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　人口の少子化や高齢化が国内の社会情勢の変化として顕在化して久しい。またITの急速な進歩も社
会構造を大きく変化させる要因として顕著であり、技術分野におけるIT技術の影響は著しいものがあ
る。コンピューターや情報機器の高速化と大容量化により情報の流通だけでなく、製造業などの産業の
構造と活動範囲を変化させてきた。高等専門学校（高専）を取り巻く環境としてこの様な産業構造の変
換は学生の就職先やその後の仕事内容に大きな変化を及ぼしている。少子高齢化社会からも求められる
技術分野の人材像はこれまで日本の経済を支えてきた製造業だけでなく生活を身近で支える技術や育児
や介護なども支援するものが必要とされている。

　第二次世界大戦後７０年余を経過し、世界では広範囲で人的、物的交流が起こるとともに、IT技術の発
展により情報はモノより高速にかつ広範囲に広がる傾向にある。これは経済活動の国境を越えた広がり
を促し企業活動の形態を大きく変化させた。日本は戦後、製造業を中心に経済の復興を果たした。技術
力に加えて人件費の安さを武器に輸出を増加させていったが、経済発展と共に人件費だけに頼る業種で
はさらにコストが安い海外へと製造現場の移動が始まった。繊維業がもっとも早く海外に移転した業種
であるが技術力を身につけた業種では競争力を強化していく。

　１９８０年代に入り、日本は電子立国を称するように、電子機器の開発に大きな成果をあげて、経済大国
の仲間入りに大きく貢献した。IT産業の基礎となる電子素子の製造において圧倒的な強さを発揮した
が、肝心のコンピューターの使い方に関しては従前のようにアメリカが支配的であった。バブル経済崩
壊後にはその影響を受け、新興勢力の追撃にさらされて次第に勢力を失っていったことは周知の通りで
ある。しかしながら競争力を蓄積した日本企業は、分野の変遷はあるものの国際的に広がりを見せ活躍
している。ただし、製造業においては主たる生産現場を海外移転する企業は多く、止まることを知らな
い状態である。

　高専は日本が経済成長を始めた頃に、製造現場を任せられる実践的技術者の養成を目的に設立され、
その卒業生の活躍は高く評価されている。開設から５０年を経て社会構造の変化と共に企業の求める人材
の質と量は大きく変化してきている。製造現場の海外転出と人口減が及ぼす若年人口の急速な減少は高
度技術者への需要と供給の増加を引き起こし、また人口減は企業活動において海外にその市場を求め、
加えて製造現場の海外移転から技術者の海外対応が強く求められるようになった。

　この様な背景のもと、高専や大学において国際的な視点に立つグローバル教育が重視され始めた。国
際的な視野を備えた技術者の育成では、高校生レベルから５年一貫教育を行う高専教育が、一般的な教
育に比べて優位に進められると確信している。他国の文化を理解した上でその解決方法を技術的観点か
ら提案できる技術者養成がこれからの技術者教育の目的となる。Think Globally， Act Locallyを実践
できる学生の育成をめざし、茨城工業高等専門学校ではグローバル高専モデル事業を開始した。高等教
育を受ける学生側から見ると卒業後の１０年２０年を技術者として生きていく基盤を教育期間に形成する。
この事業により急速に変化する社会情勢を、国際感覚を持って理解し、工学の理念である「人間社会を
技術的手法により豊かにする」ことを実践できる学生を多く育成できることを期待している。
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はじめに１

1.1　事業の背景
　１９９０年代以降の経済活動のグローバル化の急速な進展は、われわれが直面する最も大きな環境変化の
１つである。「高専」と関連の深い製造業についてみると、例えば２０１５年度の自動車メーカー大手８社の
乗用車海外生産比率は全体の３分の２を占めるまでになり、海外売上高比率（台数ベース）にいたって
は実に８割に及んでいる。また、本校の位置する茨城県を拠点とする日立製作所は、『２０１５　中期経営計
画』の中で２０１３年度に４１％であった海外売上高比率を２０１５年度末までの短期間に５０％に引き上げるとい
う目標を掲げ、実際４８％にまで拡大させた。少子高齢化に伴い国内市場の縮小が避けられない中、こう
した動きは今後ますます加速していくと考えられる。

