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2. 各大学の取り組み概要 

第１分野：到達目標とその評価 

1 
英語学習の順次性・系統性を考慮した大学英語教育プログラムの構築に

向けた試み 

ポスター 

p. 23 

発表者氏名： 

 

 

所   属： 

 

折本素，長崎睦子，ニール・ヘファナン，中山晃 

Orimoto, Sunao;  Nagasaki, Mutsuko; Heffernan, Neil; Nakayama, 

Akira 

愛媛大学 

Ehime University 

本発表の取り組みは、愛媛大学英語教育センター発足から 13 年以上かけて開発・改善を行って

きた現行の全学共通教育英語のカリキュラムを基に，（A）共通テストの拡充と，（B）英語プロフ

ェッショナル養成コースの拡充，（C）E-learning システムの拡充を進めたものである。この 3 つ

のプロジェクトの遂行を通して，『継続的な改善の仕組み（PDCAサイクル）』の一巡を完成させ，

学習目標とその評価体制の総合的向上を図ることを目的とした。 

2 海外語学研修の到達目標とその評価 
ポスター 

p. 24 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

三浦寛子，坂部俊行   

Miura, Hiroko; Sakabe, Toshiyuki 

北海道科学大学   

Hokkaido University of Science 

北海道科学大学では、春休み期間中の 1ヶ月間、アメリカで海外語学実施している。その研修を

充実したものにするために、通年で事前授業を開講している。研修への参加を希望する学生は、

その授業を受講し、課題に取り組まなければならない。アメリカでの研修の最後には、スキット

の発表とPPTプレゼンテーションが義務づけられており、その出来映えを現地の教員が評価する。

最終的には、事前授業の結果を加味して、評価する。 

3 アカデミックライティング能力の伸長を目指す W コース 
ポスター 

p. 25 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

深尾暁子  

Fukao, Akiko   

国際基督教大学 

International Christian University 

国際基督教大学のグローバル人材育成の一環として 2013 年から始動した「W コース」は、専修

分野を学びつつ、その分野に特化したアカデミックライティングの作法をも学ぶことを学習目標

に掲げた科目を指す。科目担当教員の他に、ライティング専門の教員が教材作成や課題設計を補

助し、学部上級生や大学院生がチューターとして履修学生をサポートする体制が、書き言葉によ

る情報発信能力の向上にどう資するかを検証する。 
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4 
グローバル人材育成のための K.G.C.英語プログラムの到達目標とその評

価 

ポスター 

p. 26 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

笠井正隆，谷本和子，柊元弘文 

Kasai, Masataka; Tanimoto, Kazuko; Kukimoto, Hirofumi   

関西外国語大学短期大学部  

Kansai Gaidai College 

2012年度より本学の英語プログラムを刷新し、国内・外の社会問題に関する多様な意見や主張を

受信し、広い視野で発信するための英語力、知識、認知・学術的言語能力(Cognitive Academic 

Language Proficiency, CALP)を養うことを目的としている。本発表では、グローバル人材育成の視

点から本学ならびに英語プログラムの到達目標、到達目標に関する調査、そしてその調査結果に

基づく成果と課題を報告する。 

5 
理系学生の外国語能力向上と国際化への試み  ―B.O.S.T. Language 

Space における授業外教育活動- 

ポスター 

p. 27 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

服部圭子，長谷川由美   

Hattori, Keiko; Hasegawa, Yumi 

近畿大学生物理工学部 

Kinki University, Faculty of Biology-Oriented Science and Technology 

コミュニケーションツールとしての外国語を体感させ、国際社会に適応できる人間力を育てるこ

とを目標とした B.O.S.T.(生物理工学部)Language Spaceの活動も５年目を迎えた。英語、ドイツ語、

中国語などの複数言語による言語文化学習、日本文化体験、留学体験談など活動内容も多岐に亘

り参加者数も増えてきた。さらに今年度は、英語関連科目の一部で参加を単位認定条件の１つと

し、周知方法にも工夫を加えた。 

6 
「英語で仕事はもちろんできる」人材を育成するプログラム ―明治大

学国際日本学部の取り組み― 

ポスター 

p. 28 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

大須賀直子，王煒形 

Osuka, Naoko; Wang, Wei-Tung 

明治大学 

Meiji University 

明治大学国際日本学部では、将来留学や仕事の様々な場面で英語が適切に使える人材を育成する

ことを主な目標として英語教育プログラムを運営している。具体的な数値目標としては、

TOEIC800点以上、TOEFL iBT80点以上を掲げている。これらの目標達成のために、本学部の英

語カリキュラムは様々な方法をとっており、その成果は TOEIC、TOEFL 等で検証している。毎

年両方のスコアは確実に向上しており、今年は 3年生全体の TOEICの平均点が 710点を超えた。 
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7 Musashi Communication Village: Goals and Evaluations 
ポスター 

