
教育・学生支援部の近況について教育・学生支援部の近況について教育・学生支援部の近況について教育・学生支援部の近況について

ⅠⅠⅠⅠ．．．．全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進
[[[[高度教養教育・学生支援機構の設置（高度教養教育・学生支援機構の設置（高度教養教育・学生支援機構の設置（高度教養教育・学生支援機構の設置（H26.4H26.4H26.4H26.4月）月）月）月）]]]]

ⅡⅡⅡⅡ．．．．東北大学東北大学東北大学東北大学 学位プログラム推進機構の設置（学位プログラム推進機構の設置（学位プログラム推進機構の設置（学位プログラム推進機構の設置（H27.4H27.4H27.4H27.4月）月）月）月）

ⅢⅢⅢⅢ．．．．第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組

ⅣⅣⅣⅣ．．．．青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画

ⅤⅤⅤⅤ．．．．川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況

平成２７年１１月６日（金）平成２７年１１月６日（金）平成２７年１１月６日（金）平成２７年１１月６日（金）

東北東北東北東北大学人事交流者連絡会議大学人事交流者連絡会議大学人事交流者連絡会議大学人事交流者連絡会議



◇高大接続時から学部・大学院を◇高大接続時から学部・大学院を◇高大接続時から学部・大学院を◇高大接続時から学部・大学院を一貫する教養教育プログラム一貫する教養教育プログラム一貫する教養教育プログラム一貫する教養教育プログラム
・・・・ 「入学前「入学前「入学前「入学前海外海外海外海外研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から博士課程対象博士課程対象博士課程対象博士課程対象の「研究型の「研究型の「研究型の「研究型海外研鑽ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ海外研鑽ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ海外研鑽ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ海外研鑽ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」までを」までを」までを」までを

一貫する「包括的一貫する「包括的一貫する「包括的一貫する「包括的国際理解ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」国際理解ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」国際理解ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」国際理解ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。語学ｽｷﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や異文化・を実施。語学ｽｷﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や異文化・を実施。語学ｽｷﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や異文化・を実施。語学ｽｷﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や異文化・

国際理解力国際理解力国際理解力国際理解力の飛躍的向上をの飛躍的向上をの飛躍的向上をの飛躍的向上を実現。実現。実現。実現。

→→→→海外留学体験学生を年間海外留学体験学生を年間海外留学体験学生を年間海外留学体験学生を年間1,4001,4001,4001,400名から名から名から名から2,0002,0002,0002,000名に拡大！！名に拡大！！名に拡大！！名に拡大！！

・・・・本学本学本学本学が全国に先駆けて実施してきた異分野が全国に先駆けて実施してきた異分野が全国に先駆けて実施してきた異分野が全国に先駆けて実施してきた異分野融合ｱｶﾃﾞﾐｱ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに研究者融合ｱｶﾃﾞﾐｱ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに研究者融合ｱｶﾃﾞﾐｱ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに研究者融合ｱｶﾃﾞﾐｱ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに研究者倫理倫理倫理倫理・・・・

ﾘﾃﾗｼｰﾘﾃﾗｼｰﾘﾃﾗｼｰﾘﾃﾗｼｰ教育等を新たに加え教育等を新たに加え教育等を新たに加え教育等を新たに加え、学部、学部、学部、学部・・・・大学院を大学院を大学院を大学院を一貫一貫一貫一貫する「学際融合教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。する「学際融合教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。する「学際融合教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。する「学際融合教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。

鳥瞰力や問題発見・解決力を育成。鳥瞰力や問題発見・解決力を育成。鳥瞰力や問題発見・解決力を育成。鳥瞰力や問題発見・解決力を育成。

→→→→学際学際学際学際融合科目受講者を融合科目受講者を融合科目受講者を融合科目受講者を1,8001,8001,8001,800名から名から名から名から2,8002,8002,8002,800名（学部学生は名（学部学生は名（学部学生は名（学部学生は100%100%100%100%受講）に拡大！！受講）に拡大！！受講）に拡大！！受講）に拡大！！

