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グローバル人材育成推進事業 2015 年度の報告に当たって 
  

昭和女子大学は 2012 年文部科学省の「グローバル人材育成推進事業」（現：スーパーグローバ

ル大学等事業「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」）に採択されたこを契機と

して、全学のサポート体制を元に、グローバル人材として学生を育成すべく精力的な活動を継続

している。  

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、コミュニケーン力に加えて、自国の歴史・文化に対する理解と誇りを身につけ、世界の多

様な社会、文化、価値観を互いに尊重することのできる人材の育成に努めている。1988 年にア

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て以来、学生の

国際理解教育推進の取り組みを続け、すでに 20 年以上前から上海交通大学との海外大学交流を

スタートした。近年では 2005 年、文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プログラム「英語で

仕事のできる人材の育成」の採択を受け、「専門を生かした体験型海外留学制度の展開」に取り

組み、英語のフィールドワークやインターンシップなど先進的実践を行ってきた。本プロジェク

トの対象となっている人間文化学部に所属する英語コミュニケーション学科、国際学科の学生

は昭和ボストン校や海外の他大学への留学が必修となっており、国際学科では 2013 年からダブ

ル・ディグリープログラムも始めている。 

「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」事業における本学の目標は、単に多く

の学生に留学体験を奨励することではなく、国境を越えた様々なプロジェクトへの参加を通し

て学生が互いの力を引き出し合い、新しい創造を生み出す体験を積むことで、グローバルマイン

ドを身に着けること、そして、本学のグローバル人材育成型カリキュラムを進化させていくこと

である。 

協定校は現在、海外に 16 か国、25 校まで増えている。ボストン校や海外協定校との遠隔授業

システムも軌道にのり、さらに緊密な連絡を取りながら授業が行われている。3 週間の多文化共

働プロジェクトを中心とした SSIP (Showa Summer International Program)も順調に行われ、「キャ

ンパスで国際交流」をモットーとして東京キャンパスの留学生サポートを行う本学学生の自主

グループ、グローバル・ネットワークの活動も盛んになりつつある。さらに、2015 年 5 月にハ

ーバード大学と共催してボストン校で行われた国際シンポジウム「グローバル化と日本の女性

の地位向上：70 年そしてこれから」は大きな成果を挙げ、継続して本年は世田谷キャンパス及

び衆議院会館を会場として、「残る障害をどう超えるか－女性がリーダーとして活躍するために

－」と題したシンポジウムを行う予定となっている。 

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、事業の対象となる学部ば

かりでなく、すべての学部学科が大きく変わりつつある。最終年にあたる本年の取り組みを更に

力強く進める上で、この 2015 年度報告を読まれた各方面の方々からのご提言、ご批判を頂けれ

ば幸いである。 

学 長 金子 朝子  
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第Ⅱ部  2015 年度 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】 

近郊協定大学でのエクステンションプログラムの実施と確認（前期・後期）  
・ 「15 週間＋4 週間」の枠組みの「4 週間(エクステンションプログラム)」の部分

で実施  
・ 前期（7 月下旬～8 月下旬）は AIC（Academic Internship Council）プログラ

ム  
・ 後期（1 月中旬～2 月中旬）は Emmanuel College、Newbury College でのプ

ログラム ※その他の大学とのプログラムの拡大を図る。  
・ 前期と後期にボストンに出張し、集中講義を見学  
・ 講義内容を精査、担当者との検討を実施 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

近郊大学との提携に関しては、まず「15 週間＋4 週間」の期間内で、前期には AIC
（Academic Internship Council）（参加 13 名）とのプログラム、後期には Emmanuel 
College（参加 18 名）と Newbury College（参加 40 名） とのプログラムを計画・実施

した。いずれのプログラムも、最少催行人数を超え実施できた。   
 また、「15 週間＋4 週間」の期間外のプログラムを、Framingham State University と

の間で提携実施した。2 名が留学し、2015 年 1 月から 5 月の期間、正規学生として学び

単位を修得した。さらに、同様の提携プログラムを Newbury College、Lesley University
とも締結した。2016 年 1 月から 5 月まで各 2 名、合計 4 名の学生が正規学生として留学

している。  
 これらのプログラムの運営、および集中講義の内容に関しては、前期は電子会議システ

ムを使い、後期はボストン校の担当者が東京校に来校し、確認した。また、東京校からも

ボストン校へ出張して集中講義を見学し、参加学生との面談、担当者との打ち合わせも行

った。 
 上記 3 大学との提携プログラムに参加する資格の一つとして、TOEFL や IELTS の基

準点を設定しており、東京校の TOEFL や IELTS 対策のワークショップに加えて、前期

ボストン校での補習の実施についても協議した。2 期以上ボストン校に留学する学生に対

しては、基準をクリアして近郊大学の授業履修に参加したいという意識づけが必要であ

ると話し合った。 
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【実施状況に対する点検評価】 
計画通り、4 週間のエクステンションプログラムを実施した。プログラム内容につい

ては、ボストン校教員と検討するとともに、留学先の大学との調整もできた。 
また、その他プログラムの拡大も 3 大学へと拡がり、計画は達成できた。 

 

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】 
1. 2014 年度の参加学生の満足度が高かったことから、2015 年度もほぼ同じ時期・内容

で開催する。 

2. ボストン近郊大学とアジア・欧州の協定校から参加者を募る。日本人学生の参加を促

すため、広報の時期を早める。 

3. 平成 26 年度内に海外での広報活動にも着手する。Japan Studies については、内容

を精査し、若干の見直しを図る。 

4. Cross-Cultural Workshop については、担当者も含めて見直しを行う予定である。ま

た、実施期間中の運営体制についても合理化できる部分がないか見直す。 

5. 補助金終了後を見据えて、参加費用の値上げも行う予定である。参加者の目標人数は

25 名、プログラム満足度は 4 点台後半を目指したい。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1. SSIP（SWU Summer International Program）2015 の開催 
(1) 実施期間：2015 年 6 月 23 日(火)～7 月 13 日(月) 
(2) 参加人数：   

 海外からの留学生 17 名（協定校 14 名・招待枠 3 名）   
 【協定校】 Framingham State University（米国）4 名 
  Newbury College（米国）3 名 
  Lesley University（米国）1 名 
  Hanyang Women’s University（韓国）1 名 
  Royal Roads University（カナダ）1 名 
  Royal University of Phonom Pehh（カンボジア）1 名 
  Seoul Women’s University（韓国）1 名 
  Shanghai Jiao Tong University（中国）1 名 
  University of Social Sciences and Humanities, Hanoi（ベトナム）1 名 

 【招待】 United World College Maastricht（東ティモール）1 名 
  National University of Laos（ラオス）1 名 
  University of the West Indies（トリニダード・トバゴ）1 名 
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 本学学生  
 Japan Studies 履修者 登録者 18 名（単位修得者 14 名） 
 Cross-cultural Workshop 登録者 16 名（単位修得者 16 名） 
 Japan Studies 聴講生・サポート学生 35 名  
 入り込み授業履修学生 128 名 計 197 名（一部学生に重複あり） 
 

(3) プログラム概要:  
 JS（Japan Studies）  
月日 曜 午 前 午 後 

6 月 23 日 火 開会式・ガイダンス 歓迎会 
6 月 24 日 水 JS 茶道体験 Cross-cultural Workshop 
6 月 25 日 木 JS 日本の書道 JS 東京の歴史  合気道体験 
6 月 26 日 金 JS 江戸東京博物館 JS 浅草観光 
6 月 27 日 土 Cross-cultural Workshop ホームステイ 
6 月 28 日 日 ホームステイ 
6 月 29 日 月             自由行動 
6 月 30 日 火 JS 日本の美術 JS 歌舞伎 JS 日本のﾎﾟｯﾌﾟｶﾙﾁｬｰ 
7 月 1 日 水 JS ジブリ美術館 Cross-cultural Workshop 
7 月 2 日 木 JS 日本のファッション JS 日本の経営 JS 日本の宗教 
7 月 3 日 金 JS 根津美術館 JS 歌舞伎鑑賞 
7 月 4 日 土  Cross-cultural Workshop 
7 月 5 日 日 自由行動 
7 月 6 日 月 JS 初等部見学 JS 日本の教育 
7 月 7 日 火 JS 日本の食生活 JS 日本の女性 
7 月 8 日 水 JS 風呂敷 JS 女性ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ Cross-cultural Workshop 
7 月 9 日 木 自由行動 
7 月 10 日 金 JS 企業訪問 東明学林へ移動 
7 月 11 日 土 Cross-cultural Workshop Cross-cultural Workshop 
7 月 12 日 日 JS 鎌倉観光 
7 月 13 日 月 Cross-cultural Workshop 閉会式 送別会 

 
 Cross-Cultural Workshop テーマ「学校教育について」 

ファシリテーター 吉江宏和氏（ハーバード大学博士課程在籍） 
 

(4) プログラム参加費： 
登録料$300（一部学生免除）、プログラム費＄1,700（全員免除）、宿舎費$700（一部

学生免除） 
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SSIP2016 の様子 

 
2. SSIP 2016 準備 

10 月～2 月にかけて SSIP2016 の準備を行った。SSIP2015 の反省をもとにいくつか

の改善を行った。12 月末よりリーフレットの作成、協定校への案内等募集活動を開始し

ている。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. SSIP2015 のプログラム評価： 

プログラム終了時に実施した海外からの参加学生・本学 Cross-Cultural Workshop
履修学生の Exit Survey（回収率 海外学生 100％、日本人学生 68.8％）に基づく数

値は 5 段階評価の平均点を示してある。 
(1) 全体的評価 

プログラム全体評価は以下のとおりであり、目標であった 4 点台後半は達成でき

なかったが、ほぼ近い評価結果であった。  
海外学生： プログラム満足度 4.26、後輩へ勧めたい 4.63、 
 日本人学生との交流 4.26、ホームステイ満足度 4.66 
日本人学生： プログラム満足度 4.40、後輩へ勧めたい 4.55、 
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 海外学生との交流 4.45 
(2) Japan Studies（講義と活動） 

全般的には海外の学生にも本学学生にも、講義と活動により日本文化に関する理

解を深める機会を提供できたと考える（海外学生評価 授業 3.94 活動 4.26）。参加

学生の興味は年度によって異なるが、今年は講義については「Japanese Education」
「Japanese Pop Culture」「Japanese Calligraphy」、活動については「Homestay」
「Tea ceremony」「Kabuki performance」「Ghibli Museum」の評価が高かった。海

外からの学生は講義よりも参加型の授業を好む傾向がある。また通訳の質が授業理

解、授業評価に影響を与える。こういった点は来年度プログラムに反映させたい。 
(3) Cross-Cultural Workshop 

授業期間中の水曜日の午後と土曜日に集中授業の形で実施したが、本学学生は履

修者数も多く全員履修を完了した。レポートでもこのワークショップを通じて多く

の刺激を受け満足していることが確認できた（満足度 4.2）。海外の学生の評価は様々

で、満足度の平均点では昨年を下回った（満足度 3.38 ※昨年 3.83）。担当者および

テーマを変更したことが理由の一つと考えられる。日本人学生の割合が増え、担当者

にワークショップの運営とともに海外の学生と本学学生の英語力、参加態度、問題意

識の違いを埋めることが求められたことが担当者の負担をより重くしたとも考えら

れる。 
(4) 海外参加学生と参加費用 

今回は北米圏 8 名（ボストン近郊大学 7 名・RRU1 名）、アジア圏 7 名（韓国 2
名・中国 1 名・ラオス、カンボジア、ベトナム、東ティモール各 1 名）、中米 1 名の

参加者でバランスが取れていた。今後もこのバランスは維持したい。補助金終了後の

継続を見据えて宿泊費を 200 ドル値上げし、登録料と合わせて 1000 ドルとしたが、

この値上げが一部参加者数を減らすことにつながった可能性がある。 
(5) 宿舎 

ほとんどの期間、国立青少年オリンピックセンターを宿舎とした。昨年度も同様の

問題が指摘されていたが、参加学生の満足度には課題が残った（海外学生満足度 

3.19）。 
(6) 取組計画の観点からの評価 

日本人学生の参加を促すため、広報の時期を早めたことにより、日本人学生の参加

人数は増加したが、海外学生は目標人数であった 25 名は達成できなかった。Japan 
Studies については、内容に若干の見直しを行った。Cross-Cultural Workshop につ

いては、担当者も含めて内容に変更を加えた。実施期間中の運営体制についても合理

化を行い、経費を圧縮することができたが、同時に運営上の課題も浮かび上がった。

補助金終了後を見据えて、参加費用の値上げにより、参加人数の減少を招いた可能性

があり、プログラム満足度についても 4 点台後半の達成ができなかった。 
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1-3 東アジア、東南アジア、欧州等の協定校拡大 
【今年度の取組計画】 

1. 目標値である 18 大学は達成したが、引き続き海外協定大学の開拓を行う。 

2. アジア、欧州、北米を中心に、派遣学生が現地で英語で授業が受けられ、かつ日本

留学に関心をもつ初級修了程度の日本語学習者がいることを条件に、交換が成立す

る大学を主なターゲットとする。 

3. 遠隔授業システムを活用した授業交換ができる大学、海外インターンシップを委託

できる大学についても探していく。 

4. 留学生の受け入れ人数・体制、留学生への奨学金・宿舎等、大学全体の国際化戦略

の中で協定校の開拓を位置付ける。また、ボストンで開催される NAFSA でプレゼ

ンスが示せるよう、昭和ボストンと共に企画を考えていく。 

 
【今年度の取組現状】 

1. 以下の大学との交流協定が新規に締結された。協定大学は 25 大学となった。 
パデュー大学カルメット校 Purdue University Calumet IN, USA 

レズリー大学 Lesley University MA, USA 

ガジャマダ大学 Universitas Gadjah Mada インドネシア 

ブリヤート国立大学 Buryad State University ロシア 

ヴィータウタス・マグヌス大学 Vytautas Magnus Uni veristy リトアニア 

ベネチア大学アジア北アフリカ学部 
Universita Ca'Foscari Venezia 
Dep of Asian and North African 
Studies 

イタリア 

うち、パデュー大学カルメット校、レズリー大学、ヴィータウタス・マグヌス大学、

ベネチア大学アジア北アフリカ学部との間では、学生の交換協定（英語による授業履

修）も締結し、2016 年度から交換留学が実現する予定である。 
 

2. 協定校の開拓・維持、昭和ボストンとの連携等の目的で以下の通り教職員が出張し

た。 
(1) NAFSA（教員 1 名 職員 2 名）：ボストンでの NAFSA 参加ならびにパデュー大学

カルメット校訪問、MOU に関する打ち合わせ（5/22~30） 
(2) 韓国ソウル(教員 2 名）：漢陽女子大学との交換プログラムに関する話し合い、淑明女

子大学との春季語学講座に関する話し合い、ソウル女子大学表敬訪問ならびにダブ

ル・ディグリーに関する話し合い。（8/22~28） 
(3) 香港（教員 2 名）：企業インターンシップ先を訪問し学生の研修の様子を確認。

（9/16~18） 
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(4) リトアニア・ポーランド・ドイツ（教員 1 名・職員 1 名）： 
リトアニア・ヴィータウタス・マグヌス大学（MOU ならびに交換協定に関する相

談）、ポーランド・ワルシャワ大学（協定維持に関する話し合い、来期 Intensive 
Japanese Language Program の広報）、ドイツ・ライプチヒ大学（大学訪問、語学

プログラム協定関係）、ドイツ・ベルリン自由大学（協定に関する話し合い）（9/15~22） 
(5) 昭和ボストン（教員 6 名）：カリキュラムに関する話し合い、新規プログラムに関す

る話し合い等（3/8~13） 
(6) インドネシア（教員 2 名・職員 1 名）： 

ガジャマダ大学訪問、日本語プログラム担当者との打ち合わせ、その他大学等での

Intensive Japanese Language Program 広報。（3/8～13） 
(7) 韓国ソウル（教員 2 名）：協定大学訪問、ダブル・ディグリーに関する話し合い。

（3/9~14） 
(8) ベトナムハノイ（教員 2 名・職員 1 名）： 

協定大学訪問、ベトナム語プログラムに関する話し合い。（3/19~24） 
 

3. NAFSA 概要 
5 月 25 日(月)～28 日(木)で参加した。本学では、展示会のブース（他大学とのシ

ェアブース）参加のほか、和太鼓のスポンサー（昭和ボストンによる）および多文化

協働プロジェクト（グローバル人材育成推進事業）に関するポスターセッションを

行った。日本の展示全体に対して関心が高く、本学のブースにも過去 2 年間に比べ

てより多くの来訪者があった（来訪者約 70 名）。 
主に以下の内容について、関係者と協議もしくは情報収集を行った。 

(1) 既存協定校との関係強化（韓国、タイ、台湾、米国、カナダの協定校と協議） 
(2) 協議中の協定候補校との協議（レズリー大学、ミシガン州立大学等と協議） 
(3) フランス語圏・ドイツ語圏での派遣プログラムの開拓 
(4) 本学プログラムに派遣可能な大学の開拓 
(5) 国際的なプログラムに関する各国大学の取組に関する情報交換 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 協定大学はアジア 1 大学、欧州 2 大学、北米 2 大学、ロシア 1 大学の計 6 大学を開

拓した。うち北米と欧州の 4 大学については交換が成立している。残る 2 大学は

Intensive Japanese Language Program を中心とした留学生の受け入れが期待でき

る大学である。新規協定大学の開拓については年度の目標は達成できたと考える。一

方、遠隔授業システムを活用した授業のできる大学については、年度内には協定が完

了せず、検討を進めている。香港企業での海外インターンシップは実現したが、海外

大学とのインターンシップの提携はビザの問題等もあり、継続課題と考える。 
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2. NAFSA については、昭和ボストンとの共同で一定の存在感を発揮できた。NAFSA
を通じて高等教育の国際化の現状に関する情報を収集するとともに短期間に世界各

