２０１３年度
事業報告書

グローバル人材育成推進事業２０１３年度の報告に当たって
昭和女子大は２０１２年文部科学省の「グローバル人材育成推進事業」に採択されて以降、精
力的に学生をグローバル人材として育成すべく努めてきた。
われわれは１９８８年以来アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに昭和ボストンキャ
ンパスを設置し、学生の国際理解教育の推進に取り組んできた。近年では２００５年いわゆる英
語 GP に採択され「英語で仕事のできる人材の養成」のためプログラムの多様化、深化を進めて
きた。また上海交通大学との提携も２０年をむかえ、２００９年にスタートした国際学科の学生
は毎年２～４０人が、現地で学んでいる。
また教育目標とする「夢をかなえる７つの力」のトップに「グローバルに通用する力」を掲げ、
語学力だけでなく、世界の多様な社会、文化、価値観に敬意を払い、尊重するとともに自国の歴
史・文化に対する理解と誇りを身につけるよう努めてきた。
こうした蓄積の上に２０１３年４月にグローバルに活躍できる女性を教育するグローバルビ
ジネス学部の設置することとなり準備をしてきたまさにこの時期に、グローバル人材育成推進
事業に採択されたのは極めて時宜を得たものとなっている。
この事業では、語学力、コミュニケーション力を身につけるだけでなく自分たちの歴史や伝統
に誇りをもち、他の文化や社会に生きる人を尊重し、協同して目標を達成する力を育てることを
目的に掲げている。この目的を実現するために採択決定後直ちに全学横断的なグローバル人材
育成プロジェクト委員会を設置し、ボストンキャンパスを含むすべての部局が協力してこの事
業を推進する体制を整えた。この委員会の下に全学的な語学教育の推進、留学生の受け入れ増大、
協定校との提携の推進、多文化協働プロジェクトなどのワーキンググループを設置し、それぞれ
企画、実行にあたっている。
２０１２年１０月には新たにワルシャワ大学と協定を結び、上海交通大学、ソウル女子大学と
の間のダブルでグリーを取得する協議もはじめている。５年間の事業終了時との比較をするた
め、現時点における学生たちの語学力等も把握した。
３ 月 に は ボ ス ト ン キ ャ ン パ ス で "US-Japan Internationalizing Highereducation
Symposium"を開催し、大きな成果を挙げた。またボストンとの遠隔授業システムも導入し、さ
らに緊密な連絡を取る体制を整備した。２０１３年からの留学生の受け入れプログラムも策定
や、多文化共生プロジェクトの企画も進んでいる。
この事業の採択は昭和女子大学にとって大きなチャレンジであり、チャンスであり、現に大学
は大きく変わりつつある。今後の取り組みを更に力強く進める上で、この２０１３年報告を読ま
れた方から各方面からのご提言、ご批判を頂ければ幸いである。
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事業報告

１ 海外大学との交流拡大
1-1

昭和ボストンと近郊大学との提携

【今年度の取組計画】
１ 近郊大学での授業履修について
・ 「15 週間＋4 週間」という枠組みを維持するか、修正するかを確認する。
・ 維持するのであれば、4 週間の Bridge Program 中に提携大学で（あるいは提携大
学教員が）行う本学向けの特別講義を提案、授業内容を確認する。維持・修正のい
ずれの場合も、提携大学のセメスター中に訪問し、授業内容を確認する。
２ 「Readiness Program と Bridge Program の企画設置」との連携
・ 提携大学での授業を含む Bridge Program の内容を確認する。
３ 「国際教養関連科目の開設」との連携

・ ボストン留学後の国際教養関連科目履修を勘案し、Bridge Program の内容を精査す
る。

【今年度の取組現状および評価】
取組計画の中心となる近郊大学での授業履修プログラムについては、内容を確定し、
「Readiness Program と Bridge Program の企画設置」や「国際教養関連科目の開設」
との連携を取りながら、予定していた取組を実行することができた。
1. 近郊大学での授業履修について


2014 年度以降、ボストン校における一般プログラムは、英語スキルを集中的に伸
ばす 15 週間の Readiness Program と、提携大学で集中講義を受講する 4 週間の
Bridge Program の「15 週間＋4 週間」という枠組みとすることを確認した。



2014 年度に実施する前期と後期それぞれの Bridge Program の内容を以下の通り確
定した。
前期：AIC ボストンキャリア開発プログラム
後期：Emmanuel College Program



両プログラムとも、参加基準を設定した（両プログラムに参加しない学生はボスト
ン校で開講される科目を履修する）
。



前期に実施する AIC（Academic Internship Council）ボストンキャリア開発プロ
グラムについては、業務を委託する SAF（Study Abroad Foundation）を通して、
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科目内容、授業時間数、評価方法等の確認を行った。
後期に実施する Emmanuel College Program については、ボストン校のコーディ



ネーターと授業内容、授業時間数、評価方法等をメールおよび 2013 年 11 月のボス
トン校出張の際に協議、確認した。


両プログラムとも、ボストン校に担当者・コーディネーターを設置し、先方の大学
または機関、および東京校との連携を図っている。

2.

「Readiness Program と Bridge Program の企画設置」との連携
4 週間の Bridge Program 期間中に上記 2 種のプログラムに参加しない学生がボスト

ン校で履修する科目内容を確認した。
3. 「国際教養関連科目の開設」との連携
Bridge Program で学修した内容が、ボストン留学後の東京校で履修する国際教養関連
科目の内容と連携するように、国際教養関連科目 WG と連携を図った。

1-2

外国人留学生用短期プログラムの企画・実施

【今年度の取組計画】
外国人留学生用短期プログラム（多文化協働プロジェクト）の企画・実施

【今年度の取組現状および評価】
2013 年７月 21 日～8 月 10 日の間、8 か国から 16 名の学生を迎え SWU Summer
Program を実施した。学期末の試験期間と重なったため日本人学生の正規履修者は少なか
ったが、聴講・ボランティアの参加学生は延べ 80 名を超えた。プログラム内容は以下の
通りである。
「講義」では、日本文化・日本社会の諸側面を紹介し、それを「活動」で体
験に結び付け理解を深めることをめざした。
「ワークショップ」では、現代社会における
ジェンダーをテーマとして扱い、多様な背景をもつ参加学生による多文化協働プロジェク
トを実施した。
日程

午前の活動（主に学内）

午後の活動

7 月 22 日

月

開会・ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ・学内案内

都内観光１：渋谷・原宿・食事会

7 月 23 日

火

講義１：日本語・書道体験

活動１：日本伝統文化体験（茶道）

7 月 24 日

水

講義２：日本のファッション

活動２：風呂敷を使って

7 月 25 日

木

講義３：東京の歴史

活動３：江戸東京博物館見学 都内観光２：浅草

7 月 26 日

金

講義４：歌舞伎

活動４：歌舞伎鑑賞（新歌舞伎座） 都内観光３：銀座
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7 月 27 日

土

ワークショップ１

ホームステイ

7 月 28 日

日

ホームステイ

7 月 29 日

月

講義５：日本の教育

活動５：学校訪問

7 月 30 日

火

講義６：日本の女性

活動６：女性へのインタビュー

7 月 31 日

水

講義７：日本の経営

活動７：会社訪問（JAL）

8月1日

木

ワークショップ２

ワークショップ３

8月2日

金

8月3日

土

8月4日

日

8月5日

月

講義８：日本のポップカルチャー

活動 10：ジブリミュージアム

8月6日

火

講義９：日本の食文化

日本食体験

8月7日

水

学寮に向けて移動

ワークショップ６

8月8日

木

ワークショップ７

ワークショップ８

8月9日

金

大学に向けて移動

プロジェクト報告会・閉会・送別会

8 月 10 日

土

退寮

一日旅行（鎌倉・横浜） 活動８＆９
ワークショップ４

ワークショップ５
自由行動

参加学生のプログラムに対する満足度は高く、5 段階評価でプログラム全体に対する満
足度が平均 4.4、後輩へ推薦したいかどうかが平均 4.9 と、一定の評価が得られたことが
確認できた。プログラムの準備・運営に本学で研修中のハーバード大学インターンシップ
学生等がかかわったことも本プログラムの特徴であった。プログラムの詳細については、
以下を参照されたい。
http://content.swu.ac.jp/cie-blog/category/summer-program/
終了後、今年度プログラムの課題を検討し 2014 年夏のプログラムの企画に反映するこ
ととした。日程は 2014 年の 6 月 23 日～7 月 11 日とし、協定校への案内、募集活動を始
めた。
今年度は、日本人学生の参加が少なかったため、来年度は時期と履修の条件、プログラ
ム形態を見直し、本学学生の参加が増えるよう工夫する。補助金終了後も本プログラムを
継続するための財源確保も課題である。
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東アジア、東南アジア、欧州等の協定校拡大

1-3

【今年度の取組計画】
海外大学との交流拡大・東アジア、東南アジア、欧州等の協定校拡大。

【今年度の取組現状および評価】
協定校の拡大を図り、今年度以下の５大学と協定調印に結び付けた。
１．韓国 淑明女子大学校：交換協定
２．韓国 国民大学校：交換協定
３．台湾 東海大学：交換協定
４．タイ タマサート大学：交換協定
５．アメリカ Framingham 州立大学
うち、５を除く４大学とは、すでに 2014 年度の学生交換が具体化しており、数名の
学生の受け入れ・派遣が実現する予定である。さらに、現在、以下の 2 大学と協定調印
に向けた交渉を行っている。
１．スペイン アルカラ大学
２．ロシア ブリヤート国立大学

また、2014 年５月 26 日～６月 2 日の間、アメリカセントルイスで開催された
NAFSA2013 に教職員３名が参加し、既存協定校との関係維持および新規協定大学の開
拓を行った。
協定大学の開拓は概ね順調に進んだが、交渉が英文でのやり取りを伴う上に留学に関
する規定を熟知している必要があるため、携われる職員が限られていることが課題であ
る。また、協定大学は学生交換が成立することが望ましいが、受け入れか派遣かのどち
らかに片寄ることが多く、バランスの取れた大学を探すことは難しい。

1-4 協定校でのキャリア育成イベントの開催
【今年度の取組計画】
上海交通大学、ソウル女子大学、昭和女子大学ボストン校での講演会を企画・実施す
る。

【今年度の取組現状および評価】
次の通り上海交通大学においてキャリア育成セミナーを開催した。現地での協力者を
探すことが難しく、ソウルについては実施できなかった。ボストン校でのキャリア育成
20

イベントは、別途ボストン校からの報告を参照していただきたい。
●日程：2014 年 3 月 8 日（土曜日）13 時 00 分～14 時 30 分
●講師：サイボウズ上海 有島こころ氏
●司会：国際学科 米倉雪子准教授
●対象学生：長期留学生（国際学科、その他学科）31 名・短期 HSK 対策プログラム参
加学生（国際学科）15 名・短期中国語集中プログラム参加学生（日本語日本文学科他）
4名
対象学生と年齢の開きが少なく、大学卒業後あまり時間の経っていない社会人に講師
を依頼し、キャリアを念頭においた留学時の過ごし方・態度について講演を行った。セ
ミナーは土曜日の午後にも関わらず出席率 88%と高かった。講師は大学在学中の留学経
験を踏まえ、留学中に心掛けたことや将来のためにやっておくべきことなどを学生にア
ドバイスされた。参加学生からは積極的に質問が出て、就活に対する意欲が伺われた。
留学経験や語学力を活かした仕事に就きたいと考えている学生が多く、留学中に現地で
活躍する社会人の話を聞くことは、学習へのモチベーションを高める効果もあった。
学生からの評価も良好であり、中国語学習、留学を将来のキャリアにどのように結び
つけるかを意識させるよい機会となった。
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1-5 海外大学とのダブルディグリー制度構築
【今年度の取組計画】
１．上海交通大学とのダブルディグリープログラムへ送り出し準備
２．前年度に引き続き、ソウル女子大学のダブルディグリー制度の構築
・送り出し学生、受入れ学生の履修科目、読替え科目等履修モデルの検討
・ダブルディグリーを実施する他大学への運用方法の調査

【今年度の取組現状および評価】
5 月に上海交通大学のダブルディグリープログラムへの仮エントリーを 11 名が行っ
た。来年度の本エントリーには HSK4 級の取得が条件となっているため、学生の語学力
向上のため以下を実施した。
① 本学にて HSK 試験を実施できるよう、本学教員が HSK 試験監督登録を行った。2
月に 3 級試験を実施。
② 2014 年 2 月に中国語集中講座（3 週間・2 単位）を新規に開講した。16 名の学生が
受講した。
③ 3 月 4 日から 26 日にわたり、上海交通大学で HSK 対策講座を新規に実施した。参
加学生は 15 名であった。
いずれも、学生が HSK4 級を取得するために、効果の高い取組が実施できた。
上海交通大学国際教育学院の必修科目が 164 単位から 144 単位に減少するとの連絡が
あった。読み替え科目について打ち合わせのため、11 月に出張し、中国語に翻訳した本
学のシラバスも送付して、送り出しの準備は順調に進んでいる。
ソウル女子大学とのダブルディグリーについては、以下の課題があり、時間をかけて
検討する。
・ ソウル女子大学と本学のカリキュラムに類似が少ない。
・ ソウル女子大学での履修が必須となっている科目の内容を理解するには、本学学生
により高い語学力と知識をつける必要がある。
本学の受入れ態勢として、日本語教育等の整備が必要である。検討の参考とするた
め、すでに実施している目白大学へ課題点や運用方法などを相談し有効な回答を得た。
今年度の取組計画は、検討協議のうえ、概ね計画通り実行できた。特に、上海交通大
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学のダブルディグリープログラムへは、予想を上回る人数が仮エントリーを行い、学生
のニーズに合致した制度を構築できたと自己評価できる。さらに、仮エントリーの学生
対象に効果の高い取組みが実施できた。

