平成 26 年 12 月開催

大学のグローバル化のための
取組と指標に関する勉強会
実施報告書

平成 27 年 7 月

大学評価コンソーシアム

まえがき
近年、我が国の高等教育において、グローバル化というキーワードが年々重要性を増していま
す。
「大学の世界展開力強化事業」や「スーパーグローバル大学等事業」などのグローバル化の推
進プログラムも次々と実施され、各大学におけるグローバル化に向けた積極的な取組の推進が求
められつつあります。例えば、国立大学では、平成 28 年度からの第三期中期目標期間に向け、中
期目標・計画の素案づくりに入ったが、グローバル化についても数値目標や指標を定め、着実な
取組が求められています。今後もこのような競争的資金によるグローバル化に向けた国による政
策誘導が予想される中、公立大学、私立大学にとっても無関係というわけにはいかないと考えら
れます。
しかしながら、評価担当者や IR 担当者にとってグローバル化と言われても、具体的に何をやっ
て、どういう指標を使えばよいのか、が分かりにくいことも確かです。そこで、今回は「グロー
バル化」を巡る施策立案と評価（モニタリング指標）に関する勉強会の実施を計画しました。
この勉強会では、我が国のグローバル化に関する政策の変遷、グローバル化に取り組む大学の
最前線の現場からの話題に加え、
「スーパーグローバル大学等事業」に採択された大学の申請書を
参考にしつつ、自大学の状況を把握した上で、似たような境遇にある大学の評価担当者や IR 担当
者同士による討論を通して、今後のヒントを持ち帰っていただくことを目的として開催しました。

平成 27 年 7 月 1 日
大学評価コンソーシアム 副代表幹事
（茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授）
嶌 田
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実施概要

実施概要
１．日時・会場
平成 26 年 12 月 4 日（木）13:30～16:35
徳島大学 新蔵地区日亜会館内 国際センター２階 講義室２
キャンパスマップ：http://www.tokushima-u.ac.jp/campusmap/shinkura/（事務局の裏側の建物）
アクセス案内：http://www.tokushima-u.ac.jp/access/shinkura_josanjima/
２．対象
・
「スーパーグローバル大学等事業」について、自大学の申請書作成に直接的または間接的に携わ
っており、採択大学の申請書を少なくとも３大学以上、事前に読んでこられる方。
・大学に於ける評価、計画や IR の業務や、国際系、学務系などに従事している（従事したことが
ある）教職員のうち、積極的に議論に参加したい方。
・大学以外の機関に所属しているが、大学のグローバル化に対し、的確なコメントを出せると思
える方。
３．参加者
スタッフ込み１３名（採択校関係者４名、不採択校関係者７名、関係団体２名）
４．参加費
徴収しませんでした。
６．タイムテーブル
13：30－13：33 趣旨説明（嶌田）
13：33－13：55 状況報告
「SGU に代表される我が国における高等教育機関のグローバル化戦略について」
徳島大学 研究国際部 国際課長 小林裕美
13：55－14：22 状況報告
「現場から見たグローバル３０の理想と現実」
九州大学 基幹教育院 准教授 小湊卓夫
14：22－14：40 状況報告
「SGU 採択校におけるグローバル化施策とその数量的把握について」
茨城大学 大学戦略・IR 室 嶌田敏行
14：45－15：45 グループ討論「自大学のグローバル化に向けた取組と指標について」
・自大学の現状または SGU の申請内容等を簡単に報告いただいた。
・それらについて、他大学の取組やスーパーグローバル採択校の事例を参考に、施策の考え方
や使用すべき指標について、グループ内で討論いただいた。
・共通して浮かび上がってきた事項があれば、グループでまとめた。
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・グループの構成は、大学の規模や国公私立などの設置者別を原則に分けた。
・各グループには、スタッフがファシリテータとして入り、司会進行等を行った。
15：45－15：50 休憩
15：50－16：35 各グループからの報告とまとめ

（嶌田［茨城大］）

4

平成 26 年（2014 年）12 月 4 日 於：徳島大学
大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会

SGU に代表される我が国の高等教育機関に関するグローバル化戦略について
～政策動向を振り返る～
徳島大学 研究国際部
国際課長

小 林

裕 美

徳島大学研究国際部国際課長

0. 自己紹介

の小林と申します。本日はわざ
わざ徳島までお越しいただき、
文部省学術国際局

誠にありがとうございます。徳

ANUTECH (現在、ANU College)
＋ANU International Office

島が初めての方というのもたく

大阪大学

さんいらっしゃるかと思います

日本学術振興会

が、何とぞどうぞよろしくお願
い致します。

大阪大学

まず、国際課の私が居ることに
ご疑問の方がいらっしゃると思
京都工芸繊維大学

大分大学

徳島大学

います。簡単に自己紹介をします。
当初採用は、大阪大学です。スラ
イドの学章は当時のものではな

く、平成３年から使用されているものです。大阪大学在籍中にまだ統合前の文部省の学術国際局
留学生課に 1 年間併任という形で勤務しました。平成 6 年度。もう 20 年前です。年明けの平成 7
年 1 月には、阪神淡路大震災、3 月に東京では地下鉄サリン事件が発生と大きな出来事があった
時です。
その後、大阪大学に戻りまして、約 2 年後、事務職員対象の海外協定校等での長期研修制度が
できました。これに応募、幸い採用されまして、オーストラリアの協定校であるオーストラリア
国立大学（ANU）に約 1 年派遣されました。そのとき、まずエニュテック（ANUTECH）、現
在の ANU カレッジの前身にあたる語学学校に半年在籍しました。その後、ANU のインターナシ
ョナルオフィス、いわゆる留学生関係部署で、インターンもどきをさせていただいたという経験
がございます。
研修後、大阪大学に戻りまして、学部勤務と本部勤務を経験しました。平成 14 年度に、国立大
学法人化準備室ができまして、配置換えとなりました。平成 15 年 7 月、当時、特殊法人の日本学
術振興会国際事業部に出向し、約 4 年勤務をさせていただきました。いわゆる先行独法の一つで、
3 カ月後の平成 15 年 10 月から独立行政法人になり、、現場も色々と苦労した経験もしておりま
す。
再び、大阪大学に戻り、まさしく法人化の第 1 期評価の評価係長をしておりました。その頃の
ご縁で、今のこのコンソーシアムの中核のメンバーの皆さんとご一緒させていただいているとい
うおります。
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国立大学のシステムで、一般事務職員から地域ごとの課長登用試験を経て、今の課長職にある
わけですが、振り出しが京都工芸繊維大学、SGU のタイプ B 採択校の一つ、ここに 2 年。大分
大学へ異動し 2 年間。この 4 月から徳島大学で勤務しております。

１

グローバル人材って？グローバル化って？
海外動向-域内流動性とランキングを意識した学生獲得競争

本題に入ります。グローバル人
材、グローバル化というのは何
ぞやという中、昨今、海外動向、
特に域内流動性とランキングと
いうのが一つのキーワードです。

英国
カナダ

EU
1999～

ボローニャプロセス（EHEA)
→学制統一、英語コース（MC中心）
開設、学位認証、職業資格認証、
生涯学習推進 等

皆さんご存じのようにアメリカ、

米国
アジア
太平洋州

豪州

UMAP
キャンパスアジア
DD

カナダ、イギリス、オーストラ
リア、これらは全て英語圏です。
そして、これに対抗する制度が
EU になります。ボローニャプロ

世界的な大学ランキングの登場（THES、QS、上海、トムソン、各国機関等）
→ランキング指標を意識した国際的競争の激化

セスという中で、様々な制度の
１

統一化を図ることで、域内流動を
活発化しようとするもので、既に

20 年近く経過しています。このような情勢の中、では、アジア、太平洋の中で高等教育業界は、
何をしてきたかです。UMAP という枠組があります。EU のボローニャプロセス始まる頃に始ま
りましたが、現在では活動としては低調気味かもしれません。現在、日本の文科省は、
「大学の世
界展開力強化事業」で、キャンパスアジアやダブルディグリー（DD）というので、このアジア太
平洋州域内で 3 カ国トライアングルを作ろうということに支援しています。
もう一つ大きなものが、ランキングです。タイムズ・ハイアー、QS、上海、トムソンとか、あ
とは最近ですと、各政府の機関とかがいろいろ各国のランキングや比較ランキングというのを公
表しています。ランキングそのものに議論は色々とあるわけですが、されど、ランキングが求め
ている項目、例えば外国人留学生数、外国人教員数などを意識しないと、これからの国際業務は
できないというモードになっている現状があります。
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１

グローバル人材って？グローバル化って？
海外動向-域内流動性とランキングを意識した学生獲得競争

２
H26.11.17開催 運営費交付金の在り方検討会(第２回） 資料３から抜粋
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/1353540.htm

ランキングの事例です。文科省の最近の会議、運営費交付金の在り方検討会の資料として配付
されたものです。日本の大学のランキング、位置づけを示しています。皆様にご確認いただきた
いのは、評価指標、評価指標、観点がいろいろ違うということです。ランキングという言葉でひ
とくくりにしているのはいかがなものかというのは、この点にあります。

１ グローバル人材って？グローバル化って？
外国人留学生から日本人学生へ 近年の日本国政府・官邸主導による検討状況
2012(H24).6.4
グローバル人材育成戦略 『審議のまとめ」』 グローバル人材育成推進会議

現在の日本での大きい流れが
変わりつつあります。日本は、い
わゆる伝統的な外国人留学生の

グローバル人材の概念整理
日本人学生の個人の能力に着目
要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー

受入れが中心だったのですが、最
近は日本人学生のグローバル化、
特に派遣ということが非常にう

2013（H25).5.28
『これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）』
教育再生実行会議

たわれています。それはもうご

「グローバル化に対応した教育環境づくりを進める。」
徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う
大学の教育環境をつくる。

存じのところですが、まずグロ

大学組織
の改革

2013(H25）.6.14
『日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐』 （閣議決定）
『第２期教育振興基本計画』（閣議決定）
日本人学生の
海外派遣数の倍増
2013(H25).11.26
６万人→１２万人(2020）
『国立大学改革プラン』 文部科学省

ーバル人材育成戦略が出ました。
このときに、社会人基礎力とか
そういう話の流れから出てきて

３

いるため、3 要素というのが示さ
れ、日本人学生の個人の能力に着
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目しましょうという動きが出ました。25 年の教育再生実行会議での提言の中で、グローバル化
に対応した教育環境づくりと徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う大学の教育環境をつく
る。これが大学組織の改革ですよ、ということも大きくうたわれております。この政府の流れの
中でいろいろ政策が出ているわけですが、特にこの日本再興戦略の中で、外国人留学生につきま
してはご存じのように 30 万人計画っていうのがあるわけですが、日本人学生の海外派遣数の倍
増、6 万人から 12 万人、ちょうどオリンピックの 2020 年ということが打ち出されております。

１

グローバル人材って？グローバル化って？
近年の政府・官邸主導による検討状況

平成２５年度秋の行政ﾚﾋﾞｭｰ資料 改

H20
（2008）.7.29

『留学生
３０万人
計画』
2012年
１４万人
↓
2010年
３０万人

４

これは政府の資料、秋の行政レビューのときに、これまでのいろんな政策、特に文科省の競争
的資金の大きな流れのものです。元資料に、留学生 30 万人計画を加筆しました。概観図としてご
参照いただければと思います。
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文科省における競争的資金、国

２－１ 国際化・グローバル化を巡る
文部科学省における競争的資金等の動向～振り返り～

際化、グローバル化っていうキー
ワードで振り返ってみました。実

H17（2005）年 大学国際戦略本部事業（SIH）

《科政局》

は平成 17 年（2005 年）に科政局

国立：１６（NIMS含む） 公立：１ 私立：３ 計２０機関

国立：７ 私立：６ 計１３大学 《高等局》

H23（2011）年 大学の世界展開力強化事業

―科学技術・学術政策局、いわゆ

申請要件
に数値
設定

H21（2009）年 国際化拠点整備事業（グローバル３０）

る研究 3 局といわれている所で、

《高等局》

なぜか大学国際戦略本部事業

H24（2012）年 グローバル人材育成推進事業（GGｊ）《高等局》

（SIH）を始めました。そして、

タイプA（全学推進型）：１１（国立：４ 公立：１ 私立：６）
タイプB（特色型）：３１（国立：１３ 公立：３ 私立：１５）

国際化系の競争的資金の実質的な

H26（2014）年 スーパーグローバル大学創成支援事業《高等局》

資金配分等の運営を日本学術振興

タイプA（トップ型）：１３（国立：１１ 私立：２）
タイプB（グローバル牽引型）：２４（国立：１０ 公立：２ 私立：１２）
＊事業名は、公募時点の名称

会が担うということが始まった時
５

でもあります。SIH については、
日本学術振興会のホームページを

検索していだたくと最終報告書等が掲載されています。
大学と直接関係する高等局―高等教育局が本格的に動きだしたのが SIH の後で、いわゆるグロ
ーバル 30（サーティー）が基点となります。

２－２－１

余談ですが、省庁再編後、留学

国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～

生課は高等局へ移りました。G30
が始まる頃に、高等教育局内に高

H21（2009）年‐H25(2013)年
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

等教育企画課が設置され、「大学
初！！

の世界展開力強化事業」
、
「グロー

申請要件に
数値設定

バル人材育成推進事業（GGj）」

【申請要件】
○留学生の受入人数が平成２０年５月１日現在、
大学全体で３００人以上
SGUにおいても、実は、

といった事業の企画立案をして

留学生受入れ最低数と設定？

います。今年募集されたスーパー
グローバル大学創成支援事業―

○海外拠点を１箇所以上運営している実績がある
SGUにおいても
必須要件

SGU という流れになります。な
お、GGj は、平成 26 年度予算か

＊公募要領より
６

ら SGU に組み込まれました。
さて、スライドに戻りますが、

国際系かつ教育系の競争的資金に申請要件、数値設定を明示したのが、グローバル 30 が最初にな
ります。要件を改めて振り返りますと、留学生の受け入れ人数が平成 20 年 5 月 1 日現在、大学
全体で 300 人以上。ここから大学をまず振り分けが行われています。受入れ留学生数をクリアし
ないと、申請すらできなかった。プラス海外拠点を 1 カ所以上運営している実績があること。こ
のように条件が付いたのは、繰り返しになりますがグローバル 30 が初めてです。
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２－２－２

当時の公募要領をよくよく見

国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～

返してみると、達成目標が設定さ
れています。32 年度までに全学

H21（2009）年‐H25(2013)年
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

として留学生率 20 パーセント程

【達成目標】（数値目標のみ）
○平成３２年度までに全学として留学生比率２０％程度を
目安として最低でも１０％を目指す。
併せて、現在より１，０００人以上留学生の受入れ数を
増やすとともに、少なくとも２，６００人以上の留学生の
受入れを目指す。
○平成３２年度までに全学として外国人教員比率１０％
程度を目安として最低でも５％を目指す。
＊公募要領より
７

度を目安として、最低でも 10 パ
ーセントを目指す。あと、こちら
最近 SGU でも話題になっている
外国人教員比率、これも 10 パー
セント程度を目安として、最低で
も 5 パーセントを目指すって実
は既に書かれています。ただ実際
どうなったかっていうお話は、小
湊先生に譲りたいと思います。