国の大学との交流の糸口を作ることができるのが利点である。今回もレズリー大学、

パデュー大学カルメット校、ガジャマダ大学の新規協定校の関係者との打ち合わせ

を行った。継続出展によって本学の知名度を高めることにも貢献し、また面談を通じ

て海外大学の関心やニーズを把握することで、本学のプログラムの見直しにもつな

がっている。 
 

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】 

2014 年度と同様に上海、ソウルに留学中の国際学科生を主な対象として 2 回のキャリ

ア育成イベントを開催する。共に後期開催。12 月ソウル、３月上海予定。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

1. 次の通りキャリア育成イベントを開催した。 
(1) 上海 
日程：2016 年 3 月 5 日（土）19:00～21:00 
場所：上海交通大学徐匯キャンパス工程館 205 教室 
対象：長期留学生中の国際学科 3 年生・2 年生 25 名、短期 HSK 留学中の国際学科 1

年生 14 名、他学科学生 1 名、計 40 名 
講師：徐正剛（富士ゼロックス株式会社取締役・常務執行役員・中国事業総代表・董事

長）   
内容：講師の現在の仕事内容の紹介の後、仕事を通して講師が考えるグローバルビジネ

スリーダーが備える要件について語っていただいた。学生達に向けて中国語を活

かしたキャリア形成へのアドバイスをいただいた。 
学生の反応・評価：セミナーは土曜日の夜であったにも関わらず、学生全員出席した。 

 
講演終了後、参加学生に実施したアンケート結果によると、講師の印象、講演の内容

についてすべて 5 段階評価（大変良い、良い、どちらとも言えない、やや不満足、不満

足）の「大変良い」「良い」でほぼ 92%を占めた。「将来、中国語を活かした仕事に就き

たいと思うか。」という問いに対しては、「強く思う」25.7%、「思う」43.6%、「どちら

とも言えない」28.2%、「思わない」2.5%という結果であった。 
セミナー実施の時期について、「今のままでよい」64.1%、「もっと早い方がよい」

23.2%、「もっと遅い方がよい」7.7%、未回答 5%という回答であった。 
アンケート結果からもわかる通りセミナーに対する評価は高く、講演に参加した学

生の今後の留学生活にもプラスに働くに違いないと確信する。 
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(2) ソウル  
日時：2016 年 3 月 12 日 13:00～14:30 
場所：淑明女子大学校薬学大学Ｂ142 教室 
対象：国際学科 2 年生、1 年生 計 31 名  
講師: 種谷友里恵（Little Fox 勤務）  
内容：韓国で働く日本人女性を講師に迎え、韓国語を生かしたキャリ形成、海外で働く

ことの喜怒哀楽など、自身の経験を通して学生たちに話してもらった。 
学生の反応・評価：セミナーは新学年度の忙しい時期にもかかわらず,長期／短期留学

中の 31 名全員が出席した。発念して韓国に留学しキャリアを形成

した講師から刺激を受けた学生が多かった。以下、講演終了後実施

したアンケートで、五段階評価で「大変よい」「よい」と回答した

人数の割合。 
講師の印象 92.3％、講演内容 92.3％、セミナー全体の印象 92.3％。将来韓国語を活

かした仕事に就きたいと思うか 76.9％（「強く思う」「思う」） 
開催時期については「今のままでよい」61.5％、「もっと早いほうがよい」34.6％。 

 
 
 
 
 
 
 
キャリア育成イベント（ソウル）講演風景 

 

 
【実施状況に対する点検評価】 

学生の参加数、講演会後に実施した評価アンケート結果によると、上海、ソウルと

も講演会は学生に高く評価されており、留学中の学生のキャリア形成意識に対して強

い働きかけがなされたことが分かる。多くの学生が海外留学経験や語学力を仕事に活

かしたいと考えていることから、留学中の学生に対するキャリア意識育成の企画は、

今後も継続が望まれる。講座の開催時期については、もう少し早い時期を望む声も聞

かれることから再考の余地があると考える。 
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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. 2016 年度入学者から開始する予定のソウル女子大学ダブル・ディグリーにそなえ、

韓国語能力試験（TOPIC） 4 級以上を留学前に取得できるよう、上海交通大学の例

にならい、2016 年 2 月の韓国語の集中講義、 3 月の研修旅行を前倒しで企画する。

また、韓国語で行われる講義に馴染ませることを目的に淑明女子大学との(韓国現代

史等の)遠隔授業を 2015 年 4 月から開始する。 
2. 授業履修が本格化する上海交通大学ダブル・ディグリー参加学生に対する履修指導

を徹底する。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 韓国語の集中講義「韓国語中級イマ―ジョン A・B」は、履修者数 16 名、2016 年 2

月 15 日から 26 日（土日除く）まで、合計 30 回実施した。さらに、短期研修旅行を

企画し、淑明女子大学での韓国語集中講座を 3 月 5 日から 26 日にかけて実施し、16
名が参加した。韓国語で行われる講義になじませることを目的とした遠隔授業は、淑

明女子大学の協力をえて、前期は「韓国現代史」、後期は「韓国語中上級 B」で実施

した。「韓国現代史」は各回 60 分の遠隔授業（online）に 30 分の日本語による補足

説明が加わり計 11 回、2 回分は淑明女子大学教員が来日し、直接講義を実施した。

後期の「韓国語中上級 B」では、韓国現代文学を各回 90 分・11 回を遠隔で実施し、

2 回分は、教員が来日し、直接実施した。 
 

2. 上海交通大学ダブル・ディグリー参加学生に対する履修指導は、11 月 21 日から 24
日、12 月 24 日から 29 日の 2 回、現地に出張して行った。中間試験結果がかんばし

くなかった「現代漢語」の担当教員に本学学生の問題点を指摘してもらった。結果的

に期末試験の成績はよく、全員が及第した。 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 取組計画どおり、韓国語の集中講義および研修旅行を企画し、16 名の学生が履修し

た。計画から見た到達度は十分である。ダブル・ディグリーにそなえ、留学前に韓

国語能力試験 4 級以上の取得を目指すうえで、学生に対する効果は高いと考える。

また、遠隔授業も計画どおり実施し、韓国から来日した淑明女子大学の教員の講義

を学生が受講することができた。 

2. 上海交通大学ダブル・ディグリー参加学生に対しての、履修指導の結果、登録のミ

ス等はなく、順調に履修が進んでいる。 
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1-6 外国人留学生用 1 セメスタープログラムの企画・実施 
【今年度の取組計画】 
平成 26 年度の Intensive Japanese Language Program 修了生からの聞き取りに基づ

き、プログラム内容を見直す。平成 27 年度も後期にプログラムを開設するが、参加学生

数を増やし、日本語既習歴によるレベル差に対応できるよう 2 コースの設置を目指す。

そのために学生募集の広報活動も組織的、積極的に行う。また、平成 27 年度からは募集

時に、Intensive Japanese Language Program 修了後一定の日本語能力を身に付けた学

生のうち希望者は、Academic Program 移行が可能であることを明記して学生募集を行

う。併せて、平成 28 年度からは北米や欧州からの学生が参加しやすい時期、期間の新規

プログラムを立ち上げることを念頭におき、新規プログラムの開発も行う。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
平成 26 年度の反省をもとに改善を加え、以下のプログラムを実施した。参加学生数を

増やし日本語既習歴に応じた 2 コースを設置することは実現できなかった。 
1. 開催時期：平成 27 年度後期 
2. 参加学生：プノンペン王立大学（カンボジア）2 名、ハノイ国家大学（ベトナム） 

6 名、上海交通大学（中国）3 名 計 11 名 
3. 実施内容 

昨年同様「日本語コミュニケーション」と「コンテンツで学ぶ日本語」「Internship 
Preparation」で 7 科目実施したが、以下の改善点を加えた。 
(1) プレースメントテストの結果日本語能力の高い一部の学生には一部科目を免除

し、通常の授業履修科目を増やした。日本語力の低い学生のために「中級の基礎

固め」の科目を用意した。これにより学生の日本語能力差に対応することを目指

した。 
(2) 科目の多様性確保のために、「ポップカルチャーに見る日本社会」というテーマ

のコンテンツ科目を新設した。 
(3) 「コンテンツで学ぶ日本語」では、昨年同様、社会人ゲストスピーカーを招いた

り、授業に日本人学生が参加し学習を支援する活動を積極的に取り入れた。 
   生活面についても昨年同様、本学学生のホストシスターを 1 名ずつ付けた。グロ

ーバルネットワークの学生団体「Chawa（茶輪）」の企画による交流プログラムを、

学期を通して開催した。留学生学習支援ワーキンググループの企画による日本語会

話パートナーおよび Language Exchange パートナーを希望学生に紹介し、活動を

行った。 
4. 評価活動 
   学期中、プレースメントテストに加え、学期途中と学期末の 3 回に渡り日本語能

力の伸びをテストおよび個別面接で確認した。生活面についても、学期途中で国際交
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流センターによる個別面接を行い注意深く見守った。学期末には、通常の授業評価に

加え、プログラム評価のアンケートを実施した。 
5. その他 

(1) 学生募集の広報活動として、リーフレットを作成し協定大学関係者に送付した。

また海外の日本語教師会ネットワークへの働きかけ、学内教員の個人的ネット

ワークへの働きかけ、JASSO の活用を行ったが、参加学生数を増やすことは難

しかった。 
(2) 参加学生 11 名のうち 4 名の学生が、平成 27 年後期 Intensive Japanese 

Language Program から平成 28 年度前期 Academic Program へ移行すること

になり、年間を通じた履修が可能となった。 
来年度前期には、ヨーロッパから学生を迎えて Intensive Japanese Language 

Program を開催できるよう準備を進めた。4 か国 12 名の参加者を募ることができた。 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 学生数を増やしレベル差に応じた 2 コースを設けることを目指したが、実現できな

かった。交換枠の協定校の学生はコンスタントに参加していることから、参加学生の

経済的事情が影響していると思われるが、さらに広報活動を工夫することも必要で

ある。 
2. プログラム終了時に行った評価結果は以下の通りである（数値は 5点満点の平均点）。 

参加目的の達成度 4.24  プログラム全体の満足度 4.55  後輩に勧める 5.0 
プログラムによる日本語上達度 4.55  通常授業の履修について 4.91 
留学生イベント満足度 4.64  教職員のサポート 4.82 
評価結果から、以下のことが指摘できる。 
(1) 1 コースしか成立できなかったが、プログラム内容を工夫して学生の日本語レベ

ル差には一定の対応ができた。また、新設科目についても学生の満足度が高かっ

た。 
(2) プログラムが 2 回目となり、生活面のサポートは充実してきた。特にホストシス

ター、交流活動への満足度は高い。また教職員のサポートに対しても肯定的な評

価がなされている。 
(3) 半年のコースでは目標を達成するにはやや時間が短いと感じる学生が多い

（64％） 
(4) 上達した日本語スキルとしては「会話」「発表」「ビジネス日本語」「リスニング」

を挙げる者が多かった。一方、「読解」「作文」「語彙」を挙げる学生は多くなかっ

た。 
3. Intensive Japanese Language Program を終えた学生が翌学期に Academic 

Program へ移行する人数は増えている（平成 26 年度 1 名 平成 27 年度 4 名）。募
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集時から広報でも強調しているところではあるが、実際に来日後、Intensive 
Japanese Language Program で学習している中で留学の延期を願い出る学生が増

えたことは、プログラムの効果の一つと考えてよいのではないか。 
4. 平成 28 年度の新規プログラムとして、前期に Intensive Japanese Language 

Program が開設できるよう準備を進めた結果、ヨーロッパの協定大学を中心に 12 名

の学生を迎えることになった。これにより、年間を通じた中級レベルの日本語集中プ

ログラムが実現し、アカデミックプログラムとの接続も可能となった。学内の留学生

の数と多様性を増やすことにより、本学学生への教育的効果が見込まれる。 
 

1-7 新規海外プログラムの開発 
【今年度の取組計画】 
1. AIC ボストンキャリア開発プログラム：ボストンのカリキュラム見直し（15+4）に

伴い、延長プログラムの一つとして実施。プログラム運営は SAF に委託。  
2. カナダ・ロイヤルローズ大学(RRU)海外インターンシップ：長期休暇中のオプション

プログラム。学生の派遣手続き及び RRU との仲介は外部業者に委託。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. AIC ボストンキャリア開発プログラム （TOEIC 600 点以上対象） 

AIC (Academic Internship Council：米国 NPO)、SAF と本学の 3 社が提携

して本学学生を対象に開発したプログラムである。 
(1) 国際キャリア開発ワークショップ：国際的なキャリアに関する知識とスキル

を高める。 
(2) ボストンとその背景－産業、教育、イノベーション：ボストンの今を探る。 
(3) ビジネスにおける異文化コミュニケーション：国際的に活躍する人材へと成

長を促す。 
上記 3 つのアカデミック科目を履修し、米国デュレクセル大学の単位が付与

され、本学の単位として認定される。ボストン前期の 4 週間延長プログラムと

して英語力の高い学生対象プログラムである。本年度も昨年同様 13 名が参加

し、全員無事終了した。本学負担のマネジメント費用は、昨年度は一律学生 1
人あたり 1200 ドルだったが、本年度は学生人数による変動制としたため、1 人

あたり 765 ドルであった。 
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UBS Financial Services で集合写真 

 
2. カナダ・ロイヤルローズ大学(RRU)海外インターンシップ 

2012 年度春季休暇より、長期休暇中の単位認定型オプションプログラムとし

て実施。2015 年春、カナダのインターンシップ活動に対する法規制の厳格化に

伴い、インターンシッププログラムの継続が困難となり、代替としてホスピタ

リティー＆ツーリズムプログラムに変更。RRU のホスピタリティー座学講義や

現地学生との交流に加え、複数の「ボランティア活動」を含んだ内容にプログ

ラムを変更した。過渡期の夏季休暇中は最少催行人数に満たず実施できなかっ

たが、春季休暇中はボストン留学中の 5 名が参加し、 

 
ボランティアビクトリアにて 
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【実施状況に対する点検評価】 
1. 15 週間のレギュラープログラム後の 4 週間の延長プログラムとして、昭和ボストン

プログラムで培った知識やスキルなどの基礎を生かし、アメリカの大学正規単位が

修得できるプログラムとして立ち上げた。学生達の満足度は高く、その目的は達成で

きている。（事後アンケートの結果によると、3 科目を担当した 2 人の講師の評価が

5 段階中、4.5 と 4.17 だった。）生活面においても、昭和ボストンでの寮生活と違い

学生寮での生活となるため、自立を促すきっかけとなっている。 
2. インターンシップとしてのプログラム実績ができてきた矢先にカナダの法規制によ

るプログラム内容の変更となった。新プログラムのホスピタリティー＆ツーリズム

は今年度春季休暇に初めて催行でき、学生の満足度は高い。昭和ボストンの寮生活し

か経験していない学生にとっても、ホームステイは好評である。 
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2 〔ボストン〕留学支援・プログラム充実 

 
【今年度の取組計画】 

1.Extension/Optional Programs 
Recruit as many as possible to the upper limit of each program. 

2.GP Related Tokyo-Boston Exchanges 
Send more Boston staff and faculty to Tokyo for SD/FD. 

3.Showa Summer International Program (SSIP) 
4.Global Talk 
5.Guest Speakers 
6.Visiting Professors 
7.American College Classes For Credit/Audit 

We will not allow students to audit classes, but only allow students to take classes 
at American colleges if they take them for credit. 

8.Partnerships 
Seek mutually beneficial partnerships with area colleges. 

9.Other Notable Activities 
Continue to develop new opportunities for cross-cultural activities. 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1.Extension/Optional Programs 
13 students participated in the AIC Boston Career Development Program (EP), one 
student in the International Volunteering Program (OP) in the summer of 2015, 
while 5 students participated in the revised Royal Roads University Global 
Hospitality and Tourism Careers Program (OP) and 2 students in the University of 
Washington Short Term English Program (STEP) (OP) in the spring of 2016. 40 
students took part in the Newbury College Extension Program and 18 took part in 
the Emmanuel College Extension Program.  In addition, a total of 60 students took 
classes at Boston language schools during their summer and spring vacations. 
 
2.GP Related Tokyo-Boston Exchanges 
This year, SBI president Dr. Frank Schwartz visited the Tokyo campus to discuss 
the future of GHRD related programs and activities. Kenji Yuasa and Junko Shiota 
Abuza visited SWU  
 



33 
 

3. SHOWA SUMMER INTERNATIONAL PROGRAM 
We recruited 8 students to participate in the 2015 SSIP at Showa Women’s 
University: 4 students from Framingham State University, 3 students from Newbury 
College and one student from Lesley University. On April 16, these students came to 
Showa Boston and joined BLIP students for dinner, followed by an Orientation 
Program. On April 30, the American students again joined BLIP students for dinner, 
followed by a teleconference with SSIP staff in Tokyo. Several students returning 
from this Program participated in Showa Extension Classes, CCP and XCP. One of 
the FSU students who participated in SSIP is an intern in the Academic 
Department, helping to organize the Guest Lecturer Program and other academic 
tasks. 
 
4. GLOBAL TALK 
For the past 2 years, we have been focusing on expanding our Global Link program 
instead of Global Talk which is an alumni guest speaker program.  
 
5. GUEST SPEAKER PROGRAM 
(1) On-Campus Guest Speakers 
We had 19 guest speakers over the course of the year in 2015-16. Many guest 
speakers were entrepreneurs and executives from local businesses, but we also had a 
politician and some Japanese professionals working in the US. We had one panel 
discussion with business women and Dr. Livengood from the MIT Career Center did 
a series of workshops on career development. This year we started pushing the 
students to go to off-campus lectures at Boston Public Library, Newbury College, 
Emmanuel College, MIT and Harvard University. 
 
