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横浜国立大学国際戦略 

 

第１部 基本戦略 

 

 

 
 
 
 

【基本指針】 
 

１）学内資源を有効に活用し、メリハリ型・重点型の国際交流活動を展開する 

  国際交流を網羅型からメリハリ・重点型へと転換し、限りある学内資源を有効活用

することによって最大限の効果をあげることを目指すとともに、質の高い活動を展開

する。 

２）世界を舞台に活躍できる人材を全力をあげて育成する 

  国際的なコミュニケーション能力、異文化を理解する力、実践的な課題解決能力な

どに優れ、世界を舞台に活躍することのできる人材を、大学入学時点から卒業・修了

に至るまで全力をあげて育成する。このため、学生の海外派遣も一層積極的に支援す

る。また、世界中から優秀な学生を受け入れ、彼らの能力を更に高めて世の中に送り

出すことを目指す。 

３）世界に開かれた教育研究活動を展開する 

  世界水準の質の高い教育研究活動を実施し、それを世界に発信することを各教職員

が心がける。また、大学ランキングに過度にとらわれることのないよう注意しつつ、

世界的に本学についての正当な評価が得られるよう、情報発信の質をソフトウェア・

コンテンツの両面で高めていく。さらに、世界の知のネットワークと連携し、主体的

に活動することで世界に開かれた大学を実現する。 

４） キャンパスの国際化を図るとともに、キャンパスで生まれた国際的ネッ

トワークを大切に育んでいく。 

  国際通用性があり、異文化に対しても寛容なキャンパスづくりに努め、学内を国際

交流の拠点とするとともに、国内外の本学出身者交流を支援するなどキャンパスで生

まれた国際的ネットワークを大切に育んでいく。 

５）横浜の地理的特性、歴史的背景を活かした国際交流活動を展開する 

   国際都市横浜において成長してきた本学の歴史的背景、地理的特性を生かし、地域社

会とも連携しつつ、個性と魅力に富んだ国際交流活動を展開する。 

６）地球的規模の重要課題解決に向け積極的に貢献する 

  人類社会が直面する諸課題の解決に向け、本学の実践的学術の成果をもって貢献して

いくとの姿勢を常に持ち、世界とともに歩む。日本政府や諸外国、国際機関等からの知

的支援の要請にも積極的に応えていく。 

【達成目標】 

卓越した「実践的学術の拠点」を形成し、それを世界中どこからも 

見えるようにすることによって、世界に開かれた大学を実現する。 



 

第２部 行動戦略 

第１部で示した基本戦略を実現するため、ここに中期的な行動戦略を示す。 
本行動戦略が視野に入れている期間は、次期中期目標期間（2010～2015 年度）終了時である 2015 年度

末までとする。なお、今後、本学の次期中期目標・中期計画の検討状況を踏まえ、必要に応じ改訂する。 
 
 

Ａ．国際人材育成戦略                           
 

（１）教育内容及び教育水準の国際化 

（２）世界で活躍する人材の育成 

（３）重点地域との交流促進 

（４）優秀な留学生の確保、留学生支援の充実 

 

Ｂ．国際学術研究推進戦略                           
 

（１）世界水準の学術研究拠点創出 

（２）研究水準の国際化  

（３）研究環境の国際化 

（４）世界を相手に研究を展開できる若手研究者の育成 

（５）国際共同研究、国際的な産学連携活動の拡充 

 

Ｃ．国際連携推進戦略                            
 

（１）戦略的・実質的な大学間交流の展開  

（２）本学の実践的学術の成果を生かした国際的な重要課題への積極的な貢献 

（３）特色ある国際連携の推進 

（４）キャンパスで生まれる国際ネットワークの強化、海外拠点の整備 

 

Ｄ．組織、財務、広報等の基盤戦略                         
 

（１）国際戦略推進体制の抜本的強化 

（２）財務体制の強化 

（３）海外への情報発信の強化  

（４）国際的知名度の向上 

（５）キャンパスの国際化 

（６）海外における安全と危機管理 

 



 

横浜国立大学国際戦略 

 

２００８年２月２８日 

横 浜 国 立 大 学 
 

第１部 基本戦略 

 

■横浜国立大学における国際化、国際競争力強化の必要性  

 

