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本学でグローバル人材をどう育成するか



新学科を立ち上げる過程で、井上円了が明治
の日本で目指した人財像との共通性に気づく
• 旅する創立者井上円了の残した言葉から、3度の世界旅行を通し
て目指した日本人への提言をさぐる

• 「哲学館改良ノ目的」（明治２２年７月：第１回外遊帰国後）

• 第一：各国皆其国従来の学問芸術言語学、文章学、歴史学、宗教学を講究・
振起、是れ大に其国の独立に関係

• 第二：其国の学問芸術を十分に考究する外に猶ほ余力ありて東洋学・印度学
・支那学・日本学など多様な、今で言うグローバルな教育

• 第三：欧米各国の教育法は唯人の学力を養成するに止まらず人物人品人徳
をも併せて養成するなり、然るに我邦の教育法は学校は学力のみ

• 修身協会の設立

• 今後の教育と云ふものは家庭と並びに社會教育だけは是れは寺或いは會堂
で引き受けると云ふ方針を執って學校教育だけで之で教育は濟んだと云ふ考
でなしに

• 其のベースには実学的シティズンシップ教育・コミュニティー開発



東洋大学の「旅する創立者」井上円了
世界を三度巡り、生涯講演旅行を続けた

(Journey 1:1888-89)) America, England, 
France, Germany, Austria, Italy, Egypt, Yemen, 
and China
(Journey 2:1902-03) India, England, Wales, 
Scotland, Ireland, France, Belgium, the 
Netherlands, Germany, Switzerland, America, 
and Canada
(Journey 3: 1911-12) Australia, South Africa, 
England, Norway,
Sweden, Denmark, Germany, Switzerland, 
France, Spain, Portugal, Brazil, Argentina, 
Uruguay, Chile, Peru, and Mexico.

円円円円了は三度世界を巡り、福沢諭吉の実学と同様、社会教育への哲学の応了は三度世界を巡り、福沢諭吉の実学と同様、社会教育への哲学の応了は三度世界を巡り、福沢諭吉の実学と同様、社会教育への哲学の応了は三度世界を巡り、福沢諭吉の実学と同様、社会教育への哲学の応
用を用を用を用を説き、１説き、１説き、１説き、１890 年から年から年から年から 1919年まで年まで年まで年までのののの27年間日本中を講演年間日本中を講演年間日本中を講演年間日本中を講演ををををしました。しました。しました。しました。
グローバルグローバルグローバルグローバル・イノベーション学科はその精神をいまに受け継ぎ・イノベーション学科はその精神をいまに受け継ぎ・イノベーション学科はその精神をいまに受け継ぎ・イノベーション学科はその精神をいまに受け継ぎ、、、、Travel (旅旅旅旅
してしてしてして)、、、、Play (演じて演じて演じて演じて)、、、、Dialogue (対話する対話する対話する対話する)、、、、をベースとしたをベースとしたをベースとしたをベースとした、まったく、まったく、まったく、まったく新しい新しい新しい新しい
キャンバスとキャンバスとキャンバスとキャンバスとして、円了のめざしたグローバル・人材像を実現します。して、円了のめざしたグローバル・人材像を実現します。して、円了のめざしたグローバル・人材像を実現します。して、円了のめざしたグローバル・人材像を実現します。



世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー
ションと日本（ションと日本（ションと日本（ションと日本（1）（円了講話集より））（円了講話集より））（円了講話集より））（円了講話集より）

• 私は昨年11月から、インドをはじめとして、欧米各国を巡回いたしました
、本年7月中にこちらへ帰りました。その巡回の日数は、八ヶ月半ばかり
になります。しかしその巡回した国々は、九カ国ほどでございますが、一

カ国としてはだいたいの日数はおよそ半月ないし一ヶ月くらいなもので、

そういう短歳月の間の巡回でございましたら、もとより十分の視察を遂

げるわけには参りません。しかしながら今より十六年前に、欧米各国を

巡遊したことがございますから、今度は先年の復習同様なわけで、歳月

の短いわりには、いくらかみることができたであろうとおもう。そこで、本

日お話しするというのは、はじめ私が漫遊しました十五、六年前と今日

がどれだけ違っておるか、私の目に触れたところの違いめだけを話して

、それから進んで、その原因いずれにあるというところまで話そうと思う。
(中略）西洋各国は、すでに今日まで十分進んでおるから、このうえさら
に進むということは難しいように考えましたが、実際行ってみると、この
近い十五、六年間の変わり様は著しいように思う。