２ 〔ボストン〕留学支援・プログラム充実
2-1 Others
【今年度の取組計画】
１．TOEIC、TOEFL Registration , TOEIC/TOEFL Proctor
２．On-line Orientation program development
３．Distance Learning Equipment
４．Curriculum Development (globalizing curriculum, reorganize "Jump Start,"
incorporating American University classes)
５．Rosetta Stone Annual License
６．Co-sponsor activities with American Universities
７．Mt. Ida College Career Service Workshop →Guest Speaker の取組に含める
８．Series of Global Education Lectures with Mt. Ida
【今年度の取組現状および評価】
１． Students took TOEIC at Showa Boston, but we did not offer TOEFL, so we
helped students sign up for TOEFL administered off-campus.
２． This year we did not have time to develop an on-line orientation program,
however, pieces of orientation material were developed so that they could be
uploaded as soon as the framework is ready.
３． We were able to utilize the distance learning equipment to do orientations and
workshops for students in Boston and language classes for students in Tokyo.
Boston staff was able to attend all monthly GP committee meetings using the
equipment.
４． This year we successfully transitioned to the new 15+4 weeks model by
eliminating Jump Start. We co-developed an American university class with
Emmanuel College, but we did not have enough students who were qualified to
enroll in that program.
５． The Rosetta Stone was not very popular, so we discontinued subscription.
６． We started to develop some programs with new partners. We co-developed a 4week intensive program with Emmanuel College and we are in the middle of
exploring joining forces with Junior Achievement. We concluded a partnership
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agreement with Framingham State University and we hope to establish an
exchange program with them. The Study-Abroad Advisor also managed the
optional post-semester programs such as language schools, CIEE Canada
Volunteer Program and RRU Internship Program. The Study-Abroad Advisor
helped the students fill out forms, prepare for interviews, assisted with travel
plans and visa issues, and conducted evaluations. The Advisor and Fellows also
conducted Study Abroad workshops for advanced students.

Showa Boston also

presented materials at the Colleges of the Fenway Consortium Study-Abroad
Festival.
７． Instead of having Mt. Ida College Career Service workshops, we started the
Global Talk series to expose students to recent graduates and professionals who
can talk about study-abroad and developing career plans.
８． We co-hosted a lunch and lecture with Mt. Ida College titled “Coffee-preneurs:
Innovating for Justice in the World’s Second-Largest Commodity Market” which
took place at Mt. Ida. We also had students visit Mt. Ida College and
Framingham State University for campus tours.

９．

This year everything went much smoothly because the system and

procedures were in place and we were able to take advantage of the new
technology as well. It did not take long for people to get used to the distance
learning equipment and the benefits were obvious. We feel that the distance
learning equipment will help us do more creative projects. With the
establishment of the 3-week Summer Program in Tokyo, we were able to do more
collaborative work with American universities.

It was very helpful to be able to

show the universities the benefits of partnering with Showa. Also, co-developing
programs with American universities brought us closer together which hopefully
will lead to more collaboration in the future.

2-2 Personnel
【今年度の取組計画】
１．GP Coordinator、Study-Abroad Advisor、GP Assistant、GP Intern の雇用。
２．Guest Speakers（グローバル人材に関した内容 x 20 回)＊Career Workshop を含
める。
３．University Faculty Speakers（2 セメ以上の学生を対象とする現地大学の教員によ
るレクチャー）の講演
４．American University Class Tutors （現地大学で受講する学生のチュータリング）
５．Language Tutors（仏独西語のチューターを 2 学期実施予定）
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６．Volunteer Mentors（ボストンでのメンター制度）
７．Faculty/Staff Development workshops
【今年度の取組現状および評価】
１． We appointed Virginia Keniry as the GP Coordinator, Lynne Abensohn and later
Yasuko Voccio as the Study-Abroad Advisor, and, as of January 2, 2014, Tamako
Harrington started working as the GP Assistant. The team worked well together
as a team and by having 3 part-time staff rotating, there was always someone at
the GEC office to help students.
２． We had many guest speakers in the classrooms and in Rainbow Hall for anyone
interested.

The following guest lecturers were some of them we were able to

invite using the GP grant: Robert Peters spoke on Wompanoag Indian Culture,
Carol Fishman Cohen spoke on Women’s Career Reentry, Brooke Loughrin spoke
about Water Conservation and Environmental Issues, Tina Wong-Russell spoke
about Building Bridges Culturally, Susan Callender spoke about Managing
People, and Danielle Penny spoke about US-Japan Relations.
３． The Visiting Professor Program was a very popular program for the advanced
students. In total, we had 13 professors from universities such as Framingham
State University, Emmanuel College, and Simmons College lecture on topics
such as World Religion, Leadership and Creativity, American Culture in Film, IT
in Modern Business, and East Asian Politics. The students were very much
inspired by these lectures and the lecture on Haiti’s Earthquake and Recovery
Efforts prompted the students to do further research and fundraising. On
February 7 they hosted a dinner and presentation event at Showa and invite
American college students to share their presentation on Haiti. Many of the
lectures were videotaped and we are in the process of creating a virtual library
for these lectures.
４． For students auditing American college classes, we provided tutors. The tutors
helped students fully understand the content of the classes they were taking.
５． This year instead of having French and Spanish language tutors, we had
students visit the language teachers during office hours.
６． Each 3rd semester BLIP students were matched with Mentors who work in the
field of their interest. We had companies and people from the travel industry,
such as JAL and IACE, as well as journalists and legal professionals meet with
the students to give a deeper sense of the career choices in each field. On
February 7th, the BLIP 12 students presented their research for the Showa
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community and the Mentors.
７． This year we sent two faculty members to Tokyo for GP meetings and
orientation. Two Student Services staff were able to attend the annual NAFSA
Conference in St. Louis to interact with international educators from around the
world and help introduce Showa programs to American universities.

Also, we

took advantage of two NAFSA Webinar titled “Helping Students Translate
‘Study Abroad’ for the Job Search” and “Re-envisioning Programming for
International Student Orientations.”

３ 〔東京〕留学支援
3-1 留学ポートフォリオの導入
【今年度の取組計画】
１．留学ポートフォリオの試験運用を開始する。(4 月)
２．留学中の学生が留学ポートフォリオに記録を定期的に蓄積させているか確認し、改
善を要するシステム上の問題や運用上の問題があれば改善を図る。（5 月～2014 年 3
月）
３．留学中の学生とクラスアドバイザーほか東京の担当教職員とのコミュニケーション
について、システム上や運用上に改善すべき点がないか精査し、問題点があれば改善
を図る。
（9 月、2014 年 2 月）
４．留学を終えた学生から聞き取り調査を実施し、留学ポートフォリオに関してシステ
ム上や運用上に改善すべき点がないか精査し、問題点があれば改善を図る。
（10 月）
５．留学ポートフォリオに蓄積させる必要のある内容に関して、２と４の結果をとおし
て再度精査する。
（11 月）
６．留学した学生が公開しているポートフォリオの内容を留学前の学生への指導に活用
し、留学ポートフォリオのさらなる積極的利用を促進させることで留学後の社会人基
礎力向上を図る。
（12 月）
【今年度の取組現状および評価】
留学ポートフォリオ manaba folio の試験運用を４月から開始した。
ソウル女子大学へ留学学生９名、上海交通大学へ留学学生 18 名、ボストンサマーセ
ッション参加学生 36 名、英語コミュニケーション学科 BLIP 学生 23 名が 2014 年度
（2014 年度）に留学ポートフォリオを利用することになった。
ソウル女子大学と上海交通大学へ留学学生は、昨年度中に出発していたため、現地に
学科教員が出張した際に、使用目的と効果などを説明した。ボストンサマーセッション
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と BLIP の学生には、出発前に留学ポートフォリオ manaba folio の説明会を行った。
担当教員への説明会も行い、利用を促した。
利用後、システム上の問題や運用上の問題の改善を図るため、対象学生に manaba
folio で 20 項目程度のアンケートを実施した。それぞれ、帰国前の次の時期に行った。
ソウル：8/5～8/31、上海：6/19～8/31
サマーセッション：9/10～9/30、BLIP：2/3～14
アンケートの結果を分析し、課題と改善案を以下のとおりまとめた。
●課題１：manaba folio の操作性に関する評価が低い
サマーセッション参加学生からの課題提出の方法が分かりにくいとの記述が多数あっ
た。
⇒改善案：①説明会時のマニュアルに、学生が実際に使用する操作例として課題の提出
方法を加える。②学生から質問が多かった点を Q＆A 方式でまとめ説明会時に配布す
る。
●課題２：manaba の利用は課題の提出に留まり、自主的な活動記録は行われていな
い。また、活動記録公開への抵抗感と義務化への負担を示している。
⇒改善案：①記録を行うことで考え方や感じ方の違い、自分の成長を把握でき、将来的
に役に立つなど効果を説明し記録を促す。②説明会時に活動記録の保管方法や公開範囲
（非公開・対象者のみ公開等）の設定について加える。
今後、利用学生を増加させ、留学ポートフォリオシステムを効果的に実施する方策に
ついて教務部担当者で話し合った。その結果、大人数の留学者がいる学科だけでなく、
少数の認定留学者がいる学科でも利用を拡大させ、モデルケースを探っていくため、教
務部委員会で全学にポートフォリオの効果的な活用の説明と利用推進を促した。また、
留学ポートフォリオの利用に関するチラシを作成し、各学科でチラシを利用することと
した。来年度以降、モデルケースを探ることとする。
今年度、試験運用としての取組計画は、実行できた。

3-2 国際交流センターを中心とした留学サポート環境の整備
【今年度の取組計画】
国際交流センターの拡張
１．学生の交流用スペース
２．留学サポート環境に関わるデータの整備
３．留学アドバイザーの相談スペース
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４．学習アドバイザーのスペース

【今年度の取組現状】
昨年度の終わりに、①留学や語学学習に関するイベントや学生交流のためのスペース
としての「グローバルラウンジ」
、②学生の語学や留学に関するカウンセリングスペー
スとしての「グローバルオフィス（国際交流センター内）」を設置した。
グローバルラウンジを使っての国際交流センター開催の主なイベントは、以下のとお
り。
・ 英文ライティングセミナー

日程：6/5、6/20、7/17、11/13、11/20、12/11）

・ 留学プログラム説明会（前期） 日程：4 月～6 月（16 回）
・ 留学プログラム説明会（後期） 日程：10 月～11 月（12 回）
・ 外国人教員による英語アクティビティ 日程：前期 5/27～7/12、後期 10/14～12/6
・ 外国人留学生と日本人学生の交流会 日程：6/10～7/2（月・火）
・ アドバイザーによる出張カウンセリング 日程：前期毎週水曜日
・ 短期留学生受入プログラムでの利用（歓迎式、修了式セレモニー、講義など）
日程：7/21～8/10
また、グローバルオフィスでのカウンセリングとしては、英語学習アドバイザー、英
文ライティングアドバイザー、留学アドバイザーによる相談スペースを設け、学生は学
生ポータルサイトを利用して相談予約できるシステムを整えた。
そのほか、留学先での学生の安全確保および留学情報の正確な管理を目的に、留学プ
ログラムに関するデータベースと参加学生のデータベースを構築、および危機管理マニ
ュアルの見直しを行った。危機管理マニュアルの見直しについては、来年度完成の見込
みである。
グローバルラウンジでのイベントと国際交流センターからの積極的な情報提供によ
り、学生はこれまで以上に豊富な留学情報に接するとともに、学内の国際交流イベント等
への参加もしやすい環境が整ってきた。一方で、学生にとってグローバルラウンジが必ず
しも利用しやすいスペースになっていないことや、アドバイザーの稼働率も期待してい
た水準に達していない等の問題点も見えてきた。また、実際の留学プログラム（長期短
期）への参加人数は昨年度と比べて横ばいだったこともあり、これらは来年度の取組みの
改善課題となる。

3-3 留学を見据えたカリキュラムデザイン
【今年度の取組計画】
日本語日本文学科・歴史文化学科で以下のとおり取組む。
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１．4 年間で留学可能な時期、および留学を想定した履修モデルの作成。
作成後、6 月のオープンキャンパス時に来場者、また新入生に配布する。
２．留学を意識した科目群の配置の検討。