 横浜国立大学は、かつて「開国」の窓口となったことがきっかけで発展し、その後現在

に至るまで国際港としての長年の歴史を有する横浜の地で、国全体の国際化を先導する大

学として成長・発展してきた。そのため、大学憲章においても、実践性、先進性、開放性

と並んで、「国際性」を建学の精神として掲げるとともに、この具体化を通じ「人類の福祉

と社会の持続的発展に貢献するために『実践的学術の拠点』となる」ことを大学の目標と

している（「横浜国立大学の目標と目標達成のための指針」）。 

 本学では、国際化に関してこの建学精神、目標の実現を目指してきており、また「国際」

都市たる横浜のイメージが本学の一般的高評価につながっていることは否定できない。し

かし、虚心坦懐に振り返った場合、我々は真に国際的な大学となり得ているであろうか。

国内に向けて「国際性」を標榜するだけで、教育・研究機関として全地球規模での勝負の

場に出て行くことにためらいはなかったであろうか。国の政策決定を待って対応する受身

の姿勢に安んじてはいなかったであろうか。また、実際に世界で通用する水準の教育・研

究を行っていながら、そのことを国外に向けて積極的に発信することを怠ってはこなかっ

たであろうか。近年までは、やや受身の態度も学問の府らしい謙虚さ・誠実さとしてむし

ろ好ましく受け止められていたのかも知れない。しかし、特に国立大学の法人化以後、単

なる言葉上の「国際性」や控えめな対外情報発信といった内向きの世界に安住することは

もはや許されなくなっており、本学においても真の意味での国際化が必要になっている。 

大学間の競争は、国内だけでなく、むしろ国際的な平面で激化している。黒船は再び横

浜の地に迫っている。研究、教育、世界貢献の各面で真に足腰の強い大学を、国際競争に

堪え得る大学を横浜の地から作り上げていかなくてはならない。 

 以上をやや角度を変えて整理すると次のようにも言うことができる。 

 

① 知的活動に関する国際的な競争の激化 

現代の経済社会においては、情報通信技術の飛躍的発達やヒト・モノ・カネの国際移動

コストの大幅な低減によって、好むと好まざるとにかかわらず、「グローバル化」が急速に

進展している。これに伴い、知的活動やその成果をめぐる国境を越えた競争も激化してい

る。先進国、開発途上国を問わず、多くの大学が「国際水準の大学」(world-class 

university)を標榜し、世界中から優秀な学生・研究者を集めることに力を注いでいる。こ

うしたグローバルな競争状況の中にあっては、我々の教育活動及び研究活動を国際水準、



更には国際水準以上のものとし、世界を相手に競争力を高めていくことが不可欠である。 

②教育研究活動の活性化・多様化の必要性 

もちろん、知的活動とその基盤形成に関する大学間の競争は、国際の場だけで行われて

いるのではない。国立大学の法人化以降、国内でも激化する大学間競争の中にあって、本

学の一層の発展のためには、海外から広く多様な経歴、能力、国籍を持つ学生・研究者を

受け入れ、また、本学から海外へ派遣していくことにより、教育研究活動の活性化を図っ

ていかなければならない。多様な思考行動様式を持つ多くの人材の交流は、様々な面で教

育研究活動に新しい展開をもたらす可能性を与えることとなろう。 

③世界を舞台に活躍できる人材育成の必要性 

自由で自律ある学風の下に、高度な教育と研究を行って、その成果である人材や知識を

広く社会に開放し、人類の福祉と社会の持続的発展に貢献することが本学の使命であり、

社会からもそのことが期待されている。この期待に応えるためには、世界を舞台に活躍で

きる人材を育成していくことが必要であり、このために、大学自体の一層の国際化が不可

欠である。すなわち、教育の現場のみならず、教員相互間、学生相互間の関係においても、

日本人と外国人が切磋琢磨する環境を整備することにより、異文化を理解し、国境や民族

の違いを越えたコミュニケーションができる人材の育成を図っていくことが差し迫った課

題となっている。 

④世界的な知的活動ネットワークへの参加の必要性 

地球環境問題や地球的規模での富の偏在など、今ほど人類が「持続可能な開発」の課題

に直面したことはない。こうした重要課題に取り組むためには、各国政府間の協力のみな

らず、各個人や企業、団体、市民社会が国境を越えて連携する場が必要であり、現にその

ような連携・連帯のネットワークが世界中に張りめぐらされつつある。本学としても「実

践的学術の拠点」として国際貢献を果たすべく、世界的な知的活動のネットワーク（教員

のみならず、学生、職員、更には地域社会も参加するもの）を企画・形成し、また参画し、

持続可能な地球の諸課題の解決に向けて、積極的な役割を果たしていくことが求められて

いる。 

 

■国際戦略の必要性           

 

これまでの本学の教育研究活動の成果については、既に国際的にも一定の評価が与えら

れてはいるが、残念ながら本学の海外での知名度は高いとはいえない。本学の国際的名声

を更に高めるべく、教育研究の一層の充実を図る必要がある。国境を越えた高等教育機関

の間の競争は今後更に激化し、また国際連携の必要性も益々増大すると考えられるからで

ある。本学の一層の国際化、国際競争力の強化は、本学の今後の発展のために我々が正面

から取り組んでいくべき緊急性の高い課題である。 

これを実現していくには、定まった目標と具体的な手段を整備する戦略的対応が必要で

あり、横浜国立大学としての国際戦略が不可欠である。これまでの本学の国際的評価は、

主として個々の教職員の自主的努力によって築き上げられてきたものであるが、今後は大

学全体として共通の目標を持って組織的に取り組んでいかなければならない。戦略に基づ

く中長期的な展望に立って、限りある学内資源を有効活用し、 大限の効果を上げること



が必要である。また、基本戦略を個々の教職員が自家薬籠中のものとして日々の実践に活

かしていくことも必要である。教職員の間で基本戦略を共有することにより、社会情勢の

変化にも柔軟・迅速に対応することが可能となる。 

今般、国際的活動に携わってきた各部局の教職員の間で討議を重ねた結果、当面の国際

戦略としては次のようなことが適当であろうとの結論に至った。 

 

