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（本様式は提出様式と記入例を兼ねています。） 

平成２５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２５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） 

 「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・協調

（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積極的に行う。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う、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。このようなさまざまな取組により、学生に多文化の中での対話力を

身につけさせ、さらにボストン近郊の他大学やアジア地域などに本学的に留学させることが可能となる。 

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、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、指導的な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。 

９．２５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。 

 

 ２５年度の補助事業の目的を達成するため、 

① ４月～３月 海外大学との交流拡大に向けた取組 

② ４月～３月 ボストンでの学生交流に関する取組 

③ ４月～３月 ボストンでの留学支援および語学力強化に関する取組 

④ ４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 

⑤ ４月～３月 学生の外国語力スタンダード向上に関する取組 

⑥ ４月～３月 外国人留学生の支援に関する取組 

⑦ ４月～３月 教職員のグローバル教育力向上に関する取組 

⑧ ４月～３月 大学の国際化に向けた取組 

⑨ ４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 

⑩ ７月    外国人留学生の短期受入プログラムの実施 

⑪ ７月    グローバル人材に関するシンポジウムの実施 

⑫ 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。） 

 

 ２５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を中心に、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、本学教職員と昭和ボストン教職員が共同で候補大学と調整

を行い、具体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、ベトナム・タイなどの東南アジア、ドイツなどの欧州

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を開始する。 

② 昭和ボストンに開設したグローバルエデュケーションセンターに職員を配置し、近郊大学と連携しながら具体的な学生交流プログラ

ムを実施する。 

③ 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、グローバルエデュケーションセンターに留学アドバイザー、プログラムコ

ーディネーターなどの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。 

④ 東京キャンパスに新たに開設したグローバルラウンジおよび国際交流センターの２拠点を中心に、語学学習や留学支援のためのサポ

ート体制を整え、学生の留学に向けた意識づけと学習支援を行うとともに、ポートフォリオを使った学修成果の管理を実施する。ま

た、留学を見据えたカリキュラムデザイン、留学経験を生かした就職支援体制を構築する。 

⑤ 学生の外国語力スタンダード向上のため、入学時に全学生を対象とした英語プレイスメントテストを行い、レベルに合ったカリキュ

ラムを実施するほか、Eラーニングを使った学習支援、語学学習アドバイザーによるカウンセリング、TOEICスコアアップのため

の講座等により、学生一人一人の英語スキルの向上を目指す。また、遠隔授業システムを利用してボストンおよび海外大学でのセミ

ナーや講義を本学で受講できる機会を増やすとともに、次年度開設を目指す国際教養関連科目（英語による専門科目）での利用可能

性の調査を行う。 

⑥ 留学生の学習や生活を支援するために、外国人留学生向けの日本語チューター制度を充実させ、心理カウンセラーの配置、留学生マ

ニュアルの発行、就職に向けた講座開設を実施する。同時に日本語能力の不足す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。 

⑦ 大学の国際化に関する教職員の経験と知識を向上させるため、国内外の大学の視察およびボストンでの教職員研修を実施する。 

⑧ 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、各種規定や文書、シ

ラバス、授業概要等の日英表記のための翻訳を進める。 

⑨ 本事業に関する取り組みを紹介し、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

の多言語での情報発信を行う。 

⑩ 夏休み期間を利用して、外国人留学生の短期受入プログラムを試験的に実施し、日本人学生を同時に参加させることで多文化協働プ



3 

ロジェクトを実践する。 

⑪ 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。 

⑫ 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、企業を含む外部の委員による

外部評価の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。 

 

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２５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、欧州やアジアを中心とした、３－５大学と交換留学を前提とした協定の締結、および単位修得が可能となるボストン

近郊の複数の大学と共同プログラムの合意を目指す。これら提携する大学のネットワークを利用して、学生のさまざまな形態での

海外での学習が可能となる。また、本学では長期・短期の外国人留学生受入の拡大が可能となる。 

② 昭和ボストン在学中の本学学生と近郊大学に在籍する学生が交流することで、多文化のメンバーによる協働作業が実現し、学生の

異文化理解の深化と自らのアイデンティティの自覚を促す契機となる。 

③ 昭和ボストンにおける留学支援体制が強化され、積極的に海外大学に進む学生が増える。また、学生一人一人が留学経験を将来の

キャリアと結びつけて考えることが期待される。 

④ グローバルラウンジでのイベントや説明会を通じて、留学および異文化交流に関する学生のモチベーションの向上を期待できる。

さらに、国際交流センターを中心とした留学および語学学習のための支援体制を整え、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、学生のモチベーションを具体的な行動につなげることができる。 

