
〔 参　考 〕

グローバルフロンティアリーダー（GFL）育成プログラム

　群馬大学では、本学の学生が「自国及び他国の文化・歴史・伝統を理解し、外国語によるコミュニケーション能力を持ち、国

内外において主体的に活動できる人」となるよう、グローバルフロンティアリーダーの育成に力を入れています。その一環として、

グローバルフロンティアリーダー（GFL）育成プログラムを設置し、教育学部と社会情報学部が連携した「教育・社情グローバ

ルフロンティアリーダー（GFL）育成コース」及び医学部と理工学部が連携した「医理工グローバルフロンティアリーダー（GFL）

育成コース」の２コースにより、日本語能力・国際理解を含む幅広い教養・外国語コミュニケーション能力の修得を中心とした

教育を行うとともに、海外留学の経験を通して広い視野を持つ学生を育てます。

　なお、「医理工グローバルフロンティアリーダー（GFL）育成コース」は、文部科学省の委託事業「理数学生応援プロジェク

ト」として平成24年まで実施していた「工学系フロンティアリーダーコース（FLC）」を発展させたものとなります。

⑴　教育学部

学校教育の担い手として、国際的な視点から日本の教育を捉え、広い視野を持って活躍する人材の養成を目的とし

ています。各学年８名程度を選抜します。

⑵　社会情報学部

社会情報学部の学際性を生かし、世界に学び、それを地域に展開する能力だけでなく、地域の中に学び、それをグロー

バルに展開する能力を持つ人材の養成を目的とした「 グローカル教育 」を行います。各学年10名程度を選抜します。

⑶　医学部医学科

医師、医学研究者又は医療行政担当者として、国際的視野を持ち、広く国際社会に貢献し得る人材の養成を目的と

しています。各学年４名程度を選抜します。

⑷　医学部保健学科

保健医療の担い手として、グローバル化した保健医療の諸課題に対応できる国際的視野を持つ人材の養成を目的と

しています。各学年４名程度を選抜します。

⑸　理工学部

理工学分野において、新しい領域を開拓する創造的プロジェクトリーダーとして、諸外国の技術者・研究者と専門

分野に関して意思疎通を図りながら、協力して活躍できる能力を身に付けた人材の養成を目的としています。各学年

16名程度を選抜します。
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South Korea
嶺南大学校
建国大学校

Taiwan
東海大学、国立台北教育大学大大大海海大大大大大大学学学学海海大大大大大大大学大大大大大大学大大大大学学大大大学学学学学学フィレンツェ大学

UK
キール大学

サンディエゴ州立大学

ニューヨーク州立大学
　　ストーニーブルック校

Chinaaaaaaaaaaaaa
大連理工大学理理理理理理理理理理理理理理理理理工工工大理理理理工理理理

Australiarrra
ウーロンゴン大学ーローロ グローバルフロンティアリーダー

 グローバルフロンティアリーダー（GFL） 国際化推進基本計画

海外留学 34 カ国１地域 124大学等と提携

　群馬大学は海外留学や国際交流を積極的に行うことで、幅広い国際的視野を持ち積極的に活動できるグローバ
ル人材を育成してきました。しかしながら、情報・流通などの発達スピードは一層速まり、今までの教育・研究体制
では地球規模のグローバル化に対応しきれない状況になってきています。そこで、群馬大学では国際化を推進するた
めの指針として、平成25年10月に「群馬大学国際化推進基本計画」を策定しました。その内容は、４本の柱とそれ
らを構成するいくつかの計画内容からできています。

　群馬大学では、34カ国１地域124大学等と協定を結び、交換留学生として
半年又は１年、学生を派遣しています。また、夏休みや春休みを利用して、本
学及び協定校が企画する１～４週間程度の短期研修や語学研修に、多くの学
生が参加しています。
このような交換留学や短期研修、語学研修などへの参加に対し、平成24年

度に群馬大学独自の奨励金制度を新設しました。また、平成25年度からは教
養教育科目の授業として単位が認められるようになりました。

主な派遣先（協定校）

国名・地域名 大　学　名

台湾
東海大学
国立台北教育大学

韓国
嶺南大学校
建国大学校

中国 大連理工大学

アメリカ

ニューヨーク州立大学
ストーニーブルック校
サンディエゴ州立大学

イギリス キール大学
オーストラリア ウーロンゴン大学
イタリア フィレンツェ大学
スロベニア リュブリャーナ大学

グローバル人材の育成
日本語・外国語教育の充実や外国語による

授業など、質の高い国際通用性のある教育課

程で真に国際化に対応し得る人材の育成を強

化します。また、海外派遣や留学を積極的に推

進し、世界中から留学生を受け入れるなど、プ

ログラム、施設、環境を整備していきます。

海外に向けた情報発信の推進
　群馬大学の取り組みを海外に向けて積極的

に情報発信します。webサイトの効果的な利
用や研究活動成果を多言語化により発表でき

る場を広げることで、国際的評価や国際競争

力をアップすることにつなげます。

国際的な研究交流の推進
　最先端の研究を国際水準にするために、海

外の研究機関との連携を強化し、優れた研究

者を支援して国際共同研究などを推進します。

また、外国人研究者の受入環境の整備など、

研究体制や環境の整備を行っていきます。

大学の一体的な国際化の推進
　大学全体が一体となって、外国人留学生・

研究者と日本人学生・教職員の交流の機会や

場を充実させるため、また、外国人留学生・研

究者及びその家族が、快適に生活を送ること

ができるようキャンパス環境の整備及び支援

体制の構築をしていきます。
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教育学部における教育・社情GFLコース 社会情報学部における教育・社情GFLコース