 

■横浜国立大学における国際化、国際競争力強化の基本戦略   

 

 本学の国際化、国際競争力強化に当たっての達成目標を「卓越した『実践的学術の拠点』

を形成し、それを世界中どこからも見えるようにすることによって世界に開かれた大学を

実現すること」とする。すなわち、研究・教育の卓越した拠点を形成するとともに、世界

の政治的・経済的指導者や教育関係者、研究者、また若者一般の念頭に Yokohama National 

University の一語が記憶され、機会あるごとに言及される状況を作り出すことに向けて努

力する。当然ながら、この目標は、教職員だけでなく学生や、更には卒業生をも含めて共

有されるものとしたい。大学としては、この目標実現に向け、限りある資源を有効に活用

すると同時に、国際活動自体も新たな外部資金を惹きつける魅力あるものとしたい。 

 

 

 

 

 
 
 

この達成目標を実現するため、以下の柱を基本指針とし、戦略的に行動を展開すること

とする。 
 
【基本指針】 

 

１）学内資源を有効に活用し、メリハリ型・重点型の国際交流活動を展開する 

  国際交流を網羅型からメリハリ・重点型へと転換し、限りある学内資源を有効活用

することによって 大限の効果をあげることを目指すとともに、質の高い活動を展開

する。 
 

２）世界を舞台に活躍できる人材を育成することに全力を注ぐ 

  国際的なコミュニケーション能力、異文化を理解する力、実践的な課題解決能力な

どに優れ、世界を舞台に活躍することのできるたくましい人材を、大学入学時点から

卒業・修了に至るまで全力をあげて育成する。このため、学生の海外派遣も一層積極

的に支援する。また、世界中から優秀な学生を受け入れ、彼らの能力を更に高めて世

の中に送り出すことを目指す。 

 
 

【達成目標】 

卓越した「実践的学術の拠点」を形成し、それを世界中どこからも  

見えるようにすることによって、世界に開かれた大学を実現する。 



３）世界に開かれた教育研究活動を展開する 

  世界水準の質の高い教育研究活動を実施し、それを世界に発信することを各教職員

が心がける。世界的に本学についての正当な評価が得られるよう、情報発信の質を媒

体・内容の両面で高めていく。さらに、世界の高等教育・研究機関のネットワークと

連携し、本学の主体性を活かして活動することで世界に開かれた大学を実現する。 

 

４） キャンパスの国際化を図るとともに、キャンパスで生まれた国際的ネッ

トワークを大切に育んでいく。 

  国際通用性があり、異文化に対しても寛容なキャンパスづくりに努め、学内を国際

交流の拠点とするとともに、国内外の本学出身者交流を支援するなどキャンパスで生

まれた国際的ネットワークを大切に育んでいく。 
 

５）横浜の地理的特性、歴史的背景を活かした国際交流活動を展開する 

   国際都市横浜において成長してきた本学の歴史的背景、地理的特性を生かし、地域社

会とも連携しつつ、個性と魅力に富んだ国際交流活動を展開する。 
 

６）地球的規模の重要課題解決に向け積極的に貢献する 

  人類社会が直面する諸課題の解決に向け、本学の実践的学術の成果をもって貢献し

ていく。こうした問題解決に向けての知的支援に関する日本政府や諸外国、国際機関

等からのさまざまな国策的・政策的要請にも可能な限り積極的に応えていく。 
 
 



 

第２部 行動戦略 

 

第１部で示した基本戦略を実現するため、ここに中期的な行動戦略を示す。 

本行動戦略が視野に入れている期間は、次期中期目標期間（2010～2015 年度）終了時で

ある 2015 年度末までとする。なお、今後、本学の次期中期目標・中期計画の検討状況を踏

まえ、必要に応じて改訂する。 

 

 

 

Ａ．国際人材育成戦略                           

 
（１）教育内容及び教育水準の国際化 

 ○ 国際的に通用する質の高いカリキュラム、コースワーク策定等により、成果が保証

される教育、世界を舞台に通用する実力を付与する教育を実施する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 大学、特に大学院への入口管理と出口管理を徹底することにより、入学者の質を確

保するとともに、学位の国際的通用性を保証する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 留学先としての本学の魅力を高めるため、また、本学の特色を一層伸ばすため、留

学生向け、日本人学生向けを問わず、英語による教育プログラムの一層の充実を図る。

特に、大学院課程は使用言語の選択として英語に重点を置くこととし、英語と日本語

の講義を隔年開講するなどの工夫もしつつ、全ての大学院への英語コースの設置を目

指す。 
【2008 年度以降、逐次実施。後段は 2013 年度までに実施】 

○ 世界銀行等の国際機関等と連携した英語による途上国人材育成プログラムは引き続

き大学として重視する。また、今後も本学がこれらのプログラムを獲得、さらには充

実できるよう、事業実施体制のあり方を検討する。 
【後段は 2009 年度末までに結論】 

○ 英語によるプログラムを充実させることができるよう、特に大学院教育に携わる教

員について、採用段階での考慮も含め、英語による教授能力を高める。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