p. 29 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

中村詩のぶ 

Nakamura, Shinobu 

武蔵大学 

Musashi University 

In this poster presentation, I will discuss our goals and evaluations of a foreign language learning space on 

our campus, Musashi Communication Village (MCV). Musashi University opened MCV in fall 2012. Our 

goals are to provide students an environment where they can practice their English communication skills in 

their free time and to promote their understanding of different cultures. Although the number of students 

who has used our programs such as talking with foreign staff in English, cooking in English, and English 

conversation lessons, is increasing, we need to create a place where any students can stop by without fear. 

8 E.I.G.O.P 
ポスター 

p. 30 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

柏原郁子，カルモナ・ダニエル 

Kashiwabara, Ikuko; Carmona, Daniel  

大阪電気通信大学 

Osaka Electro-Communication University     

Osaka Electro-Communication's English Improvement and Globalization Office-Visiting Program 

(EIGOP) is unique to the study of English at Japanese universities in three ways. First, EIGOP improves 

English communication and fluency by encouraging the conveyance of thoughts and ideas. Second, EIGOP 

nurtures global understanding and awareness by discussing various topics and learning about different 

countries and their cultures. Third, EIGOP's unique office-visiting quality creates a relaxed environment 

for students and easily works around busy student schedules to increase efficiency. Along with improving 

vocabulary and boosting confidence, EIGOP also hones presentation skills. Ultimately, the goal of our 

program is practical communication. 
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9 立命館大学経営学部の新カリキュラムにおける到達目標とその評価 
ポスター 

p. 31 

発表者氏名： 

 

 

所   属： 

 

高坂京子，林正人，塩見佳代子，上條武，リチャード・シルバー 

Kosaka, Kyoko; Hayashi, Masato; Shiomi, Kayoko; Kamijo, Takeshi; Silver, 

Richard 

立命館大学経営学部 

Ritsumeikan University, College of Business Administration  

立命館大学経営学部においては、到達目標を、(1) レベル・回生に応じたスキル別（科目別）目

標、(2) レベル・回生に応じた外部試験スコアの目標、(3) 科目履修に関わる外部試験のミニマム

基準、の３点から設定している。また、評価については、平常点 100%を基本としつつ、外部試

験スコアを成績評価へ算入する科目や、スコアによる履修制限で４パターンのカリキュラム構成

をもつ学科を設けて学生の動機づけを行い、教育的効果を上げている。 

10 教養英語カリキュラムにおけるリメディアル教育の体系的改善 
ポスター 

p. 32 

発表者氏名： 

 

 

所   属： 

 

松野和子，髙瀬祐子，小町将之，小早川真由美 

Matsuno, Kazuko; Takase, Yuko; Komachi, Masayuki; Kobayakawa, 

Mayumi 

静岡大学 

Shizuoka University 

静岡大学では 2013 年度に教養英語カリキュラムを見直し、必修単位修得のサイクルにリメディ

アル対応科目群を組み込んだ。その中心となる「基礎英語演習」では、対象学生の指定に外部試

験として TOEICを活用し、週 2日で授業と試験を交互に実施する体制を整えた。この結果、当該

年度中に受講生の TOEICスコアは有意に上昇し、前年度までと比較しても TOEIC400点以上の学

生数が有意に増加したことが確認された。 

11 創価大学におけるグローバル人材育成の取り組みとその成果 
ポスター 

p. 33 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

山本成代，勘坂泉 

Yamamoto, Shigeyo; Kanzaka, Izumi 

創価大学 

Soka University      

創価大学では、2001年開講の経済学部インターナショナルプログラムの先行事例を基に、全学部

で英語による専門科目を提供。また、文科省グローバル人材育成推進事業の一環として、海外留

学に必要な英語力や国際社会で活躍し得る英語力を養う特別プログラムを開講。2013年度には在

籍者 7701名中 868名が海外での留学やインターン等を経験し、653名が TOEIC730点相当を達成

した。国際学生会議等参加や海外大学院進学においても大きな成果を収めている。 
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12 New English Curriculum of the University of Nagasaki 
ポスター 

