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皆さんはいま、社会の「グローバル化」が急速に進んでいるという雰囲気を、

身近に感じ始めているのではないだろうか。

地球の裏側で起きた出来事が、日本にも大きく影響する出来事として、

ニュースのトップを飾る日は少なくない。

新年度の始まりには、企業の採用について、

従来よりも留学生の採用が増え、

日本人学生の採用枠が減った、という話題も目立った。

「社内での英語公用語化」を取り入れる企業も話題になった。

「人」「情報」「ビジネス」が国境を超えて展開する

“ボーダーレスな社会”が、

すでに私たちにとって身近な存在になっている。

グローバル時代が、やってきたのだ。
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2012年4月、
「グローバル人財の育成」をミッションとして
「グローバル・キャリア教育センター」が新たに設置された。
この特集では同センターに関わる3名の先生方に、
グローバル化する社会と、
そこで求められる事柄などについて、
お話をうかがった。

世界を拡げる特 集

や てきたっ
時代ルグロ バー が

　グローバル化に伴い、「グローバル人財」という言葉を目にするように
なった。さまざまな定義があるが、一番には、グローバルな時代において、

「グローバルに活躍できる人」のことを指すだろう。東洋大学では、この
言葉について、時代や環境の変化に流されることなく、地球規模の視点
から物事を捉え、自らの未来を切り拓くことのできる人、と定義。
「国際化」「キャリア教育」そして創立の理念であり、基盤となる「哲学
教育」を本学における今後の教育の柱にし、グローバル人財の育成に向け
た改革をスタートしている。

北脇：東洋大学では、創立125周年にあたるこの４月に「グローバル
・キャリア教育センター」を設置（１）しました。本日は副センター長を
務める小島先生、柳川先生とともに、グローバル化の中にあるキャリ
ア、そして当センターのビジョンになどについて語っていきたいと思
います。

小島：キャリア形成において大切なのは、「個人が自ら考え、決断と
選択ができること」です。そのために必要なのは「体験に基づく自信」
や「人間関係に対する信頼感」を自分の中にどれだけ蓄積できるか。こ
れらを体得するためには、自ら“学びたい” という情動が生まれてこ
なければなりません。情動を生み出す源になるのは「好奇心」と「挑戦心」。
今後、センターでは、キャンパスのいたるところに、学生の好奇心や
挑戦心を刺激する“仕掛け”があるような環境を作っていきたいですね。

Global Career Education Center Interview

T O P I C S
“グローバルの中のキャリア”を意識した、新たな広がり

北脇 秀敏
グローバル・キャリア教育センター
センター長
副学長、国際地域学部教授

きたわき　ひでとし

青年海外協力隊技術専門委員を務め、本学学
生の派遣にも尽力。「国際的感覚を養うと、
地球規模の世界に思いを馳せるようになりま
す。他者を思い、貢献したいという気持ちも
グローバルになるように思います」

より多くの国から
“東洋大学で学びたい”と思える
プログラム作りを

■グローバル・キャリア教育センター
　（GCC）の設置 （1）

　東洋大学のキャリア教育の中核を担う存
在として、2012年4月に設置。フィロソフィ

（自己探求力）・キャリア（自立力）・グロー
バル（国際化）という側面から、すべての学
生が各自のキャリアを構築できるよう支援
を行う。各学部の専門教育との連携プログ
ラムや、よりグローバルを志向したプログ
ラムの提供など、新たな試みもスタート。

■グローバル・キャリア教育センター
　による各種新講座始まる （2）

　グローバル・キャリア教育センターが
主催する講座が6月から順次開講する。
いずれも全学部学生対象で、年間を通じ
て実施。グローバル企業で活躍するゲス
トスピーカーを招く。それぞれの仕事の
多様性やそこで働くことの意義について
理解を促し、本学学生の職業観を養うこ
とを目的とした独自の企画だ。

「ホスピタリティ・ビジネス概論」
　本講座では、旅行会社・ホテル・航空などホスピタリティ産業のグ
ローバル企業で活躍するゲストスピーカーを招く。観光関連産業に就
職を希望している学生はもちろん、社会人としての「ホスピタリティ」
を学べる貴重な機会になるはず。

今後のゲストスピーカー予定（企業名）
全日本空輸、ジャルパック、エス・ティー・ワールド、
JALホテルズ、日本旅行、帝国ホテル、富士屋ホ
テル、ヴァージンアトランティック航空、日本航空、
ANAインターンコンチネンタルホテルズ　ほか

第1回　6月7日（木） 16：20～17：50
場所：白山キャンパス 6211教室

（株）ジェイティービー　
人事企画部　米村祐一氏

グローバル社会の中で
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国際的視野の醸成
■国際社会体験セミナーなど、