◇受動◇受動◇受動◇受動から能動へ－学びの転換から能動へ－学びの転換から能動へ－学びの転換から能動へ－学びの転換
文系文系文系文系・・・・理系学生を混在させた学部横断型の理系学生を混在させた学部横断型の理系学生を混在させた学部横断型の理系学生を混在させた学部横断型の少人数ｸﾗｽ（少人数ｸﾗｽ（少人数ｸﾗｽ（少人数ｸﾗｽ（1111ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ15151515名程度）名程度）名程度）名程度） を編成し、自を編成し、自を編成し、自を編成し、自

ら課題設定・調査研究・プレゼン発表までを行うら課題設定・調査研究・プレゼン発表までを行うら課題設定・調査研究・プレゼン発表までを行うら課題設定・調査研究・プレゼン発表までを行うPBLPBLPBLPBL／／／／IBLIBLIBLIBL型授業を本格実施。問題発型授業を本格実施。問題発型授業を本格実施。問題発型授業を本格実施。問題発

見・解決力を育成。見・解決力を育成。見・解決力を育成。見・解決力を育成。

→→→→展開ｾﾞﾐを展開ｾﾞﾐを展開ｾﾞﾐを展開ｾﾞﾐを30303030ｸﾗｽからｸﾗｽからｸﾗｽからｸﾗｽから90909090ｸﾗｽ（ｸﾗｽ（ｸﾗｽ（ｸﾗｽ（学部１年生全体の約学部１年生全体の約学部１年生全体の約学部１年生全体の約50505050％に相当）へ拡大！！％に相当）へ拡大！！％に相当）へ拡大！！％に相当）へ拡大！！

◇その他主な教育プログラムにおける目標◇その他主な教育プログラムにおける目標◇その他主な教育プログラムにおける目標◇その他主な教育プログラムにおける目標
・・・・専門英語を全学部で開講、専門英語を全学部で開講、専門英語を全学部で開講、専門英語を全学部で開講、英語による授業を英語による授業を英語による授業を英語による授業を480480480480クラスクラスクラスクラス→→→→700700700700クラスへ拡大！！クラスへ拡大！！クラスへ拡大！！クラスへ拡大！！

・・・・留学生・日本人学生の合同ゼミを留学生・日本人学生の合同ゼミを留学生・日本人学生の合同ゼミを留学生・日本人学生の合同ゼミを14141414クラス（約クラス（約クラス（約クラス（約350350350350名）名）名）名）→→→→60606060クラス（約クラス（約クラス（約クラス（約1,5001,5001,5001,500名）へ拡大名）へ拡大名）へ拡大名）へ拡大！！！！！！！！

東北大学が目指す東北大学が目指す東北大学が目指す東北大学が目指す「「「「これまでにこれまでにこれまでにこれまでにない高度ない高度ない高度ない高度教養教育教養教育教養教育教養教育」と」と」と」とはははは？？？？ 総長のリーダーシップによる教育研究組織の再編成総長のリーダーシップによる教育研究組織の再編成総長のリーダーシップによる教育研究組織の再編成総長のリーダーシップによる教育研究組織の再編成

具体的な取組内容具体的な取組内容具体的な取組内容具体的な取組内容

全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進全学的教育・学習マネジメントの構築による高度教養教育の推進

○高大接続時から○高大接続時から○高大接続時から○高大接続時から学部・大学院までを一貫学部・大学院までを一貫学部・大学院までを一貫学部・大学院までを一貫するするするする教養教育授業科目を開発・提供。教養教育授業科目を開発・提供。教養教育授業科目を開発・提供。教養教育授業科目を開発・提供。
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰがががが持つべき持つべき持つべき持つべき６つのｷｲ･６つのｷｲ･６つのｷｲ･６つのｷｲ･ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（専門力ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（専門力ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（専門力ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（専門力、鳥瞰力、問題発見・、鳥瞰力、問題発見・、鳥瞰力、問題発見・、鳥瞰力、問題発見・解解解解
決力決力決力決力、異文化･国際、異文化･国際、異文化･国際、異文化･国際理解力理解力理解力理解力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ力）を、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ力）を、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ力）を、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ力）を養成するため、養成するため、養成するため、養成するため、
学士・博士学士・博士学士・博士学士・博士((((前期・後期前期・後期前期・後期前期・後期))))の各課程に対応した高度な教養教育の各課程に対応した高度な教養教育の各課程に対応した高度な教養教育の各課程に対応した高度な教養教育授業授業授業授業科目を実施。科目を実施。科目を実施。科目を実施。