○ 基幹的協定校（Ｃ．(1)に記載）を中心に、又はＰＵＬ（国際みなとまち大学リーグ；

Port-city University League）等を活用し、ジョイントディグリー、ダブルディグリ

ー等の国際的な大学連携による教育プログラムを開発・実施する。その際には、英語

による講義や秋季入学制度の活用等、留学や派遣が促進されるような環境の整備も必

要に応じて行う。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

 



○ 現在実施されている国際交流科目について、科目数を充実するとともに、卒業科目

への算入を全学的に行うことにより、受講を促進する。 
【2009 年度末までに結論】 

 ○ 後述（Ｄ．(１)）の国際戦略推進体制の検討において、全学的な国際教育プログラ

ムの企画立案実施機能を格段に高めるための組織のあり方について検討する。 

 【2008 年度末までに結論】 

 ○ 文化活動やスポーツ活動を通じた国際交流の取組も促進し、異文化を理解し、国境

や民族の違いを越えたコミュニケーションができる人材の育成に努める。 

【2008 年度以降、継続的に実施】 

 

（２）世界で活躍する人材の育成 

○ 世界を舞台に活躍する人材を育成するため、本学学生の海外派遣の一層の推進を図

る。このため、派遣留学や短期の語学研修派遣等が本学の課程修了上不利とならない

よう、これらの派遣をカリキュラムに組み込むなどの対応を検討する。 
               【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 学生の海外での研究上の研鑽活動への支援事業を継続して行う。また、海外のサマ

ープログラム、国際インターンシップ等の情報収集及び学生への提供を行うとともに、

海外大学等と連携し、これらのプログラムの開発も検討する。 
【2008 年度以降、継続的に実施。後段は 2010 年度末までに実施】 

○ 留学生センターのラウンジ又は１０５教室のような場や、交流会、サブゼミ等の、

日常的に外国語や異文化に接することができる場・機会を各部局にも設け、外国（語）

や異文化が身近なものと感じさせることにより交流を促進する。 
図書館メディアブースの利用【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 海外派遣プログラムの内容や派遣に伴う卒業・修了までの履修モデルを入学段階さ

らには受験生に対して提示することにより、入学後早々に留学プランを検討できるよ

うにするとともに、留学意識の高い学生の入学受入れを推進する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 実践的な英語教育を重視し、これを強化するとともに、大学院、学部、日本人学生、

留学生等の区分けを行った上でのきめ細かな教育を行う。プレゼンテーション等の実

践的コミュニケーション能力向上の取組等のほか、特に学部生向けに、英語によるレ

ポートの書き方、面接や履歴書の書き方等の授業も行うとともに、大学院生向けに、

英語による論文の書き方に関する指導を行う。 
【2009 年度末までに実施】 

○ 具体的達成目標を設定した上で TOEFL、TOEIC 等を進級の要件に加えることを検

討するとともに、必須化した場合には、目標達成をサポートする授業もあわせ実施す

る。 
【2009 年度末までに結論】 

○ 英語をはじめとする語学力向上には、海外での短期語学研修は効果も大きく、これ

らのプログラムを更に開発・実施する。 
【2010 年度末までに実施】 



○ 学内で実施している英語による講義（途上国人材育成プログラム等は除く）につい

て、講義の 後１５分程度を日本語による内容確認にあてる等の工夫により、これら

の講義への日本人学生の参加を促進する。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

 

（３）重点地域との交流促進 

○ 近年発展著しいアジア諸国への派遣を強化する。特に、中国、韓国、台湾等の東ア

ジアとは本学の交流も盛んであることから、派遣目的を明確化するとともに派遣のメ

リットの周知を図りつつ、積極的に派遣する。 
【2008 年度以降、継続的実施】 

○ 中国語、韓国語などの語学教育を充実させるとともに、集中講義方式の活用も含め、

留学生センターで実施しているトークタイム（英語）の多言語版の実施等を検討する。 
【2009 年度末までに結論】 

○ 英語で授業を行うコースを開設している、タイ、シンガポール、マレーシア等との

学生交流の促進を図る。特に、本学で政府派遣留学生を多く受け入れているマレーシ

アが交流強化のターゲットになると考える十分な理由がある。また、本学は対応が遅

れているシンガポールへの対応も行う。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 既に活発な同窓会活動が展開されている上海やベトナムの卒業生との交流を更に深

めるとともに、これらのネットワークを活用した就職活動支援も検討する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 

（４）優秀な留学生の確保、留学生支援の充実 

 ○ 留学生の確保については、優秀な大学院学生（及び研究生）の確保、さらには研究

者の確保も視野に、大学全体として戦略を持って取り組む。 

【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 全学的な組織と部局とが連携しつつ、優秀な留学生の確保に努める。特に、今後整

