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教育的観点から構成された出発前オリエンテーション
S A F日本事務局では帰国学生のフィード
バックを受け、これから留学する学生の事前
準備の一環として、2013年春出発より第2回
出発前オリエンテーションにて、参加プログラ
ム別に２つの講座を導入しました。

A . 留学とグローバル人材
〜異文化での心構え〜
〈語学力強化プログラム参加者対象〉
この講座は、留学を単に語学の習得の機会
としてとらえるだけでなく、留学を通してグ

ワールドカフェの手法を用いたディスカッションの様子（左）およびブレインストームした内容（右）

ローバル人材になることを目標に据えること

講座の最初は静かなグループも多かったで

を目的として実施されました。
参加者はまず、今までの人生を振り返り、留
学をしたいという思いに至った過去を年表にし

すが、講師を担当しているスタッフが各グルー

様々な質問を投げかけられ、
積極的に発言する

プを回りヒントを与えることで、少しずつ自分

よう促されます。

の意見を周りに伝える参加者がではじめ、
活発

ます。
その後、
講師の説明を通して、
グローバル
人材と言われる人たちが兼ね備えるべき言語・
コミュニケーション能力、
異文化に対する理解

効果的な授業の受け方について、
皆で意見を出

B . アカデミック・スキルズ
〜授業履修の心構え〜

し合った上で、
授業におけるインプットやアウト

〈その他の留学プログラム参加者対象〉

軟な考え方などについて理解を深めます。後

この講座は、日本と海外の大学の授業の受

半は、講座の最初に理解した内容をもとに、

け方の違いを理解し、海外の大学の授業に臨

ワールドカフェという話し合いの手法を用い

むにあたって事前に習得しておかなくてはな

ながら、
「自分がグローバル化することで日本

らないスキルを学ぶための動機付けを目的に

はどう変わるか？」というテーマに基づきグ

実施されました。

ループごとに議論します。

B .アカデミック・スキルズ〜授業履修の心構え〜
1. 英語によるレクチャーを体験する
2.ディスカッション
3. 留学先での学習効果を高めるために
知っておくべきことについて理解する
準備とプランニング
授業への積極的な参加大学の授業で求められる各スキル

プットの仕方、試験対策に有効なノートの取り
方や教科書の読み方やまとめ方など、
具体的な
方法についてスタッフより説明を受けます。
参加学生からは、
「 今まで漠然とした不安が
あったが、
出発までに準備すべきことが具体的に
分かった」
という前向きな声が多く聞かれました。

参加者はまず、
準備をしないでレクチャーを

SAFでは、教育学、異文化コミュニケーショ

受けるとどのような感じに

ンや英語教授法の分野で修士号を取得してい

なるのかを体験するため

るスタッフが中心となり、留学に関する各教

に、
「 The United States

育プログラムを開発しています。オリエンテー

Electoral College and

ションでの教育プログラムの実施は初めての

the Development of

試みでしたが、多くの学生にとって有意義な体

Political Parties」に関す

験となったようです。一方で、留学前から既に

対象者
（以下の留学プログラムの学生）

A . 留学とグローバル人材〜異文化での心構え〜
1.自分年表を作成する
2.グローバル人材とは何かを理解する
3.ディスカッション

レクチャー後には、
学習成果を上げるために

な意見交換が行われました。

力、
日本人としてのアイデンティティーおよび柔

プログラム内容

行し、講師が一方に話すのではなく、参加者は

語学力強化プログラム

学部授業履修プログラム
語学力強化＋学部授業履修
プログラム
アカデミック・インターンシップ・
プログラム

るレクチャーを英語で受

高い語学力を身に付けている学生も増えてき

けます 。このレ クチ ャー

ており、今後はそうした学生に向けたプログラ

は、
欧米式のスタイルで進

ムの開発が必要であると考えています。

SAFネットワーク校一覧
アメリカ
アーカンソー大学
アイオワ大学
アメリカン大学
アラバマ大学
アリゾナ州立大学
アリゾナ大学
インディアナ大学
カリフォルニア大学
サンタバーバラ校
カリフォルニア大学
サンディエゴ校
カリフォルニア大学
バークレー校
エクステンション
カリフォルニア大学
リバーサイド校