○機構組織に内包する教育評価分析ｾﾝﾀｰ等のＩＲ機能を活用し、○機構組織に内包する教育評価分析ｾﾝﾀｰ等のＩＲ機能を活用し、○機構組織に内包する教育評価分析ｾﾝﾀｰ等のＩＲ機能を活用し、○機構組織に内包する教育評価分析ｾﾝﾀｰ等のＩＲ機能を活用し、提供する授業科提供する授業科提供する授業科提供する授業科
目等に対する目等に対する目等に対する目等に対するPDCAPDCAPDCAPDCAｻｲｸﾙを自己完結型として確立ｻｲｸﾙを自己完結型として確立ｻｲｸﾙを自己完結型として確立ｻｲｸﾙを自己完結型として確立。。。。

機構は機構は機構は機構は、、、、部門・室等からなる教員組織部門・室等からなる教員組織部門・室等からなる教員組織部門・室等からなる教員組織とセンター群とセンター群とセンター群とセンター群からからからからなるなるなるなる業務組織を組合業務組織を組合業務組織を組合業務組織を組合わわわわ
せたせたせたせたマトリクス構造マトリクス構造マトリクス構造マトリクス構造としとしとしとし、、、、教員の配置は固定せず、時代の要請に迅速に応える教員の配置は固定せず、時代の要請に迅速に応える教員の配置は固定せず、時代の要請に迅速に応える教員の配置は固定せず、時代の要請に迅速に応える
動的な組織として編成。動的な組織として編成。動的な組織として編成。動的な組織として編成。

○○○○高度教養教育の提供を通して、高い倫理観と学際融合分野等の未踏領域高度教養教育の提供を通して、高い倫理観と学際融合分野等の未踏領域高度教養教育の提供を通して、高い倫理観と学際融合分野等の未踏領域高度教養教育の提供を通して、高い倫理観と学際融合分野等の未踏領域
にも果敢に挑むチャレンジ精神にも果敢に挑むチャレンジ精神にも果敢に挑むチャレンジ精神にも果敢に挑むチャレンジ精神、、、、世界トップクラスの大学生世界トップクラスの大学生世界トップクラスの大学生世界トップクラスの大学生と同等と同等と同等と同等のコミュのコミュのコミュのコミュ
ニケーション能力を有する国際的なアカデミアをニケーション能力を有する国際的なアカデミアをニケーション能力を有する国際的なアカデミアをニケーション能力を有する国際的なアカデミアを輩出輩出輩出輩出。。。。

○○○○高校からの「総合評価：高校からの「総合評価：高校からの「総合評価：高校からの「総合評価：10101010年連続全国１位」、「進学して伸びた：年連続全国１位」、「進学して伸びた：年連続全国１位」、「進学して伸びた：年連続全国１位」、「進学して伸びた： 8888年連続年連続年連続年連続
全国１位全国１位全国１位全国１位」」」」 （大学ランキング（大学ランキング（大学ランキング（大学ランキング2015201520152015年版（朝日新聞出版））と年版（朝日新聞出版））と年版（朝日新聞出版））と年版（朝日新聞出版））という高い評価をいう高い評価をいう高い評価をいう高い評価を
維持し、企業等あらゆる分野でリーダーシップを発揮しながら即戦力維持し、企業等あらゆる分野でリーダーシップを発揮しながら即戦力維持し、企業等あらゆる分野でリーダーシップを発揮しながら即戦力維持し、企業等あらゆる分野でリーダーシップを発揮しながら即戦力ととととしてしてしてして
活躍できる優れた人材を輩出。活躍できる優れた人材を輩出。活躍できる優れた人材を輩出。活躍できる優れた人材を輩出。

実践的かつ豊富な高度教養教育を修得した実践的かつ豊富な高度教養教育を修得した実践的かつ豊富な高度教養教育を修得した実践的かつ豊富な高度教養教育を修得した国際的人材国際的人材国際的人材国際的人材をををを輩出輩出輩出輩出
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（参考）全学教育体制の組織と機能強化の変遷

