 計

61 人

61 人

1人
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※）
※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。

外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

54 回

99 回

165 回

231 回

330 回

3,298 回

3,300 回

3,300 回

3,300 回

3,300 回

1.6％

3.0％

5.0％

7.0％

10.0％

日本文学・歴史学・家政学・教員養成等、日本語で講義しなければならない授業を持つ学科がある。
目標設定の考え方

従って、全学科一律に割合を高めることは難しいため、英語・国際系、社会科学系、設置予定のビジネ
ス系学部の割合を高めることで、全体の数値を向上させることで目標を設定している。

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）

55 人

60 人

65 人

68 人

72 人

うち外国人教員

11 人

16 人

18 人

20 人

22 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

割

26.9％

28.6％

31.0％

32.4％

34.3％

合（Ａ／Ｂ）

日本文学・歴史学・家政学・教員養成等、日本語で講義しなければならない授業を持つ学科がある。
目標設定の考え方

従って、全学科一律に割合を高めることは難しいため、留学支援プログラム、英語系、社会科学系の学
科、設置予定のビジネス系学部を中心に外国人教員を増やすことで目標を設定している。

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

94 人

105 人

116 人

126 人

137 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

割

46.1％

50.0％

55.0％

60.0％

65.0％

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

合（Ａ／Ｂ）

ここ数年の新規採用では、博士号取得者を優先的に採用しており、取得者は増加の傾向にある。
目標設定の考え方

平成 28 年度までに採用する教員は博士号取得を原則とすると同時に、現在博士号を取得していない教
員に対して奨励する形で増加を目指し、5 年後に半数の教員が博士号取得している状態とする。

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比）
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

総学生数（Ａ）

5,049 人

5,120 人

5,200 人

5,280 人

5,300 人

総教員数（Ｂ）

204 人

210 人

210 人

210 人

210 人

24.75％

24.38％

24.76％

25.14％

25.23％

割

合（Ａ／Ｂ）

本学の教員あたりの学生数は、日本の私立大学の中でも十分に少ない方である。一方で平成 25 年度に
目標設定の考え方

新学部(入学定員 100)を開設する予定であり、その学生数増加と他学科の定員超過率を下げながら、
現状をなるべく維持していくという考え方をとっている。
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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

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

合（Ａ／Ｂ）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

3人

7人

10 人

12 人

12 人

120 人

120 人

120 人

120 人

120 人

2.5％

5.8％

8.3％

10.0％

10.0％

事務職員の外国語力スタンダードを TOEIC800 点と設定し、平成 24 時点で TOEIC700 点台の 4
目標設定の考え方

名を平成 25 までに 800 点台に伸ばす。その後は語学集中研修等により現職員のスコア向上を図ると
ともに、職員採用時に語学力の基準を設けて英語運用能力の高い職員を新たに採用する。

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。
注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）
」を記載。
注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）
」を記載。
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様式
（本構想における取組内容）
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様式１
様式１全体で５ページ以内

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上
取組内容① 大学のグローバル化の推進
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。

【現状】

【本構想における展開】

本学では、2006 年度に「長期計画」を策定し、学
園の教育理念に基づく戦略目標を策定した。
大学部門における教育研究のグローバル化に関す
る項目は以下の通りである。
1. 私費外国人留学・交換留学の充実
在籍留学生数 100 人を目標に、下記内容を充実
させて世田谷キャンパスの国際化をめざす。
①留学生数増を目的とする受験しやすい環境
整備 ②交換留学制度の充実 ③協定校との
日常的な情報交換やサイト相互リンク等によ
る募集活動
2. 英国学校の誘致と効果的な連携
2006 年にブリティッシュスクールをキャンパ
スに誘致し、日常的な多文化交流を推進した。
同校との連携で従来の枠にとらわれない、国際
的視野で人材育成プログラムを整備する。
3. 昭和ボストンとの連携を強化、
これまで昭和ボストンを活用した語学・国際交
流プログラムを開発して多くの留学経験者を
輩出したが、様々な情報を世田谷キャンパスと
共有するため、日常的な情報交流と授業内容を
意見交換できる環境を整備し、FD 活動を積極
的に推進していく。
4. 教員の資質向上と国際的評価
①学生による授業評価だけでなく、教員間の授
業参観機会を設ける ②TOEIC 試験を全学生
に義務づけて国際社会への対応を図る ③国
際機関への就職者を多く輩出して具体的な実
績を残す ④世界で活躍する人材を育成する
ために全学部・大学院において英語で授業する
コースを設ける ⑤昭和ボストンを拠点に、近
隣の大学での授業に参加できるよう仕組みを
考え、長期の留学カリキュラムを充実させる。

現在、2012 年度からの新たな長期計画を策定して
いる。大学のグローバル化の推進の項目で、以下の
戦略目標を掲げることとする。
1. 昭和ボストンの有効活用
①各プログラムに修正を加え、留学体験型から
グローバル人材の育成型につながるようカリキ
ュラムを強化・発展させる ②教職員で協議し、
東京のプログラムと密接に連携したカリキュラ
ムを設計する ③海外への正規留学を意識し、
準備教育や情報提供を行える体制を整備する。
2. 海外協定校の拡充
①海外協定校数 8 大学を、18 大学まで拡充し、
同時に受入交換留学生数を 11 名から 20 名に、
半年以上の派遣交換留学生を 50 名から 75 名に
なるよう企画・実施する。②教員相互の教育・
研究交流活動を推進。
3. 交換留学生数の増加
①アジアとのネットワークを強化して留学生数
を増加させる ②日本語能力の低い留学生の生
活支援と教育プログラムを充実させる。
4. 留学準備教育、語学教育の充実
①留学を意識した科目群を配置し、語学力向上
に効果的な科目を増やす ②各学科の基幹科目
を中心に英語での授業科目を開講し、専攻分野
に関連する海外留学ができるよう指導する。
5. 大学の国際化
①ウェブサイトやシラバスの多言語化 ②ブリ
ティッシュスクールを活用した多文化交流の推
進 ③外国語による情報発信 ④外国語による
授業の開設 ⑤書類や案内看板の英語併記。
6. 事務組織の強化
①教務・学生支援の 1 組織だった国際協力担当
を学長直轄の国際交流センターに改組し、大学
のグローバル化の推進組織として配置する ②
学長や理事への情報提供と大学の方針に沿った
国際化の企画・立案・戦略の実行を担う。
7. 学生サポート体制の強化
①留学生の受け入れと派遣に関する支援体制の
充実 ②ボストンにサテライトオフィスを設置
し、昭和ボストンやアメリカ留学中の学生を現
地で支援する ③留学生や研究者の新規開拓。

在籍留学生数 100 人の目標は現在のところ達成
していないが、ブリティッシュスクール誘致による
多文化交流や昭和ボストンの活用等、達成させたも
のもある。
教員の資質向上、世界で活躍できる人材育成の目
標等はまだ具体策を検討できていない。
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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. シラバスの充実
現在、シラバスは本学公式ウェブサイト上で公
開している。主な項目は、科目（日英併記）担
当教員、授業概要、授業到達目標とテーマ、キ
ーワード、学修内容と準備学習、評価基準と評
価方法、教科書・参考書である。
2. GPA など厳格な成績評価
現在、学生ごとに履修科目の平均点を単位未修
得の科目も含めて算出しており、GPA 以上に成
績状況を細かく把握できている。平均点により
奨学金受給者や学長賞の選考、早期卒業の認定
を行っている。海外留学者のため、GPA 算出方
法も定めている。
成績評価は、取り決め事項で全学的な目安を定
めている。
3. ナンバリングの導入
科目難易度の指標として「開講中心年次」をカ
リキュラム表に記載している。
4. 履修可能な上限単位数の設定
各学期の履修する上限と下限単位数の範囲を
定め、過剰な科目数を履修しないよう学生に呼
びかけてかけている。
5. アクティブ・ラーニングの推進
本学では、学生の地域活動コミュニティサービ
スラーニングを奨励し、各学科に１科目以上設
置している。グループワークやフィールドワー
ク、ディベート、プレゼンテーション等が開講
数の半数以上を占める科目は、学部全体で 80
科目である。
また、インターンシップを単位化し、認定留学
も制度化している。
他学部では、地元商店会や企業と協働するプロ
ジェクト研究も試行している。本学では、学生
が企業課題の解決策を提案するプロジェクト
研究を全学科に奨励する計画で、その拠点とな
る研究所設置を予定している。
インターンシップやコミュニティサービスラ
ーニングの事前学習と支援・評価方法は整備さ
れているため、実践活動に取り組む学生のアウ
トカムズ向上を支援できる。

【本構想における取組】
本構想に関する各取組の検証・FD 活動は、本学
と昭和ボストンが共同で実施する。ボストン市内の
大学コンソーシアムから専門職を招聘し、カリキュ
ラムの国際通用性を高める。
1. シラバスの充実と多言語化
現在作成していない英語版を、本構想の開設科
目や英語で実施する科目から開始し、人間文化
学部授業科目の英語版を完成させる。
2. GPA など厳格な成績評価
海外留学者のために GPA を英文証明書に掲載
する。
成績評価は、教員個人の裁量に依存しないよう、
大学全体の基準を設定する。
3. ナンバリングの導入
人間文化学部全授業科目についてナンバリング
を行い、学生の体系的な履修を支援する。
4. 履修可能な上限単位数の設定
授業時間外での学修時間の増加と単位の実質
化を推進する。各学期で履修する単位数は、よ
り厳格に適応する。
5. アクティブ・ラーニングの推進
計画する多文化協働プロジェクトにより、学部
全体のアクティブ・ラーニングを促進する。ま
た、2013 年度に開設する現代ビジネス研究所
では、企業社員と教員が学生の課題解決型プロ
ジェクト研究を支援・指導する企業協働の研究
所を想定している。これを全学的に支援して本
構想の成果を充実させる。
ボストンでも、多文化協働プロジェクトを計画
している。キャンパス内の学生寮で同居する現
地大学院生や社会人女性を TA として採用し、
正課外の学習支援を充実させる。現地の国際交
流センター職員が、TA のスケジュールや協働
プロジェクトの進捗状況を管理し、必要に応じ
てオブザーバーやゲストを招聘する等、学生の
主体的学習をサポートする。
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】
1. 情報公開方針に基づき、以下の情報を本学ウェ
ブサイト等で、日本語で公表・発信している。
A 教育活動の規模や内容等
学生に関する基本的な情報
明確な方針に基づく教育課程とその水準
教育外部資金の獲得状況
B 教育の国際連携
C 外部評価等の実施状況
2. 法人全体の長期計画、事業計画・報告書（各年
度）は、サイトでの公開に加え、関係省庁・団
体・卒業生・マスコミ等に送付している。
3. 英語版ウェブサイトやパンフレットで留学生
に入試情報を提供している。
中国語版パンフレットも作成済である。

【本構想における取組】
1. 主要な情報は、英語併記で公開する。
外国人教員数や研究成果の生産性や水準に関
しても公開する。
2. 留学生への情報提供は、入学後の生活（学生寮、
日本語や経済支援）
、教育（教育支援員）
、学位
取得に関する項目、進路、交流協定に基づく交
換留学プログラムの状況等を英語で行う。
3. 海外交流協定校や相互の留学生・聴講生等の増
加を目的に、シラバスや単位修得の基本方針等
の教育情報を英語で公開する。
4. 公開方針、担当部署、チェック機能等、情報公
開機能を検証し、スピーディーで正確な情報発
信システムを再構築する。

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】
【本構想における取組】
1. 教務・学生支援部署内の事務組織だった国際協 1. 国際交流センターを拠点とした大学のグロー
力担当を学長直轄の国際交流センターに改組
バル化計画を立案し、構想と目標値、具体的計
した。
画を全学に公表する。
2. 全職員に TOEIC テスト受検を課し、目標スコ 2. 国際交流センター内に留学アドバイザーや語
ア（650 点）を設定した。
学アドバイザー等の専門職を配置し、センター
機能を強化する。
3. センター職員と教員とが連携して学習・生活支
援できるよう、ボストンおよび協定校等に留学
生担当者を配置する。
4. 服務規程等の諸規定、事務書類、学内掲示を英
語併記することで、外国人教職員が働きやすい
職場環境を整備する。
5. 教職員の新規採用は英語併記で公募する。
6. ボストンの大学コンソーシアムと昭和ボスト
ンとの連携を強化し、教職員研修プログラムを
ボストンで運営する。
7. 職員に年 1 回の TOEIC 受検を課し、受検対策
講座等を実施して英語力向上を支援する。
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様式２
様式 2 全体で４ページ以内

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

【これまでの取組】
【本構想における取組】
1. 昭和ボストンを利用し、多様なプログラムをカ 1. 本構想では、昭和ボストンでの学修をグローバ
リキュラムに位置づけて実施している。英語コ
ル人材への Readiness の場に位置づけ、
現行の
ミュニケーション学科と国際学科の欧米言語
英語コミュニケーション学科（全学生必修）
、
コースでは、必修として最長 3 期までのセメス
国際学科（欧米言語コース学生必修）のプログ
ター単位の長期研修を実施している。他学科学
ラムを基礎として、日本語日本文学科、歴史文
生には、1 期研修と夏季 1 か月の短期研修を希
化学科学生が選択履修する Boston Readiness
望者に用意している。
Program を開設する。
なお、2 期以上ボストンに滞在する学生のうち
昭和ボストンでの取組は次の通りである。
一定の基準を満たした者に対しては、近郊にあ
A Readiness Program は 15 週間とし、英語
る大学の授業聴講プログラムがある。
スキルの 4 技能を集中的に伸ばすコア科
2. 本学卒業後にボストンの大学院・大学に進学す
目群と、学科の特色に応じた選択科目群で
る学生は、昭和ボストンの寮に滞在して通学す
構成する。続く 4 週間を Bridge Program
る Fellow 制度を設けている。学生の相談相手
として、近郊協定大学の講座受講による単
となることで、寮費が免除される。
位修得を目指す。
3. 国際学科のアジア言語コースの学生は、協定校
B Readiness Program では、本学学生と
の交換留学プログラム等を利用した最長 1 年
Colleges of the Fenway 等の本学協定大
間の上海・ソウルへ選択必修留学プログラムを
学で学ぶ留学生による多文化協働プロジ
設け、カリキュラム上に位置づけている。
ェクトを実施する。様々な国籍を持つ学生
4. ボストン・上海・ソウルの必修留学以外にも、
と、共通言語である英語でグループワーク
アジアの協定校への交換留学や米国の留学団
を行い、成果を発表する。
体 SAF と連携した認定留学制度、その他本学
このグループワークを行う場として、昭和
の認める大学への個人留学を認める認定留学
ボ ス ト ン が 提 携 す る Colleges of the
制度を設けている。留学期間を本学在籍期間と
Fenway (http://www.colleges-fenway.org/) の
して算入することで、卒業延期することなく留
近くに、学生が自主的な活動に利用できる
学を可能としている。また、SAF 認定留学生
フリースペースを持つサテライトオフィ
のうち、年間 15 名までは本学から奨学金が支
スを設置する。
給される。
多文化協働プロジェクトでは、昭和ボスト
5. アジアの協定校（韓国・ベトナム）とは、日本
ンに 2 期以上滞在する学生がリーダーと
語教育実習の短期交換プログラムを実施し、現
なり、Readiness Program の学生がアシ
地の日本語および日本文化理解の促進に貢献
スタント的役割を経験することで、多文化
している。人間社会学部では、デンマークの協
グループワーク運営に必要な力を身につ
定校で児童福祉実習を行う最長 2 期の長期研
けていく。Readiness Program 参加後に
修プログラムを実施している。交換留学の双方
継続して 2 期以上滞在する学生が次のリ
向交流の中で、多様な環境の中で福祉実習を体
ーダーとなることで、学生組織のサイクル
験できる。
を確立する。また、1 期で帰国する学生に
6. 国内外で学生のインターンシップ・企業体験、
は、世田谷キャンパスで留学生や短期受け
ボランティア活動等を奨励し、受け入れ施設を
入れ留学生と多文化協働プロジェクトを
開拓している。いずれの活動も取組状況とレポ
実践する。
ートを評価して単位を認定している。
C Bridge Program の学生は、本学協定大学
7. その他、春期ヨーロッパ研修や海外デザイン演
で女性リーダー、福祉・教育、多言語多文
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8.