(2) Video Conferencing Guest Speakers 
We provided 5 guest speakers via video conferencing for a class in Tokyo. The 
speakers were all female business owners and top managers in Boston and their 
topic was International Women’s Leadership. 
 
(3) Harvard-Showa Symposium on Japanese Women 
On May 7, 2015 we co-sponsored a symposium titled “Advancing the Status of 
Women in a Globalizing Japan: A 70-year Retrospective” at Harvard University. It 
was very well attended with standing room only. About 30 Showa students attended 
as well as several faculty and staff in addition to faculty and staff from SWU Tokyo. 
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6. VISITING PROFESSOR PROGRAM 
We had 5 visiting professors from American colleges in 2015-16. The lecture topics 
included history, NPO, Japanese art in Boston, and globalization, among others. 
They visited BLIP and IS Honor classes.  
 
7. AMERICAN COLLEGE CLASSES FOR CREDIT 
A total of 4 students took off campus classes at American colleges, all of whom 
received help from tutors on a weekly basis.  All 4 students took the classes for 
credit.  The classes were taken at Harvard University and Boston College.  There 
were only 4 students this year because of the higher TOEIC score requirement (up to 
TOEIC 730 from TOEIC 650 last year) and we did not allow auditing, but all of them 
received an “A“ or “B” for final grades. 
 
8. PARTNERSHIPS 
(1) Partnership with Framingham State University 
2 SWU students are enrolled at FSU as full time students for the Spring 2016 
semester. We also have a FSU student intern in our Academic Department. Several 
FSU students took part in XCP. 
 
(2) Partnership with Newbury College 
2 SWU students are enrolled at Newbury College as full time students for the Spring 
2016 semester. 40 students took part in the one-credit Extension Program. Several 
students took part in XCP. 
 
(3) Partnership with Emmanuel College 
18 students successfully completed the one-credit Extension Program at Emmanuel 
College titled “Women and Leadership.” Some reported that it was challenging, and 
they all felt that they learned a lot about leadership skills and women in leadership 
positions.  
 
(4) Partnership with Lesley College 
We signed an MOU with Lesley College and started an exchange program. One 
Lesley student took part in SSIP in the summer of 2015. We also did several student 
cultural exchanges and orientations for each other. A big group of students, faculty 
and staff took part in XCP. 
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(5) Partnership with Boston College, Woods College 
Had initial visits to each other’s campus and agreed to pursue further collaborations.  
A couple of students participated in XCP. 
 
(6) Partnership with Suffolk University 
Had initial visits to each other’s campus and agreed to pursue further collaborations. 
They offered free/discount tickets to our students, faculty and staff for their 
performing arts center shows. Looking into collaborating with them through XCP in 
2016-17. 
 
9. OTHER NOTABLE ACTIVITIES 
(1) Cross Cultural Program (XCP) 
28 Showa students signed up to take part in XCP. In total, 40 American students 
participated in 3 intercultural movie discussions and one intercultural simulation 
activity Bafa’Bafa’. This year they explored intercultural issues in films such as 
“Good Will Hunting,” “Tokyo God Father,” and “Shall We Dance” (American version). 
The intercultural simulation activity Bafa’Bafa’ was very well received. Starting this 
year, we plan to imbed XCP activities into existing classes so that we can continue 
this program within our regular academic budget.  
 
(2) Japanese Culture Orientation 
Showa students provided Japanese Culture Orientation to students from MIT, Lesley, 
Mt. Ida, Emerson, Framingham State, Simmons, Newbury College and JAL/British 
Airways.  
 
(3) Global Link 
Again, this year we expanded the Global Link activities. These activities encourage 
students to use their English with people from all over the world as well as the US 
and promote intercultural understanding. In total over 730 students (some 
duplications) volunteered for 26 activities.  A total of 157 Showa students did 
orientations and activities with 130 American students from Boston University, 
Emerson College, Simmons College, MIT, Univ. of California-Berkley, Lesley 
College, and Mt. Ida College.  More than 152 Showa students also did joint 
activities with international students studying at Boston College CELOP, FLS, 
Boston Academy of English, Education First, ASC English, and Kaplan.  Over 425 
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students participated in activities with Americans such as the Boston Japanese 
Festival, Showa Japanese Festival, JET Alumni Reunion, Brookline Festival, 
Sugihara Chiune Memorial Event, and several Japanese Consul’s Events. 
 
(4) Model UN 
We hosted one faculty training session, and two UN simulations with BLIP and IS 
Honors students.  
 
10.Other 
(1) FACULTY/STAFF DEVELOPMENT 
Showa Boston hosted the second Tokyo and Showa Boston joint Faculty 
Development Seminar. 5 faculty members from Tokyo and 11 faculty and staff 
members from Showa Boston attended.  
 
5 staff members from Tokyo came to Boston for Staff Development. They visited 
Lesley University, Newbury College, Endicott College, Simmons College, and MIT 
and had meetings with administrators and executives. Their main topic was “Visions 
for the Future of SWU in 20 Years.” 
 
Boston held a faculty workshop on Student Learning Outcomes (SLO).  22 full-time 
and part-time faculty and 3 staff members attended. 
 
(2) STUDY ABROAD COUNSELING 
More students know to get help regarding study abroad and off-campus study 
opportunities at the Global Education Center now, so there have been over 928 (as of 
March 2, 2016) inquiries over the course of the year.  
 
We helped numerous students apply for off-campus TOEIC, IELTS or TOEFL tests 
this year due to the increased interest in applying for off-campus programs such as 
AIC, RRU, Emmanuel College, Newbury College, Framingham State University, 
Lesley and SAF. Being able to receive the Global Scholarship was another big 
motivator in signing up for off-campus TOEIC tests. 
 

 

【実施状況に対する点検評価】 
 The programs we have run for more than a couple of years are now well established 
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among the students. Those programs include the Extension Programs, the 
Optional Programs, SSIP, Guest Speakers, and the Framingham/Lesley/Newbury 
Student Exchange Programs. Our collaboration with partner schools have 
deepened as well and now we do academic and social visits by students, Tokyo 
faculty and students have visited Framingham, Lesley and Newbury on several 
occasions for exchange and staff and faculty development. More students are also 
interested in TOEFL, not just TOEIC. The program that expanded dramatically is 
the Global Link program. This program allows Showa students from all English 
levels interact with Americans and international students. The FD and SD 
programs we run for Tokyo faculty and staff are also very well received both in 
Tokyo and Boston. We were able to learn about each other’s campus programs, 
challenges, and future plans. As we go into our last year of the grant, we hope to 
further integrate the GHRD programs into existing academic and Student 
Services programs so that they become part of the Showa Boston curriculum and 
culture. 
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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. 留学生の使用状況の確認をし、問題点をさらに検討する 

→ 関係学科に使用状況を確認する予定  
2. 留学中の学生と東京の教員間でのコミュニケーションに関してシステムや運用上に  

さらに改善すべき点がないかを検討する  
→ 関係学科（関係教員）からの聞き取り調査を実施予定  

3. 留学後の学生に、システムや運用上、改善すべき点がないか web 調査を実施する  
→ H26 年度からの改善状況を確認するとともに、さらなる要改善点を確認する  

4. 留学ポートフォリオに蓄積する必要のある内容に関して再確認する 

5. 留学中の学生のポートフォリオの内容を留学前の学生への指導に活用する  

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 今年度は、昨年度から引き続き、留学ポートフォリオ(manaba folio)を運用した。ソ

ウル女子大学へ留学学生 11 名、国民大学へ留学学生 3 名、上海交通大学へ留学学生

15 名、ボストンサマーセッション参加学生 52 名、英語コミュニケーション学科の

BLIP13 学生 23 名、BLIP14 学生 21 名、BLIP15 学生 20 名と、後期自由型認定留

学参加学生 9 名が利用した。ボストンサマーセッションプログラムの学生は、滞在

期間の 1 ヶ月間、manaba folio を利用・活用しているが、他のプログラムの学生の

使用状況は月に 1 回の月次報告が主である。長期間の留学では、留学生活が日常化

して、特筆すべきイベントも見つけにくくなり、日々の多忙な活動の中でアクセスの

必須性が低下する。 
2. 月次報告の提出で学生と教員間のコミュニケーションシステムとして利用してい

る。海外では、Gmail が安定的に繋がらない環境もあって、manaba folio の方が利

用しやすい国もある。留学生を多数送り出している学科の担当教員にコミュニケー

ションツールとしての manaba folio について、聞き取り調査をおこなった。 
3. その結果、1)留学前にポートフォリオの有用性を十分理解させて動機付けする事の重

要性を確認していること。2)この取り組みは、もちろん現状で行っているが学生から

のアンケート結果に見られるとおり、十分とはいえず、一層の取り組みが必要である

こと。3)留学前－留学中－留学後－卒業までの変化を自己認識して将来的に活用でき

ると学生が感じることができる指導と助言が、教員にとって大きな負担となるが、必

要であること。4)1～3 の実現のためのツールとして、manaba folio の使用が打ち切

られる予定であることを踏まえ、操作が簡便で学生が慣れている UP SHOWA の活

用が現実的である。在学期間を通じてデータを保存・使用できるシステムを構築する
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などの手当が必要であるが、UP SHOWA を用いてポートフォリオを構築する事も視

野に入れる。 
4. manaba folio の利用後、manaba folio の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 を用いてアンケート調査を実施した。 
5. manaba folio を高頻度で使用する学生は、短期留学プログラムの学生で、課題提出

や記録などを負担と感じることなく、積極的に活用している。短期留学プログラムの

学生以外は、多くの学生が、教員との連絡ツールとして使用している。 
6. 活用を高めるための方策としては、留学前に manaba folio の使い方を十分に指導す

ること、留学中は課題提出を特に留学実施初期に要求するなどして、manaba folio へ

のアクセスや提出の操作に習熟させておくことが重要である。ただし、長期留学の場

合、担当教員の負担はかなり大きくなることが予想される。 
7. 学生が manaba folio に蓄積させる内容に関しては、学生と教員の負担感から考える

と現状のものが適当である。 
8. 留学前の学生に対して、業者による操作説明会を実施した。また学科教員や国際交流

センターによる、manaba folio 利用の目的や効果について、説明および学生指導を

行った。また、学生へのアンケート調査結果を学科や国際交流センターと情報共有

し、留学前の学生指導に活かすこととした。   
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 使用状況は、一昨年度に比べて昨年度拡大したが、今年度は昨年度並みだった。教員

との連絡ツールとして利用しており、manaba folio の本来の機能活用は向上してい

ない。 
2. いずれの留学先も、学生と教員間のコミュニケーションツールとしては利用できて

いる。 
3. アンケート調査により、現状の評価、活用を高める方策を話し合ったが、昨年度の結

果とほとんど相違はなく、長期留学の場合の専任教員の負担はかなり大きくなるこ

とが予想される。連絡用ツールとしては利用されているので、留学中の学生とのコミ

ュニケーションを行うウェブプラットフォームの設備は必要である。 
4. 現状での使用目的が妥当であることを確認した。 
5. 学生の利用状況から見ると、留学前の指導は、より時間をかけて行った方が良い。 

 

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】 
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、教

材の貸出等）  



40 
 

(1) 学生の自律的学習の支援を行う（e ラーニングの効果的活用法の指導等）。  
(2) 語学学習を支援する活動の企画・運営を行う。  
(3) 留学アドバイザーと連携して、留学を促進するための英語学習支援を行う。 

2. 英文ライティングアドバイザーおよび留学アドバイザーの効果的な利用の促進 
3. その他（グローバルラウンジの活用） 

 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1．英語学習アドバイザー 

(1) 英語学習アドバイザー 
①個別カウンセリング 
利用件数＝延べ 580 件（メール相談除く） 
国際交流センター（CIE）を拠点に週 5 日（月～金 10:10～16:25）、英語学習の個

別カウンセリング、メールでの相談、授業内 e ラーニング指導などを実施した。前期

は特に外国語英語履修者の個別カウンセリングを義務化したことで利用実績は大き

く増加した。 
  4 月 5 月 6 月 7-8 月 10 月 11 月 12 月 1-2 月 合計 

個別相談 
(件数) 48 91 173 152 47 27 16 26 580 

授業入込 
（人数） 242 320 412 365 191 160 150 258 2098 

②授業入り込み e ラーニング支援 
利用件数＝延べ 2098 名 
国際学科  

＜前期＞ 4/13（月）～7/31（金）＜後期＞ 10/2（金）～2/3（水） 
ビジネスデザイン学科 

＜前期＞ 4/17（金）～7/31（金）＜後期＞ 10/16（金）～2/3（水）  
③オリエンテーションなど   
新入生オリエンテーション 4/3（金） 
実践倫理にて留学・英語学習アドバイザー紹介 4/15（水）  
ボストンサマーセッション オリエンテーション 4/23（木）・5/7（水）  

④その他 
・入学準備教育サポート 

12 月～2 月に渡り、入学手続き者のうち、e ラーニングによる英語入学前準備

教育対象者約 190 名に電話によるケア、サポートを行った。 
(2) 英文ライティングアドバイザー 

CIE を拠点に週 3 日（火・木・金 12:10～15:00）、英文ライティングカウンセリン

グを行った。後期からはグローバルラウンジで Gap year のイギリス人研修生と英語
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指導を行った（「英語アクティビティ English Lounge」）。アドバイザーが英語母語

話者であるため、英文添削指導に限らず、会話や面接など英語に関する総合的なアド

バイスが行われている。 
利用件数＝延べ 165 件   

(3) 留学アドバイザー 
CIE を拠点に週 2 日（月・金 10:30～17:30）、本学の認定留学のみならず、自由型

認定留学の情報提供、学外の語学研修やワーキングホリデー、海外での資格取得、大

学院進学など多様な相談に対応している。 
利用件数＝延べ 253 件 

 
2．その他（グローバルラウンジの活用） 

(1) 海外留学・研修プログラム説明会  
・ 留学説明会（全体）4/8（水）～4/10（金） 
・ 夏季海外研修説明会 4/16（木）・24（金） 
・ 2016 前期長期留学説明会 4/27（月）・28（火） 
・ 春季ボストン 15 週プログラム説明会 5/13（水）・20（水）・6/19（金） 
・ 2016 年度前期協定校認定留学説明会 5/14（木）・21（木） 
・ 春季海外研修説明会（全体）10/9（金）・13（火） 
・ 春季海外研修説明会（英語圏）10/20（火）・26（月） 
・ 春季海外研修説明会（英語以外の語学学習系）10/21（水）・28（水）  
・ 春期海外研修説明会（春季ヨーロッパ研修・ヨーロッパ歴史演習） 

10/22（木）・27（火） 
・ 春季海外研修説明会（アメリカ栄養士体験）10/29（木） 
・ 秋季 15 週間ボストンプログラム説明会 11/20（金）・12/7（月） 
・ 2016 年度後期協定校認定留学説明会 11/27（金）・12/1（火）   
・ 第 4 期トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム説明会 7/23(木)  
・ 第 5 期トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム説明会 12/21（月） 

(2) 海外留学・研修前オリエンテーション 
・ ボストンサマーセッション 5/28（水）・6/4（水）・9（月）・18（水） 
・ 2015 年度後期協定校認定留学・夏季海外研修（保険）6/16（火） 
・ 2015 年度後期協定校認定留学・夏季海外研修（クレジット・キャッシュパスポ

ート）7/2（木） 
・ 2015 年度後期協定校認定留学・夏季海外研修（危機管理マニュアル説明）7/30

（木） 
・ 春季海外研修（渡航準備・ビザ）12/3（木） 
・ 2016 年度前期協定校認定留学・春季海外研修（クレジット・キャッシュパスポ
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ート）12/9（水） 
・ 2016 年度前期協定校認定留学・春季海外研修（保険）1/14（木） 

(3) 外国人留学生関連のプログラム  
・ 定例外国人留学生交流会 4/20（月）・10/16（金）・1/19（火） 
・ 多文化協働プロジェクト（SSIP＝SWU Summer International Program） 

メイン会場 6 /23（火）～7/13（月） 
・ Chawa 定例ミーティング（週 1 回お昼休み時間に実施） 
・ ベトナムレクイドン高校訪問 7/1（水） 
・ クイーンズランド大学生交流会 12/10（木） 
・ 留学生帰国前オリエンテーション 1/26（月） 
・ 日本語集中講座（SWU Intensive Japanese Language Program)  
・ オリエンテーション・交流会=9/25（金）、修了式 2/9（火） 

(4) 学生による組織的な国際交流支援活動 
グローバルネットワーク説明会 5/15 （金） 

(5) 英語アクティビティ English Lounge  
前期：5 /25（月）～ 7/14（火）のうち毎週月及び金曜日の 12:10～16:00 
後期：10/21（水）～ 1/20（水）のうち毎週水曜日の 12:20～13:00 

 

【実施状況に対する点検評価】 
アドバイザーについては、今年度から外国語英語履修者の英語学習カウンセリングが

義務化された。それにより、特に前期の稼働率が大幅に上昇したが、後期はその反動で落

ち込む結果となった。通年の件数では昨年度より増加しているが、内容を見ると自主的に

カウンセリングを受ける学生は減少しており、対応が必要である。英文ライティング、留

学アドバイザーについては例年とほぼ同様の実績となった。 
グローバルラウンジの活用は派遣留学促進を目的とする説明会やオリエンテーショ

ン、英語学習セミナー、外国人留学生や来賓との交流会、プログラム提供の場所として、

年間を通じて多目的に利用されており、その利用実績も年を追って増加している。海外留

学等のオリエンテーションについては、今年度から、更に回数を増やし、内容を充実させ

た。 
 

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】。 
1. 平成 25 年度に作成した、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

ルの加除訂正。  
2. 留学を見据えた講演会等の実施  

(1)留学カフェの継続実施  
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(2)留学アドバイザーによる講演 