　グローバル化という大きな変化を受けて、産業界が求める人材像も変化している。日本経団連は２０１１
年６月に『グローバル人材の育成に向けた提言』をとりまとめ、産業界がこれからの人材に求める素質、
能力を整理した。そこでのアンケート調査によれば、これからの人材に必要とされる最も重要な要素は
「既成概念に捉われず、チャレンジ精神を持ち続ける」姿勢であり、その後に「外国語によるコミュニケー
ション能力」と「海外との文化、価値観の差に興味・関心を持ち、柔軟に対応する」素養が続く。これ
らはいずれもこれまで重視されてきた協調性や単なるコミュニケーション能力とはかなり異なる資質・
能力である。問題はこうした社会が求める人材と教育機関が輩出する卒業生・修了生との間にギャップ
が生じていることであり、実際、企業にとっては「海外ビジネスを担う人材」が、事業を海外展開する
上で最も大きな課題となっている。

　高等教育機関が直面しているいま１つの大きな環境変化は、インターネットを通じて誰もが利用でき
る多様で質の高い教育資源（以下、「ウェブ教材」）の急増である。いわゆるMOOCs（Massive Open 
Online Courses）により、いまや世界中でハーバード、スタンフォード、MITといった一流大学の講義
を無料で受講することができる状況となった。またKhan Academyでは、学習者が数学や物理、化学、
プログラミング等に関する体系化された３，５００以上の講義動画を無料で視聴できるだけでなく、動画視
聴中のヒントの提示や次に学習すべき内容を示すマップなどの学習サポート機能を利用し効率的に学習
を進めることができる仕組みとなっている。こうした「ウェブ教材」の急増は、高等教育機関における
教育のあり方に大きな見直しをせまっている。教員は学生との対話をはじめとした「現場でしかできな
いこと」に授業の重点をシフトさせるとともに、ウェブ教材を自ら活用し学び続ける力を身に着けさせ
ることが求められている。
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1.2　３つのキー・コンピテンシー
　以上のような環境変化を踏まえ、OECD・文部科学省では、２０３０年に向けて、学生・生徒がグローバ
ル環境で生き抜くために身に着けるべき資質（コンピテンス）を設定し、それに沿ったカリキュラムの
提言を行うべく作業をしている。本校においても、OECD・文部科学省の成果を参考にしつつ、（図１−
１）独自に学生に修得させることを目標とする次の３つの能力を設定した。なお、ここではあくまでも
グローバル化への対応の観点から新たに求められる能力のみをサブ項目として列挙している。３つの
キー・コンピテンシーには本校がこれまで卒業生に修得させてきた（そして今後も修得させる）能力、
すなわち専門分野に関する知識や技術、自然や社会に関わる一般的教養やコミュニケーション力等が当
然含まれるが、ここでは明示していない。

　第１は、「グローバル化時代に求められる教養力」である。これは工学に関する高度な専門知識と技術
を身に着けグローバルに活躍する上でのいわば土台となるべき知識・素養である。英語を中心とした語
学力がそこに含まれることは言うまでもないが、語学力の修得はグローバルに活躍する上での十分条件
では決してない。上述の通り製造業の海外展開が加速する中で、高専の卒業生もまた、自らの専門に関
する知識だけでなく、自国や他国の文化や社会を理解する力や、国境の枠組みを超えた対策を迫る地球
規模の課題についての洞察力を求められるようになっている。

　第２は、「グローバルに提供される教育資源の活用力」である。上述のとおり、今日ではインターネッ
トを通じていわゆるMOOCsやKhan Academyなどの優れた教育資源がグローバルに提供されている。
こうした動きはわれわれ教育機関における講義のあり方の根本的な変革を迫るとともに、学生や社会人
をはじめとした一人ひとりの自己研さんに関しても大きな変化を及ぼすものである。グローバル化に伴
う競争激化等を背景に、高専の卒業生が多く活躍する企業においても、これまでのように自社が手厚く
社員を教育するような余裕はなくなっている。教育資源を自ら探し出し自ら学び続けていく姿勢や能力
が、グローバル化した社会で活躍し続けていく上でこれまで以上に重要になっている。