世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー
ションと日本（2）
• ロンドンは先年私が参りましたときも、世界一の都会であったが、今
度いってみますると今一層盛んなもので、人口の上で申しますると

、先年は四百万ということであったが、ただ今の人口は七百万とい

うことであります。この東京は百五十万の人口とすると、ざっとその

五倍である。そうして市街の大きくなったところは、この前に市街の

外といわれておったところが、今では市街のうちになっておる。ただ

いまじゃロンドンの市街にはてがないということであります。・・・ロン

ドンはあまり大きくなったので、日曜など散歩に出かけても、市街の

外へ出て見ることができない。あちらには人力がないから、馬車を

雇って遊びに出ずるに、しがいの外まで行くことができない。市街の
外へ行くまでに馬が疲れてしまう。



世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー
ションと日本（3）
• それはとにかく、そういう例から考えてみると、西洋各国がいかに金
に富んでおるかということがわかる。それについて、私はどうしてそ

ういうふうに、金がたくさんになったかということを考えてみにゃなる
まいと思う。それには種々ある。一とおりや二とおりではない。

• 第一、西洋各国の人種は質素倹約の国民である。その中でもドイ
ツ人が一番倹約である。ドイツ人の倹約は実に想像外である。

• ドイツ人などはそういうふうに倹約しておるが、日本人ではそうはゆ
かん。また、フランス人なんというと、こちらから考えると非常に贅沢

なように思うが、その実非常な倹約をしておる。フランスで金を使う

のは外国人で、土地の人は決しておごらん。人民の質素倹約という

ことは、到底日本人などの及ぶところではない。これが可燃の出来
る原因で、もう一つは忍耐力である。



世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー
ションと日本（4）
• もう一つは、人間が正直であろうか不正直であろうかというに、人間
が正直で信用がある。一例をあげると、先年私が参りました際は、

いずれの汽車でも手荷物の合い札を渡したのであるが、今度行っ

てみますると、先年より人口が多くなって繁盛になったから、もっと

厳重にするかと思ったらそうでない。手荷物の合い札なんぞは廃し

てしまった。どこへ行ってもかまわん、着いたところで荷物を並べる
。どれでも自分のものはお取りなさいと言う。

• また、妻を迎えると言っても、日本人のようにあてどもないようなこと
はしない。妻を迎えると自然子供ができる。子供があればどうしたら

よろしいといういことはわかっておる。多少の貯蓄をした後に、妻を

迎えるということだ。日本のはそうじゃない。妻があろうが子があろ

うがかまわんであるから、あちらでは貯蓄ということは非常に盛ん
に行われておる。



世界旅行を通して円了が見た世界のイノベー
ションと日本（5）
• わが日本も西洋の文明を入れてきたから、だんだん文物が進んだ
ようだが、まだどうも全てのことが規模が狭い。それを大きくすると