9.

習等、多様な体験型短期海外研修を実施し、ほ
とんどのプログラムで単位を認定している。
米国ハーバード大学からインターンシップを
希望する学生 1・2 名を 2 か月程度受け入れて
いる。本学の学生寮に滞在し、英語授業等の
TA や交流イベントに参加し、学生の良きロー
ルモデルとなっている。
全学生を対象とする著名人による講演会「女性
教養講座」では、社会で活躍する文化人、女性
リーダー、企業経営者を中心に、年間 20 回の
講演を行っている。学生には、年間 5 回以上の
聴講とレポートの提出を義務づけている。
また、この講演の記録をまとめて冊子「女性文
化」を刊行し、全学生に配布している。

2.

化教育、ビジネス、アート、歴史等の専門
分野の集中講義を受講する。
2 期以上滞在する学生には、ボストンの近
郊にある大学の正規講座を履修させて、単
位修得を目指す。
D これら専門科目の学修を支援するため、従
来の Fellow 制度を発展させて本学卒業生
と教員とが連携するチュートリングシス
テムを昭和ボストンに導入する。
Fellow は、米国での大学・大学院進学を
目指す学生のロールモデルとして、メンタ
ーの役割も担うことができる。
E Readiness と Bridge Program の全期間を
通じ、現地大学生との交流プログラムやコ
ミュニティーサービス、小中学校や日本語
学習者への日本語・日本文化紹介プログラ
ム等の体験型プログラムを実施し、異文化
体験を通して学生のグローバルな感性を
養う。また、優秀な学生にはビジネス体験
プログラム（インターンシップ）の参加を
認める。
F この Readiness と Bridge Programを効果
的に運営するため、昭和ボストン内にプロ
グラムコーディネーターを置き、学生支援
部署と教務部署との連携をはかりながら、
総合的な学生支援体制を整備する。
G ボ ス ト ン で Readiness と Bridge
Program を修了した学生には、身につけ
た能力により次の進路を選択させる。
① 世田谷キャンパスで学修する
② 引き続きボストンで学修する
③ 認定留学制度で他大学に半年～1 年
間留学する
②、③を希望する学生のために留学アドバ
イザーを置き、ボストン近郊大学のアドミ
ッション部門や進学コンサルタントと連
携しながら支援を行う。
留学先はアメリカ国内でなく、中国や韓国
等のアジアやヨーロッパ諸国の情報提供
と支援を行う。
Readiness Program の選択科目群には
仏・独・西・中・韓といった第 2 言語系科
目も開講し、留学先の言語習得を目指す。
H グローバル社会でキャリアを形成した女
性（文化人やビジネスウーマン等）を講師
として招聘し、
「グローバルに生きる」と
題する講演やワークショップを昭和ボス
トンで開催し、学生のマインドを海外にリ
セットする。
世田谷キャンパスでの取組は次の通りである。
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A

B

C

D

E

F

G
H

英語のスキル向上を目的に、1 年次から 4
年次までの一貫した英語学習カリキュラ
ムを整備する。語学学習アドバイザーがカ
ウンセリングを行い、学生一人ひとりの能
力に応じた 4 技能の学習方法を指導する。
この英語カリキュラムを、昭和ボストンの
Readiness Program のコアカリキュラム
と連動させる。
協定校からの留学生やハーバード大学の
学生を対象とした短期集中留学生受け入
れプログラムを開設する。
プログラムは英語による日本文化・社会・
歴史等の講義、歌舞伎や和食等の日本文化
体験で構成し、昭和ボストンや海外留学か
ら帰国した学生も参加させて単位を認定
する。また、学寮研修への参加も組み入れ
て留学生に日本的な集団活動を体験させ
るとともに、本学学生に日常的な文化交流
を体験させる。
東京においても、本学学生と本学留学生と
の多文化協働プロジェクトを実施する。ボ
ストン・東京のいずれのプロジェクトにお
いても学生がグローバルな課題やテーマ
を取り上げ、グループ間で協議して解決策
を提案する。本学現代ビジネス研究所の研
究員や関連企業の社員に対してプレゼン
テーションを行い、審査で優秀な成績をお
さめた提案は、現代ビジネス研究所の共同
研究対象に採用される。
英語による授業科目で構成する国際教養
関連科目を、人間文化学部の副専攻として
開設する。昭和ボストンや海外留学から帰
国した学生、海外からの留学生を対象と
し、講義の内容は、昭和ボストンの Bridge
Program と同種のテーマを中心として専
門性を高め、自らのキャリアを意識させる
内容とする。
本学女性文化研究所と連携し、女性教養講
座の中で国際的に活躍する女性リーダー
による講座を行う。また、本学のオナーズ
クラス（成績優秀者を対象とする特別ゼ
ミ）Leader’s Academy では、英語によ
るワークショップを行う。
外国人留学生には、アカデミック・ジャパ
ニーズを中心とした日本語スキルの授業
を開設し、日本語チューターを配置して留
学生の学修サポートを行う。
留学生への奨学金の対象を拡張し、認定留
学生全員に奨学金を支給する。
学部共通の英語カリキュラムと専門科目
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3.

4.

カリキュラムを運営する事務部署を、人間
文化学部に設置する。
ボストン以外の地域に留学する学生を対象と
した取組は、次の通りである。
A 国際学科学生の韓国または中国への選択
必修留学のため、留学前後の語学カリキュ
ラムの充実・強化をはかる。
また、学部学科に関係なくアジア圏の大学
へ留学できるよう、語学＋授業履修の学修
ができる海外協定校を開拓する。
B 現在、ボストンで行っているビジネス体験
プログラム（海外インターン）を、アジア
圏を含む他国でも行う。また、国内のイン
ターンシップについても、グローバル企業
で多文化の職場環境を持つ協力企業を開
拓する。
海外ボランティアでは、安全確保に注意し
ながら派遣国を増やす。
C 韓国とベトナムで行う日本語教育実習プ
ログラムの実習先を、他のアジア地域に広
げる。
D 中国・韓国の短期大学等卒業者の編入学者
を積極的に受け入れ、協定する大学と 2＋
3 や 3＋2（単位互換制度に基づく 5 年間
プログラム）の共同プログラムを提供して
留学生数を増す。
個別学生のグローバル力達成度を評価して適
切なアドバイスを加えるグローバル人材アド
バイザーを、人材育成企業と共同で配置する。
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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】
【本構想における取組】
1. 教員の新規採用は、主としてホームページ上で 1. ホームページでの教員公募を日英 2 言語で行
公募しているが、募集要項は日本語で記載して
う。
いる。これまで米国で学位を取得して米国の大
英語コミュニケーション学科、国際学科といっ
学での教育経験のある日本人教員が応募した
た言語系や社会科学系、設置計画中のビジネス
実績はある。
系学部を中心に、外国人教員や国内大学で外国
語による教育経験のある日本人教員を積極的
に採用する。また、応募条件には博士の学位を
有することや、英語での授業ができることを推
奨する。
2. 海外協定校との教員間交流を活発に行う。特に
アジア圏の協定校から 1 年間程度の期間限定
で教員を数名受け入れる。
また、本学教員を協定校に派遣し、短期集中講
座を中心に、海外での教育経験を積ませる。
3. 世田谷キャンパスで行う協定校の留学生を対
象とする短期集中プログラムでは、テーマによ
り本学教員に加えて外国の大学から教員を短
期間受け入れ、教員相互の協働によりプログラ
ムを充実させる。
これら外国人教員がスムーズに適応できるよ
う、学内文書の日英表記や生活支援等のサポー
ト体制を整備する。人間文化学部内に事務部署
を設置する。
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】
1. 人間文化学部では、専門科目の授業と演習のた
めに毎年短期間、海外から客員教授を招聘して
いる。また、全学的には女性教養講座や特殊研
究講座などで、海外から講師を招聘して講演を
実施している。
2. FD 活動では、授業改善アンケート、授業公開、
FD サロン、授業改善報告書の作成を行ってい
る。これらの活動を通じた日本人教員と外国人
教員の意見交換によって、多文化的な視点によ
る授業改善のための活動を行っている。
3. 本学では、教育力向上のインセンティブとして
教員評価における教育活動の比重を高くして
いる。
教員評価は 3 段階（学科長、学部長、学長）で
実施し、評価項目は教育活動への取組、研究活
動への取組等で細分化している。さらに、この
教員評価は特別賞与支給率に反映される仕組
みで、教員が教育活動に積極的に取り組むイン
センティブを生んでいる。

【本構想における取組】
1. 英語による授業、多文化間コミュニケーション
を活性化させる授業等のグローバル教育に関
する FD 活動を積極的に行う。特に昭和ボスト
ンを活用して、ボストンで以下の FD プログラ
ムを実施する。
A 昭和ボストンの近郊大学で授業見学、メ
ンタリングに関するセミナーなど、学生
指導法の調査と専門職との意見交換。
B 米国の大学における学生サポート、留学
生対応、アドミッション、大学審査など、
大学運営・経営の調査と専門職との意見
交換。
2. アジアやボストンの各協定大学から教員を招
聘し、大学のグローバル化とその運営・経営に
関する課題、あるいはグローバル人材育成に関
する課題について国際シンポジウムを開催す
る。
3. 教員評価を継続し、適切に評価されているか、
またこの取組が教育力向上のインセンティブ
として有効であるかを検証する。
4. 海外協定校に本学から教員を派遣し、短期集中
講座を中心に授業を行い、教育のグローバル化
をはかる。
5. 授業改善アンケート結果に基づく学科ごとの
改善報告書を日英表記で公開する。
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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】
1. 海外研修を必修とする英語コミュニケーショ
ン学科と国際学科では、入学前の説明会や入学
後のオリエンテーションを通じ、留学プログラ
ムの種類と内容を紹介して学生を動機づけて
いる。また、昭和ボストンに 1 期以上滞在する
学生には、出発前の 1 期を使い、Study Abroad
Preparation という準備・計画の授業を行って
いる。
2. 海外研修を必修としない日本語日本文学科、歴
史文化学科では、初年次必修の授業時間を利用
し、本学の留学プログラムの全体像を紹介して
いる。また、入学時に国際交流センターからア
ンケートを行い、回答した内容に応じた留学情
報を直接提供する等で学生を動機づけている。
これら学科で昭和ボストンや交換留学制度で
長期間留学しようとする学生には、国際交流セ
ンターが事前にオリエンテーションを複数実
施し、危機管理や生活上の指導をしている。
3. 海外留学プログラムは、主に国際交流センター
で開発しており、最近では海外協定校開拓や新
たな短期留学プログラムの開発を教員と連携
して積極的に行っている。
4. 留学関連情報や奨学金制度の情報収集と提供
も、国際交流センターが担当している。また、
英語コミュニケーション学科と国際学科では、
必修プログラム参加学生に向けて情報を提供
している。学生への情報提供が学科間で差を生
じさせないよう、オリエンテーションは国際交
流センター、英語コミュニケーション学科、国
際学科の 3 部門合同で開催し、提供情報の格差
が起きないように配慮している。
5. ボストンや海外協定校への必修留学の場合は、
履修する科目がカリキュラムに位置づけられ
ているため、オリエンテーションの機会に学生
に説明されている。
SAF 等を通じた認定留学も、留学申請前の説明
会で履修単位の基準について説明し、学生に周
知している。

【本構想における取組】
1. 現在の Study Abroad Preparation を発展さ
せ、ボストン以外の海外協定校に交換留学・認
定留学する学生に対する準備教育を徹底する。
2. 人間文化学部では、各学科 4 年間の履修モデル
で留学コースを説明し、学生が 4 年間どのタイ
ミングで留学し、そのためにはどのような科目
を学修して準備したら良いか、また、帰国後は
専門分野に留学経験をどう生かしていくかの
道筋を示す。
3. 入学時オリエンテーションや留学説明会で、こ
の履修モデルを分かりやすく説明し、最も身近
な存在の留学体験学生をアシスタントとして
動機づけを行う。
4. キャリア支援センターと連携し、留学経験のあ
る社会人や、留学して日本で働いている社会人
等を本学の社会人メンターとして登録し、メン
ターが学生にアドバイスしながらキャリアに
つなげる留学を意識させる。
5. 国際交流センターの機能を充実させ、留学アド
バイザーや語学学習アドバイザー等の専門職
を配置する。
6. 海外への留学・生活・奨学金情報をブログやホ
ームページ等から学生に提供する。センターの
レイアウトを見直して面談室を設ける等、学生
が利用しやすい環境を整える。
昭和ボストンへの派遣業務では、学生指導を各
学科教員、事務やコンサルテーションを国際交
流センター職員で担当し、質の高い学生サポー
ト体制を整備する。
7. 教務担当、研究担当、キャリア支援、アドミッ
ションの大学事務部門の職員、人間文化学部各
学科の教職員にグローバル人材育成担当を任
命し、国際交流センターと連携しながら各部署
で留学前、留学中、留学後を支援できる体制を
整備する。
8. SAF 認定留学生だけを対象とした奨学金制度
を、認定留学生全員に改める。大学が経済的に
支援することで、学生の費用負担を軽減する。
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4.