「グローバル化」を意識したセミナーを開催 （4）

　留学や海外研修、途上国における社会貢献など、
短期・長期さまざまなプログラムについて、そ
の内容、参加方法、予測される効果等について
詳しく紹介するセミナー。「青年海外協力隊と学
生の貢献」（第1回）、「国際的舞台で活躍するビ
ジネスパーソンになろう」（第2回）、「海外安全
セミナー」（第3回）など多彩なテーマで、毎回
数名のゲストが登場する。

■英語による講義の充実 （7）

　国際社会人基礎力を高めるため、各学部は国際化を念頭においた独自の
カリキュラムを推進している。文学部英語コミュニケーション学科・経済
学部国際経済学科・国際地域学部などの授業科目、GBC〔Global Business 
Communication〕セミナー（経営学部）、大使リレー講義（国際地域学部）、 ESP

〔English Special Program for Regional Development Studies〕（国際地
域学科）などは、特に英語のみで行われる特色ある授業だ。

柳川：私は、外国語を学ぶことの本質とは「自由になれること」ではな
いかと考えています。異なる国、異なる文化の人々とコミュニケーショ
ンを取ることができれば、今まで自分ひとりでできなかったことがで
きるようになり、自分の行動範囲や価値観が広がります。学生時代こ
そ、積極的に海外経験を積んで、世界を拡げてほしいですね。

北脇：海外に視野を向けて欲しい、多様な価値観を学んでほしいとい
う思いを込め、昨年から学長室等を主催に、“国際社会体験セミナー
「世界にはばたけ――地球市民への道」”（４）をスタートしました。柳
川先生がおっしゃるように、ゲストは皆さん、海外経験を通じた視野
の広がりを生き生きと語ります。回を重ねるごとに参加者が増え、関
心の高まりを感じています。

小島：広い視野を持ち、新しい価値を受け入れる姿勢は、今後、働い
ていこうとする際にとても重要です。グローバル化とともに変化が速
く激しい時代となった今、かつて存在した仕事が無くなってしまった
り、長く伝えられてきたHOW TOでさえも陳腐化してしまうのです。
自らHOW TOを作り、それを時代にあわせて変化させ、新しい価値
を創造する側にまわることが求められています。学生時代に働く現場
を体験するインターンシップは一般的になってきましたが、今後は、
海外インターンシップなど（５）、就業体験の場を海外に拡げることも
重要でしょう。

■国際交流協定校を100校へ （8）

　国際交流協定校やISEP（アメリカに本部を
置き、世界の加盟校間で交換留学を推進する
世界的な大学連合組織）による交換留学制度を
設けているが、より多くの学生が海外を体験
するチャンスをと、留学ネットワークを順次
拡大中。近年中には、国際交流協定校を「100
校」にすることを目標に取り組んでいる。

グローバル・キャリア教育センターを中心に、今年度から力を注ぐ
海外へのインターンシップ。すでに自治体の制度を利用して、昨年
夏にフィリピンでインターンシップを経験した学生に話を聞いた。

島波 直人
経済学部総合政策学科4年

「国際化」を推進するさまざまな取り組み
■海外インターンシップの推進と、留学生のキャリア支援 （5）（6）

　国内でのインターンシップの充実・拡大を進めるとともに、今後は、海外で
のインターンシップについても推進。海外企業で働くための英語力・異文化理
解・社会人マナーを育成し、インターンシップ経験を経て、卒業後の進路選択
の幅を広げる取り組みだ。また、留学生に対しても、日本語力・英語力の向上
および日本文化や日本的就職活動の理解を進めることで、就職支援強化を図る。

柳川：小島先生のおっしゃる「好奇心や挑戦心を刺激する仕掛けづくり」
という観点から、私は外資系企業で長く勤務してきた経験をもとに「グ
ローバルな企業とは」「グローバル人財とは」という問いかけに応える
機会づくりに力を入れたいと思っています。例えば、グローバル企業
で活躍されている方々を講師にお招きして（２）、ご自身のキャリア形
成に関する話や、実際の業務内容、仕事の多様性などについて語って
いただく講座を予定しています。学生にとって、多くの刺激になるは
ずです。

北脇：本学では近年、TOEICやSCATを通じ、英語教育にさらな
る力を入れています（３）が、柳川先生は語学力を身につけることの意
味について、どのようにお考えですか。

T O P I C S
英語スキルの向上に向けて

時代ルグロ バー がや てきたっ

■TOEICテスト、全学部生無料に （3）

　近年、就職活動でもTOEIC（Test of English
for International Communication＝国際コ
ミュニケーション英語能力テスト）のスコアが
求められる事例が増えている。本学では今年
度から、学部生全員が年１回、TOEICを無料
受験できるよう配慮（複数回受験機会のある学
部も有）。テストを受けることで、現在の実力
を把握し、学びのモチベーションを高める狙
いだ。
　全学共通科目である、英語特別教育科目
SCAT（Special Course in Advanced 
TOEFL）も引き続き人気。集中的な英語のみ
の授業で、英語圏の大学に留学しても学習や
生活に困らない「使える英語力」を習得できる。