いうのには金がない。金のないのは、今日その辛抱と勉強というも

のがないからである。それくらいな理屈はだれでもわかっておる。そ

れはどこで教えるかというと、尋常小学でも教える。三年か四年か

かって卒業する。修身道徳の道も教えられ、教育のお勅語も授けら

れてはあるけども、この卒業してしまあうと、道徳の道の字もないよ

うになる。それが西洋人はどうかというと、学校を卒業すればその

後は寺があって、倫理道徳の道を説き、それが一遍や二遍でない。

毎週毎週に教えるのである。・・・わが国では幸いに昔から仏教の

上には、いかなる片田舎でもそれぞれ寺がある。・・・これからわが

国の将来は寺院を教育にあてて、学校卒業の後は、毎週日曜にで

も、互いに誘い合わせて寺院に集まり、そうして今日われわれ人間
としての心得べき道徳上の訓戒を授ける。



井上円了と福沢諭吉の共通性：実学実践

• 本館教育の主義は先に一言せるが如く獨り哲學の理論を際ムルの
みならず、哲學の応用を講ずるにあり、而して其應用は教育宗教の

如き直接の應用に限らず、間接に社會萬般の上に應用することを奨

励し来たれり、故に本館出身者中或は法律家となりしものあり、或は

商法家となりしものあり、或は工業家、或は美術家、或は軍人、或は

醫士等となりて、種々の方面に於いて活躍せるものあるを見る、余を
以て之を観れば、是れ皆哲學の應用なりと信ず。（哲学館同窓会報）

• わが邦の『古事記』は暗唱すれども、今日の米の相場を知らざる者
は、これを世帯の学問に暗き男といふべし。経書・史類の奥義には

達したれども、商売の法を心得て正しく取引をなすことあたわざる者

は、これを帳合いの学問に拙き人というべし。数年の辛苦を嘗め、数

百の執行金を費やして、洋学は成業したけれども、なほも一個独立

の活計をなし得ざる者は、時勢の学問に疎き人なり・・・その功能は
飯を食う字引に異ならず。（学問のすすめ）



甫水井上円了漢詩集

• 題学問勧之文

坐臥書斎春日永

巻舒学問勧之文

説明人間同等事

貴賤賢愚在惰勤

学問の勧めの文に題す

書斎に坐臥すれば春日永し

巻は舒（の）ぶ 学問の勧めの文

説き明かす 人間同等の事

貴賤賢愚は惰と勤とに在りと



井上円了漢詩集：雑詠

試見文明世 日新又日新

水行依汽船 陸運用車輪

四海皆兄弟 天涯是比隣

昔時他界者 今日一村人

試みに文明の世を見るに 日々新たにして又日々新たなり

水行は汽船により 陸運は車輪を用う

四海は皆兄弟 天涯は是れ比隣

昔時は他界者なるも 今日は一村の人



一身独立して一国独立すること
明治のベストセラー『学問のすすめ』にある市民社会

• 独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず
• もとより国の政（まつりごと）をなす者は政府にて、その支配を受くる者は人民
なれども、こはただ便利のために双方の持ち場を分かちたるのみ。一国全体
の面目にかかわることに至りては、人民の職分として政府のみに国を預け置
き傍らよりこれを見物するの理あらんや

• 日本（今川義元）とフランス(ナポレオン）の士民比較
• 駿河の軍勢は蜘蛛の子を散らすがごとく、戦いもせずして逃げ去り、当時名高き駿
河の今川政府も一朝に滅びてその痕なし。

• ナポレオンはプロイセンに生け捕られたけれども、・・・、ますます憤発して防ぎ戦い
、・・・、数月籠城ののち和睦に及び足れども、フランスは依然として旧のフランスに
異ならず。

• 駿河の人民はただ義元一人によりすがり、その身は客分のつもりにて、・・・。フラン
スには・・・国の難を銘々の身に引き受け、人の勧めを待たずして自ら本国のため
に戦う者あるゆえ、かかる相違もできしことなり。

• 福沢諭吉『学問のすすめ』

• 日本をこれからどうするかは、一人一人から「積み上げ」て



井上円了が哲学館改良と・修身教会で目指し
たものと、ヨーロッパのシティズンシップ教育
• 余今度欧米各国の大勢に接し哲学の進歩実況を熟視し哲学館の
事業について大に改良振起せんことを経画する所あり・・・

• 第一に感じたる点は各国皆其国従来の学問芸術即ち其国の言語
学、文章学、歴史学、宗教学を講究して怠けたる事なく益々是を振
起せんとすること切なり是れ大に其国の独立に関係あることにして

• 第二に感じたる点は西洋諸国其国の学問芸術を十分に考究する
外に猶ほ余力ありて東洋学を研究すること亦盛んなり其学科中に
は印度学あり、支那学あり、日本学あり、而して我邦にては・・・