教養教養教養教養

教育教育教育教育

国際化国際化国際化国際化

対応対応対応対応

ｷｬﾘｱｷｬﾘｱｷｬﾘｱｷｬﾘｱ

支援支援支援支援

学生学生学生学生

相談相談相談相談
保健保健保健保健

管理管理管理管理

2013年4月
SLA支援室

1993年4月
大学教育
研究ｾﾝﾀｰ

2004年10月
高等教育開発
推進ｾﾝﾀｰ

2005年4月
国際交流
ｾﾝﾀｰ

2008年4月
教養教育院

1993年4月
留学生ｾﾝﾀｰ

1991年
大綱化

主 要
教育政策・
社会状況等

2000年
広中ﾚﾎﾟｰﾄ

2010年代
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化

2008年
ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

1956年6月
学生相談所

１９６９年6月
保健管理
センター

教養部
1993年3月
廃止

学習学習学習学習

支援支援支援支援

2006年4月
ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ

教育評教育評教育評教育評

価分析価分析価分析価分析

教養教養教養教養

教育教育教育教育

統合

障害者障害者障害者障害者

支援支援支援支援

課外活動課外活動課外活動課外活動

支援支援支援支援

高大接続高大接続高大接続高大接続

・入試・入試・入試・入試

教育力教育力教育力教育力

向上向上向上向上

（1999年4月

ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

2005年4月
入試ｾﾝﾀｰ

新
機

能

新
機

能

統合

2004年国立

大学法人化

一部統合

２２２２

2014201420142014年４月年４月年４月年４月
高度教養教育・学生支援機構高度教養教育・学生支援機構高度教養教育・学生支援機構高度教養教育・学生支援機構



機構機構機構機構長長長長

副機構長（副機構長（副機構長（副機構長（3333名以内）名以内）名以内）名以内）

運営運営運営運営委員会（重要事項の審議）委員会（重要事項の審議）委員会（重要事項の審議）委員会（重要事項の審議）

国際共同国際共同国際共同国際共同大学院大学院大学院大学院
プログラム部門プログラム部門プログラム部門プログラム部門
スピントロニクス，スピントロニクス，スピントロニクス，スピントロニクス， 材料科学材料科学材料科学材料科学，，，，

宇宙創成物理学，環宇宙創成物理学，環宇宙創成物理学，環宇宙創成物理学，環境境境境・・・・地球地球地球地球科学，科学，科学，科学，
データ科学，生データ科学，生データ科学，生データ科学，生命命命命科学（科学（科学（科学（脳脳脳脳科学），科学），科学），科学），

災害災害災害災害科学・科学・科学・科学・安安安安全学全学全学全学

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部門ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部門ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部門ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部門

グローグローグローグローバル安バル安バル安バル安全学教育全学教育全学教育全学教育研究研究研究研究センターセンターセンターセンター
ﾏﾏﾏﾏﾙﾙﾙﾙﾁﾁﾁﾁﾃﾞﾃﾞﾃﾞﾃﾞｨﾒｨﾒｨﾒｨﾒﾝｼﾞｮﾝ物ﾝｼﾞｮﾝ物ﾝｼﾞｮﾝ物ﾝｼﾞｮﾝ物質質質質理理理理工工工工学教育学教育学教育学教育研究研究研究研究ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ

国際高等研究教育院国際高等研究教育院国際高等研究教育院国際高等研究教育院

物物物物質質質質材料・材料・材料・材料・エネルギエネルギエネルギエネルギー領域ー領域ー領域ー領域基盤基盤基盤基盤

外外外外 ５５５５領域領域領域領域基盤基盤基盤基盤

国際共同大学院プログラム部門長 リーディングプログラム部門長 国際高等研究教育院長

・国際共同大学院プログラム教務委員会
・国際共同大学院プログラム学位審査
委員会
・評価助言委員会

・リーディングプログラム教務委員会
・リーディングプログラム学位審査委員会
・評価助言委員会

・運営専門委員会
・基盤長会議
・審査委員会
・総合戦略研究教育企画室

東北大学東北大学東北大学東北大学 学位プログラム推進機構の設置学位プログラム推進機構の設置学位プログラム推進機構の設置学位プログラム推進機構の設置

学位プログラム推進機構学位プログラム推進機構学位プログラム推進機構学位プログラム推進機構 体系図体系図体系図体系図

※H27年４月１日付設置

・スーパーグローバル大学創成支援事業に
おける目玉事業の一つ。
・部局の枠を超えて本学の英知を結集し、
海外有力大学との強い連携のもと、
共同学位（DD／JD）の取得を目指した
国際共同教育プログラムを推進。