  
【取組計画の実施状況(現状)】 
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加除訂正を行い、新入

生ガイダンスで一年生全員に配布した。指定校説明会、オープンキャンパス、附属

高等部 1，2 年生向け説明会で配布し、日本語日本文学科（以下日本語日本文学

科）、歴史文化学科（以下歴史文化学科）の在学中に留学が可能であることを周知

した。 
2. 留学を見据えた講演会等は以下のとおり、年間を通じて開催した。 

(1)留学カフェの継続実施 
4/20「留学カフェ：ボストン長期・短期留学」開催 ／ 参加：日本語日本文学科

13 名 
6/11「留学カフェ：今後の韓国留学について」漢陽女子大学 金容安教授（本学客

員教授）を招いて開催／ 参加：日本語日本文学科 2 名、歴史文化学科 1
名、韓国人留学生 2 名 

7/1 「留学体験を聞く会」開催 ／ 日本語日本文学科 1 年生全員、3 年生 68 名

参加。 
＊ 教員留学体験談および学生留学体験談を聞く。学生アドバイザーは経験者 4 名

で、異なるプログラムから各 1 名が担当した。 
7/2  「留学体験を聞く会」開催 ／ 参加：日本語日本文学科 6 名 
7/17 「留学体験を聞く会」開催 ／ 参加：歴史文化学科 7 名 
7/22 「留学体験を聞く会」開催 ／ 参加：歴史文化学科 3 名 
10/23「留学カフェ：日本文化プログラム」開催 ／ 参加：日本語日本文学科  

5 名、アドバイザー：経験者 4 名 
10/28「留学カフェ：日本文化プログラム」開催 ／参加：歴史文化学科 1、3 年生

全員、アドバイザー：経験者 2 名 
11/4 「留学カフェ：日本文化プログラム」開催 ／ 参加：歴史文化学科 2 年生全

員、アドバイザー：経験者 1 名 
11/20「ボストン 15 週間プログラム」留学経験者懇談会開催 ／ 参加：日本語日

本文学科 5 名 
1/22 「留学カフェ：外国人留学生との交流会」開催 ／ 参加：日本語日本文学

科 7 名(内 3 名が当日プログラムを企画)、留学生 11 名 
(2)留学アドバイザーによる講演 

留学アドバイザーの講演は日程調整がつかず実施しなかった。代替として、留学

経験のある教員に依頼し「留学体験を聞く会」の中で行った。 
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▲留学体験を聞く会 7 月(歴史文化学科)    ▲1/22 留学カフェ･外国人留学生との交流会(日本語日本文学科) 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 専門の学修を進めながらも、留学できるようカリキュラムを編成し、学生に「留学を

想定した履修モデル」を提示できた。留学を必須としていない日本語日本文学科、歴

史文化学科の学生でも留学し、グローバルな視点での学びと進路を視野に入れるこ

とに取り組んだ。カリキュラムデザインが整備された結果、ボストン 15 週間プログ

ラム参加および認定留学をした者は、日本語日本文学科では昨年度 5 名→今年度は

8 名(内 2 名はボストンに 1 年留学)、歴史文化学科では昨年度 2 名→9 名となった。 
2. 昨年度から開催し、「参加しやすい」と学生から好評の「留学カフェ」を複数回開催

した。留学経験者の意識調査もかねて「留学経験を就活にどのように活かすか」等ト

ピックを設定して懇談する機会も設け、今年度も好評であった。歴史文化学科 1 年

生全員対象の「留学体験を聞く会」でアンケートを行ったところ、「海外体験や留学

に興味がある」と回答した者が 88%で昨年の 66%より増加していた。留学アドバイ

ザーによる講演会は開催できなかったが、「留学カフェ」「留学体験を聞く会」および

各留学プログラムの説明会で十分代替でき、目的は果たせたと考えている。 
 

3-4 留学支援を活かした就職支援 
【今年度の取組計画】 
１．日本人学生の留学経験を活かした就職支援 

(1) 日本人留学経験者対象就職支援講座  
(2) 日本人留学予定者対象就職支援講座  
(3) 日本人留学予定者対象就職支援懇談会  
(4) 多文化の職場環境でのインターンシップ  

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1．日本人学生の留学経験を活かした就職支援 

(1)「留学経験を就職活動に活かす-帰国後編-」 
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開催日時 10 月 27 日（火）18:10～19:40  開催場所 80 年館コスモスホール 
参加者数 92 名（対象：今後に就職活動を控えた留学経験者生） 
内容 留学後に意識すること（「自己分析とコミュニケーションスキル」、「自己ＰＲ

（留学経験のエピソード化）」）、就活までの期間の過ごし方（就活生の英語力と

その必要性、語学力向上の必要性、国内・国外インターンシップへの挑戦）な

ど 
(2)「留学経験を就職活動に活かす-出発前編-」 
開催日時 ①6 月 24 日（水）16:30～17:50 ②12 月 16 日（水）16:30～17:50 
開催場所 ①②共に 大学 80 年館 6 階コスモスホール 
参加者数 ①157 名（対象：本年度後期に留学に出発する学生 179 名） 

②160 名（対象：来年度前期に留学に出発する学生 202 名） 
内容 留学前にキャリア開発、就職活動という視点で留学を捉え、留学に対する目的

意識を明確にしてもらう。 具体的には、「グローバル社会で大切なこと」「企業

と学生のグローバル意識のギャップ」「企業がグローバル人材に求めるスキル」

「ビジネスリテラシーとグローバルリテラシー」「留学中の現地での過ごし方」

など 
アンケート評価（4 段階評価） ①3.62（有効回答数 125）、②3.50（有効回答数

113） 
(3) 就活支援懇談会パネルディスカッション「グローバルな舞台で活躍する社会人メ

ンターから秘訣を聞く！」 
開催日時 11 月 21 日（土）13:30～15:00  開催場所 大学 1 号館 5S33 教室 
参加人数 76 名 
内容 グローバルな舞台で活躍する社会人メンター3 名をパネリストにお招きして、

パネルディスカッションを行った。（討議テーマ…仕事に必要な語学力をどのよ

うにブラッシュアップしているの？ グローバルな舞台で活躍するにはどのよう

な能力・知識・経験が必要？それらをどのように身につけ、高めているの？学

生時代に何をしておけばよい？留学で何を身につける？ 留学経験をどのように

将来のキャリアにつなげると良い？グローバルな舞台で活躍する女性は出産や

育児とどう向き合っているの？などなど 
(4) 多文化の職場環境でのインターンシップ 
多文化の職場環境でのインターンシップは、グローバルなコミュニケーション能力

とビジネスマインドを持った人材の育成を目的に、平成 26 年度から達成目標（外国語

活用型インターンシップも合算した数字）を設定し取り組んでいる。多文化の職場環境

についての明確な定義は定着していないが、当面、「3 か国以上の国籍の社員が在籍す

る職場」と要件を定め、その開拓に力を入れてきた。平成 27 年度は、平成 28 年 3 月

4 日現在で、16 事業所で 32 人の受入れが確定している。平成 27 年度の特長としては、
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本学職員が海外勤務の経験を活かして、在日米国商工会議所など複数の在日外国商工

団体でのインターンシップを新規開拓したことが挙げられる。多文化職場以外にも外

国語活用型インターンシップを 11 事業所で 22 人の学生が参加して実施し、これらを

合計すると、27 事業所、54 人（年度目標は 35 人）になった。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1．日本人学生の留学経験を活かした就職支援 
(1)「留学経験を就職活動に活かす-帰国後編-」 

昨年の 32 名から 60 名増の 92 名の参加があった。留学経験者の多い学科のキャリ

ア支援部委員からの精力的な参加呼びかけが功を奏した。 
(2)「留学経験を就職活動に活かす-出発前編-」 

国際交流センターが行う留学オリエンテーションと併せて開催することにより、対

象者の約 8 割以上が参加する講座となった。 
(3) 就活支援懇談会パネルディスカッション「グローバルな舞台で活躍する社会人メン

ターから秘訣を聞く！」 
昨年の 24 名から 52 名増の 76 人の参加があった。質疑応答の際には学生から積極

的に質問が出たり、講座終了後も学生の個別の質問が続いたりする光景が見られた。 
(4) 多文化の職場環境でのインターンシップ 

実施状況で述べたように、外国語活用型インターンシップを含めると、27 事業所で

54 人が参加し、目標の 34 人を大幅に上回った。参加学生には、通常のインターンシ

ップでの日誌・報告書とは別に、「多文化の職場環境で学んだこと」について報告書を

提出させている。それらを見ると、多様な文化を背景とした複数の国籍の社員が働く

職場での就労体験は、グローバルな視点と能力の育成に効果が上げていると認められ

る。 

 

3-5 学生による国際交流サポートボランティアの組織化 
【今年度の取組計画】 
「Global Network」を組織化し、①留学生サポート（ホストシスター等）、②海外か

らの来賓サポート、③学内プログラムのサポート、を行う。 

 

【今年度の取組現状および評価】 

2014 年度に始まった Global Network は主に 3 つの活動分野があり、登録者には年間

を通じて発生する案件や国際交流イベントの情報を随時配信している。今年度も登録者

は増え続け、2015 年度登録者数は 2 月末時点で約 630 名である。ホストシスターやホス

トファミリー、サマープログラム、協定校訪問者との交流会など、留学生支援や交流活動

の運営において Global Network に登録している学生が常に欠かせない存在となった。 
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＜Global Network の活動分野＞ 
①留学生との国際交流（交流会、Chawa 定例イベント、SSIP、その他） 
②留学生支援＝ホストシスター（バディ）、ホストファミリー、日本語サポーター 
③海外からの来客への接遇 

 
今年度は上記の分野のうち、「留学生との国際交流活動」を学生自身が計画・運営して

いくため、「国際交流活動グループ Chawa（茶輪）」が 6 月に創設された。 
Chawaは日本人学生と留学生が様々なイベントやアクティビティーを通じて交流を深

め、お互いの文化を知り、国籍や文化を超えた友人関係を見出すことをめざして毎月数回

の定例活動を行っている。外国人留学生にとっては日本での余暇活動の充実と親密な友

人関係による精神的なサポートを保障する効果が期待される。また日本人学生にとって

は自律的に活動を行うことで新しい気づきと自らのリーダーシップを開発する契機とも

なっている。学生自身が留学生に近い目線で企画、募集、運営を行うことで、イベント数

も増え、留学生の参加者も増える結果となった。 
更に一般財団法人学生サポートセンターより平成27年

度「学生ボランティア団体」の助成団体として採択が決

定し、1 月 25 日（月）に Chawa 代表学生が出席、表

彰と助成金 10 万円を受けることができた。 
2016 年度は 3 つ目の活動領域である「海外からの来

客への接遇」を強化するため、学生スタッフによるキャ

ンパスアテンダントのグループとして組織化することを計画している。 
 

＜2015 年度 Global Network の主な募集案件実績（Chawa 除く）＞ 
  使用言語 案件名 参加者 

1 日 留学生交流会 25 
2 日 前期ホストシスター 4 
3 日 防災体験ツアー(学生部） 2 
4 日 ディナー交流会 11 
5 日 ミニランチ交流会 6 
6 英 SSIP2015 Japan Studies 15 
7 英 SSIP Cross-Cultural Workshop 18 
8 英 SSIP 聴講生 5 
9 英 ホストファミリー SSIP2015 15 

10 英 SSIP サポート生 33 
11 日 BSA ホストファミリー 8 
12 日 BSA サポート生 21 
13 日 後期ホストファミリー 20 
14 日 後期ホストシスター 21 
15 日 にほんごサポーター 13 
16 英 JICA 研修生アテンド 2 
17 日 後期 留学生交流会 29 
18 日 後期防災体験ツアー（学生部） 1 
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19 英 クイーンズランド大学交流会 15 
20 英 ハーバード大学ミステリーツアー 14 
21 英 香港大学交流イベント 3 
22 日・英 レスリー大学交流会 14 
    計 295 

 

＜2015 年度 Chawa 活動＞ 

 

実実際の活動の様子は、適宜 CIE ブログ（http://content.swu.ac.jp/cie-blog/）および、

Facebook ページ「昭和女子大学 Global Network 」

（https://www.facebook.com/swuglobalnetwork）にて

掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 No イベント 日時 留学生 日本人 

 
前 
期 

1 留学生交流会 4 月 20 日（月） 37 25 
2 お好み焼きディナー 5 月 15 日（金） 9 11 
3 ボーリング 6 月 16 日（火） 4 4 
4 ブルーベリーピッキング 6 月 27 日（土） 3 2 
5 和菓子作り体験 7 月 16 日（木） 4 2 
6 かんざし作り&浴衣体験 7 月 19 日（日） 3 6 
7 東京湾納涼船 7 月 22 日（水） 5 4 

 
 
 
 
 
後

期 
 
 
 
 

8 留学生交流会 10 月 16 日（金） 38 33 
9 アスレチックピクニック 10 月 18 日（日） 17 7 
10 ハロウィン 10 月 28 日（水） 17 7 
11 芋ほり＠川越 11 月 8 日（日） 9 6 
12 紅葉狩り＠六義園 11 月 25 日（水） 14 11 
13 クリスマスイルミネーション 12 月 16 日（水） 12 8 
14 お正月イベント（カルタ等） 1 月 9 日（土） 3 6 
15 留学生交流会 1 月 19 日（火） 37 11 
16 歌舞伎鑑賞会 1 月 23 日（土） 18 2 
17 ジブリミュージアム 12 月 21 日(月) 14 9 
18 修了式 2 月 9 日（火） 11 10 
19 御殿場・箱根一泊会 2 月 12（木）～13 日（金） 16 12 

 

【実施状況に対する点検評価】 
「Global Network」の組織化については、留学生との国際交流活動を学生自身が計画・

Global Network フライヤー 
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運営する Chawa を創設したことによって大きく前進した。今後は更に活動を重ねながら

学生のリーダーシップを育み、より自律的な運営につなげてゆく計画である。 
海外からの来賓サポートについては、同様に学生を組織化するべく検討を進めた。次年

度から実現できるよう準備を進めている。 
 

3-6 留学先での学生生活サポートと安全管理 
【今年度の取組計画】 

前年に引き続きマニュアルの改訂作業を進めるとともに、危機管理体制全体を見

直し、総合的な危機管理体制の構築を目指す。 

 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 海外危機管理に関して日本リスクマネジメント株式会社とコンサルティング契約を

結び、同社の監修のもと「海外研修引率教員用マニュアル（危機管理マニュアル別

冊）」および「学生用マニュアル」を改定した。このマニュアルを夏季休暇中に実施

する海外研修の引率教員および参加学生に配布した（マニュアル概要説明会もあわ

せて実施）。帰国後に教員からのフィードバックを受け、来年度からの本格的な導入

を目指す。 
2. 夏季に引き続き、春季の海外研修に参加する引率教員と学生にマニュアルを配布す

るとともに、1 月下旬に学生を対象とする「春季プログラムオリエンテーション」を

日本リスクマネジメント株式会社の協力により実施した。研修中の危機管理にフォ

ーカスした内容であり、「自分の身を守る」ことを主眼とし、さまざまな事例を豊富

に紹介し注意喚起を行った。 
3. 一部春季研修プログラム（「ヨーロッパ歴史演習」・「春季ヨーロッパ研修」）におい

て、危機事象が発生した場合のアラート情報発信および安否確認が可能なシステム

「アラート★スター」（JTB 提供）をトライアルとして導入した。同システムは、事

前に滞在者、滞在地域を登録し、当該地域で危機事象が発生した場合に滞在者にアラ

ートをメール配信するものである。また、スマートフォンのアプリを利用して、滞在

者に対する安否を確認できる。2 月上旬に対象者となる引率教員 2 名、学生 3 名に

説明を行った。研修後は引率者に対してリサーチを行い、検証を行った。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1．昨年度からの課題であった「危機管理マニュアルを 2015 年度夏季プログラムか

ら適用する」という目標は達成できた。日本リスクマネジメント株式会社との綿

密な打ち合わせのもとで編集を行ったことが功を奏し、研修終了後の引率者から

のフィードバックでは、必要な情報も網羅され、使い勝手も良くできているとの

感想が多く、概ね好評であった。 
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2．事例を用いたことにより、学生の関心も高く、危機管理意識を持たせることがで

きた。 
3．研修期間中に滞在先にアラートを発信する機会は少なく、またアラートの種類も

レベルが低かったことから、ハイレベルな危機事象発生時の運用検証は行ってい

ない。また、本システムはまだ他大学での使用実績も少ないため、特に管理者側

にとっては、設定の際の不具合や使い勝手の悪さなども若干あった。トライアル

で浮かび上がった課題をリサーチ、分析し、次年度本格導入をするかどうかを決

定する予定である。 
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4 学生の外国語力向上 

4-1 英語レベルの強化 
【今年度の取組計画】。 

1. TOEIC IP テスト（Bridge IP テスト）（5 月・8 月・10 月・2 月）   4 回  

2. TOEIC セミナー（英語学習法セミナー、概要説明会）   4 回  

3. TOEIC パート別セミナー  

・TOEIC と英語学習（5 月・10 月／3 レベル各 1 回）  
・リスニングパート（6 月・11 月／3 レベル各 1 回）  
・リーディングパート（7 月・12 月／3 レベル各 1 回）  

4. 英語楽習セミナー   4 回  
5. TOEFL iBT・IELTS セミナー（4 月／1 回）  
6. 英語学習アドバイザーの利用（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、教材の貸出 等）  

