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い、留学生との交流も盛んな相模原キャ
ンパスでは理工・社会情報・地球社会共
生の3学部8学科の学生が学んでいます。
そんな中、学院創立15 0周年を迎える
2024年に向けて「AOYAMA VISION」
を策定し、就学キャンパスの再配置や学
部新設などの改革を推進しています。
　「AOYAMA VISION」で大きく掲げら
れているのが「サーバント・リーダー」の
育成です。「地の塩」として社会に奉仕し、
「世の光」としてその導きとなる「サーバ
ント・リーダー（奉仕する指導者）」は、人
間の尊厳と自主性を重視したボトムアッ
プ型のリーダーとして、国際化の進む現
代社会で必要とされる人材なのです。

世界を舞台に活躍する人材育成のため
グローバルな取り組みを推進

　社会のグローバル化が進む現在、青山
学院大学でも、従来以上に国際的な教育
環境の拡充と整備を進めています。三木
義一学長は「海外留学・海外インターン
シップ制度など、さまざまな取り組みを充
実させていきます。留学支援、協定校締
結、教員・研究員の招聘などを行ってい
る国際交流センター（1）をさらに強化する

ために、2017年4月、「国際センター」を
設置しました。国際メソジスト関係学校・
大学連盟ネットワークなどの高度教育交
流・研究交流を推進する機能、ならびに国
際広報を展開する機能を付加し、グロー
バル化を加速させます」と語っています。
　また、「英語の青山」と称されるように、
英語で学べる授業の数をさらに増やし、
日本人学生も海外からの留学生も、英語
による授業だけで卒業できる体制が整備
されてきています。文学部英米文学科に
2017年度から導入された「PESE（ピー
ス／Program for Extensive Studies 
in English）」は、語学も専門科目も全て
英語で学びたい、海外有名大学に正規留
学したいなどの多様なニーズや目標に応
えるプログラムです。さらに、英語実務の
プロフェッショナルの養成を目指す「通
訳・翻訳プログラム」も新たに始まります。
　国際政治経済学部では2015年度から
卒業要件単位の半数以上を英語講義科
目で修得できるグローバル・スタディー
ズ・プログラム（GSP）が開始しました。
　理工学部では、理工分野に特有の英
語スキルを身に付けるための語学授業や
英語での専門科目の授業により、国際的
に通用する技術者・科学者を育成してい

「AOYAMA VISION」を策定
サーバント・リーダーを育成する

　青山学院は1874（明治7）年の創立以
来、聖書の言葉である「地の塩、世の光」
をスクール・モットーとし、伝統を継承し
ながらも、時代に対応した教育を行って
きました。現在、青山学院大学は渋谷区と
相模原市に2つのキャンパスを擁していま
す。周辺に文化施設が点在し、利便性の
高さが魅力の青山キャンパスでは人文・
社会科学系の7学部16学科の学生が、
広大な敷地に一流の研究施設・設備が整

ます。1年次から参加できる短期海外研修
「Study Abroad」や、「聞く」「話す」「読
む」「書く」力をバランスよく伸ばせる1・2
年次の必修科目「Engl i sh  Core」など
に加え、日本の基幹産業の海外展開に貢
献できる能力を養う「理工学国際プログ
ラム」を開始。さらに、理工学研究科では
2017年度より留学生向けに秋入学制度
を導入、英語のみで教育・研究を行う体
制を整備しています。
　また、これら各学部での専門科目を英
語で教える教員を積極的に採用すること
で、海外からの留学生の増加につながる
ことも期待されています。
　さらに今年度、海外への派遣留学生を
対象とした「青山学院大学産学合同万代
外国語留学奨励奨学金（2）」を開始。経済
的負担を軽減することで、海外への留学
を奨励していきます。

学部の新設や学術面の成果
教育の新たな取り組みにも注目

　これらグローバル化に直接関わるもの
以外にも、多くの改革が行われています。
2015年度に開設した地球社会共生学部
では、地球社会のなかの差別や貧困、紛
争や情報格差といった問題と向き合い、解
決へと導ける人材の育成を目指します。ま
た、理工学部では前述の「理工学国際プ
ログラム」とともに、早い時期から実践的
な研究に取り組むことが可能な「理工学
高度実践プログラム」を導入しています。
　過去にも多数採択されている文科省の
私立大学研究ブランディング事業には、
2016年度は「次世代ウェルビーイング～
個別適合をめざした統合的人間計測・モ
デル化技術の構築～」が採択されました。
人々が良好な状態で生活できる社会的な

枠組みに向け、従来の不特定多数を対象
とした画一的なサービス提供ではなく、
個々の対象者に最適なサービスを提供す
るシステムを構築するための研究です。
　2017年9月には「アカデミックライティ
ングセンター」を開設。日本語や英語、そ
の他の言語による学術的論文作成能力
はもちろん、コミュニケーション能力や論
理的思考力の向上により、アカデミックマ
ナー・アカデミックリテラシーを体得した
学生を育てます。