備される本学のリエゾンオフィスを通じての渡日前審査（現地面接等）の試みや、他

大学等の海外オフィスとの連携等により、現地において、質の高い人材の獲得が可能

となる仕組みを検討する。 
【2010 年度末までに実施】 

 ○ 現在の留学生への奨学金事業を継続して実施するとともに、外部資金の活用等も含

め、更なる拡充を目指す。また、学外の各種奨学金等に対する適切な情報提供を充実

させる。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 成績・単位取得状況・出席状況を含めたきめ細かいカウンセリングや、ＴＡの活用

等による研究上のアドバイス、チューターの活用及び研修によるチューターの能力向

上等を引き続き実施し、留学生に対する助言、相談体制を充実させる。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 地域の経済団体等と連携しインターンシップ事業を行うなど、日本企業等に就職を



希望する留学生への支援を引き続き行う。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ 大岡地区の再整備等により、留学生向けの宿泊施設の更なる充実を図る。 
【可能な限り速やかに実施（遅くとも 2012 年度末までに実施）】 

 ○ インターネットや遠隔教育システム等の活用により、帰国留学生に対するフォロー

アップ事業を行うことを検討する。 

  【2009 年度までに結論】 

 

 

 

Ｂ．国際学術研究推進戦略                           

 
（１）世界水準の学術研究拠点創出 

 ○ グローバルＣＯＥプログラムに採択されたプロジェクト等、卓越した研究分野をさ

らに強化するための投資を行う。また、これらのプロジェクトと連携を図り、成果が

全学にプラスの影響を与え、相互に高めあっていくような仕組みを工夫する。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

 ○ 次代の国際学術拠点を創出するため、分野横断型、文理融合型のプロジェクト研究

を引き続き推進し、学内に多様な学術研究拠点を創出するとともに、国際的にも高い

評価を受けたプロジェクトに重点投資を行う。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

 ○ これらの重点投資を行いつつも、次代、次々代の新たな発展の源泉を確保すべく、

学内で様々な発展段階の多様な研究を展開させる。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 
（２）研究水準の国際化  

 ○ 教員評価のうち研究面の評価においては、国際的に高い評価を受けている学術誌へ

の論文発表、国際的に評価の高い学会、シンポジウム等での発表等、国際水準の研究

活動を、標準的に行っているべき水準として要求していく。 
【速やかに実施】 

 ○ 国際的に高い評価を受けている学術誌への論文投稿を奨励する。このため、掲載実

績を有する教員によるセミナー等のＦＤを充実させる。また、海外発表論文の校閲支

援制度の導入の可能性について検討する。 
【2008 年度末までに実施。後段は 2010 年度末までに結論】 

 ○ テニュアポストに採用される教員に対し、採用時において、外国での教育研究経験

（外国でのポスト経験、留学経験、水準の高い共同研究経験（短期間含む）等）を有

することを積極的に評価する。また、テニュアポストへの採用にあたって、国際的に

高い評価を受けている学術雑誌への論文投稿掲載実績、美術・芸術・建築系にあって

は国際的なコンペ等での実績を有すること等を条件化することについて検討する。 
【2008 年度以降、逐次実施。後段は 2010 年度末までに結論】 



 ○ 質の高い大学院学生を育てるとともに TA/RA へのＦＤ実施等により TA/RA 制度を

実質化し、より水準の高い教育研究活動に教員リソースを投入できるよう努める。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 水準の高い研究活動を行うため、競争的研究資金に積極的に応募する。大学は、説

明会の開催や採択実績を有する教員によるアドバイス等を行う。また、間接経費等も

活用しつつ、経理処理面も含め、研究者を組織的に支援する仕組みについて検討する。 
【2008 年度以降、継続的に実施。後段は 2009 年度末までに結論】 

 ○ 日本学術振興会等の外部資金も積極的に活用し、国際シンポジウム、ワークショッ

プ等を国内外で活発に開催する。大学は、部局等における国際シンポジウム開催を支

援する体制を整備する。 
【2008 年度以降、継続的に実施。後段は 2009 年度末までに実施】 

○ 全学的な国際シンポジウム等を国際戦略推進室（Ｄ．（１）に記載）が中心となり年

１回は開催し、本学の研究成果を国際発信する。 
【2009 年度以降、継続的に実施】 

 ○ サバティカル制度の全学的な導入を検討し、水準の高い研究を実施する教員に対し

ては、研究活動への専念機会を確保し、飛躍的な研究水準の発展を目指す。  
【2010 年度末までに結論】 

 

（３）研究環境の国際化 

 ○ 研究（大学院教育を含む）に携わる教員の採用にあたっては、専門職大学院の実務

家教員等特別の事情のある場合を除き、国際公募を原則とすることを目指す。また、

特に、国際的な先端研究拠点においては、日本人候補者と外国人候補者が同水準の能

力であった場合には、外国人候補者を優先して採用するよう努める。国際戦略会議は、

大学全体及び各部局ごとに、外国人教員・研究者の拡充目標を設定する。 
【2008 年度以降継続的に実施。拡充目標設定は、2009 年度末までに実施】 

 ○ 基幹的協定校を中心に、教員の相互派遣を活発化させ、本学教員の海外での教育研

究経験を豊富にするとともに、先方大学から教員を受け入れ、外国語での講義を実施

する。 
【2009 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 外国人研究者宿泊施設を飛躍的に充実し、外国人研究者の受け入れ体制を整える。