　第３は、「グローバル化時代に求められる発信力」である。グローバル化の進展やそれに伴う競争激
化、あるいは「製造業のサービス化」といった新たな流れの中で、多様な人々との関わりの中で自らも
のを考え、それを的確にアウトプットする能力の重要性がこれまで以上に高まっている。もちろんルー
チン化された業務において正確さ、勤勉さ、効率性といった価値が今後も重視されていくことに変わり
はない。しかしながら、高専の卒業生が多く活躍する産業でイノベーションや課題解決型事業の構築等

図１−１　グローバル高専のコンピテンスとOECD globalコンピテンスの比較※
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が課題となっている中、論理的かつ柔軟な思考や、それを効果的に表現する力、そして様々なバックグ
ラウンドをもつ人々との積極的な関わりの中でそれらを発揮していく力といった、広い意味での「発信
力」がエンジニアに求められている。

※図１−１に示したOECDのグローバル・コンピテンスはあくまでも「大項目」であるので、ここ
で現時点での最新の議論の１つ、OECD [2016] Global Competency for an Inclusive Worldに基づ
き補足をしておきたい。
　OECDが提示するグローバル・コンピテンスは３つの次元から成る。第１の次元は「知識と理解」
knowledge and understandingであり、グローバル化と文化間の遭遇が投げかける課題や機会を取
り扱う上で必要となるものである。具体的には、異文化への知識や理解、そして地球規模課題の知
識や理解が挙げられる。
　第２の次元は、特定の目的を達成するため複雑だがよく組織化された型に基づく思考や振舞いを
行う能力、すなわち「技能」skillsである。具体的には、２言語以上で他の文化や国からの人々と適
切かつ有効にコミュニケーションできること、他者の考えや信念、感情を理解し、その他者の観点
から世界を見ることができること、自身の考えや感情や振舞いを新たな文脈や状況に適合すべく調
整できること、そして情報と意味を精査し評価するために批判的に分析や思考ができることを指し
ている。
　第３の次元は、有能な振舞いを生み出すように知識、理解そして技能を活用しようとする「姿勢」
attitudesである。グローバルに能力を発揮するためには、他の文化や国からの人々に対する開かれ
た姿勢や、地球環境と様々な文化や国の人々とに対して関わりと義務とをもった世界市民の一人で
あるという姿勢（global mindedness）、そして自身の行動に責任をもつ姿勢が必要とされる。
　グローバル・コンピテンスはこれら３つの、相互に結びつけられた次元の総体であるわけである
が、重要なのはこれらが「価値」valueによって影響されるとしている点である。「価値」とは様々
な状況において何がなされ考えられるべきかに関わる規範的性質を有するもので、人々の姿勢、判
断、そして行動に指針を与えるものである。グローバル・コンピテンスとの関係では特に人間の尊
厳と、文化的な多様性に価値を置くことが重要視される。（以上、OECD　［２０１６］　pp.５−６。）
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1.3　事業の構成
　以上３つのキー・コンピテンシーを学生に修得させることを目的に、本事業では大きく３つの取組み
を推進する。

　第１の取組みは「教育活動のグローバル化」である。日本は専門科目や一般科目をかなりの程度まで
自国語のみで学ぶことのできる数少ない国である。しかしながら、国際標準的なテキストや様々なウェ
ブ教材等を通じて英語でも学ぶ機会を提供することは、英語力の向上だけでなく、その科目への理解を
深める上でも重要である。また、日本の高等教育機関では教員が板書等をベースに一方的に話をする授
業スタイルが支配的であるが、国際標準となりつつあるのは学生の発言や対話を促し授業に積極的に参
加させ能動的な学びを実現する「アクティブ・ラーニング」のスタイルである。一方的な講義のスタイ
ルを否定するわけではないが、授業の中で「アクティブ・ラーニング」の要素を取り入れていくことは、
上述の「発信力」強化の観点からも重要となる。もちろん、こうした教育の方法や形式に関わるグロー
バル化と同時に、異文化理解や地球規模課題への洞察など、グローバル化時代に固有のテーマに関する
教育の充実も図る必要がある。

