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0. 自己紹介



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

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

アジア
太平洋州

UMAP
キャンパスアジア

DD

米国

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

英国

豪州

カナダ

EU
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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

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
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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

グローバル人材の概念整理
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

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

「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。

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）
2013(H25).11.26
『国立大学改革プラン』 文部科学省

日本人学生の個人の能力に着目

大学組織
の改革

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

日本人学生の
海外派遣数の倍増

６万人→１２万人(2020）
３



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



申請要件
に数値
設定

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～

H17（2005）年 大学国際戦略本部事業（SIH） 《科政局》
国立：１６（NIMS含む） 公立：１ 私立：３ 計２０機関

H21（2009）年 国際化拠点整備事業（グローバル３０）
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 《高等局》

H24（2012）年 グローバル人材育成推進事業（GGｊ）《高等局》

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）

H26（2014）年 スーパーグローバル大学創成支援事業《高等局》

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 ５



初！！
申請要件に
数値設定

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

【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

○海外拠点を１箇所以上運営している実績がある

＊公募要領より

SGUにおいても、実は、
留学生受入れ最低数と設定？

SGUにおいても
必須要件

２－２－１ 国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～
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H21（2009）年‐H25(2013)年
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

【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

２－２－２ 国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～
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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）

○ 「国際的な教育環境の構築」

○ 「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。

○ 「国内学生の海外派遣」
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。

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

観点項目 “一般的な水準にある”の判定（数値入り）

参考URL
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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
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３ スーパーグローバル大学創成支援

平成２６年度概算要求案資料や平成２６年度文部科学省所管説明
資料（スライド＃）

と
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
＊別紙配付 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



３ スーパーグローバル大学創成支援

ポンチ絵での強調点

◆「国際」を横串として全学的な体制及び
学内文化を変革

・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

SGU委員会 資料３－１

【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。

１１



３ 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

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

※（ ）定量的成果項目

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

＊詳細は、別紙参照

★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

１２



４ スーパーグローバル大学創成支援 を通じての
地方大学への示唆 ～私見～

（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

「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

重要

大学の強み弱みの再認識・再構築
そして、申請内容は、全学統一型になっていたか？

分け目

地方大学は、
いま真剣に

考えるべきでは？

１３



グローバル化って？？？



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。

【問い合わせ】
kobayashi.hiromi@tokushima‐u.ac.jp
Tel 088‐656‐7634