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校
カリフォルニア大学
ロサンゼルス校
サマーセッション
コロラド州立大学
コロラド大学 ボルダー校
コロンビア大学
ゴンザガ大学
サンノゼ州立大学
サンフランシスコ州立大学
セイント・トーマス大学
テキサスA&M大学
デュレクセル大学
ニューヨーク州立大学
バッファロー校
パデュー大学

バーモント大学
ハワイ大学 ヒロ校
バンダービルト大学
ペンシルバニア大学
マウント・ホリオーク大学
ミシガン州立大学
ミドルベリー大学
ミネソタ大学
モンタナ州立大学
モンタナ大学
ユタ大学
ワシントン大学国際関係学部
ISAYAインスティチュート
カナダ
カルガリー大学*
トロント大学 *
ビクトリア大学

イギリス
ウェストミンスター大学
エジンバラ大学
オックスフォード大学
セイント・アンズ・カレッジ
グラスゴー大学
ブリストル大学
ロンドン芸術大学
ロンドン大学
クイーン・メアリー校
ユニバーシティ・カレッジ・
ロンドン
アイルランド
アイルランド国立大学
ダブリン校*
リムリック大学
オーストラリア

ウーロンゴン大学
クイーンズランド大学
ニューサウスウェールズ大学
マッコーリー大学
ニュージーランド
オタゴ大学
カンタベリー大学
ビクトリア大学 ウェリントン
ヨーロッパ言語
フランス： アンジェ・
カトリック大学*
スイス： ローザンヌ大学
ドイツ： ライプツィヒ大学
スペイン： マラガ大学
レオン大学*
* 語学力強化プログラムのみ
の提供となります。

SAF国際キャリア開発プログラム
アメリカン大学
ワシントン・セメスター・プログラム
エジンバラ大学
パーラメント・インターンシップ・プログラム
FIE ロンドン・インターンシップ・プログラム
FIEロンドン春短期4週間
国際キャリア開発プログラム
AICニューヨーク／シンガポール春短期4週間
国際キャリア開発プログラム