　第２の取組みは、「キャンパスのグローバル化」である。ここでいう「キャンパス」は、単に施設など
のハード面だけでなく、学生及び教員というソフト面も含む概念である。具体的には、海外からのゲス
トのための宿泊施設の整備や案内板の英語化などに加え、海外に留学する学生や海外からの留学生ある
いは外国籍学生の増加、さらには国際的な背景を持つ教員の雇用拡大などが挙げられる。これらの取組
みを通じ、様々なバックグラウンドをもつ学生や教員が行き交うキャンパスの構築を目指す。

　第３の取組みは、「連携によるグローバル化」である。教育のグローバル化は広範にわたる非常に大き
な事業である。本校の資源のみで成しうることには当然限界があることから、国内外の教育機関や地域
社会と連携しつつ取組みを進めていく必要がある。具体的には、海外の学術交流協定校を増やすととも
に、近隣大学院の留学生による授業サポートや、グローバル化教育で先行する大学院と連携した授業企
画、さらには地域の方々による特別授業の開講等を進める。

　以上は、図１−２の通り、本事業申請時の事業分類を再検討し、事業のコンセプトがより明確に伝わ
る形へと再編したものである。これら各事業が１．２で述べた３つのキー・コンピテンシーとどのように関
連するかについては図１−３を参照されたい。

図１−２　事業分類の再編
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AL

ICT

図１−３　各事業とキー・コンピテンシーの関連
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２．１　教育活動のグローバル化
　「教育活動のグローバル化」事業は、上述の３つのコンピテンシーを学生に修得させる上で必要となる
科目の新設や講義手法の改善に関わる取組みである。具体的には、語学力の向上等を目的とした英語を
交えた授業の展開や、異文化・地球課題理解を促進する科目の開発、広義の発信力を強化することを主
眼としたPBL型科目の開発、そして学生の主体的学びやInformation and Communication Technology
（以下、「ICT」）の活用力強化に資するアクティブ・ラーニング手法の確立などが含まれる。

２．１．１　英語を交えた授業
（１）「英語を交えた授業」とは
　「英語を交えた授業」の取組みは、一般科目及び専門科目を英語でも学ぶ機会を提供するものであ
る。これは授業を全て英語で行うことだけを意味するのではなく、授業の中に以下のような要素を取
り入れていくというものである。
１）英文図書の活用
２）MOOCs等の「ウェブ教材」の視聴
３）「日英キーワード集」の活用（２．１．１（３）②「英語版シラバス及び日英キーワード集の作成」参照）
４）英語による授業内容の復習
５）試験問題の一部英語化

（２）「英語を交えた授業」のねらい
　「英語を交えた授業」の取組みには２つの狙いがある。
　１つは、その科目の「国際標準」に触れる機会を与える。あるいは、そのための準備を行うことで
ある。多少の例外や程度の差こそあれ、自然科学や工学系の標準的な科目には世界的に定評のあるス
タンダードな英文テキストというべきものが存在する。それらの活用を通じて「国際標準」的な説明
に触れること、あるいは、そのための準備として科目のキーワードを“英語で何というか”を知って
おくことは、学生がその科目の内容をより深く理解する上でも重要である。
　２つめは、英語力の向上である。周知の通り、英語の修得には少なくとも３，０００時間程度の学習時間
が必要であると考えられている。しかしながら、中学校での授業時間は、せいぜい３５０時間程度、高専
での５年間の授業時間は、５００時間にも満たない。つまり英語の授業時間以外での学習時間が少なく
とも２，０００時間は必要とされるわけである。工学を専門とする高等教育機関においては、英語の授業
時間を増やす余地が極めて少ない以上、学生に実践的な英語力を修得させるためには、自学自習を促
すと同時に英語以外の授業時間を活用していくことが重要になる。

（３）実施に向けた取組み
　「英語を交えた授業」の展開に向けて、本校では、以下の取組みを進めてきた。

①　英語を交えた授業のための教員研修の実施
　英語を交えた授業の質的向上と量的拡大の第１ステッ
プとして、外部の専門講師による研修を２０１４年度及び
２０１５年度に企画・実施した。この研修は大きく２つの部
分から構成された。第１部の目的は英語を交えた授業の
前提となる授業スタイルの転換であり、教員が一方的に
講義をする授業スタイルではなく、学生が主体的に考
え・発言する参加型の授業スタイルを学び、日本語で実
践した。そして第２部の目的は英語による授業実践であ