⑤ 全学生を対象に、自分のレベルに合った英語学習を導入し、さらに学習支援体制を整えることで着実にスキルアップを図ることが

できる。これにより、グローバルな社会で活動するために必要な英語力の向上を目指す。 

⑥ 外国人留学生の日本語能力の向上と、生活面を含めた支援体制が充実することで、多くの留学生に充実した学びの場を提供するこ

とができる。また留学生が安心して学習できる環境を整えることにより、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。 

⑦ 国際化に向けた国内外の高等教育機関の取組を知ることで、多くの教職員がこれから必要とされる取組を理解し、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。 

⑧ 英語版の各種規定、文書、案内等を教職員や留学生に分かりやすいように学内に配置する。シラバスの翻訳については、既存の学

籍管理システムを改修することで、英語版の授業概要を公開するための準備を整える。 

⑨ 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。 

⑩ 留学生用の短期プログラムを実施することにより、本格的な日本留学のきっかけとなる。またこのプログラムを利用して、本学学

生との多文化協働プロジェクトを行い、国内での異文化交流を活性化させる。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 
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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。 

注３）幹事校としての事務に係る経費については、経費の後に「（幹事校経費）」と記載してください。 

補助事業経費の総額（合計） 補助金の金額（申請予定額） 自己収入その他の金額 

① ②             （千円） 

８８，５２１９８，

４００ 

①              （千円） 

８８，５２１９８，４００ 

②               （千円） 

０ 

補助金額 

 経費区分 金額（千円） 積算内訳 

 

補 

助 

対 

象 

経 

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品費 

 

 

 

 

人件費・謝金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７９５ 

 

 

 

 

３７，１４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費  ７９５千円 

 グローバルラウンジ用消耗品一式   １００千円 【④⑤関係】 

 グローバルオフィス用消耗品一式   １００千円 【④⑤関係】 

 留学参考用書籍           ５９５千円 【④⑤関係】 

 

人件費 ２８，８９０千円 

ボストン（Global Education Center）所属教職員 

プログラムコーディネーター（契約職員） ４，５６０千円 【②③関係】 

＠４千米ドル/月×１２月×１人 （＄＝９５円） 

（４月～３月） 

留学アドバイザー（契約職員） ２，８５０千円 【②③関係】 

＠２５００米ドル/月×１２月×１人 （＄＝９５円） 

（４月～３月） 

Global Education Center事務職員（契約職員） ２，２８０千円 【②③関係】 

＠２千米ドル/月×１２月×１人 （＄＝９５円） 

（４月～３月） 

東京（国際交流センター＆Global Office）所属教職員 

国際交流センター事務職員（契約職員） １０，８００千円 【①、④～⑫関係】 

＠３００千円/月×１２月×３人 

（４月～３月） 

留学および英文添削指導担当（非常勤） ４，８００千円 【④⑤関係】 

＠２００千円/月×１２月×２人 

（４月～３月＠２００千円/月≒＠2,350円/h×7h×12日/月） 

語学学習アドバイザー補助担当（派遣職員） ３，６００千円 【⑤関係】 

＠３００千円/月×１２月×１人 

（４月～３月） 

 

謝金  ８，２５０千円 

ボストンおよび上海講演者謝金  １００千円×２回＝２００千円 【③⑤関係】 

（ボストン６月、上海１月） 

海外大学教員による出張授業（ボストン）３０千円×２０回＝６００千円 【③関係】 

（４月～３月） 

授業履修チューター（ボストン）１０千円×４０週×５人＝２，０００千円 【③関係】 

（４月～３月） 

留学前事前学習講演者謝金 １００千円×４回＝４００千円 【④⑤関係】 

（５月、６月、１１月、１２月） 

TOEICセミナー講師謝金 ＠５０千円/コマ ×５０回＝２，５００千円 【⑤関係】 

（４月～２月）  

日本語チューター謝金 ＠２千円/時×２時間×１５回×１０名＝６００千円 【④関係】 

（４月～３月） 

教職員用セミナー講師謝金＠５０千円×７回＝３５０千円 【⑦関係】 

（５月～３月） 
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２，１６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際交流シンポジウム講師者謝金 ＠３００千円×５人＝１，５００千円【⑪関係】 

（７月） 

外部評価委員謝金 ＠２０千円×５名＝１００千円【⑫関係】 

（３月） 

 

国内旅費 ７５０千円 

国内大学の調査旅費 （関西５月、１１月、九州７月、東北・北海道１０月、２月） 

＠５５千円×２人×５回 ＝ ５５０千円【⑦関係】 

教職員用セミナー講師旅費 ＠５０千円×４回＝２００千円 【⑦関係】 

（５月、６月、１０月、１１月） 

 