p. 34 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

山内ひさ子，上村俊彦，唐津理恵 

Yamauchi, Hisako; Uemura, Toshihiko; Karatsu, Rie 

長崎県立大学 

University of Nagasaki 

長崎県立大学では平成 25 年度に、全学教育外国語（英語）のカリキュラム変更をおこない、英

語力の向上を目的に 19 科目（20 単位）を必修科目とする新カリキュラムを導入した。これらの

科目中「英語演習」では TOEICのスコアによる到達目標を定め、各学期の始めと終了時に TOEIC 

IP テストを行い、結果を検証している。学年が上がる毎に TOEIC のスコアの伸びが見られ、新

カリキュラムの教育成果が上がっている。 

13 
Language Assessment at the University of Niigata Prefecture: Creating a 

Path from Placement to Graduation 

ポスター 

p. 35 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

福嶋秩子 

Fukushima, Chitsuko 

新潟県立大学 

University of Niigata Prefecture  

Language assessment is multifaceted; however, university language programs are increasingly facing 

externally-set, one-dimensional goals, based on a single language-proficiency test. These goals can often 

seem overly narrow, unrealistic, meaningless or even de-motivating to faculty and students inside the 

program. This presentation focuses on efforts at one university to convert an externally-imposed, 

one-dimensional goal into a broader internally-accepted assessment program. Presenters will describe 

development of a multifaceted language-assessment program which, while still providing necessary 

information to external stakeholders, also created flexible study plans, clear assessment pathways, 

understandable explanations, meaningful benchmarks, links to the curriculum and trackable individual and 

group results. 
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14 
Exploring the English Needs of Writers Pursuing Academic Publication in 

the Medical Sciences in Japan 

ポスター 

p. 36 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

ムラー・セロン，安田初奈  

Muller, Theron; Yasuda, Hatsuna 

富山大学 

University of Toyama  

While the importance of writing and publishing in English in the medical sciences in Japan is well 

established, to date the necessary skills writers need remain largely unexplored. This research seeks to fill 

this gap through surveying participants of a medical science publishing workshop at a Japanese national 

university. 29 respondents answered questions about their publishing experience and beliefs regarding the 

English skills necessary for successful English academic writing using Button's (1994) construct 

measurement instrument. Results were analyzed using grounded theory to extract themes of interest for 

teachers and researchers interested in writing in English for academic publication. 