グローバル化事業の内容２

研 修 風 景
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り、この参加型に転換した授業の一部を日本語ではなく英語で展開する練習を行った。

②　英語版シラバス及び日英キーワード集の作成
　昨年度、開講しているほぼ全ての科目のシラバスについて英語版を完成させ、ウェブサイトに
アップした。既存のシラバスの単なる英訳ではなく、
授業内容に関連する英語のウェブ資源や新規に購入し
図書館に配備した標準的な英文テキストの紹介を行っ
ている点が特徴である。
　加えて、本校では「日英キーワード集」の作成を継
続してきた。こちらも英語版シラバスと同様に原則と
して全ての科目について、担当教員が選出した５０前後
のキーワードの日英対照表を作成し、キーワード集と
して冊子化している。これは、いわば本校の全てのカ
リキュラムに直接関わる大規模な「単語帳」である。

③　英文図書の充実
　英語を交えた授業の実践や学生の語学力強化に不可
欠な英文図書等を大規模に追加整備した。
　第１は、開講科目に関連する図書の充実である。専
攻科の全科目と本科専門科目の全必修科目について、
当該科目に適した標準的な英文教科書・参考書を担当
教員自らが選定し図書館に配備するとともに、年度シ
ラバスに記載をすることで学生への周知を図ることと
した。
　第２は、学生の異文化理解や地球課題理解の促進に
資する図書の配備である。世界的に有名な観光ガイド
ブックであるLonely　Planetシリーズをほぼ全巻揃
えただけでなく、OECDによる社会経済問題や科学技
術政策等に関する主要な報告書等についても重点的に購入し、さらに国連コーナーも設置した。
　第３は、学生の留学や語学力向上に資する図書の配備である。最近の英語の外部試験導入に関す
る議論の動向等を踏まえつつTOEFL及びIELTS対策本の大幅な拡充を行うとともに、第二外国語
の修得のための語学本も揃えた。あわせて、イギリスのIGCSE、GCE O-level、A level対策向けの
テキストも購入した。

（４）実施状況と今後の展望
　２０１５年度以降、各教員の創意工夫により、いわゆるオール・イングリッシュの講義だけでなく、講
義のまとめ部分を自作英語プリントや自作英語講義動画で行う、試験問題の一部を英語化する、英語
キーワードを試験問題に組み込む、英語によるウェブ
教材を活用する、プレゼンテーション作成のグループ
ワーク資料に英語のものを組み込む等、様々な取り組
みが行われている。
　また、２０１６年度からは、本科低学年や専攻科の理科
系科目で国際的なバックグラウンドをもつ特命助教に
よるオール・イングリッシュの講義も実践されている。
　英語を交えた授業の効果は短期的に測れるものでは
ないが、一部では既に興味深いデータも得られてい
る。本科１年次開講の「地理」と「現代社会」では、

茨城高専図書館　英文図書コーナー

英語による復習動画（４年経済概論）

英語版シラバス
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新出キーワードの英語での確認や定期試験
での出題、関連する動画の視聴（例えばオ
バマ大統領の国民向けテレビ演説）、英文
サイトの紹介（例えば国連やCIA）、グルー
プワーク時の資料の一部英語化等の取組み
を行ってきた。その上で、両科目の最終授
業時に数問の単語テスト―完全な“抜き打
ち”テスト―を実施し、その正答率（本科
１年生の学生の正答率）を４年生のそれと
比較した。結果をみると，ほぼ全ての問い
において１年生の正答率は４年生の正答率
と同等かそれ以上であり、１２問中８問で前
者が後者を上回っていた。英語を交えた授業は、少なくとも英語の語彙力の強化という点で、一定の
効果をもたらすことが期待できるといえる。
　なお、１年生物理で数回行われたオール・イングリッシュの授業に関するアンケートからは、英語
による授業を学生がどう受け止めているかの一端を確認することができる。資料１にあるように、英
語による授業に強い抵抗感を抱く学生がいる一方で、英語による理解の困難さを認識しつつも前向き
に受け止める学生が少なからずいることがみてとれる。音声や文字以外のメディアの活用や、英和
キーワード集あるいはクラスルーム・イングリッシュの表現集の事前配備等が学生の英語による授業
の理解を促す可能性が高いこともまた明らかとなっている。
　こうした調査結果も踏まえつつ、グローバル副専攻及びその関連科目の開講に向け、今後も英語を
交えた授業の実践を重ねていく。併せて、昨年度に引き続きの教員の自己研さん支援を行うととも
に、英語による授業に特化した研修の実施といった取組みを進めていく。