外国旅費  １４，０５０千円 

海外大学協定締結のための協議（中国５月、１１月、韓国９月、１２月、東南アジア２月） 

＠３００千円×３人×５回 ＝ ４，５００千円【①関係】  

 海外大学協定締結のための協議（豪州６月、欧州９月、米国１２月、２月） 

＠４００千円×３人×４回 ＝ ４，８００千円【①関係】 

ボストンとの打ち合わせ（米国５月、９月、２月） 

＠２５０千円×４人×３回 ＝ ３，０００千円【①⑦関係】 

教職員ボストン研修（米国１１月） 

＠２５０千円×７人×１回 ＝ １，７５０千円【⑦関係】 

  

外国人招へい等旅費  ３，５００千円 

教職員用セミナー講師旅費（米国７月、１２月、豪州３月） 

＠４００千円×１人×３回 ＝１，２００千円【①⑦関係】 

ボストン教職員旅費（米国９月、３月） 

＠２５０千円×３人×２回 ＝１，５００千円【②③⑦関係】 

国際交流シンポジウム講師旅費（米国７月） 

＠４００千円×２人×１回 ＝８００千円【⑪関係】 

 

外注費 ５，５００千円 

大学情報公開（ホームページ）等多言語翻訳   １，３００千円【⑧⑨関係】 

学内規定・文書・シラバス等英語翻訳 １，２００千円【⑧関係】 

留学情報用ホームページ作成業務     １，０００千円【⑧関係】 

遠隔授業ステム保守料  ５００千円【⑤関係】 

英語シラバスシステム導入費  １，５００千円【⑧関係】 

 

印刷製本費 １，５００３，３００千円  

外国人留学生用マニュアル  １，０００千円【⑥関係】 

多言語版プログラム案内（英・中・韓） １，５００千円【①⑨関係】               

事業報告書   ８００千円【⑫関係】 

 

会議費 ７００千円 

 国際交流シンポジウムレセプション ５００千円 【⑪関係】 

国際交流シンポジウム通訳料  ＠１００千円×２人＝２００千円【⑪関係】 

 

その他（諸経費） ２４，５８６３２，６６５千円 

ライセンス料 １，７００千円 

留学用ポートフォリオシステム １，７００千円【④⑤関係】 

 委託費       ２２，８８６３０，９６５千円 

海外協定校開拓の業者委託費   ６，７００千円【④関係】 

語学カウンセリングの業者委託費   ８，８００千円 【⑤関係】 

TOEIC IP受験料 ＠３，０００円×２，０００人＝６，０００千円【⑤関係】 

英語プレイスメントテスト受験料   ４，５３６６，６１５千円 

  ４技能  ＠５，６７０円×８００人＝４，５３６千円【⑤関係】 
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  ２技能  ＠１，８９０円×１，１００人＝２，０７９千円【⑤関係】 

海外大学プログラム委託費（ボストン）４７５千円×６回＝２，８５０千円 【②関係】 

 

 

 

 合計 

 

８８，５２１９

８，４００ 

   

 

 

各年度の補助対象経費（①＋②）の合計額 

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 合計 

予定額（千円） １１５，７２０ ８８，５２１９

８，４００ 

   ２０４，２４１２

１４，１２０ 

 

 

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 

なし     

  



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。

Project for Promotion of Global Human Resource Development
グローバル人材育成推進事業 Type B

■ グローバル人材として求められる能力の育成
○ 昭和ボストンでの実践型プログラム
地元の大学から講師を招いて専門分野の特別講義を実施したほか、米国人学生も参加したアメリカ歴史研究のプログラムを実施しまし
た。また米国から見た日本文化を学ぶ短期プログラムを春休みに実施しました。このほか、ボストン終了後にはカナダで行うインターン
シッププログラムを提携大学と協力して開設しています。
○ 世田谷キャンパスでのグローバルなプログラム
英文ライティングやTOEICセミナーを実施し、留学前や帰国後の英語学習を強化しました。今後は、留学前の英語力向上プログラムをさ
らに充実させるほか、帰国した学生への英語を使った留学生との協同プロジェクト、国際教養科目の受講のほか、遠隔授業システムを
使ってさまざまな国の授業やセミナーへの参加を促します。
○ アジア圏を中心にさまざまな地域でのグローバルな留学プログラム
今年度はポーランドとカナダで新たな協定校を開拓したほか、さらに韓国・台湾・タイ等の大学と協定を予定しており、今後はボストンだ
けでなくグローバルな地域に学生が留学していきます。また協定校である上海交通大学とダブルディグリープログラムの開設に合意し、
平成25年度入学者からプログラムへの参加が始まります。