このため、大岡国際交流会館の再整備を行う。また、常盤台キャンパスの職員宿泊施

設等の既存施設の有効活用や民間ホテル等との提携等により、比較的低料金で短期間

の滞在先を確保できる方策について検討する。 
【可能な限り速やかに実施（遅くとも 2012 年度末までに実施）】 

 ○ 外国人研究者受入促進を図るとともに受け入れ研究者の過度の負担を軽減するため、

外国人研究者の受入手続きや、国内での生活に関する相談・サポート体制を整備し、

組織的な受け入れ態勢を確立する。 
【2009 年度末までに実施】 

 ○ 海外の 先端の研究成果へのアクセスを容易にし研究の生産性を大幅に向上させる

よう、また、外国人研究者の研究環境確保の観点から、電子ジャーナルを抜本的に充



実させる方策について、社会的な動向も見据えつつ検討し、実施する。   
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 
（４）世界を相手に研究を展開できる若手研究者の育成 

 ○ 国際的に卓越した研究を行っている若手研究者を表彰するとともに、国際学会での

発表等、海外への研究成果発信を大学として支援する。 
【2010 年度末までに速やかに実施】 

 ○ 客員研究員、ポスドク、研究生制度なども一層活用し、海外から優秀な若手研究者

及び研究者を目指す者を積極的に採用・招聘する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 海外での研鑽機会を若手研究者が自ら獲得し、海外で教育研究の経験を積むよう、

国内外の奨学金やフェローシップ等への応募を支援する。このため、大学は助成情報

の収集・提供に努めるとともに、部局においては、助成に採択された若手研究者を実

際に派遣できるよう支援する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 博士課程前期・修士課程の学生を含め、優秀な大学院学生が国際学会や海外のワー

クショップ等で発表し研鑽できるよう、大学として強力に支援する。 
【2008 年度以降、継続的に実施（事業強化を 2010 年度末までに実施）】 

 ○ 特に大学院学生を対象に、一流の外国人研究者等を招聘して英語で集中講義を実施

するなどにより、英語の学習及び研究上の刺激を得る機会を提供すべく、検討する。 
【2010 年度末までに速やかに結論】 

（５）国際共同研究、国際的な産学連携活動の拡充 

 ○ 外国大学・研究機関はもとより、外国企業、多国籍企業、外国政府、国際機関等と

の共同研究を積極的に進め、実学的な学術研究を伝統とする本学の特色を、世界を舞

台に伸ばす。このため、国際共同研究のスタートアップ支援を戦略的に実施する。 
【2010 年度末までに速やかに実施】 

○ 国際的な産学連携活動を戦略的に実施するため、国際産学連携ポリシーを策定する

とともに、国際的に通用する知財人材の育成・確保、国際法務機能の強化等の体制整

備を図る。 
【2010 年度末までに速やかに実施】 

 
 
 

Ｃ．国際連携推進戦略                            

 
（１）戦略的・実質的な大学間交流の展開 

 ○ 大学間交流協定について、戦略的に基幹的交流協定校を１５～２０大学程度選定し、

通常の協定校と比して重点的な交流を展開する。その際、①世界をリードする有力大

学、②地政学的に重要な拠点大学、③本学とのつながりが深い（本学出身者が多いな

ど）大学、などの観点から、戦略的に選定する。その際、現在協定を結んでいない大



学であっても、積極的な働きかけを行う。 
【2009 年度末までに実施。以後、必要に応じ見直し】 

 ○ 基幹的協定校との基本的な連絡業務窓口を、各部局若しくは教員個人から国際戦略

推進室へ移行し（交流プログラム実施部局、教員等と連携を図りつつ基本的な窓口機

能を果す）、部局・教員の負担を減らすとともに、全学的な観点からの重点交流が可能

な体制を整える。 
【2009 年度末までに実施】 

 ○ 基幹的交流協定校以外の大学との交流についても、協定を実質化するよう努める。

また、現在多くの協定において、実質的に学生交流に主眼が置かれているが、共同研

究等の研究面での交流を意識的に推進し、本学の国際的な研究能力を強化する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 大学間交流協定については時限を付して締結し、一定期間ごとに見直すこととし、

意義が乏しくなった交流については協定を更新せず、別の大学へ資源を振り向ける。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 
（２）本学の実践的学術の成果を生かした国際的な重要課題への積極的な貢献 

 ○ 国内外の国際開発協力諸機関等との連携を強め、本学の実践的学術の成果を生かし

た国際開発協力事業に積極的に取り組む。また、これらの取組を促進するため、教職

員への適切なインセンティブ付与や、他の業務の負担軽減等の環境面での支援の仕組

みを検討し、実施する。   
【2008 年度以降、継続的に実施。後段は 2010 年度末までに結論】 

 ○ 環境マネジメントや災害対策など、特に本学が比較優位を有し、かつ、国際的に重

要な課題となっている研究分野においては、日本政府、各国政府や国際機関等とも連

携した取組に戦略的に参画し、本学のプレゼンスを高める。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 全学を対象にした国際開発協力に関する講義・演習を実施し、国際開発に関する知

