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　こうした調査をもとに、体系的なグロー
バル教育を構築し、入学から卒業まで国
の内外において多様なグローバル教育を
経験できる工夫がなされています。

国内外で体験する
体系的で多彩なグローバル教育

　まずは学生の国際的関心を喚起するた
めの多様な機会を用意。例えば、この4月
から開始した「自立英語（1）」は、学生数の１
割を占めるという外国人留学生たちがTA
として参加する英語授業で、海外への関
心を高め、実践的な語学力を身につけるこ
とが目的です。
　「グローバルplus ONE（2）」は、全学部・
大学院生が履修可能な副専攻プログラ
ムです。外国人留学生を主な対象とした 
「YCCS（Yokohama Creat ive-Ci ty 
Studies）特別プログラム」の授業科目を
中心に、英語による教養教育科目が約50
科目開講されています。異文化コミュニ
ケーションやICT、ビジネススキル、リー
ダーシップやファシリテーションスキルな
ど、外国人留学生と一緒に英語で受講す
ることができます。加えて、海外に行く前
に知っておくべき安全対策や危機管理の

科目、交換留学、語学研修、異文化体験、
国際機関でのインターンや海外ボラン
ティア活動など、多様な海外経験を単位
として認定する仕組みもあります。
　海外の大学間交流協定校は42カ国
131大学（2017年5月現在）を数え、海
外へ留学する学生数も増加傾向にありま
す。例年約50名の学生が交換留学生とし
て協定校に留学しているほか、約270名
が短期派遣プログラム、約340名が国際
会議や海外調査に出かけています。また、
海外における研究・教育の拠点をベトナ
ム、中国、タイ、ブラジル、フィンランド、ア
メリカ・ポートランドに設置しネットワーク
を拡充しています。

多様なアクティブ・ラーニングで
学生の主体的な学びを実現

　グローバル人材には、その基礎となる
人間性や深い教養が大切です。従来の少
人数で行うゼミナールでの指導や発表も
大切にしていくとともに、さまざまな形のア
クティブ・ラーニングを用意しています。
　その一つが、企業の現実課題にチーム
で挑む「Wake  up !  プロジェクト（3）」で
す。履修対象は全学部の1年生。担当教

グローバル新時代を生き抜く
イノベイティブな人材を育てる

　「21世紀に入り、経済発展の軸がアジ
ア中心にシフトするグローバル新時代を
迎え、日本社会が直面する諸課題の解決
に国際的視点から貢献するイノベイティ
ブな人材を育成することが求められてい
ます。これまで実践的な研究と人材育成
を行って来た横浜国立大学のよき伝統を
大切にしながら、グローバル人材の育成
をしっかりとやっていきたい」と語る長谷
部勇一学長は、この6月に「YNUアクショ
ンプラン」を発表。グローバル新時代、文
理融合、グローバルとローカルの接点の3
つをビジョンの柱に据え、グローバル新時
代に対応した全学一体の教育機能の強
化を大きく打ち出しました。
　「企業の海外駐在経験者を対象に行っ
た本学の調査によると、グローバル人材
の要件としては、単に語学力やスキルをプ
ラスするのではなく、異文化に適応する資
質や信頼関係構築力を磨き、日本と対象
国についての知識や教養を身につけ、専
門知識を持った人材を育てることが必要
だということが分かりました」

員は《教えすぎない》姿勢で臨み、学生は
授業外を含むグループ活動を通じて自身
の能力課題を自覚し、主体的な学びの姿
勢を身につけます。さらに留学生を交え
た文理融合チームによるディスカッション
で、多様なものの考えかたを学びます。全
学教育に位置づけられたこの科目は、高
大接続をスムーズにし、大学で主体的な
学びの姿勢を修得することが目的。産業
界の協力のもと、課題解決策や企画案を
提案し、プロジェクト・マネジメント能力や
ディスカッション能力などを磨きます。

ローカルな諸課題を
グローバルな視点で実践する

　グローバル教育を推し進める一方、全
学でローカルな課題と地域連携に注力し
ていることも横浜国立大学の大きな特色
の一つです。
　「少子高齢化や環境問題など、日本は
課題先進国として、世界から注目を浴びて
います。こうしたローカルな問題に文理融
合で対処し、それをグローバルに発信して
いくことがこれからますます求められると
思います」と長谷部学長は指摘します。
　その代表的なものが、学部の垣根を越
えて、グローバルな視野で地域課題を解
決する学部副専攻プログラム「地域交流
科目（4）」です。地元横浜・神奈川地域を主
な学びのフィールドとして、地域の歴史や
文化、都市づくりなどを幅広く学ぶ「地域
連携と都市再生A（ヨコハマ地域学）」「地
域連携と都市再生B（かながわ地域学）」
の2科目をベースに、多様な地域課題実
習に取り組みます。

　たとえば地域課題実習では、経済学者
でもある長谷部学長自ら指揮をとり、横浜
市保土ケ谷区の産業連関表を作る作業
や地域経済の数量化を行い、地域の経済
効果の「見える化」に役立てました。