昨年度に引き続き、既存の他学科科目で留学準備科目・帰国後の補足発展科目に
なり得るものを確認・整理する。



留学先の国の歴史および文化を学ぶ科目の設置を総合教育センターに要請する。



協定校とのかかわりで、
「東洋史概説」、「東南アジア史概説」を予定。



歴史文化学科の専門科目（他学科履修可）として、
「原典講読（ベトナム語）
」を
2014 年度から開設できるか検討する。

３．すべての外国語（上級）を他学科履修可とするように関係学科に要請する。
４．留学を見据えた講演会の実施（H25 年度 1 回予定）
。
５．２学科の留学する学生に対し、留学前学習の実施を検討する。

【今年度の取組現状および評価】
１．4 年間で留学可能な時期、および留学を想定した履修モデルの作成
履修モデルを作成し、オープンキャンパス来場者および 1 年次生に配布した。履修
モデルの作成にあたっては、2 学科の科会で検討し、2 学科で摺り合わせを行った。
オープンキャンパスでの受験生の反応もよく、1 年次生も留学に興味を示し、２年
次から留学を予定する学生も数名出て、効果があった。履修モデルは、他学年の留学
希望者指導にも有効であった。
２．留学を意識した科目群の配置
歴史文化学科の専門科目（他学科履修可）として、
「原典講読（ベトナム語）
」「東
洋史特論」
「東南アジア史概説」の 2014 年度開設を検討した。
「東洋史特論」
「東南アジア史概説」は、アジア圏留学後のアジアの歴史を学ぶ科
目として検討した結果、総合教育センター開設の一般教養科目に「東洋史」を、歴史
文化学科専門科目に「東洋史特論」を開設することとした。
「原典講読（ベトナム語）
」は、既に実施されている「ベトナム考古学調査」
（夏季
海外研修プログラム）の事前学習としてベトナム語の勉強会を実施し参加者数を見た
上で、2015 年度からの開設の是非を検討する。また、春の海外研修参加者の動向と
も合わせて科目開設の必要性を検討する。そのため、2014 年度開設は見送り、2015
年度以降で再検討する。
既存の他学科科目で留学準備科目・帰国後の補足発展科目になり得るものを確認・整
理する取り組みについては、準備科目としては 2013 年度後期から「Study Abroad
Preparation」を原則、受講させることとした。
また、帰国後の補足発展科目としては、国際学科の上級外国語の特別履修が認められ
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ることになったため、それ以外の留学準備科目・帰国後の補足発展科目になり得るもの
の確認・整理は 2014 年度以降の取り組み事項とした。
３．すべての外国語（上級）を他学科履修可とするように関係学科に要請
国際学科で開設している「中国語上級」
「韓国語上級」など外国語の上級の授業を
「特別履修願」提出により、履修できるように依頼し、了承を得た。2014 年度から
「1 学期以上の留学経験者」が帰国後に上級の外国語を履修できるようになる。
４．２学科の留学する学生に対し、留学前学習の実施を検討
現在、英語コミュニケーション学科開設の科目「Study Abroad Preparation」を受
講させることとした。上記１「留学を見据えた履修モデル」にも明記した。また、こ
の科目は全学科の留学前の学生が履修できるように、2014 年度から総合教育センタ
ー開設に移管し、全学科学生が一般教養科目として履修できるようになる
今年度の取組計画は、検討協議のうえ、一部変更はしたが、概ね計画通り実行でき
た。特に、オープンキャンパス来場者および 1 年次生に配布した履修モデルは、留学
への科目の積み重ねや注意点が一目瞭然であり、興味喚起に役立っただけではなく、
指導上も利便性が高かった。

3-4 留学支援を活かした就職支援
【今年度の取組計画】
「多国籍企業、外資系企業で働くためには（本学のメンター制度も活用し、
）講演には
前期 2 回、後期 2 回を予定」
【今年度の取組現状および評価】
1.「OG による留学経験を活かしたキャリア・就活支援懇談会」（日本人学生）
10/26（土）13:30～15:30 に学園本部館の大会議室にて本学卒業生４人を講師として
迎えて実施された。講師は、赤堀彩香氏（日本語日本文学科卒）
、安田育子氏（管理
卒）
、吉元美礼氏（英語コミュニケーション学科卒）
、熊倉由佳氏（現代教養学科卒）で
あった。参加学生は 30 名（大学院 1 名、日本語日本文学科 1 名、英語コミュニケーシ
ョン学科 7 名、歴史文化学科 1 名、国際学科 18 名、初等教育学科 1 名、環境デザイン
学科 1 名）で、講演後の［アンケート評価］3.83（4 段階評価）と好評であった。
［内容］
１）各パネラー自己紹介（一人 2-3 分）：名前、卒業年・学科、現在の仕事
２）留学先・期間・体験談。留学で身につけたスキル（語学、異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力な
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ど）
。
３）どのような就活をしたか。就活に留学体験は活かせたか。
４）どのような仕事をしてきたか。留学で身に着けたことを活かせているか。
５）後輩へのアドバイス
６）本学に対する希望（こうしてほしかった、こういうアドバイスがほしかった等）
７）司会および参加学生からの質疑応答
2.「留学経験を活かしたキャリア・就職活動支援講座」
（日本人学生）
11/6（水）15:00-16:30 にグリーンホールにて講師にフューチャーデザインラボ常務取
締役 窪田英樹氏を迎え、実施された。参加学生は 54 名（日本語日本文学科 1 名、英
語コミュニケーション学科 22 名、歴史文化学科 2 名、国際学科 23 名、現代教養学科 3
名、初等教育学科 1 名、環境デザイン学科 1 名、ビジネスデザイン学科 1 名）で、講演
後の［アンケート評価］は 2.95（4 段階評価）であった。
［内容］
１）成人の英語需要の高まりの背景について
２）企業に広がる英語重視の状況
３）グローバル化における企業の課題
４）社会人基礎力について
５）2014 年度、2015 年度就職活動状況について
日本人学生向けに留学して各界で活躍する OG を講師に迎えて話していただくことで
親しみをもってもらうことを意図した企画であった。当日は講演後も列をつくって質問
をする学生が見られ、好評であった。さらに就活支援のプロの外部講師による「日本人
学生の留学経験を活かした就職支援講座」を開き、留学先・内容が多様であることをふ
まえ、実用的な話を聞く機会ももうけた。
当初の計画では、前期 2 回、後期 2 回の実施予定であったが、OG を講師に招くとい
う企画となり OG の選抜・日程調整などに時間が必要なこと、学生への日程の周知は 1
カ月前では予定を入れている学生が参加しにくいことから後期のみの実施となった。実
際の講演の日程は後期であったが、学生が参加しやすいよう、学生への周知は夏休み前
から行ない、夏休み明けにも再度、周知した。
10 月開催の卒業生を招いての懇談会は学生に好評［講演後のアンケート評価 3.83（4
段階評価）
］であったので、2014 年度も同様の講演を計画している。他方、11 月の就職
活動支援講座は、学生のアンケート評価［2.95（4 段階評価）］を受けて、講師の人選を
工夫したい。
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3-5 国際交流センターを中心とした留学サポート
【今年度の取組計画】
在学生の留学に対する意識改革や長期留学・海外研修の参加促進を目的とした留学ガ
イドブックの作成。

【今年度の取組現状および評価】
＜内容＞
従来のプログラム紹介を目的としたパンフレットや募集要項とは別に、先輩体験談の
紹介を中心とした留学ガイドブックを作成。
＜目的＞
・オープンキャンパスでの留学希望者への説明資料
・在学生向けの留学説明会での説明資料
・入学時のオリエンテーションや新学期のオリエンテーション時の配布資料
・留学アドバイザーおよび国際交流センタースタッフの学生対応時の資料
＜仕様＞
6000 部 A4 8 ページ（両観音）
＜ページ割＞
●留学するために---Page1
長期留学（協定校・自由型・ボストン）の準備から帰国後までの流れを 8 つの手順に
段階分けをして紹介。大学 4 年間の生活に半期以上の留学を盛り込むために必要な心構
えや準備を説明。
●留学のその先---Page2
留学が目的となってしまいがちな学生の視野を留学後のキャリアに向けられるよう、
4 人の先輩卒業生と 1 名の内定者の留学実体験とグローバルな環境での職業経験を紹
介。
●パターン：留学が必修の学科---Page3,4
昭和ボストンまたは協定大学への留学がカリキュラムにあらかじめ組み込まれている
3 学科を想定し、5 人の先輩の留学体験談を写真とコメントで例示。
必修プログラムに加え、海外研修やオプショナルプログラム、学内イベントやボランテ
ィアを通して語学力維持ができることを紹介。
●パターン：留学が希望制の学科---Page5,6
カリキュラムに留学が組み込まれていない学科で海外研修や昭和ボストンへの留学体
験がある先輩 4 人の体験談を写真とコメントで例示。
留学を身近に感じられない学科の学生も、自身の興味や関心に応じたプログラムまたは
語学学習方法があることを紹介。
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●国際交流センターにいってみよう---表 4
国際交流センターの概要、国際交流センターホームページ（CIE サイト）
、Global
Lounge での活動などを紹介。
学生が留学を多様な視点で捉え、大学生活全体の中に位置づけれられるよう工夫を行
った。ガイドブックの納品が年度末になったため、学生の反応は限定的にしか検証でき
ていない。評価については次年度初めの学生配布後に検討したい。

４ 学生の外国語力向上
4-1 英語レベルの測定と強化
【今年度の取組計画】
１．英語学習アドバイザー
個別相談、効果的な e ラーニング使用方法の講習、授業補助、e ラーニングの管理、入
学準備教育 e ラーニングの進捗状況確認および管理など
２．ライティングサポートの導入
英文ライティングのサポート体制の確立・実施）
３．教材の貸出
４．TOEIC IP テストの企画・実施（2 月・4 月・7 月）
５．TOEIC セミナー
①「初めて受ける TOEIC 対策セミナー」4 回（4 月）
②「TOEIC パート別セミナー」
（2 レベルのクラスを毎月 2 回実施）
文法（5 月・10 月）2 レベル×4 回
読解（6 月・11 月）2 レベル×4 回
リスニング（7 月・12 月）2 レベル×4 回
③「TOEIC 集中セミナー」
（8 月・2 月）
６．グローバル人材育成講座の実施（年 2 回）英語のレベルアップに関する講演
７．プレイスメントテスト実施（GTEC）
①人間文化学部 430 名 x 2 回 4 技能テスト
②その他学科 1000 名 x 1 回 2 技能テスト

【今年度の取組現状および評価】
1.学生の自律的学習支援
① 英語学習アドバイザー（水野健氏・アルク英語学習アドバイザー）を国際交流センタ
ー（CIE）に導入した。週 5 日の勤務体制をとり、英語学習の個別カウンセリング、
外国語英語授業内での E ラーニングの指導、海外留学前のグループカウンセリングな
どを行った。
利用件数述べ 212 件
② 英文ライティング・アドバイザー（Warren Ashley 氏）を国際交流センター（CIE）に
導入した。週 3 日のカウンセリング、外国語英語の授業支援を行った。またグローバ
33