0.0%
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20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
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単語テスト正答率の比較
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２．１．２　異文化理解・地球課題理解
　学生に、日本固有の文化や歴史を正しく認識するとともに、自らのアイデンティティをもって異文化
を理解し、価値観や文化等が異なる国や地域の人々と協働して地球規模や国際的な課題を解決しようと
する精神と解決のために必要な能力（文化的自己理解、文化的世界観、異文化理解力、コミュニケーショ
ン能力、知的好奇心、文化的受容力）を身につけさせることは重要である。そこで本校では、２０１７年度
の学科改組に伴い、１学年の全学生を対象にグローバル化教育関連科目「Global Awareness」を新規開
講する。

グローバル化教育関連科目「Global Awareness」の開発
　価値観や文化等が異なる人々と協働して課題を解決するために必要な能力を養う授業科目の開発にあ
たり、本校では途上国の課題解決に取り組む人材育成で先駆的に教育研究活動を行っている広島大学大
学院国際協力研究科に協力をお願いした。（連携事業の内容等については２．３．３（４）①「広島大学大学院
国際協力研究科との連携」でも後述する）
　２０１４年８月、藤原章正研究科長を招へいし、同研究科におけるグローバル教育の実践についての講演
を本校教員を対象に実施した。同年１２月及び翌年４月、本校教員が同研究科を訪問し、今後の協力関係
について具体的に意見交換を行った。
　２０１５年９月７日～９日の３日間、同研究科へ補助学生１０人と本事業の担当教員が訪問し、表２－１に
示す日程で集中講義を受けた。講義では、日本の国際協力の現状（日本の国際協力事業）、平和と環境・
災害との関係（グローバル・パートナーシップ）について学んだ後、国際協力学に関する３つのテーマ（国
際環境協力学、国際平和協力学、国際教育協力学）について講義を受けた。講義の様子はビデオ撮影し、
補助学生にはアンケートを実施した。併せて留学生との交流、広島平和記念公園でのフィールドワー
ク、グループワークとして日本語によるディベートを行った。

　２０１６年度は、２０１５年度同様に、広島大学大学院国際協力研究科へ補助学生４人と本事業の担当教員が
訪問し、９月５日～７日の３日間、主にグループワークの教材を開発することを目的に集中講義を受け
た。集中講義ではまず地球規模課題の概要に関する知識習得として、日本の国際協力の現状、持続可能
な開発目標（SDGs）、気候変動に関する講義（「日本の国際協力」および「Introduction to Climate 
Policy」）を受けた。その上で３日間に渡るグループワークを行った。グループワークでは、交通（自動

集中講義の様子 広島平和記念公園訪問

表２−１　２０１５年度における集中講義

2015年9月9日2015年9月8日2015年9月7日

【講義４】
　国際平和協力学
【講義５】
　国際教育協力学
【グループワーク】
　ディベート

【講義2】
　グローバル・パートナーシップ
【講義3】
　国際環境協力学
【フィールドワーク】
　広島平和記念公園訪問

【講義1】
　日本の国際協力事業
【留学生との交流】
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車と公共交通機関）とCO2排出の関係から社会的ジレンマについて考えることのできる交通すごろくの
ゲーム性の向上と教材としての改善が図られ、「Global Awareness」における活用方法の道筋が見えて
きた。この他、オーストラリアのRadford Collegeの高校生とSkypeを通して英語によるディベートも
行った。また、２０１６年度は、呉高専の学生５人も参加し、本事業の水平展開を行った。