SAF JAPAN
「グローバル人材育成プラン」を確実に進めるために

信州大学
国際交流センター
センター長

赤羽 正雄 先生

導入しています。海外留学の経験は、グローバ

様な成果を適正かつ積極的に評価する科目

ル社会に対する興味と視野を広げさせ、必要

「国際教養」を新設しました。本学に対応科目

な知識・スキル獲得に有効であると考えられ

がない、開講科目と履修内容が異なる等の理

ます。しかし、1年間交換留学した多くの学生

由で単位取得ができない海外活動に対して

はカリキュラムの関係から標準修業年数で卒

も、海外で学んだ広範な内容を包括的に捉え

業できず、1年間の留年を余儀なくされるのが

て履修対象とし、学生個々の申請履修内容を

実態です。この経済的負担の増加により留学

全学教育機構学務委員会が審査し単位付与

を広げるモチベーションづくり）、 STEP

を断念している学生も多くいることから、本

します。

（グローバル人材になるための知識・スキルの

制度の適用を希望する学生は、事前（留学前）

獲得）、 JUMP（グローバル社会へ飛躍）の

に、留学前・留学中・留学後に亘る特例履修計

師として、留学すればグローバル人材になれ

3段跳び方式でグローバル人材を育成してい

画を提出し審査を受けます。適用を許可され

るのか？留学が今後の人生設計の中で本当

くこととし、 卒業する学生の10人に1人が海

た学生は、計画的に履修期間を延ばし、4年分

に有益か？等を考え、留学やグローバルであ

外体験を持つレベル を一つの目標として、

の授業料納付により5年間で教育課程を履修

ることに対する意識変革を図るため、
「 留学

多くの施策を実施しています。

し卒業することが可能となります。

を考えるゼミ」を実施しました。受講者から好

本学では、 HOP（グローバル社会に視野

平成24年度より交換留学をする学部生に

また、国際感覚を身に着け成長することを

対して、
「留学に伴う計画的特例履修制度」を

促進させるため、海外活動により得られた多

先月には、SAFの留学コーディネータを講

評であったことから、今後も更なる充実を図
りたいところです。

SAF-FIEロンドン国際キャリア開発プログラム（春季4週間）実施報告
2013年2月14日〜3月15日までの4週間

を通して、大学間の交流を持つことが出来ま

今後のプログラム開発の課題としては、4週

で、FIEロンドン国際キャリア開発プログラム

した。アカデミック科目と連動したフィールド

間という短い期間の留学をより実りのあるも

を実施しました。全プログラムはキャリア開

トリップの 中 で は 、ニュースでも目に する

のにするため、事前・事後の日本における研

発 に 焦 点を当てた ① B r i t i s h L i f e a n d

Bloomberg社への訪問に関して、
「 自分で働

修内容の充実が重要であると考えています。

B u s i n e s s 、② C r o s s - C u l t u r a l

く場所を選んで自信を持って働いている社員

学習内容に対する事前学習および参加目的

C o m m u n i c a t i o n f o r B u s i n e s s 、③

の方々の様子を見て憧れを感じ、私も自信を

の明確化、参加後の内省とディスカッション

International Careers Workshopのアカデ

持って働き社会に貢献したいと思うように

をプログラムに盛り込むことにより、短期プ

ミック科目で構成される内容であるものの、

なった」
「海外企業、特に金融・情報といった最

ログラムの質の向上を図ることが次期の目標

意識の高い低学年からの参加が多かったの

先端の分野を扱う会社に入れることがめった

です。尚、2014年春季は、同様のプログラム

が特徴でした。SAFメンバ―大学の3校から

にないため、自己啓発になった」などの感想が

をロンドンとニューヨークの2ヶ国で実施する

学生が参加し、事前研修からプログラム参加

多く寄せられました。

予定です。

参加学生の学年

11%

11%

2年

11%
44%

1年

少し物足りないと
感じた

明治大学

4年
3年

リーディング
（予習）
の量

大学の割合

33%

33.5%

多すぎて
大変だった

55.5%

課題の量と難易度
量は多かったが、あまり身に
なっていないと感じる

17%

量も難易度も
ちょうどよかった

17%

17%

慶應義塾大学

67%

量も多くとても
難しかった 17%

17%
33%

33%
中央大学

満足度
満足した

ちょうどよかった

とても満足した 33%

50%

どちらかというと
満足した

量は多かったが、
挑戦したこと
により伸びを実感できた

SAF日本事務局の活動内容
〔設立〕2000 年

「カスタム／セミカスタム・プログラム」

院大学国際学部、慶應義塾大学、駒澤大学、信州大

〔活動使命〕SAF は大学生の国際交流促進という使

特定の学部・学科におけるグループ留学プログラム

学、昭和女子大学、中 央 大 学、東京理科大学、東洋

命のもと、国際的な大学ネットワークを組織し、1学

を大学と共同企画・運営します。カリキュラムに組み

大学、
南山大学、日本女子大学、明 治 大 学、立教大学

期から 1 年間の質の高い留学機会を学生に提供す

込まれた留学プログラムを担当するため、大学のニー

ることを目的としています。

ズやプログラムの規模に応じて専任の SAF プログラ

〔活動種類〕
①留学プログラムの提供
「ジェネラル・プログラム」
交換／協定留学以外の認定／私費留学オプション
として、国際センターとの協力提携のもと、SAF 留
学プログラムを学生に提供します。

ムコーディネーターが大学内に常駐します。

（2013 年 8 月現在）

〔加盟に必要な手続き〕
手続き

費用

フルメンバー

MoU

入会金・年会費など
メンバー費不要

カスタム・
プログラム

契約

各大学・特定学部
との契約に基づく

メンバーシップの形態

②専門知識 •人材の提供
大学内の留学プログラムの運営や学生アドバイス等
の国際関連業務に対して専門知識の提供ならびに必
要に応じた SAF のスタッフ派遣を実施しています。
〔メンバー大学〕 桜美林大学、沖縄国際大学、関西学