他に国際化に関して指標が出て

２－３－参考
NIAD－UE 認証評価
選択評価C「教育の国際化の状況」水準判定ガイドライン（案）

観点項目

いないかなと調べてみたところ、
大学評価・学位授与機構の認証評

“一般的な水準にある”の判定（数値入り）

価に、選択評価Ｃというのがあり

○ 「国際的な教育環境の構築」

ます。そこでの指標です。外国人
学生の受け入れ、過去 3 年間の平

○ 「外国人学生の受入」
過去３年間の外国人留学生の受入実績の平均が
概ね５０～１５０人、又は、在籍者数の２～４％程度である。

均がおおむね受入実績が 50 から
150 人、在籍者数の 2 から 4 パー

○ 「国内学生の海外派遣」

セント、派遣については、3 年間

過去３年間の国内学生の海外派遣実績の平均が
概ね１５～５０人、又は、在籍者数の0.5～1.5％程度である。
参考URL

平均の実績が 15 から 50 人、在籍

http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/sentaku/__icsFiles/afieldfile/2014/07/08/no6_1_1_daigaku_sentakuCguidelines.pdf

８
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者数の 0.5 から 1.5％。このよう
な数字が実は示されています。
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３

スーパーグローバル大学創成支援

平成２６年度概算要求時資料＆平成２５年度秋
の行政ﾚﾋﾞｭｰ資料

９

今回のメインのお話。スーパーグローバル大学―SGU に入ります。このスライドは、皆さん、
よくご覧になったスーパーグローバルの概算要求資料です。このときはこういった A と B とかこ
ういう図であって、トップ型、けん引型でいろんな条件書いてあるわけです。ここも大学の世界
におけるプレゼンスの向上やグローバルリーダー育成のための体制強化が急務。それで制度改革
と組み合わせ、制度と予算を総動員し、先進的な国際化教育モデルの構築、国際競争力の強化を
断行するというのが、いわゆる財務省向けの説明、また、われわれの国際系の全国会議ですと、
これを基に説明されております。

３

ところが、スライドには入ら

スーパーグローバル大学創成支援

なかったので、別刷りでお配りし
平成２６年度概算要求案資料や平成２６年度文部科学省所管説明
資料（スライド９）
と

ました SGU 委員会での資料と比

平成２６年４月８日開催
スーパーグローバル大学創成支援委員会（第１回） 配付資料
資料３－１

わっているというのが分かりま

＊別紙配付

した。

http://www.jsps.go.jp/j‐sgu/data/meibo_siryou/h26/h26_sgu1_3‐1.pdf

をよく見ると・・・

実は

目的、観点が異なっている！
１０
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較すると、実はちょっと観点が変

小林 裕美「SGU に代表される我が国の高等教育機関に関するグローバル化戦略について」

３

SGU 委員会資料から抜粋した

スーパーグローバル大学創成支援

ものがこちらです。背景が「徹底

SGU委員会 資料３－１

した大学改革と国際化を断行し、

【背景及び目的】（抜粋）
（略）徹底した「大学改革」と「国際化」を断行し、我
が国高等教育の国際通用性、ひいては国際競争力強化
の実現に努める。

わが国の高等教育を国際通用性、
ひいては国際協力強化実現に努
める」。ポンチ絵で強調されてる

ポンチ絵での強調点

のがこれなんですね。国際を横

◆「国際」を横串として全学的な体制及び
学内文化を変革

軸にして、全学的な体制および
学内文化を変革、そのための国
際化、教育改革、研究力強化に

・徹底した国際化の取組
・徹底した教育改革の取組
・研究力強化に繋がる教育力向上の取組

つながる教育力の向上の取り組
１１

みということが強調されている
んです。実は概算要求での説明

資料と SGU 委員会資料で、実は観点違うぞというのが冷静になってみると分かるんですね。こ
れが果たしてどれだけみんな申請書を作成しててるときに気付いていたのか。一応説明会ではち
らっとは文科省は言っていたのです。でも、そこまで強調してなかったなというのが私の全く個
人的な印象です。

３

※（

１
２
３
４

ここからは申請書の話です。皆

スーパーグローバル大学創成支援
共通観点２ 共通の成果指標と達成目標

さんご覧になって分かるように多
）定量的成果項目

岐に亘る指標が出ました。メイン
4 項目。小項目で 40 数項目ありま

国際化関連 ２４項目（１３項目）
ガバナンス改革関連 ９項目（３項目）
教育の改革的取組関連 １１項目（２項目）
その他－教育情報の徹底した公表 １項目

す。特に数量的指標が国際化関連
では半分以上で、13 項目。ガバナ
ンスで 3 項目。教育改革でも 2 項

＊詳細は、別紙参照

目ということで、これは既に申請

★情報データ収集の重要性（経年含む）
★データに基づく戦略設計する力
→意思決定力と学内構成員へ伝える力

重要

タイプA （１）国際的評価
（２）研究成果等の創出状況 *NISTEPデータ、InCites、産学連携等調査を使用

書ご覧いただいていると分かる。
よくあれだけの指標を作ったなと
正直思いました。説明会会場で他
１２

大学の関係者と意見交換をしても、
よくぞ指標立てしたよなというの

が感想でした。そして、申請書を作成していく中で、この情報データの収集の重要性、特に経年
変化がどうかがないと、まず書けない事実に直面しました。今回の申請では、各指標に対して 3
年、5 年、10 年後の目標設定を記載していくのですが、正にデータに基づいて戦略をどう設計す
るのかっていう力を試されている。そして、意思決定する力とその学内共有、実際、申請書で文
章化したら全学的な影響があるわけですから、それをどう伝えるかということが実はポイントだ
ったのではないかと、これはもう振り返って思うことです。
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４

スーパーグローバル大学創成支援
地方大学への示唆 ～私見～

ここからは、全く私見です。今

を通じての

回のプレゼン準備を通じて改め

大学の強み弱みの再認識・再構築

分け目

て痛感したことです。SGU 申請
は、大学の強み弱みの再認識、再

そして、申請内容は、全学統一型になっていたか？

（要素）
○ 教育プログラムの立て直し
○ ターゲットの絞り込み・見直し
外国人留学生受入れ VS 日本人学生（派遣）
日本人学生 エリート層 VS 中核的人材 VS 地元底上げ
伝統的 VS 特色型（強み→全学へ？）
○ 出島方式 VS 分散（内包）型
Centralized ｖｓ Decentralized
○ Lingua Francaとしての英語 と 英語教育
○ 日本語教育の再注目・再位置づけ

構築の機会だったなと思います。
あと、採択校の構想調書を見て、
地方大学は、
いま真剣に
考えるべきでは？

絵、指標を見ていると、パッと見
が全学統一型になっていないと、
やはり採択されないなと思いま

重要

「国際」「グローバル化」の内包化
→教職員・学生、教学・ガバナンスの意識改革
∴データ等の可視化と共有への情報提供

申請内容、特にタイトル、ポンチ

した。いろんな観点、要素とし
１３

て、特に教育プログラム立て直
し、国際化文脈でカリキュラム

や質保証をどう出せていたのかも重要です。国際化、グローバル化の課題について、これまでも
色々と論点はあります。しかし、結局特に地方になりますと、問題はここだと思います。ターゲ
ットをどうするのか。いわゆる留学生受入れと派遣。調書見れば、量で頑張りますとか、派遣
100%やりますというような大学さんも居るわけですが、どっちに重きを置くのか。日本人学生
についても、GGj でも同じ課題ですが、どこの中核層が自分たちの大学が狙っていて、どういう
人材を養成するのかっていうところ考えていないと、設計はなかなか難しいんだと思います。い
わゆる SGU はエリート、そして、中間人材を育てるのか、あるいは、いわゆる地元密着、底上
げっていうようなところ、こういうところをちょっと真剣に考えていかないと、これから大変だ
なっていうのが個人的な感想です。
○の下の三つは、従来からいわれていることです。今回ちょっと注目すべきは、この日本語教
育が再注目されているんですね。実は SGU の事前の公募要領案、公表される寸前まで、日本語
教育とその関連は指標に入っていませんでした。しかし、SGU 委員会の有識者から、外国人を受
け入れる、研究者も受け入れる、じゃあ、その人たちが生活するための日本語とか、家族とかそ
ういう人たちをケアどうするんだ、日本語、そこちゃんとやらなきゃ駄目だろう。あと一方、日
本人学生を派遣していく中で、日本語っていうより日本文化というか日本事情、そういったもの
どうすんだっていうご意見があって、ここが再注目されました。
今回の SGU のポイントは、国際、グローバル、これ言葉の使い分けが難しいのですが、従前
はどちらかというと今まで出島方式型で進めてきました。グローバル 30 や SIH も出島型です。
これを組織の中へ内包化しなさい、という流れが現在の政策誘導です。教職員、そして学生、あ
と教育、ガバナンス、意識改革っていうのがポイント。IR 的な視点では、結局データの可視化と
共有、それをきちんと情報提供できているかということが、やっぱりこれはもう今後もずっとつ
きまとう話だと思うのですが、改めて重要であり、考えるべきだと思います。
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まとめとして、グローバル化っ
て何って、ちょっと漠然とした
タイトルです。私は、もうこの職
業人生の半分以上を留学生関係
や国際交流を担当してきました

グローバル化って？？？

が、なかなか定義が難しいなって
いうのは思ってます。ただ、伝
統的な留学生、特に地方大学の
文脈で言いますと、留学生の受
け入れっていうのは、当然 30 万
人計画をやりますし、受け入れ
ることでの日本人への影響って
生まれますから、そこはきちん

とやらなきゃいけない。で、プラスアルファの語学力ですね。やたら今、英語の TOEFL 何とか
何とかや TOEFL を上げろとか言ってますけど、それだけでいいのかなっていう疑問をずっと持
ちながらやっているというのが実情です。
最後の参考資料としてお示しするのが、財務省の会議での大学改革検討資料です。やはり大学
改革実行プランや国立大学改革プランの中に、必ずグローバル化という言葉がでてきます。大学
が担う社会貢献でも、グローバル化が出てくるんですね。世界大学ランキングにおいて日本の存
在が低下とか、こういう話題も出ています。そして、新たな大学評価システムが示されています。
昨今、特に国立大学の取り巻く環境が厳しい中、各省庁の政策資料や会議資料で、様々な捉え方
で、グローバル化という言葉がでてきます。資料を見るときに、ちょっと注視しながら考えてい
かなくてはならないと思います。
話が雑ぱくになり、政策動向の流れをお伝えできたのかわかりませんが、ご容赦ください。
ご清聴ありがとうございました。
【注】本発表は、個人の意見であり、組織を代表したものではありません。
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大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会

学士課程の取組から見た G30 の理想と現実
九州大学

基幹教育院

准教授

小 湊

卓 夫

皆さん、こんにちは。九州大学の小湊と申します。最初は私のほう、予定に入ってなかったん
ですけども、嶌田さんから急きょ、いきなりグローバル化の話をするのもちょっと敷居が高いの
で、経験のある人に実際の現場で何が起こっているのかということを踏まえながら、実際に目標
と掲げたものと実際どうだったのかというギャップを少し具体的な事例として示すことで、議論
の促進させる要因になるんじゃないかという依頼があって、タイトルが最初から『G30(サーティ
ー)の理想と現実』というお話だったので、私の場合、大学院のほうは関わってないもんですから、
あくまでも学士課程ですね。『学部生のその G30 の取り組みから見た理想と現実』というタイト
ルでちょっとお話をさせてもらおうと思っています。
なぜ私がこういう話をするのかということで、ちょっと簡単な自分の立ち位置の話を最初にし
ておきたいと思いますが、G30 のプログラム自体もう終わりましたけれども、実は 5 年前ですか
ね、九大めでたく採択されたのは良かったんですが、今回のスーパーグローバルでもそうですが、
具体的にどうやって形にしていくのっていうのは、当然学内でいろいろ問題になってきたわけで
す。当初から工学部と農学部が学部学生を引き受けると。英語の授業だけで学位が出せるような
コースをつくるというふうにもう手を挙げていたものですから、ただそうは言っても、工学部、
農学部にすぐに 1 年次から入るわけではありません。日本人の大学生と同じように最初の 1 年半
は教養教育をやっぱりやらなきゃいけない。ということは、学士課程では真っ先に教育部門に居
る人間が留学生に接さざるを得ない状況になりました。私はそういった部門に居るものですから、
工学部、農学部と併せてカリキュラムを作って、人をどう配置するのかということも含めて、学
士課程の特に前半部分のマネジメントを実はずっとやっていました。実質 4 年半やっていました。
そういう立ち位置に居るものですから、あくまでも学士課程の話を中心に進めさせてもらおうと
思っています。
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G30 の概要はご存じの方も多

G30の概要

いとは思いますけれども、大学
の、当時はまだ国際化という言

• 大学の国際化、留学生受け入れの拠点形成
を目的とし、特に英語で行われる授業のみで
卒業ができるコースの設置が求められる
• H21～H26の5年間
• 採択は13大学
• 年間3億円程度の補助金（大半は人件費）
• 学部は工学部、農学部、大学院はほぼ全て
の学府で設置

葉を使えたのかな。あと、留学
生受け入れの拠点形成というも
のをその目的にして、特に強調
されたのがここですね。敷居が
高かったわけですけれども、英
語で行われる授業のみで卒業が
できるコースの設置というのが
ほぼ必須要件として出ていたと
いうことです。ただ、九州大学
は幸いにもそれまで 7 コース、

実はいろいろ大小ありますけれども、英語の授業だけで学位が取れるコースというのがありまし
たので、大学院のほうはさほど問題ではなかったんですね。ところが、学部をどうするのかとい
うこともあって、総長がいろいろと交渉した結果、最終的には私どもの大学では工学部と農学部
が手を挙げてくれたということで、何とか形になったということです。期間はご存じのように平
成 21 年から 26 年の 5 年間ですが、お金が出てきたのは 21 年の夏ぐらいのことでしたから、実
質 4 年半ぐらいです。採択された大学は 13 大学ということで、年間 3 億円程度の補助金、最初
は 4 億弱だったかなって言われてたんですけど、初年度かな、仕分けに遭いまして、収支概算で
据えられて、なおかつ予算も圧縮されて、最終的には 3 億を下回るぐらいの金額になりました。
ただ、内訳としては大半ほぼ人件費で消えていったというのが実情です。
うちの大学は学部はこの 2 学部、大学院は最終年度まで、つまり平成 26 年度までに全ての大学
院で実はコースを持っています。ただ実際のところ、学生が来てるコース、全然来ていないコー
ス、それぞれあります。例えばうちの大学が売りにしている水素研究のコースは売れてるはずじ
ゃないのと思いつつ、留学生ゼロです、G30 のコースでですね。ちょっと奇異にも思いますけど、
そういう結果はあります。
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ただ、大学全体として、先ほ

数値目標と結果

どもちょっと小林さんのほうか
ら話がありましたが、数値目標

• 留学生数1,292人→1,972人（H32年までの目
標3,900人）
• 外国人教員 180？→216人（H32年までの目
標350人）
• 国際教養学部の設立→平成25年度までに設
置予定だったが、現在は平成29年度開設予
定

っていうの当然掲げているわけ
です。これが大胆にも意欲的な
数値目標を掲げてしまっていた
んですけれども、じゃあ結果は
どうだったのかということです。
実は平成 21 年度の段階では、留
学生が割と多いほうでしたが、
それでも 1300 人ぐらいしか居な