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

1. TOEIC IP テスト 

全学対象 TOEIC IP テストを年 4 回実施した。日本語日本文学科 1 年生、英語コ

ミュニケーション学科（1～3 学年）、国際学科（全学年）は受験を必須とした。な

お、Bridge IP テストは受験者がいないため実施を廃止した。（受験者総数 2,223 名） 

2. TOEIC セミナー（英語学習法セミナー、概要説明会） 
TOEIC 概要説明会は、主に国際ビジネスコミュニケーション協会による説明会で

ある。年間通して、「概要説明会→TOEIC IP テスト」の流れを作っており、TOEIC の

学習を始めようと思った学生がいつでも取り組みを始められるようにしている。日

本語日本文学科は 2015 年度より 1 年生の参加を義務づけている。なお、英語学習法

セミナーは単独で実施せず、概要説明会にその要素を含めて実施した。（参加者総数

234 名） 
3. TOEIC パート別セミナー 

TOEIC に精通した講師陣が、TOEIC の学習法を「TOEIC と英語楽習」「リスニン

グ」「リーディング」の 3 つのパートに分けて解説した。英語力および目標スコアに

応じたクラス編成を行っており、2015 年度は学生からの要望に応え、2 レベルから 3

レベルに細分化した。TOEIC パート別セミナーの参加者は前年度よりも 94 名増え

た。 

(1) 初めて受ける TOEIC 対策セミナー（参加者総数 274 名）   

(2) TOEIC パート別セミナー（参加者総数 311 名 内 12 名は職員） 

4. 英語楽習セミナー 
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本年度から導入した、アクティビティを通して楽
．
しく英語を習

．
うセミナーである。

毎回、ディズニーやジブリ、ハリーポッターなど学生の興味をひきそうなテーマを設

定した。学内で唯一「英語を得意としない学生」を主な対象者としている。（参加者

総数 83 名 内 1 名は職員） 

5. TOEFL iBT・IELTS セミナー 

留学希望者が年々増加しており、TOEFL や IELTS の受験に興味を持つ学生も増え

てきている。また、英語コミュニケーション学科の学生を中心に、留学先の大学で

TOEFL や IELTS のスコアを求められることが多く、このセミナーの需要が高まって

いることから、実施回数を増やすことになった。（参加者数 44 名） 

6. 英語学習アドバイザーの利用 
(1) 英語 IA, IIA, IB, IIB を履修する 1 年生は全員、英語学習カウンセリングを受け

ることが義務付けられている。 

(2) 推薦入試で入学が早く決まった生徒に対し、全学的に入学準備教育（ALC 

NetAcademy2, PowerWords コース）を導入し、入学後に必要な英語の基礎語彙力

を身につけることを目標としている。なお、英語学習アドバイザーおよび総合教

育センターが、開始から終了までのケア（電話やメールによる呼びかけ）を担当

している。 

TOEIC 概要説明会の様子（2016 年 4 月 25 日） 

 

【実施状況に対する点検評価】 

1. TOEIC IP テスト 

今年度は、日本語日本文学科 1 年生の受験が新たに必須となり、受験者数は日本

語日本文学科で 143 名増、その他、ビジネスデザイン学科、心理学科、初等教育学

科、環境デザイン学科、管理栄養学科からの受験者も増加となった。受験者全体の

平均スコアは 2014 年度の 492.0 点から 493.5 点へとアップした。 
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2. TOEIC セミナー（概要説明会） 

説明会参加者の 86.3％は TOEIC を受験したことのない学生が占めており、未受験

者の TOEIC への理解を深め、TOEIC 受験への後押しをする役目を果たした。 

3. TOEIC パート別セミナー 

アンケートの回答では、参加者の満足度が 98%と非常に高い。また、受講者の 7 割

がセミナー後に TOEIC スコアをアップさせており、全体では平均 36.5 点上昇してい

る。「TOEIC の学習法が分かることでやる気が出た」という意見も多く、学生のモチ

ベーション維持・アップに役立っている。 

4. 英語楽習セミナー 

受講者の 33%は英語が好きではない学生であったが、セミナー受講後には、85.5％

の受講者が「英語」に対するイメージが良くなったと回答している。また、セミナー

の満足度も 97.6%と高く、英語を楽しく学ぶことで英語に対する苦手意識を軽減させ

るという目的を達成していると言える。 

5. TOEFL iBT・IELTS セミナー 

参加者のほぼ全員が TOEFL や IELTS を受けたことのない学生だったが、受講者の

44.7%はすでに留学先が決定しており、スコア取得の明確な目標があったため、他の

セミナーに比べて質問が多かった。疑問や不安のある学生をサポートする場として

非常に有効であった。 

6. 英語学習アドバイザーの利用 

(1) 今年度前期に、人間文化学部の学生を対象に行ったアンケートによると、カウ

ンセリングを受けた学生の 92%が「英語学習アドバイザーから的確な指示を受

けられた」と回答している。 

(2) 入学準備教育期間中は、学習に手をつけていない未学習者および学習が遅れて

いる学習者に対し、電話連絡等を計 2 回実施している。また、締切後も最後ま

で学習を終えるよう計 2 回の電話連絡等を実施している。入学前から学習者全

員に計画的な自律学習を促し、本学の初年次教育において必要な基礎力を身に

つけさせることができている。 
 

4-2 英語レベルの測定 
【今年度の取組計画】 

1. 2015 年度入学者対象 4 月英語統一テスト  

(1) 2015 年度非英語系学科入学者のうち英語履修希望者（総合教育センター）  

(2) 2015 年度英語系学科入学者全員（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・現代教養学科）  

2. 2015 年度入学者対象【年度末】英語統一テスト（総合教育センター外国語英語予算)

入学時と 1 年次終了時の英語統一テスト（GTEC）のスコアを比較分析する。  
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3. 2013 年度人間文化学部入学者対象学年末（1～3 月）英語力測定テスト 

(1) 日本語日本文学科・歴史文化学科 3 年生  

(2) 英語コミュニケーション学科 3 年生 2 年次分＝ボストン帰国後＝8 月、3 年次

分＝2 月  
国際学科 3 年生 2 年次分＝必修留学帰国後＝8 月、3 年次分＝2 月  

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

1. 2015 年度入学者を対象に、株式会社ベネッセ i-キャリアの GTEC（英語コミュニケ

ーション能力を測定するオンラインテスト）を実施した。 

2015 年 4 月 3～6 日 (1) 英語履修希望者（非英語系学科入学者） 

〃        (2) 英語系学科入学者対象 受験者計 1,406 名 

2. 2015 年度入学者のうち、非英語系学科の英語履修者を対象に GTEC を実施し、入学

時と 1 年次終了時のスコアを比較分析した。  

2016 年 2 月 13 日（土） 英語履修者（非英語系学科） 受験者 800 名 

3. 2013 年度人間文化学部入学者を対象に、前年度に未実施だった第 2 回目（2 年次分）

の GTEC を実施した。また、第 3 回目（3 年次分）の GTEC も実施した。 

(1) 2016 年 2 月 29 日（月）日本語日本文学科 3 年生  

受験者 120 名 ※うち 1 名は 2012 年度入学のため対象外 

2016 年 3 月 28 日（月）日本語日本文学科 3 年生 上記欠席者 24 名受験見込み 

2016 年 1 月 21 日（木）歴史文化学科 3 年生 受験者 88 名 

(2) 2015 年 3 月 25 日（水）英語コミュニケーション学科 3 年生 2 年次分  

受験者 176 名 ※8 月に実施予定だったものを繰り上げて実施 

2016 年 2 月 15 日（月）英語コミュニケーション学科 3 年生 3 年次分  

受験者 39 名 

2016 年 4 月 7 日（木）英語コミュニケーション学科 3 年生（新 4 年生） 

上記欠席者 144 名受験見込み 

(3) 2015 年 9 月 30 日（水）国際学科 3 年生 2 年次分 受験者 64 名 

2016 年 1 月 20 日（水）国際学科 3 年生 3 年次分 受験者 57 名 

 

【実施状況に対する点検評価】 

1. 推薦入試による入学者のスコアと一般入試による入学者のスコアの間には大きな差

（学科により異なるが、約 20～30 点）があり、推薦入試による入学者の英語の基礎

力をより強化する必要性を認識できた。また、この分析をもとに、それぞれに対応し

た指導（入学準備教育、1 年次英語科目における共通課題）や習熟度別クラス編成を

徹底することができた。 

2. 1 年次英語履修者の 4 月と年度末（2 月）に GTEC による英語力測定を実施した。年
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度末のテストについては、後期の英語 IIA、英語 IIB の成績評価を算出する際に参考

にすることをシラバスに明記し、UP SHOWA（ウェブ掲示）でも説明することで、学

生は年度末のテストに向けて英語学習に対するモチベーションを維持することがで

きた。また、教員側も半期で上げるべきスコア目標が提示され、学生の英語力向上を

強く意識した指導に切り替えることができた。これらの試みにより、テキストやシラ

バスの大幅改訂前（2 年前）には、本グローバル事業対象学科である日本語日本文学

科は平均 15.4 点、歴史文化学科は 16.8 点のスコアダウンが見られたが、改訂後の本

年度については、それぞれ 5.7 点、4.4 点のスコアダウンに留まった。 

3. 2013 年度人間文化学部入学者の GTEC のスコアについて、前年度と本年度を比較分

析した結果（分析対象者 439 名）、学部全体の平均は 17.6 点上昇したことがわかっ

た。日本語日本文学科（分析対象者 130 名）は 9.5 点、歴史文化学科（分析対象者 91

名）は 10.0 点と、非英語系学科においてもスコアアップが見られるが、ボストン留

学が必須である英語コミュニケーション学科（分析対象者 157 名）は 28.6 点、ボス

トン留学をした一部の国際学科の学生（分析対象者 40 名）は 26.4 点と、大幅に平均

を上げていた。これは留学の大きな成果を示している。 

2013 年度人間文化学部入学者対象 学年末英語力測定テストの様子（2016 年 2 月 29 日） 

 

4-3 4 年制英語カリキュラムの編成 
【今年度の取組計画】。 
1. 1 年生全員に 4 月と年度末に英語共通テストを課す。  

(1) スコア結果から 1 年間の外国語英語の授業成果を把握する。  
(2) 学生自身も 4 月と年度末のスコアを比較できるようにし、1 年間の英語学習に
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ついて省みる機会を作る。  
(3) 年度末の共通テストの結果を、後期外国語英語の成績評価の参考にする。  

2. 外国語英語の授業内容の見直しと改善を図る。  
(1) 新シラバスを導入し、検証し、改善する。  
(2) 英語 IB, IIB については、統一テキストを選定する。  
(3) 担当教員を対象に英語 IA, IIA の新しい統一テキストに関する調査を行う。  
(4) 課外学習 ALC NetAcademy2 の学習範囲の見直しと改善を図る。  
(5) 担当教員を対象に教授法に関するセミナーを実施する。  

3. 再履修クラスの学習効果を検証する。  
(1) e ラーニングを導入する。  
(2) e ラーニングと対面授業との比較分析を行ない、学生にとってより効果的な教

授法を追究する。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 1 年生全員に 4 月と年度末に英語共通テストを課した。 

(1) 4 月に英語プレイスメントテストを実施した。また、担当教員に担当クラスの

テスト結果と前・後期中の目標数値を提示した。 
(2) 学生は、年度末のテスト終了後に、4 月のスコアと年度末のスコアを確認し、

自分の 1 年間の英語学習について振り返った。 
(3) 年度末のテスト終了直後に、担当教員に担当クラスのテスト結果を通知した。

担当教員は後期外国語英語（英語 IIA, IIB）の成績評価の参考にした。 
2. 外国語英語の授業内容の見直しと改善を図った。 

(1) 新シラバスを検証した結果、現行の指定学習範囲がやや広いことがわかった。 
(2) 英語 IB, IIB については、難易度を上げた新しい統一テキストを選定した。 
(3) 英語 IA, IIA の新テキストは、本年度の学生の難易度に合っていることがわか

った。 
(4) 課外学習 ALC NetAcademy2 について見直した結果、学習量がやや少ないこと

がわかった。 
(5) 英語担当教員を対象とした授業に関する説明会を行い、併せて、統一テキスト

の執筆者による教授法セミナーを実施した。 
3. 再履修クラスの学習効果を検証した。 

(1) 今年度から新しい試みとして再履修クラス前・後期各 2 クラスに e ラーニング

を導入した。前期の履修者数は、8 名、9 名で、後期は、20 名、21 名であっ

た。 
(2) 学生のアンケート調査（プレ・ポスト）を分析したところ、「自律学習の自信が

ついた」「英語がもっとできるようになりたい」「e ラーニングの授業が増えれ
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ば良い」と答える学生が増える結果が見られた。アンケート調査の結果は、教

務部委員会で報告し、全学科教務部委員と共有した。期末試験結果およびアン

ケート結果から、e ラーニング導入により、英語に対する態度変容や学習効果

がみられたため、次年度以降も e ラーニングを継続することを委員会で決定し

た。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 4 月と年度末に英語共通テストを実施することにより、学生が自己の英語力を省みる

機会となり、担当教員も自身の英語の授業について省みる機会を得た。その結果、特

に目標数値に届かなかったクラスの教員が技術向上への意識を高め、次年度の授業

の方法やテキストの使い方について、英語コーディネーターに相談する件数が増え

た。 
2. 新シラバスで示した学習範囲がやや広かったことから、担当教員が余裕をもって指

導に取り組めるよう範囲を修正した。また、課外学習である NetAcademy2 の学習状

況を詳細に分析したところ、指定の学習範囲に問題は見られなったものの、学生の取

組み状況に問題が見られたため、より厳しい学習修了条件を設定することとした。な

お、外国語英語の授業内容の見直しについては、計画していた内容をすべて実施した

が、授業内容の見直しと改善はまだ半ばであり、引き続き行う必要がある。 
3. 再履修クラスでの e ラーニング導入については、履修学生数はやや少なかったもの

の、期末試験結果およびアンケート結果からは、e ラーニング導入によって、英語に

対する態度変容や学習効果がみられ、十分な効果があったと考えられる。特に後期の

クラスは、英語の「対面授業」を苦手とする学生が多く履修していたが、最後まで課

題への取り組みを継続できたことは、対面式ではない e ラーニングを導入した成果

と言える。 
 

4-4 Readiness Program と Bridge Program の企画設置 
【今年度の取組計画】 
1. 現カリキュラム運営に伴う検証(1-1 と連動して行う) （前期・後期）  

15 週間 Readiness Program と 4 週間 Bridge Program(一部は協定大学での集中講

義に参加)の確認  
2. 非英語系学科学生のためのボストンカリキュラムの検証と更なる改善（前期・後

期）  
日本語日本文学科・歴史文化学科、その他の非英語系学科学生の留学を促進するた

めカリキュラムを部分的に改善し、ボストン校との調整を行う。  
3. 学科の教育プログラム目標に合致した到達目標を完成させ、到達目標の見直しをす

る。  
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4. 授業運営および Bridge Program の協定大学での集中講義を検証するため、ボスト

ン校へ出張(前期・後期)。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

1. 15 週間 Readiness Program の選択科目の科目名を変更した。各学科の選択科目の

履修条件を示した一覧表を作成し、ボストン校へ送付した。選択科目は、学科によ

り、必須、推奨があり、ボストン校教員と共通理解を得るため、優先度を「必須

(required)、高く推奨(highly recommended)、制限なし(no limitation)の三段階で表

示した。 
2. 4 週間 Bridge Program は、一部協定大学（AIC、Emmanuel College、Newbury 

College）で計画し、学生の応募があり実施できた。 
3. 前期の履修を受け、非英語系学科に、ボストンカリキュラムの見直し、特に選択科目

の優先度の見直しがあるか確認を行い、ボストン校に再確認した。一部の科目に優先

度「必須」等の変更が生じ、ボストン校との調整を行った。ボストン校では、WEB
履修プログラムの修正等を実施した。 

4. 英語コミュニケーション学科（以下英語コミュニケーション学科）では、二年次末(15
週間 Readiness Program と 4 週間 Bridge Program の終了時)、TOEIC500 点を目

標としているが、2015 年度は 201 名中 81 名が目標に到達した。国際学科では、3 年

次終了時に TOEIC750 点を目標とし、82 名中 13 名が目標に到達した。 
5. ボストン校へ 3 月 8 日~13 日で出張し、Bridge Program の協定大学 Emmanuel 

College、Newbury College での集中講義を見学したボストン校教員と改善点を検証

すると共に、履修学生の状況などについて情報を共有した。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 15 週間 Readiness Program の選択科目の科目名を変更したので、ボストン校と共

通理解が出来ているか、スムーズに運営できているか確認を行った。4 週間 Bridge 
Program は一部協定大学で実施でき、学期ごとの実施機関の調整において、大きく

進捗があった。 
2. 非英語系学科のボストンカリキュラムについて、各学科に確認し、留学を推進するた

めに一部見直しもあった。ボストン校とも調整し、計画どおり実行できた。 
3. 英語コミュニケーション学科、国際学科では、学生の状況を確認し、到達目標が適切

かどうか検証している。非英語系の学科では、まずは留学者数の増加を目標にして取

組んでいる状況で、留学者数も学科別では人数がまだ少ないため、到達目標の設定は

出来なかった。 
4. 出張により、Bridge Program の検証が出来た。学生にはボストン近郊で学ぶプログ

ラムの興味が高いため、協定大学の集中講義を検証できたことは有益であった。 
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4-5 Global LIberal Arts の開設 
【今年度の取組計画】。 
1. 副専攻プログラムの運営と検証（前期・後期）  

副専攻プログラムのスムーズな運営に取り組むと共に、科目の内容が適切である

か等、教員並びに学生両方からのアンケートを実施し、検証をする。  
2. 副専攻プログラム参加学生への履修指導  

資料の作成、前期・後期履修登録に関するガイダンス期間の説明会を実施する。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