15 
教員免許５年制のための到達目標とその評価―グローバルな人材育成の

教育を目指して 

ポスター 

p. 37 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

佐野富士子，齋藤英敏，吉田晴世 

Sano, Fujiko; Saito Hidetoshi; Yoshida Haruyo  

横浜国立大学 

Yokohama National University 

グローバルな人材育成のために、英語科教員は授業で大きな効果を出すことが求められ、そのた

めには高度な専門知識と技術を身につけている必要がある。 

本研究では、学部と修士課程を合わせた教職 5年制カリキュラムを組み立て、５つの科目群のそ

れぞれで到達目標を定め、その評価として CAN-DO LISTを作成した。国家が目指すグローバル

人材育成を推進できる、英語教育のリーダーを輩出することを目指すカリキュラム構築の試案を

提供したい。 
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第２分野：留学生派遣プログラム 

1 米国協定校への 4 週間の体験留学プログラム 
ポスター 

pp. 38-40  

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

稲葉みどり 

Inaba, Midori  

愛知教育大学 

Aichi University of Education 

このプログラムは、米国協定校への 4週間のショートステイ型の留学で、海外留学の体験をする

のが目的です。派遣先では、大学の授業聴講、行事やサークル活動への参加、英語学習、学生と

の交流、近隣の小中学校訪問、日本語・日本紹介等を行います。大学の授業や活動に参加してみ

たい人等、現地の小中学校にいってみたい人等、様々な目的で参加できるのが特色です。教員の

引率はなく、研修計画は自分で立て、自律的に学びます。 

2 
「世界に学び 世界に貢献する」人財育成のための Study Abroad プログ

ラム 

ポスター 

p. 41  

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

竹田宗継 

Takeda, Munetsugu 

同志社大学 

Doshisha University      

「世界に学び 世界に貢献する」人財育成のための Study Abroadプログラム 

同志社大学グローバル・コミュニケーション学部 

英語コース、中国語コースでは 1年間の Study Abroad（SA）を必修とし、SA前、SA期間中、SA

後各段階に効果的な学びを構築している。SA前は少人数クラスで SAに必要な外国語の能力を強

化する。SA期間中は異文化理解の深化をはかる。SA後は実践と教養のバランスの取れた科目群

を配置し、グローバル社会で必要な教養を涵養し、「世界に学び、世界に貢献する」人財を育成

している。 

3 
学科生全員を 1 年間留学させる留学生派遣プログラム―8 期生を迎えて

― 

ポスター 

p. 42 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

飯田毅 

Iida, Tsuyoshi 

同志社女子大学  

Doshisha Women's College of Liberal Arts   

本学科の学生は 2 年次秋学期から 3 年次春学期まで英語圏 5 ヶ国の 28 の協定大学に全員１年間

留学する。留学前は英語を中心に日本や外国の社会や文化に関する科目、国際関係科目等を学び、

留学後はゼミを主軸として応用的な科目を中心に学び、最終的に英語で卒業論文をまとめる。現

在 7期生が出国中であり、成果として約 8割の学生が留学先大学の単位を取得し、留学支援及び

留学中の満足度も高く、英語力の向上が確認された。 
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4 愛媛大学 Study English Abroad (SEA) プログラム創設に向けた試み 
ポスター 

p. 43 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

長崎睦子，折本素，ニール・ヘファナン，中山晃 

Nagasaki, Mutsuko; Orimoto, Sunao; Heffernan, Neil; Nakayama, Akira 

愛媛大学，英語教育センター 

Ehime University 

愛媛大学 Study English Abroad (SEA)プログラムは，英語運用能力の向上と異文化理解の深化を目

的とし，夏季・春季休業中に海外で語学研修に参加した学生に，一定数の単位を認める制度であ

る。複数のプログラムを全学的に開講できるまでに整備できたが，今後，英語上級者への留学費

用の支援や上級者向けプログラムのある留学先を拡充することにより，加速度的に学生の英語力

を向上させることを目指す。 

5 
ひとりひとりの咲くべき花を求めて - 藤女子大学における留学生派遣プ

ログラムの取り組み 

ポスター 

p. 44 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

高橋博  

Takahashi, Hiroshi 

藤女子大学  

Fuji Women's University 

「北海道の未来は女子教育にあり。」キノルド司教の慧眼によって設立された本学は、カトリッ

ク系大学の国際ネットワークを基盤に 6か国(2015年度より 7か国)の大学と協定を結び、女子大

学の強みを生かした短期・長期の多様な留学プログラムを提供している。留学に直結するアカデ

ミックな語学力を重視した外国語カリキュラムを 2015 年度より導入し、学生が卒業後も国際的

な場面で「咲くべき花を咲かせる」ための支援も行う。 

 

6 
―社会に生産的に寄与できる「世界人」の育成― HIROSAKI はやぶさ

カレッジ 

ポスター 

p. 45 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

多田恵実，村山陽平 

Tada, Megumi; Murayama, Yohei 

弘前大学  

Hirosaki University     

「HIROSAKI はやぶさカレッジ」は弘前大学において平成 25 年度秋に開校され、①学部生を対

象に学内での英語力向上および国際交流科目等の学修プログラムと、②英語圏及びアジア圏の各

大学への 2回の短期留学、③まとめの発表や、修了研究を通して「言語コミュニケーション能力」、

「多文化環境における共生力」、「自文化を相対化しみつめる力」を統合的に身に付けさせること

を目的とする。本発表は１年目を終えての経過報告である。 
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7 「世界を学ぶ。地域で生きる。」：グローバル＆グローカルプログラム 
ポスター 