海外留学を促進する主な制度として、SAF 奨学 9.
金がある。これは SAF を通じた認定留学を希
望する学生に、本学授業料の全額（正規授業履
修の場合）
、または半額（語学科目履修の場合）
を給付するもので、年間 15 名まで給付枠を設
けている。
平成 25 年度からは、この奨学金制度を SAF 以
外の認定留学にも拡大し、定員枠を設けずに認
定留学が許可された全員を対象とする。この制
度変更に合わせて、認定留学を申請できる大学
の許可基準が厳しくなるが、全員が奨学金を受
給できることから、授業履修に進む学生をより
後押しする制度となる。

昭和ボストンで Readiness Program に参加す
る学生に対しては、現地に設置する国際交流セ
ンター分室と東京の国際交流センターとが連
携しながら留学コンサルテーションと語学学
習アドバイスを行い、学生の希望進路に応じた
学習支援を行う。また、昭和ボストンに滞在す
る Fellow が、ロールモデルとなり正規留学を
目指す学生のサポートを担当する。
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。

【これまでの取組】
1. 昭和ボストンでは、Student Service 部門の常
勤職員 6 人（日本語話者 2 名）が学生支援を担
当し、寮棟に現地アメリカ人が RA として 1 名
以上滞在し、職員と連携してイベントを企画し
ている。また、保健室のカウンセラーと日本人
看護士が学生の健康を管理している。
2. レベル別少人数クラスの英語科目を運営し、各
クラスで学生の学修を管理している。また、提
携大学の講義聴講で、教員によるチュートリン
グを徹底している。
3. 平成 24 年度から、上海交通大学に本学専任担
当職員（日中バイリンガル）1 人を配置し、学
生の生活と学修サポートを担当している。
4. 国際学科では、上海交通大学、ソウル女子大学、
SAF 認定留学生に、月例報告と総括レポートを
義務づけている。平成 24 年度から、他学科学
生の認定留学にも採用する計画である。
5. 帰国後に全員が参加するプログラムは実施し
ていないが、心身の健康や学習面で問題のあっ
た学生には、クラスアドバイザーを中心に指導
している。学修面では、英語コミュニケーショ
ン学科に Advanced Skill 科目を開設し、英語
の継続的スキル向上を支援している。
6. 留学中の就職支援では、現地で開催するフォー
ラムに参加を促す等、海外での就業を意識づけ
ている。進学希望者にはワークショップを行
い、進学のための知識を修得させている。
7. 緊急時・災害時の対応では、包括海外旅行保険、
海外事故対応保険に加入し、学生には海外旅行
保険加入を義務づけている。また、海外の企業
と契約し、平常時の定期安否確認に加え、危機
発生時の各種手配が迅速に行えるよう対応し
ている。
8. 昭和ボストン、海外協定校、海外認定留学等で
海外に留学する学生は、必ず事前にクラスアド
バイザーの履修指導を受ける。
留学を必修とする英語コミュニケーション学
科、国際学科では、学生や保護者に履修指導や
安全指導を実施している。
他学科の学生は、国際交流センターで危機管理
に関するオリエンテーションを実施し、外部保
険会社の研修も行っている。

【本構想における取組】
1. 昭和ボストンにおける基本的なサポート体制
はすでに整備できているが、さらに Student
Service 職員と教員の担当業務を調整し、東京
との連携を取りながら学生と適切なサポート
プログラムとを結びつけるプログラムコーデ
ィネーターを配置する。
2. 上海交通大学との委託契約で、本学専任担当職
員を配置した。この専任担当者が学生の生活
面・学習面をサポートする。
専任担当者が本学のニーズを理解し、連携でき
るように毎月の業務報告書と年 1 回以上の訪
日を義務づける。
3. 他地域では学生の身近に担当者はいないが、国
際交流センター教職員が各協定校を年 1 回程
度訪問し、学生の支援状況をヒアリングして改
善策を策定する。
4. 渡航前に保険会社が留学前セミナーを開催し
て学生の危機意識を喚起する。また、引き続き
海外旅行保険、事故対策保険、海外サービスを
利用し、事故や災害リスクに備える。
さらにメンタル面のサポートでは、保険会社と
提携して日本語によるオンライン相談窓口を
設ける。また、学生と引率教員にそれぞれ危機
管理マニュアルを作成して配布する。
5. 海外留学中の健康や生活、学修の進捗等、学生
の状態を、日本の担当教員や語学学習アドバイ
ザーが確認できるよう、インターネットの個別
学習ポートフォリオを構築する。
6. 留学中の就職支援として、ボストンや上海で現
地企業のビジネスウーマンによる講演やワー
クショップを開催する。
7. 帰国後のサポートとして、キャリア支援センタ
ー内に留学学生担当を配置し、留学経験を就職
につなげるための相談やサポートを行う。
キャリア支援センターでは、グローバル人材ア
ドバイザーと連携し、学生個別のグローバル能
力の達成度に応じたアドバイスを行う。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

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

【これまでの取組】
【本構想における取組】
AO 入試において、高いスコアを持つ受験者を評 1. 高い英語能力や海外留学経験のある受験者を
価の対象としている。また、留学や在外体験を評価
積極的に入学させるため、新たに特別選抜枠
の対象としている。
で 入学 試験を 実施 する。 この 入試で は、
TOEFL や TOEIC 等の語学スコアと、留学や
海外生活等の体験を積極的に評価する手法を
導入し、4 技能の習熟度を適切に評価する。
また高校時代に留学した受験生の場合は、留
学時の成績証明により留学中の学習成果を評
価する。
2. アジアを中心とした海外での留学生試験を試
験的に実施し、効果を検証したうえで本格実
施に向けた計画を作成する。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
1. プレイスメントテスト
英語は入学後に学科単位でプレイスメントテ
ストを実施し、レベル別クラスを 3 クラス程度
で編成している。
2. 学生の語学力向上度の測定
英語は学期ごとに TOEIC の模擬試験を実施し
ている。英語は TOEIC スコアを成績評価の
30％に加え、非英語系外国語は外部検定受検を
奨励して学生のモチベーションを高めている。
3. 外国語による論文作成
現在、外国語英語科目で「英語（はじめてのプ
レゼンテーション）
」を前・後期各 1 講座開講
している。プレゼンテーション技能の育成が主
目的で、論文作成指導までには至っていない。
4. 外国語で他者と議論できる力を養成
現在、外国語英語科目で「英語（アドバンスト
イングリッシュ）
」を前・後期各 2 講座開講し、
外国人教員と日本人教員が担当している。
TOEIC500 点または英検 2級以上の取得学生が
対象で、より実践的な英語活動で TOEIC650
点以上を目指している。
5. 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能
な力を養成する留学前準備教育
現在はまだ体系化できておらず、教員の個別支
援となっている。

【本構想における取組】
1. プレイスメントテスト
英語は学部単位でレベル別クラスを編成する
よう改正する。これによりクラス数が増え、
より細かなレベル設定が可能となる。
2. 学生の語学力向上度の測定
学期ごとに TOEIC テストを実施し、能力別に
クラス分けに反映させる。学生のスコアを分
析して教材や授業法を検証し、授業にフィー
ドバックする。
TOEIC 受検対策講座を開講して学習法を指導
し、英語の苦手意識を克服してスコアアップ
を目指すよう学生に指導・助言する。
3. 外国語による論文作成
昭和ボストンで、アカデミック・ライティン
グの基礎講座を開講し、文章構成等の基礎力
を育成する。東京では、以前からライティン
グサポートセンター担当者が英語文章・論文
の個別添削と指導を担当している。多文化協
働プロジェクトと並行して英語での論文作成
を指導することで、主体的な学習へと導く。
4. 外国語で他者と議論できる力を養成
本構想の多文化協働プロジェクトでは、外国
人学生との協働体験を実践する。ボストンと
東京で少人数英語クラスを編成し、語学学習
アドバイザーを配置して、学生の英語力向上
をサポートする。3・4 年次には英語による専
門関連科目を開設して留学生を受け入れ、多
文化間で意見交換できる環境を整備する。
5. 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能
な力を養成する留学前準備教育
東京とボストンの国際交流センター内に語学
学習アドバイザーを配置し、学生の個別英語
能力を分析してカルテを作成する。学修履歴
や TOEIC スコアを参考に、アドバイザーが英
語学習法のコンサルテーションを行う。目標
値の設定や学習方法を明確にすることで、海
外での専門レベルの履修が可能な英語力を主
体的に身につけさせる。現地生活に関する情
報も提供し、留学前準備学習を充実させる。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性
取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。
○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。

【本構想における取組】
1. マネジメント体制
学長を議長とする本学の最終意思決定機関「大学部局長会」の下部組織として「グローバル人材育
成推進プロジェクト委員会」を設置し、本構想に基づくプロジェクトの企画・立案・管理を担当す
る。委員会決定事項は、大学部局長会で承認を受ける体制を敷く。
委員会は、構想責任者の担当副学長が委員長、実施責任者の国際交流センター長が副委員長となり、
人間文化学部学部長、教務部長、各学科長等を構成メンバーとする。
委員会では、全体の進捗状況を管理するとともに「カリキュラム」
「留学」
「昭和ボストン」
「キャリ
ア」
「入学選考」
「学生支援」等の担当教職員がプロジェクトチームを編成し、本構想を推進する。
2. 評価体制
「グローバル人材育成推進プロジェクト委員会」の自己評価、人間文化学部の学生組織「プロジェ
クト評価学生委員会」の学生評価、全学部教職員と外部評価委員で組織する「プロジェクト評価委
員会」による三段階評価を実施する。
またこの評価には、東京とボストンで行われる英語科目の効果検証と、学生の英語スキル向上の実
現に向けた提言を含む。
3. 評価方法
PDCA サイクルによる評価システムを構築する。
A Plan（実施計画の評価）
：毎年 3 月に実施を計画
カリキュラム、留学、キャリア支援、入学選考、学生支援等の年間計画の自己評価と外部評価
B Do（実施状況の評価）
：毎年 8 月と 3 月の期末に実施を計画
本構想の実行・経過状況に関する自己評価
C Check（点検評価）
：毎年 3 月に実施を計画
プロジェクト評価学生委員会、プロジェクト評価委員会による本構想の計画と達成度の評価
D Act（改善評価）
：毎年 3 月に実施を計画
点検評価の結果に基づく改善状況の学生と外部委員の評価
4. 評価基準
本学の教育理念、戦略目標、本構想の指標に基づく PDCA サイクル評価を実施する。また、数値達
成度を常に意識しながら全体を評価し、グローバル人材育成の継続的なプログラムの実現を目標と
して評価を行う。

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。

1.
2.

3.