1. 副専攻プログラムの各科目の開講に特に問題なく、学生の履修はスムーズに進んで

いる。「グローバルリベラルアーツ B」では、ボストン校との遠隔授業を実施した。

「Examining Japanese Cultures, Old and New」「グローバルリベラルアーツ D」で各 1

回、外部講師の授業を実施した。選択科目の「グローバルビジネス特論 Q」は、来

年度、担当教員の事情により、1 年間閉講することになった。また、「ビジネスコミ

ュニケーション研究 A」は、担当教員の交代に伴い、日本語の解説を含む授業に変

更になるため、該当科目から外すことになった。代わりの該当科目がないか検討し

たが、適切な科目がなかった。 

後期末に履修学生と教員へアンケートを実施した。学生アンケート結果の概要は以

下のとおりである。 

・ 履修中心年次は 3 年生が中心で、約 7 割であった。本副専攻がボストン留学後

の英語力維持･向上を目標としており、留学後の 3 年生が多く受講したためと思

われる。 

・ 英語力の維持･向上に役立ったという回答が約 7 割あった。 

・ 授業内容には概ね満足している旨が伺えたが、副専攻科目開講時間と必修科目

の開講時間の重複で、履修できないと記述している学生がいた。 

 

教員アンケートの結果の概要は以下の通りである。 

・ 英語でのクラスディスカッションを重視する授業であることを学生が理解して

いるため、英語で自分の意見を発信し、他人の意見を傾聴する授業として運営

はうまくいっている。 

・ TOEIC の基準点(約 600 点)はうまく機能しているが、力のある学生であれば 1～

2 年生でも副専攻内必修科目である「グローバルリベラルアーツ」を受講させ

ても良いと思われる。 

2. 副専攻プログラムの周知と履修指導のため、学期はじめの学科ガイダンスで副専攻

の説明を行った。 
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【実施状況に対する点検評価】 
1. 各授業の運営はスムーズに進行した。来年度選択科目で 1 科目の閉講と 1 科目除外

が発生したが、副専攻プログラムの科目数には余裕があるため、副専攻修了に影響

はないと考える。学生と教員へのアンケートでは、履修動向や今後の履修条件の検

討のために必要な情報を収集した。 
2. 説明会は、学期はじめの学科履修ガイダンス内で実施した。コア科目の履修人数が

多くなかったことや、学生アンケートの結果から、国際教養副専攻指定科目と知ら

ないまま受講していることが伺え、説明会の効果は大きくはなかったと考えられ

る。次年度に向けてカリキュラムリストや広報資料の整備などを考えていく必要が

ある。 

 

4-6 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】 
グローバル入試の出願基準や選考方法を見直すとともに、ターゲットとする受験生を

検討する。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
今年度からは新たに、①英語能力検定の結果、②スーパーグローバルハイスクールでの

活動実績、の 2 点を新たな出願基準に加えた。その結果、今年度のグローバル入試の志

願者数は 5 名（昨年度は 4 名）、合格者は 4 名（昨年度は 2 名）であった。 
参考：グローバル入試 
【入試概要】 
グローバル入試は、秀でた英語コミュニケーション能力（学科が定める英語能力検

定試験の成績基準）を有する受験生またはスーパーグローバルハイスクール校で

SGH プログラムにおいて活動や実績が高等学校から高く評価された受験生を募集す

る入試です。 
【グローバル入学試験の特徴】 
1. 留学支援金の給付 
この入学試験に合格して入学し、かつ当該学科における一年次の成績の席次が上位

20%以内の者を対象に、本人が１セメスター以上の留学を希望する場合は、留学支援

金として一律の金額３０万円を給付します。 
2. 本学ならびに他大学の入学試験との併願が可能【併願制】 
グローバル入学試験は、本学ならびに他大学の２０１６年度入学試験※との併願が

可能です。入学手続き完了後、2016 年 3 月末日までに入学辞退・学費返還手続きを

行えば入学を辞退することが可能です。なお、返還する学費は入学金以外となります
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のでご注意ください。 
※本学を専願とする推薦入試・大学ＡＯ入試を除く 
【募集学部・学科】 

人間文化学部（日本語日本文学科・英語コミュニケーション学科・歴史文化学科・

国際学科）  
【選考方法】 

出願書類、筆記テスト（英語共通テスト、学科適性テスト）の成績、面接により合

否を判定します。 
 

 

【実施状況に対する点検評価】 
志願者数・合格者数ともに少数であったものの、各学科からは、昨年度と比較して学力

の高い受験生が集まったとの報告がみられ、「英語力の高い受験生を集める」という本入

試の目的は達成出来たと判断している。 
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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. 日本語チューターの設置  

前後期とも日本語チューターを設置して留学生の学習上の個別ニーズに応える。  
2. 日本人学生との交流促進  

平成26年度に安定した形で定着できなかった日本人学生との交流支援について引き

続き試みる。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 日本語チューターの設置を以下の通り実施した。 
【前期】 
参加学生：7 名 ボランティアチューター7 名（アークアカデミー渋谷校） 
内容：学生の個別ニーズに合わせた活動を学期に 10 回程度実施 
学生の評価：回答者 7 名（回収率 100％） 
満足度：大変満足 5 名、満足 1 名、どちらとも言えない 1 名。 
役に立ったか：とても役にたった 5 名、役にたった 2 名。 
制度を継続したほうがよいか：続けた方がよい 6 名、できれば続けた方がよい 1 名。 
アークアカデミーでもボランティアチューターの活動に関する所感を HP で報告。 

【後期】 
参加学生：10 名 
ボランティアチューター７名（うち、3 名が 2 名の学生を別々に担当した。全員アーク

アカデミー渋谷校日本語教師養成講座修了者・在籍者） 
内容：学生の個別ニーズに合わせた活動を学期に 10 回程度実施 
学生の評価：活動に対する満足度：大変満足 5 名 満足 5 名 
      活動が役にたったか：とても役にたった 6 名 役にたった 4 名 
      大学はボランティアチューター制度を続けた方がよいか： 
      続けた方がよい 9 名 できれば続けた方がよい 1 名 

2. 日本人学生との交流促進 
(1) サウジアラビア出身学生のために前後期とも日本語補習授業を週に 4時間実施した。

また後期には授業に入り込むノート補助者を 1 科目につけた。 
(2) 日本語日本文学科では、前期 6 月 10 日に留学生と日本人学生の「ディスカッショ

ン」実施講座を実施した。参加留学生 3 名、日本人学生 4 名。各自新聞記事を持ち

寄ってそれをもとに話し合う活動を行った。また、学科演習室を活用した留学生との

ランチ交流会も定期的に実施した。 
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(3) 歴史文化学科では、留学生（2 名）が日本語および日本の歴史・文化を学ぶため、前

期に高校で使用している日本史の教科書を輪読した。 輪読は、大学院生（修士課程）

2 名が日本語の読み方や歴史・文化の解説を加えながら実施した。実施日は 6 月 10
日（水）、24 日（水）、7 月 8 日（水）である。また、韓国人有志学生による韓国語

講座が前期水曜 4 限に実施された。5 名の日本人学生が参加し、韓国語の学習や韓国

語での会話を留学生が支援した。 
(4) 後期は、新規来日留学生（アカデミックプログラム・Intensive Japanese)の学生を

主対象とした交流目的の企画として「日本語会話パートナー」と「Language 
Exchange パートナー」を募集し、会話パートナー10 組 20 名、Language Exchange 
15 組 30 名（韓国語・中国語・英語）が活動を行った。 

3. その他国際交流センターグローバルネットワークの学生が中心となって年間19回の

交流会を企画し、多くの留学生が日本人学生との交流を楽しんだ。（詳細は詳細は 3-
5「学生による国際交流サポートボランティアの組織化」参照） 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 留学生に対するボランティアチューターの設置については、派遣先のアークアカデ

ミー渋谷校の協力により順調に実施された。参加した留学生の活動に対する評価も

上述の通り極めて高い。 
2. 日本人学生との交流促進については、学科の教員の協力や国際交流センターの協力

を得て進めている。参加する日本人学生は増えつつあり、また主体的な取り組み姿勢

も徐々に育まれている。 

 

5-2 外国人留学生入試の改善 
【今年度の取組計画】。 
1. 日本語学校を指定校とした入試は、日本語学校へのヒアリングの結果を受け 2 月実

施とし、基準等についても検討のうえ次年度も実施を計画する。 
2. 10 月入学を目指した入試を 7 月に実施することを計画する。 

 

【取組計画の実施状況(現状)】 

1. 日本語学校を指定校とした入試を、2 月に実施した。今年度は 1 名の志願があり（昨

年度は 0 名）、1 名合格とした。 
2. 10 月入学を目指した入試を 7 月に実施した。志願者は 0 名だった。 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 日本語学校を指定校とした入試の志願者は 1 名であったが、初めての志願者という

ことで意義があった。 
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2. 志願者 0 名であったが、まずは入試を実施出来た事が重要であったと判断してい

る。 
 

5-3 外国人留学生の安全･健康管理 
【今年度の取組計画】。 
1. 科目等履修生を対象とした健康診断を実施する。  
2. 防災施設の見学を行い、実地体験により防災の知識を広める。(disaster training の

企画と実施)  
3. 留学生危機管理セミナーを開催する。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 健康診断について 

外国人科目等履修生を対象にする健康診断を実施した。4 月に 6 名、9 月に 19 名が受

診した。 
2. 防災施設の見学について 
池袋防災館を見学するツアーを組んだ。第 1 回（5 月 30 日）には学生 14 名、教職員

6 名、第 2 回（12 月 5 日）は学生 6 名、教職員 5 名が参加した。東日本大震災のビデオ

学習（5 月のみ）、AED 使用訓練（12 月のみ)、消火器体験、煙体験、地震体験を順次行

った。 

 
池袋防災館での消火器体験 

 
3.留学生危機管理セミナー 
「留学生危機管理セミナー」を 6 月と 11 月に開催した。 
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第 1 回 6 月 17 日 参加人数：教職員 28 名 
演題「入管法と留学生の活動について」 
講師：梅原操氏（入管協会業務部長） 
在留管理制度（特に入管法）の改正点、在留カード、在留資格、留学に関する詳細な

レクチャーを受けた。 
第 2 回 11 月 25 日 参加人数 教職員 18 名 

演題「大規模災害時における留学生の避難行動について」 
講師：冨岡豊彦氏（消防大学校教授） 
関東東北豪雨災害（2015 年 9 月発生）における救助活動の問題点、外国人の災害情

報収集の困難さ、福島第一原子力発電所事故発生時における、日本在住国民に対する各

国政府の対応などについてレクチャーを受けた。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 健康診断について 

2015 年度の健康診断は計画通り実施がなされた。医学上問題となる症状が発見される

学生は無かった。健康管理支援の継続を今後さらに図っていきたい。 
2. 防災施設見学について 

Disaster Training の名称で今年度初めて計画し実施した。生命にリスクが及ぶ様々な

状況における行動のあり方について、実技を踏まえて学ぶことができ、有意義であった。

また地震体験のない留学生にとっては有効な体験となった。自然災害の頻発している現

状に鑑み、実体験を通して防災意識向上を図る必要性を感じた。次年度も継続していきた

い。 
3. 留学生危機管理セミナー 
第 1 回では、入管法や在留資格について知識の共有をおこなうことができた。入管法

の改正が行われ、外国人登録制度廃止や在留カードの交付など在留管理制度が大きく変

わるなか、大学として留学生の在籍管理をしっかり行う必要性があることと、在留資格を

正確に確認する重要性を認識した。 
第 2 回では、情報伝達のネットワークから切り離されがちな外国人が、日本語能力の

問題もあり、多くのリスクを抱えている現状を理解できた。直近に関東地方を襲った豪雨

被害の例を挙げての説明であったので記憶に新しいものであった。また、福島第一原子力

発電所事故に関しても、各国が在日の自国民にたいして避難勧告を出しており、アメリ

カ・フランス・イタリアなどが近国に避難させた一方で、外国人の半数が放射線量の情報

を得られなかったというアンケート結果があることがわかった。大学として留学生のリ

スク管理に一層留意していく必要性を感じた。 
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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. 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 

英語で授業をするために必要な知識とスキルを身につけるための研修会を開催

し、教員の参加を促す。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演会の

開催を計画・実施する 
2. 2 国内外大学の視察 

本学のグローバル化に参考となる国内外の大学を訪問し、情報収集と意見交換を

実施する。 
3. 授業改善アンケートの質問項目の検討 

授業改善アンケートはアンケート用紙を日英表記にして実施する。 
4. ボストン昭和と東京昭和における FD 活動の検討 

平成 26 年度と同様に、ボストン校との共同 FD を実施する。共同 FD においては、

学生の英語力維持および向上のためのカリキュラムに関する話し合いや授業方法等

に関する意見交換を実施する。 
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 

英語で授業をするために必要な知識とスキルを身につけるための研修会を開催

し、教員の参加を促す。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. グローバル教育向上のためのシリーズ（連続）講座の開講について 

実施日時：2015 年 12 月 9 日（水）15：00~16：00 
開催場所：昭和女子大学学園本部館 3 階大会議室 
講師：重松優特命准教授（人間文化学部国際学科） 
講演タイトル：「英語を使用言語とする国際教養の実践について」 
参加人数：71 名   

2. 国内外大学の視察について 
実施日：2015 年 12 月 3 日（木）14：00~15：00 
実施場所：名古屋大学高等教育センター 
面談者：高等教育センター 教授  夏目達也氏、准教授 丸山和明氏 
訪問者：FD 推進委員 胡秀敏、金子弥生 
訪問目的：①英語による授業に関する留意点 
     ②主体的な学習のための工夫点 
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     ③FD に関する取り組み 
3. 授業改善アンケートの質問項目の検討について 

授業改善アンケートはアンケート用紙の標記を日英並記にした。 
4．昭和ボストンと昭和東京における FD 活動の検討について 

ボストン校と東京校の共同 FD を以下の通りに実施した。 
実施日時：2015 年 9 月 1 日（火）～9 月 8 日（火） 
実施場所：昭和ボストン 
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率的な授業運営を協議する（含 New York City Field Trip に

参加する学生に同行）。 
実施内容：両校教員参加によるワークショップ開催（プレゼンテーションとディスカ

ッション）、サマーセッションの授業視察、フィールドトリップ参加、その他個人研

修 
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た能力向上を目的として、英語で授業をするために必要

な知識とスキルを学ぶ Introductory コースと、昨年度の Introductory コースに引き

続き参加し、より効果を上げるためのコースとして Intermediate コースを新設した

が、参加人数が規定数に達しなかったため、本年度は実施しなかった。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. グローバル教育向上のためのシリーズ（連続）講座の開講について 

本公演に参加した教員のアンケート結果では、講演に参加して有意義だった 56%、

講演テーマに興味があった 70%、教育指導に活かせそうな情報や気づきがあった 73%
など、全体的に高評価を得ることができ、英語で授業を行う際の問題点・工夫点に関す

る情報を教員間で共有することができた。 
2. 国内外大学の視察について 

他大学訪問で得られた情報は以下のとおりである。 
(1) 英語による授業に関する留意点：各教員の専門知識に関する部分は英語での表

現などに心配する必要はないので、英語の授業を特別なものではなく、母語によ

る授業と同様であると認識し、むしろとっさのときにいかに英語で対応すべき

かを準備する必要がある。 
(2) 主体的な学習のための工夫点：教員の資質を向上させることで学生の学問への

姿勢が培われることを意識する。 
(3) FD に関する取組：講演会開催以外に、学内の教員間で実施可能な活動を実施す

る、自由に授業に関する悩みを相談できる雰囲気をつくることが大切である。 
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(4) 得られた情報を教育会議で全教員に周知し、全学で情報共有をすることができ

た。 
3. 授業改善アンケートの質問項目の検討について 

授業改善アンケートは、計画通りアンケート用紙の表記を日英並記にして実施した。

日英並記にすることで、学内のグローバル化、学生のグローバル化への意識を高めるこ

とが期待できる。 
4. 昭和ボストンと昭和東京における FD 活動の検討について 

昭和ボストン・昭和東京の両校教員から、教授法や生活指導上の問題点の共有、留学

前準備学習や留学支援の取り組み方へのヒント等多くの成果があった、授業を参観し

て、内容や教授法、学生の反応、ボストンでの生活ぶりを実際に見ることができた点が

よかった、ボストンの教員・スタッフと直接話し合い問題点を探り解決方法をともに考

えることは意義深かった等の意見が寄せられた。授業運営に関する相互理解が深まり、

今後の教育活動に活かせる内容であったと高評価を得ることができた。 
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 

本年度は、参加教員数が規定の人数に達せず、実施できなかった。成果報告を提出す

ることを必須としたが、そのため特に Introductory コース参加を考えていた教員の中

にはすぐに英語で授業をしなければならないと考えてしまったものもいた。来年度は

広報・セミナー内容を検討し、開催にこぎつけたい。 
 

6-2 外国人教員の増員 
【今年度の取組計画】 

引き続き、昭和ボストンなども活用して、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。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
2016 年度採用の専任教員については、昨年度同様、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」「海外での学位取得」という条件で公募した。 

 目標値 実績値 

外国人教員等人数（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） 
68 52 

上記比率(52/221) 32.4% 23.5% 

教員の博士号（外国における相当学位含む）取得者数 126 112 

上記比率 60.0% 50.7% 
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【実施状況に対する点検評価】 
 2016 年度に採用した外国人の専任教員は 2 名となっており、人数的には例年並みであ