行事の企画・運営・参加 授業の履修

外国人教員による特別プログラム
グループワークや課題などを
通して、英語スキル・英会話コ
ミュニケーション力などの語
学力を強化し、さらに幅広い
国際的視野を養います。

留学生交流会
教育学部・社会情報学部に在籍して
いる留学生との交流会を行います。

グローバル交流セミナー・
サマーセミナー
外国人留学生・大学院生を招
いて、研究紹介の聴講や学生
企画の交流会などを行います。

先端研究紹介講座・
トップリーダー講演会
先端研究の理解を促すとと
もに、研究テーマへ取り組む
姿勢を養います。

外国語科目群
選択英語、教養・外国語教養
科目群

言語・文化科目群
言語文化論、言語と社会

国際科目群
国際社会リテラシー、国際
関係論、国際政治学など

多文化共生科目群
多文化共生のまちづくりなど

交換留学・短期研修 教育実践インターンシップ

入学後選抜 入学後選抜

行事の企画・運営・参加 授業の履修

外国人教員による特別プログラム
グループワークや課題などを
通して、英語スキル・英会話コ
ミュニケーション力などの語
学力を強化し、さらに幅広い
国際的視野を養います。

留学生交流会
教育学部・社会情報学部に在籍して
いる留学生との交流会を行います。

グローバル交流セミナー・
サマーセミナー
外国人留学生・大学院生を招
いて、研究紹介の聴講や学生
企画の交流会などを行います。

先端研究紹介講座・
トップリーダー講演会
先端研究の理解を促すとと
もに、研究テーマへ取り組む
姿勢を養います。

地域科目群
地域社会生活論、地方自治、
地域連携・地域往還プロジェ
クトのための方法論など

外国語科目群
専門外国語、集中英語、選択
英語、第３外国語など

文化・コミュニケーション
科目群
言語文化論、言語と社会、異文
化コミュニケーション入門など

国際科目群
国際経営論、国際政治学、国
際理解基礎講座など

交換留学・短期研修

医学部における医理工GFLコース 理工学部における医理工GFLコース

グローバルリーダーストリーム 先端研究ストリーム

グローバル交流セミナー・
サマーセミナー
外国人留学生・大学院生を招
いて、研究紹介の聴講や学生
企画の交流会などを行います。

外国人教員による
特別プログラム
各種特別プログラムを受講し
て、英会話スキル・英会話コ
ミュニケーション力などの語
学力の向上と幅広い国際的視
野を養います。

海外医療者・研究者交流

先端研究紹介講座
先端研究の理解を促すとと
もに、研究テーマへ取り組む
姿勢を養います。

企業訪問＆先輩ゼミ
理数系の先輩が活躍してい
る企業・研究機関などを訪
問して、将来のイメージを掴
む機会とします。

先端研究学際講演会
理工学部の専門分野の講演
を受け、医理工双方の分野
の理解を深められる機会と
します。

海外留学（原則として必修）

入学後選抜 入学後選抜

グローバルリーダーストリーム 先端研究ストリーム

グローバル交流セミナー・
サマーセミナー
外国人留学生・大学院生を招
いて、研究紹介の聴講や学生
企画の交流会などを行います。

外国人教員による
特別プログラム
各種特別プログラムを受講し
て、英会話スキル・英会話コ
ミュニケーション力などの語
学力の向上と幅広い国際的視
野を養います。

研究テーマプロポーザル講座
２年次前期に研究内容の説
明を受け研究室を選択しま
す。後期からは研究テーマに
ついて考察します。

先端研究紹介講座
先端研究の理解を促すとと
もに、研究テーマへ取り組む
姿勢を養います。

企業訪問＆先輩ゼミ
理数系の先輩が活躍してい
る企業・研究機関などを訪
問して、将来のイメージを掴
む機会とします。

先端研究学際講演会
医学部の専門分野の講演を受
け、医理工双方の分野の理解を
深められる機会とします。

早期研究開始（研究室への配属）

海外留学（原則として必修）

群馬大学では、「自国及び他国の文化・歴史・伝統を理解し、外国語によるコミュニケーション能力を持ち、国内外において
地球的視野を持って主体的に活動できる人」であるグローバルフロンティアリーダー（GFL）の育成に力を入れています。
この一環として、平成25年度から医学部と理工学部が連携した「医理工GFLコース」を実施しています。また、平成27年度か

らは教育学部と社会情報学部が連携した「教育・社情GFLコース」もスタートしました。

トップリーダー講演会
各界で活躍するリーダーを
招待し、リーダーに求められ
る素養、技術、心構えなどを
学びます。

トップリーダー講演会
各界で活躍するリーダーを
招待し、リーダーに求められ
る素養、技術、心構えなどを
学びます。

-TOPICS 2017--TOPICS 2017-

チーム医療教育推進学生組織（SIPEC）［保健学科］

海外協定校との交換留学
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