p. 46 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

竹井光子，今石正人，大澤真也，山川肖美 

Takei, Mitsuko; Imaishi, Masato; Ozawa, Shinya; Yamakawa, Akemi  

広島修道大学 

Hiroshima Shudo University 

広島修道大学のディプロマ・ポリシーの 3つの柱である(1) 確かな思考（思考）、(2)広がる経験（行

動）、(3) 開かれた心（態度）を背景に、グローバルな視野を持ちながら地域に根ざして活躍でき

る人材の育成を目指して 2014 年度より開設した「グローバルコース」、「地域イノベーションコ

ース」の 2つの全学横断型コースについて、特徴となる現地（海外）でのサービスラーニング体

験プログラムを中心に紹介する。 

8 北海道教育大学グローバル教員養成プログラムについて 
ポスター 

p. 47 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

横山吉樹 

Yokoyama, Yoshiki 

北海道教育大学 

Hokkaido University of Education     

北海道教育大学は，グローバル教員養成プログラムを 2015 年から開講する。本プログラムは，

社会のグローバル化について深く理解し，それに対応した教育活動の先導的役割を担うことがで

きる教員を養成するためのものである。 

本プログラムは，具体的な目標として次の３つを掲げる。 

・豊かな国際感覚や高い英語力を活かした教育活動ができる． 

・児童生徒の異文化理解を促す教育活動ができる． 

・学校の国際的業務において主導的な役割を果たす． 

本プログラムは，本学のカリキュラムの外にある認定プログラムであり，次の条件を全て満たす

ことが認定の条件となる。 

A)留学すること。 

B)認定基準（留学経験，TOEFL iBT 92点相当と定め，それを満たした学生を認定する。 

C)本プログラムの趣旨に適するボランティア活動などを 30時間以上する。 

D)プログラムに定める講義を 20単位以上履修すること。 
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9 
The Power of Passport: A New Study Abroad Prep Course at J. F. Oberlin 

University 

ポスター 

p.48  

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

熊澤雅子，小泉ユサ，ティム・マーチャンド，ジョー・シーゲル 

Kumazawa, Masako; Koizumi, Yusa; Marchand, Tim; Siegel, Joe  

桜美林大学 

J. F. Oberlin University 

This poster session outlines the innovative English Passport Course, a study abroad preparation initiative at 

J.F. Oberlin University. The course consists of four separate classes in the first-year spring and autumn 

semesters respectively, and also two classes in the second year spring semester. The session will cover the 

initial impetus for the course and its institutional framework, including program objectives and structure. 

Also included is information of each individual class in the program, along with class content. Attendees 

will also have opportunities to review a variety of issues, including those related to student selection, group 

morale, and course promotion. 

10 
日米メンタリティギャップを考慮したホームステイ英会話習得メソッド

に関する事例研究と考察 

ポスター 

p. 49 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

鈴木理枝，南部匡彦，小林ゆみ 

Suzuki, Rie; Nambu, Tadahiko; Kobayashi, Yumi   

国際短期大学  

Kokusai Junior College  

国際短期大学国際コミュニケーション学科では、「使える英語」の習得と英語力の交流を目指し

たプログラムの 1つとして、姉妹提携校ウィリストン州立大学との交換留学を行っている。本発

表では、異文化メンタリティギャップ軽減を主目的として計画・実践されている、留学渡航の事

前・事後の通年指導の一環としての「イングリッシュキャンプ」＝合宿体験型英語カリキュラム

に焦点を当て、その特徴と期待される成果について考察する。 

11 University Policy Initiatives to Facilitate Student Uptake of Study Abroad 
ポスター 

p. 50 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

木戸美幸，ライト・キャロリン 

Kido, Miyuki; Wright, Carolyn 

京都光華女子大学 

Kyoto Koka Women's University     

While many students wish to study abroad (SA), economic considerations and lack of psychological 

preparation in particular prevent them from doing so.  Thus, it has been the policy of Kyoto Koka 

Women’s University to diversify the types of study abroad experience offered (length of the program, 

destination, entry requirements), offer scholarships, and also award degree credits for the time studied 

abroad, in order to facilitate student SA opportunities.  This paper assesses the extent to which 

implementation of changes has empowered students to experience study abroad, and considers beneficial 

effects of study abroad on students. 