ルラウンジでのランチタイムセミナーも実施した。
利用件数述べ 93 件

2.語学学習を支援する活動の企画・運営
①ランチタイム・ミニセミナー実施
講師：英文ライティング・アドバイザーの Ashley Warren 氏
場所：グローバルラウンジ
●第１回「7 Tips for Learning to Write (and Speak) Well」
6 月 05 日（水）12:30～13:00 参加者実績 10 名
6 月 20 日（木）12:30～13:00 参加者実績 12 名
●第 2 回「Getting it Write! Common Mistakes in (your) writing.」
7 月 17 日（水）12:30～13:00 参加者実績 12 名
●第 3 回「How to write a Resume」
12 月 11 日（水）12:30～13:00 参加者実績 8 名
②英文サマリー・ライティング・ワークショップ
11 月 13 日（水）と 20 日（水）に、英文ライティング・アドバイザーの Ashley Warren
氏による卒論・修論執筆学生を対象のワークショップ。主に英語コミュニケーション学
科の 4 年生で卒業論文・卒業制作に取り組んでいる学生を対象に、英文サマリーの書
き方に関するワークショップを実施し、学生が作成した原稿を Ashley 先生に添削して
もらい、訂正の作業をするという活動を行った。ワークショップ参加者は 104 名、添削
受講者は 53 名。
③グローバルラウンジでの英語 Activity「What’s up, World！」
グローバルラウンジを活用した本学のネイティブ教員を指導者とする楽しく英語を使
うためのプログラム。水、土を除く毎日 16:30～17:30 に 10 人以内の小グループで実
施した。
参加者述べ 80 名
④第 1 回ボキャビルコンペ 2013
語彙力増強と E ラーニング利用促進を図る目的で企画、実施した。
10 月 17 日（木）～11 月 7 日（木）
。アルクの e-learning プログラム（PowerWords）を
用いたイベントで、37 名の学生が参加した。11 月 29 日（金）の昼休みに上位 10 名の
表彰式を行った。
⑤TOEIC IP テスト
英語コミュニケーション学科、国際学科、ビジネスデザイン学科の 1 年生（必修）並び
に全学学生対象。
2013 年 5 月 11 日（土）受験者数 474 名
2013 年 7 月 31 日（水）受験者数 694 名
2014 年 1 月 29 日（水）受験者数 740 名
参加者述べ 1,908 名
➅TOEIC セミナー
●初級者向け TOEIC 対策セミナー
2013 年 4 月 23 日（火）
・26 日（金）外国語英語履修学生（日本語日本文学科・歴史文
化学科 1 年生対象）
2013 年 4 月 27 日（土）英語コミュニケーション学科・国際学科 1 年生対象）
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2014 年 1 月 15 日（水）４時限 (日本語日本文学科・歴史文化学科 2 年対象）
参加者述べ 387 名
●TOEIC パート別セミナー
3 つのパートで、レベル別クラスに分けて実施した。
文法：5 月 25 日（土）
・6 月 1 日（土）600 点、800 点 95 名
読解：6 月 15 日（土）
・6 月 22 日（土）600 点、800 点 89 名
リスニング：7 月 6 日（土）
・7 月 13 日（土） 104 名
TOEIC と英語学習：10 月 12 日（土）800 点 25 名 10 月 26 日（土）600 点 68 名
リスニングパート：11 月 16 日（土）800 点 14 名 11 月 30 日（土）600 点 51 名
リーディングパート：12 月 7 日（土）800 点 10 名 12 月 14 日（土）600 点 43 名
参加者述べ 499 名
●TOEIC 集中セミナー
レベル別クラスで 1 日 270 分の集中講座を受講。受講者は TOEIC IP テストを受験し、
目標スコア到達者は TOEIC IP 受験料相当額を奨励金として給付した。
8 月 5 日（月）レベル別クラス 500 点、700 点、900 点
2 月 17 日（月）レベル別クラス 600 点、900 点
TOEIC IP：9 月 25 日（水）3 月 25 日（火）
参加者述べ 83 名
⑦その他
・DVD、ビデオ等の視聴覚教材も含めての英語力向上のための教材の貸出しは、図書館の
協力を得て行われた。更に英語力強化を目的に多読リーダー電子ブック（eBook）58 タ
イトルを図書館に導入。英語コミュニケーション学科の学生は春休みの課題とした。
・One-Day English セミナー（人間文化学部対象）を実施した。2/14(金）10 時～16 時
30 分 申し込みは 20 名、当日参加者 9 名（大雪のため）
グローバル人材育成講座の計画については、同種内容のシンポジウムを 7 月に開催す
ることになったために変更し、1 月に日本語日本文学科・歴史文化学科を主な対象とする
初心者向け TOEIC セミナー、2 月に One-Day English セミナーを実施した。
3.英語レベルの測定
外国語英語のためのプレスメントテスト及び対象学生の経時変化測定のため、下記の
GTEC を実施した
①2013 年 4 月
人間文化学部新入生 4 技能テスト→<変更>2 技能テスト
②2013 年 4 月
その他学科新入生
2 技能テスト
③2013 年 7 月
人間文化学部 1 年生 2 技能テスト
④2014 年 1・2 月 人間文化学部 1 年生 2 技能テスト
参加者述べ 2,141 名
学生の語学強化活動（自立学習支援、学習支援）、英語レベルの測定とも、１年間を通
して計画的に進めることができた。色々な活動を通して、学生に英語学習の方法や機会を
提供できたことは成果と言える。英語学習を総計すると、語学強化活動には延べ 3,405
名、レベル測定には延べ 2,141 名が参加し、目標を設定して自ら語学力を強化する事へ
の意識づけが高まった。来年度以降の学生の継続的な英語学習に繋がっていくことを期
待したい。
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4-2 ４年制英語カリキュラムの編成
【今年度の取組計画】
１．人間文化学部の外国語英語の見直し
２．他学部の外国語英語見直しについて検討
３．留学を想定した外国語英語の履修モデルを作成
４．留学準備語学講座の開設にむけた準備
５．
「入門・初級の再履修クラス」の設置
６．FD による授業改善および授業内容に応じた教員の採用

【今年度の取組現状および評価】
１．人間文化学部の外国語英語の見直し
従来、1 学科内で能力別クラス編成をしていたところ、2013 年度からは、日本語日本
文学科と歴史文化学科の 2 学科を合わせて能力別クラス編成を行った。授業には、elearning を取り入れ、授業外の学習を義務付けた。後期のクラス編成は、前期末に実
施したプレイスメントテストの結果により再編成した。前期終了時に学生に授業改善
アンケートを実施し、要望は後期に調整できた。
２．他学部の外国語英語見直しについて検討
英語能力向上を目的として、2014 年度から他学部でも 1 学科内でのクラス編成から 2
学科合同の編成にすることが決まった。各学科の要望を聞いたうえで、週２回行う授
業の時間割を２学科ずつ調整できた。
また、基礎クラス修了者のさらなる英語力向上を目指し、入門・初級の単位を修得し
た学生が履修する英語の授業内容を整理したので、今後、科目の開設を具体化する。
３．留学を想定した外国語英語の履修モデルを作成
日本語日本文学科と歴史文化学科で、「留学を想定した履修モデル」を作成し、そこ
に外国語英語の履修を組み入れることを話し合った。話し合いが順調に進んでいるの
で、2014 年度に引き続き検討し、完成させる。
４．留学準備語学講座の開設にむけた準備
2014 年度引き続き検討する。
５．
「入門・初級の再履修クラス」の設置
入門・初級の再履修クラスがこれまでなかった。そのため、入門・初級の単位修得者
を対象とした科目に、入門・初級の再履修者が一緒に履修するケースがあり、授業の
進行が難しかった。2014 年度からは、再履修者の多い学科と時間割の調整を行い、
再履修クラスを３～６クラス開設する。対象学生を分け、能力に応じた適切な授業を
行えるので、学生の英語能力向上をはかることができる。
６．FD による授業改善および授業内容に応じた教員の採用
学生による「授業改善アンケート」を参考とし、授業方法を改善した。授業内容に応
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じた教員の採用に関しては、より適した教員が授業担当できるよう、引き続き検討す
る。
今年度の取組計画は、検討協議のうえ、予定通り実行できた。
「人間文化学部の外国語
英語の見直し」は、学内で初の試みだったが、従来よりも実力に応じたクラスで学べるよ
うになった。さらに、学習時間の増加により、学習効果があった。人間文化学部の成果に
より、他学部の理解を得られ、
「他学部の外国語英語の見直し」も実行できた。資格関連
の学科は必修科目が多いため、時間割の調整は、困難であったが、複数回検討を重ね、全
学科で 2 学科ずつ時間割を調整できたことは、想定していた計画以上の結果だった。人
間文化学部と同様に他学部でも、学習時間の増加等学習効果が期待できる。

4-3 Readiness Program と Bridge Program の企画設置
【今年度の取組計画】
１．2014 年度前期からの実施に向けて各プログラムの総点検を行う
・ 英語コミュニケーション学科 BLIP13（新カリキュラムと旧カリキュラムの移
行期）のための特別措置を検討
・ その他のプログラムは 2014 年度前期からの実施に備え、シラバス内容の確認
等を行う。
２．
「昭和ボストンと近郊大学との提携」との連携
・ 提携大学で行う（あるいは提携大学教員が行う）Bridge Program における講義
内容を精査する。
３．
「国際教養関連科目の開設」との連携

・ ボストン留学後の国際教養関連科目履修を勘案し、Bridge Program の内容を精
査する。
【今年度の取組現状および評価】
2014 年前期から実施する「15 週間＋4 週間」という枠組みの Readiness Program と
Bridge Program について、ボストン校教員とメールで検討を重ね、テレビ会議を通して、
またボストン校教員の東京出張時と東京校教員のボストン校出張時に、詳細を確認した。
「昭和ボストンと近郊大学との提携」
「国際教養関連科目の開設」との連携を取りながら、
予定していた取組を実行することができた。
1. 2014 年度前期から実施するプログラムの最終確認を行った。
新カリキュラムと旧カリキュラムの移行期の英語コミュニケーション学科 BLIP13 の
ための特別措置をボストン校と東京校で協議・決定した。
Readiness Program（英語スキルを集中的に伸ばすコア科目群と選択科目群で構成す
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る 15 週間のプログラム）の内容の詳細を確認した。


コア科目では、原則として当該セメスターにボストン校に滞在する全学生を、
プレイスメントテストの結果によってクラス分けする。



選択科目群は上級クラスを設置する。



日本語日本文学科と歴史文化学科からの参加者を増やす方策として、両学科学
生が履修するとそれぞれの専門教育科目となる授業科目を設定した。2014 年
度の春期 15 週間プログラムに両学科の学生が参加する。秋期 15 週間プログラ
ムへの参加も今後奨励していく。



テレビ会議システムを利用した遠隔授業の実施について検討を開始し、ボスト
ン校と東京校にそれぞれ担当者を設置した。

2. 「昭和ボストンと近郊大学との提携」と連携をとることができた。
Bridge Program（所定の基準に達した学生が参加可能な提携大学での集中講義の 4 週
間プログラム）の内容を確認（詳細は 1-1 を参照）
、提携校での集中講義に参加しない学
生が履修するボストン校開講の科目内容の詳細を確認した。
3. 「国際教養関連科目の開設」との連携をとることができた。
Bridge Program で学修した内容が、ボストン留学後の東京校で履修する国際教養関
連科目の内容と連携するように、国際教養関連科目 WG と連携を図った。

4-4 国際教養関連科目の開設
【今年度の取組計画】
１．国際教養関連科目（2015 年度から実施）の準備
・2013 年入学生が 3 年次から履修する、英語で行う一般教養科目などを、20 単位程度
の副専攻として、開設を検討する。
＜開設にあたり検討予定の事項＞
・ 開設する科目は、昭和ボストンの近郊の提携大学で実施、あるいは提携大学教員が実
施する Bridge Program における講義との内容の連携を図る。
・ 国際教養関連科目のテーマ・目標についても、更に検討を進める。
（例えば、
「国際教
養人」ではなく、「国際ビジネス、プレイヤーになれる人」として国際的な活躍がで
き人材を目標設定にしてはどうか。
）
・ 開設する科目には、外国人留学生を受け入れる短期プログラム（サマープログラム等）
も含める。
・ 遠隔授業システムを活用し、科目内容を充実させる。
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【今年度の取組現状および評価】
現在、大学で開設している科目を中心にして、副専攻を立ち上げられないか検討するた
め、
「今年度英語で実施されている科目」を各学科に調査した。その結果、英語コミュニ
ケーション学科、国際学科、ビジネスデザイン学科の専門科目と総合教育センターで開設
されている一般教養科目に、英語で行っているコンテント科目があることを確認した。ま
た、他大学の状況も参考に調査した。
協議を重ねた結果、次のとおり概要が決定した。
合計 10 科目（20 単位）を修得した場合、副専攻として承認し大学発行の修了書を
授与する。
【総合教育センター開設】コア科目 4 科目（8 単位）・・・一般教養科目
科目名は、
「グローバル リベラル・アーツ A～D」
【各学科開設】専門選択科目 6 科目（12 単位）
・・・専門教育科目
上記のコア科目（一般教養科目）4 科目のうち、3 科目は 2014 年度に前倒して開講す
る準備もできた。内容は、ボストン校での Bridge Program における講義との連携を考慮
したものである。それらの科目の履修者の英語力に条件を付け、TOEIC600 点以上とし
た。
一般教養科目の残り 1 科目は、2015 年度に開設するが、ボストン校と遠隔授業システ
ムを使い実施する計画を進めている。なお、副専攻の開設は 2015 年度のため、専門教育
科目の選定は 2014 年度に行う。
「国際教養関連科目」の副専攻名を 2014 年度に検討し、2015 年度開設に向け、今年度
は取組計画に基づき検討と準備を進めることができた。

4-5 入学前の留学経験／語学力を重視した入試の制度化
【今年度の取組計画】
・ 語学力重視の入試制度設計（2012 年度の入試制度を踏まえて再検討）
【今年度の取組現状および評価】
グローバル入試制度を人間文化学部全学科に創設し、2015 年度入試より募集開始する
こととした。
本入試の選考基準として、高い英語運用能力、優れたコミュニケーションスキルに加え
て、論理的思考力、自由な発想、学問への好奇心を問うこととした。
選考方法は、90 分の全学科共通の英語共通テストおよび個別面接に加えて、日本語日
本文学科・歴史文化学科・国際学科においては各学科の専門分野に応じた適性テストの受
験を、英語コミュニケーション学科においては英語能力に関する検定結果書類提出を求
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めた。特に、英語コミュニケーション学科・国際学科については英語による面接を課すこ
ととなっている。
2015 年度入試以降、本入試を通して本学のグローバルプログラムで学ぶ強い意欲を持
った学生の確保に努める。