• 第三に感じたる点は欧米各国の教育法は唯人の学力を養成する
に止まらず人物人品人徳をも併せて養成するなり、然るに我邦の

教育法は学校は学力のみを養成する処の様に考え人物人品人徳
の教育は更に問わざるが如し亦教育法の欠典なり・・・



家庭教育と社会教育は寺或いは會堂を利用せんといかんと

思ふ 「地方教育上の課題」（井上円了講話集）（1）

• 今日のやうな學校の教師と云ふ者は學校の校内だけに於いて精力
があり、學校の門の外へ踏出すと勢力がないと云ふ有様では是で

は素より聯絡は出来ない。學校教師と云ふ者は其學校の中に居る

生徒に對してはそれは素より權力があるけれども、その學校を出て

はと云ふと極めて勢力のないものだ。是れでは素より家庭の教育

だの社會教育だのに携わる譯に参らぬ。之を直さねばならぬと云

ふに就ては唯學校の教師ばかりを責める譯にはいかない。必ず學

校の教師とそれから其の一町一村の人民、此の双方から一つ改良
していかなくてはならぬ。



家庭教育と社会教育は寺或いは會堂を利用せんといかんと

思ふ 「地方教育上の課題」（井上円了講話集）（２）

• 是非とも今後の教育と云ふものは家庭と並びに社會教育だけは是
れは寺或いは會堂で引き受けると云ふ方針を執って學校教育だけ

で之で教育は濟んだと云ふ考でなしに先づ家庭にあって父兄が子

供を教育を教育する上には、唯自分の家の汚い無規律の處で教育

の出来るものでないから、五日とか或いは一週間に一遍とか云ふ

ものは、子供を連れて寺へ行く會堂へ行くと云ふ習慣をつける、そ

れから小学校を卒業した中年以上の者は互ひに集るにも料理屋へ

集ると云ふことをせずに寺へ集り、或は會堂へ集るやうにして、さう

やつて段々この學校以外の教育の改良方針を執ったならば、随分

地方の風俗習慣などを矯正することは容易い事だらうと思ふ、西洋

などで見ますると云ふと、學校以外の教育と云へば寺に引き受けて

ある。（以下日曜学校の記述中略）此の寺には青年協會だの婦人

協會だのと云ふものがあって、是が家庭教育社會教育を引受けて
居る證據である。



何が日本に足りないか？

日本を変えるには討議力・対話力・社交力

• 日本人の人間関係が希薄になってきているというが、最近の研究
ではむしろ職場や地域での人間関係が良好であればあるほど、た

とえ所得は少なくても生活の満足は高いということがわかってきて

いる。この問題を考えるためのキーワードは「討議力」「対話力」「社

交力」「リレーショナル・スキルズ」である。ヨーロッパの社会的企業

研究をベースに、日本の再生を職場や地域での人間関係改善から
考える。



新学科の目指す起業家精神と円了がイギリス
渡航で感じたこと
• イギリス人の気骨、アイルランド人の特性＝日本

• 円了の日本人に対する評価

• 狭小

• 短急

• 淺近

• 薄弱

• 短所を知りてこれを補う方法を講ずれば其の特性を完全にすること
を得べければなり



GINOSの特徴の特徴の特徴の特徴

国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（GINOS））））

グローバル社会に関すグローバル社会に関すグローバル社会に関すグローバル社会に関す
る知識と課題の分析る知識と課題の分析る知識と課題の分析る知識と課題の分析

Creativeな思考と価値な思考と価値な思考と価値な思考と価値

の創造の創造の創造の創造

対話を通したイノベー対話を通したイノベー対話を通したイノベー対話を通したイノベー
ションの実現ションの実現ションの実現ションの実現

①①①① グローバルシステム、経済、ビジネス、科グローバルシステム、経済、ビジネス、科グローバルシステム、経済、ビジネス、科グローバルシステム、経済、ビジネス、科
学技術、メディアなど広範な専門科目学技術、メディアなど広範な専門科目学技術、メディアなど広範な専門科目学技術、メディアなど広範な専門科目

②②②② 国際経験が豊かな多様な教員国際経験が豊かな多様な教員国際経験が豊かな多様な教員国際経験が豊かな多様な教員

③③③③ Learning Journeyなど、海外の協定校となど、海外の協定校となど、海外の協定校となど、海外の協定校と
連携したイノベーション人材教育連携したイノベーション人材教育連携したイノベーション人材教育連携したイノベーション人材教育

④④④④ 演劇ワークショップ、グローバルイシューに演劇ワークショップ、グローバルイシューに演劇ワークショップ、グローバルイシューに演劇ワークショップ、グローバルイシューに
関する思考実験など創造性関する思考実験など創造性関する思考実験など創造性関する思考実験など創造性(Creativity)をををを
求める演習科目求める演習科目求める演習科目求める演習科目