• 当初から困難と思われていた目標

かったということですね。それ
が G30 に取り組めてから何とか
2000 人弱ぐらいまで持ってこれたということです。ただ、計画では、平成 32 年までに 3900 人
ということですから、これ以上に頑張んなきゃいけない。どこにこういう受け入れる余地がある
のか私はよく分かりませんけれども、やらなきゃいけないということを自ら言っていたわけで
す。
あと外国人教育、これはもっと問題です。実は 180 人ぐらい平成 21 年度の中に居るって言っ
てるんですけど、これは完全に定義を操作してます。私もちょっと一応 IR をやっていた端くれ
として、外国人教員の数は以前かなり詳細に調べたことがあります。そうすると、どういうふう
に定義するかっていうことですね。ここ教員となっているので、うちの大学で言うと、要は教員
の所属が研究員という所へ所属してるわけですけれども、メインはですね。その研究員から学部
や大学院のほうに授業に出向いていくという形になります。そうすると、そこに所属している外
国籍を持つ研究者というふうに厳密に定義すると、実は平成 21 年の段階では 60 人ちょっとしか
居ません。ということは、この人数何が含まれているかっていうことをポスドクも含め、全て九
大に在籍しているおよそ研究職に就いている。どういう形であれ、研究職に就いている人を全部
ひっくるめた数としか思えないわけです。どっからこの数字かき集めてきたんだろうと不思議に
思いますが、ただそれでも最終年度の段階では 216 人というふうにまた少し増えていると。ただ
これは平成 32 年までの目標として 350 人掲げてますが、これからどういう人事していくのかと
いうこともちょっといろいろと課題があるんだろうなと思っています。
あともう一つ、大々的にうたっている国際教養学部の設立ですが、これはもう目標達成無理で
した。平成 25 年度までに設置予定と堂々とうたってたんですが、当然学内での議論が全然ない
ままにこういうことを言ったものですから、不思議なことなんですけれども、今てんやわんやで
いろいろ議論しています。スーパーグローバルでも結局そういう形になっていますけれども、国
際教養学部は平成 29 年度開設予定という形にちょっと引き延ばされている。ということは、結
果的に意欲的な目標を掲げたらいいんですけれども、どんなに定義を操作しても、掲げた目標に
遠くではないですが、やっぱり至らなかったということですね。努力はかなりしたと個人的にも
思いますけれども、なかなか難しい目標立てたと。当初からこれはもう当然困難だろうと、みん
な内部に居る人間は分かってるわけです。特に現場に居る人間はですね。そういう体制でないわ
17
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けですから、じゃあ、なんでこういう目標が立てられるのかっていうことで、ここから先はちょ
っと小林さんに対する批判ではないですが、そういう立場の人たちに対する批判が少し入ります。
ただ、ここはもう軽く流します。外的な要因です。

例えば、国立大学の場合は特

なぜ困難な目標をたてるのか

にそうなんですけれども、異動
官職、今官なのかな、官じゃな

• 目標の設定において、異動官職の職員が大きな
力を持つ←中央からの情報収集力とネットワー
ク力
• 現場で行われている教育の現状が見えにくいた
め、判断基準は競争的資金の目的（大学の目的
ではなく）そのものとなる
• いきおい、絵に描いた餅を提示、プロジェクト終
了時には当事者は不在、課題だけが積み重な
る
• 責任の所在が不明確なだけでなく、学内のマネ
ジメント体制に課題がある

い。微妙ですが、学内のジャー
ゴンとしては、方言としては、
この異動官職という言葉、今で
も使ってますが、要は 2、3 年お
きに異動していく。ある一定の
地域、または全国を異動してい
く文科省の職員を中心にそうい
う方がいらっしゃるんですね。
決して悪いことではありません。
というのも、利点としては、う

ちみたいな九州の片田舎にある大学だと、中央からの情報収集力というのは極めて弱いです。か
なり弱いので、そういうところを補ってくれる。または全国にいろんなネットワークを持ってい
らっしゃる方が多いので、そういうところから人のつながりだとか情報を仕入れてくるという意
味においては、非常に強力なパワーを持っているかたがたが多いです。
ところが一方で、現場から極めて遠い所にいらっしゃるかたがたなので、特に教育面に関して
は現状がまずほとんど見えていない。言葉を聞いて、その言葉を自分勝手に解釈されるわけです
ね。例えば、うちの大学が売りにしている 21 世紀プログラムっていうのは、とんでもない誤解
をしています。国際教養学部構想では、ちょっとポンチ絵見させてもらいましたが、全く見当違
いな捉え方をしているんですね、実は。ですから、いきおいどうなるかというと、学内で何が課
題になっていて、それをどういうふうにクリアしていけばいいのかという筋道立った思考という
よりも、判断の最終的な基準は、今さっきもちょっと小林さんのほうから話がありましたが、競
争的資金の目的そのものが判断基準にならざるを得ないんです、彼らは。仕方ないところはあり
ます。それは多くの場合、大学の本来みんなが自覚しているような大学の目的から離れた所にあ
る場合も多々出てくるということです。ですから、いきおい絵に描いた餅、いわゆるポンチ絵っ
てやつですね。それを提示することになって、最悪なことにプロジェクト終了時には、その描い
た人たちは当然居ない。となると、現場には課題だけが積み重なっていくというちょっと悪循環
が出てきます。
なおかつ、大学のさらにこれはもうこういう人たちだけの問題ではなくて、大学の中でもっと
問題なのは、じゃあ、誰がその責任を、そのプロジェクトを面倒見ていくのかという形になって
くると、5 年、10 年のプロジェクトになると、執行部そのものが変わることだって大いにあり得
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るわけですね。ですから、責任の所在が極めて不明確で、現場にだけ重い責任がのしかかってく
ると。でも、現場に居る人間は、この企画立案にはほとんど関わらない。というところで、ちょ
っと計画を立案する部分と実働部隊との連絡が本当に取れないという現実が実はあります。G30
然りですし、今回のスーパーグローバルも全く同じ状況だと個人的には思っています。ただ、そ
ういうことを言いだすと時間がないので、実際私が経験した範囲内で、今後グローバル化、また
は大学教育の国際化みたいな流れを考えたときにちょっとヒントになりそうな、また手掛かりに
なりそうな情報がないかなと思って、私が従事している中で日頃考えていることをちょっとお話
しさせていただきたいと思います。55 分、15 分ですね。大丈夫ですね。

一番厄介だったのは、教員の

外国人教員のマネジメント
• FDは半期ごとに実施：盛んにディスカッション
が行われる
• おおむね教育には熱心
• 日本語による会話が不十分なため、業務を
任せられないor任せてもやってもらえないこと
が多い→職務記述書が不在・不明確なため、
業務範囲の理解に齟齬が生じる
• プロジェクト終了後、継続雇用された教員は
半分強

マネジメントです。実際これは
やってました。FD をとにかくや
んなきゃいけないということは
至上命令だったので、半期ごと
に FD いつも私、企画して、何か
のメンバーで英語の達者なのも
居るので、そういう人たちに表
に立ってもらって実施したりし
てました。結果は、これ一見う
まくいっております。なぜかと
いうと、日本人の教員と違って、
外国人の教員、会議、ディスカ

ッションが好きなので、話しだしたら止まらない人が結構多かったんです。だから、明確なお題
さえ与えれば、いろいろ批判だとか、政策的な提言も含めてですけど、いろんな形で議論は進み
ました。あと、なおかつ、教育のために雇われた教員ということもあって、教育には極めて熱心
です。ただこの熱心さが時々空回りするっていうのをちょっと後でお話しします。
ただ、問題はここです。これは日本の教員にとっては仕方ないねと思ってる部分ですが、外国
から来られた方は多分ここがほとんど理解できないです。どういうことかというと、日本語によ
る会話が不十分なため業務を任せられないというのは表向きの話で、日本語が話せる人であって
も、じゃ、こういうことで仕事やってくださいねって言っても、実はやってもらえないことが多
いです。これは多分雇用に関する文化の違いだと私は思っています。つまりどういうことかって
いうと、特にアメリカなんか典型的ですが、いわゆるジョブディスクリプションですね。職務記
述書ってよく日本語で紹介されることがありますが、あるポストに対して、そのポストは一体何
をしなきゃいけないポストなのか、業務の範囲と中身ですよね。それに必要な専門的な知識だと
かスキルというものが明確に書かれていて、ポストにそういうのが求められてるんですね。それ
を見て応募してきて、雇用契約をその内容で結ぶというやり方が例えばアメリカなんかで一般的
です。
ところが日本の場合は、これ、ないです。私も教員採用を当然採用されたときにどういうこと
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が求められるのかっていうのが明確に書かれた書類は、一度も見たことはありません。ですから、
日本の教員、また職員もそうですけど、このジョブディスクリプションが極めて不明確なんです
ね。だから、人に依存せざるを得ないところが出てきます。ポストに依存するのではなくて、人
に依存すると。彼らは、でも、そういうふうに考えていませんから、これは私の仕事なのかと言
ってくるわけです。例えば、いろんな改善、こういうことやってください、ああいうことやって
くださいっていうのを教育に関連してると思ってお願いしても、なかなかそこを理解してもらえ
ない。だから、ここを最初のうちにきちっと明確にしていくことは、場合によっては必要かもし
れないとも思っています。日本人だったら、ここが曖昧であっても、まあまあやってくださいよ
というお願いベースで引き受けてもらえますけども、向こうの方はそういう文化があんまりない
方が多いので、結構難しいです。あともう一つは、これ物理的な要因ですが、プロジェクトの終
了後、継続雇用された教員が大体半分ちょっとしか居ません。ということは、教育に非常に支障
を来しているわけです。

ということで、カリキュラムの

カリキュラムのマネジメント１
• 国際化を見据えた新たなカリキュラムを作る
のではなく、既存のカリキュラムをそのまま援
用し授業を英語で実施 それに伴う課題も

マネジメントというところに入っ
ていきます。国際化を見据えたカ
リキュラムを考えるとなったとき
に、当然いろんなことを盛り込み

• 数物系の学力が日本人の学生と比べ著しく
劣る学生が散見→補習授業の充実（大学院
生のTA雇用）

たいとみんな思うわけですけれど

• 各科目から課題が多く出される一方、時間割
は日本人学生並みに過密
• カリキュラムの見直しを進め、若干緩和

う話です。どういうことかという

も、実際、組織としてやろうとす
ると、とてもそれはできないとい
と、まず調書を書く前からきちん
と準備していれば、ある程度でき
るかもしれない。ただし、そこに
はいくつかハードルがあって、そ

ういう新たな事業だとか、新たな方向性を持った取り組みに賛同して協力している教員が得られ
るかどうかっていう物理的な問題はあります。ただ、それ以前に普通は調書を書いて、その後、
採択されて初めてその現場にその話が下りてきて、何とかしろというふうに動くわけですから、
カリキュラムを考える時間なんてないわけです。ですから、うちの場合も大学院もそうだったと
思いますが、学士課程においても既存のカリキュラムをそのまま英語バージョンに置き換えたっ
ていうだけで進みました。ということは、入試形態も違う、受け入れてる学生が違うにもかかわ
らず、カリキュラムだけは全く同一のものをやっているわけです。同じ人材像を育成するって言
ってるわけですね。そもそもそこにまず無理があります。具体的にどういう無理があるかは、こ
の後ちょっと話していきます。
例えばですけれども、一つは最初に 1 年目からつまずきました。数物系の学力というのが日本
人の学生から見ると、著しく劣る学生がやっぱりまあまあ居ます。実はこの件に関しては、特に
アジア地域が多いだろうと最初から予想されていたので、それぞれの国から来ている留学生に対
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して、高校までにどういったことを学んでるのか、それはちょっと調査したんです。それではっ
きりしたことは、数学はまあ大丈夫だろう、物理も大丈夫だろう、地学だけはやってないんだな
ってのが分かったわけです。地学、結構日本だけみたいですね、ああいう授業やってるのは。少
なくともアジアで見ればですね。だから、何とかなるだろうと思って実際やったところ、ついて
いけないんですね。つまり数学の授業といっても、非常に先進的な内容までやってる高校、国と
いうよりも高校がある一方で、そこまで全然いってない高校もあるんです、実は。そのため、補
習授業かなり充実させてやっていたというのがあります。
具体的には、日本人からするとあれって思うんですけど、力学の授業で、メカニックスの授業
で、一番最初にスカラーとベクトルの話をするんですけれども、それ理解できないんです。非常
に優秀な高校出てる学生が居るんですけれども、その学生がそもそもスカラーとベクトルの違い
がよく分からない。でも、式を与えて、それを計算させるのはすごく得意なんです。だから、な
んかちょっと重要な所がポコッと、日本人からすれば重要だと思われる所がポコッと抜けていた
りするんですね、実は。
あと、もうちょっと言うならば、日本人だったら普通に力学だとか数学の、何ていうのかな、
式とかをグラフ化して、絵にして、視覚的に見やすい形で理解していくっていうのを徹底してや
るんですよね、実際、日本の高校教育って。大学生もそのやり方に慣れているので、大学でも同
じようにしてやるんですが、そういうことに全く慣れていない学生が実は居ます。例えば、中近
東の学生皆さんそうですね。グラフ描けないんです。簡単な 2 次曲線が描けないんです。式は理
解できても、それをグラフに置き換えるっていう思考がほとんどないらしく、実際そういうもん
ですかって数学の先生に聞いたら、実はそうなんだと。ただし、非常に抽象的な論理展開力は非
常に日本人より長けているので、式さえ与えれば、あと課題を与えると、それをごりごりグラフ
も描かずに計算してやっていくんです、彼らは。だから、その理解の仕方が日本人と留学生とで
は、地域によって違いますが、随分違うことがあり得るということです。だから、日本人と同じ
ようにやっぱり教えられないんですね。これは非常に大きな問題でした、最初の 2、3 年の間
は。
あともう一方、これ先生がたが非常に授業に熱心な方が多かったので、各科目で多大なる課題
が出されました。ところが、先ほどお話ししたようにカリキュラムは日本人のカリキュラムと一
緒。ということは、何が問題になるかというと、時間割が非常に過密です。そのために、それに
加えて課題がたくさん出されたので、実は留学生のほうが悲鳴を上げました。もう土日もなかっ
たですね。そういうこともあって、カリキュラムが見直しを進めて若干緩和するということをや
りました。その中身については、ちょっともう省きます。
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ただ、もう一つ、先ほど申し上

カリキュラムのマネジメント２

げたように G30 のプロジェクト
が終わった後、外国人の教員の一

• 授業担当の外国人教員の一部が継続雇用さ
れなくなったため、担当者調整が困難になり
つつある
• 本来、部局で雇用された教員は継続雇用を
原則としていたが、実際は大きく異なる
• そのため一部の科目を廃止
• 科目の分担を部局割当てにしていなかったた
め、調整が難しくなっている

部しか雇用されなかったので、実
は担当者の調整が今非常に困難に
なってきています。今回、スーパ
ーグローバル取ったって何とかな
るのかなと思いつつも、お金がど
う配られるかは分かんないので、
何とも言えません。そういうこと
もあって、実は一部の科目を廃止
した。これが、だから少し科目を
緩やかにした、時間割を緩やかに

した一つの大きな要因にもなってはいます。問題は、G30 で雇った教員に G30 の科目を割り当て
て、その G30 の教育をどこが責任を持ってきちっと時間割を組んで、担当教員を割り当ててやっ
ていくかっていう全体的な体制が、現場にそのまま全学で作っているのではなく、現場に下ろさ
れて、現場の教職員に任されていたがために、要するに人に依存してるわけですね、この役割を。
ここを、だから、組織として本当に調整できるかどうかっていうのは、今でも大きな問題ですけ
れども、でも、それがなかったがためにお金の切れ目は縁の切れ目ということで、カリキュラム
の運営が非常に難しくなる現状もあるということです。

あまり時間がないので、ちょ

学生１

っとさっといきます。次、学生

• とにかく元気 授業中でも盛んに質問が出る→
途上国出身者も多いため、勉強熱心 日本人学
生より学力が若干低くても追いつく（ただ日本人
と同じようには出せない Moocも参考）
• 一部の授業は日本人学生との混合クラスだが、
日本人学生はディスカッションにほとんどついて
いけない（TOEFL500点台、しかし雑談は出来る）
→日本人学生と留学生の交流による相乗効果
は授業以外のところで検討が必要