SAF IN OTHER PARTS OF THE WORLD
東南アジアでのSAFの活動について

SAF アジアメンバー大学一覧
日本

アジアにおけるSAFのネットワークは現在、
中国、韓国、台湾、日本以外にも広がっており、

ネットワークへの加盟に注目が集まっています。
また、香港やマレーシアの大学は、アジア諸

特に東南アジアにおいてSAFは積極的な活動

国でのインターンシップ・プログラム開発には

を行っています。
東南アジアは、
国によりニーズ

成功しているものの、
査証
（ビザ）
の問題など、

が大きく異なるため、
各国のニーズに沿うモデ

欧米でのプログラムを独自で開発することに

ルで留学の機会を提供しています。

難しさを感じているようです。
SAFでは、
主にア

ブルネイ・ダルサラーム大学は、歴史的な背

メリカでのインターンシップ・プログラムの導

景からイギリスには多くの協定校を持つもの

入に向けて、
留学生課やキャリアセンターと話

の、アメリカやオーストラリアの大学との協定

し合いを続け、今後協力関係を築くために準

校拡大に課題を抱えており、その解決策の一

備を進めています。

つとしてアメリカの大学が多く加盟するSAF
の大学ネットワークへ加盟しました。2013年
の秋に第1期生となる16名の学生がSAFネット
ワーク大学へ留学します。
一方シンガポールでは、
ある程度の協定校を
確保している大学が多いものの、
協定を締結す
ることが難しいトップ大学への留学やアカデ
ミック・インターンシップ・プログラムへのニーズ
が高まっており、
これらの理由からSAFの大学

ブルネイ・ダルサラーム大学との調印式の様子

中央大学 Chuo University
桜美林大学 J. F. Oberlin University
日本女子大学 Japan Women's University
慶應義塾大学 Keio University
駒澤大学 Komazawa University
関西学院大学国際学部 Kwansei Gakuin University, School of International Studies
明治大学 Meiji University
南山大学 Nanzan University
沖縄国際大学 Okinawa International University
立教大学 Rikkyo University
信州大学 Shinshu University
昭和女子大学 Showa Women's University
東京理科大学 Tokyo University of Science
東洋大学 Toyo University

韓国
Catholic University of Korea
Chonnam National University
Chung-Ang University
Chungbuk National University
Dongguk University
Hankuk University of Foreign Studies
Hanyang University
Hongik University
Inha University
Kangwon National University
Kongju National University
Kookmin University
Korea University
Kyungpook National University
Myongji University
Pohang University of Science and Technology
Pusan National University
Seoul National University
Sogang University
Sookmyung Women's University
Soongsil University
University of Seoul
Yonsei University

台湾

ポストSAF留学: 大学院への自動進学制度の開発
Daniel Shen
Director, SAF China Oﬃce

中国、
韓国および台湾のSAF学生が、
母国の

でのGPAおよび別途受験するGREにて一定上

在籍大学を卒業した後に海外の大学院への進

のレベルをクリアすることを条件に、
大学院へ

学を希望する傾向があることを受け、
大学院進

の入学許可も同時に得ることができます。
これ

学に関する情報を、
SAFプログラム参加中に留

はつまり、
大学3年の時点で大学院への条件付

学先大学のGraduate Schoolの担当者から得

き合格が出ることを意味します。2013年秋に

ることができるGraduate Access Program

は、
5名の台湾の学生がコロラド州立大学の同

を2010年にスタートさせました。

Programに参加します。この5名の学生は、

現在はこのプログラムを発展させる形で、
「Graduate Access Program with Auto-

SAFプログラムでの勉強も含めたGPAで3.0以
上を取得し、かつ既定のGREスコアを取得す

matic Progression」
を導入することを検討し

ることで、
同大学のMaster of Management

ています。このプログラムに参加する学生は、

Practiceへの入学が許可されます。

最初の3年間は母国の在籍大学で勉強をし、
4

中国 、韓国および台湾の大学は大学学部生

年次にSAFの学部授業履修プログラムに参加

の留学を促進する一つの方法として、SAF の

します。学生は、SAFのプログラムへの入学審

開発する Graduate Access Program with

査と同時に海外の大学院への入学審査も受け、

Automatic Progression に注目しています。

優秀な学生であれば、
SAFプログラム終了時点

1 年生
2 年生

3 年生
SAF プログラムと
大学院へ同時出願
SAFプログラムに合格
大学院から入学に必要なGPA
とGREスコアが提示される

自国で勉強

大学卒業
夏休み

4 年生
SAF プログラムで
勉強をし、提示された
GPA を達成
GRE のスコアクリア

海外で勉強

大学院へ
入学

Feng Chia University
National Chiao Tung University
National Chung Cheng University
National Taiwan Normal University
National Taiwan University
National Tsing Hua University
Tunghai University