５ 外国人留学生支援
5-1 外国人留学生学習支援
【今年度の取組計画】
１．留学生のための日本語カリキュラム見直し
２．日本語チューターの設置
３．日本人学生との交流促進のための取組

【今年度の取組現状および評価】
１．前期に他大学の留学生教育に関する情報収集をウェブ情報を中心に後期に WG メン
バーに変更が生じたため、日本語カリキュラムを見直す作業はできなかった。科目
履修生のための履修指導マニュアルは作成したが、マニュアルだけでは学生の自立
した履修計画、登録は難しく、個別指導が必要であることを認識した。留学生のた
めの学生生活に関するマニュアル整備は、事務体制 WG で実施した。試用版を
2014 年度新学期の留学生ガイダンスで用い、有効性を検証する予定である。
２．前期、後期ともチューターの設置を行い、活動に参加した学生およびボランティア
チューターからは高い評価を得た。参加留学生数：前期 8 名、後期 11 名。ボラン
ティアチューターは、アークアカデミー日本語教師養成講座受講生に依頼した。全
員社会人女性で、学生とは異なった立場から留学生の日本語支援、生活支援を行っ
てくださった。この他に、後期は日本語学習歴の短い交換学生を迎えたため、正規
カリキュラム外の活動ではあるが、日本語補習授業を実施した。これには本学日本
語日本文学科日本語教師養成コース履修学生 4 名が参加し、10 月～１月の間、非漢
字圏出身の学習者のための漢字指導を中心に活動を行った。当該留学生には漢字習
得に関して一定の成果が見られた。またかかわった日本人学生も、卒業論文のテー
マに「漢字学習」を選ぶなど、実質的な学びの機会となった。
３．前期 6 月 10 日から 7 月 2 日の間、月曜日と火曜日の昼休みに本学グローバルラウ
ンジを利用して留学生と日本人のランチ交流会を実施した。各回とも 15～20 名程
度の留学生と日本人学生が集まり、自由な交流を行った。学生の主体性を重視した
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ため教員は介入しなかったが、リーダーとなる学生の育成まではできなかった。留
学生、日本人学生とも交流に対する一定のニーズがあることは確認できた。

5-2 多言語での大学情報発信
【今年度の取組計画】
以下を国際交流センターと連携して行う。
１．本学に通う留学生に対して聞き取り調査を実施。
２．留学目的・本学を選択した理由などを聴取し、留学生に対する広報活動へとフィー
ドバックする。

【今年度の取組現状および評価】
9 名の外国人留学生（韓国 6 名、中国 3 名）に対して聞き取り調査を実施した。
母国における高校卒業後から本学入学に至るまでの経歴」
「来日後大学入試を受験する
までの準備期間」
「日本留学および本学受験のきっかけ」
「大学入試時の併願大学」
「本学
での学習上の問題点や要望」「アルバイト状況」「卒業後の進路希望」などを聴取した。
様々なケースが存在したが、来日後 1 年半から 2 年程度日本語学校で学び、日本語学校
の進路指導を受けて、本学進学を希望するケースが典型例であり、日本語学校との連携強
化が留学生確保のための有効な施策であることが確認された。
調査で入手した情報は、アドミッション企画会議などにて、本プロジェクト遂行のため
に活用することができ、有効であった。2014 年度も継続して、聞き取り調査を実施し、
留学生のおかれた現状の把握に努め、多言語での大学情報発信をより充実したものとす
る。

5-3 外国人留学生入試の改善
【今年度の取組計画】
以下を国際交流センターと連携して行う。
１．日本語学校の現状に関する調査
２．日本語学校に対する推薦入学枠の検討

【今年度の取組現状および評価】
国際交流センターと連携しながら、外国人留学生日本語学校指定校推薦制度を創設し
た。
日本語学校 4 校を指定校とし、2014 年度から募集を開始した。
2014 年度入試の志願者はいなかったため、国際交流センターおよびアドミッションセ
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ンターの担当職員が指定校に対してヒアリング調査を実施した上で、出願条件において
許容される欠席時数をより明確な表記へと変更し、推薦における成績等基準に微修正を
加えた。
2015 年度以降、指定校との連携を強化して入試制度の周知につとめ、志願者の確保を
目指す。

5-4 外国人留学生の就職支援
【今年度の取組計画】
「留学生の本格的な就職支援、および日本人学生の留学経験を就職につなげるためのサ
ポート体制の強化、ならびに上記グローバル講演・講座担当を新規雇用しキャリア支援
センターに配置する。
」

【今年度の取組現状および評価】
1.「留学生 OG・メンターによる日本での就活支援懇談会」（外国人留学生）
10/26（土）13:30-15:30 に学園本部館の中会議室にて本学卒業生と社会人メンター3
人を講師として迎えて実施された。講師は、黄静娟氏（メンター）、金恩永氏（日本語
日本文学科卒）
、李貞賢氏（日本語日本文学科 4 年）であった。参加学生は 8 名（大学
院 1 名、日本語日本文学科 3 名、国際学科 2 名、ビジネスデザイン学科 1 名、福祉社会
学科 1 名）で、講演後の［アンケート評価］3.66（4 段階評価）と好評であった。
［内容］
① パネラー各自が自己紹介（一人 2-3 分）：名前、卒業年・学科、現在の仕事
② なぜ日本で就職しようと思ったか。就活の苦労話。実際働いてどうか（各 7-8
分）
③ 後輩へのアドバイス（各 3 分）
④ 上記を聞いて司会がさらに聞きたい点をパネラーに質問
2.「留学生が日本で就職活動をするための支援講座」（外国人留学生）
11/6（水）15:00-16:30 に大学一号館 2S34 教室にて講師に東京外国人留学生雇用サー
ビスセンターのジョブサポーター西尾奈保子氏を迎え、実施された。参加学生は 8 名
（大学院 1 名、日本語日本文学科 3 名、英語コミュニケーション学科 1 名、福祉社会学
科 2 名、ビジネスデザイン学科 1 名）で、講演後の［アンケート評価］は 3.71（4 段階
評価）と好評であった。
［内容］
① 外国人留学生が日本で就職するための手続き
② 日本における雇用状況
③ 日本での採用（面接）について
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本学の外国人留学生向けに、日本で就職して活躍する留学生 OG と日本で就職した元
留学生の社会人メンターを講師に迎えて話していただくことで、親しみをもってもらう
ことを意図した企画であった。当日は、母国語別にグループに分かれ、話しやすいよう
にし、好評であった。さらに就活支援のプロの外部講師による「外国人留学生が日本で
就職活動をするための支援講座」を開き、実用的な話を聞く機会ももうけた。
講演の日程は後期であったが、学生が参加しやすいよう、学生への周知は夏休み前か
ら行ない、夏休み明けにも再度、周知した。
学生に好評であったので、2014 年度も同様の講演を計画している。

5-5 外国人留学生の安全･健康管理／外国人留学生の寮の検討
【今年度の取組計画】
外国人留学生の安全･健康管理
1.留学生の健康診断の徹底
2.他大学の留学生に関わる問題点を把握し、留学生の実情を知る
3.問題点を対処するため勉強会を開催
4.留学生専用カウンセラーの設置
外国人留学生の寮の検討
2014 年度完成の学生会館に留学生が入居するにあたり、留学生と日本人学生のルー
ムシェアに際し、起こりうる問題点について他大学の状況を調査する。

【今年度の取組現状および評価】
外国人留学生の安全･健康管理
1. 留学生の健康診断の徹底
留学期間が１年に満たない科目等履修生についても、健康診断を実施した。
健康診断を実施したことにより、感染症に罹患している留学生を早期に発見する
ことができ、非常に有効であった。
2. 他大学の留学生に関わる問題点を把握し、留学生の実情を知る
４大学の学生寮を見学するとともに運用方法や問題点などについて情報を収集し
た。詳細は、<外国人留学生の寮の検討>の項に記載。
3. 問題点に対処するため勉強会を開催
12/4(水)「在日留学生危機管理セミナー」を開催し、約 40 名の教職員が参加した。
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・国による保険･医療費の違い
・身体的な病気よりも、異なる文化になじめないことによる心の病が危険
・大学としての危機管理体制について
・外国人留学生のアルバイトに関わる問題点について
上記のような内容について、具体的な事例を挙げた理解しやすい内容の講演が
行われ、活発な質疑応答もあり、今後の留学生対応に非常に役立つセミナーで
あった。
4.留学生カウンセラーの設置
韓国語と英語で対応可能なカウンセラーを配置し、留学生が気軽に母語で相談室
ができる体制を整えた。6 月 25 日(火)から月１回 10:00～14:00 の４時間の予定で
開始。
当初は、開室日であれば予約なしでも対応可能としていたが、相談に訪れる留学生
がいなかったことから、９月から事前申込制として前日までに予約があった場合のみ
開室とした。
相談に訪れた留学生は、日本語ではうまく伝えられない気持ちを、母語で相談でき
たことに一定の満足感はあったようだか、相談者が非常に少ないことから、来年度は
配置せず、様子をみることにしたい。
利用状況
12/10(火) ２名の留学生が事前予約をし、相談室来訪。
各々約１時間のカウンセリングを行った。
1/28(火)

12 月に面談を行った学生が予約をしていたが、結局２名とも
キャンセルした。

『外国人留学生の寮の検討』
留学生を学生寮で受け入れている他大学を訪問し、寮内を見学させていただく
とともに、運用方法や問題点などについての情報を収集した。
４大学の施設を見学した。他大学の実情を把握できて効果的であった。留学生専用寮に
留学生と交流をしたいという意欲のある日本人学生を入居させる方が本学の目的にあっ
ているようだ。また、各大学とも留学生に関して大きなトラブルやクレームが発生して
いないようなので安心した。施設を１棟丸ごと借り受ける方法や、施設管理を委託して
いる大学があることが分かり、知見が広まった。
2014 年度も引き続き他大学の施設見学を行い、施設および運用方法についての情報収
集に当りたい。
●A 大学(女子大)
構内にある学生寮を見学。寮母(専任職員ではなく、派遣)に話を伺った。
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居室は個室で、キッチン・洗濯室・ラウンジ等共用部分があり、そこが交流の
場となっている。
特に留学生に関するトラブルや保護者からのクレームはないとのことであっ
た。
●B 大学(共学)
キャンパス外にある国際交流施設を見学。
UR が所有していた団地を落札した企業から借り受けて使用している。
３ＤＫまたは２Ｋを改修して個室を作りカードキーで管理。
トイレ・キッチン・ダイニングルームは共有。各部屋に浴室はなく、１階に共
同で使用するシャワーブースがある。
家電(炊飯器･冷蔵庫･電子レンジ等)は管理会社からレンタルしている。
管理は、職員ではなく管理人が行っているが、特に問題となるトラブルは起き
ていない。
●C 大学(女子大)
運営の面で類似し、本学学生寮と起きているトラブルも重なるものであった。
留学生に限らず、音の問題・他室訪問・集団生活ができない等、寮一般でも起こ
る問題が指摘された。
文化摩擦についても、楽しめる学生もいれば、つらいと感じる学生もいてこれ
についても、同様であった。
●D 大学(共学)
キャンパス外にあるインターナショナルハウスを見学。管理会社の社員が寮母
として常駐しており、雰囲気も本学の学生寮と似ていた。
寮内の規律が順守されているのは、寮母によるところが大きいように感じた。
学生は、共同キッチンで自炊しているため、寮生同士が顔を合わせる機会も多
く、日本人学生と外国人留学生のコミュニケーションが自然と成り立っている
ようである。

６ 教員のグローバル教育力向上
6-1 教員研修
【今年度の取組計画】
1．グローバル教育力向上のためのシリーズ（連続）講座の開講
・ 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、留学生を交え
た授業等に対応するグローバル教育力向上のための講座を 2013~14 年度にかけてシ
リーズ化で開講。
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・ 2013 年度は、6 月・8 月・2 月の 3 回実施を検討。
・ 国内外から講師を招き講演、講演後は講師を囲んでサロン形式での意見交換。
・ パネリストを招くなどシンポジウム形式で実施することも検討。
2．授業改善アンケートの質問項目の検討
・ 従来の授業改善アンケートにグローバル教育に関する項目を加えるなど質問項目の
見直しを検討。2013 年度後期または 2014 年度前期から、新たな質問項目を加えた
アンケートを実施。
・ 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の日英表記の準備を進め
る。
（可能であれば試験的に実施。）
3．ボストン昭和と東京昭和における FD 活動の検討
・ 2013 年度は、今まで実施してきた各校の活動を踏まえ、ボストン校と東京校で共通
で実施できる活動を検討、実施。
4．国内外大学の視察
・ 2012 年度に引き続き、国内のグローバル化が進んでいる大学を訪問し情報収集と意
見交換を実施。
・ ボストン近郊の大学やその他海外の大学を訪問し情報収集と意見交換を実施。
・ 本学におけるグローバル教育に関する FD 活動を検討。
5．英語による授業実施に向けた能力向上に関する取組の検討
・ 英語による授業を実施するにあたり教員の語学力向上に向けた取組について検討。
・ サバティカル制度や長期休暇を利用した海外短期プログラムへの参加に向けて、プ
ログラムの紹介や意識づけを行う。