ウェブサイト上で成果を公表
本構想専用のサイトを開設・運営し、実施の計画や進捗状況を日本語と英語で公開する。
また、ブログサイトを随時更新しながら、最新の情報をスピーディーに公表する。
報告書の作成
毎年 4 月に報告書を作成し、高等教育機関や企業、学生、保護者等に配布する。ウェブサイト上か
らも公表して、多くの人が閲覧できるよう配慮する。
また、本構想の目的や実施計画を説明するパンフレットを、日本語と英語で作成して普及をはかる。
報告会の開催
東京とボストンで取組成果の報告発表会を毎年開催する。
報告発表会には、他大学の教職員やボストン滞在中の日本人留学生を招待し、多文化交流を進める
機会として活用し、成果のさらなる向上に努める。
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画
【構想実施に向けた準備状況】
① 教務・学生支援の 1 組織だった国際協力担当を学長直轄の国際交流センターに改組し、大学のグロー
バル化の推進を担当している。
② ハーバード大学教授竹内 弘高氏を本学学事顧問に迎え、留学プログラムの改善や、ボストン近郊大
学との交流準備を進めている。
③ 認定留学をする学生に対しての給付型奨学金制度を強化し、留学を奨励できる体制を整えている。
④ 平成 25 年度開設を目指して「グローバルビジネス学部」の新設を目指しており、新学部を中心とし
た英語による科目の新設をするべく調整を続けている。
⑤ プロジェクト推進委員会を発足させた。
【平成２４年度】
① ボストン市内にサテライトオフィスを設置する。
② 人間文化学部学生の英語レベルを把握する。
③ 人間文化学部各学科に留学担当助手を配置する。
④ 留学準備のための語学講座を開講する。
⑤ 留学情報を提供するホームページを開設する。
⑥ 国際交流センターに留学・語学アドバイザーを配置する。
⑦ シラバスの英語版作成を開始する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を進め留学生の派遣と受入体制を整える。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウムを開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第一回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの導入を準備する。
【平成２５年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用して留学生サポート、近隣大学との交流を行う。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握する。
③ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを行う。
④ 留学準備科目、語学力強化科目を開講する。
⑤ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑥ 英語版シラバス、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑦ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を進め留学生の派遣と受入体制を進める。
⑧ 東京において国際シンポジウム（第一回）を開催する。
⑨ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第二回）を作成する。
⑩ 留学ポートフォリオシステムの試行的に開始する。
【平成２６年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用して留学生サポート、近隣大学との交流を行う。
② 東京とボストンで多文化協働プロジェクトを開始する。
③ 人間文化学部学生の英語レベルの変化の把握と効果検証を行う。
④ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを継続しつつ、その効果を検証する。
⑤ 留学準備科目、語学力強化科目の成果検証、英語による専門科目、日本語サポート科目の開講を行う。
学科毎の履修モデルを作成し公開する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 公開済英語版シラバスの改定を行い、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と留学生の派遣と受入を進める。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウム（第二回）を開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第三回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの運用を本格的に進める。
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【平成２７年度】
① ボストン市内のサテライトオフィスを利用した留学生サポート、近隣大学との交流の効果検証を行
う。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握する。
③ 留学生の派遣と受入サポートの検証結果に基づき、国際交流センター等のサポート体制を発展させ
る。
④ 留学準備科目、語学力強化科目、英語による専門科目、日本語サポート科目を拡大する。
⑤ 東京、ボストンでの多文化協働プロジェクトを拡大する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 公開済英語版シラバスの改定を行い、学内規程等を順次翻訳し公開する。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と留学生の派遣と受入を拡大する。
⑨ 東京において国際シンポジウム（第三回）を開催する。
⑩ 国内外に成果発信するためのパンフレットとホームページ（第四回）を作成する。
⑪ 留学ポートフォリオシステムの利用を拡大し、その成果を検証する。
【平成２８年度】
① 検証結果に基づき、ボストン市内のサテライトオフィスを利用した留学生サポート、近隣大学との交
流を拡大する。
② 人間文化学部学生の英語レベルの変化を把握し、そのデータをまとめる。
③ 国際交流センター等による留学生の派遣と受入サポートを他部署に展開する。
④ 留学準備科目、語学力強化科目、英語による専門科目、日本語サポート科目の成果を検証し、事業終
了後の展開の準備を行う。
⑤ 東京、ボストン、その他の地域で多文化協働プロジェクトを展開する。
⑥ 留学情報を提供するホームページを更新する。
⑦ 英語版シラバスを全面公開し、多言語で学内規程等を更新する体制を整える。
⑧ ボストン校、中国・韓国・オーストラリアの協定校と協議を行い、本事業終了後の留学生の派遣と受
入体制を整える。
⑨ ボストンにおいて国際シンポジウムを開催し、本事業の成果を発表する。
⑩ 国内外に 5 年間の成果を総括するパンフレットとホームページを作成する。
⑪ 今後の留学ポートフォリオシステムの運用体制を整える。
取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
財政支援期間の 5 年間で、グローバル人材育成プログラムを完成させ、東京・ボストン・協定校（中国
など）の大学間連携システムを構築して継続的に実施できるよう完成させる。
人間文化学部の副専攻として運営しながら、他学部が共有できる方法を検討し、期間終了後は大学全体
のプログラムとして実施する計画である。留学サポートプログラム、語学教育カリキュラムは、全学に適
応できるよう改善を進める。
ボストンに開設したサテライトオフィスは、各国からの留学生がプロジェクト研究する多文化交流スペ
ースとして活用を続ける。
将来的にはダブル・ディグリーも視野に、協定校を中心とした外国の大学への留学を推奨していく。
採用した教職員は、適性により語学教育、学生支援、留学アドバイザー等で継続採用し、グローバル人
材育成プログラムを充実させていく。
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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】
本事業に必要な物品は財政支援期間中に揃うため、終了後は想定していない。
【人件費・謝金】
本事業で採用した任期付常勤教職員は、本学全体の人事計画、人件費予算の範囲内で雇用を継続する。
財政支援期間終了までに、現教職員で対応できる体制を構築する計画であるため、期間終了後の採用は予
定してない。
非常勤教職員については、本学全体の人事計画、人件費予算の範囲内で、科目担当、事務サポート等と
して雇用を継続する。
【旅費】
ボストン、上海、ソウル等、海外協定校との打ち合わせ等の出張旅費は、本学経費として処理する。
【その他】
本構想で構築したシステム等の維持管理経費、改修費等の支出が想定できるが、本学経費として処理で
きる。
ボストンに置いたサテライトオフィスの維持経費は、ボストン留学プログラムの費用に計上するが、留
学費全体を値上げせずに諸経費間の調整で可能である。
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様式７

支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバル人
材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募要領参
照。)【年度ごとに１ページ】

＜平成２４年度＞

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
留学情報管理用サーバー
ボストンサテライト事務所備品一式
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
国際交流センター消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
・
［人件費・謝金］
①人件費
留学アドバイザー 6か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 4か月×@30万×2人
留学担当学科助手 4か月×@40万×4人
・
②謝金
語学担当講師謝金 10人×15回×2万
外部評価委員謝金 5人×2万
国際交流シンポジウム講師謝金 5人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×4回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×2回×@40万
教職員ボストン研修 10人×2回×40万円
中国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
韓国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
オーストラリアとの打ち合わせ 4人×2回×@30万
・
［その他］
①外注費
留学情報用ホームページ作成
ホームページ・シラバス等英語翻訳
ホームページ中国語翻訳
ホームページ韓国語翻訳
②印刷製本費
国際交流案内冊子(日本語・英語)5000部×1000円
英語版大学案内 2000部×1000円
中国版大学案内 2000部×1000円
韓国版大学案内 2000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
④通信運搬費
資料発送費
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
留学用ポートフォリオシステム導入
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 4か月×40万

平成２４年度

合計

大学負担額
(②)

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

事業規模
（①＋②）

該当ページ

11,000
5,000
2,000
3,000

11,000
5,000
2,000 様式6② 1行目
3,000 様式1④ 6行目

6,000
1,000
1,000
4,000

6,000
1,000 様式1④ 6行目
1,000 様式1④ 1行目
4,000 様式4① 1行目

18,200
13,600
4,800
2,400
6,400

18,200
13,600
4,800 様式4① 19行目
2,400 様式1① 38行目
6,400 様式4① 30行目

4,600
3,000
100
1,500
23,200
6,400
3,200
8,000
1,600
1,600
2,400

4,600
3,000
100
1,500
23,200
6,400
3,200
8,000
1,600
1,600
2,400

63,930
23,000
7,000
10,000
3,000
3,000
11,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,030
2,000
30
500
500

63,930
23,000
7,000
10,000
3,000
3,000
11,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,030
2,000
30
500
500

27,400
8,800
10,000
6,500
500
1,600

27,400
8,800
10,000
6,500
500
1,600

116,330

116,330

様式2① 1行目
様式6① 11行目
様式6② 9行目
様式1①
様式1①
様式1④
様式1①
様式1①
様式1①

4行目
4行目
13行目
11行目
11行目
11行目

様式6②
様式6②
様式6②
様式6②

1行目
1行目
1行目
1行目

様式6②
様式6②
様式6②
様式6②

4行目
4行目
4行目
4行目

様式6② 9行目
様式6① 11行目
様式1① 4行目

様式5②
様式4②
様式2P2
様式6②
様式1④

5行目
25行目
44行目
9行目
6行目

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型

35

）

（前ページの続き）
＜平成２５年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
・
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×10科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
留学担当学科助手 12か月×@40万×4人
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×2回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
中国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
韓国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
オーストラリアとの打ち合わせ 4人×2回×@30万
・
・
［その他］
①外注費
資料・シラバス等翻訳
ホームページ修正
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
国際会議レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２５年度

事業規模
（①＋②）

該当ページ

4,200

4,200

4,200
200
4,000

4,200
200 様式1④ 6行目
4,000 様式4① 1行目

58,400
57,200
20,000
1,200
9,600
7,200
19,200

58,400
57,200
20,000
1,200
9,600
2,400,000
19,200

1,200
100
200
900
20,000
3,200
3,200
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

1,200
100
200
900
20,000
3,200
3,200
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

32,630
4,500
4,000
500

32,630
4,500
4,000 様式1③ 1行目
500 様式6② 1行目

1,000
1,000
530
500
30

合計

大学負担額
(②)

様式3①
様式2P2
様式4①
様式1①
様式4①

15行目
44行目
19行目
38行目
30行目

様式6① 11行目
様式1② 31行目
様式6② 9行目
様式1①
様式1①
様式1④
様式1④
様式1①
様式1①
様式1①

4行目
4行目
13行目
13行目
11行目
11行目
11行目

1,000
1,000 様式6② 4行目
530
500 様式6② 9行目
30 様式6① 11行目

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

115,230

115,230

様式5②
様式4②
様式2P2
様式6②
様式1④

5行目
25行目
44行目
9行目
6行目

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型
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）

（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
留学担当学科助手 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×@2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×@40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
中国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
韓国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
オーストラリアとの打ち合わせ 4人×2回×@30万
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２６年度

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

31,130
2,500
1,500
1,000

31,130
2,500
1,500 様式1③ 1行目
1,000 様式6② 1行目

1,000
1,000
1,030
1,000
30

合計

大学負担額
(②)

様式1④ 6行目
様式4① 1行目
様式1② 21行目
様式3①
様式2P2
様式4①
様式1①
様式4①

15行目
44行目
19行目
38行目
30行目

様式6① 11行目
様式6① 11行目
様式6② 9行目
様式1①
様式1①
様式1④
様式1④
様式1①
様式1①
様式1①

4行目
4行目
13行目
13行目
11行目
11行目
11行目

1,000
1,000 様式6② 4行目
1,030
1,000 様式6② 9行目
30 様式6① 11行目

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

114,330

114,330

様式5②
様式4②
様式2P2
様式6②
様式1④

5行目
25行目
44行目
9行目
6行目

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型

37

）

（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
留学担当学科助手 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 3人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×2回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
中国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
韓国との打ち合わせ 4人×2回×@20万
オーストラリアとの打ち合わせ 4人×2回×@30万
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング等委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２７年度

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
59,600
58,400
20,000
2,400
9,600
2,400,000
19,200

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

1,200
100
200
900
18,400
3,200
1,600
4,000
4,000
1,600
1,600
2,400

30,130
1,500
1,000
500

30,130
1,500
1,000 様式1③ 1行目
500 様式6② 1行目

1,000
1,000
1,030
1,000
30

合計

大学負担額
(②)

様式1④ 6行目
様式4① 1行目
様式1② 21行目
様式3①
様式2P2
様式4①
様式1①
様式4①

15行目
44行目
19行目
38行目
30行目

様式6① 11行目
様式6① 11行目
様式6② 9行目
様式1①
様式1①
様式1④
様式1④
様式1①
様式1①
様式1①

4行目
4行目
13行目
13行目
11行目
11行目
11行目

1,000
1,000 様式6② 4行目
1,030
1,000 様式6② 9行目
30 様式6① 11行目

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

26,600
8,800
6,000
6,500
500
4,800

113,330

113,330

様式5②
様式4②
様式2P2
様式6②
様式1④

5行目
25行目
44行目
9行目
6行目

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型

38

）

（前ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

補助金申請額
(①)

分

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
ボストンサテライト事務所消耗品一式
学科留学支援関係消耗品一式
多文化協働プロジェクト関係消耗品一式
［人件費・謝金］
①人件費
専任教員 @10,000,000×2人
非常勤講師 @120,000×20科目
留学アドバイザー 12か月×@40万×2人
ボストン常駐スタッフ 12か月×@30万×2人
留学担当学科助手 12か月×@40万×4人
・
・
②謝金
外部評価委員謝金 5人×2万
招聘講師謝金 10人×@2万
国際交流シンポジウム講師謝金 5人×30万
［旅費］
ボストンとの打ち合わせ旅費 4人×1回×@40万
ボストン担当者招聘費 4人×1回×@40万
教職員ボストン研修 10人×1回×40万円
招聘教員旅費 10人×@40万
中国との打ち合わせ 4人×1回×@20万
韓国との打ち合わせ 4人×1回×@20万
オーストラリアとの打ち合わせ 4人×1回×@30万
・
・
［その他］
①外注費
資料等翻訳
ホームページ修正
・
②印刷製本費
国際交流報告書 1000部×1000円
英語版大学案内 500部×1000円
中国版大学案内 500部×1000円
韓国版大学案内 500部×1000円
③会議費
ボストン国際会議借料・レセプション等
外部評価委員会飲食代
・
④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費）
TOEIC IP受験料 2,000人×4400円
ポートフォリオ使用料
語学カウンセリング委託費
国際会議通訳 5人×10万
ボストンオフィス賃借料 12か月×40万

平成２８年度

合計

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

5,200

5,200

5,200
200
4,000
1,000
60,200
58,400
20,000
2,400
9,600
7,200
19,200

5,200
200
4,000
1,000
60,200
58,400
20,000
2,400
9,600
2,400,000
19,200

1,800
100
200
1,500
14,000
1,600
1,600
4,000
4,000
800
800
1,200

1,800
100
200
1,500
14,000
1,600
1,600
4,000
4,000
800
800
1,200

31,130
1,500
1,000
500

31,130
1,500
1,000 様式1③ 1行目
500 様式6② 1行目

2,500
1,000
500
500
500
1,030
1,000
30

2,500
1,000
500
500
500
1,030
1,000
30

26,100
8,800
6,000
6,000
500
4,800

26,100
8,800
6,000
6,000
500
4,800

110,530

110,530

様式1④ 6行目
様式4① 1行目
様式1② 21行目
様式3①
様式2P2
様式4①
様式1①
様式4①

15行目
44行目
19行目
38行目
30行目

様式6① 11行目
様式6① 11行目
様式6② 9行目
様式1①
様式1①
様式1④
様式1④
様式1①
様式1①
様式1①

様式6②
様式6②
様式6②
様式6②

4行目
4行目
13行目
13行目
11行目
11行目
11行目

4行目
4行目
4行目
4行目

様式6② 9行目
様式6① 11行目

様式5②
様式4②
様式2P2
様式6②
様式1④

5行目
25行目
44行目
9行目
6行目

（大学名：昭和女子大学）（申請区分：特色型

39

）

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

他の公的資金との重複はない。

（大学名：

40

昭和女子大学

）（申請区分：特色型）

グローバル人材育成推進事業

大
申

学
請

区

名

昭和女子大学

分

タイプＢ

審査結果表

〔評価コメント〕
本構想は、グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力のある女性職業人
の育成を目指したプログラムであり、これまでの実績を踏まえた、海外でのグローバル・プログ
ラムの実施、英語の授業改善やキャンパスのグローバル化の推進を狙いとした意欲的な取り組み
である。ボストン校を活用した大学の個性と特色を活かした取り組みであり、高く評価できる。
育成する人材像は大学の特徴を活かした形で設定され、本構想の達成目標及び測定指標・達成
水準等は明確に示されており、目標達成に向けた取り組みについても具体的で評価できる。
海外分校である昭和ボストンを活用し、学生が現地学生と多文化協働プロジェクトを企画・実
施するという、単なる留学体験からグローバル人材育成型カリキュラムへ変革しようとするもの
であり期待できる。また、同様の場をアジア諸国の協定校に広げ、英語力、英語を活用する力、
その他の力を育成するという構想であり、このモデルは他の学部にも拡大でき、学内のグローバ
ル化を進める上で適切であると思われる。
しかしながら、ボストン校におけるカリキュラムは、学生の現状を十分に分析し、それらを踏
まえて具体的に設定する事が望まれる。
最後に、今回「グローバル人材育成推進事業」に採択された貴学におかれては、20 年、30 年後
の「日本」を見据え、国際社会に積極的に関与し貢献するとともに、日本がより豊かで強く、か
つ様々な価値観を大切にする国になるための礎となる「グローバル人財」の育成に中心となって
取り組む拠点大学であるということの意義とその責任と期待の重さを認識されるとともに、大学
として構想内容の実現に向け真摯に取り組まれることを強く要請する。

グローバル人材育成推進事業

昭和女子大学
構想責任者 副学長 金子朝子

構想の概要
A 海外での取組＝本学のボストン校や現地協定校とリンクしたグローバル・プログラムの設計
1.