に関してですけれども、基本元
気ですね。理由は分からなくも
ないです。途上国の出身者も多
いので、裕福な家庭の子は多い
んですけれども、やはりそれな
りの覚悟を持って出てきている
ということで、かなり勉強熱心
です。だから、ものすごい課題
が出されてもちゃんと食い付い
ていったわけです、彼らは。だ
から、学力が若干低くても、最

終的にはやっぱり追いつく学生のほうが多かったということです。途中で脱落していくのも若干
居ましたけれども、そう数は多くなかった。ただ、それは彼らのやっぱり努力による結果であっ
て、私たちの教育力の高さではありません。できない学生に対しては、補習授業等々、いろんな
支援をやりましたけれども、ただ、それでも足りなかったなと個人的には思います。むしろ最近
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ムックスなんかで海外の事業がいろいろ展開されてますね。むしろそっちのほうが入りやすい。
ああいうふうな学生も聞いたので、ちょっとショックを受けています。仕方ないかなと思ったん
です、僕は。そういう意味ではムックスは役に立つ。でも、これは九大にとっては、ちょっと
由々しき事態かもしれません。
あと、一部の授業は、日本人との混合クラス。当然、相乗効果を狙ってやりましたが、これは
ちょっと思わぬ落とし穴がありました。やればいいってもんじゃないですね。つまり何が言いた
いのかというと、私どもも大体 TOEFL を 500 点以上、正確に言ったら、本当は 490 点ぐらいを
めどにそれ以上の人だったら受けていいよっていう話をしたわけです。当然、550～560 点の学
生も居ましたし、460 点ぐらいの学生も居ました。教員が大丈夫だよって言ってくれれば、授業
に出てたんですけれども、ディスカッションができないんです、やっぱり。要するに試験問題を
解くだとか、単語を知ってるっていうレベルだったら、非常に長けてるんだと思いますが、要は
ある中身のある話に対して自分の意見を言うっていうことが、それも英語で表現するっていうこ
とがやっぱりできないんですね。ということは、単に英語の授業で英語ができるっていう学生が
いきなりこのクラスに入っても、ついていけないということです。実はこれは私も思いもしなか
った結果でした。ですから、実は一緒に混合クラスでやるっていうことはメリットがないわけで
はないですが、ここは段階的にこういうクラスを組んでいかざるを得ないだろうなと今思ってい
ます。
日本人学生と留学生の交流による相乗効果は、むしろ授業以外の所で、キャンパス内の所で、
いろいろな仕掛けを作ったほうが有効であろうと今は思っています。ですから、特に理系の学生
が多分今回スーパーグローバルも多いと思いますが、英語で授業やっても多分ついていけないと
思います。日本語でやったほうがはるかに理解が進むと思います。僕はもうそれを本当に実感と
して持っています。それをやった上で、英語でどう表現するかを理解して、なおかつ英語で問題
を解かせるっていうふうに段階を踏んでいかないと、多分いきなり英語で全てのことを授業でや
っちゃうと、日本人の学力は落ちるんじゃないかなと実は危惧しているところです。

次、第 1 期生が今年度の秋に無

学生２

事卒業しましたが、予想はして

• 今年、第1期生が卒業したが、多くが大学院
進学→優秀な学生はほとんど米国の大学院
へ進学

ましたが、多くの学生が大学院
に行きました。ここも予想して
ました。優秀な学生はみんなア

• 少人数で結束力が強いため、これから同窓
会のマネジメントが重要となる

メリカに逃げていきました。中

• 受験に関して特定国の高校とのつながりが
強くなることで、受験者が増加傾向

ました。だから、厄介ですね、

• 出身校への訪問とプロモーションの地道な努
力が必要

りません。これが結果です。

堅から下がやっぱり残っちゃい
これから先。どうなるかは分か
少人数で結束力が強いので、
同窓会をどう組織していくかが
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多分今後の肝だろうと、実は思っています。これをベースにネットワークをどう広げていくかが
大事だと思います。それは人的なネットワーク、あと大学下のネットワークですね。最終的には
そこで活躍してもらった人からうまく寄付金を得られればいいなと、僕なんかは思う立場なんで
すけれども、大学組織として本当にそういうふうに考えてるかどうかは怪しい。でも、やっぱり
ここは商売としてやらざるを得ないところだと思ってます。
あと、これも思わぬ結果でしたが、最初は受験者を集めることにいろいろと四苦八苦していま
したが、ここ、いろいろプロモーション、お金も人も時間かけてやりました。そのことによって、
ある特定の国、例えばインドネシアだとかベトナムかな、あと中国の東北地方のほうですね。一
部はある特定の高校を採るつながりが非常に強くなった。実際にその在学生をその高校が出身校
まで連れていって、いろいろ話をさせたところ、いい意味で口コミで広がっていったんですね。
特に工学部は受験者が今急増しています。そういう意味で、そこは良かったかなと個人的には思
っています。

最後ですが、ちょっともう時

理想と現実

間に来てますけれども、理想と

• 教育の国際化に関し、組織としての理想はほと
んど描かれない→お金（外圧）と人事によって動
く、達成目標は理想を現実化するためのもの？
• 何のための国際化なのか？国としては大学の
競争力向上のためという名目だが、個々の大学
にとって必要な目標はもう少し具体的なもの？
特に教職員による検討が急務？
• 教員・学生共に外国籍を受け入れることの課題
多数：言葉の問題よりも、大学としての方針が問
われる、均質ではないことを前提とした思考と行
動、異文化理解は教職員にこそ必要

現実ということで、あまり大し
たことは話せませんが、教育の
国際化に関してですけれども、
基本、私どもの大学は大学とし
て国際化をどう成し遂げていく
かという理想は、ほぼ持ってい
ないに等しいです。その代わり、
お金と圧力、外圧ですね。文科
省からの外圧やお金をちらつか
されたり、また人事をちらつか
されると動くという性質があり

ます。なので、達成目標っていうのは、さっきの背景の話もしましたけれども、理想を現実化す
るためのものというよりも、むしろこれを取りにいくためのものとして動いているということで
すね。それはそれでひょっとしたらいいのかもしれません。結果オーライの部分もあるかもしれ
ませんが、ただ、そのためにはここをやっぱり考えなきゃいけないんだと思います。何のための
国際化なんですか、何のためのグローバル化をうちの大学でやるんですかと。国としてはさっき
も話がありましたね。国際競争力を向上するっていう名目はあります。それは国としては当然そ
うでしょう。でも、ここの大学が、私の大学は国際的な競争力を上げるためにこういうことしま
すって果たして考えるかどうかです。そうじゃない。むしろ多様な学生を集めて、それを今居る
学生に刺激を与えて、相乗効果でこういうところを狙っていきたいだとか、もっと具体的にいろ
いろあるはずなんですね。本来、そこを考えて書かなきゃいけないはずなんじゃないのかなと思
うんですけれども、どうもそこがやっぱり弱いというのがうちの大学の特徴かもしれません。で
も、ここを考えないと、ここもうまく、これ手段ですから、使えないですよね。
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あと、教員、学生共に外国籍を受け入れるっていうのは、言葉の問題ってよくいわれるんだけ
ど、実はそこはあんまり問題じゃないと思っています。つまり大学として、さっきジョブディス
クリプションもそうですけど、文化が違うっていうことを理解した上で、どう受け入れるかって
いう方針がないと、日本人の場合はかなり均質化してますから、教職員も学生も、あんまり話さ
なくても通じ合うところはありますけど、向こうの方はそうはならない。だから、むしろ大事な
のは教職員こそ異文化理解の研修が必要なんじゃないかなというふうにも思っているところであ
ります。すみません、時間が延長してしまいました。これでおしまいにします。
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平成 26 年（2014 年）12 月 4 日 於：徳島大学
大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会

スーパーグローバルの採択校におけるグローバル化施策とその数量的把握について
茨城大学

大学戦略・IR 室
准教授

嶌 田

敏 行

藤原：嶌田先生のお話は、では、こういう国際化の取り組みを進めていく上で、われわれとして
は本当にそれがどういう指標を立ててこのことを進めていく可能性があるのかという、そ
の辺りのお話をいただくことになります。では、嶌田先生、よろしくお願いします。
※本報告では、本文中にグラフを入れると判読しにくいため、グラフの PDF をご用意の上、ご覧
ください。なお、データは、日本学術振興会の web サイトに公表されている「平成２６年度スー
パーグローバル大学創成支援の構想調書及び個別審査結果（タイプＡ：トップ型／タイプＢ：グ
ロ－バル化牽引型）［http://www.jsps.go.jp/j-sgu/h26_kekka_saitaku.html］を用いた。
嶌田：それでは、『スーパーグローバルの採択校におけるグローバル化施策とその数量的把握に
ついて』っていうことですが、当初、この指標をとりあえずまとめていって、実際、各大
学で何が行われているのか政策的なものをまとめてみようと思ったのですが、途中でくじ
けてやめました。構想調書がアップされているのはいいのですが、全部プロテクトかかっ
ていまして...。ですので、数字に関してのみ転記して、データ集を作りました。これから
みなさんにディスカッションしていただく中で、使っていただければなと思って作った感
じです。世間相場がどのくらいの感じなのかを見ていこうかなっていう感じです。
［スライド３：１．国際化関連（１）多様性 ①教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得
した専任教員等の割合］
グラフですが、縦軸は全部パーセンテージになっています。全部比率です。横軸は大学名を掲
載させていただいております。マークですが、無印の所はタイプ A の国立、ひし形がタイプ A の
私立、白い丸がタイプ B の国立、四角がタイプ B の公立大学、四角のひし形がタイプ B の私立大
学です。グラフの折れ線は共通して、平成 25 年度、これは今は現在の状況ですが青い線で引い
てあります。28 年度までにはどのくらいか、ここからは目標値になります（赤）。それで、31
年度までどうしたらいいのか（緑）
、最終的に 35 年度、要するに 10 年後にこうなっていたい（紫）
というのを示しています。ですので、伸び率が高い、志が高い大学さんと、ほとんど変化ないで
すよねみたいな大学さん。もっとも高いの維持するっていうのも当然重要です。そんな感じで見
ていただければと思います。
ICU、国際教養、APU とグローバル教育に特化した大学は高いですね。これは外国人の比率
ですが、外国で学位取得した日本人でもよいし、1 年以上教育研究を向こうでやった人でもいい
ですよみたいな話になります。これらの大学は少々別格なので、普通の所はどの辺なのっていう
と、やっぱ 50％から 60％です。中堅どころは私立大学さんが多いかもしれません。旧帝大さん
あたりは、その辺の所はどっしり構えてるっています。
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［スライド４：１．国際化関連

（１）

多様性

②職員に占める外国人及び外国の大学で学位

を取得した専任職員等の割合］
これが職員の比率です。そんなに外国人の職員を増やしても本当に大丈夫なのかとか思のです
が、やっぱり国際教養、APU、この辺非常に多いですね。大概の大学は現在 10 パーセント程度
でしょうか。ただ将来的に我が母校の金沢大学は 3 割まで増やしたいとか書いてあります。
［スライド５：１．国際化関連（１）多様性

③教職員に占める女性の比率（教員）］

まず教員です。多い所で 40％ぐらいです。低い所、例えば工学単科系さんですと、やはり低
くなっってしまって 10％くらいになります。目標値としては、それらをちょっと上乗せしたい
ぐらいのところになっています。
［スライド６：１．国際化関連（１）多様性

③教職員に占める女性の比率（職員）］

職員に占める女性比率は、まさにあんまり皆さん野心的には考えてないのようですね。
［スライド７：１．国際化関連（１）多様性④全学生に占める外国人留学生の割合（通年）
］
こちらが全学生に占める外国人留学生の割合です。グローバル特化型の大学除くと、大体 2 割
より下というのが普通でしょうか。タイプ B の私学さんは、割と現在の値はそんなに高くないよ
うな状況で来てるみたいです。
［スライド８：１．国際化関連（２）流動性①日本人学生に占める留学経験者の割合（学士課程）］
日本人学生に占める留学経験者の割合です。要するに学士課程で日本人をよそへ送り出したい
わけですけども、留学経験ですが、正規学生で単位取得がある留学で期間は問わないです。見て
くと、10 年後には 100 パーセントの学生が留学経験させたい大学さんもいらっしゃいますが、学
士課程なので 1 割から 2 割が大体の世間相場かなという感じですね。
［スライド９：１．国際化関連（２）流動性①日本人学生に占める留学経験者の割合（大学院課
程）］
大学院に関しても、一部、かなりの高割合を目指している大学さんはありますが、だいたい多
くても 2 割から 1 割ぐらい向こうに留学させられればいいだろう、みたいな雰囲気が出てる感じ
です。ちなみに院生このデータは正規学生で単位取得がある留学です。スライド１０は３ヶ月以
上の研究派遣で単位の取得は関係ないです。
［スライド１１：１．国際化関連（２）流動性 ②大学間協定に基づく交流数（派遣）］
大学間協定に基づく交流数なんかも、ざっと見ていきますとかなり強気の攻めの数字を挙げて
いらっしゃるところも多いです。そのような意欲的な目標を掲げる大学さんもいらっしゃいます
が、概ね 10 パーセント弱ぐらいの学生を派遣したい、というのが相場ですね。
［スライド１２：１．国際化関連（２）流動性 ②大学間協定に基づく交流数（受入）］
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こちらは受入ですけが、受入もやっぱり数パーセントしか受け入れてないです。大学間協定自
体も増やしていくのでしょうね。
［スライド１３：１．国際化関連（４）語学力関係 ①外国語による授業科目数・割合（学士課程）］
次は外国語による授業ですが、これがネックになっている感じですね。外国語による授業を要
するに何パーセントにするのかっていう話です。国際教養大とか 100％とか、さすがですね。普
通の大学さんはだいたい 1 割。これは学士課程ですからね。伸び率が高い大学さんもあります。
ここは結構その大学の意欲が伺える指標ですね。
［スライド１４：１．国際化関連（４）語学力関係 ①外国語による授業科目数・割合（大学院）］
大学院に関しては、学部よりも結構意欲的な大学さんが増えます。広島大学さんはもう 8 割超
え、金沢大学もやっぱり 9 割の授業を英語でやろう、みたいな感じですね。だいたい相場的には、
でも学士課程と比べると、やっぱり全体的に大学院のほうが英語でやる授業が多いな、という感
じはします。やっぱり大学院に関しては結構少人数だしやりやすいっていうところもあるのかな
とも思います。
［スライド１５：１．国際化関連（４）語学力関係 ②外国語のみで卒業できるコースの数等（学
士課程）］
これが外国語のみで卒業できるコースの数なんですけど、これは分母が学部学生、分子が英語
だけで卒業できるコースに在籍してる学生です。創価大学さんは 60 数パーセントの学生がそう
いうような英語だけで卒業できるコースに在籍させたいみたいですね。あとの大学さんはあんま
り学士課程に関しては、それほど英語のみで卒業できるコースはそんなに増やす気はないような
雰囲気です。
［スライド１６：１．国際化関連（４）語学力関係 ②外国語のみで卒業できるコースの数等（大
学院課程）］
ただ大学院に関しては、もうこの辺の会津大、国際大、APU、東工大、NAIST っていうのは
奈良先端ですね、国際教養、広島、この辺りは結構、英語だけで卒業できるコースを 100 パーつ
くっちゃいましょうみたいな感じで、結構頑張っています。芝工大さんも。京都工芸繊維大学さ
んも結構、8 割つくっちゃうみたいです。
［スライド１７：１．国際化関連（４）語学力関係 ④学生の語学レベルの測定・把握、向上のた
めの取組（学士課程）］
語学力ですが、みなさん TOEFL-iBT で、だいたいみなさん示しますで、他のことで示してる
大学さんも含め、無理やり換算してるんですけども、大体 80 点ぐらいを狙ってるっていう大学
さんが大半でした。80 点っていうと、だから TOEIC で 730 点ぐらい。そうすると、730 あった
ら結構授業って聞ける感じですか。
小湊：うん？
嶌田：730 点ってどんな感じですか。
小湊：聞けると思うけど、本当に理解が進むかどうかは全く別問題。授業は普通の日常会話と違
29