■ 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
米国人学生との合同プログラムによるアクティブラーニング（ボストン）。外国人留学生と行う多文化協働プロジェクトの実施（東京：平
成25年度）。ナンバリングの導入とシラバス概要の英語化を今後推進。
○ 戦略的な国内外への教育情報の発信
ボストンで日米教育関係者を集めたシンポジウムを実施。日英2言語のホームページでの情報発信、多言語での大学案内作成。
○ 事務体制のグローバル化
職員5名によるボストン研修実施（1週間派遣）。学内の各種規程、文書の英語版を制作中。

〈 4年間のプログラム構成図 〉



※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。

卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力

＜参考＞

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及び実績

全 学
達成実績 達成目標

2011 2012 2013 2014 2015 2016

外国語力スタンダード
を満たす学生数

45  人 50  人 60  人 80  人

うち海外留学
未経験者数 （Ａ）

40  人 35  人 20  人 25  人

海外留学経験者数
（Ｂ）

5  人 40  人 75  人 80  人 100  人 110  人

卒業［予定］者数
（Ｃ）

457人 485 人 571  人 518  人 486  人 500  人

比率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）

20.1  ％ 22.2  ％ 24.7  ％ 27.0  ％

人
間
文
化
学
部

卒業時の外国語力スタンダード TOEIC 700 45  人（40） 50 人（35 ） 60 人（20） 80 人（25）

海外留学経験者数 5  人 40 人 75  人 80  人 100  人 110  人

３ カ 月 未 満 5  人 2  人 15  人 15  人 30  人 35  人

３ カ 月 ～ １ 年 0  人 38人 60  人 65  人 70  人 75  人

１ 年 超 0  人 0  人 0  人 0  人 0  人 0  人

卒業［予定］者数 457  人 485 人 571  人 518  人 486  人 500  人

■ 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
グローバルラウンジの開設（情報発信、留学
生交流、英語学習イベント開催等を予定）。専
門スタッフによる留学・語学学習相談機能の
強化。昭和ボストンでの留学相談と連携。
○ 留学中から帰国後にわたるサポート体制
ポートフォリオを利用した学習成果の自主的
な振り返りと教職員のサポート充実。留学を
活かしたキャリアデザインをテーマとした講演
会実施（ボストン、上海）

■ 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
英語能力や海外留学経験のある高校
生対象の特別選抜入試を検討中（平成
27年度入試から実施予定）
○ 効果的な語学教育及び教育体制
非英語系学科においても英語レベルに
応じたクラス編成をスタート。e-learning、
英語学習・英文ライティングの専門アド
バイザーを配置。

■ 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
外国人教員や海外で教育経験の
ある日本人教員を積極的に採用。
平成25年度は46人（24％アップ）。
○ グローバル教育力向上のた
めの取組
グローバル人材育成をテーマとし
たFD講演会開催。各地の大学の
視察。



Project for Promotion of Global Human Resource Development
Type B Showa Women’s University

■ Efforts to Cultivate Global Human Resources
○ Practical programs at Showa Boston
Special lectures held by professors from neighboring colleges as well as a special research program on American history with American college 

students. A short term program on Japanese Culture from American perspectives was held during the spring vacation. An internship program was 

developed with our partner school in Canada as a post-Boston program (1 or 2 semester long.)

○ Global Programs at the Setagaya Campus
As pre-and post-study abroad programs, seminars on writing essays and preparing for TOEIC were held to strengthen English learning. For the 

future, the enhancement of pre-departure programs for the improvement of English skills will be carried out. Collaborative projects with 

international students to provide opportunities using English and “international general education” (special subject courses taught in English)  for 

post-study abroad programs are being developed. In addition, distance learning lectures and seminars overseas for the above will be promoted. 

○ Globalized study abroad programs to Asia and elsewhere
Besides adding new partner schools in Poland and Canada, several potential partner projects are ongoing with schools in Korea , Taiwan, Thailand 

etc. Students will have more global choices to study abroad other than just in Boston. Furthermore, a double-degree program has been agreed 

with one of our old partner schools, Shanghai Jiao Tong University and will start from students in class for freshmen in 2013.

■Upgrading international Competency in academic programs

○ Efforts in Upgrading international Competency in academic programs
-Active learning: joint programs with American students in Boston 

-Cross-cultural collaborative project on the Setagaya campus with international students in 2013

-Implementing a numbering system of academic courses and English translated syllabi

○ Strategic release of Academic Information domestically and internationally
A symposium was held in Boston for American and Japanese associated educational institutions.  Bilingual  websites and multil ingual college 

catalogues were created.