るが、2015 年度末で 2 名の外国人専任教員が退職するため、結果的に増員とはならなか

った。また、外国の大学の学位を取得している 2016 年度採用の専任教員は 5 名であり、

昨年よりも若干多くなったが、目標値には及ばなかった。 
 現状では、構想上の目標達成は厳しい状況であるが、外国人教員や外国の大学の学位を

取得した教員の採用を全学的に推進していく。 
 

6-3 協定校との教員派遣／受入 
【今年度の取組計画】。 

学内から外国人教員の受入希望を募り、後期から 1 名の受入を目指す。教員派遣に関

する制度を整え、次年度からの派遣を目指す。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 

5 月および 10 月に学内教員に対して、海外大学からの外国人教員の受入れ募集を行っ

た。その結果、海外協定校 3 校から教員を短期招聘することが決定し、1 月から 2 月にか

けて以下のとおり特別講座、ミニシンポジウムを行った。 
1. ワルシャワ大学東洋学部日本学科長 アグネシカ・コズィラ教授 
・1/28（木）16:30～18:00 大学 1 号館 5S33 教室 
テーマ「ポーランドと日本の関係－ポーランドでの日本学の発展」 

・1/29（金）16:30～18:00 大学 1 号館 5S33 教室 
テーマ「ワルシャワ大学学生のキャリアプラン－なぜ、日本学科が人気なのか－」 
対象（両日）：教員・大学院生・学部学生・一般 
参加者数：174 名（1/28）、152 名（1/29） 

2. ミニシンポジウム「女性は世界を変える」 
・1/30（土）15:00～17:00 80 年館オーロラホール 
コーディネーター：昭和女子大学学長 坂東眞理子教授 
パネリスト：ワルシャワ大学東洋学部日本学科長 アグネシカ・コズィラ教授 

王立プノンペン大学日本語学科長 ロイ・レスミー教授 
外務省女性・人権人道担当兼北極担当大使、前リトアニア大使 

白石 和子氏 
討論者：治部れんげ 女性文化研究所特別研究員 

白河桃子 女性文化研究所特別研究員 
司会：昭和女子大学人間社会学部長・地域連携センター長 志摩 園子教授 

  対象：教員・大学院生・学部学生・一般 
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参加者数：132 名 
3. 王立プノンペン大学学長 チェット・チェアリ教授 
・2/2（火）16:30～18:00 大学 1 号館 2M33 

テーマ：Educational Reform in Cambodia：with Special Reference to Higher 
Education and Royal University of Phnom Penh（カンボジアにおける教

育改革：特に高等教育および王立プノンペン大学に関して） 
・2/3（水）15:30～17:00 大学 1 号館 2M33 

テーマ：ASEAN Human Rights Declaration and Phnom Penh Statement：
History and Challenges（ASEAN 人権宣言とプノンペン声明） 

対象：教員・大学院生・学部学生・一般 
参加者数：73 名（2/2）、75 名（2/3） 

4. 上海交通大学 李敏副研究員 
・2/16（火）14:50～17:00 大学 3 号館 4S03 

  テーマ：「岐義（syntax）」 
 ・2/17（水）14:50～17:00 大学 3 号館 4S03 
  テーマ：「詞的構造（単語の構造）」 
  対象：国際学科教員・学生 1 年生（中国語履修者）  
  参加者数：両日ともに 16 名 
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【実施状況に対する点検評価】 
本学が協定校を持つ国であるポーランド、リトアニア、カンボジアを連続シリーズとし

て位置づけた。学生は、協定校の特色のほか、当該国の教育、文化、政治、女性政策など

について学ぶことにより、興味関心、知見を広げることができ、留学への動機づけに繋が

った。また、教員にとっても、学生へ協定校留学を働きかけるきっかけとなった。中国に

ついては、協定校留学前の「プレ講義」として位置づけた講義により、本格的な中国語に

触れた学生は、さらなる学習に力を入れる意欲を持つことができた。教員も留学前の学生

指導に工夫を取り入れるきっかけとなった。 
本学からの教員派遣については、今年度は実施ができなかった。今後、協定校と話し合

いを行い、制度を整え、次年度の実施を目指したい。 
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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】。 
■昭和ボストンを拠点とする視察研修 
1. 募集人数：3～4 名 
2. 研修実施時期：平成 27 年度中（5～11 月頃を予定）、参加者の所属及びボストン校の

業務都合等を勘案し決定する。 
3. 参加者選出基準：明確な研修目的があり、何事に対しても意欲的な者。  
(1) 当研修は現地で必要に応じて通訳が同行する。 
(2) ボストンキャンパスへの訪問経験のない職員を優先するが、経験者を除外するもの

ではない。 
(3) 研修リーダー：参加メンバーを勘案し、役職者（部長・センター長・次長クラス）職

員から 1 名を人事部が指名する。 
(4) 上記の他、平成 26 年 8 月に実施した TOEIC テストにおいて、飛躍的に得点が伸び

た職員（主として若手職員）を英語学習枠推薦として、上記募集人数とは別に 1 名

を推薦する。 
 
【取組計画の実施状況(現状)】 
■昭和ボストンを拠点とする視察研修を以下のとおり研修を実施した。 
1．日程：2015 年 9 月 13 日(日)～9 月 20 日(日) 
2．参加者：5 名【メンバー】管理職 1 名（リーダー）、一般職員 4 名 
※一般職員は全て公募。うち 1 名は英語学習枠推薦と同一の職員。 

3．研修目的 
参加者の話し合いのもと、少子化・大学入試制度改革等の急激な環境変化が起きてい

る大学教育界において本学が将来に亘って発展する大学となるために「20 年後の昭和

女子大学のために、今できることを探る」こととし、その研修目的を踏まえ、学園全体

に提言を行うことを最終目標として研修を実施した。 
4．研修の具体的内容 
（1）昭和ボストン研修内容 

①施設見学 
②Student Service Department との情報交換 
学生の授業以外の 75％を占める時間を様々な支援内容について 
学生の安全と健康の確保について 
地域とのイベント等、各種アクティビティ業務について 
健康管理について 
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各種諸問題への対応について 
（2）大学視察先と視察目的 

①視察先及び選定理由 
Lesley University：本学協定校、元女子大学 
Newbury University：本学協定校（本学からの留学生が比較的多い） 
Endicott College：元女子大学、特徴的学科を有する。 
Simmons College：女子大学、フェンエイコンソーシアム参加校 
MIT：世界のトップ校、施設・設備担当者とのアポイントが可能。 

②視察目的 
各大学には必ず「御校が目指す 20 年後の姿は？」という質問を投げかけると共に、

以下の点を確認した。 
・米国の女子教育の特性及び女子大が果たすべき役割とは何か 
・大学・地域・企業との連携について 
・米国大学の寄付金収集の手段. 
・入学者獲得のためのマーケティング戦略 
・FD・SD 活動 
・教室施設・設備状況やキャンパス内の建物配置状況の視察 
・外国人留学生の受け入れ状況        etc. 

■研修報告会 
2016 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及び当研修から得たものをもとに、学

園への提言を以下のとおり行った。 
 

提言 1．「在学生と卒業生のつながりをつくる。」 
卒業生の母校への関与（金銭的援助・メンターなどでの学生サポート、広報活動）を

高めることが、学生・卒業生の母校愛を深め、それが学園の発展へとつながる。 
提言 2．「語らいや交流の場をつくる。」 

学園全体の教職員間の一体感が不足していることから、大学全体で同じ方向を目指

す仕組みを作り上げ、教職員の団結・愛校心・業務の効率化 を育む土壌醸成のため、

部署・役職・年齢を超えた職員全員参加の語らう場づくりを行う。 
 
【実施状況に対する点検評価】 

当研修は、いわゆる視察型研修ではあるが、「20 年後の学園像を探る」という今後本学

を担う若手職員に相応しい目標を掲げて研修を行った。 
参加者は約 6 カ月（全 30 回）に及ぶ自主勉強会を開催した上で、研修内容の計画を行

い、現地研修を実施した。研修で得た知識を本学の未来に対する具体的な提言を全職員に
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対して行えた点は過去の実施研修としても大いに評価できる。特に提言 2．については、

人事部にて平成 28 年度の職員の SD 研修の一環として取り入れ、その仕組みづくりを行

うことを計画している。 
以上を勘案し、当研修によって研修参加者だけでなく、本学職員の行動変化につながる

ような提言にまで研修内容を発展できた点を高く評価し、次年度以降も当研修を継続し

て行きたい。 
 

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：平成 25 年 8 月 
2．職員の英語研修 
（1）外部研修受講による英語力強化（600 点以上）の実施 
（2）学生用 TOEIC パート別セミナーへの参加者を増やす 
（3）英語学習アドバイザーの教職員利用 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1．職員に対する TOEIC テストの実施 
■日程：2015 年 8 月 6 日(木)、7 日(金) 
■受験者数：145 名（除外：スコア 800 点以上者、2 年以内の定年退職予定者、年度末年

齢 50 歳以上者） 
■結果等 

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。 
 
2．職員の英語研修 
（1）外部研修受講による英語力強化（600 点以上）の実施 

項目 スコア・人数等 

平均点 
今回の受験者のみ 398 点（昨年度 379 点） 
受験免除対象者等を含めた場合 410 点（昨年度 401 点） 

最高点 830 点 
成績向上者 53 名（うち 100 点以上アップした者：6 名） 

全職員における 
スコア別人数 

スコア 800 点以上 13 名（うち今回受験者：1 名） 

スコア 600 点以上 32 名（うち 650 点以上：25 名） 
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対象となる TOEIC スコア保持者に受講の呼び掛けを行ったが、応募者がおらず、今年

度は研修を実施できなかった。 
（2）学生用 TOEIC パート別セミナーへの参加者を増やす 

①実施日程：2015 年 5 月 16 日～7 月 11 日、10 月 10 日～1 月 28 日 
②参加人数：延べ 23 名 

（3）英語学習アドバイザーの教職員利用 
①実施日程：2015 年 8 月 1 日～9 月 30 日 
②参加人数：0 名 

 
【実施状況に対する点検評価】 
1．職員に対する TOEIC テストの実施 
過年度と比較した場合、本学職員の英語力は全体的に上昇傾向にあり、多くの職員がキ

ャンパスのグローバル化を意識し、何等かの方法で自己研鑽にて英語学習に取り組んで

いるのではないかと推測される。しかし、職員の 66%(昨年度:73%)が中学英語の復習が

必要な 450 点以下のスコアである実態を踏まえ、先ずは職員個々人の基礎をしっかりと

固めることを趣旨に e-learning をはじめとした「自己啓発と自己研鑚」による継続的な

学習を引き続き行う必要性があると考える。日本語が不得手な外国人教員・留学生等に対

して英語で流暢に業務遂行するには、まだまだ厳しい状況ではあるが、一人ひとりに心の

こもったサービスを提供する本学職員ならではのホスピタリティ力と合わせることによ

り、遅滞なく業務が遂行できる能力があると考える。そういった職員の語学力を客観的に

把握する手段として、継続的に TOEIC テストという物差しを使って職員の語学力を測定

することは意義があると考え、次年度以降も行う予定である。 
 
2．職員の英語研修 
(1) 外部機関を使っての語学研修は、TOEIC スコア 650 点以上と、日常業務で英語を使

いこなすにはあと一歩というレベルの者を対象に実施している。しかしながら、研修

対象スコア者が既に固定化していること、また同レベル者は個人での学習スタイル

が確立していることもあり、応募者がいなかった。職員が「キャンパスの国際化」を

意識していない訳ではなく、個々人が地道に努力を重ねていることはスコアの上昇

傾向から確認ができることはその結果と言えよう。そのため、個人学習を後押しする

形式（e-learning 等）での研修を更に推進することが必要と考える。 
(2) このセミナーを通じて、効果的な英語の学習方法を学ぶことができた。学生対象のセ

ミナーのため、職員も学生と共に机を並べ、互いに切磋琢磨することにより、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身近に実感することができ

た。また学生には社会人の学習意欲や真剣さが伝わり、そのまま彼女たちの刺激とな

ると共に、生涯にわたり学習することの必要性・大切さを実感させることとなった。
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なお、後期実施分については、入試・学園祭等の職員の業務繁忙期と重なる参加者が

若干名となったことは残念である。 
(3) 英語学習アドバイザーの利用については、学生の夏季休業期間での利用を職員に促

しているが、自身の学習のため、というよりも、業務で作成した英文の添削指導を仰

ぐケースが多い。そのため学習指導というよりも OJT としての側面が強い利用方法

となっている。 
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8 大学の国際化 

8-1 教学マネジメント 
【今年度の取組計画】。 
1. 4 月、平成 27 年度「授業運営に関する取り決め事項」（成績評価）に、評価基準、

単位の合否、GPA 等を追加掲載する。 そのうえで、各教員の成績評価の厳格化に

向けての理解を深めることに努める。  
2. プロジェクト学習の評価方法について、教務部委員で研究会を行う。 

 
【取組計画の実施状況(現状)】 
1. 平成 27 年度「授業運営に関する取り決め事項」（成績評価）に、評価基準、単位の合

否、GPA 等を追加掲載した。そのうえで授業を担当する全教員へ配布し周知した。 
2. グループ学習が関わっている成績評価に関して、困難を感じている教員が多いこと

から、プロジェクト学習の評価方法について、教務部委員で研究会を行った。まずど

のような評価方法があるのか、評価方法の指標や基準はどういったものがあるのか

など、事例報告をもとに意見交換しながら理解を深めることを目的とした。事前に全

学科にアンケートを実施し、プロジェクト学習を実施している 44 科目のうち、点数

評価 23 科目、五段階評価 8 科目、合否評価 13 科目であることがわかった。取り入

れている評価方法では、複数教員による評価が 13 科目、ポートフォリオと学生の自

己評価が各 10 科目であった。事例報告でいくつかの指標や基準が示されたが、協議

中、委員から、「評価表を作って評価するのは参考になったが、ある部分だけ突き抜

けて高い学生もいて、総合するとそういった学生は高得点にはならない。実際のプロ

ジェクトは、そのような学生がいないと動かないところがある」との意見もあった。

「情報交換出来て良かった」「各学科の事例が大変参考になった」という感想があっ

た。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 計画は予定通り実行できている。 
2. 教務部委員会で、プロジェクト学習に関する研究会を行う計画は、実行できており、

計画から見た到達度は十分である。ルーブリック評価やポートフォリオの事例発表

と、グループワークも行ったことで、学科間の情報共有が出来、有意義であったと考

える。 
3. 成績評価の厳格化に向けての理解を深めることに努めることができた。 
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8-2 遠隔授業の推進 
【今年度の取組計画】 

(1) 2014 年度に実施した遠隔授業を発展的に実施する  
クイーンズランド大学、上海交通大学、台湾国立政治大学、淑明女子大学、モン

ゴル国立大学、  
(2) あらたな遠隔授業パートナー、遠隔授業モデルを探る  

・ 国際学科＝モンゴル国立教育大学、ロシア国立人文大学、カザン大学  
・ 国際教養関連科目コア科目「グローバルリベラルアーツ B」  

(3) 遠隔授業の学内への理解度、認知度アップ施策を行う 
(4) 昭和ボストン学生への補講、講座、連絡会等の実施  
(5) 遠隔授業の推進に障害となる要因調査を行う 

遠隔授業（オンライン教育）の可能性についての調査   

 

【取組計画の実施状況(現状)】 
1. これまで実績のある大学との継続実施  

昨年度に遠隔接続を行った大学と内容や回数を増やすなど発展させた。 
・淑明女子大学：前期「韓国現代史Ⅰ（徐珉廷特命准教授）」カン・ヘギョン教授よ

る授業 
・台湾国立政治大学：前期「中国社会研究 A：中国の民族と周辺国家 1（フスレ准教

授）」 
・昭和ボストン（米国）：英語コミュニケーション学科、ビジネスデザイン学科のオ

リエンテーション、教職員会議や定例プロジェクト委員会など。その他、キャリ

ア支援センターによる「キャリア支援講座」。 
2. 新規遠隔授業パートナー校での実績 

新たに「台湾 真理大学」が遠隔接続実施大学として加わった。 
後期「中国社会研究 B（フスレ准教授）」（10 月 26 日 ～2016 年 1 月 18 日） 

3. あらたな遠隔授業パートナーの開拓 
2015 年 5 月 11 日  JICA（国際協力機構）と本学国際文化研究所との接続テストを

実施した。ロシア国立人文大学、リトアニアヴィタウタス・マグナス大学、モスクワ大

学での調査、協議を行った。台湾真理大学はこれまでの遠隔授業の継続に加え、遠隔装

置を用いた学生間交流について提案を受けている。モスクワ大学内日本センターは遠

隔システムの持ち合わせがないため、インターネット電話サービスによるテストが予

定されている。 
 

【実施状況に対する点検評価】 
オンライン教育ワーキンググループが発展的解消となり、学内の遠隔授業促進活動を
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推進する受け皿もなくなったが、一部の教員の熱心な活用や海外の接続先の調査、開拓に

より、接続実績のある大学間の遠隔授業については実施回数も増やすことができた。また

今後の新たな遠隔授業パートナーとの協議も行われており、接続テストも成功している

ところもあるため、次年度はプログラム内容の検討と準備が求められている。 
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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】 
1. 本事業ならびに本学のグローバル化について、大学案内などの冊子、広告媒体で情

報発信をする。 

2. グローバル入試については、入試制度の見直しや SGH 校生徒の取り組みなどを検

討のうえ、広範囲の広報とターゲットを絞った広報を展開する。 

 

【取組計画の実施状況(現状)】 

1. グローバル化入試のチラシ 10,000 枚を作成し配布した。主な配布先は以下の通り。

スーパーグローバルハイスクール（SGH）106 校 10 部ずつ； 6 月以降のオープン

キャンパスの全ての来場者に 5000 部程度； 指定校説明会にて計 100 部程度；地区

懇談会にて岡山・広島・福岡県内の高校約 10 校。また、グローバル入試 WEB 広告

用バナーも制作した。 

2. 今年度からは新たに、①英語能力検定の結果、②スーパーグローバルハイスクール

（SGH）での活動実績、の 2 点を新たな出願基準に加えた。 

 