・文部科学省の研究拠点形成費等補助金
により事業を実施。
・産学官の参画を得つつ、専門分野の枠を
超えて博士課程前期・後期一貫した学位
プログラムを構築。

・異分野融合分野で卓越した知識と創造的
な「総合知」の素養をもつ世界トップレベ
ルの若手研究者（ｱｶﾃﾞﾐｱ）を養成。
・優れた大学院生を選抜し、奨学金と研究
費を支援。

３３３３



第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組第３期中期目標・中期計画に向けた戦略的な取組

○「科目ナンバリング」を平成○「科目ナンバリング」を平成○「科目ナンバリング」を平成○「科目ナンバリング」を平成28282828年度から全ての授業科目に導入。年度から全ての授業科目に導入。年度から全ての授業科目に導入。年度から全ての授業科目に導入。
(※(※(※(※科目ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ：教育課程の体系が容易に理解できるように、科目間の連携や科目内容の難易度を表す番号を付番するもの科目ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ：教育課程の体系が容易に理解できるように、科目間の連携や科目内容の難易度を表す番号を付番するもの科目ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ：教育課程の体系が容易に理解できるように、科目間の連携や科目内容の難易度を表す番号を付番するもの科目ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ：教育課程の体系が容易に理解できるように、科目間の連携や科目内容の難易度を表す番号を付番するもの))))

○「ＧＰＡ（○「ＧＰＡ（○「ＧＰＡ（○「ＧＰＡ（Grade Point AverageGrade Point AverageGrade Point AverageGrade Point Average）制度」を平成）制度」を平成）制度」を平成）制度」を平成28282828年度から全学部入学者へ導入。年度から全学部入学者へ導入。年度から全学部入学者へ導入。年度から全学部入学者へ導入。
(※GPA(※GPA(※GPA(※GPA：修得した成績の平均的な評価を数値化したもの。留学の際に提出を求められる場合がある：修得した成績の平均的な評価を数値化したもの。留学の際に提出を求められる場合がある：修得した成績の平均的な評価を数値化したもの。留学の際に提出を求められる場合がある：修得した成績の平均的な評価を数値化したもの。留学の際に提出を求められる場合がある))))

○「学事暦の柔軟化」について、第３期中期目標期間早期に実施。○「学事暦の柔軟化」について、第３期中期目標期間早期に実施。○「学事暦の柔軟化」について、第３期中期目標期間早期に実施。○「学事暦の柔軟化」について、第３期中期目標期間早期に実施。
→→→→平成平成平成平成29292929年度より数年間、１学期を２つに分けるクォーター制を試行する予定。年度より数年間、１学期を２つに分けるクォーター制を試行する予定。年度より数年間、１学期を２つに分けるクォーター制を試行する予定。年度より数年間、１学期を２つに分けるクォーター制を試行する予定。

４４４４

◆◆◆◆「多面的・総合的」評価に向けた入試改革の推進「多面的・総合的」評価に向けた入試改革の推進「多面的・総合的」評価に向けた入試改革の推進「多面的・総合的」評価に向けた入試改革の推進 －ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰに適合する入学者選抜方法の改善－－ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰに適合する入学者選抜方法の改善－－ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰに適合する入学者選抜方法の改善－－ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰに適合する入学者選抜方法の改善－

AOAOAOAO入試入試入試入試
１８％１８％１８％１８％

グローバルグローバルグローバルグローバル
人材育成の人材育成の人材育成の人材育成の
ための入試ための入試ための入試ための入試

多面的・総合的多面的・総合的多面的・総合的多面的・総合的
入試に向けた入試に向けた入試に向けた入試に向けた
調査研究調査研究調査研究調査研究

・全学支援体制強化・全学支援体制強化・全学支援体制強化・全学支援体制強化（作題、書類審査等）（作題、書類審査等）（作題、書類審査等）（作題、書類審査等）

・広範な入試広報の展開・広範な入試広報の展開・広範な入試広報の展開・広範な入試広報の展開（説明会の主催、高校訪問等の拡大充実（説明会の主催、高校訪問等の拡大充実（説明会の主催、高校訪問等の拡大充実（説明会の主催、高校訪問等の拡大充実））））