海外分校「昭和ボストン」で15週間の実践型プログラムを開講 → 安心安全な環境でボランティアやインターンシップを体験しながら海外に目を向ける

2.

現地学生と多文化協働プロジェクトを体験 → 英語でコミュニケーションをはかる・多文化による協働体験を積む

3.

意欲ある学生には4週間の延長プログラム → 協定校の授業を履修・聴講する → 希望者には正規留学大学を斡旋

B 国内での取組＝英語の授業改善とキャンパスのグローバル化
1.

英語は能力別クラスで細分化 → 英語4技能を向上させて海外留学に備える

2.

3・4年次は英語による学部共通専門科目を開講 → アカデミック・ライティングなど学修に必要な英語力育成科目も並行して開講する

3.

海外協定校・受入留学生の増加 → 英語で意見交換しあうアクティブな授業の実現・多文化による協働体験を日本でも実践

体験学習

海外ボランティア

留学生活支援

カリキュラム

学生間交流

インターンシップ

多文化協働

昭和ボストン
Accredited by Commission on English
Language Program Accreditation

プログラムコーディネーター

チュータリングシステム

留学アドバイザー

総合的な学生支援体制を整備

卒業生Fellowと教員が連携支援

海外留学情報を提供

Readiness Program

Bridge Program

英語スキル4技能を集中的に伸ばす15週間

協定大学で集中講義を受講する4週間

多文化協働
プロジェクト

正規留学

Colleges of the Fenway （ボストン市内協定6大学）
共同FD活動

プレイスメントテスト

カリキュラム

TOEIC

英語学習アドバイザー

社会人メンター

Simmons College, Wheelock College, Emmanuel College, Wentworth
Institute of Technology, Massachusetts College of Pharmacy and
Health Sciences, Massachusetts College of Art and Design

ライティングサポート

英語スキル向上

英語授業科目

4年間一貫した英語学習カリキュラム

国際教養関連科目の開講

留学生活支援

国際交流センター

海外協定校
開拓
留学生数の増加

多文化協働
プロジェクト

留学生短期受入プログラム

日本語スキル授業

英語による日本文化・社会・歴史等の講義等

日本語チューターが留学生を支援

上海交通大学
ソウル女子大学
ほか協定校

体験学習

ボランティア

学生間交流

インターンシップ

多文化協働

東京昭和（昭和女子大学）

①育成する人材の持つべき資質と能力、これを実現するための教育カリキュラムの内容・方法
本構想で育成する人材＝グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人の育成
身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動するために［Glocal］

3C’s for 1G

国の内外を問わずグローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調し［Collaborate］
様々な異なる人材・情報・文化・物を結びつけ［Connect］

新しい価値や文化を創造［Create］できる女性

Collaborate

グローバルな環境で、文化的背景の異なる他者と協働・協調する
学生の多文化理解力と英語力を段階的に高め、希望する学生はボストンで多様な文化的背景の学生グループと協働体験を積む。
知識と実践を組み合わせてグローバル社会を深く理解し、様々な活動で協働・協調できる人材を育成する。

Connect

様々に異なる人材・情報・文化・物を結びつける
多文化の学生がグループ毎にテーマを設定して多文化協働プロジェクトに取り組む。

違う価値観や日本人の特長を再認識しながらギャップを乗り越え、意見を交換してコミュニケーション力や協調性・柔軟性を育む。
リーダーシップやパートナーシップを体験しながら多文化混合のチームワークを発揮して、責任感やチャレンジ精神を育成する。
インターネットから情報入手、オピニオンリーダーに交渉と取材、ブログ発信等を体験して主体性と積極性を身につける。

Create

新しい価値や文化を創造する
本学では、学生が市場調査や新商品の提案をする企業協働プロジェクト研究を実践している。
このプロジェクトにグローバル企業を加え、日本滞在中の留学生とチームを編成して取り組み、課題発見・解決力を育成する。
日本のグローバル化の課題と解決策、将来性を学生自ら考え、行動する力を育成する。

Glocal

身の周りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する
グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人の育成
充分な英語運用力と多文化への理解に基づいた互恵精神、ボストンや東京での協働体験を生かした主体性を備え、チームワーク
を引き出し、問題を乗り越えることのできる3C’s1Gを身につけた人材を育成する。
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①育成する人材の持つべき資質と能力、これを実現するための教育カリキュラムの内容・方法

2

大学のグローバル化に向けた戦略・教育課程の国際通用性
昭和ボストンとの連携

留学体験型からグローバル人材育成型につなげるカリキュラムを強化・発展
東京のプログラムと密接に連携したカリキュラムを設計
海外への正規留学を意識し、準備教育や情報提供を行える体制を整備

海外協定校の拡充

アジアを中心とした大学とのネットワークを強化して海外協定校数を拡充し、交換留学生数を増加
日本語能力の低い留学生の生活支援と教育プログラムを充実

留学準備教育、語学教育

留学を意識した科目群を配置し、語学力向上に効果的な科目を増加
各学科の基幹科目を中心に英語での授業科目を開講し、専攻分野に関連する海外留学ができるよう指導

学生サポート体制の充実

留学生の受け入れ・派遣に関する支援体制の充実
ボストンや協定校等に留学生担当者を配置して留学中の学生の学習・生活を現地で支援

アクティブ・ラーニングの促進

多文化協働プロジェクトにより、学部全体のアクティブ・ラーニングを促進
ボストンの多文化協働プロジェクトでは、学生寮に同居するRAをTAとして採用し、正課外の学習支援を充実
現地の国際交流センター職員が必要に応じてオブザーバーやゲストを招聘する等、学生の主体的学習をサポート

大学の国際化

ボストンのColleges of the Fenwayから専門職を招聘し、カリキュラムの国際通用性を高める
本構想に関する各取組の検証・FD活動は、本学と昭和ボストンが共同で実施
ウェブサイトやシラバスの多言語化、外国語による情報発信、服務規程等の諸規定、事務書類、学内掲示の英語併記

事務組織の強化

大学のグローバル化の推進組織として国際交流センターを配置
学長や理事への情報提供と大学の方針に沿った国際化の企画・立案・戦略を実行
国際交流センターに留学アドバイザーや語学アドバイザー等の専門職を配置して学生機能を強化
昭和ボストンとColleges of the Fenwayとの連携を強化して教職員研修プログラムをボストンで運営する。

GPAなど厳格な成績評価

海外留学者のためにGPAを英文証明書に掲載
成績評価は、教員個人の裁量に依存しないよう大学全体の基準を設定

ナンバリングの導入

人間文化学部全授業科目についてナンバリングを行い、学生の体系的な履修を支援

履修可能な上限単位数の設定

授業時間外での学修時間の増加と単位の実質化を推進
各学期で履修する単位数はより厳格に適応

①育成する人材の持つべき資質と能力、これを実現するための教育カリキュラムの内容・方法
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昭和ボストンの主なグローバル人材育成カリキュラム
英語・国際プログラム

Readiness Program

Bridge Program

（15週間）

（ Readiness Programに続く4週間）
協定大学で専門分野の集中講義を受講。
女性リーダー、福祉・教育、多言語多文化教育、ビジネス、アート、歴史等
2期以上滞在する学生は、近郊大学の正規単位の修得を目指す。

英語スキル4技能を集中的に伸ばすコア科目群と
学科の特色に応じた選択科目群で構成する。

実践・体験プログラム

コミュニティサービス

ボストンでボランティア活動を体験。
小中学校や日本語学習者への日本文化紹介プログラム等の体験型プログラムでグローバル感覚を養う。
優秀な学生にはビジネス体験プログラム（インターンシップ）の参加を認める。

多文化協働プロジェクト

本学学生とColleges of the Fenway等の協定大学学生で協働プロジェクトを実施する。
様々な国籍を持つ学生と、共通言語である英語でグループワークを行い成果を発表する。

学生支援体制

プログラムコーディネーター
昭和ボストンにプログラムコーディネーターを置き、学生支援部と教
務部との連携をはかりながら総合的な学生支援体制を整備する。

チュータリングシステム
学生の専門学修を支援するため、ポストンで学ぶ本学卒業生
（Fellow）と教員とが連携するチュートリングシステムを構築する。
Fellowは、米国での大学・大学院進学を目指す学生のロールモデル
としてメンターの役割も担う。

ボストン修了後の進路
身につけた能力により次の進路を選択する。
① 世田谷キャンパスで学修する
② 引き続きボストンで学修する
③ 他大学に半年から1年間認定留学する

②、③希望者のためにボストンに留学アドバイザーを置き、近郊大学のアドミッション部門や進学
コンサルタントと連携して支援する。
アメリカ国内だけでなく、中国や韓国等のアジアやヨーロッパ諸国の情報も提供する。
Readiness Programの選択科目群には仏・独・西・中・韓等の第2言語系科目も開講し、留学先の
言語習得を目指す。

①育成する人材の持つべき資質と能力、これを実現するための教育カリキュラムの内容・方法
昭和東京（昭和女子大学）の主なグローバル人材育成カリキュラム
英語・国際プログラム

英語スキルの向上

1年次から4年次まで一貫した英語学習カリキュラムを整備する。
この英語カリキュラムを昭和ボストンのReadiness Programコアカリキュラムと連動させる。

英語による専門科目の開講

英語による専門科目で構成する国際教養関連科目を、人間文化学部の副専攻として開設する。
昭和ボストンや海外留学から帰国した学生、海外留学生を対象として、内容は昭和ボストンのBridge
Programと同種のテーマを中心として専門性を高め、自らのキャリアを意識させる内容とする。

留学生受け入れプログラム

留学生短期受け入れプログラム

協定校の留学生やハーバード大学の学生を対象に、英語による日本文化・社会・歴史等の講義、
歌舞伎や和食等の日本文化体験プログラム（短期）を開講する。
昭和ボストンや海外留学に参加する学生にも単位を認定する。また、宿泊研修も組み入れて留学
生に日本的な集団活動を体験させるとともに、本学学生に日常的な文化交流を体験させる。

多文化協働プロジェクト

本学学生と留学生との多文化協働プロジェクトを実施する。
ボストン・東京のいずれのプロジェクトにおいても、学生がグローバルな課題やテーマを取り上げて
グループ間で協議して解決策を企業等に提案する。

留学生受け入れ体制

日本語スキル授業の開設

海外協定校の開拓

外国人留学生には、アカデミック・ジャパニーズを中心とした授業を
開設し、日本語チューターを配置して留学生の学修サポートを行う。

アジアを中心とした大学へ留学できるよう、語学＋授業履修ができる
海外協定校を開拓する。

グローバル化の推進
現在、ボストンで行っているビジネス体験プログラム（海外インターン）を、アジア圏を含む他国でも行う。
国内のインターンシップについても、グローバル企業で多文化の職場環境を持つ協力企業を開拓する。
海外ボランティアでは、安全確保に注意しながら派遣国を増やす。
個別学生のグローバル能力達成度を評価して適切なアドバイスを加えるグローバル人材アドバイザーを学内に配置する。
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①育成する人材の持つべき資質と能力、これを実現するための教育カリキュラムの内容・方法
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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
プレイスメントテスト

入学時にプレイスメントテストを実施してレベル別クラスを編成する。
少人数編成でクラス数を増やし、より細かなレベルを設定する。

学生の語学力向上度の測定

学期ごとにTOEICテストを実施し、スコアを分析して教材や授業法を検証する。
TOEIC対策講座で学習法を指導し、苦手意識を克服してスコアアップを目指すよう指導・助言する。

外国語による論文作成

昭和ボストンでアカデミック・ライティングの基礎講座を開講し、文章構成等の基礎力を育成する。
昭和東京ではライティングサポートセンターが英語文章・論文の個別添削と指導を担当している。

外国語で他者と議論できる力

多文化協働プロジェクトで外国人学生との協働体験を実践する。1・2年次から論理的思考力を高めながら、3・4年次に
英語による専門関連科目を開設し、留学生を受け入れて多文化間で議論できる環境を整備する。

専門科目レベルの履修が可能な
力を養成する留学前準備教育

学生の英語能力を分析してカルテを作成し、アドバイザーが学修履歴やTOEICスコアから英語学習法を指導する。
目標値の設定や学習方法を明確にして、海外での専門レベルの履修が可能な英語力を主体的に身につけさせる。

主な達成目標
卒業時の外国語力スタンダード

平成28年度達成目標＝16.0％

TOEIC700

80人 / 500人（人間文化学部卒業生数）

多文化協働プロジェクト

平成28年度達成目標＝14.0％

５段階評価・５以上取得者

70人 / 500人（人間文化学部卒業生数）

日本人学生の海外留学者数

平成28年度目標＝22.0％

海外への留学者数

110人 / 500人（人間文化学部卒業生数）

キャンパスの国際化

平成28年度目標＝2.8％

外国人留学生数

155人 / 5,480人（全学生数）

②目標設定の考え方とその水準の妥当性
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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

