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生き抜く実践知』を定めました。この「実践
知」とは、ギリシャ哲学に由来する知の在
り方（フロネシス、深い思慮）のことで、理
想の社会をつくるために、それぞれの立場
で課題を解決していく知性のことだと田
中総長は説明します。
　さらに、一人ひとりの学生の能力を最大
限に伸ばすため展開しているのが、グロー
バル体験を重視した先導的な教育です。
　「本学は2014年に文部科学省『スー
パーグローバル大学創成支援』に採択さ
れ、教育プログラムや留学制度の充実、
キャンパスのグローバル化など、数値目
標を設定しながら実行してきました。しか
し、真のグローバル化はダイバーシティ
なしにはあり得ません。本学は昨年、『法
政大学ダイバーシティ宣言』を採択しまし
た。世界ではこれからもさまざまなことが
起こり、さまざまな人が日本にやって来て
働くことになるでしょう。そうした時代に対
応できる学生を育てることが、本当の意味
でのグローバル化なのです」
　その法政大学の国際教育をデータで見
ると、海外交流協定大学は34カ国・地域
215大学・機関を数え、学部独自の留学
制度「スタディ・アブロード（SA）プログラ
ム（2）」や派遣留学制度を中心に、国内でも

トップクラスとなる年間1,058人（2016
年度実績）の学生を海外へ派遣。一方で、
海外から1,097人（同）もの留学生を受け
入れています。
　法政大学では2023年までに、学生のグ
ローバル体験を100％にまで拡大する目
標を掲げており、グローバル教育センター
を核として、全学展開の「ERP（英語強化
プログラム）（3）」を開講。アジア各国で国
際ワークキャンプに参加したり（国際ボラ
ンティア）、海外の現地企業や日本法人企
業、NGO・市民セクターでの実務研修、貧
困農民支援プロジェクトなどを体験する
国際インターンシップも実施しています。
　さらに、学部の専門性を超えたグロー
バルな視点での課題解決能力の修得を目
指す、キャンパス横断型の「グローバル・
オープン科目」も2016年度からスタート。
これは、少人数制ですべて英語により行
われる授業で、今後さらにこの科目数は
増やしていく予定です。
　「企業ではグローバル化がどんどん進
んでいます。学生もこうした世界の大きな
変化を真剣に考えており、今年は1800
人もの新入生が留学説明会に殺到しまし
た。多くの学生が留学をきっかけに深い
気づきを得てほしいし、それこそが『実践

　今春の私立大学一般入試で、法政大
学は11万9206人の志願者を集め、全国
2位、東京圏では多くの総合大学を抑え
史上初めてトップに躍り出ました。これは
2014年の就任以来、田中優子総長が堅
実に実行してきた、大規模かつきめ細や
かな大学改革が社会から高く評価された
表れだと言えるでしょう。

理想の社会をつくるための
「実践知」を鍛える教育を展開

　田中総長は、創立 1 5 0周年を迎え
る2 0 3 0 年を見据えた長期ビジョン
「HOSEI 2030」を策定するとともに、同
大にとって初めてとなる大学憲章『自由を

知』、すなわちアクティブラーニング的な
学びの方法でもあるのです」

きめ細かな個別就職支援
卒業生との絆も大きな強み

　「実践知」の育成とは、社会が求める自
立型人材へと成長するための力の醸成で
もあります。法政大学では「文章作成力」
「情報収集・分析・発信力」「状況判断・
行動力」の3つの能力を“就業力”と捉え、
基礎ゼミやグループワーク、専門演習な
ど正課授業をはじめ、さまざまな学びの機
会を通してキャリア教育プログラムを展開
しています。
　市ケ谷、多摩、小金井の3キャンパスす
べてにキャリアセンター（4）を設置し、学年
別のガイダンスから模擬面接会、就業体
験プログラムなど、きめ細やかな支援を展
開。年間延べ2万回もの個別相談に対応
しており、就職率の高さだけでなく、学生
一人ひとりが満足のいくキャリアサポート
を実現しています。
　就職支援講座の充実ぶりも法政大学の
大きな特徴で、公務員や法曹を目指す学
生を支援する「公務人材育成センター」で
は1年次から公務員講座を開講し、筆記
試験だけでなく、個別の面接対策まで強
力にサポート。一方、出版社や放送局など
を志望する学生には、マスコミ業界で活
躍する著名OB・OGらも講師を務める「自
主マスコミ講座」があります。1988年のス
タート以来約1,200人以上を業界に送り
出し、「マスコミに強い法政」の評価を生

んだ名物講座です。
　「本学では法政企業人コミュニティ（法
政BPC）によるキャリア支援をはじめ、約
1万2000名のOB・OGのデータベースが
あり、企業訪問などで協力を仰ぐことがで
きます」と田中総長。こうした卒業生との
強固な繋がりも、法政ならではの強みと言
えるでしょう。

新世代の「都市型キャンパス」へ
変貌を遂げる市ケ谷キャンパス

　法政大学では「新世代の都市型キャン
パス」への脱皮を図るため、市ケ谷キャン
パスを再構築。外濠側の正門があった位
置に、大きな開口部を持つ新校舎「富士
見ゲート（5）」が完成し、現在は「南棟（仮
称）」の建設が進められています。また、学
生サポート面では、地方学生の経済的負
担を軽減するために、専用寮のほか、各種
奨学金制度なども整備しています。
　自身も法政大学の出身で、江戸文学を
追究するため海外にも渡り、30代の若さ
で学界に新風を吹き込んだ田中総長は受
験生にエールを送っています。
　「本学は学部や学問分野の多様性がと
ても豊かな大学で、さまざまな志望を持っ
た学生たちがそれぞれの分野で頑張って
います。だからこそ皆さんも、自分がたとえ
人と違っていても、悩むことなく前を向い
て進んでほしい。これからの社会にどんな
能力が必要なのか、法政大学ではきちんと
意識し対応した教育を提供していますの
で、安心して本学の門を叩いてください」
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グローバル人材を育成する
全学を挙げたカリキュラムと
充実の留学支援体制。
市ケ谷キャンパスの
再構築も進行中。