嶌田 敏行「スーパーグローバルの採択校におけるグローバル化施策とその数量的把握について」

うので、テクニカルタームをちゃんと理解して、その上で、しっかりとした思考が働くか
ということですよね。そのため、日頃そういう経験がない中で、いきなり授業で英語でや
ることの難しさというのは、さっき説明の中でも指摘させてもらいました。
嶌田：そのぐらいを狙ってる大学さんが多いんですけど、それが本当にそれで国際人なのか？み
たいなところになると、またちょっと別だろうみたいなところがある感じですかね。
［スライド２１：１．国際化関連（６）大学の国際開放度 ⑤混住型学生宿舎の有無（留学生）］
嶌田：混住型の学生宿舎、混住型ってどういう感じなんですか。要するに・・・。
小林：日本人と留学生を同じ寮かつ同じフロアに住まわせるということです。住居費を低予算で
1 年、特に、留学生は入学直後 1 年間寮に入れて、日本人も同居させ、共同生活を行うもの
です。APU さんは設立当初は、留学生全員が 4 年間入居可能でした。近年は、留学生でも、
寮である AP ハウスに 1 年間居住後、、地域社会へ溶け込ませるシステムになっています。
嶌田：それは同じ部屋ですか？
小林：リビングルームとして共通の場で食事やそのほか同じフロアの者が色々なことをする。居
室は、１人部屋が主流ですが、は 2 人部屋の例もありますね。。ちなみにこの会場の一番
上の階に留学生女子用寮あるんですけど、完全なワンルーム型です。そのワンルーム型が
今、国立大日本人学生でも主流です。しかし、いま流行りものはいわゆるシェアハウス型
っです。
嶌田：結構大変ですよね、住んでる学生としては。
小林：大変です。
嶌田：外国人と一緒に住むって。
小林：大変です。
小湊：うちの大学でもやってるけど、学生に話を聞くと、何とかなじむって言っています。。多
分そういうことを情報として提供して、それに応募してくる学生が一定数いると思いま
す。
嶌田：覚悟の上で住んでる日本人学生。
小湊：そう。だから、実質、空室率は高い。
［スライド２２：１．国際化関連（６）大学の国際開放度 ⑤混住型学生宿舎の有無（日本人学生）］
嶌田：次のグラフで日本人のパーセンテージ見ると、各大学、現在数パーセントしか日本人は住
んでなくて、将来的にも数パーセントでいきたいっていうか、多分いかないだろうってい
う感じなのかな。
小林：日本人学生の役割は、いわゆるチューターとか、そのユニットのリーダー的な人になりま
す。国立大は、典型的にこの方式です。改めて今回数値でみると APU さんでも少ないです
ね。日本人学生達は、、日本文化・習慣、例えばごみの仕分け方法か、細々としたことを
指導することが期待されています。、日本人学生にとって留学生・異文化交流というメリ
ットもあるけど、本気で住みたいんですというのは国立大学ではまだ少ないと感じます。
特に、建物要求時点での比率で混住ってやると、留学生のほうで比率を増やす傾向がある
ので、こういうグラフになるのかと思います。
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嶌田：本当、こういう所に日本人住まわせれば、なんか結局、そういう環境、度胸が結構つくん
じゃないのかなっていう感じもするんですけど、行かないんでしょうね、最近の学生は。

［スライド２４：２．ガバナンス改革関連（１）人事システム ①年俸制の導入（教員）］
この辺から人事システムで、なぜ年俸制の導入がグローバル化とつながってるのか、とは思い
ましたが、流動性の確保につながりますからね。
［スライド２５：２．ガバナンス改革関連（１）人事システム ①年俸制の導入（職員）］
［スライド２６：２．ガバナンス改革関連（１）人事システム ②テニュアトラック制の導入］
年俸制の話、職員も年俸制入れちゃうぞみたいな話です。テニュア・トラックもやっちゃうぞ
みたいな話です。
［スライド２７：２．ガバナンス改革関連（２）ガバナンス ①事務職員の高度化への取組］
職員の高度化みたいな項目もあるんですけど、このグラフの見方としては、例えば国際大学だ
ったら 700 点が狙ってるポイントで、700 点の人を現在 80 パーセントだけど最終的に 100 パー
にしたいですみたいな感じです。例えば金沢大学ですと 600 点を目標で、現在十数パーセントだ
けど、10 年後には 600 点を持ってる人が 70 パーセントを超えるような感じです。
そんなわけで、今ちょっとざっくり見てきましたけど、大体こんな感じのところが主要指標と
してスーパーグローバルの調書に出てきてました。またこの後、グループ討論のときにも、ご覧
いただきまして世間相場を踏まえてご議論いただければと思っております。すいません、駆け足
でしたけども、以上でございます。
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グループ討論・総合討論
１．グループ討論
３つの班に分かれて、まずは自大学の現状や SGU の申請内容等を簡単に報告いただきました。
それらについて、他大学の取組やスーパーグローバル採択校の事例を参考に、施策の考え方や使
用すべき指標について、グループ内で討論しました。その後、共通して浮かび上がってきた事項
などを中心に、グループでまとめてもらいました。
グループの構成は、大学の規模や国公私立などの設置者別を原則とし、話が広がるような構成
にすることを考慮しました。なお、グループには、スタッフがファシリテータとして入り、司会
進行等を行いました。
２．総合討論
グループごとに討論の内容を報告し、総合討論を行いました。以下にその様子を掲載します。
小湊：こっちはなんかもう雑談で満足し

＜A班＞

たのではないかと。お互いの状況を少し

人材

確認し合って、興味あったところを聞い

出口管理なし

ていたという状況でした。ただ、その中

Input

でも、ちょっとこれは私が強引に振っち
ゃった部分もあるんですけれども、グロ

学生のモチベーション

ーバルというのかスーパーグローバルも

・英語力
・派遣先増しても…

そうなんですが、出ていくその人材につ
いてに関わる話っていうのがほとんどな
と思っています。出口管理の問題ですよ

海外インターンシップ

ね。だから、入口のインプットの部分と
アウトプットの部分は、いくらでも数値
が出てくるんだけれども、一番実際に大

日本国内⇔海外就職先

事になってくるどういう人材をどういっ
た所に送り出すのかみたいな話がないよ
ねというところは、ちょっと話題として振らせていただきました。ただ、当然そこはなかなか答
えがないところです。
あと、ちょっと話題として盛り上がったのが、学生のモチベーションの部分ですよね。やっぱ
り英語の何点っていうのはよく出てはきますし、あと海外交流協定を使って学生を派遣するって
いうのもあるんですけれども、でも、じゃ、そこにもう、いや、これ以上もう派遣しきれないよ
みたいな感じで、本当に学生が集まるかっていうと、実はあんまりそんなこともない。これ以上
さらに派遣の数を増やすといっても、じゃ、どうやれば増えていくのかと。そこの方策をどう考
えればいいんだろうかっていう話の一環で、学生のモチベーションの話が出てきました。実際問
題として、確かに英語力がなかなかついていかないだとかっていうのもあるんですけれども、や
っぱり男子学生おとなしいよねとか、女子学生のほうが活発だよねとか、なんかそういう話はい
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ろいろ出てきたということになります。
ただ、ここの班は企業の方もいらっしゃって、その企業の方はやはり海外の状況の話、例えば
海外インターシップの話だとかいうことをされましたけど、日本だとなかなかそういうのって言
葉としては聞いても、実際の現場としてそういう活動を組織するというところまでなかなか行か
ない、なのにスーパーグローバルみたいな話が出てきてるわけですから、要するにさっきの出口
管理につながっていくんですけれども、もしグローバルっていう言葉を国境の垣根が随分低くな
って、人が地球規模でいろんな所にこう出ていく、そういう意味でのナショナリティーっていう
のがどんどん下がってきているっていうふうにもし捉えるとするならば、本来、就職先は日本の
企業じゃなくて、海外の企業でも全然いいわけですよね。日本企業よりはるかにいっぱい収益上
げてる海外企業っていっぱいあるわけですから。でも、なかなかそういう条件になっていかない。
やっぱりそこをどう考えればいいのかなというところで、ちょっといろいろ意見交換をしていた
というところでした。強引にまとめましたが。

嶌田：B 班は基本的にどこも SGU に

＜B班＞

採択された所はないという総合系地方

採択なし大学（地方国立）→なぜか？

国立のチームだったんですけども、と

S大：「受けないための申請しない」ための決定
T大：調査－比較してもわからない
紅白と同じ？！（工学単科枠…）

りあえず「なぜ自分のところは通らな
かったの？」というようなところを調
べたりするような業務をやってる話か

指標は決定的要因ではないか。

ら始まったのですが、ある大学は、申

タイプA：海外でリーダー、ネゴシエーション
タイプB：コミュニケーション

請しないために IR 情報を活用したと
言いますか、「申請しないっていう方
向を意思決定していくために情報収集

調書をつくって終わり。
目標、現状把握、計画→今後使える

をした」みたいな、要するに歯が立た
ないでしょうっていう。だから、取り

使える政策として、私学で行っていることを
参考に、採択校に学ぶ（実をとる）。

あえず他の所にリソースを割いたほう
がいいんじゃないのという非常に合理
的な判断をして、出さなかったという

ような感じのところもありました。結構国立大関係に関しては、みんな出すからうちも出してお
こうみたいな話になったのですが、残念ながら、採択倍率の分母を増やした結果に終わってしま
いました。例えば、違う大学の方が言ってたのは、結局学内から「なんでうちの大学は落ちたん
でしょうね」みたいな話を問い合わせっていうか、ちょっと調査してほしいみたいな話があって
も、なかなかデータ見てても、要するに、じゃあ、自分の大学よりも低い所、いろんなパラメー
ター低い所も受かってて、何が決定的にまずかったから落ちたのかっていうのが、いまいち分か
らない。それで、いろいろ見てくと、いわゆる紅白歌合戦と同じく、枠がいろいろあったのかも
しれませんね、という話にもなりました。
また、タイプ A っていうのは割とリーダーというか、海外の企業なんかとネゴシエートもでき
るような人材を多分育成するような狙いの大学さんが多くて、タイプ B っていうのはコミュニケ
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ーションができればいいっていうか、そこまでのいわゆるリーダーとしての才覚みたいなものま
では求められないけども、海外の企業とはうまくやっていける、みたいな。うちら地方国立だと
やっぱりタイプ B ぐらいなのかな、と思うわけですけど、タイプ B は非常に千差万別です。そう
なると、やっぱり考えるべきことは、まず調書を作ったってことが一つの重要になるわけです。
つまり、多くの大学は、調書を作ってそのまま終わるっていうことが多く、かつ、割と地方大っ
て、地方大だけじゃないかもしれないんですけど、うちなんか結構、少人数で作ったわけですね。
学長周りの数名で作って、全学的にはやや強引に学内合意を得て提出したわけですね。だから、
採択されたらされたで大変だったとは思います。要するに調書を作るという現状把握は自己点検
評価の一環になるわけですから、目標をとりあえず立てて作るわけですよね。そうすると、ある
目標に照らして現在どうなってるのかってことを調べるわけですから、少なくとも現状把握に関
しては、相当シビアにできるわけです。数字をまとめてこれだけやるわけですから。通んなかっ
たらそのまま捨て置いてしまうのはもったいない。せっかく作った調書があるんだったら、こう
いうグローバル化政策みたいなものをどういう風にするのかと言うことを検討する上で重要な素
材として使ってけばいいのかなって思います。もっとも、数字的なところで他大学と比較しても
あんまり意味がないっていう状況ですが。
そうすると、重要なのは使える政策レベルでどんなものを参考にしていくっていうところかな
と思ったわけです。国立大学は、地方といえども、結局職員の数とか、教員、職員というか学生、
職員共に割と私立大学さんよりは恵まれています。人的には結構ぎりぎりでやってる私学さんが
普通にできるようになったら、国立なんか本当はできるはずじゃないのと思います。だから、旧
帝でやってるようなことはちょっとまねできなくても、私学さんがやってるようなやつだったら、
結構輸入できるんじゃないのか、というような話はありました。だから、模倣可能なところから、
実施可能な政策をどんどん輸入する、と。いわゆるお手本をわざわざやって提示してくれている
わけですから、そういうよいお手本を見ながら、落選組はおいしいところだけ取っていくという
ようなところが戦略的にはありなんだろうなって思いました。ったんですけど。
SGU は中間報告ってあるのでしたっけ。（２回あります）。だったら、僕らみたく通ってない
所は、評価の報告書をアップしてもらって、実際うまいやり方を参考にすればいいんだと思いま
す。もうプライドを捨てて、取りあえずおいしい実だけを取りに行くのもありかと思いました。
藤原：それぞれの大学から取り組みを紹介いただいて、私どもの C 班では課題になったことがい
くつか挙げられるということで、その辺りを中心に意見交換しました。一つは、どういう体制で
この SGU との事業に臨むかっていうのが結構大きかったんだろうという振り返りがなされてま
す。1 部門でもって進めていくということのなかなか難しさですね。部門横断的に取りまとめて
いってるような大学が多く採択されているという、そういう状況もあり、関連する話でもあるん
ですけど、例えば部門は教育研究、社会貢献、国際というこの図の縦のような置き方にされてる
のが、今回の SGU では横串で捉えられるような形で事業の推進が問われてきてたというような
ことが特徴点としてはあるのではないかということも、意見交換する中では出てきました。
もう一つは、これは国立大のほうの特性でもあり、私立もあるとは思うのですけれども、異動
官職の問題で、なかなかそのノウハウが学内に積み上げられないというような課題もあったので
はないかということです。その人が異動すると、行った先では効果が生み出されるのだけれども、
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その人が居なくなったら、その部分の知見がいったんリセットされてしまうというようなことも
あるという課題なんかが、体制関連では挙げられていたといました。
あともう一つ、大きな話