○ Globalization of administration
5 staff members participated in a 1-week staff development program in Boston. School rules and regulations are being translated into English.

Number of Undergraduate Students:1,067
[Target Faculty: Faculty of Humanities and Culture (435)]

1. Objectives, Specific Image of the Ideal Global Human Resource

“3C’s for 1G” (3C’s:Collaborate, Create and Connect, 1G:“Glocal”)=Developing creative and energetic female professionals who 

can play practical roles in various sectors of the global community

2. Summary of the Plan
・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 provide a practical learning experience through collaborative projects with foreign students in both Tokyo and Boston campuses.

・To promote campus globalization by developing overseas partner universities and expanding the enrollment of international students.

〈 Structure of  4-Year Program 〉



Note:

*1 The number in "( )" indicates “Number of students not to study abroad with credit recognition or credit transfer” out of “Number of students 

who meet requirements for foreign language proficiency”. 

*2 “Number of students studying abroad” excludes the number of students studying abroad without credit recognition or credit transfer.

（Reference）
Specific Competencies for Graduates

Indicative Outputs of the Project

Total
results planned

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Number of students who meet 

requirements for foreign language 

proficiency

45 50 60 80

Of the above, Number of students 

not to study abroad (A)
40 35 20 25

Number of students studying abroad 

(b)
5  40 75  80  100 110

Number of graduates (C) 457 485 571  518 486 500 

Ratio ((A+B)/C)） 20.1  ％ 22.2  ％ 24.7  ％ 27.0  ％

F
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Requirement for Foreign 

Language Proficiency
TOEIC 700 45  （40） 50 （35 ） 60 （20） 80 （25）

Number of Students Studying 

Abroad
5  40 75 80  100 110  

Less than 3 months 5  2  15  15  30  35  

3 months to 1 year 0  38 60  65  70 75  

More than 1 year 0  0 0  0  0  0  

Number of graduates 457  485 571  518  486  500  

The ability to use 
foreign 

languages

The ability to 
make full use of 

IT

The ability to 
communicate

The ability to 
discover problems 

and set targets

The ability to 
step forward and 

act

The ability to 
value oneself

The ability to connect 
various different people, 
values, culture and things

The ability to create new 
values and culture Showa Women’s 

University

The Seven 
Abilities for 
Achieving 

Goals

Global human resources (3C’s for 1G) development model and
“The Seven Abilities for Achieving Goals”

The ability to act by treating local 
phenomena as linked to global trends

The ability to collaborate and coordinate 
with others from different cultural 

backgrounds in a global environment

The ability to live globally

Glocal

Create

Collaborate

Connect

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”.

1. The ability to collaborate with others from 

different cultural backgrounds (Collaborate)

2. The ability to connect various different people, 

values, culture and things (Connect)

3. The ability to create new values and culture (Create)

4. The ability to act by approaching 

local problems globally (Glocal)

5. Being able to use foreign languages at the 

level necessary for one’s work 

(the ability to use foreign languages)

6. Being able to obtain and analyze highly reliable information 

and transmit information in more than one language 

(the ability to make full use of IT)
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.

■ Improvement in the environment to increase 

Japanese students’ motivation to study abroad

○ Efforts in motivating students and promoting 

study abroad opportunities
-Opening “Global Lounge”  for information 

transmission, interaction with international students 

and English learning activities. 

-Strengthening advising functions by placing  specific 

advisors for study abroad and English learning who 

will also work with advisors in Showa Boston

○ Structured Support for study abroad 

including before and after
-Using portfolio to assist autonomous reflection and 

better support from faculties. 

-Special lectures in Boston and Shanghai on  “career 

design” utilizing study abroad experiences.

■ Integrated efforts in 

improvement of language skills from 

1st to 4th year

○ Admission exams with adequate 

evaluation of language skills and 

foreign experiences etc.
Special admission exams for high school 

students with English proficiency and 

study abroad experience from 2015

○ Effective language education 

and educational system
Restructuring of classes according to 

proficiency levels for non-English majors 

has started. Advisors specifically for E-

learning, English learning and writing 

support have been placed.

■ Improvement of educational 

staff competency in global 

education

○ Globalization of educational 

system
International faculty members and 

Japanese faculty members with 

international educational experience 

are aggressively hired. 46 in 2013 

which is  a 24 % increase from 2012.

○ Efforts in improvement of 

Global education
Lectures for faculty development  on  

global human resources. Various 

college visits were conducted.