中国
Beijing Forestry University
Beijing Institute of Technology
Beijing Jiaotong University
Beijing Normal University
Beijing University of Chemical Technology
Beijing University of Posts & Telecommunications
Central China Normal University
Central University of Finance & Economics
China Pharmaceutical University
China University of Mining & Technology Beijing
China University of Petroleum
China University of Political Science & Law
Communications University of China
Dalian University of Technology
East China Normal University
East China University of Political Science & Law
East China University of Science & Technology
Fujian Normal University
Guangdong University of Foreign Studies
Huazong University of Science & Technology
Hunan University
Jinan University
Nankai University
North China Electric Power University
Northeast Normal University
Northeastern University
Office of Pilot Software Engineering Schools (MOE)
Shaanxi Normal University
Shanghai Finance University
Shanghai Institute of Foreign Trade
Shanghai Jiaotong University
Shanghai Normal University
South China University of Technology
Southeast University
Tianjin University
Tongji University
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2013年6月11日〜6月13日の日程でシン
ガポールで行われた「第7回グローバル・イン

いうこともあり、インターンシップの派遣学生

大学担当
留学プログラム開発
マネージャー

ターンシップ・カンファレンス（GIC）」には、

数を伸ばすことに成功した韓国の大学の事

廣見 道子

SAFの各事務局のスタッフを含め世界各国の

例や、欧米の学生のためのアジアにおけるイ

高等教育機関や海外インターンシップ・プロ

ンターンシップ・プログラム開発についてな

プログラム運営・学生支援
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グラム提供機関から、約200名の参加者が集

ど、アジアに焦点を当てたケース・スタディが

児玉 有子

まりました。

多かったのが特徴的でした。カンファレンス

カンファレンス開催中は様々なセッション

を通してアジア地域における海外インターン

が行われ、海外インターンシップ・プログラム

シップのニーズが今後更に高まっていくこと

の内容と新卒採用を行う企業が期待するスキ

を改めて実感すると共に、SAFでもアジアの

ルのマッチング方法、学部生が海外インター

学生のニーズに応えられるよう、積極的に海

ンシップに参加することの意義やそれに伴う

外インターンシップ・プログラムの開発を行っ

成果、外部教育機関と連携したプログラム開

ていく方針です。来年、同カンファレンスはカ

発についてなど、多くの研究発表が行われま

ナダのトロントで開催の予定です。

した。
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〈GICのウェブサイト〉

また今年はアジアにおける初めての開催と
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SAF留学プログラム参加学生からのメッセージ
American University Washington Semester Program（WSP）
（2012‐2013 Academic Year）
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岡嶋 美和

さん

マネジメント力は、いか
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ウェンゲル 和加子

なる職に 就くにせよ、仕
事に不可欠な能力です。
勉強面以外では、学生主

WSPは全米各州と世界中

体団体を通じて様々な講

の学生が 一学 期（約 4か月

演会やイベントを催した

の）間DCに集結し、それぞ

ことで、マネジメント力や

れのテーマに合わせて週2

より具体的には企画力・

日のインターンシップと週3

調整力・実行力が身につ

日のゼミを提供するプログラムです。私がこのプ

いたと思います。小さな事務作業であれ大きな

ログラムを通して得られたものは、
大別して挫折、

企画であれ、留学で培った企画力・調整力・実

マネジメント力、ネットワーキング力の3点です。

行力を駆使してPlan Do Check Action繰り返

そしてこれらの3点は今後に大いに活かしていけ

すことで、業務の改善に貢献するのみならず、

ると思います。

自らの向上に繋がると思います。
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プログラム参加中に感じた自分の英語力の無

最後のネットワーキング力は、築き上げた

さ、構成力の無さ、そして自分の勉強に対する受

ネットワークも含め、生涯に残る財産です。就

動的な姿勢は、私が求めていた「挫折」という経

職活動の一環として、DCに滞在されている日

験を見事に達成してくれたと思います。自ら主体

本人の方とのネットワーキングに力を入れたこ

的・能動的に考える姿勢は受動性が善とされる

とで、
60名以上の方と面識を持つことができま
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日本の社会でも必要なものであり、ましてやグ

した。様々な職の方からお話を聞くことに注力

細井 美那

ローバル化が進む今日、
返って日本に今一番必要

した分、今まで知らなかった業務内容、価値観

な要素なのではないかと思います。将来日本の

に触れることができたのは、留学で得た大きな

社会の一員になるという自覚を持ちながら、自ら

収穫の一つです。出会えたこの幸運をありがた

が社会をどのようにしたいのか、自分なり展望を

く維持しつつ、頂戴した励みを原動力に、自分

描けるよう訓練を重ねたいと思います。

の未来を切り開いていきたいと思います。
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