AO入試

３０％

・「グローバル入試」を平成２９年度入試から２学部で開始・「グローバル入試」を平成２９年度入試から２学部で開始・「グローバル入試」を平成２９年度入試から２学部で開始・「グローバル入試」を平成２９年度入試から２学部で開始
・「国際バカロレア入試」を平成２９年度入試から６学部で開始・「国際バカロレア入試」を平成２９年度入試から６学部で開始・「国際バカロレア入試」を平成２９年度入試から６学部で開始・「国際バカロレア入試」を平成２９年度入試から６学部で開始
・英語外部試験の活用（検討・英語外部試験の活用（検討・英語外部試験の活用（検討・英語外部試験の活用（検討 実施）実施）実施）実施）

・国内大学の動向調査・情報交換・国内大学の動向調査・情報交換・国内大学の動向調査・情報交換・国内大学の動向調査・情報交換
・高等学校との連絡協議会の設置・運営・高等学校との連絡協議会の設置・運営・高等学校との連絡協議会の設置・運営・高等学校との連絡協議会の設置・運営
・諸外国の入試事情調査・諸外国の入試事情調査・諸外国の入試事情調査・諸外国の入試事情調査

２種類の新テスト導入に２種類の新テスト導入に２種類の新テスト導入に２種類の新テスト導入に
連動した入試改革構想連動した入試改革構想連動した入試改革構想連動した入試改革構想
（モデルケースを提示）（モデルケースを提示）（モデルケースを提示）（モデルケースを提示）

さらに拡大

多面的・総合的評価に向けた入試改革を実現するため、国立大学最大規模のＡＯ入試の更なる拡大（入学定員の多面的・総合的評価に向けた入試改革を実現するため、国立大学最大規模のＡＯ入試の更なる拡大（入学定員の多面的・総合的評価に向けた入試改革を実現するため、国立大学最大規模のＡＯ入試の更なる拡大（入学定員の多面的・総合的評価に向けた入試改革を実現するため、国立大学最大規模のＡＯ入試の更なる拡大（入学定員の
３０％に拡大）を図るとともに、グローバル人材育成のための「グローバル入試」等の導入、新テストに対応した個別３０％に拡大）を図るとともに、グローバル人材育成のための「グローバル入試」等の導入、新テストに対応した個別３０％に拡大）を図るとともに、グローバル人材育成のための「グローバル入試」等の導入、新テストに対応した個別３０％に拡大）を図るとともに、グローバル人材育成のための「グローバル入試」等の導入、新テストに対応した個別
試験のモデルケース提案のための調査研究を実施。試験のモデルケース提案のための調査研究を実施。試験のモデルケース提案のための調査研究を実施。試験のモデルケース提案のための調査研究を実施。

◆◆◆◆ 国際通用性の高い教育システムの開発国際通用性の高い教育システムの開発国際通用性の高い教育システムの開発国際通用性の高い教育システムの開発



○規○規○規○規 模：模：模：模：18,50018,50018,50018,500㎡程度、３～５階程度㎡程度、３～５階程度㎡程度、３～５階程度㎡程度、３～５階程度
○戸○戸○戸○戸 数：７５０戸程度数：７５０戸程度数：７５０戸程度数：７５０戸程度
○事業スキーム：ＰＦＩ方式での建設を予定○事業スキーム：ＰＦＩ方式での建設を予定○事業スキーム：ＰＦＩ方式での建設を予定○事業スキーム：ＰＦＩ方式での建設を予定
○完成予定：平成３１年３月末○完成予定：平成３１年３月末○完成予定：平成３１年３月末○完成予定：平成３１年３月末