【今年度の取組現状および評価】
１．グローバル教育力向上のためのシリーズ（連続）講座の開講
以下 4 点に焦点を当てて FD 講演会および FD サロンを開催した。
①主体的な学習(アクティブラーニング）の充実
②IT 活用の推進
③多文化間コミュニケーション能力の育成（留学生を活用した授業）
④英語による授業の推進
［FD 講演会］
①「TV 会議システム活用の現状」(日時：6 月 19 日)
講師：パナソニックシステムネットワークス（株）

萩原 恭太郎 氏

FD 講演会後のアンケートでは、半数以上の参加者が有意義だったと回答し、大学
以外の場所からの授業、他大学とのゼミとの交流、時差の少ない国々との双方向の
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授業などの可能性があることがわかった。
②アクティブ“ティーチング”の勧め
―授業・ゼミ等で「就業力」を高める試み―(日時：7 月 31 日)
講師：ユニコンラボ代表、元早稲田大学副総長 水間英光氏
参加者の 70％弱が有意義な講演だったと回答、大学に求められている機能が多様
化し続け、それに対応する教育の必要性を認識した。アクティブラーニングに対
する具体的示唆がほしかったという意見が寄せられた。
③英語を母国語としない教員による英語での授業実施の実際(日時：2 月 13 日)
講師：創価大学教授 勘坂純市氏
参加者全員が講演に満足した、有意義だったと回答した。留学生と日本人学生混合
のグループ編成によるアクティブラーニングの具体例、体験談の紹介から授業準備
の大切さ、英語による授業における工夫点や主体的なディスカッションの工夫など
多くのヒントを得、英語のみでなく、日本語での授業にも大きな示唆を与えた講演
であった。
［FD サロン］
「TV 会議システムの利用促進を目指して」(日時：7 月 10 日)
内容：本学 CALL 教室に導入されたシステムについて、東和エンジニアリング・
マネージャー岩名竜一郎氏の説明により、CALL 教室、本部館大会議室、東和エ
ンジニアリング・ショールームの３拠点を結んで実演を見学したのち、先日の講
演を踏まえて何ができるかをグループに分かれて討議した。サロン終了後、希望
者を対象として CALL 教室見学が行われ、機器についての質疑応答がなされた。
技術的な可能性と、そのために要する費用的制約のある現実との差を感じる部分
もあったが、システムを具体的に知る良い機会となった。
2．授業改善アンケートの質問項目の検討
2013 年度前期の授業改善アンケートにおいて、クローバル関連の質問設問を加えられ
る学科に試験的に項目追加を実施してもらった。その実施内容および結果をもとに、全学
共通のグローバル関連質問項目追加について FD 推進委員会内で検討した結果、グローバ
ル関連の質問項目はグローバル的視点のある授業にのみ適用できることが分かり、実施
方法上の問題もあることから、現段階で全学科共通の質問項目を設定することは難しい
との結論に至った。また、授業改善アンケートおよび改善報告書については、2015 年度
の改定に向けて検討を進めている段階であり、改善報告書を日英表記することについて
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も検討した。その結果、より学生の意識づけに効果が望める授業改善アンケートのみ設問
項目の日英表記を実施することにした。
3．ボストン昭和と東京昭和における FD 活動の検討
次年度予定している共同 FD 実施に向け、ボストン昭和の FD 担当教員と話し合いを
重ね、以下のとおり実施計画を策定した。
目的：1．昭和ボストンでのサマーセッションの授業を視察し、授業運営に関する両校
教員の相互理解を深める。
2．昭和ボストンのサマーセッションの授業に参加し、学生の視点から見たより
効果的な授業運営を協議する。
日時：2014 年 9 月 2 日(火)～9 日（火）
（予定）
内容：①ボストンキャンパスの視察
②ワークショップへの参加
③フィールドトリップへの参加
④自主研修
4．国内外大学の視察
以下 2 校を訪問し、グローバル人材育成にかかわる FD 活動の取組み、特にアクティ
ブラーニング、留学生を活用した多文化間コミュニケーションに関する視察と情報交換
を行った。
2013 年 8 月 28 日～9 月 1 日 ハノイ国家大学
2013 年 9 月 26 日 京都大学高等教育研究開発推進センター
本学における大学全体のグローバル化に向け、英語の授業に対応できる学生の育成を
行う点で大いに示唆を受けた。また、次年度以降、ハノイ国家大学から講師を招聘し、
英語を母国語としない大学における英語による授業運営についての講演会を行うことを
計画しており、今後の FD 活動に繋げることができた。
5．英語による授業実施に向けた能力向上に関する取組の検討
英語による授業実施に向け、以下のとおり教員対象の研修を検討・企画した。
研修は、英語で授業をするために必要な知識とスキルを学ぶことを目的としたコース
（Introductory）と、英語の授業運営の効果を上げることを目的としたコース
（Advanced）の 2 コースを設け、2014 年度夏季休暇中に実施する予定である。対象教員
は、英語での授業をブラッシュアップしたい教員、今後英語で授業を実施したい教員で
あり、取組計画通りに来年度に向けての準備が整った。
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6-2 外国人教員の増員
【今年度の取組計画】
各学科の要望を聞きながら、専任教員を採用する場合、外国人教員あるいは外国の大
学の学位を取得した人をなるべく採用できる方向で調整する。
プログラムコーディネーター、外国語英語担当など、本事業を主体的に担当する専任
教員の雇用をすすめる。

【今年度の取組現状および評価】
2014 年度採用の専任教員については、分野によっては「英語で授業ができること」
を条件として公募することで、外国人や外国での学位取得者からの応募を期待した。ま
た、英語コミュニケーション学科の専任教員については「英語のネイティブスピーカ
ー」
「アメリカでの学位取得」という条件で公募する科目も加えた。
外国語英語のコーディネーター、本事業を担当する専任教員については、以下のよう
な条件で公募を実施し、採用することができた。
１．TOEFL/TESOL、英語学、応用言語学、または関連分野の博士号の学位を有する方
ないしそれと同等の経歴を有する方が望ましい
（できれば海外で取得した学位が望ましい）
２．充分な日本語および英語の運用能力を有する方
３．大学での 3 年以上の英語教育の経験を有する方
４．英語で授業ができる方
５．外国語としての英語科目のコーディネーターの経験を有する方が望ましい
６．本学・学部の教育方針を理解し、運営に協力いただける方

「英語で授業ができること」を条件につけた結果、外国での学位取得者からの応募が
増えた。
外国語英語のコーディネーター、本事業を担当する専任教員を採用することができた
ので、来年度以降、本学のグローバル化推進に大きく貢献することが期待される。

6-3 協定校との教員派遣／受入
【今年度の取組計画】
協定校との教員派遣／受入について、関係方面と調整しながら実現を目指す。
【今年度の取組現状および評価】
海外からの教員受け入れを促進するため、「外国人研究者等受け入れ規程」を新たに
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制定した。また、教員派遣については既存の長期出張者の取扱規程を活用する方向で検
討を進めている。
協定校からの教員派遣・受入れについて、今年度は実現できなかったが、教員受入の
試行として、2014 年 2 月 12 日~2 月 18 日の日程でバルセロナ大学美術史学科教授テレ
サ・サラ・ガルシア氏と助手でありバルセロナ世界文化博物館準備室コーディネーター
のリカルド・ブル・トゥルイ氏を招聘し、①英語による学生向けワークショップ、②講
演会形式による研究成果発表とコメントの 2 つのイベントを軸に、教員交流を図った。
1.ワークショップ
人間文化学部所属学生の関心が高い、海外の文化・芸術をコンテンツとしたことで、
従来の語学中心のイベントに参加する学生とは異なる、新たな層の学生の参加を促すこ
とができた。カタルーニャ語およびスペイン語を母語とする講師と日本語を母語とする
学生が、英語を共通の言語として、意欲的にワークショップに取り組む様は参観した教
職員にも好評を得た。
2.講演会
日本とスペインの大学間の相互交流を目的とした講演会は、最初がカタルーニャのジ
ャポニスムをテーマとして、芸術文化における日西の交流の影響を易しくかつ視覚的に
説くもので、専門分野の異なる教員のみならず、学生の知的興味・関心を十分に刺激す
るものであった。続いて、日本では限定的にしか紹介されてこなかった 19 世紀後半か
ら 20 世紀初頭のカタルーニャの芸術運動モデルニスモについて総合的に講じられた。
それぞれの講演に対し、本学の日本美術史と建築史の担当教員が研究者の立場から学術
的なコメントをつけて、質疑応答が行われた。
当日は何十年に 1 度の大雪・交通手段の乱れにより、開催そのものが危ぶまれるもの
であったが、講演者・教員の協力のもと、開始時間を 1 時間遅らせて実施することがで
きた。教員 8 名・学生 15 名・他大学等の一般から 35 名の参加があり、講評を含め闊達
な意見が交わされた。
なお、この講演会は、在日スペイン大使館の後援を受け、日本スペイン交流 400 周年
記念事業として開催された。また、日本ジャポニスム学会とスペイン・ラテンアメリカ
美術史研究会からの後援を得ることができ、学部の研究者にも開かれた学術的交流の場
ともなった。
今回は教員交流の初回として全てが手探りであったが、スペイン語圏で最も伝統ある
主要大学のひとつであるバルセロナ大学との交流に一歩踏み出すことができ、大きな成
果が得られた。
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ワークショップの様子

７ 職員のグローバル教育力向上
7-1 職員研修
【今年度の取組計画】
ボストンでの視察研修（職員：５名）

【今年度の取組現状および評価】
●日程：2013 年 9 月 8 日(日)～2013 年 9 月 15 日(日)
●参加者：５名（メンバー：教育支援センター３名（管理職１名、教務担当１名、学生
担当１名）
、アドミッションセンター１名、大学事務局研究支援担当１名）
●研修目的
1. 昭和ボストンの状況の把握及び昭和ボストンスタッフとの情報交換
2. 近郊大学を視察し、それぞれの課題について情報を得る。
3. 昭和ボストンに滞在する学生が、見学(訪問)する主要な場所を訪れ学生目線で
物事を考えてみる。
●研修の具体的内容
Ⅰ.昭和ボストンでの研修内容
１．昭和ボストン・プロボー学長からの講義
・昭和ボストンの組織と人員構成と各担業務について。
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・Workshop “Introduction to American University”
２．各セクションとの情報交換
（１）Student Service Department
業務内容：オープニング,クロージングセレモニーの運営
入国ビザに関する書類の準備
RA（ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ・ｱｼｽﾀﾝﾄ）の指導
・学生が安全に過ごすためにはどうしたらいいかを常に考えている。
・外出、帰寮、点呼を行い、きちんと管理している。
・個人留学との違い：キャンパス内に職員の住居があり、有事の際に即時
対応が可能で安全であること、日本人の特性に合わせたサポートが可能
であること。
（２）Academic Department
・授業担当教員の成績評価の記載方法や出席簿･採点簿の管理について確
認
・成績評価の流れについて確認
・今後の成績送付についてのスケジュール確認。
・教員の採用については、ディレクターに一任されている。
採用に際しては、学歴・修士号の有無の確認。面接をして、人物を見
る。
３．学生対象サマーセッションプログラムへの参加
（１）授業見学
（２）Field Trip への同行
（３）Graduation Ceremony への出席
Ⅱ大学視察
１．視察先大学
・エマニュエルカレッジ(フェンウェイ地区の本学協定大学)
・ウェルズリーカレッジ（東部私立名門女子大セブン・シスターズの１つ）
・スミスカレッジ（東部私立名門女子大セブン・シスターズの１つ）
２．視察目的
以下の項目について実際に視察先のスタッフに確認を行った。
・奨学金等の学生に対する経済的支援制度
・入試制度
・さまざまな学生支援（障害を持つ学生、留学生）
・キャリア支援
・教員研究費 等
●『研修報告書』の作成
研修報告会：2014 年 1 月 8 日に実施された「新春職員の集い」において、全職員およ
び理事会メンバーに対して研修報告を行い、研修内容の学内共有を図っ
た。
本学の教育カリキュラムを支える中心的役割を担う教育支援センター、教員の研究を
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支える研究支援担当そして入試を担うアドミッションセンターから選出した職員は、各
種資料だけでは決して得ることができない生きた情報を目の当たりし、大いに刺激を受
けて帰国した。米国大学事情を日本の大学である本学に即座に落とし込みをすることは
難しい点もあるが、ユーザー（学生）フレンドリーな米国大学の体制は大いに見習うべき
点が多いことを肌で感じられた点は大いに評価できる点である。
ただ参考にするだけでなく、今後の本学のあり方を検討するうえでそのエッセンスを
取り込むことを今後の検討課題としたい。

