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クな教育システムで日本の大学をInnovateする！

国際教養大学の挑戦
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成するJという本学の理念に基づき、国際社会で通用
する豊かな教裳を英信で身につけた、国際的lζ活組で

きる実践カのある人材を育成します．

学法人として関学しました。本学は、 「外国語の卓越し
た運用能力と豊かな教裳およびグローバルな知識を身に
つけた実践力のある人材を養成し、 国際社会および地域
社会に貢献する』を建学のミッシヨンとしています。こ
のため本学は、 すべての授業の英語での実施、 リベラル
アーツ教育の重視、 在学中の 1年間の海外留学必修、 新
入生は留学生と共に全員1年間の寮生活など、 これまで
の日本の大学ではなじ得なかった画期的な教育システム
を導入して注目されています。
関学4.年目を迎え、 明年3月には初の卒業生を社会lこ
送り出すことになりますが、 卒業予定者の就職・進学状
況もきわめて好調です。2008年度には、 グローパル・
コミュニケーションの分野では初の専門職大学院を9月
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［ギャップイヤー制度と9月入学の導入］

本学のギャッブイヤー制度とは、3月選考、9月入学

・a 、、，－，； . '"

の選抜制度を新政して、9月入学までの問、海外ボラ
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活動状況を 評価して一定の単位を偲める仕組みです．
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とのように、高佼Z事業から大学入学までの期間を活

用することによ り 、社会的な見聞を広げたり、自己発
見の機会を持つなど、 単に大学の中だけでは得ること

のできない貴重な体験を入学的にすることができます．

［授業はすべて英語］

俊策はすべて 笑窟で行いますが、『英語を学ぶ」の

ではなく、「英語で学；3'1を日常にしています．英密

の情義を号室き、自分の考えを 笑話で述べ、笑福で自信文

2008年度に、専門司院大学院グローバル・コミュニケー

2008（平成20）年度一般選銭入学鼠験日程
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ンティアや海外研修など多様な体験活動を行い、この

国際教養大学は、 2004年4月にわが国最初の公立大
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シヨン実銭研究科を開設します．全員9月入学で、3月に学
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節を卒業するなどして、入学までに 一定の期間を有する入
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c 日程)I立、1次Z式験にセンター鋲畿を標すとともに、2次鼠験
・一般選銀紙駿（A、B、；
を他の国公立大学とは ，，.なる強白日程で行います．これにより、媛大3図の受級機会

と他の国公立大学との 併願が可能です．
・2草細は募集要項等に J；り 必ずIii＆！してください．

ま た、2008年度からは学部の入学定員も熔員し150
名になります。その学生募集に際しては、入学前のボラ
ンティア活動、フィールドワークなどを評価するギャップ
イヤー制度を取り入れた9月入学を導入します。これら
を通じ、引き続きわが国高 等教育界の改革をリードして
受験生の皆さん、ぜひ本学に挑戦してください。

評価し、単位を付与するギャップイヤ－�Jllを導入します。

入学者 選銭については、笑話で浸業を行うため、TOEFし

などのスコアに基づいた高度の英語力を要繍するととも
に、一部の領減（発信カ実践）では、実務経験を有する学生へ

の昼間浸業に加え、集中Ill畿や遠隔授業の受!Mlこより、1：年
でも修了できるようにしています．

国型

・英簡による高度な噂門膿教育
•'l.豊富量と実践の架舗』を基婚とした教育の展開
・社会人のリカレント教育

を．くなどの訓練をすることで、 国際社会のどんな環

．英語教育実銭領減［学位：葵値教育修士（・I門破） ]

大きな財産を身につけることができます。

行うコースです．徹底して実用性を重視しており、始象的な理蛤よりも俊策での教銀法や教

r英語のできる 日 本人を育成する』ことのできる教師の餐成およびそのリカレント教育を

境においても十分にコミュニケーシヨンが可能という

［全学生が世界の一流大学で1年間の留学］

異文化体験を通じた国際的な視野とセンスを身lこつ

けるため、全学生に提燐大学への1年間の海外留学を

2008年ヰ月、国際教 奨学館に教臓課程を殴置します．本E軍程においては、高い

英信カの上に、国際教がと留学等による経験とを型軽ね自問えた有能な教員の餐成をめ
ざしており、R高等学校事�－由一週免許状（笑密）を取得することが可能になります．

議務づけていますClim理大学は 2007年12月現在で

材、評価等の妓2去に置点を置いています．修了後は、 中学佼・高等学校専修免許状（笑碕）［認

定申頭中］を取得することができます．

・日本語教育実践領減［学位：日本軍教育修士（専門瞬）］

外国人を対象lζ葵笛等で日本奮を教えることができ、 かつ高度な 専門知織を有した日本密

教員の餐成およびそのリカレント教育を行うコースです．英信教育実践領織と間後に、 実用

24ヵ国・地主義、68大学）. 1年間の留学を過して、 30

性の高い、現場で必要とされる斜目を中心に構成されています．

で 、 ！！！� 授で授業を十分理解できるだけの密学力

・発信カ実践領緩［学位：発信カ実a修士（専門鴫）］

国際報道、海外取材、海外メディアへの発信や海外路線関との遼携に強い国際的な人材の

(TOEFじ550(PBT)以上）を留学前に養います．

養成を行うコースです．政治・ 経済・文化に関する図際関係および各種メディアと国際社会

との関係の理解のほか、海外取材・ 報道・ 通訳等に要する知Illと授能、特に爽底による発信

［国瞭色豊かなキャンパスと寮生活］

力の習得を目指しています．修了後は、 各積メディアでの活動のほか、国際憐関や公的働関、

専任教員の半数以上が全世界から募集した外国人教

企業等で海外広報担当として活認することが期待されます．

員です．また、提銀大学などからの多くの留学生に固ま

れた異文化環境の中で、自然に国際感覚が身につきます。

｜入鼠情報とギャップイヤー制度

新入生l立、 1年間、 寮で生活します．多くの留学生

いきます。

学予定者については、その期間従事したフィールド・ワーク

｜研究科の概要

単位前後の科目履修・ 単位互倹を目標としていますの

入学で開設することとなりました。

ギャッブイヤー制度と9F.l入学をわが国で初めて羽入しています．また、入学訟験はグロー

も寮で生活しますので、共同生活を遇して、日本に居

パル・ スタンダードに照らして、米国などでの大学院と間後lζ書額選考で行います．鮮細lま

ながら 異文化受流を体験できます．図書館は毎日 24

ホームページをご覧下さい．

時間オープンしています。

公立大学法－人

国際教養大学

・国際教養学部 グローパノレ・ビジネス課程／グdーパノレ・スタディズ課程
・専門職大学院 グローパノレ・コミュニケーション奨践研究科

〒010-1211秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱193・2
FAX018-886-5910 E-MAIL:info@aiu.ac.jp

TEL 018-886-5900（代）
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