卒業時の外国語力スタンダード（設定目標）＝TOEIC700点
人間文化学部

外国語力スタンダードを満たす学生数

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

45 人

50 人

60 人

80 人

5人

15 人

40 人

55 人

40 人

35 人

20 人

25 人

卒業予定者数

571 人

518 人

486 人

500 人

比率

7.9 ％

9.7 ％

12.3 ％

16.0 ％

うち海外留学経験者数
うち海外留学未経験者数

■これまでの実績
1. 昭和ボストンプログラム修了者（英語系学科）のうち700点以上のスコア取得者（例年平均）･･････全体の約20％

■今後の取組

（目標設定の考え方）

1. 昭和ボストンのBridge Program開設で海外留学経験者数を増やす
2. 東京の外国語英語科目を見直し、700点以上のスコアを目指すクラスを設定する･･････他学科・留学未経験者の底上げ
3. 昭和ボストンのReadiness Programで効果的な英語教育を実施する･･････全学科のボストン留学者のTOEICスコアが向上
4. 学部全学生のスコア平均を高める･･････学部全体の目標スコア取得者を、8％から16％に倍増させる

②目標設定の考え方とその水準の妥当性
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卒業時における『単位取得を伴う海外留学経験者数』
人間文化学部

平成23年度
（実績）

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（設定目標）

5人

75 人

80 人

100 人

110 人

全学生数

457 人

571 人

518 人

486 人

500 人

比率

1.1 ％

13.1 ％

15.4 ％

20.6 ％

22.0 ％

目標設定の考え方と妥当性
人間文化学部

留学先

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

0 (3)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

0

0

2

2

上海・ソウル （短期）

1 (3)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

ボストン長期Honors （短期Bridge）

0 (0)

0 (0)

5 (7)

10 ( 12 )

SAF・一般認定留学

6

7

4

4

上海・ソウル（短期）

40 ( 6 )

37 ( 6 )

40 ( 6 )

40 ( 6 )

ボストン長期Honors （短期Bridge）

0 (0)

0 (0)

5 (4)

5 (4)

13

12

7

7

0 (3)

1 (3)

1 (3)

1 (3)

0

0

2

2

0

4

4

4

学部全体

75

80

100

110

短期

15

15

30

35

長期

60

65

70

75

上海・ソウル （短期）
日本語日本文学科
ボストン短期Bridge

英語コミュニケーション学科

国際学科

SAF・一般認定留学
上海・ソウル （短期）
歴史文化学科

ボストン短期Bridge

新規開拓協定校 （西江大学、クイーンズランド大学、ワルシャワ大学他）

1. 昭和ボストンのBridge Program開設で海外留学者数を増やす。（平成27年度から卒業生を輩出）・緑表示
2. 海外協定校を開拓し、平成26年度卒業生から留学者の実績を出す。･･･青表示
3. その他数値は、現在までの留学者数と毎年の平均留学者数から算定したもの。（国際学科は平成24年度に完成年度を迎える）

③グローバル化を推進する学内体制の整備と学内のグローバル化を推進する取組
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A 学内のグローバル化を推進する学内体制の整備＝運営管理とプロジェクトの推進
1.

グローバル人材育成プロジェクト委員会を設置して本構想の運営を管理する。プロジェクトチームを編成して各事業に取り組む。

2.

外部評価委員会を設置して企業のグローバル人材ニーズをプログラムに反映させる。またプログラム履修学生にもヒアリングを行って有効性を検証する。

3.

ボストンや上海でのプログラムについては、現地有識者の助言を得る。

Ｂ 学内のグローバル化を推進する取組＝ＦＤ活動と英語科目の再編成
1.

英語による授業、多文化間コミュニケーションを活性化させる授業等のグローバル教育に関するFD活動を東京とボストンで積極的に行う。

2.

海外協定校と教員間交流を行い、アジア圏の協定校からは期間限定で数名受け入れる。本学教員を協定校に派遣して教育経験を積ませる。

3.

外国語英語科目を再編成して英語による専門関連科目を新たに開講する。

外国人教員の採用計画

昭和女子大学
部局長会

協定校との取組
教員の派遣
教員の受入

教員相互の
協働プログラム

海外での教育体験
短期研修

FD活動の推進
昭和ボストンでの
FD研修会

アクティブラーニングに関する研修
グローバル人材育成
プロジェクト委員会

学内での取組
昭和ボストン

国際交流センター
（東京・ボストン）

プログラムコーディネータ
チュータリングシステム

国際プログラムの充実

協定校開拓

評価委員会
学生

Colleges of
the Fenway

多文化協働プロジェクト
推進

中国・アジア
東京昭和

企業

レベル別細分化

留学生の生活・学習支援

上海交通大学

学習アドバイザー

ボストン・プログラムとの接続

成果の検証
英語による専門関連科目の開講

●コーディネータ
段宁 元上海交通大学プログラムマネージャー

プログラムコーディネータ

TOEIC成績管理
外国語英語科目の整備

●学事顧問
竹内弘高ハーバード大学大学院教授

③グローバル化を推進する学内体制の整備と学内のグローバル化を推進する取組
教育のグローバル化を推進する取組
教員の国際交流とFD活動の推進
教員の国際交流

アジア圏の協定校から教員を数名受け入れる。（1年間程度の期間限定）
本学教員を協定校に派遣し、短期集中講座を中心に海外での教育経験を積ませる。

国際協働プログラム

協定校留学生対象の短期集中プログラムでは、本学教員に加えて外国の大学から教員を短期間受け入れ、
教員相互の協働プログラムを充実させる。

新規採用条件の見直し

外国人教員や国内外の大学で外国語による教育経験のある日本人教員を積極的に採用する。
応募条件では博士の学位を有すること、英語での授業ができることを推奨する。

FD活動の推進

英語による授業、アクティブラーニング等のグローバル教育に関するFD活動を積極的に行う。
特に昭和ボストンを活用して以下のプログラムを実施する。
1. 近郊大学の授業見学、メンタリングに関するセミナー等、学生指導の調査・専門職との意見交換
2. 米国大学の学生サポート、留学生対応、アドミッション等、大学運営・経営の調査・専門職との意見交換

国際シンポジウムの開催

アジアやボストンの協定大学から教員を招聘し、大学のグローバル化とその運営・経営に関する課題、グロー
バル人材育成に関する課題について国際シンポジウムを開催する。

日本人学生の留学を促進するための環境整備
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
海外留学履修モデル

各学科4年間の履修モデルに留学コースを設定し、学生がどのタイミングで留学し、そのためにはどの科目を学修し
て準備したら良いか、また、帰国後は専門分野に留学経験をどう生かしていくか道筋を示す。
オリエンテーションなどで留学体験学生がアドバイスを加える。

社会人メンター

留学して日本で働く社会人メンターが、学生にアドバイスしながらキャリアにつなげる留学を意識させる。

情報の提供

海外留学・生活・奨学金等の情報をブログやホームページ等から提供する。
国際交流センターに面談室を設ける等、学生が利用しやすい環境を整える。

専門職の配置

国際交流センターに留学アドバイザーや語学学習アドバイザー等の専門職を配置する。

留学中の支援

教務・学生・キャリア支援、アドミッション担当教職員と学部各学科教職員からグローバル人材育成担当を任命する。
国際交流センターと連携しながら各部署で留学前、留学中、留学後の支援体制を整備する。

昭和ボストン

昭和ボストンReadiness Programの参加学生には、現地と東京の国際交流センターが連携してコンサルテーションと語
学学習アドバイスを行い、学生の希望進路に応じた学習支援を行う。
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③グローバル化を推進する学内体制の整備と学内のグローバル化を推進する取組
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プロジェクト評価体制
プロジェクトのマネジメントと評価体制
マネジメント体制

学長を議長とする最終決定機関「大学部局長会」の下に「グローバル人材育成プロジェクト委員会」を設置し、プロ
ジェクトを管理する。委員会での決定事項は、大学部局長会で承認を受ける体制を敷く。
委員会は、構想責任者の副学長が委員長、実施責任者の国際交流センター長が副委員長となり、カリキュラム・留
学・昭和ボストン・キャリア支援・入学選考・学生支援等のチームを編成し、プロジェクトを推進する。

評価体制

「グローバル人材育成推進プロジェクト委員会」の自己評価、学生組織「プロジェクト評価学生委員会」の学生評価、
全学部教職員と外部評価委員で組織する「プロジェクト評価委員会」による三段階評価を実施する。
PDCAサイクルによる評価システムを構築する。
A Plan（実施計画の評価）：毎年3月に実施
カリキュラム、留学、キャリア支援、入学選考、学生支援等の年間計画の自己評価と外部評価
B Do（実施状況の評価）：毎年8月と3月の期末に実施
本構想の実行・経過状況に関する自己評価
C Check（点検評価）：毎年3月に実施
プロジェクト評価学生委員会、プロジェクト評価委員会による本構想の計画と達成度の評価
D Act（改善評価）：毎年3月に実施
点検評価の結果に基づく改善状況の学生と外部委員の評価

情報発信と企業連携
大学の情報発信とプロジェクトを通じた企業との協働
インターネット上の情報公開

主要な大学情報は英語併記で公開する。
外国人教員数や研究成果の生産性・水準も英語併記で公開する

留学生への情報提供

入学後の生活（学生寮、日本語や経済支援）、教育（教育支援員）、学位取得に関する項目、進路、交流協定
に基づく交換留学プログラムの状況等を英語併記で公開する。
シラバスや単位修得の基本方針等の教育情報を英語併記で公開する。

情報発信システムの再構築

公開方針、担当部署、チェック機能等、情報公開機能を検証し、スピーディーで正確な情報発信システムを再
構築する。

海外とのネットワーク

Colleges of the Fenway各大学との人的ネットワークを形成する。
インターネットを活用して日米での多文化協働プロジェクトの成果を発表する。

産業界とのネットワーク

企業協働プロジェクト協力企業やプロジェクト評価外部委員と協力し、教育の成果の検証と評価を得る。

（本様式は提出様式と記入例を兼ねています。
）

平成２４年度国際化拠点整備事業費補助金（グローバル人材育成推進事業）調書
本調書は、平成２４年度国際化拠点整備事業費補助金（グローバル人材育成推進事業）の交付（内定）を行うにあたり参考とするため
に提出していただくものであり、申請した構想調書等における記載事項との整合性にも留意して記入して下さい。

１．大学等名／設置者名

昭和女子大学 ／ 学校法人昭和女子大学

２．ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名（申請区分）

グローバル人材育成推進事業（タイプＢ特色型）

３．事業名称

昭和女子大学 グローバル人材育成推進事業

４．選定年度

平成２４年度

５．事業推進代表者／
事業推進責任者

（所属部局・職名・氏名）
事業推進代表者 学 長
坂東 眞理子
事業推進責任者 副学長
金子 朝子

６．事務担当者
内容等の問い合わせに適
切に応対できる事務担当の
方で、主担当、副担当を必
ず２名記載して下さい。

主担当
国際交流センター次長
山崎真伸
ＴＥＬ
03-3411-5249
ＦＡＸ
03-3411-6973
E-mail
ciestaff@swu.ac.jp

副担当
国際交流センター職員
有松真規子
ＴＥＬ
03-3411-5249
ＦＡＸ
03-3411-6973
E-mail
ciestaff@swu.ac.jp
７．選定取組の概要（８００字以内）
平成２４年度で選定された「昭和女子大学グローバル人材育成推進事業（特色型）
」は、今後ますます加速するグローバル社会におい
て、さまざまな分野で実務的役割を担える創造的で活力ある女性職業人の育成を目指し、本学の人間文化学部の学生を対象とし、海外キ
ャンパスである昭和ボストンと一体となって実践する総合的な取組である。ここでは、育成すべき人材の資質を「3C’s for 1G」と定め、
身の回りの現象を地球規模の動きと関連づけて考え行動する（Glocal）ために、国の内外を問わずグローバルな環境で文化的背景の異な
る他者と協働・強調（Collaborate）し、様々な異なる人材・情報・文化・物を結び付け（Connect）
、新しい価値や文化を創造（Create）
できる女性の育成を目指す。
東京キャンパスでは、4 年間一貫の英語学習カリキュラムや英語による専門科目の開講、留学生と協働で行う多文化協働プロジェクトの
実践、教職員のグローバル教育力向上に関する様々な取組や大学の国際化に向けた取組によって、海外に留学する学生を増やし、同時に
外国人留学生や外国人教員の受入れを活発にする。またこの取組は海外キャンパスである昭和ボストンと連携して行われ、15 週間の
Readiness Program と 4 週間の延長プログラムである Bridge Program を基礎として、英語学習だけでなく、近郊大学の学生との協働プ
ロジェクトや学生交流、ボランティアなどのさまざまな活動を行う。学生はこのようなさまざまな取組により、多文化の中での対話力を
身につけ、さらにボストン近郊の他大学やアジア地域などへの本格的な留学に進むことが可能となる。
これらの活動を通して、本学の教育目的である「清き気品、篤き至誠、高き識見」を備え、またそのために必要な力である「夢を実現す
る７つの力」を高いレベルで達成した学生を育成することを目指すものである。
８．補助事業の目的・必要性
本補助事業の目的は、全学的な外国語英語科目を再編成し、学部共通プログラムとして人間文化学部にボストン留学を配置することで、
学部全体のグローバル化を推進するものである。日本の文学・歴史・文化、英語・地域文化・国際関係等、等、各学科で開設する専門科
目を総合的に学修し、海外留学を体験することで、グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える女性職業人の育成を目的としてい
る。
今後グローバル化が加速する日本社会において、多様なバックグラウンドを持つさまざまな人と地域社会や職場の中で協働することが求
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められる。これら地域社会や職場で、人々から信頼され仕事を任される女性、指導的に役割を担える女性の育成が急務であることは明白
であり、本補助事業を通してこのような社会の要請に応えることは、十分な必要性があるものと考える。