- 15 - 

 

12 
正規留学とインターンシップで年間100人以上送り出し ―明治大学国際

日本学部の留学生派遣― 

ポスター 

p. 51 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

尾関直子，山本大貴 

Ozeki, Naoko; Yamamoto, Hiroki  

明治大学  

Meiji University 

明治大学国際日本学部では，毎年 100名以上が University of Oregon, University of Alabama, State 

University of New York, Indiana Universityなどへ正規の学生として留学をしたり，フロリダのディ

ズニーワールドでインターンシップを行っている。勿論，これらの学生は，TOEFL iBTで最低 61

点は達成している。 

13 多角的なアプローチによるグローバル人材育成への取り組み 
ポスター 

p. 52 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

五十嵐優子，米田みたか 

Igarashi, Yuko; Yoneda, Mitaka  

武庫川女子大学  

Mukogawa Women's University     

本学科では 2年次前期に学生全員がアメリカ分校へ留学する。その後、希望者は、エクステンシ

ョン・プログラム、提携校への交換留学、二重学位留学へ進むことができる。留学先は英語圏中

心であるが、よりグローバルな視点を養うためアジア諸国の留学生との交流や Skypeによるディ

スカッション等を行い、自他の文化への理解を深めている。また国際社会で活躍する人材育成を

目標にした国際教養系英語特別プログラムも設けている。 

14 名古屋大学国際教育交流センターにおける海外留学促進への取り組み 
ポスター 

p. 53 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

岩城奈巳，村山かなえ  

Iwaki, Nami; Murayama, Kanae 

名古屋大学  

Nagoya University     

名古屋大学は昨年度、国際関連組織の改組を行った。それに伴い、留学生センターも国際教育交

流センターとなり、国内学生を海外に派遣する「海外留学室」を、「海外留学部門」として新し

く立ち上げた。本発表では、海外事務所と連携した短期研修、海外留学のための語学講座、多面

的に渡る学生支援など、より多くの国内学生が海外留学を実現できるために、海外留学部門が取

り組んだ実践例を紹介する。 
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15 
世界に羽ばたく留学生派遣の取り組み Efforts to Send Students Out 

Into the World! 

ポスター 

p. 54 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

園部ニコル  

Sonobe, Nicole 

西九州大学 

Nishikyushu University      

As Nishikyushu University(NU) increases the number of students sent to study abroad(SA), pre-departure 

language programs need to be implemented to ensure students get the most out of their SA. This poster 

looks at a questionnaire given to the students who participated in SA programs in 2013. Up until now, there 

have been no specific pre-departure language programs held at NU. Most of the students traveled on short 

SA programs (no more than 21 days) to affiliated universities in non-English speaking destinations. The 

results of the questionnaire show a need to implement pre-departure language programs regardless of the 

length or destination of the program. 

16 実践的な知とグローバル教養をめざす海外研修 
ポスター 

p. 55 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

松田雅子，ブルネリ・アントニー，杉村寛子，佐野真一郎 

Matsuda, Masako; Brunelli, Anthony; Sugimura, Hiroko; Sano, Shinichiro 

岡山県立大学 

Okayama Prefectural University 

英語が専門でない学部から成り立っているので、英語への関心を高めることと、発信力を磨く事

前準備に重点を置いている。３ステップスピーキング練習、日本文化紹介のプレゼン準備を行う。

レコーダー学習、スカイプ英会話指導、ネイティブとの自由英会話の３ステップで英語をできる

だけ口にし、会話力を高める。自国の文化を紹介し、他国の文化を知ることが、グローバル教養

への道である。ルーブリックによって会話力を測定する。 

17 留学生との協働を中心とした海外留学事前教育 
ポスター 

p. 56 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

歳岡冴香  

Toshioka, Saeka 

大阪大学 

Osaka University 

大阪大学国際教育交流センターでは、夏季・春季の短期海外英語研修の事前教育として、留学生

との協働を中心とした、英語による交流学習会を実施している。参加者は留学生とともに、英語

でのディスカッションと、グループプレゼンテーションを行う。これは学生の自発的で継続的な

英語学習と、グローバルな視点の獲得を促す効果があると考える。本発表では、学生のコメント

を交えながら、今年度の実践を中心に報告する。 
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18 立命館大学経営学部における留学生派遣プログラム 
ポスター 

p. 57 

発表者氏名： 

 

 

所   属： 

 