NOTES

法政大学のグローバル人材育成／派遣留学制度

田中優子総長
（たなか・ゆうこ）

　1880（明治13）年、20代の青年法律家らによって創設された五大法
律学校の一つ、「東京法学社」を起源とする法政大学。今春は一般入試
で全国2位、東京圏ではトップとなる志願者を集めるなど、わが国屈指
の私立総合大学として発展しています。
　2014年の文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」採択に続き、
現在は創立150周年を迎える2030年を見据えた長期ビジョン「HOSEI 
2030（1）」を策定し、同大にとって初めてとなる「大学憲章」も発表。キャ
ンパスのグローバル化とダイバーシティ化を強力に推進するとともに、
激動する時代の中で、健全な批判精神と課題解決力を備えた「自由を生
き抜く力」を養うための教育研究に全学を挙げて取り組んでいます。

「自由を生き抜く実践知」を大学憲章に掲げ、
次代のフロントランナー育成のため
グローバル化とダイバーシティ化を強力に推進

法政大学
改 革 力
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⑴ HOSEI 2030
　創立150周年を迎える2030年に向けて、
法政大学が初めて策定した長期ビジョン。
その過程で、2016年には「自由を生き抜
く実践知」を「約束」とする法政大学憲章と
「法政大学ダイバーシティ宣言」を定めた。
詳細は特設サイト（http://hosei2030.
hosei.ac.jp/）を参照。このほか、法政大
学の「いま」を伝えるサイト「法政フロシネス」
（http://phronesis.hosei.ac.jp/）もある。

⑵ スタディ・アブロード（SA）
 プログラム
　学部独自の留学プログラムで、一部の学
部・学科ではカリキュラムに組み込まれてい
る。語学研修や異文化体験のほか、学部の
教育内容に合ったプログラムも実施。

⑶ ERP（英語強化プログラム）
　TOEFL®、TOEIC®、IELTS、英検®CSE2.0
のいずれかの所定のスコアの英語力を備え
た、英語学習に意欲ある学生を対象とした
プログラム。全キャンパスで、授業の空き時
間に無料で受講できる。授業は少人数・双方
向型により、すべて英語で行われる。

⑷ キャリアセンター
　専門職員が個別相談に常時対応。3年次の
秋以降はほぼ連日、対策講座や業界研究セ
ミナーを開催。単に就職指導だけでなく、生
涯を通してのキャリア形成を考えるためのア
ドバイスやサポートを受けることができる。

⑸ 富士見ゲート
　2016年竣工。大教室、多目的ホールのほ
か、春には外濠の桜並木が一望できる食堂・
カフェを併設した新しい校舎。
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国際インターンシップ プログラム
高い意欲と英語力を持った学生から選抜して、海外企業等
で行う本格的なインターンシップです。高い英語力にとど
まらず総合的なコミュニケーション能力が要求され、グロー
バル人材育成プログラムの総仕上げに位置付けられます。

ESOP（交換留学生受入れプログラム）
海外協定大学から広く交換留学生を受け入れるために
開設された、英語を教育言語としたプログラムです。
日本語習得のための科目を除くすべての授業が英語で
行われます。これら英語による授業は本学生も受講で
きます。

国際ボランティア プログラム
現地の人や他国からの参加者と交流しな
がらボランティア活動に参加できるプロ
グラムです。コミュニケーション能力の
養成はもちろん、異なる文化・価値観へ
の理解を深めます。

エクステンション・カレッジ（有料）
TOEICⓇ テストスコアアップ講座・
IELTS対策講座
専門学校の専任講師が指導にあたりま
す。短期間で得点を向上させるために、
出題傾向を学び、必要なスキルとストラ
テジーを学習します。

派遣留学
海外の協定大学に1年間派遣する本学独自の留学制度です。学業
成績が優秀で、留学への強い意志をもち、かつ現地の言語での授
業を受けることから高い語学力が要求されるプログラムです。

GIS（グローバル教養学部）、国際文化学部公開科目、
グローバル・オープン科目
ERPにより英語力を身につけた学生は、GIS公開科目を
はじめとして、英語で行われる他学部のグローバルオー
プン科目を履修することができます。また、国際文化学
部も英語以外の諸外国語公開科目を開講しています。

ERP（英語強化プログラム）
授業の空き時間を利用して無料で受講でき、ほぼすべ
ての科目で外国人講師による授業を実施しています。

スタディ・アブロード・プログラム
学部独自の留学プログラムです。派遣先大学付属の語学学校で
の語学研修を中心に、異文化理解や学問上の知見も深めます。

Everyday!
英会話講座（有料）
英語力は一切問いません。大
学にいながら、授業の空き時
間などを利用して毎日継続
（計100回）して英会話をト
レーニングできます。

Gラウンジ
正課授業実施日の月～金・
1日3時間、英語ネイティ
ブスピーカー「英語学習
アドバイザー」が、学生の
英語学習に関する様々な
要望に対応します。

短期語学研修
夏・春休みの2～4週間を利
用し、英語、中国語、朝鮮語、
独語、仏語を学ぶプログラ
ムです。語学レベルに合わ
せたクラスを選択できるた
め、初心者におすすめです。

学部により
単位認定が
可能