⑤⑤⑤⑤ 英語での授業、長期留学などによるグロ英語での授業、長期留学などによるグロ英語での授業、長期留学などによるグロ英語での授業、長期留学などによるグロ
ーバルなコミュニケーション能力の強化ーバルなコミュニケーション能力の強化ーバルなコミュニケーション能力の強化ーバルなコミュニケーション能力の強化

⑥⑥⑥⑥ 多文化学習環境の実現による異文化理解多文化学習環境の実現による異文化理解多文化学習環境の実現による異文化理解多文化学習環境の実現による異文化理解
の深化の深化の深化の深化

⑦⑦⑦⑦ プロジェクトラーニングやインターンシッププロジェクトラーニングやインターンシッププロジェクトラーニングやインターンシッププロジェクトラーニングやインターンシップ
を通した実践力の向上を通した実践力の向上を通した実践力の向上を通した実践力の向上



Travel

留学生3割の多文化環境で
のグループワーク

CreativityCreativityCreativityCreativityをををを
求める求める求める求める

実践的実践的実践的実践的演習演習演習演習

海外機関海外機関海外機関海外機関とととと
連携した連携した連携した連携した

イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション
人材人材人材人材教育教育教育教育

西・伊へのLearning Journey 
to experience “Innovation”

Creativeなプレゼンを求める
演劇ワークショップ

Play

Dialogue
多文化環境多文化環境多文化環境多文化環境
下での下での下での下での

学びの展開学びの展開学びの展開学びの展開

仏・伊とのCreativity 
Management Program

グローバル課題を対象とし
た思考実験科目群

日本人学生は1年間の長期
留学（交換留学）

GINOS生向けのLearning 
Community (GINOS Studio)

国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（GINOS））））



GINOSの特徴の特徴の特徴の特徴 幅広い専門幅広い専門幅広い専門幅広い専門領域領域領域領域

国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（GINOS））））

国際ビジネス国際ビジネス国際ビジネス国際ビジネス領域領域領域領域
多国籍企業と市場システム、グローバル多国籍企業と市場システム、グローバル多国籍企業と市場システム、グローバル多国籍企業と市場システム、グローバル

企業戦略と提携合併、ファイナンシャルシ企業戦略と提携合併、ファイナンシャルシ企業戦略と提携合併、ファイナンシャルシ企業戦略と提携合併、ファイナンシャルシ

ステムの多様化、社会的価値の創造と起ステムの多様化、社会的価値の創造と起ステムの多様化、社会的価値の創造と起ステムの多様化、社会的価値の創造と起
業家の役割、など業家の役割、など業家の役割、など業家の役割、など

国際コラボレーション国際コラボレーション国際コラボレーション国際コラボレーション領域領域領域領域
国際メディア論、多文化共生と国際組織、国国際メディア論、多文化共生と国際組織、国国際メディア論、多文化共生と国際組織、国国際メディア論、多文化共生と国際組織、国
際社会貢献論、教育の国際比較、際社会貢献論、教育の国際比較、際社会貢献論、教育の国際比較、際社会貢献論、教育の国際比較、

グローバリゼーションと日本文化グローバリゼーションと日本文化グローバリゼーションと日本文化グローバリゼーションと日本文化、科学技術、科学技術、科学技術、科学技術
のイノベーション、などのイノベーション、などのイノベーション、などのイノベーション、など

国際地域学領域：国際地域学領域：国際地域学領域：国際地域学領域：
国際地域学科専門科目における開発、比較文化、地域政策、環境等に関する科目国際地域学科専門科目における開発、比較文化、地域政策、環境等に関する科目国際地域学科専門科目における開発、比較文化、地域政策、環境等に関する科目国際地域学科専門科目における開発、比較文化、地域政策、環境等に関する科目

グローバル・システムグローバル・システムグローバル・システムグローバル・システム領域領域領域領域
グローバリゼーションと日本、グローバル社会とガグローバリゼーションと日本、グローバル社会とガグローバリゼーションと日本、グローバル社会とガグローバリゼーションと日本、グローバル社会とガ