識等を広く伝達するとともに、専攻分野に関係なく、世界の直面する課題に関心を持

ち、行動する実践的人材を育成する。 
【2010 年度末までに実施】 

 
（３）特色ある国際連携の推進 

 ○ 本学主導で立ち上げた PUL の発展に努め、５大陸の全てに参加大学を擁すること

を目指す。また、PUL をベースにした特色ある教育研究プロジェクトや、港都市も交

えた交流事業を継続的に実施する。       
           【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 横浜という立地を生かし、国連大学高等研究所をはじめ、横浜に所在する国際機関

や、国際協力関係機関等との連携・交流を深める。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 本学の目指すべき方向、本学の特色等を踏まえ、意義が大きいと認められる国際大

学コンソーシアム等には意欲的に参画する。     【2008 年度以降、逐次実施】 



 
（４）キャンパスで生まれる国際ネットワークの強化、海外拠点の整備 

 ○ 基幹的交流協定校等との教育研究プロジェクトや、本学の同窓会組織（上海、ベト

ナム等）をベースに、それらの活動の更なる発展のための活動拠点、優秀な留学生を

確保するための拠点、本学の情報発信拠点等の機能を果す海外拠点を整備する。 
【2008 年度中に 初の拠点を整備、以降逐次実施】 

 ○ 大学の財産である本学卒業生、留学経験者、本学来訪研究者のネットワーク化を図

るとともに、継続的に本学からの情報に接する機会を提供する。特に、留学経験者等

の多い大学、国については、同窓会組織の整備について大学として支援し、本学の海

外拠点としても活用する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

○ また、留学生ホームカミングディを継続的に実施し、大学と留学経験者とのつなが

りを強化するだけでなく、留学経験者と現役の留学生の交流促進も図る。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 本学教職員の持つ国際ネットワークを国際戦略推進室において一元的に把握するよ

う努め、これを国際展開に活用する。 
【2009 年度以降、継続的に実施】 

 

 

 

Ｄ．組織、財務、広報等の基盤戦略                          

 
（１）国際戦略推進体制の抜本的強化 

 ○ 国際化、国際競争力の強化のためには、横浜国立大学全体として、部局を横断し、

教育、研究及び国際貢献活動等の全体を見据え、戦略を持って対応していくことが不

可欠である。このため、学長を議長とする「国際戦略会議」を設置し、国際戦略策定

（改訂）及び戦略実施の基本方針を議論するとともに、戦略を推進するための中核組

織として「国際戦略推進室」を設置し、国際戦略推進体制の抜本的強化を図る。既存

の国際交流委員会は廃止する。（別紙１参照） 
【2009 年度までに実施】 

 
 ○ 「国際戦略推進室」は学長・国際戦略会議の下、本学の国際戦略推進に係る企画立

案及び実施を担い、例えば以下のような、国際関係業務の中核としての実務的機能を

果す。また、この機能を支えるべく、リエゾンマネージャーを複数名配置する。 
・国際活動に関する本学の知的・人的リソースに係る情報の一元的把握 
・大学間交流協定の審議 
・基幹的協定校の選定審議及び選定後の基本的連絡窓口 
・留学生・外国人研究者の受入支援及び総合相談窓口 
・大学全体としての国際シンポジウムの開催及び部局への開催支援 
・国際関係を中心とする国内外の外部資金情報の獲得及び学内への提供 



・学内文書の英語化支援 
・大学の国際的知名度向上への戦略的取組 
・ＰＵＬ運営 
・海外の大学における国際化の動向把握 
・その他大学全体としての国際関係業務に係る企画立案又は支援 等 