7-2 事務職員の TOEIC スコア向上
【今年度の取組計画】
1．職員に対する追加 TOEIC テストの実施
●対象者：TOEIC スコア 800 点未満の全常勤職員
●実施時期：2013 年 8 月
2．職員の英語研修案
外部研修受講による英語力強化。
→とくに大学職員としての業務に役立つ語彙、表現を中心にカスタマイズする。
【今年度の取組現状および評価】
1．職員に対する追加ＴＯＥＩＣテストの実施
●実施日程：2013 年８月６日～８日
●受験人数：１６１名（除外：スコア８００点以上者、２年以内の定年等退職予定者）
●実施結果：

（１）平均点等
区

分

スコア・人数等
375 点
（昨年度 370 点）

今回の受験者のみ
平

均 点

成績向上者

スコア８００点以上の
受験免除対象者を含めた場合

89 名（うち１００点以上向上した者：11 名）
スコア 800 点以上

スコア別人数

389 点

スコア 600 点以上

8 名（うち今回受験者：2 名）
22 名（うち 650 点以上：10
名）

（２）本学職員の平均的な英語力
平均点から想定される本学職員の英語力は、TOEIC の基準に照らした場合
「通常会話で最低のコミュニケーションができる」レベルとなる。相手からゆ
っくり話してもらうか、繰り返しや言い換えをしてもらえば、簡単な会話は理
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解でき、身近な話題であれば応答も可能、また、語彙・文法・構文ともに不十
分なところは多くても、相手が Non-Native に特別な配慮をしてくれる場合に
は意思疎通を図ることができる状態である。
成績向上者が１６１名中８９名となった点を鑑みると、職員一人ひとりが学園全体の
グローバル化を意識し始め、業務が多忙であるもかかわらず、何らかの形で学習を行った
職員が増加傾向にあることが伺える。全員がサービスを英語で提供するには厳しい状況
ではあることは否めないが、本学職員が有する「ホスピタリティ」精神を併せて活かすこ
とにより、日本語が不得手である留学生や教員に対しても業務を遂行できる職員が微増
していると推測できる。英語力の向上を測る物差しである「ＴＯＥＩＣテスト」ではある
が、職員が日常生活の中で本学が目指すグローバル化を意識しながら学習継続するため
の、ひとつのモチベーションとなり得ているテストの実施意義は高いと判断し、次年度以
降も継続して行う予定である。
２．職員の英語研修
今年度は以下の通り英語研修を行った。
（１）学生対象：ＴＯＥＩＣ集中セミナーへの参加
●実施日程：2013 年１０月１２日～１２月１４日
●参加人数：延べ３６名
ＴＯＥＩＣの学習方法を通じて、英語学習の効果的な学習方法を学ぶことができた。学
生対象のＴＯＥＩＣ集中セミナーのため、職員も学生とともに机を並べ、お互いに切磋琢
磨することにより、現在の学生の英語や世界に羽ばたこうとする興味関心そして熱心さ
を職員として実感することができた。また、社会人の学習に対する意欲や真剣さが学生に
も伝わり、結果としてそれが学生への刺激となり、
「生涯学習」することの大切さを実感
してもらうことができ、当初は予想していなかった副産物であった。
（２）ＴＯＥＩＣ６００点以上取得者対象の外部の英語力強化講座への参加
●実施日程：2013 年８月～2014 年４月
●参加人数：計７名（ＴＯＥＩＣスコア６００点～８００点未満者）
業務で英語を使いこなすにはあと一歩、といったレベルである職員の英語力を伸ばす
ため、外部研修機関を使って語学力のアップを図っている。この７名のレベルアップの確
認は 2014 年度８月実施予定である、本学実施のＴＯＥＩＣ ＩＰテストの結果を待たな
ければならないが、参加者一人ひとりが高いモチベーションを持ち、日々の業務で多忙な
中であっても、コマ切れの時間を利用し、学習に取り組み、大学職員としての次の段階に
進もうとする意欲的な姿勢は評価ができる。特に、大学のアドミニストレータとしてよく
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あるシチュエーションを使った語学学習においては、それぞれが会話の素材を提供する
など、積極的に参加している。

８ 大学の国際化
8-1 シラバス・授業概要の英語化
【今年度の取組計画】
１．新規追加英語化対象科目(専門科目)について各学科へ検討依頼
２．2014 年度対象科目のシラバスの翻訳を外部発注
３．学内確認
４．公開
５．2015 年度シラバスを作成

【今年度の取組現状および評価】
11 月教務部委員会で協議し、当初人間文化学部の科目を想定していたが、留学生の履
修実績等を参考に、英語化するシラバスの基本方針を決定した。今年度は一般教養科目
と日本語教育科目を対象とした。 2014 年度には、外国人留学生が履修可能で、学科の
特色が出る科目 3～5 科目を対象とする。
●対象科目
基本方針：外国人留学生（正規生、科目等履修生）の増加を目的とし、入学前、出願
の検討時に、本学にどのような科目があるか参考となるラインナップを目指す。
＜2013 年度＞
① 日本語教育科目（日本語日本文学科開設）
② 一般教養科目（総合教育センター開設）
外国人留学生の履修実績を参考に、本学としてアピールしたい科目とする。本学な
らではの科目、女子大ならではの科目、日本ならではの科目などの視点でピックアップ
する。
●英語化する項目
・授業概要 ・授業到達目標及びテーマ ・キーワード
△代表科目名（英文 HP にあるものをベースに学内で作成）
△評価基準と評価の方法（代表的な記述タイプを定型とし、学内で行う）
●英語化の方法(手順)
準備：科目ピックアップおよび原文（和文）の確認または修正
① 英訳：外部発注
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② 英訳結果の内容確認：科目担当者および開設学科
③ 英文校正（文法チェック）
：学内でネイティブチェック
④ HP への掲載：国際交流センター
取組計画は、一部変更し、時期も変更したが、基本方針を協議し決定できた。今年度
中に、英語化したシラバスを公開し取組の今年度の目的は実行出来た。

8-2 各種規程、学内文書の英語化
【今年度の取組計画】
1．学生（科目等履修生）対象
日本語・英語の留学生用手引きの作成→留学生ハンドブック
2．教員対象
服務規程、給与規程、中期計画等の翻訳→新任者ガイドブック
3．その他
各種学内案内の設置
【今年度の取組現状および評価】
1.

正規留学生、交換留学生など留学生の種別を類型化して、ハンドブックに掲載する
内容を検討した。現在、本学学生が使用している「学生便覧」「学生マニュアル」
などを留学生用に要約・補完して使用するサブツールとして作成した。掲載した日
本語の文章には、ひらがなのルビをふり、留学生も読めるようにした。
このハンドブックの作成により、今まで留学生に説明するため、複数の資料を用い
ていたが、それらを集約したツールを整えることができた。
2013 年度は日本語版として完成した。学内施設と主な対応窓口、履修登録、単位
や成績など教育課程に関することから、日本での生活の要点まで一冊にまとめたた
め、大変わかりやすいと好評を得た。以降、更に留学生の使いやすさなどを確認の
うえ、対訳英語版を作成し、2014 年度後期には日英併記のハンドブック公開を進
めていく。

2.

年度当初の全ての規程を英訳する計画を見直し、建学の精神や労務に関する主要規
程を選りすぐって英訳した。これをベースに、教員にとって日頃の教育研究や学生指
導に必要な情報を付加した日本語版・英語版のハンドブックを作成し、外国人教員を
含む来年度新任者に配布のうえ研修を行った。
また、授業運営のルールを詳細に取り決めた文書も英訳して同様に新任外国人教員
に配布し、外国人教員との教育方針における一層の共通理解を図った。
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こうした取組により、外国人教員にいち早く理解を求めたい重要な情報を効率よく
伝達できた点については一定の成果が上がった。
次年度以降は先述の教員ガイドブックの日本語版・英語版を合本のうえ内容を充実
させる予定である。そのほかにも段階的に英語に翻訳された情報を増やしていき、日
本人教員・外国人教員がよりスムーズに意思疎通を図ることのできる環境を整えて
いく。
主要な大学校舎への日・英語併記のフロア案内板設置に着手するとともに英語版キャ
ンパスマップを作成し WEB での提供を開始した。
最低限の場所の情報提供ができたことにより外国人が迷わず目的地に到達できるよう
になったほか、日本人が外国人をスムーズに案内できるようになるなど、併せてコミュニ
ケーションを円滑にする下地ができたと評価している。
次年度以降も英語による標示を増やしていき、来日間もない留学生や外国人教員であ
っても安心して教育研究に取り組むことのできるキャンパスを目指し、順次整備を進め
ていく。

8-3 WEB サイト・印刷物による広報
【今年度の取組計画】
１．国際交流センターサイトのコンテンツ充実と情報更新
２．国際交流センターサイトの多言語化と受入プログラム情報の発信
３．昭和女子大学ホームページの多言語化と充実化
【今年度の取組現状および評価】
１．国際交流センターサイトのコンテンツ充実と情報更新
＜内容＞
2012 年度に開設した「国際交流センター（CIE サイト）」の更なる充実化とリアルタイ
ムの情報配信を目指すべく、以下のコンテンツの改良を行った。
１）
「CIE TOPICS」の開設
本事業の取り組みの一環で定期的に開催される TOEIC セミナーや IP テスト、さらに外
国人教員による英会話アクティビティの告知ができるよう「イベントお知らせ」コーナ
ーを新設。積極的に学生参加を促すために使用した。
２）英語・留学アドバイザー紹介と予約フォーム
本事業の取り組みで国際交流センター内の Global Office に勤務する英語学習アドバイザ
ー、英文ライティングアドバイザー、留学アドバイザーの紹介コーナーとカウンセリン
グ予約フォームへのリンクを設置。学生が各自のニーズに沿って英語力向上や海外への
興味を深められるようにした。
57

２．国際交流センターサイトの多言語化と受入プログラム情報の発信
＜内容＞
2012 年度開設した「国際交流センター（CIE サイト）」の一部を英語・韓国語・中国語
（繁体字／簡体字）でも展開し、英語ページでは外国人留学生向けのサマープログラム
や 2014 年度に新設する１セメスターの日本語集中講座の情報も公開した。
１）外国人留学生向けページの多言語化
「外国人留学生の皆さんへ」のページを、４言語（英語・中国語＜簡体字／繁体字＞・
韓国語）に翻訳し、本学への入学希望者のために入試情報や奨学金などの留学生支援情
報を公開した。

２）外国人留学生向け受入プログラムと協定校紹介
英語版ページには本事業の取り組みとして新設した２つの受入プログラム情報と申込関
連書類、さらに協定校一覧を追加した。
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【受入プログラム情報】
・SWU Summer International Program
夏休みに実施される 3 週間プログラム。日本の歴史や文化に関する講義や課外活動、さ
らには本学を含む多国籍学生によるグループワークを英語で行うことで異文化理解を促
進。
・SWU Intensive Japanese Language Program
2014 年度後期に新設予定の日本語集中講座。日本語初級者を対象とし、1 学期を通して
日本語レベルの向上を目指す。希望者にはその後インターンシッププログラムを提供予
定。
３．昭和女子大学ホームページの多言語化と充実化
＜内容＞
2012 年度にリニューアルを行った英語版の昭和女子大学ホームページの更なる充実化
に加え、協定校の多いアジア圏への情報発信のために、新たに中国語版（繁体字／簡体
字）
・韓国語版ホームページを開設した。
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【英語版 HP の充実化について】
昨年度公開した英語版ホームページを見直し、一部内容を変更し改修を行った。
以下 4 点のメニューに追加と修正を行った。
① About Showa：組織構造の修正、「学生実績」と「キャンパスマップ」を追加。
② Academics：学部ページに新たに各学科の説明を追加。
③ International：メニュー名を「Admission」から「International」に変更。
④ 学位取得目的の学生向け説明と学位取得目的ではない学生向けのプログラムの説明
を新たに掲載。
⑤ Campus Life：
「施設紹介」と「学生生活サポート紹介」を追加。
【中国語版・韓国語版 HP 作成について】
本学の外国人留学生の多くは中国・韓国からの学生であり、その入学希望者の本学の理
解を促進し、さらに中国・韓国の協定校拡大の際の広報ツールとして二言語のホームペ
ージを新設した。
① About Showa：本学の建学の精神、学生実績、キャンパスマップを掲載。
② Academics：大学学部と大学院専攻の紹介、アカデミックカレンダーを掲載。
③ Admission：入学試験情報の簡単な説明、留学生窓口「国際交流センターサイト
（CIE サイト）
」の中国語版ページへリンク。
④ Campus Life：学生生活サポートの簡易説明を掲載。学生生活サポートの詳細情報
は「昭和女子大学ホームページ」のキャンパスライフページへリンク。
本年度の取り組みを通して、以下のとおりそれぞれのウェブサイトの対象と役割に沿っ
た内容の改良が実現した。
-CIE サイト
① 本事業の取り組みを在学生にリアルタイムで届け、学内の留学に関する情報を集約
した場所。
② 本学への進学、または短期の留学を希望する外国人留学生に、受入や問い合わせの
担当部門として、プログラム概要や応募方法などの具体的な情報を発信する場所。
-大学の多言語サイト
① 本学への進学、または短期の留学を希望する外国人留学生に大学全体の概要および
特色を発信する場所。
② 海外大学との関係構築や大学の認知度向上のために、海外の教職員および一般に広
く情報を発信する場所。
情報発信をするための土台を築くことはできたが、多言語サイトでの情報発信には都
度原稿内容の翻訳が必要となり、頻繁な情報発信や更新が困難な状態にあることが課題
として残った。さらに、翻訳内容の校正については個人の解釈の違いによりなかなか原
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稿がまとまらず、効率的な情報発信の妨げになっていることが問題となった。
今後は学内の複数部門とのさらなる連携・協力が欠かせないと考えられる。