バナンス構造、グローバル金融システム、アジアバナンス構造、グローバル金融システム、アジアバナンス構造、グローバル金融システム、アジアバナンス構造、グローバル金融システム、アジア

経済の発展と日本、持続可能なグローバルイノベ経済の発展と日本、持続可能なグローバルイノベ経済の発展と日本、持続可能なグローバルイノベ経済の発展と日本、持続可能なグローバルイノベ
ーション、などーション、などーション、などーション、など



国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（GINOS））））

4年間での学びの流れ年間での学びの流れ年間での学びの流れ年間での学びの流れ
地球社会のさまざまな地球社会のさまざまな地球社会のさまざまな地球社会のさまざまな
システムシステムシステムシステムにイノベーショにイノベーショにイノベーショにイノベーショ
ンをンをンをンを起こしうる人材へ起こしうる人材へ起こしうる人材へ起こしうる人材へ

1年間の海外留学年間の海外留学年間の海外留学年間の海外留学（日本人学生）（日本人学生）（日本人学生）（日本人学生）

２年生夏２年生夏２年生夏２年生夏〜〜〜〜３年生春３年生春３年生春３年生春

日本人日本人日本人日本人7割・留学生割・留学生割・留学生割・留学生3割の割の割の割の
国際的な環境の中での学習国際的な環境の中での学習国際的な環境の中での学習国際的な環境の中での学習

「グローバル・システム」「国際ビジネス「グローバル・システム」「国際ビジネス「グローバル・システム」「国際ビジネス「グローバル・システム」「国際ビジネス

」「国際コラボレーション」の３つの専門」「国際コラボレーション」の３つの専門」「国際コラボレーション」の３つの専門」「国際コラボレーション」の３つの専門
領域の英語での学び（少人数教育）領域の英語での学び（少人数教育）領域の英語での学び（少人数教育）領域の英語での学び（少人数教育）

留学のための語学力・留学のための語学力・留学のための語学力・留学のための語学力・
コミュニケーション能力コミュニケーション能力コミュニケーション能力コミュニケーション能力

の研鑽の研鑽の研鑽の研鑽

インターンシップ、国内外プロジェクインターンシップ、国内外プロジェクインターンシップ、国内外プロジェクインターンシップ、国内外プロジェク
トベースの実践的な活動トベースの実践的な活動トベースの実践的な活動トベースの実践的な活動

ゼミゼミゼミゼミを中心を中心を中心を中心に専門領域に専門領域に専門領域に専門領域を深めるを深めるを深めるを深める



将来のキャリアのイメージ将来のキャリアのイメージ将来のキャリアのイメージ将来のキャリアのイメージ

国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（国際学部グローバル・イノベーション学科（GINOS））））

• グローバル・ビジネスを展グローバル・ビジネスを展グローバル・ビジネスを展グローバル・ビジネスを展
開する国際企業開する国際企業開する国際企業開する国際企業

• 国際展開す国際展開す国際展開す国際展開するるるる企業・企業・企業・企業・NGO
などの起業などの起業などの起業などの起業

• 政府・国際企業を顧客とす政府・国際企業を顧客とす政府・国際企業を顧客とす政府・国際企業を顧客とす
る国際コンサルタントる国際コンサルタントる国際コンサルタントる国際コンサルタント

国際ビジネス国際ビジネス国際ビジネス国際ビジネス領域領域領域領域 国際コラボレーション国際コラボレーション国際コラボレーション国際コラボレーション領域領域領域領域

グローバル・システムグローバル・システムグローバル・システムグローバル・システム領域領域領域領域

• 国連などの国際機関国連などの国際機関国連などの国際機関国連などの国際機関

• 国際協力・連携に関する組国際協力・連携に関する組国際協力・連携に関する組国際協力・連携に関する組
織（行政、織（行政、織（行政、織（行政、NPOなど）など）など）など）

• 国際的視野で活躍するジャ国際的視野で活躍するジャ国際的視野で活躍するジャ国際的視野で活躍するジャ
ーナリストーナリストーナリストーナリスト

• 国際シンクタンクの研究員国際シンクタンクの研究員国際シンクタンクの研究員国際シンクタンクの研究員
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