青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画青葉山新キャンパス学生寄宿舎整備事業計画

「８ＬＤＫ」

ユニット構成

学生寄宿舎（ＵＨ青葉山）イメージ学生寄宿舎（ＵＨ青葉山）イメージ学生寄宿舎（ＵＨ青葉山）イメージ学生寄宿舎（ＵＨ青葉山）イメージ

◆整備計画内容◆整備計画内容◆整備計画内容◆整備計画内容

ＵＨ青葉山（仮称）の整備により、外国人留学生等に対する
寄宿舎提供率は、旧七帝大の中でトップクラスに！

区区区区 分分分分
ＨＨＨＨ３２３２３２３２年度年度年度年度

（（（（新新新新ＵＨＵＨＵＨＵＨ整備後整備後整備後整備後））））

寄宿舎名寄宿舎名寄宿舎名寄宿舎名
収容定員収容定員収容定員収容定員

※※※※上段（上段（上段（上段（ ）書きは、）書きは、）書きは、）書きは、

留学生用で内数留学生用で内数留学生用で内数留学生用で内数

収容定員比率収容定員比率収容定員比率収容定員比率
※※※※国内学生国内学生国内学生国内学生：：：：留学生留学生留学生留学生

UHUHUHUH三条三条三条三条
(130)(130)(130)(130) ５：３（２０８戸）５：３（２０８戸）５：３（２０８戸）５：３（２０８戸）

６：２（２０８戸）６：２（２０８戸）６：２（２０８戸）６：２（２０８戸）416416416416

UHUHUHUH三条三条三条三条ⅡⅡⅡⅡ
(135)(135)(135)(135)

３：５（２１６戸）３：５（２１６戸）３：５（２１６戸）３：５（２１６戸）
216216216216

UHUHUHUH片平片平片平片平
(30)(30)(30)(30)

３：５（４８戸）３：５（４８戸）３：５（４８戸）３：５（４８戸）
48484848

UHUHUHUH青葉山青葉山青葉山青葉山((((仮称）仮称）仮称）仮称）
(470)(470)(470)(470)

３：５（７５０戸）３：５（７５０戸）３：５（７５０戸）３：５（７５０戸）
750750750750

小計小計小計小計
(765)(765)(765)(765)

1,430 1,430 1,430 1,430 

三条第一会館三条第一会館三条第一会館三条第一会館
(220)(220)(220)(220)

220220220220

三条第二会館三条第二会館三条第二会館三条第二会館
(108)(108)(108)(108)

108108108108

東仙台会館東仙台会館東仙台会館東仙台会館
(70)(70)(70)(70)

70707070

小計小計小計小計
(398)(398)(398)(398)

398 398 398 398 

合計合計合計合計
(1,163)(1,163)(1,163)(1,163)

1,828 1,828 1,828 1,828 

■■■■留学生寄宿舎提供率留学生寄宿舎提供率留学生寄宿舎提供率留学生寄宿舎提供率

外国人留学生数外国人留学生数外国人留学生数外国人留学生数：：：：２２２２，，，，３００３００３００３００人人人人（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ32323232年年年年5555月月月月1111日想定数日想定数日想定数日想定数））））

提供率提供率提供率提供率（（（（混住混住混住混住）：）：）：）： ３３３３３３３３．．．．３３３３％（％（％（％（ 765765765765戸戸戸戸/2,300/2,300/2,300/2,300人人人人））））

提供率提供率提供率提供率（（（（全体全体全体全体）：）：）：）： ５０５０５０５０．．．．６６６６％（％（％（％（1,1631,1631,1631,163戸戸戸戸/2,300/2,300/2,300/2,300人人人人））））

５５５５



川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況川内北キャンパスにおける施設整備状況

新課外活動施設の整備新課外活動施設の整備新課外活動施設の整備新課外活動施設の整備

（（（（H28.3H28.3H28.3H28.3月竣工予定）月竣工予定）月竣工予定）月竣工予定）

教育・学生総合支援センター教育・学生総合支援センター教育・学生総合支援センター教育・学生総合支援センター

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ27.327.327.327.3月完成）月完成）月完成）月完成）

川内キャンパスモール整備川内キャンパスモール整備川内キャンパスモール整備川内キャンパスモール整備

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ27.1127.1127.1127.11月末月末月末月末 完成予定）完成予定）完成予定）完成予定）

地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線 川内駅川内駅川内駅川内駅

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ27.12.627.12.627.12.627.12.6開業）開業）開業）開業）

６６６６