９．２４年度の補助事業実施計画
事業を実施するにあたってのスケジュールを記載してください。
２４年度の補助事業の目的を達成するため、
① １０月～３月 海外大学との交流拡大に向けた調査
② １０月～３月 外国人留学生支援に関する取組の実施
③ １０月～３月 大学の国際化に向けた取り組みに関する準備
④ １２月～３月 学生の外国語力スタンダード向上に関する取組（東京）の準備
⑤ １２月～３月 東京キャンパスでの学生の留学支援に関する取組の準備
⑥ １２月～３月 ボストンでの学生交流に関する取組の準備
⑦ １２月～３月 海外（ボストン等）での留学支援および語学力強化に関する取組の準備
⑧ １月～３月
本事業の内容と成果および大学に関する情報発信の実施
⑨ ２月
教職員のグローバル教育力向上の取組の実施
⑩ ３月
グローバル人材に関するシンポジウムの実施
⑪ ３月
プロジェクト評価に関する３つの評価委員会開催
１０．補助事業の内容（選定された取組をどのように充実発展させるのか、事業の内容を具体的に記載して下さい。また、必ず、上記の
実施計画と対応させるよう、箇条書きで記載して下さい。
）
２４年度の補助事業の内容は以下のとおりである。
① 本事業の米国における拠点である昭和ボストンの近郊大学において、短期集中プログラムおよび多文化協働プロジェクトなどの提
携、インターンシップやサービスラーニングなどの活動拠点の整備など、本学の教職員と昭和ボストンの教職員が共同で調査を行い、
次年度以降の本格的な活動の準備を行う。また中国、韓国を中心とした東アジア、ポーランドなどの欧州、ベトナム・タイなどの東
南アジアでの各種プログラムを実施するための協定校を整備し、学生の派遣・受入の両面で質の高い学生交流が可能になるように準
備を行う。
② 外国人留学生向けの日本語チューター制度を開始し、同時に日本語能力に不安のある外国人留学生のための日本語教育制度構築の準
備を進める。
③ 本学の諸規定について、外国人留学生や外国人教員が利用しやすく、また海外の大学からも理解できるように、各種規程や文書、シ
ラバス、授業概要等の日英表記のための翻訳作業を進める。
④ 学生の外国語力スタンダード向上のため、４年次までの一貫した英語カリキュラムの編成準備を進め、同時に語学アドバイザーやラ
イティングサポートセンターにおける学生支援体制を構築する。
⑤ 学生の留学支援および留学に向けた意識づけのため、国際交流センターを中心に留学相談のための体制を整え、またポートフォリオ
を使った学修成果の管理に関するシステムを構築する。
⑥ 昭和ボストンの近郊大学の学生と交流するためのスペースを整備し、次年度以降の本格的なプログラム実施の準備を行う。
⑦ 昭和ボストンから他の海外大学に本格的に留学するため、進路相談、語学アドバイザーなどの学生サポート体制を構築する。また海
外という異文化環境で暮らす学生に対し、グローバルに活躍する女性の講演などを通じて、学生へのキャリアに関する動機づけを行
う。
⑧ 本事業に関する取組を紹介し、本学の教育活動や成果を広く国内外の関係者に知ってもらうために、WEB や印刷物を通じて積極的
に広報を行う。また外国人留学生や海外の大学関係者にも本学について関心をもってもらうために、日本語、英語、中国語、韓国語
等の多言語での活動を行う。
⑨ 米国の大学でのグローバル化に向けた取り組みや教育の仕組みなどを理解するために、ボストンの提携大学等で研修を行う。
⑩ 本学のグローバル化に向けた取り組みを国内外の関係者に紹介するとともに、その成果を共有するためのシンポジウムを開催する。
⑪ 本事業の取組内容と成果について、本学のプロジェクト委員会による自己評価、学生による学生評価、企業を含む外部評価委員会の
３つの評価委員会を開催し、本年度の事業評価と次年度以降の活動内容の充実を図る。
これらを通じて、学生が「3C’s for 1G」の資質を身につけるためのさまざまな取組の基礎固めを行い、本学の教育目的である「清き気
品、篤き至誠、高き識見」を備え、
「夢を実現する７つの力」を高いレベルで達成した学生の育成を図ることが、本補助事業の内容であ
る。
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１１．補助事業から得られる具体的な成果（必ず、上記の補助事業の内容と対応させるよう、箇条書きで記載して下さい。
）
上記の２４年度の補助事業実施計画を実施することにより、本補助事業から得られる具体的な成果は、以下のとおりである。
① 本年度中に海外大学と３－５以上の共同プログラムの実践を合意することを目指すとともに、次年度以降は、これらのプログラムを
通じた学生の海外でのさまざまな活動と、本学における外国人留学生の受け入れの拡大が可能になる。
② 外国人留学生の日本語能力が向上することにより、留学生本人の学修成果の向上と、日本人学生に対するよい意味での競争意識の芽
生えが期待できる。
③ 各種規定や文書の日英表記を今年度中に一部実施する。シラバスの翻訳については、英語で解説する科目を中心に授業概要を英語で
公開する準備を整える。
④ ４年間一貫による英語スキル向上のためのカリキュラムの構築と、学生の外国語学習をサポートするアドバイザーの制度を整えるこ
とによって、グローバル人材のための英語プログラム実施のための基礎を固めることを目指す。
⑤ 国際交流センターを中心に留学相談のための体制を整え、ポートフォリオを使った学修成果の管理に関するシステムを構築すること
で、増加する留学希望者をバックアップし、留学に向けた学生の意識を向上させることができる。
⑥ ボストン在中の本学学生と近郊大学に在籍する学生が交流するスペースを提供することで、多文化のメンバーによる共同作業を実践
する場が生まれる。次年度以降、本格的な交流プロジェクトのスタートを目指す。
⑦ 昭和ボストンにおける留学支援体制を強化し、積極的に海外大学に進む学生数を拡大する。
⑧ ホームページや各種印刷物を通じて、本学の取組内容等を国内外の教育機関に発信することで、本学に関心のある海外大学との提携
や外国人留学生数の拡大につながる。
⑨ 米国の教育現場を知ることで、多くの教職員が高等教育の国際比較を体験的に理解し、さまざまな立場で大学の国際化に貢献するこ
とができる。
⑩ 国際シンポジウムを開催することにより、本取組を国内外の関係者に発信し、本事業の公表・普及につなげると同時に、そこで得ら
れた知見をもとにさらなる改善を図ることができる。
⑪ それぞれ異なる立場からの３つの評価委員の評価を通じて、本事業の成果をより客観的に理解することができる。

3

１２．補助対象経費の明細
注１）積算内訳欄に記載した経費について、上記「１０．補助事業の内容」の各項目の番号を【○関係】と表示して下さい。
注２）物品費に計上した設備備品に関し、現在学内において代替できる設備備品がある場合は、計上することはできません。
また、設備備品の経費計上にあたっては、その利用頻度に留意するとともに、購入する場合とレンタル（借料）による場
合の費用比較を行い、適切な方法を選択してください。
①＋②

補助事業経費の総額（合計）
（千円） ①
１１５，７２０

補助金の金額（申請予定額）
（千円） ②
１１５，７２０

自己収入その他の金額
（千円）
０

補助金額
経費区分
物品費

金額（千円）
１０，３９０

補
助
対
象
経
費

積算内訳
設備備品費 ３，４００千円
留学情報管理用システム
２，０００千円【⑧関係】
サーバ
＠１，５００千円 × １台 ＝ １，５００千円
操作用端末（ＰＣ）＠２５０千円 × ２台 ＝ ５００千円
ボストンサテライト事務所備品一式
１，４００千円【⑥関係】
複合機(FAX・プリンタ・コピー機能) ＠１，４００千円 × １台 ＝ １，４００千円
消耗品費
６，９９０千円
ボストンサテライト事務所整備費用一式
１，３９０千円【⑥関係】
PC 用机・イスセット ＠２０千円 × １０台 ＝ ２００千円
棚 ＠５０千円 × ２台 ＝１００千円
事務用机・イスセット ＠５０千円 × ２台 ＝１００千円
パソコン ＠９０千円 × １０台 ＝ ９００千円
ミーティング用机イスセット ＠９０千円 × １台 ＝ ９０千円
ボストン事務用消耗品一式(文具、紙等)
２００千円【⑥⑦関係】
本学事務用消耗品一式(文具、紙等) ４００千円【①～⑤、⑧～⑪関係】
事務用パソコン
９００千円【①～⑤、⑧～⑪関係】
ノートパソコン ＠９０千円 × １０台 ＝９００千円
学生貸出用情報確認端末
３，６００千円【⑤関係】
タブレット端末 ＠６０千円 × ６０台 ＝３，６００千円
留学参考用書籍
５００千円【⑤関係】

人件費・謝金

２８，８６０

人件費 ２０，０００千円
留学アドバイザー（契約職員） ４，８００千円 【⑤関係】
＠４００千円/月×６か月×２人
（１０月～３月）
国際交流センター事務職員(契約職員) ３，２００千円 【①～⑤、⑧～⑪関係】
＠４００千円/月×４か月×２人
（１２月～３月）
グローバル人材アドバイザー（契約職員） １，６００千円 【⑤関係】
＠４００千円/月×４か月×１人
（１２月～３月）
ボストン常駐スタッフ（契約職員） ２，４００千円 【⑥⑦関係】
＠３００千円/月×４か月×２人
（１２月～３月）
ボストン第２言語担当講師
８，０００千円 【⑦関係】
＠４００千円/月×４か月×５人
（１２月～３月）
謝金
８，８６０千円
日本語チューター謝金
５００千円 【②関係】
＠２千円/時間×２．５時間×１０回× １０人＝５００千円
（１０月～３月）
語学担当講師謝金
５，４００千円 【④関係】
ＴＯＥＩＣ強化 ＠１０千円/時間×２時間×１５回× １０人＝３，０００千円
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（１０～３月）
英語論文強化 ＠１０千円/時間×５時間×２４回× ２人＝２，４００千円
（１０～３月）
講演者謝金 ＠１００千円×２回＝２００千円 【⑤関係】
（１１月、１月）
ボストンＴＡ謝金
９６０千円 【⑦関係】
＠１０千円/時間×４時間×１２回× ２人＝９６０千円
（１０～２月）
ボストンおよび上海講演者謝金
２００千円 【⑦関係】
＠１００千円/時間×２回＝２００千円
（ボストン１月、上海３月）
国際交流シンポジウム講師謝金 ＠３００千円×５人 ＝ １，５００千円 【⑩関係】
（３月）
外部評価委員謝金 ＠２０千円×５人 ＝ １００千円 【⑪関係】
（３月）
旅費

２５，６００

国内旅費 ２，０００千円
国内大学の調査旅費 （関西１１月、２月、九州１月、東北・北海道３月）
＠１００千円×５人×４回 ＝ ２，０００千円【①関係】
外国旅費 ２０，４００千円
海外大学との協定締結のための協議（中国１１月、２月、韓国１２月、２月）
＠２００千円×４人×４回 ＝ ３，２００千円【①関係】
海外大学との協定締結のための協議（欧州１０月、豪州１月、東南アジア３月）
＠３００千円×４人×３回 ＝ ３，６００千円【①関係】
ボストンとの打ち合わせ（米国１０月、１２月、２月）
＠４００千円×５人×３回 ＝ ６，０００千円【①関係】
ボストン教職員による海外大学とのプログラム打ち合わせ（北米１２月、２月）
＠２００千円×５人×２回 ＝ ２，０００千円【①関係】
教職員ボストン研修（米国２月）
＠４００千円×１０人×１回 ＝ ４，０００千円【⑨関係】
国際会議への日本側参加者旅費（米国３月）
＠４００千円×４人×１回 ＝ １，６００千円【⑩関係】
外国旅人招へい等費 ３，２００千円
ボストン教職員旅費（米国１１月、３月）
米国 ＠４００千円×４人×２回 ＝ ３，２００千円【⑨関係】

その他

５０，８７０

外注費 １９，０００千円
大学情報公開（ホームページ）等英語翻訳
３，０００千円 【③関係】
学内規程・文書・シラバス等英語翻訳
３，０００千円 【③関係】
留学情報用ホームページ作成業務
５，０００千円【⑧関係】
ホームページ英語翻訳
４，０００千円 【⑧関係】
ホームページ中国語翻訳
２，０００千円 【⑧関係】
ホームページ韓国語翻訳
２，０００千円 【⑧関係】
印刷製本費 １１，０００千円
国際交流案内冊子(日本語・英語)
英語版大学案内
２，０００千円
中国版大学案内
２，０００千円
韓国語大学案内
２，０００千円
会議費 １，０３０千円
ボストン国際会議借料

５，０００千円 【⑧関係】
【⑧関係】
【⑧関係】
【⑧関係】

５００千円 【⑩関係】
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ボストン国際会議レセプション ５００千円 【⑩関係】
外部評価委員会飲食代
３０千円 【⑪関係】
通信運搬費 ２２０千円
資料発送費

２２０千円 【⑧関係】

その他（諸経費） １９，６２０千円
ライセンス料
１，５００千円
留学用ポートフォリオシステム １，５００千円【⑤関係】
建物借り上げ料 １，６００千円
ボストンオフィス賃借料＠４００千円×４か月＝１，６００千円【⑥関係】
委託費
１６，０２０千円
TOEIC IP受験料 ＠４，４００円×２，０００人＝８，８００千円【④関係】
語学カウンセリングの業者委託費 ６，５００千円【④関係】
教職員TOEIC IP受験料 ＠４，４００円×５０人＝２２０千円【④関係】
国際会議通訳 ＠１００千円×５人＝５００千円【⑩関係】
交通費
５００千円
海外へ向かうための空港への旅費 ５００千円【①関係】
合計

１１５，７２０

各年度の補助対象経費（①＋②）の合計額
年度
予定額（千円）

平成２４年度
１１５，７２０

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

合計
１１５，７２０

１３．物費品費補足表
上記補助対象経費の「物品費」に計上した「設備備品費」について、当該設備備品を購入した場合の利用頻度及び学内で利用可能な代
替物品の有無について具体的に記載して下さい。
品名
数量
金額
納入予定時期
目的・使途・利用頻度
留学情報管理用システム
一式
２，０００千円
H25. 2. 1
本設備備品は、選定事業におけるグローバル人材育成
事業に係る留学情報の管理・提供を行うことを目的と
して、海外への留学者の試験における学生の成績、学
習成果の管理を行うものである。
利用頻度は、本年度は試験運用のため 3 月の留学者を
対象に毎日使用することを想定しているが、次年度よ
り本取組を他学部の留学者に拡充する予定であり、将
来的（次年度以降）にはほぼ毎日稼働する程度になる
見込みである。
なお、本システムの機能は、今回新たに開発するもの
であり、学内に代替できる設備備品はない。
複合機（FAX.プリンタ.コピ
ー）

一式

１，４００千円

H25.1.1
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本設備品は、昭和ボストンの近郊大学の学生と交流す
るための施設に設置し、同時に設置する PC、机椅子
等の什器類と合わせて、学生同士の協同作業に利用す
る。またこの施設は学生への留学情報提供の場として
も利用する予定であり、米国内やその他地域への留学
について学生が情報収集に利用する。
利用頻度は、本年度は小規模での活動のため隔週１回
程度を想定しているが、次年度より本格的な協同作業
が始まり、将来的（次年度以降）はほぼ毎日の利用を
見込んでいる。