ANAゼミ
　この講座は、ANA人事部の障がい者雇用推進室と共
同で、本学の学生が障がい者の就労・雇用・法制度な
どに関する実態調査を行い、提言をまとめることを目的と
して行われるもの。月１回のセッションのほか、フィールドワ
ーク、ANAグループ各社でのインターンシップなどを行う。
　多様な働き方（ダイバーシティ＝働き方の多様性）と
どうやって向き合うかは多くの企業にとって重要なテー
マ。対象は学部2年生。期間は6月から12月まで。
※すでに申し込みを締め切りました。講座の様子は、改めて紹介します。

（P.3から続く）

「グローバル人財概論」
　さまざまな業界のグローバル企業で活躍する講師を招
き、職業意識や職業観を醸成するための講座。講義は
ディスカッションを含むインタラクティブな内容を予定。

第1回　6月14日（木） 16：20～17：50
場所：白山キャンパス 6211教室
牧野フライス製作所総務部　前原丈二氏
※詳細は後日、掲示やWEBサイト等でお知らせします。

　その他、4月5日（木）には、ベルリッツコーポレー
ション代表取締役会長兼社長兼CEOの内永ゆか子氏
による特別講演会「グローバル社会に立ち向かう学
生達へ」が開催され、グローバル社会を生き抜く力
が必要となる学生に向けてのアドバイスが語られた。
　学生を対象とする講演会には「国際」を意識したも
のが多数あるので、ぜひ参加してみよう。

内永ゆか子氏

海外安全セミナー

自ら可能性を伸ばしたい
と思う学生の情動を刺激したい

小島 貴子
グローバル・キャリア教育センター
副センター長
理工学部生体医工学科准教授
埼玉県雇用・人材育成推進統括参与

こじま　たかこ

多数の企業で採用・人材育成コンサルタント
およびプログラム作成と講師を務める。

「キャリアの語源は、車の轍（わだち）。自分
はどこから来て、なぜここにいて、次はどこ
に向かって、どう生きるのか。自分を問う“哲
学”ではないでしょうか」

北脇：本学では現在470名あまりの留学生が学んでいますが、本学で
学ぶ留学生たちの就職・キャリア支援（６）も、これから本腰を入れて
取り組もうとしている課題です。日本の学生が海外に出ていくのはも
ちろん、さまざまな国から“日本の東洋大学で学びたい”と思われるよ
うな教育プログラムを用意し、学内そのものを国際化していく必要が
あります。英語による講義の充実（７）や、国際交流協定校の拡大（８）も
さらに図っています。グローバルな時代の中に生きていることを、学
内にいても肌で感じてもらいながら、学生の皆さんには今学ぶべきこ
とや、将来のキャリアを考えていってほしいと思います。

　（取材日：2012年5月1日）

柳川 悦子
グローバル・キャリア教育センター

副センター長
本学広報担当部長

立教大学大学院ビジネスデザイン
研究科博士課程前期修了

やながわ　えつこ

外資系航空会社の広報部長、立教大学観光学部
特任准教授などを経て現職。「どんどん海外へ
行き、日本にいても大学の友人以外の人と付き
合ってみる。外国語、日本語問わずコミュニケー
ションのスキルを高めると、必ず新しい出会い
があって、さらに人生が楽しくなるはずです」

フィリピンでのインターン中の様子。
多くの現地スタッフと席を並べる。

外国語を学ぶことの本質は
「自由を手に入れる」ことにある

世界を拡げる特 集

　埼玉県が実施している海外インターンシップ促進事業を利
用して、3年次に夏休みの3週間、輸入販売会社のフィリピン
事業所で働きました。インターンシップ先では、主に商品の
画像加工や価格調査などを担当。そのほか、日本語教室のア
シスタントも行いました。最先端のIT環境を持つ企業もあれば、
昔ながらのアジアの原風景もあり、わずか3週間でも成長、
貧困、格差に触れた気がします。なかでもフィリピンの方々は、
若くても「家族のために働く」という意識が強く、働くことの
意義を改めて考えさせられましたね。

　海外に興味を持ったのは、中学時代の友人の影響から。身
近な友人がいつの間にか海外留学を決め、先に進んで行く姿
を見て、自分はこれでいいのかと感じたのです。その後、僕も
英語の勉強を始めたり、勢いに任せて単身ニューヨークへ向かっ
たり（笑）。きっかけはどうあれ、とにかく行動し、広い世界を
見るようになってから、「変化が面白い」と感じられる自分に
なったように思います。
　現在は就職活動中。どのような分野で働こうとも、いずれ
は海外や外国人の方と一緒に、自分にはない、さまざまな価
値観を持つ仲間と仕事をしたいと思っています。

フィリピンで海外インターンシップを経験
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