　こうした広島大学大学院国際協力研究科との連携事業の成果を踏まえ、２０１７年度に「Global　
Awareness」を新規開講する。本科目は本科１年生対象の必修科目（１単位）であり、グローバル化の
本質や地球規模課題等に関する理解を深めることをその目的としている。科目概要については本稿３－
２でも触れるが、予定している主な講義テーマは表２－２の通りである。本事業では、２ヵ年度に渡る
集中講義のビデオ撮影情報やグループワークの教材開発、補助者アンケート等を本新設科目の参考資料
として活用し、授業内容の充実を図る予定である。

２.1.３　第二外国語習得
　グローバル化時代に求められる教養力の根幹をなすものはやはり語学力である。母国語である日本語
と世界の共通語としての英語に加え、いわゆる「第二外国語」にも親しんでおくことは、日本語や英語
への理解を深める上でも重要である。
　２０１７年度における学科改組後の新カリキュラムにおいては、この第二外国語教育をより強化すること
とした。（３．２「改組の概要と今後の課題」参照）これまで本校では週１コマの第二外国語科目（フランス
語、ドイツ語、中国語、韓国語）を５年次に開講してきた。新しいカリキュラムでは５年次だけでなく
４年次にも開講することとし、学生が今よりも早い段階で第二外国語に触れ、またよりじっくりと学習
できる形とした。
　講師は現在と同様、ネイティブスピーカーを原則とする。拡充された授業時間の一部で、言語習得の
前提ともいうべきその国の文化や社会について理解を深める機会を提供してもらう予定である。
 

表２−２　Global Awarenessの主な講義テーマ（予定）

サブトピックトピック

国家、市場、社会／ヒト、モノ、カネ、情報／文化的多様性グローバル化とは何か

地球温暖化／環境汚染／生物多様性危機地球環境問題

国際連合／民族・宗教対立／核軍縮国際政治

貿易システム／金融のグローバル化／新興国と経済協力国際経済

講義の様子
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2.1.4　情報発信力強化
　近年、企業の国際展開が日常となっている。今や多くの製造業は海外拠点を有しており、現場の技術
者には世界的な視野でものを見、現地の状況と自社の立場の両方を踏まえ、状況に応じた対応ができる
能力が求められる。自ら国際的な舞台へ赴き、考え、意見を述べ、相手の意見を引き出し、議論し、多
国籍のメンバーとともに柔軟にプロジェクトを進めて行くというスキルは、一朝一夕で得られるもので
はない。こうした情報発信力の強化には、在学中の早い段階からの参加型のトレーニングを積み重ねる
ことが必要である。茨城県には、多くの国際的な企業や外国人留学生の多い筑波大学が立地し、外国籍
の研究者や学生が多く居住しているため、茨城高専は高専の忙しい授業スケジュールをこなしながらこ
れらの組織との日常的な交流が行い易いという恵まれた環境にある。これらの人材の助けを借りた、茨
城高専ならではの恒久的な人材育成プランの作成が期待できる。

PBL型科目「グローバル工学基礎」の開講
　情報発信力強化授業の開発を目的として、筑波大学大学院システム情報工学研究科との連携により
PBL型科目「グローバル工学基礎」を２０１６年９月に開講した。（連携事業の内容等については、２．３．３
（４）②「筑波大学大学院システム情報工学研究科との連携」で後述する。）

（１）プレプログラム
　これに先駆けて、２０１５年９月から２０１６年３月の期間、筑波大学大学院・システム情報工学研究科の
博士後期課程留学生５人が、英語により茨城高専の専攻科生７人に教育指導を行う、というトライア
ルを行った。

①　Ice Break Meeting
　９月、筑波大学で、両校の学生間によるIce Break meetingを
行った。
　当日はまず、筑波大の留学生（中国、マレーシア、ブラジル、
イタリア、バングラデシュ出身の５人）と茨城高専専攻科１年生
７人の各々から、５分程度の自己紹介プレゼンを英語で行った。
その後、茨城高専生は、筑波大学の留学生が所属する各々の研究
室を見学し、筑波大学の先端研究に触れる機会を得た。
　研究室見学会の後、指導する／される学生のマッチングをする
ため、留学生と高専生が個々に話せる時間を設け、どのような
テーマでコラボレーションできるか、お互いに案を出し合った。これらの結果をもとに、担当留学
生の決定を行った。