高坂京子，林正人，塩見佳代子，上條武，リチャード・シルバー 

Kosaka, Kyoko; Hayashi, Masato; Shiomi, Kayoko; Kamijo, Takeshi; Silver, 

Richard 

立命館大学経営学部  

Ritsumeikan University, College of Business Administration 

立命館大学経営学部は、外国語能力と経営学の知識の両方を養成する目的で、2006年度より学部

独自の留学生派遣プログラム BSA (Business Studies Abroad) I~IVを実施してきた。立命館大学全体

にも各種の留学プログラムが存在し、経営学部生は自らの留学目的や外国語能力をもとに、留学

形態、期間などを考慮しつつ、自由にプログラムを選択している。毎年約 200名の経営学部生が

世界各地で学んでおり、欧米の大学院進学や国際的企業への就職を果たす者もいる。 

19 新入生 100 名の挑戦 
ポスター 

p. 58 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

坂野由紀子  

Banno, Yukiko  

成蹊大学 

Seikei University 

In 2012 Seikei University decided to start sending 100 Freshers abroad in the summer of 2014 to get them 

motivated in learning foreign languages and culture. In the past the average number of Freshers who had 

participated in their study abroad programs every year was about 15. Would as many as 100 apply? Some 

people were skeptical but the faculty and staff believed in their students and sent 28 "trailblazers" to a very 

good summer program at Monash University in Australia in 2013. They came home highly motivated. In 

August 2014, the 1st 100 Freshers departed for Australia. 

20 正規留学へ向けての"Bridge Program" 
ポスター 

p. 59 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

増澤史子，金子朝子，髙野恵美子，髙味み鈴 

Masuzawa, Fumiko; Kaneko, Tomoko; Takano, Emiko; Takami, Misuzu 

昭和女子大学 

Showa Women's University 

本学が推進する文部科学省「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」採択事業の中

心である英語コミュニケーション学科では、カリキュラムに多彩なプログラムを組み込んでい

る。本学ボストン校との緊密な連携により個人留学への準備プログラムとして「正規留学へ向け

ての”Bridge”プログラム」を確立した。最終的には、在学中または卒業後に、協定校を始めと

する海外大学の学部ならびに大学院に正規留学することを推進している。 
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21 創価大学における海外留学推進の取り組み 
ポスター 

p. 60 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

山本成代，勘坂泉 

Yamamoto, Shigeyo; Kanzaka, Izumi  

創価大学 

Soka University 

創価大学の海外留学推進の取り組みは、2012年度文科省グローバル人材育成推進事業（特色型）

に採択されており、2014 年 8 月現在、48 カ国・地域 150 大学と学術交流協定を結んでいる。大

学主催の海外短期研修では、年間約 500 名の学生が 14 カ国・地域で語学プログラムやフィール

ドワークに参加。また、全学部で英語による専門科目の導入、カリキュラムにリンクした独自の

海外研修を実施し、長期留学や海外大学院進学を後押ししている。 

22 
Designing an Integrated Study Abroad Program: The Case of the 

Department of English Language Education, Tamagawa University 

ポスター 

p. 61 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

松本博文，日䑓滋之，小田眞幸 

Matsumoto, Hirobumi; Hidai, Shigeyuki; Oda, Masaki 

玉川大学 

Tamagawa University 

The Department of English Language Education is to be established at Tamagawa University in April 

2015, consisting of English Language Teacher Education Course and ELF Communication Course.  It 

incorporates into its curriculum a 9-month Study Abroad Program, in which all students experience 

studying and using English in both academic and daily contexts overseas.  The program is designed to be 

integrated in two ways: into a wider sense of Study Abroad Program with pre- and post-program courses; 

also seamlessly into the 4-year curriculum.  This integrated design optimizes both the Study Abroad 

Program and the whole curriculum. 

23 グローバル人材育成を目指す東海大学留学制度 
ポスター 

p. 62 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

西川惠  

Nishikawa, Megumi 

東海大学 

Tokai University  

航空輸送の発展、社会のグローバル化、新規航空会社の参入等により日本の航空業界は改革・革

新の時代を迎える一方、パイロット不足問題が表面化している。この中で東海大学は、2006年 4

月日本の大学としては初めてのパイロット養成のための操縦学専攻を設置した。本専攻の学生は

ライセンス取得のために約 1年 3カ月ノースダコタ大学（米国）に留学する。本格的なグローバ

ル人材育成を目指す本専攻のカリキュラム等を紹介する。 
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24 
Campus Network in the World 地球はぼくらのキャンパスだ（東海大学