8-4 教学マネジメント
【今年度の取組計画】
2014 年度カリキュラムからナンバリングを導入できるか検討し、案を作成する。
（他大学の状況調査、ナンバリングの方法検討、学生便覧カリキュラム表の改定案作
成）

【今年度の取組現状および評価】
他大学の状況を調査し、ナンバリングの方法を検討のうえ、2014 年度からのナンバ
リングの開始を、5 月 8 日の教務部委員会で決定した。
学生便覧に掲載している開講中心年次に基づき、数字 3 桁で｢100,200,300,400｣の 4
分類で学修の段階や順序を示す。
現在の学生便覧にある「整理番号」の欄をナンバリングの欄に変更することになっ
た。
今年度の取組計画を予定どおり、実行できた。

8-5 遠隔授業の推進
【今年度の取組計画】
1. 遠隔授業システムの運用と展開
2. 実施するための海外の大学の開拓

【今年度の取組現状および評価】
協定校や関係のある海外大学から候補を以下に絞り、パートナーの開拓を行った。
上海交通大学、カンボジア王立プノンペン大学、クイーンズランド大学、
昭和ボストン、モンゴル国立教育大学、台湾国立政治大学
＜主な遠隔システム接続実績＞
2013/7/10 上海交通大学 接続テスト 施設：CALL 教室
8/ 8 昭和ボストン 通信環境調査 施設：東明学林
9/ 5 昭和ボストン 接続テスト
施設：CALL 教室
9/20 UQ 大学 接続テスト 施設：CALL 教室
9/24 上海交通大学 国際授業「中国現代史」施設：CALL 教室
10/4 UQ 大学 英コ授業「マイクロティーチング演習」施設：CALL 教室
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10/8 上海交通大学国際学科 中国現代史-CALL 教室
10/17 昭和ボストン 国際授業「スペイン語・フランス語」施設：東明学林
12/3 上海交通大学 国際授業「中国現代史」施設：CALL 教室
12/17 上海交通大学 国際授業「中国現代史」施設：CALL 教室
2014/1/31 昭和ボストン BLIP 学生へのキャリア支援講座
2/13 昭和ボストン BLIP 学生へ AIC の説明会
3/1
昭和ボストン遠隔機器テスト
3/4～6 遠隔システム実地調査（上海交通大学）
3/11 台湾国立政治大学接続テスト 施設：CALL 教室
今年度は中国の上海交通大学、オーストラリアのクイーンズランド大学、米国の昭和ボ
ストン校の 3 校と遠隔授業を実施した。また通信環境を確認するための調査として、パ
ートナー校ごとに通信、画像、音声について事前接続テスト（スタッフの派遣も含め上海
交通大学は 3 回）を実施した。これらのテストを経て遠隔授業を 6 回実施した。これ以
外でも本事業の定例委員会や打ち合わせ、説明会などで昭和ボストンとの遠隔システム
会議を行った。
昭和ボストンとの連絡の密度は大きく向上し、授業支援のみならず、キャリア支援や教
務事項の説明等でも活用された。東京からの授業補習なども含め、更に発展が期待され
る。また当初目的の中心であった協定校等海外大学との遠隔授業にも成功することがで
き、これからは、この経験を踏まえた取り組みが可能となる。課題として、実績のない相
手との接続テスト、技術的なトラブル対応など技術スタッフのコストが大きいため、設備
や機材、利用方法に関連するルールの枠組み等、スムーズで安定した運用を可能とするた
めの工夫が必要である。また、今年度の試みは主に相手先の講義を受け取る内容に偏って
いた。今後は更に海外のパートナー大学を拡げるとともに、より双方向的、双務的な内容
に深化させることも求められる。そのためには予習や補習、遠隔接続の回数など、シラバ
スを含めた計画的な授業の設計、本学から配信できるコンテンツの開拓など、更に全学的
な協力が不可欠と考えている。

９ 本事業に関する情報発信
9-1 WEB/印刷物を通じた成果発表と広報
【今年度の取組計画】
グローバルプログラムの整理と本学が目指すグローバル人材像の明確化

【今年度の取組現状および評価】
グローバルプログラムの整理と本学が目指すグローバル人材像の明確化
＜概要＞
本事業をとおして本学が目指すグローバル人材像の具体化、またそのグローバル人材
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の育成にかかわるプログラム一覧を 2 部構成のパンフレットにまとめた。
＜仕様＞
Part1：昭和女子大学 グローバル人材像
-2000 部（A3 片面印刷、二つ折り、カラー）
Part2：昭和女子大学 グローバルプログラム
-2000 部（A3 両面印刷、二つ折り、カラー）
＜Part１原稿イメージ＞

＜パンフレット内容＞
本事業をとおして充実化、体系化が進められている留学プログラムや海外研修を一覧
にまとめ、留学先・期間・必要語学レベル・派遣学生数（実績）などをわかりやすく表
示した。
また、英語系学科を中心に、4 年間の大学生活を通じてどのようにグローバル人材へ
と育成していくのかを、昭和ボストンキャンパスと東京キャンパスの両方で実施される
プログラムを中心に図解した。
＜使用実績＞
・指定校説明会やオープンキャンパスにて入学希望者およびその保護者に配布。
・GGJ イベントや本事業関の各種イベントや会議にて配布。
・学祭および卒業生を招くホームカミングデー、その他学内イベントにて配布。
・国際交流センターおよび Global Lounge に常設。
本事業を通して育成する 3 つの「C」の力（Collaborate/ Connect/ Create）を大学 4
年間のカリキュラムにどう落とし込んでいくかを図解したことで、本学が目指すグロー
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バル人材像とそのための取り組みの関連を再認識することができた。また、これまで開
設・担当が複数部門にわたっていた多様な留学プログラムを集約・一覧化したことで情
報の整理ができた。
しかし、一般に公開する資料としてはやや情報量が多く、見易さについてもまだ工夫
の余地があると考えられる。今後は情報の発信対象を明確にした上で、内容の選別を慎
重に行いながら本事業の取り組みと成果を発信していきたい。

9-2 シンポジウムの開催
【今年度の取組計画】
東京昭和(人見記念講堂)において、学内外の方をお呼びして、①本学が考えるグロー
バル人材とは何か、②どのような教育を行っているか、また、成果として何を期待して
いるかといったような内容でシンポジウムを開催する。

【今年度の取組現状および評価】
7 月 10 日に女性教養講座の一環として「日本が必要とするグローバル人材」をテーマ
にシンポジウムを開催した。
基調講演はアサヒグループホールディングスの泉谷直木社長にお願いした。泉谷社長
は、グローバル人材育成の実践例とともに、生活に密着したドメスティックな企業であ
ってもグローバル化の波が押し寄せているといった話をされた。
パネルディスカッションは坂東学長がコーディネーターとしてゴールドマンサックス
証券チーフストラテジストのキャシー松井氏、北山禎介三井住友銀行会長、八代尚宏本
学特命教授がパネリストとして登壇し、活発な意見交換があった。
今回は本学開催で、本学の学生を対象にしたものとなったが、一般も含めて約 2000
人が聴講した。学生にとっては今後のキャリア形成に大いに参考となる有意義な機会に
なったと思われる。
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１０

本事業に関する評価

10-1 プロジェクト評価学生委員会による学生評価
【今年度の取組計画】
人間文化学部の学友会委員を招集し、今年度のグローバル人材育成推進事業に関する
評価をしてもらう。
１．学生にかかわる取組の認知度
２．学生にかかわる取組の評判
３．学生にかかわる取組の有効性
以上の観点から、学生がかかわる取組内容について、インタビュー形式による調査を
行う。

【今年度の取組現状および評価】
本事業では、学生評価、自己評価、外部評価の三段階評価を実施することになってい
る。
今年度は、人間文化学部の各学科から本事業に関連した活動に参加したことがある 1
年生を中心に評価委員を選出し、本事業について学生の視点から評価をしてもらった。
実施日時：2 月 12 日(水)12:10～13:00
実施場所：昭和女子大学学園本部館第 2 会議室
評価者：日本語日本文学科 2 年生 1 名、英語コミュニケーション学科 1 年生 1 名、
歴史文化学科 1 年生 1 名、国際学科 1 年生 1 名
事前資料：国際交流センターブログの閲覧
当日資料：グローバル人材育成推進事業案内、留学プログラム一覧
司会：金子 朝子 事業責任者(副学長)
学生から出た意見等を集約した結果、次のような評価となった。

① 外国人との交流機会が増えたことは学生にとってよかった。交流の方法について
は今後検討する課題もある。

② 外国人に日本のことを紹介するだけではなく、相手の国のことも学ぶ機会ができ
るとよい。

③ 学生に対する情報の提供、イベントの告知方法や実施時期には工夫が必要。
④ 非語学系学科の学生に対する本事業のアプローチ方法の検討希望。
⑤ 本学キャンパス内にあるブリティッシュスクールとの交流方法を検討希望。
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学生評価の結果は、グローバル人材育成プロジェクト委員会で報告され、今後の事業
実施に反映していくことが確認された。
学生評価の目的は、学生の視点から本事業自体の有効性や問題点等について率直な意
見を受けることにある。その点については今回は各学科の代表学生から積極的な発言に
つながり、有益な評価を受けることができた。
一方で、評価をする学生の本事業に関する体験の深さや関心によっても意見に隔たり
も見られた。また、学生からの話の引き出し方にも注意が必要であろう。
単にアンケートによる量的調査に頼るだけではなく、学生視点からの主観的な評価を
受けることは多面的な見方をするうえでは重要であると思われる。

10-2 グローバル人材育成プロジェクト委員会による自己評価
【今年度の取組計画】
自己評価用の様式を作成し、配布する。実績報告書にも利用できる形としたい。

【今年度の取組現状および評価】
2013 年 11 月 14 日のグローバル人材育成プロジェクト委員会で中間評価を行い、構
想調書上での数値目標と取組内容における現状を確認した。
数値目標については、卒業年次生のうち外国語力目標、在学中に単位修得を伴う海外
留学をした学生数、外国語で実施する科目数、教員の博士号取得者数などは達成してい
たが、一部の数値目標については未達成の部分もあった。
取組内容については、ほとんどが実施または着手しているが、一部に未着手または方
針変更の部分もあった。
最終的な取り組み内容の評価は事業責任者である学長、事業実施責任者である副学長
が内容を確認の上、最終的な評価として確定するものである。
年度末は教職員にさまざまな業務が集中するため、委員会等を開いて評価を実施する
機会がなかなか作れないが、毎月の委員会における進捗報告などで実質的な評価は毎回
行われている。本評価を来年度の事業実施にどう生かしていくかが今後の課題である。
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第Ⅲ部
１

今後の実施計画

2014 年度の補助事業実施計画

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

６月

外国人留学生を交えた多文化協同プロジェクトの実施

⑪

６月、１２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

２ 事業の内容
２６年度の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、スペイン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。さらに近郊大学から教授を招き、質の高い講演・セミナーを行い、学生へ
のグローバルな課題への動機づけを行う。
④ 東京キャンパス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
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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、今年度後期より試験的に国際教養関連科目を開設し、留
学から帰国した学生を中心に英語による専門科目の学習機会を増やす。
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
よび教職員研修を実施する。
⑧ 本学の諸規程について、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文書
を作成する。
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 海外大学の夏休み期間を利用した外国人留学生の短期受入プログラムを実施し、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東京とボストンの両方で開催する。
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、今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、本事業の内容であ
る。
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３ 事業から得られる具体的成果
上記の２６年度の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 今年度中に、スペインやロシアなどの２－３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短期集中講座の開設
を行う。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、積極的に米国および他国に留学す
る学生が増える。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により、留学生本人の学修成果の向
上だけでなく、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 留学生との多文化協同プロジェクトを通じて、さまざまな文化的背景を持つ外国人
学生と一緒に、協力し合いながら課題に取り組むことのできる能力の育成が期待で
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きる。
⑪ 本事業に関するシンポジウムを開催することにより、本取組を学生たちにおよび国
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。
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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