【2009 年度までに実施】 
 
 ○ 国際関係業務等に関する専門的知識、豊富な経験、多様な人脈等を有する国内外の

有識者を国際化・国際競争力強化戦略担当顧問（国際戦略アドバイザー）に任命し、

本学の国際戦略遂行にあたって必要に応じ助言を得る。 
【2009 年度末までに実施】 

 ○ 上記の国際戦略推進体制の整備にあたっては、全学的な国際教育プログラムの企画

立案実施機能を格段に高めるべく、大学教育センターと留学生センターをはじめとす

る学内各組織の連携のあり方、さらには、国際連携推進室との連携の在り方について

も検討する。また、あわせて、既存組織の見直し等により、国際教育プログラムに係

るコーディネート、オーガナイズを担当する教員（国際教育プログラムコーディネー

ターor ディレクター）の配置を検討する。 
【2008 年度末までに結論】 

 ○ 海外大学や日本学術振興会の海外事務所等への研修派遣等の実施、学内リソースの

活用も含めた語学力向上研修等により、計画的・継続的に国際業務担当職員の育成を

図る。また、これらの専門能力を有する人材のキャリアパスについて、他機関等との

連携も含め、早急に検討する。 
【2008 年度以降、継続的に実施。後段は 2010 年度末までに検討】 

 ○ 国際関係業務について、必要に応じ、外部機関の活用や業務の一部アウトソーシン

グ等も検討し、業務遂行機能の実質的向上を図っていく。 
【2008 年度以降、逐次実施】 

 
（２）財務体制の強化 

 ○ 本学の国際交流基金を効率的・効果的に活用するとともに、基金原資の更なる充実

を図る。また、基金の運用にあたっては、国の規制のあり方を踏まえつつ、 適な運

用方法を採用する。 
【2012 年度末までに実施】 

 ○ 寄附者の冠を付した特別奨学金事業や海外インターンシップ奨励金事業、特定の事

業に係るパートナー制度など、民間資金の受入方策について国際戦略会議及び国際戦

略推進室において検討するとともに、関連部署と協力し同窓会組織の拡充や企業等と

のつながりの強化を図ることにより、本学の国際競争力強化ひいては世界水準の人材

育成に向けた財政基盤確立を目指す。 
【2009 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 海外も含め、競争的資金、各種助成金等の外部資金を積極的に獲得する。このため、

国際戦略推進室において、海外情報にも力を入れつつ外部資金情報の収集及び学内へ



の提供に努める。また、外部資金獲得実績を有する教員によるアドバイス制度の構築

や、資金の申請及び獲得後の事業遂行事務に係る支援策並びに事業実施に伴う講義等

への影響のリスク軽減策の検討など、外部資金獲得促進のための工夫改善を図る。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

   
（３）海外への情報発信の強化 

 ○ 大学の web サイトを多言語化しつつ充実させる。また、各部局のサイトも外国語ペ

ージも含めて内容を充実させる。このため、部局のサイト構築のコンテンツ面につい

てアドバイスをする体制を整える。また、Web サイト構築にあたっては、システム構

築と同時に内容の継続的充実も含めたメンテナンスへの資源配分を重視する。 
【2008 年度以降、継続的に実施（アドバイス体制は 2009 年度末までに整備）】 

 ○ 大学の web サイトや広報媒体において、留学生も含めた本学卒業生の世界各地での

活躍状況について、積極的に情報発信する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 講義の一部（特に英語での講義や 先端の研究内容をテーマにした公開講座等）に

ついて、本学の教育研究内容を広報するため、また、本学の知の蓄積を社会に還元す

るため、インターネットを活用して世界へ発信する。 
【2010 年度末までに速やかに実施】 

 ○ 学術研究の蓄積であるリポジトリをはじめとし、本学の教育研究活動のデータベー

ス化を一層図り、Web 上で積極的に公開する。本学の教職員は職務としてリポジトリ

の構築等に積極的に協力する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 
（４）国際的知名度の向上 

 ○ 何よりもまずは、日々の研究活動及び教育活動を通じ、堅実かつ着実に横浜国立大

学の名声を高めて行くことを旨とする。その上で、併せて、以下の取組を行う。 
○ 上記（３）により、海外への情報発信を強化する。 

【2008 年度以降、継続的に実施】 
○ PUL（国際みなとまち大学リーグ）をはじめとする特色のある国際活動を戦略的に

展開する。 
 【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 国際的な大学ランキングについて、情報収集及び本学の情報提供等の対応を積極

的・組織的に行い、世界大学ランキングにおける本学の位置づけを高めていくよう努

力する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 学内の専門的人材も活用し、世界のリーダー的存在の人々や教育・研究関係者、将

来を担う若者達を相手に「横浜国立大学(YNU)ブランド」を確立・浸透させるための

方策を検討する。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 



（５）キャンパスの国際化 

 ○ 既述のとおり、教育環境及び研究環境の国際化を着実に進める。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 国際戦略実施のための本部体制整備と同時に、事務職員全体の語学能力向上及び人

事配置上の配慮等により、各部局の事務部門における英語対応能力を強化し、英語文

書のやりとり、英語での相談対応が可能な体制をとる。 
【2012 年度末までに実施】 

 ○ 学内の建物表示・案内を計画的かつ早急に和英併記方式に切り替える。また、学内

の書類についても、必要性が高いものから順次英訳文書の整備を行う。 
【2008 年度以降、速やかに実施】 

 ○ 多様な文化、宗教、習慣的背景を有する留学生や外国人研究者等がスムーズに学内

生活を送ることができるよう配慮したキャンパス作りを行う。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 ○ 国際的な教育研究活動を展開し続け、世界中から一流の留学生、研究者やゲストが

本学を訪問することを常態化させる。また、国際水準の活動を展開するにふさわしい

魅力ある教育研究施設・設備の整備に努め、さらに、将来的には、国際会議場や国際

水準の食事を提供するレストラン、レセプションスペース等も備えた国際会館を整備

することも目指す。 
【2008 年度以降、継続的に実施】 

 
（６）海外における安全と危機管理 

 ○ 本学の活躍の場が世界に広がることは、安全上のリスクが高まることでもある。海

外で学生・教職員がより安全に活動を展開できるよう、危機管理体制を一層整備充実

させるとともに、渡航時の安全確保に関する学生への指導を充実させ、安全対策面か

らサポートする。  
【2008 年度以降、継続的に実施】 
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