海外派遣留学プログラム） 

ポスター 

pp. 63-64 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

伊東弥香，斎藤早苗  

Ito, Mika; Saito, Sanae   

東海大学 

Tokai University     

東海大学（1940 年創立）は建学の精神に基づき，「調和のとれた文明社会を建設することのでき

る人材を育成」を教育の使命としている。高校教育では生徒の多様化，基礎学力に不足と低い学

習意欲などが喫緊の課題であり，「キャリア教育」「グローバル人材育成」「ICT教育」推進が求め

られているが，本学では現況をふまえ，外国語や知識の習得のみを目的としない留学制度で，大

学生の高度な学びや自立・自律を応援している。 

25 留学サポートプログラム 
ポスター 

p. 65 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

生内裕子  

Haenouchi, Hiroko 

東京女学館大学  

Tokyo Jogakkan College      

東京女学館大学の小規模校の利点を生かした交換留学サポートプログラムは、派遣準備と帰国後

の成果発表それぞれが 3つの柱を中心に機能しています。 

留学前：①大学主催の TOEFL講座でスコアアップ 

②バディ学生との会話レッスンで文化力アップ 

③nativeの先生との定期レッスンで会話力アップ 

留学後：①スピーチコンテスト参加で成果を披露 

②報告書作成で留学生活の成果を報告 

③日本文化を体験するフィールドトリップの企画・参加で文化交流 
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26 
Student Pharmacists Studying Abroad: Unexpected Issues with 

Language, Culture, and Manners 

ポスター 

pp. 66-67 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

スカイヤー・エリック 

Skier, Eric M.  

東京薬科大学  

Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 

Having taken student pharmacists to observe pharmacy education and practice in America, the presenter 

learned that he was not preparing them well enough in terms of pragmatic competency. As such, based on 

his observations of students interacting with native speakers in America, he began to focus more and more 

on students learning to use appropriate and polite language in professional settings. He is happy to say that 

students once taught appropriate ways of communicating: introducing themselves, ordering food, making 

small talk, etc… were looked upon more favorably by pharmacists, student pharmacists, and others they 

interacted with while in America. 

27 グローバル ICT スペシャリスト育成を目指して 
ポスター 

p. 68 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

金子恵美子，ホウ・ヨンヒョン 

Kaneko, Emiko; Heo, Younghyon 

会津大学 

University of Aizu     

教員の約半数が非日本人という国際的な環境を誇る会津大学だが、その割に学生の国際化は進ん

でいない。学部留学、大学院レベルの交換研究参加者増加を最終目標として、2 単位を付与する

本校の 3週間の短期留学プログラムを紹介する。留学前後の口頭運用能力測定、留学前研修、学

生の振り返りを促す Digital Storytelling、帰国後の口頭発表など、100％英語環境プラスαの英語

教育を目指す独自プログラムだ。 

28 Study Abroad Programs at the University of Nagasaki, Siebold 
ポスター 

p. 69 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

山内ひさ子，山田健太郎，生田和也 

Yamauchi, Hisako; Yamada, Kentaro; Ikuta, Kazuya 

長崎県立大学シーボルト校 

University of Nagasaki, Siebold   

長崎県立大学の国際交流学科では、平成 25 年度入学学生より、短期の「海外語学研修」が必修

科目に指定された。そのため、海外語学研修先の新規開拓を進めるとともに、研修に必要な費用

の助成制度を設けてきた。さらに、より効果の上がる海外語学研修の実現を目指し、事前学習→

現地研修→事後学習の 3段階からなるシラバスを作成した。また、女子学生が 85％を占めるため、

海外での生活面などの諸注意も含めた指導も行っている。 
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29 英語圏と北東アジアがキャンパス：派遣留学・海外研修＠UNP 
ポスター 

p. 70 

発表者氏名： 

 

所   属： 

 

福嶋秩子 

Fukushima, Chitsuko 

新潟県立大学 

University of Niigata Prefecture     

新潟県立大学の英語教育の特色は「英語を使って英語を学ぶ」であり、それを実践するための３

本柱の一つが派遣留学・海外研修である。派遣留学及び（留学先大学の授業料が免除される）交

換留学は半年~１年の期間で、単位認定も可能である。海外研修は長期休暇中に行われる１~５週

間の実地研修もしくは語学研修で、外国語科目群の科目として単位化されている。留学・研修先

は英語圏の他、ロシア・中国・韓国がある。 

  