＜C班＞

かと私なども思ったのは、

体制
集中型or横断型？

教育

研究

社会貢献

国際

小湊先生からもお話があっ
た、どういう人材を育てて

ヨコ

いくのかとか、あと、どう

ノウハウ積み上げ＝人依存
人材像
教育のあり方

いう教育を行うのだという、
その辺りの議論が大学内で
大学

重要
学部

学部

学部

として

学部

学部

十分になされているかどう
かですね。そこが決定的に
重要だったのではないかと

データ収集

思っております。採択され

→積み重ねへ

た大学の中にもいくつか国

グローバル化

→文脈で異なる。様々…

際系の学部をつくるんだと
いうようなことの話があっ
たみたいですけれども、そ

れはそれとして、その学部の人材養成目的は、それはあるんだけども、では、大学全体としてど
ういう人材を育成するのかというのが問われていたようにも思いますので、その辺りを考えるい
いきっかけにも今回の SGU はなったのかなと個人的には思っております。
あともう一つは、これもデータに関わるような話ですね。データの収集で困難を余儀なくされ
た大学の事例は多く聞いたようにも思うのですけれども、そういうデータが今、外的にも問われ
ていますし、あと、逆に今回問われているようなデータを着実に積み重ねていくことで、もう少
し次の大学の改革に結び付けていけるのではないかという、逆の前進的側面からの意見なども出
てきたかと思っております。
グローバル化の定義についても、課題として挙がりました。これは IR の定義と同じように
様々なのですけれけども、それぞれの文脈で異なるということを理解した上での対処が必要なの
ではないかということです。うまくまとめられたかどうか分かりませんけれども、以上です。
小林：Ｃ班の補足です。本学は、今回作った調書をベースに大学のグローバル化改革方針として、
学内イントラでオープンされています。ただ、なかなかまだ認識はされてないのが実情で
す。特に、本学は、急きょ学部改組が決まり、グローバル化自体は少し横に置いてある状
態になっています。やはり、SGU 調書を活かしていこうという方向性ではあります。
数値指標については、作成時の検討段階で甘さがあったと反省しています。膨大な指標が
提示され、色々と定義解釈も分かれました。現実、大学の中でデータ散在している中、デ
ータ収集、数値目標設定は、非常に難しかったです。最初のプレゼンで触れましたが、大
学としての統一感がタイトルや数値上で示されていたのかが大きいと痛感しました。申請
状況が公表された際、各大学の構想調書のタイトルが全部掲載されていましたが、それを
見ても、全体の統一感が見えるかというテクニックも必要だったと思います。
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SGU の前身事業として GGj がありました。GGj 申請を経験していたか否かというのは、
今回大きかったのではないかと推察します。私学は、特に B は GGj 採択の機関がほとんど
ですね。多分、立教大学様以外は、GGj 採択校ですよね。
前もってきちんと全学的な議論を既にしていた大学が下地ができていて、採択につながっ
たと思います。
嶌田：なんか、じゃあ補足その 2 といいますか、結構業者さんにあえてポンチ絵描いてもらって
る所、多くないですか。すごいきれいな感じで、なんかちょっと事務だけでこれを絶対作
れないだろうみたいな。
松岡（神戸大）：学内で、なぜ業者に頼まなかったのかとよく言われました。
嶌田：やっぱり言われました？
松岡：見かけこそが大事でしょって。僕らは独力で、もう半分徹夜で作ったんですが。。。
嶌田：手作り感たっぷりの所と、いかにもデザイン会社で作りましたという所と、それって体力
差なのか、通りたい気持ちの問題なのか。通らなかったところから見ると、あれってある
種ちょっとずるいじゃないのって思うところがありますが、アリなのか、無しなのか。
小湊：でも、きれいな調書を書いたから通るってわけじゃないでしょう。
嶌田：当落線上の大学にとっては死活問題じゃないですか。前回のリサーチユニバーシティーの
選定のときも、旧六医大クラスが当落線上に入ってきてて、デザイン会社にお願いして良
いもの作って、それで一押しできるなら、ある意味安い話だろうみたいな感じがするんで
すけど、どうなんですかね。
小林：悩ましいところですよね。
嶌田：過度な見た目競争になっていくと本質からズレていきますし。
小林：ちょっと余談なんですけど、今政府・文科省が『トビタテ！留学 JAPAN』というのを実施
しています。トビタテ！PT の担当者と話したことがあります。この事業は、官民協働で実
施しているので、事務局(PT)は、文科省・民間人材の混在チームです。学生の選考時には、
支援企業の人事担当者も参画します。ゆえに、学生の申請書や面接に対して、すごく目が
肥えている。第一次審査（書面審査）段階で、申請書を見ると、いわゆる留学コンサルタ
ントみたいなのが入っているなというのがすぐに分かるっておっしゃったんですね。第２
次審査は、就活以上のハードルの高さで学生自身が自分の言葉で語れないとクリアできな
い。就活マニュアル本どおり、型どおりでは通用しない。
本題のポンチ絵問題に通じると思います。ポンチ絵の外注って色々と意見が有ると思います
が、個人的には、あからさまに分かるものは駄目な気がします。
小湊：でも、潜在的に枠があるんでしょう。だったら、あんまり。
嶌田：要は実態が伴わないのにあそこだけ描いてきちゃっても。
小林：そうなんですよ。中身なんですよ。
嶌田：ただ、当落線上でどっちを採ってもらえるか、ってなったら分かりやすいほうがいいよね
っていう話になるわけですよね。
匿名：大学名は言えないんですけど、それをやっても落ちてる大学がありますので、やっぱり。
小林：それはそうでしょうね。
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匿名：いろいろ先ほど枠の問題とか GGJ とか、ちょっと調べたいら、国立大学で GGJ 取ってタ
イプ B 出した所は全部落ちてます。なんかあるんかもしれない。
小林：B は本当に訳分からないです。
小湊：いや、思うんだけど、これは文科の政策の話っていつも思うんですけど、明確に、じゃ、
私立大学さんは別かもしれないけど、国立大学は 80 何校ある中で、どれも同じように扱っ
てないのが現実ですよね。
嶌田：うん。
小林：うん。
小湊：絶対重み付けをしている。だけど、実際にこういう競争的資金を出すときには、それをお
くびにも出さずに皆さんで出してくださいっていうやり方って、本当にいいんですかと。
例えば、研究大学がやるべきことって本当はもっといっぱいあるはずなのに、ダボハゼの
ようにいろんなところに食い付いていく。そのおかげで、地方の国立大学が割を食うこと
だって当然あるわけで、今回のように本来もうほぼこの辺の所に焦点を当てて、お金出そ
うというのがひょっとしたらあったかもしれないけど、あるにもかかわらず、そういうの
も出さずにみなさん応募してくださいっていうふうにやって、無駄な労力と時間を費やす
みたいな、なんかそういうのって、もういいかげんやめたらって思わなくもない話ですよ
ね。
嶌田：うん。やっぱそこはあのとき出さなかったですよねって言われるのも心配で。
小林：RU11 ってコンソーシアム組んでいる旧七と東工大、筑波、プラス早慶、これらの大学は、
最初から A で決まりだなと分かっていた。そこに食い込んだのが医科歯科と広島。広島大
学は A、B 併願。
小湊：九大もそうです。
小林：併願してるんですよね。それで食い込んでるっていうことは、現場担当者からみれば、す
ごく努力されたんだろうなと思います。話戻りますが、A は本当に明らかだったんですよね。
RU11 は、研究大学と自ら主張しており、リサーチ・ユニバーシティー等の資金の獲得して
いるか否かを比較したら一目瞭然です。一番分からないのは、B。
嶌田：B がちょっと審査基準がよく分かりませんよね。
小林：謎。だから早くコメントが返ってきてほしいんですが、コメントすらまだ返ってこないの
で困ってるんですよね、申請者側としては。（編集者註：コメントは平成２６年１２月２
６日付け。）
小湊：いや、みんな苦慮してるんだよ、コメント書くのに、恐らく。
小林：審査委員会もかなり苦慮されているでしょうね。不採択大学は、とにかく待っている状態。
地方国立大学は、諸般の事情を踏まえて、あえて申請しなかった大学もあります。結局、
地方大学は、どこをターゲットにしていくのかがキーになる。
小湊：立ち位置の問題ですよね。
小林：立ち位置の問題がはっきりしないと、やっぱりこの国立は常に手を挙げなきゃいけないみ
たいなプレッシャーになるのかなとは思います。
嶌田：グローバル化を結局どう捉えるか。結局、要するにグローバル展開してる企業にとって使
いやすい学生を欲しいっていう話なのか、社会全体というか、企業をグローバル化しなく
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ちゃいけないのか。日本の市場の縮小というか、中国、インドが拡大していくわけだから、
地の利を生かした所にグローバル展開を企業としてさせていかないといけないみたいな話
があって、じゃあ、大学はそれに対してどういう人材を提供するんですか？みたいな話が
今回の裏にはあると思うんですけども、じゃあ、グローバル化って別に企業の問題ってい
うか、日本の今後の展開の話なのか、大学としてどこまでお付き合いすればいいのかって
いうのがいまいちよく分かんないなっていうところがあって。
小湊：多分、お付き合いじゃないんじ

人材像のグローバル化

ゃないですかね。個人的な意見ですけ

・就職先←企業目線
・人口減少
・外国人⇔日本人
・日本国としての⇔大学との立ち位置、関係性

ど、こっちの班も出ましたけど、例え
ば一部上場企業、大きな所はもう外国
人をたくさん採用してるわけですよね。
パナソニックなんか一時期話題にもな

国立大学→88大学

ったけれども、日本人学生より多く居

apply

る可能性だって当然あるわけで、むし
ろそういうことやっちゃったわけだけ

MEXT 明らかに“重み付け”

れども、そうするともう海外に展開す
る所は、向こうの人で向こうの言葉が
使えて、本当に使える人材だったら、当然喜んで採用しますよね。そうなってくると、割を食う
のは日本人の学生なわけで、ただでさえこれから市場がシュリンクしていく中で、何ていうのか
な、人口が少なくなってるから就職先は何とか確保できるっていう議論も一方であるけれども、
本当に使える人材を採りたい企業からすると、そういうこと言ってられない状況だってあるんじ
ゃないのって僕なんかは思ったりするわけですよ。だから、それは当然かかってくるんじゃない
ですか。要するに出口管理の部分だけど、今までは右肩上がりで成長してきたから、何にもしな
くても受け入れてもらえたけれども、今後は海外の活動的な学生と同じ就職を争わなければいけ
ない状況だってあり得るわけだから、大学によってはですね。だとしたら、そこを何とか今のう
ちに体力をつけておかないといけないんじゃないかっていう発想があってもおかしくはないかな
と、個人的にはちょっと思いましたけど。
嶌田：結局、グローバル展開してる企業も日本人を採りたい、採ろうと思って採れないのも居る
し、明らかに能力が低いのは。だけど、なるべくならば採りたいというようなところもあ
るのかなとは思うんですけれども、そういう意味では、ただ今回の指標の中で、グローバ
ル展開してる企業にどれだけ就職してるのかとか、そういうような例えば指標はなかった
んでしょうか。
小林：ないです。
小湊：一応ここのタイトルが指標に関する勉強会なので、そっちの話、1 回乗り出そうかなって
思うのですけど、多分、指標もいろいろあって、今回の指標を見て思ったのは、スーパー
グローバルの調書で求められている指標の多くは、多分、政策上必要な指標なんですね。
文科がやっていく上で。でも、これって、国の指標であって、個々の大学の指標には恐ら
く成り得ないものだっていっぱいあると思うんです。そうしたときに、じゃあ個々の大学
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の指標をどう考えるのかが問題となる。でも、そのためには、いくつかの班からお話出て
たけど、やっぱり人材ってどうするのだとか、その人材像を育成するための教育のカリキ
ュラムだとか、方法をどうするの、そのために何を投入すればいいのっていう話をつなげ
て考えなきゃいけないんですよね。
先ほど私たちの班でも、私大さんは典型で
したけれども、もう理事会だとか学長、執行

・政策上の指標
・個別大学の指標

部を中心として大きな方針を決めて、それで
調書を書き始めたという所がある一方で、私
たちの大学のように、とにかくそういう方針
のないまま、今やってる状況の中で何とか調