就職のサポート体制も万全
入試制度の改革も進む

　青山学院大学は就職実績の高さにも
定評があり、2016年3月卒業者の実就職
率は90.4％になります。1・2年次の早期
から3・4年次の本格活動期まで一貫した
キャリア・サポートが行われ、専任のアド
バイザーによる個別相談は年間1万人以
上が利用しています。また、年間400回以
上開催される多彩な就職関連プログラム、
ポータルサイトによる就職情報の提供な
どを通じ「学生一人ひとりが納得のいく進
路決定ができる」ことを目指しています。約
34万人の卒業生からなる校友会のサポー
ト体制も手厚く、業界研究や模擬面接な
どの支援が積極的に実施されています。
　一方、入試制度の改革も進んでいます。
2016年度入試からはweb出願システム
が導入されたほか、TEAPなど英語外部
資格試験を利用できる入試も開始。2017
年度入試からは、一般入試（全学部日程）
2月7日の学外会場が、従来の名古屋、福
岡に仙台と岡山が加わり、より受験しや
すくなりました。地方出身者を対象とした
「地の塩、世の光奨学金（3）」などの奨学金
も充実しています。
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「AOYAMA VISION」のもと
先導的な改革を推進。
グローバル社会を見据え
語学力と教養を身につけた
世界に貢献するリーダーを育成。

NOTES

三木義一学長（写真中央）
（みき・よしかず）

　青山学院大学は、「地の塩、世の光」をスクール・モットーとして、
学院創立以来約140年、大学の開学から約70年、学問の追及はもちろん、
他者への配慮や愛情を備えた豊かな人間性の涵養を行ってきました。さ
らに、「英語の青山」と言われるような、幅広い視野を身に付けるため
の国際教育も大きな特色となっています。こうした中、2024年の学院
創立150周年に向けて「AOYAMA VISION」を策定。これまでに培っ
てきた伝統と学風を継承しながらも、学部教育の刷新や入試の多様化な
ど、さまざまな大学改革に着手しています。教育研究の高度化と世界に
開かれた大学づくりによって、グローバル社会において国内外を問わず
力を発揮し、活躍していける人材の育成を目指します。

グローバル時代に対応した改革を推進し、
奉仕する心と指導力を備えた
「サーバント・リーダー」を育成

青山学院大学
改 革 力

〒150－8366  東京都渋谷区渋谷4－4－25　入学広報部  TEL 03－3409－0135　http://www.aoyama.ac.jp/

⑴ 国際交流センター
　海外の大学や教育研究機関との交流を
促進するため、青山・相模原の両キャンパス
に設けられた。協定校締結や教員・研究員招
聘、留学関連の支援などの各種業務に加え、
留学生と気軽に会話を楽しみながら異文化
理解や国際交流が図れる「青山学院チャット
ルーム」の開室、毎年5月に開催している留
学フェア、IELTS試験対策講座なども実施し
ている。また、さらなるグローバル化を目的
に設置された「国際センター」では、これまで
の事業に加え、高度教育交流・研究交流の推
進や、海外へ向けての広報活動や研究協力
なども行っていく。

⑵ 青山学院大学産学合同万代
 外国留学奨励奨学金
　海外留学を志す学生を対象とした給付型
奨学金、青山学院大学と株式会社太平エン
ジニアリングが合同で設置した。①協定校
留学奨励奨学金　給付金額：50万円　募集
人数：25人程度　対象：協定校派遣交換留
学生など　②認定校留学奨励奨学金　給
付金額：80万円（理工学部・社会情報学部・
地球社会共生学部は100万円、大学院生は
50万円）　募集人数：6人程度　対象：協定
校私費留学生（一部の大学を除く）、認定校
留学生　③世界トップレベル大学留学奨励
奨学金　給付金額（上記①②に加算して支
給）：50万円（①の該当者）、100万円（②の
該当者）　募集人数：12人程度（①の該当者
8人、②の該当者4人）　対象：①②の対象者
のうち、世界トップ100以内の大学（2017年
または2016年の QS World University 
Rankings®またはThe Times Higher 
Education World University Rankings）
へ留学する者。

⑶ 地の塩、世の光奨学金
　一般入試またはセンター試験利用入試を
受験し、入学を希望する首都圏（東京[島しょ
部を除く]、神奈川、埼玉、千葉以外）以外の
道府県出身者で、学業成績が優秀かつ経済
的理由で進学が困難な学生に対し、年額50
万円を4年間継続（継続審査あり）で支給す
る奨学金制度。入学試験の出願前または出
願期間に申し込み、合格発表前に入学後の
交付を約束する「予約型」奨学金。

青山キャンパス

海外で学ぶ――GSC Study Abroad Program
　地球社会共生学部3年の西畑初海さんは
2017年1月から6月まで、タイのKasetsart 
University（学部名:Faculty of Humanities）
に留学。16名の日本人学生を含む27名の留学
生とともにインターナショナル・プログラムを
学びました。
　帰国後まとめたレポートでは、「初めての途
上国での長期滞在は、自身の価値観の変化だけ
ではなく、異文化理解力、異文化適応力などを
もたらし、今後の人生においても大切な経験と
なるものであった」と振り返っています。
　現地では接客や顧客サービスなど、ホスピ
タリティについても文化の違いを実感。「宗教

や文化が異なる環
境の中で得た経験
は、将来異文化の
人と共に仕事をす
る時、異文化を理
解しなくてはなら
ない時などに少なからず役に立ってくるはずで
ある。日本の立場からではなく、他国の立場に
立って考えたり、時には批判をしてみたり、物
事をより多角的に広い視野でみることができる
ようになった。この力をこれから社会人として
生きていく上でも大切にしていきたい」と締め
くくっています。