Type B

グローバル人材育成推進事業

Project for Promotion of Global Human Resource Development

昭和女子大学（学部入学定員：1,067人）
[取組学部・研究科等: 人間文化学部（435人）

【構想の目的・育成するグローバル人材像】
「3C’s for 1G」 = グローバル社会の様々な分野で実務的役割を担える創造的で活力のある女性職業人の育成

【構想の概要】
・全学的な外国語英語科目を再編し、学部共通プログラムとしてボストン留学を配置、その先の海外大学への留学を奨励。
・東京とボストンの二つのキャンパスで、外国人学生との協働プロジェクトを通じた実践型の学習。
・海外協定校の開拓と受入留学生の拡大によるキャンパスのグローバル化の促進。

■ 教育課程の国際通用性の向上
○ 教育課程の国際通用性の向上のための取組
日英併記によるシラバスの充実、ナンバリングの導入、アクティブラーニングの推進
など、教育課程の国際通用性を高めると同時に、東京・ボストンの二都市で学生間
の多文化協働プロジェクトを実践し、学生の主体的な学習の実現を目指します。
○ 戦略的な国内外への教育情報の発信
留学生を対象に、生活支援、シラバスや単位修得の方針など教育内容に関
する項目、進路等の情報提供を多言語で行います。また教育活動の規模や
内容、年度報告等の主要情報を日英併記で公開します。
〈昭和ボストンの春〉
○ 事務体制のグローバル化
国際交流センターを中心に、大学のグローバル化を全学で徹底するとともに、諸規定、事務書類、学内掲示等の英
語併記に努めます。またボストンでの教職員研修を通じて、グローバル人材としての職員の育成を目指します。

■ グローバル人材として求められる能力の育成
○ 昭和ボストンでの15週間＋4週間の実践型プログラム
１５週間のReadiness Program（英語＋選択科目群履修）と、４週間のBridge Program（ボストン近郊大学と連携した集中
講義）を柱に、地元大学生とのグループワークである「多文化協働プロジェクト」、コミュニティーサービス、インターンシップ
などの実践的学習を行います。
○ 世田谷キャンパスでのグローバルなプログラム
１年次から４年次まで一貫した英語スキルカリキュ
ラムを導入し、コミュニケーション力を育成します。
また英語による専門科目と外国人留学生用短期プ
ログラムの設置を通じて、外国人留学生と英語で
意見交換し合うアクティブな教育を行います。
○ アジア圏を中心とする他地域での留学プログ
ラムの拡大
韓国・中国をはじめとするアジア圏の協定校への
留学促進と、短期実習プログラムを充実させます。
また協定校の卒業生の編入や大学院への受入れ
を積極的に行い、単位互換制度に基づく５年間プ
ログラムなどの共同プログラムを開発します。
〈 プログラム概念図 〉

■ 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
○ 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
高い英語能力や海外留学経験のある受験者を入学させるため、特別選抜枠の入試を実施します。また高校留学経験者に関し
ては、留学時の学習成果を評価します。
○ 効果的な語学教育及び教育体制
入学時に学部全員の英語プレイスメントテストを行い、レベル別クラスを編成します。その後はボストンと連携しながら４年間にわ
たって英語スキルをレベルアップさせ、英語学習アドバイザーによる指導、論文指導、英語で行われる専門科目の履修を通じて、
各自の能力にあった目標設定とその達成を目指します。

■ 教員のグローバル教育力の向上
○ 教育体制のグローバル化
言語系、社会科学系、ビジネス系学科を中心とした外国人教員や外国で教育経験のある日本人教員の積極的な採用、海外協
定校からの教員受入などを通じて、教育体制のグローバル化を図っていきます。

○ グローバル教育力向上のための取組
ボストン市内大学の教員や専門職の意見を参考に、多文化間コミュニケーションを活性化させる指導などのテーマでFD活動を
行います。また海外協定校に本学から教員を派遣し、教員のグローバル教育力を高めます。

■ 日本人学生の留学を促進するための環境整備
○ 動機付けや留学を促進するための取組
国際交流センターの機能を充実させ、留学アドバイザー等の専門職の配置、留学情報の配信、面談室や資料の整備などを通
じて学生の利用を促進させます。また昭和ボストンでのフェロー（本学OGの米国大学生）の配置、社会人メンター制度を利用し
た留学経験者の配置などにより、学生が留学を身近に感じられる環境をつくります。
○ 留学中から帰国後にわたるサポート体制
昭和ボストンや上海協定校では専門スタッフにより留学中の学生をサポートします。また留学前オリエンテーションや留学中のメ
ンタル相談窓口などにより、留学中の学生の安全管理に努めます。帰国後は留学経験を就職に活かすための取組を行います。

＜参考＞
卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力

本学では社会で必要となる基礎的能力や態度を「夢を実現する７つの
力」として学生に示しています。この「７つの力」の一つである「グローバ
ルに生きる力」を発展させることで、「３C’s for 1G」の能力を育成します。
１．文化的背景の異なる他者と協働する能力（Collaborate)
２．様々に異なる人・価値・文化・物を結び付ける能力（Connect）
３．新しい価値や文化を創造する能力（Create）
４．身の回りの問題をグローバルに考えて行動する能力（Glocal)
５．業務に必要なレベルの外国語が使える。（外国語を使う力）
６．信頼性の高い情報を入手・分析し、複数言語で情報発信できる
（ITを使いこなす力）
今後ますますグローバル化が進む国内外の社会で、学生がこれらの能
力を高いレベルで修得することを目指します。
本構想において実現する達成目標
全

学

2011

2012

外国語力スタンダード
を満たす学生数
うち海外留学
未経験者数

（Ａ）

2014

2015

2016

４５ 人

５０ 人

６０ 人

８０ 人

４０ 人

３５ 人

２０ 人

２５ 人

海外留学経験者数
（Ｂ）

５ 人

５６ 人

７５ 人

８０ 人

１００ 人

１１０ 人

卒業［予定］者数
（Ｃ）

４５７ 人

５２０ 人

５７１ 人

５１８ 人

４８６ 人

５００ 人

２０．１ ％

２２．２ ％

２４．７ ％

２７．０ ％

６０人（ ２０ ）

８０人（ 25 ）

比率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）
卒業時の外国語力スタンダード

人
間
文
化
学
部

2013

TOEIC ７００

海外留学経験者数

４５人（ ４０ ）

５０人（ 35 ）

５ 人

５６ 人

７５ 人

８０ 人

１００ 人

１１０ 人

満

５ 人

１０ 人

１５ 人

１５ 人

３０ 人

３５ 人

３ カ 月 ～ １ 年

０ 人

４６ 人

６０ 人

６５ 人

７０ 人

７５ 人

１

０ 人

０ 人

０ 人

０ 人

０ 人

０ 人

４５７ 人

５２０ 人

５７１ 人

５１８ 人

４８６ 人

５００ 人

３

カ

卒業［予定］者数

月

年

未

超

※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。

Project for Promotion of Global Human Resource Development

TypeB

Showa Women’s University (undergraduate expected enrollment: 1,067 students)
[Target faculty] Faculty of Humanities and Culture (435 students *expected enrollment)
[Concept aim / Image of global human resources to be developed]
“3C’s for 1G” = Developing creative and energetic female professionals who can play practical roles in various sectors of the global
community
[Outline of the concept]
・To reorganize English and foreign language courses throughout the university, assign students to Boston as an interfaculty program,
and encourage study in overseas universities beyond that.
・To give practical learning through collaborative projects with foreign students in both Tokyo and Boston campuses.
・To promote campus globalization by developing overseas affiliated schools and expanding the enrollment of international students.

■ Global Validity of educational programs
・Improvement on educational programs
The university will raise the international validity of educational programs by enhancing the
syllabus through parallel Japanese and English notation, introducing numbering, promoting active
learning, etc. It will also implement multicultural collaborative projects between students in the two
cities of Tokyo and Boston, and will aim to achieve self-motivated learning by students.
• Strategic provision of educational information inside Japan and abroad
The university will provide sufficient information on living support, topics related to educational
Spring at Showa Boston
content such as the syllabus and principles of unit accreditation, career options and other matters to
international students in multiple languages. Other important information such as the content of educational activity, annual reports,
etc., will be published in both Japanese and English.
• Globalization of the administrative structure
As well as rigorously aiming for globalization throughout the university, the Center for International Exchange (CIE) will lead an
initiative to have various regulations, administrative documents, internal notices and other paperwork printed in both Japanese and
English. Steps will also be taken to develop teaching staff as global human resources through training program at Boston.

■ Developing the abilities required of global human resources
• 15-week and 4-week practical programs at Showa Boston
Practical learning will be provided in the form of “multicultural collaborative projects” as group work with local university students,
community service, internships and others. This will be based on a 15-week Readiness Program (studying English + set of optional
subjects) and a 4-week Bridge Program (collective lectures in collaboration with other universities).
• Global program at the Setagaya Campus
Communication ability will be developed by
introducing an integrated English skill
curriculum through years 1 to 4. Besides this,
active education in which students will
exchange views with foreign international
students in English will be provided by
establishing specialist
subjects taught in English and short-term
programs for foreign international students.
• Expansion of study abroad programs in
Asia and elsewhere
Study abroad at affiliated schools in South
Korea, China and other parts of Asia will be
promoted, while short-term practical learning
Schematic diagram of programs
programs will be enhanced. Meanwhile,
graduates from affiliated schools will be positively welcomed and admitted into the graduate schools, while 5-year programs
based on the credit transfer system and other joint programs will be developed.

■ Improving language learning ability through integrated efforts from matriculation to graduation
• Entrance exams with proper assessment of foreign language ability, study abroad experience, etc., up to secondary
education level
Entrance exams based on a special selection framework will be held to ensure that examinees with strong English proficiency and
experience of study abroad can be admitted. For those with study abroad experience while at senior high school, the outcome of
their learning overseas will be assessed.
• Effective language education and educational system
All undergraduates will undergo an English placement test on matriculation, and will be organized into classes depending on their
level. After that, their English skills will be improved over the four years of study in collaboration with Boston. The aim will be to set
targets matched to each individual’s ability and to attain them through guidance from English learning advisers, thesis supervision,
and study in specialist subjects taught in English.

■ Improving the global teaching ability of instructors
• Globalization of the teaching system
Steps will be taken to globalize the teaching system by actively hiring foreign teachers (mainly in languages, social sciences and
business subjects) and Japanese teachers with experience of teaching overseas, accepting teachers from overseas affiliated
schools, etc.

• Initiatives aimed at improving global teaching ability
FD activities will be undertaken on themes such as instruction designed to stimulate multicultural communication, with reference to
the views of teaching staff and specialist professors at universities in Boston. Meanwhile, the global teaching ability of instructors will
be enhanced by sending instructors from Showa to overseas affiliated schools.

■ Developing the environment for encouraging Japanese students to study abroad
• Efforts aimed at motivation and encouraging study abroad
The functions of the Center for International Exchange (CIE) will be enhanced and students will be encouraged to use them, by
appointing study abroad advisors and other specialist professionals, issuing information on study abroad, setting up interview rooms
and developing materials, etc. In addition, an environment in which the students can feel familiar with study abroad will be created
by appointing fellows in Showa Boston (American students with experience at Showa), appointing students with experience of study
abroad in a system of mature mentors, etc.
• System of support including both the study abroad period and the return home
At Showa Boston and the Shanghai affiliated school, international students will be supported by specialist staff. Efforts will also be
made to manage the safety of students during their study abroad through pre-departure orientation, a mental counseling service
while studying abroad, etc. After the return home, initiatives will be applied to make sure the experience of studying abroad is
utilized when seeking employment.

Specific abilities to be acquired by students upon graduation or completion
Students at Showa Women’s University are shown “The Seven Abilities for Achieving Goals” representing the basic
abilities and attitudes needed in society. The “3C’s for 1G” capability will be developed by expanding one of these
“seven abilities”, namely “the ability to live globally”.
Global human resources (3C’s for 1G) development model and
“The Seven Abilities for Achieving Goals”

1. The ability to collaborate with others from
The ability to collaborate and coordinate
The ability to act by treating local
with others from different cultural
different cultural backgrounds (Collaborate)
phenomena as linked to global trends
backgrounds in a global environment
2. The ability to connect various different people,
Glocal
Collaborate
values, culture and things (Connect)
The
ability
to
live
globally
3. The ability to create new values and culture (Create)
4. The ability to act by approaching
The ability to connect
The ability to create new
The ability to
The ability to use
various different people,
Showa Women’s
local problems globally (Glocal)
values and culture
values, culture and things
make full use of
foreign
University
IT
languages
5. Being able to use foreign languages at the
Create
Connect
level necessary for one’s work
The Seven
The ability to
(the ability to use foreign languages)
The ability to
discover problems Abilities for
communicate
Achieving
and set targets
6. Being able to obtain and analyze highly reliable information
Goals
and transmit information in more than one language
The ability to
The ability to
(the ability to make full use of IT)
step forward and
value oneself

act

The aim is to have students acquire these abilities to a high level
in Japanese and overseas societies where globalization is set to advance
still further in future.

Attainment targets to be achieved under this concept
Whole university

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Number of students satisfying standards of foreign language ability

45

50

60

80

Students without experience of study abroad (A)

40

35

20

25

Students with experience of study abroad (B)

5

56

75

80

100

110

Students due to graduate (C)

457

520

571

518

486

500

20.1%

22.2%

24.7%

27.0%

45(40)

50(35)

60(20)

80(25)

Ratio ((A+B) /C)
Standard of foreign language ability upon graduation
Students with experience of study abroad

Faculty of
Humanities
and Culture

TOEIC 700
5

56

75

80

10

110

Less than 3 months

5

10

15

15

30

35

3 months – 1 year

0

46

60

65

70

75

More than 1 year

0

0

0

0

0

0

Students due to graduate

457

520

571

518

486

500

*1) The figure in brackets for each faculty’s “Standard of foreign language ability upon graduation” indicates the number of students satisfying the standard
of foreign language ability who have no experience of study abroad with credit accreditation.
*2) In the above, “experience of study abroad” refers to study abroad with credit accreditation only