Input, output, outcome, process

書を取りまとめろと、全然骨格がないままに
やった所も当然あるわけですね。そうすると、

直接 ・ 間接 ・ 代理

私大さん、ひょっとしたらこういうのはある
程度意識されてやってるのかもしれないけれ

ルーブリック

ども、そうでない大学にとってはやっぱりこ

GCI

この指標を考えないでどうするのかという問

地域の指数

題が出てくる。だた一方で、出口の指標、ア
ウトプットの指標はあるわけですね。インプ
ットとアウトプットはあるけど、いわゆるア

ウトカム指標とプロセスの指標はないわけで、だから政策上の指標は当然インプットやアウトプ
ットにありますよね。お金の話と実際その活用から直接的な結果が国、文科省にとっては非常に
大事なわけす。個別の大学にとってもこれ大事だけど、もっとこアウトカムやプロセスのほうが
大事なんじゃないのというふうに考えたときに、じゃあ、私たちはこの人材像とかカリキュラム
の在り方だとか、採用される方向だとかっていうことを踏まえながら、どういう指標がメジャメ
ントな指標として考えられるのかっていうのをやっぱちょっと検討しなきゃいけないんだろうな
というふうには思ったところがあったんですが、多分、この辺について各班で少し関連する議論
ありました？
例えば私たちの班では、グローバルをどう定義するかってのは置いといても、積極的に活動し
たり、積極的に人と交わったりっていうようなその活動面、行動面がやっぱり大事だよねってい
うのを私から話したんですけれども、例えばそういうものをベースに何か指標化することができ
ないものかなというふうに思ったりしたわけです。なかなか難しい話だとは思いますけども、ど
うだったんでしょうかね、皆さんの班では。
嶌田：とりあえずアウトプット指標では、今回の当落の解釈ができないので、多分もうちょっと
内面というか内側のプロセスってわけじゃないですけども、アウトカムっていうか、結局、
なんですかね、グローバル展開可能性みたいなところだとすれば、なかなかどう追いつく
のかっていうのは難しいから、そういう意味では、要するに使える施策、まねできる施策、
いい施策を取りあえず猿まねでいいからどんどん導入してくっていうようなことが重要な
のかなと。要するにパラメーターより手前の政策レベルで、取りあえず入れられるもの入
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れようみたいな、そういうところです、まだ。その指標にする以前の話っていう感じの手
前の議論でいいのかなみたいな感じです、まだ僕らとしては。
藤原：私たちの所でも、指標を検討するような話はあったものの、小湊先生の部分で捉えてると
いうところまでは議論が行ってなかったかなというふうに私としては認識してます。だか
ら、その・・・。
小湊：これは一つの見方としてあるんじゃないですかっていう話ですよ。
藤原：ただ、グローバル化の定義とかいうような話をしたときに、国から求められるグローバル
化の定義と、あと大学の内部でのグローバル化の定義、学内外でも定義が違いますし、教
員のグローバル化は割と研究面で語られることが多いけども、そうではないですよという
形で職員が説明する機会なんかもあるとかいう、そういう話は少し定義に関わって重ねら
れたことはあったかと思います。そういう観点でいくと、個別大学の指標という言葉でま
とめられましたけども、例えば、グローバル化しない、飛び立たないグローバル化でした
っけ。そういう目的を立てておられるような大学もいらっしゃる。そういう大学にとって、
やはり大学独自の指標でもって、その辺りを見ていこうということにはなってくるだろう
と思いますので。これも小湊先生のお話にあったと思うのですけれども、割と外的に詰め
られてきてるというのが、今の情勢的なことかなというふうに思ってて、こっちの側面が
やっぱり強いですよね。ここに対応するようなデータをどうせ毎年毎年レポーティングし
ていかないといけないので、積み重ねないといけないよねっていうのは個別大学の中でも
ちょっと出ていて、対応としての話は出てきてはあるかもしれないのですけれども、ここ
の部分ですよね。自分たち独自の指標の展開。ここはまだ議論は追いついてないという感
じですね。まだこれからというところなのかなというふうに思うわけです。最後のほう、
ちょっと個別の感想です。
小湊：実際、調書にまとめられた方々の間でこの辺の話に関連するものって、なんかありました
か。
石沢（岩手大）：すいません。岩手大学ですけれども、ちょっとうち斬新なタイトルで申請して
しまいまして、『課題先進地域恊働型グローバルキャンパス創成、「内向き」岩手からの
「前向き」な挑戦』っていう、ちょっと皮肉を込めたタイトルで申請しております。着想
の観点としては、まさにいわゆるアウトカムとか、そういったところに関わるんですけれ
ども、岩手という土地ですとか、そのバックグラウンドを考えた場合に世界と競争してい
くというよりは、地域との恊働でグローバル化を考えることはできないかと。テーマとし
ては震災からの復興や、人口減少問題など、岩手の中でいろんな課題が世界に先駆けて起
きているので、それを先進課題と捉えてみましょう、というようなことが背景にありまし
た。。それで、申請の中で独自指標を入れられるということになっていましたが、ここが
ちょっと苦しいところだったんですけども、どうしてもこのアウトカムの部分になると、
定量的な評価っていうものをなかなか表しにくい部分があって、定性的なことだといくら
でも書けるようなところはあったのですが、定性的な評価っていうのがどうしてもやっぱ
りこういう申請事業だと書きにくいというか、審査上でどのように評価されるものなのか
推し量るのが難しいと感じました。
例えば、地域との恊働の中で海外に行かずとも、外国人の学生を本学に多様な形で受け
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入れて、本学の学生や地域の方と一緒に地域の課題を日本語と英語の複言語で学ぶとか、
そういったコースを設置するといった構想を盛り込んでいたのですが、そういうのが本当
にグローバル化に役に立つのか立たないのかというのは、審査する側の評価としてどのよ
うに見えるものなのか？と。目的としては、いわゆる多様な視点と人とのつながりを駆使
して課題解決ができる能力を国内、国外問わず身に付けるというところだったので、例え
ばそれをただ参加者数という定量的評価で図ろうとしても、なんだかちょっとなんか違う
んだろうなと。実際そのあたりは申請書を書いていく中で先生方とも難しいですよねと話
をしていました。
小湊：今の話を伺っていて、思い出したんですけど、大学のその計画を立てるときにキー・パフ
ォーマンス・インテンディケーター（ＫＰＩ）をどうするかっていうの、実は結構やった
ことがあるんですね。その中でやっぱり議論されたのが、ダイレクトな指標とインダイレ
クトな、いわゆる間接的な指標、両方ある。または、これが第 2 指標と呼んだり僕たちし
てたんですけど、例えば今の話だと、地域にある課題をどうやって積極的に取り組んで課
題解決を一緒に考えていくような人材にしていくのかということを考えたときに、その手
の授業をやるというのは実はそれ指標としてはどうかという話をおっしゃいましたけど、
一つの仮説として、その授業で狙いを定めて授業をやって、その結果としてその狙いどお
りにいくかどうかは分からないけれども、必要性があるからやってるわけですよね。だと
すると、その授業にどのくらい学生が出たのかっていうのは、十分間接的な、または大学
的な指標となり得るんじゃないのって僕なんかは思うわけ。逆に言えば、そういうふうに
自分たちで指標を作っていかないと、そもそもモデルが目指す目標に対してある一定の仮
説の下にやっていかざるを得ないわけですから、そこの間の、僕はプロセス指標ってまさ
にそういう発想なんですけど、途中の中間をどう計測して自分たちの仮説の妥当性を検証
していくのか、そこに必要な指標としてはやっぱりこういうのがないと駄目なんじゃない
んですかね、というような思いは僕持ってるんですよね。
石沢：はい。今回、独自指標のひとつとして「グローバルマイレージ」という制度導入を検討し
ていました。これは、海外留学や研修、国際交流活動などをポイント（マイル）にして、
そのマイレージ数に応じて学生の国際到達度を測るといったものだったのですが、そうい
う独自指標に関してはある程度の評価をしていただいた可能性はあるのですが、その一方
でスーパーグローバルの審査基準でいくと、共通観点評価係数が非常に高いというのは感
じました。
小林：特に B は共通観点 2「共通の成果指標と達成目標」の係数が 3.0 です。他が 2.0、1.0。加
えて、個別観点 B「大学の特性を踏まえた特徴」いわゆる大学独自設定がありましたが、係
数は 2.0。その 3.0 より低かったっていうのが・・・。
小湊：もう明らかに政策誘導な。
小林：そう政策的なことだっていうのがありました。
石沢：そこら辺がどこまで作用しているのか？というのは、正直かなり気にはなっています。
小湊：なかなか難しいですね。
石田（立教大）：まず立教大学で独自指標のところで三つぐらい変わったものを作り上げまして、
ご興味があれば調書を見ていただきたいと思うのですが、一つが「グローバル基幹力」と
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いうものを作りましょうと。それはうちで掲げている「専門性に立つグローバル教養人」
という人材像を立てまして、そこには思考力と変革力と共感・協働力という三つの力が備
わっていてほしいと考えています。この三つの力について、それぞれ 5 段階のルーブリッ
クを作り、この 5 段階ルーブリックを学生に、これはアンケート調査していくことになる
のだと思いますけど、数値化していくことで独自指標を立てましょうというのが一つです。
もう一つが、これもめちゃくちゃと言えば、めちゃくちゃなのですが、「グローバル意識
指数」というグローバル・コンシャスネス・インデクスという指数を作りましょうとして
います。これは混住寮にどのぐらい日本人学生が入っていて外国人と一緒に生活している
かですとか、あとはグローバルラウンジという場所があるのですが、どのくらいの日本人
学生がそこに居て時間を過ごしているかとか、海外派遣プログラムに参加してどのくらい
時間を過ごしているかのような、その滞在時間や経験時間を合算していって、全学生の頭
数で割ったものを指数として、それが 10 年間でどのくらい増えていくかみたいなものを出
そうと。
小湊：グローバル意識指数ですか。
石田：はい。グローバル・コンシャスネス・インデクス。立教では GCI と呼ぼうって言っている
のですが。あともう一つは、キャンパスの前にある商店街のお店でどのくらい英語が使え
るようになるか、お店の人がですね。これは立教に留学生が増えていけば、自然と商店街
のお店も英語で相手してくれるようになるのではなかろうかというので、キャンパス周辺
のお店 100 店舗ぐらいを選定して、そこでお店の人が自発的に英語対応してくれるように
なるかというものを、10 年間でそれは地域に対する貢献みたいなものも含めて測れないか
というものです。やや苦しいものなんですけど、そういう独自指標を考え出して、今やろ
うとしています。ただ GCI については、学生自身が回答するアンケートで測れるのかとい
う意見もあって、ちょっと考え直す可能性もあります。
小湊：そうですか？
石田：はい。こんなもので本当に測れるのかみたいなことを言われています。
小湊：いや、だから、直接測れないからと言ったんですよね。
石田：そうです。
小湊：多分、指標の考え方が分かってないんじゃないかなと。
石田：いろいろ言われてしまったので、ちょっとショボンとしたりするのですが、そういう独自
指標を三つ考え出してやっていこうとしています。
小湊：いや、面白い指標ですよね。だから、自分たちが目指す何らかの人材像だとかイメージに
対して、直接与えるものと、間接的だけれども、ちょっと影響がありそうなものを指標化
していくと。で、実際、この指標の動きと出口の部分だとか、目指す方向性に対して、も
し連動しているのであれば、これの妥当性っていうのはもっと高まるわけだから、もっと
精緻化していくことも可能だし、あと、あんまり妥当性がないとなれば、また別の指標を
考えればいいだけですよね。だから、そういうトライアンドエラーは自分たちの頭で、学
生には地頭の力を求めるくせに大学側は自分で考えない、いや、国立は特にそうなんです
よ。だから、やっぱりこういうのやったほうがいいんじゃないかなって、僕なんかはずっ
と思っていて、そういうイメージどおりのなんか話が今出てきたんで、面白かったです。
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グループ討論・総合討論

で、岩手も、だから、あんまり怖がることなく、やっぱりやったほうがいいんじゃないで
すか。
石沢：そうですね。
小湊：やってみないと分かんない。実際にアメリカの大学って本当こういうのやるんですよ。で、
ばかじゃないのと思うような指標も平気で立てて、あとは向こうはもう経験で全て判断し
ていく。うまくいけばそれはいいことだし、全然関係なかったらさっさとやめればいい。
そういうトライアンドエラーの文化がアメリカの大学にはあるので、あれだけいろいろな
多様な考え方と指標が出てくるんだろうなと思うんですけど、日本の大学はちょっと賢く
行き過ぎる。最初から賢くやっていこう、やっていこうという思考のほうが強過ぎるから
良くないんじゃないかなって、最近ちょっと思ってます。すいません。ちょっと言いたい
放題ですね。はい。そんな感じですけど、他の方、なんかコメントなり意見あれば、よろ
しくお願いします。いいですか。はい。じゃ、すいません。ちょっとまとめらしいまとめ
にはならなかったかもしれませんけれども、ただ指数、ここの部分に関していけば、やっ
ぱり自分たちで考えないと誰も指示できないところですから、大本になるようなミッショ
ンだとか、こういう育成する人材像ですよね。やっぱり大学はそこに求めて地道にやって
いかなきゃいけないのかなと。確かにここに振り回される部分はありますが、それはそれ
ですよね。お金を取る手段としては、政策的な指標にもちょっと色目を使いつつ、でも、
自ら考えた指標をきっちりやらないと、教育そのものが形骸化していくのかなという気が
最近ずっとしておりました。
時間になりましたので、総合討論はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありが
とうございました。
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＊アンケート結果
得たもの

大学の国際化について自学ではど
の様に考えたが手に取る様にわか
り面白かった。企業側にとってどう
云う点で提案できるかを考えていき
たい。

満足度点数とその理由
①満足、②概ね満足、③どち
らともいえない、④やや不満
足、⑤不満足
1 一度に色々な大学の考
え方がわかって良かっ
た。SGU にｗｉｎした大
学、lost した大学の事状
を聞けたので良かった。

今後取り扱って欲しい その他ご ご 所
テーマ・内容等
意見・ご 属
要望等
海外に向けての IR 活動
の実践をどの様にされて
いるかの事例を聞いて
みたかった。

関連
機関

1

ほぼすべての内容が新 ルーブリック
しい知見であったため。

関連
機関

1

勉強会ということで、各大
学の裏話もきけて、非常
に楽しいものでした。本
学での研究支援業務に
活かしていきたいと思い
ます。（これまで分析業
務（研究力について）で
やっていなかったの
で。）

国立

他大学の申請過程において、どう
いった体制で作成されたのか様々
であったが、学内での統一や準備
がしっかり出来ている大学が採択さ
れている印象を持ちました。
このことは、今後の自大学の運営の
いても学ばなければならないもの
であり、良い勉強会でした
採択大学の話がきけた。裏話等も
参考になった。アウトカム、プロセス
指標についてもっと考えていく必要
があると痛感した

1

他大学の状況を意見交 グローバル化に限定し
換できたことは大変有意 ない、大学全体の指標
義でした。
に関する勉強会（第３期
中期目標・中期計画に関
連して）

国立

1

不採択であったが、今後 中期計画の策定
SGU の総括や中期計画
策定等に多いに役立っ
た。

国立

グローバル化、SGU 事業、グロー
バル指標について理解が深まりま
した。政策動向、背景と個別大学と
して深めることの理解が進みまし
た。

1

指標についての理解が 経営を評価する指標に 今回も 有 私立
深まったこと。グローバ ついて
意義な機
ル化についての指標の
会を ご 提
視点から考える良い機会
供いただ
になったこと。
き、ありが
とうござい
ました。

国立大学の事情が生の声できけ
た。IRに関して SGU事業とつなが
っていることを初めて知るとともに、
申請が通った大学で IR の準備が
できていない所があることに驚い
た。政策誘導との兼ね合いをみな
がら様々な事業をみる必要がある
と感じた。
徳島大学としての指標を明確にさ
せることも重要である。ただ、その
指標に対してどのようなデータを収
集すればよいのか分からないが、
どんどんやってみようと思いまし
た。直接的指標、間接的指標
本学（徳島大学）の申請書がどのよ
うな状況であったのが分かりよかっ
た。
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アンケート結果

得たもの

満足度点数とその理由
今後取り扱って欲しい その他ご ご 所
①満足、②概ね満足、③どち テーマ・内容等
意見・ご 属
らともいえない、④やや不満
要望等
足、⑤不満足

政策として求められる各種の指標
に対し、個別大学の指標や独自の
指標をどのように転換し、活用させ
ることの重要性について学びまし
た。

1

SGUのような国際化と大
学改革が折り混ぜられた
事業に対し、各大学がど
のように対応したのか、
またその課題等につい
て様々に知ることができ
て有意義でした。

GGJ や SGU の中間評
価、最終評価結果の分
析等に関するワークショ
ップがあれば是非参加し
たいです。

国立

SGU 事業に対する成果としてのア
ウトプットにこだわらず、アウトカム
を重視すべきだということ。

1

グループ討論で様々な グローバル化に関する
ご意見をうかがうことがで 指標については、引き続
きた。
き取り扱っていただける
と、大変ありがたいと思っ
ております。

私立
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スタッフ
小林 裕美*（徳島大学 国際課 課長）
小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院 准教授）
嶌田 敏行*（茨城大学 大学戦略・IR 室 助教）
末次 剛健志（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］）
藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課 課長補佐）

謝辞
・開催にあたり、以下のみなさまのご協力をいただきました。記して謝意を示したいと思いま
す。
・会場を提供していただいた徳島大学様には大変お世話になりました。
・神戸大学の企画部企画課課長補佐松岡和男様、松浪篤志様には、関連物品の輸送等にご協力い
ただきました。
・データチェックについては、茨城大学 大学戦略・IR 室（現所属：茨城県保健福祉部子ども家
庭課）の瀧塚真之さんにお世話になりました。
・この勉強会のプログラム構築については、平成２４年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成
金（基盤研究（Ｃ））） 「ＩＲマインドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」
（課題番号：24530988、研究代表者：嶌田敏行）および平成２５年度科学研究費補助金（学術研究

助成基金助成金（基盤研究（Ｃ））
）
「教学マネジメントにおける大学の有効性の研究」
（課題番号：
25381083、研究代表者：小湊卓夫）を用いました。

47

H26.12.4
大学のグローバル化
のための取組と指標
に関する勉強会
（於：徳島大・新蔵）

SGU採択校におけるグローバル化
施策とその数量的把握について
茨城大学
大学戦略・IR室
嶌田 敏行

2

共通観点１ 創造性、展開性等
○ 構想・ビジョンが、各大学の理念等と整合し、かつ戦略性、
創造性、展開性及び実現可能性を有したものとなっているか。
タイプに合った革新性、先見性及び先導性ある構想となってい
るか。また、取組が概ね全学的なものであり、大学全体の底上
げが認められる内容となっているか。

共通観点２ 共通の成果指標と達成目標
○ 前提条件となる事項（大学改革、国際化等）に関し、「スー
パーグローバル大学」に相応しい実績を有し、かつ目標設定が
なされているか。
※各指標の定義は記入要領によること。

3
１．国際化関連 （１） 多様性
①教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得
した専任教員等の割合
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

◆ICU
◆国際
■国際教養
◆APU
○外大
◆立教
◆関学
◆上智
◇早稲田
■会津
◆創価
◇慶應
◆明治
◆法政
○芸大
○京都工繊
○熊本
○NAIST
医科歯科
○岡山
◆立命館
東北
◆東洋
◆芝浦
北大
筑波
九州
名大
広島
阪大
○千葉
東京
○金沢
○豊橋
○長岡
東工
京大
茨城

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得したり、１年以上の海外での
教育・研究経験を持つ専任教員等の割合

4
１．国際化関連 （１） 多様性
②職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得
した専任職員等の割合
60.0