文理融合と学部改組で
時代に求められる人材育成を

　安全工学や環境科学において先進的
な取り組みを続けてきた横浜国立大学は、
「リスク共生学」の拠点として2014年に
先端科学高等研究院を設置。今年4月に
は大幅な学部改編を実施し、人文社会科
学系と理工学系を融合させ、未来の都市
を担う新しい人材育成を目指す都市科学
部（5）を新設しました。同時に、教育人間科
学部を教員養成に特化した教育学部に改
編し、大都市の教員養成の強化を図りま
した。経済学部と経営学部も、次世代ビジ
ネス人材育成を目的にそれぞれ1学科体
制に改編。理工学部は4学科から3学科体
制とし、新しい価値の創造や技術革新を
導く付加価値の高い理工系人材の育成を
目指します。
　個々の成長を支援するきめ細かな教育
によって育った学生たちの印象を「真面目
で誠実。人間として信頼される学生が多
いですね」と話す長谷部学長は、「横浜国
立大学は、グローバルな教育とローカル
な地域実践を重視し、学生の成長プロセ
スを大切にしています。海外、地域に積極
的に関わりたい高校生を歓迎しています。
皆さんの能力を伸ばす色々な仕組みを用
意してお待ちしています」と受験生に呼び
かけています。
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実践性・先進性・開放性・
国際性の精神に基づき
充実した国際教育プログラムで
21世紀の人材を世界に送り出す

NOTES

長谷部勇一学長
（はせべ・ゆういち）

　国際都市・横浜の“知の創造拠点”として、「実践性」「先進性」「開放性」
「国際性」の4つの精神を掲げる横浜国立大学。前身となる明治7年の小
学校教員養成所の創設以来140年、文明開化の玄関となった横浜の地に
根ざした国際性豊かな教育・研究を推進し、5学部10学科と5つの大学
院を擁する国立大学として、さらに進化を続けています。
　長谷部勇一学長は、これからの地球社会を「グローバル新時代」と定
義し、さらなる国際化を推進するために、2017年6月、「YNU Action 
Plan」を策定。全学一体の教育機能の強化と「リスク共生学」に基づく
教育研究拠点の形成に向け、研究分野のみならず教育プログラム、学修
環境、キャンパス環境、社会貢献などの分野でも世界に通用する最高水
準を目指しています。

グローバル・エクセレンス大学を目指して
世界を見据えた国際教育プログラムを
全学で展開し、国際人材を育成

横浜国立大学
改 革 力
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⑴ 自立英語
　長谷部学長自ら提案した平成29年度新規開講
科目。入学直後にTOEFL-ITP（LEVEL1）を受検
し、そのスコア別でクラス編成される、一年次春
学期の必修科目である。
　外国人留学生TAとの交流体験やペアワーク、
グループワーク等により実践的なリーディング、
リスニング、語彙の英語能力を理解させ、学生自
身のレベルに合った英語学習のデザイン力を修
得させる。

⑵ グローバルplus ONE
 副専攻プログラム
　自国文化の理解とアイデンティティに立脚しな
がら、チームリーダーとして世界をフィールドに
活躍できる外国語能力、情報発信能力、異文化間
恊働能力に優れたグローバル人材の育成を目的
とするプログラム。学部生・大学院生を対象とし、
外国人留学生を主な対象とした「YCCS特別プロ
グラム」向けの英語による授業科目のほか、短期
留学や国際ボランティア、海外旅行安全対策・危
機管理なども単位となる。

⑶ Wake up! プロジェクト
　本科目のH28年度の出席率は98％、授業満足
度は3.87（4点満点）。授業外の週平均学修時間
は5時間に及ぶが、学生たちは「失敗→反省→実
践を繰り返せば、能力が高まっていく。失敗こそ
学びの一歩」、「最初は怖かったが発言できるよう
になった」、「自分の中で何かが変わった。その何
かがこれからの人生で必ず役立つと思う」と着実
に成長を遂げる。 
　なお、本科目はFSP研究会（座長・安西祐一郎）の
FSP講座を国立大学で初めて採用し授業化した。

⑷ 地域交流科目
　全学の学部生対象の副専攻プログラムの一つ
で、グローバルな視野から地域課題の解決を目
指す。地域交流コア科目、選択必修科目、地域課
題実習の3科目群から成り、実際に地域に出て実
践的な活動実習を行う地域課題実習には、本文
で紹介したほかに、県と恊働した「かながわ里山
探検隊」や産学官連携の「かながわニューツーリ
ズム」など、まちづくりから環境、国際交流まで平
成16年度以降50を越える多様な分野で実施さ
れている。

⑸ 都市科学部
　「都市科学」とは、これからの都市はどうあるべ
きか、というテーマに科学的に取り組む学問。都
市を担う人間と支える文化・社会を考察する人文
社会科学、都市を形作る建築物やインフラの設
計、運用、維持を学ぶ建築学・都市基盤学、自然環
境や社会環境におけるリスクと共生しながら持続
可能な都市を構築するリスク共生学によって構
成される。都市科学部では、横浜・神奈川・世界を
フィールドに、国内外で未来の都市ビジョンを実
現する実践力をつける。

横浜国立大学の国際教育プログラムは、単に語学の習得を目指すだけではありません。
パラグアイでの農村女性の生活改善、トンガ・キリバスでの生活習慣病予防事業、ベトナムや中国の日系企業で行う

企画提案型インターンシップ、ネパールでの地域開発、理工系の学生がヨーロッパ諸国などの
最先端の研究室に配属されて行う研究など――横浜国立大学は、たくさんの実践型の教育プログラムの中で、
地球規模に視野を広げて知識を社会に還元できる『グローバル新時代を生き抜く人材』を育んでいます。

YNUの国際ブランチ
（海外協働教育研究拠点）

ダナン大学ブランチ

農村女性の
生活改善

パラグアイ

ヨーロッパ諸国

ネパール

トンガ・キリバス

ベトナム・中国

理工系学生による
最先端の研究室での
研究活動への参画

日系企業で行う
企画提案型インターンシップ

生活習慣病予防事業

ビジネスを通じたマイノリティ集団の
村落開発プロジェクト
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対外経済貿易大学ブランチ2

サンパウロ大学ブランチ3

オウル大学ブランチ4

プリンス・オブ・ソンクラ大学ブランチ5

ポートランド州立大学ブランチ6
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さまざまな国に展開する横浜国立大学の国際教育プログラム