【実施状況に対する点検評価】 
1. 本事業ならびに本学のグローバル化について、大学案内などの冊子、広告媒体で情

報発信をする。 
2. グローバル入試については、入試制度の見直しや SGH 校生徒の取り組みなどを検

討のうえ、広範囲の広報とターゲットを絞った広報を展開する。 

 

9-2 事業の取り組みと外部公開（CIE サイトとパンフレット） 
【今年度の取組計画】 
本事業で行ってきた各種イベント・取り組みを WEB および印刷物で効果的に公開す

る。  
■WEB サイト（CIE サイト）  
・日々のイベントや留学に関する情報、プログラム概要などを随時更新する  
・本事業の特設サイトの「取り組み内容・報告」の充実化を目指す  
■パンフレット  
・留学生向けプログラムパンフレットの改定と新規作成 

 

【今年度の取組現状および評価】 
■WEBサイト 
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国際交流センターサイト（以下 CIE サイト）と、国際交流センターブログ（以下 CIE
ブログ）は、本事業の取り組みにおける国際交流センターからの情報発信を目的として、

派遣留学に関する情報及びそれに関連するプログラムの情報、留学生受け入れに関する

情報、また学内での国際交流プログラムに関する情報提供を行っている。今年度は昨年度

行ったこれらの WEB サイトの改修を活かして、各種の情報提供を随時更新しながら積

極的且つスムーズに進めることができた。 
なお一部修正した WEB サイトは以下のとおり。 

・JET プログラム特別奨学生募集の見出しを中心に外国人留学生入試情報ページを修正  
・Global Network のページを登録方法や新規プログラムへのリンク等更新 

CIE サイト（http://cie.swu.ac.jp/） 
CIE ブログ（http://content.swu.ac.jp/cie-blog/） 

 
■パンフレット  
今年度は、本事業取り組み中に活用している複数のパンフレット類の更新を行った。 
1．「留学ガイド～留学のススメ～」のリニューアル（参考資料 1） 
2．SSIP（SWU Summer International Program）募集用フライヤー （参考資料 2） 
3．Non-degree program 募集用パンフレット（参考資料 3） 

「留学ガイド～留学のススメ～」は派遣留学を促進することを目的に新入生オリエン

テーションなどで配布しており数年に一度更新するものである。SSIP 募集用フライヤ

ー、Non-degree program 募集用パンフレットは、海外の大学関係者に本学の外国人留

学生用プログラムを紹介するためのツールであり、協定校及び本学と交流のある大学へ

送付して使用し、毎年更新が必要なものである。 
更に、次年度は総合的な外国人留学生募集用のツールとして本学の概要から留学生に

必要な情報（特に正規留学に関する内容）を掲載した日英併記ミニ大学案内を完成させ

る予定である。 
 
■海外向け大学紹介映像 
海外に本学の紹介をする際に使用するツール

は、WEB ベースのもの、紙ベースのもの 
があるが、簡潔にイメージを中心に伝達するツ

ールとして大学紹介の映像を制作した。 
これにより、海外での協定校開拓、学会、協

働イベント等での利用のほか、海外からの来賓

に向けて本学の概要や国際化の取組みを視覚的

に分かり易く説明することができるようになっ

た。なお成果物は全体概要映像（8 分）と要約版映像（3 分）がある。  

Non-
degree 

 

SSIP募集用フライ

 

http://cie.swu.ac.jp/
http://content.swu.ac.jp/cie-blog/
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【実施状況に対する点検評価】 
WEB はこれまでの改善、改修を生かし、日々のイベントや留学に関する情報、プログ

ラム概要など、内容を充実させることができた。更に不足していた海外向けの資料につい

ても、新たに映像資料を作成するなど対応を進めている。 
当該事業の最終年度となる次年度は、懸案となっている事業全体の成果報告について

も諸媒体を駆使して取組む必要があると思われる。 
 

9-3 シンポジウムの開催 
【今年度の取組計画】 

5 月 7 日にボストンで開催する。場所はハーバード大学の予定。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
5 月 7 日、アメリカ合衆国マサチューセッツ州にあるハーバード大学において「グロー

バル化と日本の女性の地位向上：70 年そしてこれから」をテーマにシンポジウムを開催

した。 

■共催 

昭和女子大学 

昭和ボストン 

ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所日米関係プログラム 

ハーバード大ライシャワー日本研究所 

 

■シンポジウム概要 

太平洋終戦時には日本女性は参政権を持ちませんでしたが、終戦は日本の女性に法

的平等と自由を与えました。70 年経った今、ウーマンノミックスと言われる職場での

男女均等の動きは、日本経済の回復を図る安倍首相の政策の重要な柱となっていま

す。このシンポジウムでは、戦後日本の女性の経済的、社会的、政治的な地位がどう

進歩し、更に次の段階に進む障害をどう取除いていくかを議論します。 

 

■次第 

開会の挨拶 坂東眞理子(本学学長・理事長) 

基調講演 野田聖子(衆議院議員) 

 

第 1 パネル 戦後 70 年、女性の役割の変化 

講演者： 

坂東眞理子(本学学長・理事長) 
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岩男 寿美子(慶応義塾大学名誉教授) 

Margarita Estévez-Abe(シラキュース大学政治学准教授) 

モデレーター：Susan Pharr(ハーバード大学、ライシャワーセンター政治学教授) 

 

第 2 パネル 女性の政策決定のための近年の諸策 

講演者： 

キャシー松井(ゴールドマン・サックス、チーフストラテジスト) 

八代尚宏(本学グローバルビジネス学部教授、日本経済研究センター前理事長) 

Glen S. Fukushima(米国先端政策研究所上級研究員 , 元在日米国商工会議所会頭) 

モデレーター： 

Mary Brinton(ハーバード大学、ライシャワーセンター社会学教授) 

 

Closing Remarks 

姫野 勉(在ボストン総領事) 

 

 

シンポジウム登壇者(ハーバード大学内にて) 

 

 

【実施状況に対する点検評価】 
 日米の識者が一堂に会して、女性のグローバル人材について議論を深めることができ

た。また、アメリカにおける日本研究の最高峰であるライシャワー研究所と共同してシン

ポジウムを開催することができたのは、本事業においても特筆すべき成果である。 
 一回限りのイベントではなく、この成果に基づき、2016 年度は日本において日米財団

の協力のもと、シンポジウムを行う機械も得ることができた。 
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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。 
 

【取組計画の実施状況(現状)】 
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。昨年度に引き続き学生評価を行い、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、2 年生に加え、今年度は 3 年生からも評価委員を選出し、本事

業について学生の視点から評価を受けた。 

 

【1 年生】 

実施日時：2 月 15 日(月)12:00～12:50 

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 1 名、英語コミュニケーション学科 1 名、 

歴史文化学科 1 名、国際学科 1 名 

【2 年生】 

実施日時：2 月 16 日(火)11:00～11:50 

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 1 名、歴史文化学科 1 名 

※英語コミュニケーション学科、国際学科学生は留学中。 

【3 年生】 

実施日時：2 月 16 日(火)12:00～12:50 

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 1 名、英語コミュニケーション学科 1 名、 

歴史文化学科 1 名、国際学科 1 名 

 

司会：金子 朝子 事業責任者(副学長) 
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学生から出た意見等を集約した結果、次のような意見を得た。 
【グローバル化について】 
1. 協定校が多いこと、様々な留学プログラムがあること、等から本学はグローバル化が

進んでいるとの意見がある一方、学内で外国人と交流を持つことが少ないことから自

身の周りではグローバル化を感じないとの意見もあった。（1 年生） 
2. グローバル化は英語能力が注目されがちだが、日本の文化や歴史を学ぶことが重要。

(2 年生) 
3. お互いの価値観を受け入れる、コミュニケーションを共に作りあげていこうと思うこ

とがグローバル化に必要なことではないか。（3 年生） 
 
【外国人とのコミュニケーションについて】 
1. 授業に留学生がいても、コミュニケーションを取ることはない。また、お昼休みは弁

当を持参する学生が多く、同じクラスの学生と固まって食べるので、留学生や他のク

ラスと交流を持つことも少ない。（2 年生） 
2. 外国人とコミュニケーションを取る際には、歴史や文化が共通の話題になるため、学

科で学んでいる知識を生かすことで、英語能力を補足している。(3 年生) 
 
【英語への苦手意識について】 
1. 非英語系学科の学生は英語への苦手意識を持っていることが多く、将来的にも国内

でずっと生活していきたいと考えている学生が多い。（2 年生） 
2. 文法等をテストのために学習することは苦手な学生がいる。(2 年生) 
3. 日常会話レベルの英語力があっても、英語を使用することに尻込みする学生が多い。

（3 年生） 
 
【学内でのイベントについて】 
1. TOEIC の説明会に参加するも、英語の自主学習や TOEIC 受験には繋がっていない。

説明会後のモチベーションが高い内に、学生に受験申込をさせる等の工夫が必要。（1
年生） 

2. 授業時間とイベントの時間が重なり参加することが難しい。イベントをお昼休みに

開催すれば参加率が高まるのではないか。（1 年生） 
3. 国際交流グループ Chawa に参加している学生からは、自己負担が多く大学から予算

が下りれば参加学生も増えるのではないかとの意見があった。また、Chawa の存在

を知らない学生も多い。（1 年生・2 年生） 
4. 交流イベントで「グローバル」の文字があると、自分の英語力で参加できるか不安に

なり、尻込みしてしまう。「〇〇学科の学生に是非来てほしい」等の文章が添えてあ

ると参加し易くなる。（1 年生） 
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5. 留学生と協力して料理を作るイベント、美術館で外国人に作品をどのように説明す

べきかを学べるイベントのように、学生の興味や専門に合わせたイベントであれば

参加したい学生は多いのではないか。（2 年生・3 年生） 
6. グローバルラウンジで開催する英語のイベントは気軽に参加でき、学びも多い。（3

年生） 
7. 学内イベントではどの程度の英語力が必要なのか、補助はつくかが分からず、英語が

苦手な学生は参加しづらい。（3 年生） 
 

【留学プログラムについて】 
1. 非英語系学科の学生であっても、自身の興味のある内容の留学プログラムであれば、

参加したいと思う学生も多いのではないか。（2 年生） 
2. 昭和ボストンの留学プログラムに参加し、日本の文化を自身で紹介できないことを

悔しく思った経験から、英語を学ぶ意欲が出た。（2 年生） 
3. ボストン留学後、日本に帰国してからの英語力低下を心配している学生が多い。（3

年生） 
 
【授業について】 
1. 大学の授業では実践で使える英語を学ぶことができた。（2 年生） 
2. ボストン留学生向けの SAP の授業は、英語だけでなくボストンについても詳しく学

ぶことができて有意義であった。（2 年生） 
 
【情報発信について】 
1. ホームルームの先生や、学科のブログから情報が発信されれば学生も受け取りやす

く、興味を持ち易い。（2 年生・3 年生） 
2. UP SHOWA や CIE のホームページは見ない学生も多いようだ。（2 年生・3 年生） 
3. プライベートの予定もあるので、イベント等の 1 か月前にはアナウンス等の情報発

信をして欲しい。（3 年生） 
 

【実施状況に対する点検評価】 

 学生の視点から、本事業を評価してもらうことにより、より効果的な施策を検討するこ

とができる。一方で、学生の主観的な評価のため、そのまま受け入れるのではなく、自己

点検・評価や外部評価等も踏まえた複合的な視点による評価結果を踏まえて、本事業をよ

り効果的に運用していくことにつながると思われる。 

 また、本事業に対する評価だけではなく、アンケート等による学生からの意見を調査す

る仕組みを本プロジェクト最終年度に向けて検討していくことで、事業終了後も学生の

ニーズに即したグローバル化推進を行うことができると思われる。 
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第Ⅲ部  今後の実施計画 
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第Ⅲ部  今後の実施計画 

1 2016 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留学支援および語学力強化に関する取組 
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. 8 月～9 月   教員のグローバル教育力向上に関する取組 
7. 4 月～3 月   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. 4 月～3 月   プロジェクト評価に関する 3 つの評価委員会開催 
11. 6 月      外国人留学生を交えた多文化協働プロジェクトの実施 

 

2 事業の内容 

 

28 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近郊大学での短期集中プログラムの

実施およびインターンシップやサービスラーニングなどのプログラムを進めるとと

もに、過去 4 年間の成果の検証を行う。また、アジアやヨーロッパ、北南米を中心と

した協定校の開拓・整備を行い、学生交流を促進する。 
2. 昭和ボストンにおいて、近郊大学と連携しながら多文化協働プロジェクトなどの学

生交流プログラムを実施する。 
3. 近年増えつつある、昭和ボストンから他の海外大学への留学や多様なニーズに対応

するため、昭和ボストンのグローバルエデュケーションセンターにおける留学アド

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強化する。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解

決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強化し、学生の留学に向けた意

識づけと学習支援を行う。ポートフォリオを使った学修成果の管理システムの利用

を継続するとともに、過去 4 年間の成果の検証を行う。また、留学を見据えたカリ



90 
 

キュラムデザイン、留学経験を生かす就職支援体制を強化する。 
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構築する。また、過去 4 年間

の成果を踏まえ、テストの妥当性の検証を行うとともに、他業者によるテストについ

て情報収集を行う。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 及び TOEFL 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。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さらに増やす。英語で行う一

般教養・専門科目で構成された副専攻プログラム（グローバルリベラルアーツ）につ

いては、今年度第一期生を輩出し、さらなる充実をはかる。 
6. 大学の国際化に関する教員の経験と知識を向上させるため、昭和ボストン及び近郊

大学での教員研修、国内での英語研修を実施するほか、海外協定校や国内大学から研

究者を招聘し、講演会・シンポジウムを実施する。 
7. 大学の国際化に関する職員の経験と知識を向上させるため、昭和ボストン及び近郊

大学での職員研修、国内での英語研修を実施する。 
8. 多言語サイトの修正を行う。その他、学内の主要文書の日英二言語併記を進める。 
9. 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 6 月にパネルデ

ィスカッション、シンポジウムを本学で開催し、本事業の周知に努める。 
10. 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事業終了後の活動につなげる。 
11. 外国人留学生の短期受入プログラムに、本学の日本人学生が参加し、多様性のある集

団の中での学びを目的とする多文化協働プロジェクトを東京キャンパスで開催す

る。 

3 事業から得られる具体的成果 

上記の 28 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. アジアやヨーロッパ、北南米の大学と交換留学を前提とした協定を締結する。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を実施する。これら提携

する大学のネットワークを利用することで、学生はさまざまな形で海外における学

習の機会を得ることができる。また、4 年間の成果の検証により、事業終了後の継続

に向けた検討の資料となる。 
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とが合同で行う多文化協

働プロジェクトをはじめとするさまざまな交流プログラムにより、学生の異文化理
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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が期待できる。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強化し、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の活用により、学生のモチベーションを維持し、具体的な

行動につなげることができる。 
5. プレイスメントテストによって全学生が自分のレベルに合った英語学習を行い、さ

らに正課外の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. 国際化にむけた国内外の高等教育機関の取組事例を知ることで、国際化の中で大学

として必要とされる取組を多くの教員が理解し、大学の国際化に貢献することがで

きる。 
7. 国際化にむけた海外の高等教育機関の取組事例を学び、国際化の中で大学として必

要とされる取組を多くの職員が理解することによって、大学の国際化に貢献するこ

とができる。 
8. 各種学内文書の英語併記により、日本語のみでは理解が不十分である留学生や外国

人教職員にとって活動しやすい環境ができる。 
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より密接な提携につながる。また、シンポジウム等を

通じて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。 
10. 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

観的に測ることができる。 
11. 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

留学生と共に、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

きる。 
 

  



92 
 

 

  



93 
 

  



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 スーパーグローバル大学等事業 

経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援 

「昭和女子大学 グローバル人材育成推進事業」 

2015年度報告書 

 

発行日：2016年 6月 1日 

発行者：昭和女子大学グローバル人材育成プロジェクト委員会 

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂 1丁目 7番地 57号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和女子大学 

Showa Women’s University 


	グローバル人材育成推進事業2015年度の報告に当たって
	第Ⅰ部   本事業構想
	第Ⅱ部  2015年度　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
	1-2　外国人留学生用短期プログラムの企画・実施
	1-3　東アジア、東南アジア、欧州等の協定校拡大
	1-4 協定校でのキャリア育成イベントの開催
	1-5 海外大学とのダブル・ディグリー制度構築
	1-6　外国人留学生用1セメスタープログラムの企画・実施
	1-7　新規海外プログラムの開発

	2　〔ボストン〕留学支援・プログラム充実
	3　〔東京〕留学支援
	3-1 留学ポートフォリオの導入
	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
	3-3 留学を見据えたカリキュラムデザイン
	3-4 留学支援を活かした就職支援
	3-5学生による国際交流サポートボランティアの組織化
	3-6留学先での学生生活サポートと安全管理

	4　学生の外国語力向上
	4-1 英語レベルの強化
	4-2 英語レベルの測定
	4-3 4年制英語カリキュラムの編成
	4-4 Readiness ProgramとBridge Programの企画設置
	4-5 Global LIberal Artsの開設
	4-6 入学前の留学経験／語学力を重視した入試の制度化

	5　外国人留学生支援
	5-1 外国人留学生学習支援
	5-2 外国人留学生入試の改善
	5-3　外国人留学生の安全･健康管理

	6　教員のグローバル教育力向上
	6-1 教員研修
	6-2 外国人教員の増員
	6-3協定校との教員派遣／受入

	7　職員のグローバル教育力向上
	7-1 職員研修
	7-2事務職員のTOEICスコア向上

	8　大学の国際化
	8-1 教学マネジメント
	8-2 遠隔授業の推進

	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
	9-2事業の取り組みと外部公開（CIEサイトとパンフレット）
	9-3 シンポジウムの開催

	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


	第Ⅲ部  今後の実施計画
	1　2016年度の補助事業実施計画
	2　事業の内容
	3　事業から得られる具体的成果