50.0

40.0

H25

30.0

H28
H31

20.0

H35
10.0

■国際教養
◆APU
◆芝浦
東工
◆立教
○外大
九州
◇早稲田
北大
◆立命館
◆ICU
○NAIST
■会津
◆国際
◇慶應
◆関学
筑波
東京
広島
◆明治
○熊本
阪大
◆上智
○岡山
名大
◆創価
京大
○芸大
○京都工繊
○金沢
東北
○長岡
◆法政
○豊橋
○千葉
医科歯科
茨城
◆東洋

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得したり、１年以上の海外での
勤務経験を持つ専任職員等の割合

20.0

H35

10.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

◆APU
◆国際
◇慶應
◆立命館
◆ICU
◆上智
◆法政
■国際教養
◆関学
◆立教
◆芝浦
阪大
東工
○岡山
筑波
◆東洋
東京
九州
北大
○金沢
◆明治
○熊本
名大
京大
○千葉
○芸大
◇早稲田
○外大
◆創価
医科歯科
広島
■会津
○京都工繊
東北
○NAIST
○豊橋
○長岡
茨城

◆ICU
○外大
■国際教養
◆上智
◆APU
◆創価
◇慶應
◆立教
◆東洋
医科歯科
○千葉
◆関学
○芸大
茨城
◆法政
○熊本
◆立命館
筑波
○金沢
○岡山
◆明治
東京
名大
広島
◇早稲田
阪大
東北
北大
九州
京大
◆国際
○京都工繊
○NAIST
◆芝浦
■会津
東工
○長岡
○豊橋

１．国際化関連 （１） 多様性
③教職員に占める女性の比率

20.0

0.0

30.0

0.0

※職員に占める女性の比率

5

50.0

40.0

30.0
H25

H28

H31

H35

10.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※教員に占める女性の比率

１．国際化関連 （１） 多様性
③教職員に占める女性の比率
6

70.0

60.0

50.0

40.0

H25

H28

H31

7

１．国際化関連 （１） 多様性
④全学生に占める外国人留学生の割合（通年）
140.0
120.0
100.0
80.0
H25
H28

60.0

H31
40.0

H35

20.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

修正

◆国際
◆APU
■国際教養
筑波
○NAIST
東工
○外大
◆ICU
○長岡
九州
名大
阪大
東北
東京
◇早稲田
広島
北大
○豊橋
◆上智
医科歯科
京大
○千葉
○熊本
○京都工繊
○金沢
◆立命館
■会津
○岡山
◇慶應
◆明治
○芸大
茨城
◆創価
◆関学
◆立教
◆法政
◆東洋
◆芝浦

0.0

※全学生に占める外国人留学生の割合

8

１．国際化関連 （２） 流動性
①日本人学生に占める留学経験者の割合（学士課
程）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

■国際教養
◆ICU
○外大
◆APU
医科歯科
◆上智
◆創価
◇早稲田
◆立命館
◆関学
○長岡
◆立教
広島
○千葉
◆法政
東工
◆明治
筑波
北大
◇慶應
○岡山
九州
○金沢
東北
阪大
○熊本
東京
◆東洋
◆芝浦
名大
茨城
京大
○京都工繊
○豊橋
■会津
○芸大
○NAIST
◆国際

0.0

※日本人学生に占める留学経験者の割合（学士課程）

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

9
１．国際化関連 （２） 流動性
①日本人学生に占める留学経験者の割合（大学院課
程）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

◆APU
○熊本
◆国際
○芸大
阪大
○京都工繊
○千葉
筑波
○NAIST
◇早稲田
◆芝浦
◆立命館
茨城
北大
◇慶應
東京
医科歯科
名大
九州
広島
○長岡
◆創価
京大
◆法政
○外大
○金沢
◆上智
○豊橋
東北
東工
○岡山
◆東洋
◆明治
■国際教養
■会津
◆ICU
◆立教
◆関学

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※日本人学生に占める留学経験者の割合（大学院課程）

10

１．国際化関連 （２） 流動性
①日本人学生に占める留学経験者の割合（大学院：
３ヶ月以上研究派遣）
50.0

40.0

30.0
H25
H28

20.0

H31
H35

10.0

◆APU
○外大
東京
◇早稲田
東工
◇慶應
筑波
東北
◆上智
◆芝浦
○熊本
広島
京大
○千葉
北大
○岡山
○豊橋
○長岡
阪大
医科歯科
九州
名大
◆立命館
◆立教
◆法政
◆明治
○京都工繊
茨城
○金沢
○NAIST
◆関学
○芸大
◆国際
◆東洋
◆創価
■会津
■国際教養
◆ICU

0.0

※日本人学生に占める留学経験者の割合（大学院、研究派遣３ヶ月以上）

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

■国際教養
◆ICU
◆国際
○外大
○熊本
○金沢
○長岡
◆上智
○千葉
東工
広島
名大
○岡山
筑波
東北
北大
◆創価
○京都工繊
■会津
○豊橋
◆APU
九州
○NAIST
◇慶應
阪大
◆関学
◆立命館
医科歯科
○芸大
◆明治
◆芝浦
東京
◆法政
◇早稲田
京大
◆立教
茨城
◆東洋

■国際教養
◆ICU
○外大
◆創価
○NAIST
◆APU
◇早稲田
◆上智
◆国際
◆芝浦
◆関学
○千葉
◆立命館
広島
筑波
医科歯科
◆明治
北大
名大
◆立教
○豊橋
○京都工繊
○長岡
○熊本
◆東洋
◇慶應
茨城
○岡山
◆法政
○金沢
東北
○芸大
九州
■会津
東工
東京
阪大
京大

１．国際化関連 （２） 流動性
②大学間協定に基づく交流数（派遣）

20.0

10.0

0.0

20.0

10.0

0.0

※全学生に占める大学間協定に基づく受入外国人留学生数

11

40.0

30.0

H25

H28

H31

H35

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※全学生に占める大学間協定に基づく派遣日本人学生数

１．国際化関連 （２） 流動性
②大学間協定に基づく交流数（受入）
12

40.0

30.0

H25

H28

H31

H35

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

13

１．国際化関連 （４） 語学力関係
①外国語による授業科目数・割合（学士課程）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

■国際教養
◆APU
■会津
◆ICU
◆上智
◇早稲田
筑波
○外大
◆法政
名大
九州
東北
京大
東京
◆関学
◆立教
◇慶應
◆立命館
◆創価
北大
東工
○金沢
阪大
広島
医科歯科
◆東洋
茨城
◆明治
○千葉
○岡山
○京都工繊
○熊本
◆芝浦
○豊橋
○長岡
○芸大
○NAIST
◆国際

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※外国語による授業科目数・割合（学士課程）
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１．国際化関連 （４） 語学力関係
①外国語による授業科目数・割合（大学院課程）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

◆国際
◆APU
■会津
■国際教養
○京都工繊
筑波
○豊橋
○NAIST
東工
○長岡
◆ICU
医科歯科
◇早稲田
北大
○熊本
◆芝浦
九州
◆上智
東京
◇慶應
東北
京大
名大
◆立命館
◆明治
広島
◆関学
○岡山
◆創価
○外大
○金沢
◆立教
阪大
茨城
○千葉
◆法政
◆東洋
○芸大

0.0

※外国語による授業科目数・割合（大学院課程）

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

１．国際化関連 （４） 語学力関係
②外国語のみで卒業できるコースの数等（学士課程）
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100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

修正

◆APU
■国際教養
◆上智
◇早稲田
◆法政
名大
筑波
阪大
◆立命館
九州
東北
京大
東京
◆関学
◇慶應
◆明治
◆創価
◆東洋
■会津
○金沢
○熊本
◆立教
東工
◆芝浦
○千葉
北大
○外大
広島
○岡山
茨城
○芸大
医科歯科
○長岡
○豊橋
○京都工繊
◆ICU
○NAIST
◆国際

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※外国語のみで卒業できるコースの在籍者数を学部学生数で除したもの（学士課程）
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１．国際化関連 （４） 語学力関係
②外国語のみで卒業できるコースの数等（大学院課
程）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

■会津
◆国際
◆APU
東工
○NAIST
■国際教養
広島
◇早稲田
◆東洋
◆上智
○熊本
九州
名大
東京
○豊橋
◇慶應
北大
筑波
○岡山
◆立命館
○長岡
京大
◆芝浦
◆明治
医科歯科
◆関学
阪大
東北
○金沢
◆創価
○京都工繊
○外大
◆立教
○千葉
茨城
◆法政
○芸大
◆ICU

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※外国語のみで卒業できるコースの在籍者数を学部学生数で除したもの（大学院課程）
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１．国際化関連 （４） 語学力関係
④学生の語学レベルの測定・把握、向上のための取
組（学士課程）
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

45 50
55
60
65 70
75
※TOEFL‐iBT換算での目標値の頻度（大学数）

80

85

90

95

100

１．国際化関連 （３） 留学支援体制
③日本語教育の充実

１．国際化関連 （４） 語学力関係
①日本人学生の留学についての支援体制の構築
②外国人留学生等の支援体制の構築

１．国際化関連 （５） 教務システムの国際通用性
①ナンバリング実施状況・割合
②ＧＰＡ導入状況
③シラバスの英語化の状況・割合
④教育プログラムの国際通用性と質保証
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１．国際化関連 （６） 大学の国際開放度
①柔軟な学事暦の設定の有無
②入試における国際バカロレアの活用
③渡日前入試、入学許可の実施等
⑥海外拠点の数及び概要
⑦外国人留学生ＯＢの積極的活用
⑧外国語による情報発信等

20

１．国際化関連 （６） 大学の国際開放度
④奨学金支給の入学許可時の伝達
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

○千葉
■会津
◆国際
◆関学
◆APU
○長岡
○NAIST
◆立命館
■国際教養
京大
○金沢
◇慶應
阪大
東京
○熊本
医科歯科
名大
◇早稲田
○外大
◆芝浦
東北
北大
◆創価
九州
東工
○岡山
◆東洋
◆上智
◆明治
筑波
広島
○豊橋
◆ICU
○京都工繊
◆立教
茨城
○芸大
◆法政

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私
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１．国際化関連 （６） 大学の国際開放度
⑤混住型学生宿舎の有無（留学生）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

○長岡
○京都工繊
○NAIST
■国際教養
■会津
◆ICU
◆上智
◆立教
◆国際
◆APU
◆芝浦
○金沢
筑波
◆立命館
広島
医科歯科
◇慶應
○豊橋
東工
◇早稲田
東京
東北
◆明治
◆創価
九州
北大
○外大
京大
名大
茨城
阪大
○芸大
○岡山
○熊本
○千葉
◆東洋
◆関学
◆法政

0.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※留学生のうち、混住型学生宿舎に入居する留学生
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１．国際化関連 （６） 大学の国際開放度
⑤混住型学生宿舎の有無（日本人学生）
80.0

60.0

H25
40.0

H28
H31
H35

20.0

◆国際
■国際教養
○NAIST
○豊橋
○長岡
◆ICU
◆APU
筑波
■会津
○芸大
○外大
北大
広島
医科歯科
茨城
◆創価
○熊本
東京
京大
◇早稲田
九州
東北
◇慶應
名大
◆立教
◆芝浦
◆上智
東工
阪大
◆明治
○金沢
○京都工繊
○千葉
◆関学
○岡山
◆東洋
◆法政
◆立命館

0.0

※日本人学生のうち、混住型学生宿舎に入居する日本人学生

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私
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２．ガバナンス改革関連 （１） 人事システム
③国際通用性を見据えた人事評価制度の導入・活用
④国際通用性を見据えた採用と研修

２．ガバナンス改革関連 （２） ガバナンス
②具体的ビジョン、中期計画等の策定
③迅速な意思決定を実現する工夫
④意思決定機関等への外国人の参画
⑤ＩＲ機能の強化・充実
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２．ガバナンス改革関連 （１） 人事システム
①年俸制の導入（教員）
100.0

80.0

60.0
H25
H28

40.0

H31
H35

20.0

■国際教養
◆国際
東京
◇慶應
東北
◆立教
◆創価
名大
京大
阪大
○外大
北大
○NAIST
○豊橋
◆東洋
東工
○千葉
◆明治
筑波
医科歯科
◆立命館
○芸大
◆関学
○熊本
◇早稲田
◆APU
◆芝浦
◆上智
○京都工繊
○長岡
○金沢
○岡山
◆法政
九州
広島
茨城
■会津
◆ICU

0.0

※全教員に占める年俸制教員の割合

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

■国際教養
■会津
◆国際
筑波
◆創価
○岡山
◆上智
◆APU
○千葉
○熊本
○金沢
◆東洋
○京都工繊
◆芝浦
広島
北大
◇慶應
○長岡
○豊橋
医科歯科
○NAIST
◆明治
東北
東京
東工
阪大
京大
◆関学
茨城
名大
◆ICU
○芸大
九州
◆立命館
◆立教
◇早稲田
◆法政
○外大

■国際教養
東工
◆国際
阪大
東京
◇早稲田
○外大
◆東洋
筑波
◆創価
北大
京大
東北
○芸大
◆上智
◆立命館
○千葉
○NAIST
◆APU
◆芝浦
○京都工繊
◇慶應
○熊本
名大
○岡山
◆法政
○豊橋
◆明治
広島
○長岡
◆立教
◆関学
九州
○金沢
医科歯科
茨城
■会津
◆ICU

２．ガバナンス改革関連 （１） 人事システム
①年俸制の導入（職員）

40.0

0.0

40.0

0.0

※年間専任教員採用者数に対するテニュアトラック対象者数
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80.0

60.0

H25

H28

H31

H35

20.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※全教員に占める年俸制職員の割合

２．ガバナンス改革関連 （１） 人事システム
②テニュアトラック制の導入
26

100.0

80.0

60.0

H25

H28

H31

H35

20.0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私
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２．ガバナンス改革関連 （２） ガバナンス
①事務職員の高度化への取組
100

80

60
H25
40

H28
H31
H35

20

◆国際700
■国際教養750
◆ICU800
◆上智800
◆APU800
■会津580
○外大600
○芸大700
◇早稲田800
○NAIST 750
名大600
阪大700
○金沢600
◆芝浦800
◆創価700
◆法政800
◆立教730
◆明治730
○豊橋600
筑波500
○長岡550
◆関学800
◆立命館800
○千葉760
○岡山600
九州600
○京都工繊730
北大700
東京800
◇慶應800
医科歯科730
◆東洋730
○熊本730
京大800
東工800
広島800
東北700
茨城

0

無 A国
◇ A私
○ B国
■ B公
◆ B私

※

28

３．教育の改革的取組関連 （１） 教育の質的転換・
主体的学習の確保
①学生の実質的学びの時間の確保に関する取組
②学生の主体的参加と大学運営への反映の促進
③ＴＡ活用の実践

３．教育の改革的取組関連 （２） 入試改革
①TOEFL等外部試験の学部入試への活用
②多面的入学者選抜の実施

３．教育の改革的取組関連 （３） 柔軟かつ多様なア
カデミック・パス
①柔軟な転学科・転学部、Late Specialization等
②早期卒業・入学、５年一貫制課程等

４．その他
（１）教育情報の徹底した公表
共通観点３ 大学独自の成果指標と達成目標
○ 意欲的かつ挑戦的な独自の定量・定性的成果指標と達成
目標が、各大学の構想に応じて設定されているか。
共通観点４ 構想実現のための体制構築
○ 構想を推進し実現できるだけの学内体制の整備が計画さ
れているか。環境の変化に応じ自己変革できる体制を構築でき
ているか。また、事業終了後も継続して取り組むものとなってい
るか。
個別観点Ｂ 大学の特性を踏まえた特徴
○ 各大学の特性を踏まえた、特徴ある取組となっているか。
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