②　メール、LINEなどによるグループ交流
　筑波大学、茨城高専ともに授業に支障のない範囲での交流を行わねばならなかったため、Ice 
Break Meetingの後は、主に学生同士の間でメール、LINEなどを用いた交流を行った。

③　最終ミーティング
　専門の垣根を越えた視点でアプローチしてみる、また交流を通
じて、お互いの国への理解を深め合うという本プロジェクトの狙
いに沿って交流を行ってきた成果を発表する機会を３月に茨城高
専にて設けた。各高専生は約半年にわたる交流で学んだことをパ
ワーポイントにまとめ、茨城高専と筑波大学両校の教員及び学生
の前で発表した。

交流テーマを話し合う学生たち

成果発表会の様子
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（２）「グローバル工学基礎（PBL演習）」の開講
　前年度の筑波大との連携プログラムの成果を受けて、２０１６年３月に採用した外国人特命助教、ディ
ア・スリスティアニンティアスが担当する夏季集中講義を開講した。今年度は同研究科の修士課程３
人、博士課程１人の留学生をTeaching Assistant　（以下、「TA」）として迎え、参加者の学生は昨年
より低学年の本科４、５年生に限定した。
　インドネシアの環境問題に関して、例えば、大量ゴミの問題、安全な飲料水の問題、及び、水道水
を日本のように飲める水にする技術を、歴史、政治、教育、文化、地形的要因、法律という６つの視
点から、その原因と対策を考える、というグループワークを行った。初日は「英語は全く喋れない」
と言っていた学生がほとんどであったが、TAからの英語によるアドバイスを受け、いくつかの段階的
なトレーニングを行った結果、最終日には、参加者３０人全員が、各々約１０分のポスタープレゼンテー
ションを見事に行うことができた。スケジュールに示すように、ハードな４日間だったにもかかわら
ず、学生たちが楽しみながら大きな一歩を踏み出すことができたのは、年齢が近く、気軽に話せる留
学生がTAとして本講座に参加し、熱心に指導してくれた成果である。

　この集中講義の成果は２０１７年度以降も、継続的にティーチング・アシスタントを活用して開講する課
題解決型の新設科目「Global PBL」に活かされる予定である。

 

ポスターツアー発表会 ワーキンググループ討論会 グローバル工学基礎（PBL演習）の参加者
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2.1.5　アクティブ・ラーニング
（１）アクティブ・ラーニングの実状についての調査
　２０１４年度は、９月にアクティブ・ラーニングの実践校であるシンガポールのナンヤンポリテク
（Nangyang Polytechnic）へ赴き、必要な施設や講義法や授業の開発も視察してきた。２０１５年１月、
国内では函館高専において仙台高専が主管するアクティブ・ラーニング研修会に参加し授業の方法論
を学んだ。また函館高専における現状視察をし、本校での実現の可能性を調査した。

（２）ICTを活用したアクティブ・ラーニング（AL）
　学生の学習活動を能動的にするためには、１．学生の状況の確認、２．目標の設定、３．メディア
の活用、４．学生がアウトプットする環境作成の４つのサイクルをまわしていくことが必要になる。
これらを補助するために、どのようなアクティブ・ラーニング手法があり、どのようなICTツールを
使うことで効率的になるかを知る必要がある。本事業のICTを活用したアクティブ・ラーニングの実
践は、１．英語教育資源の活用、２．自ら学ぶ能力、３．考える力、４．的確なアウトプット、５．
柔軟な思考、６．創造力の６つのコンピテンスを身につけるためのツールとして定義されている。
　図２－１に、ある専門クラスの３年で行った学生の意識調査を示す。上段は専門教員、下段は一般
教員、教員A・Eは、前述の英語＋能動学習研修を教員のうちアクティブ・ラーニングを積極的に取り
入れている教員、教員Cは、教歴の短い教員、教員Fは、授業評価の元々高い教員である。AL手法を
取り入れた授業においては、板書が多いという量的困難から、理解が難しいとの質的困難に学生の意
識が変わっており、占有率を見ると多くの学生に対して挑戦的かつ参加可能な講義となっていること
が見て取れる。また、AL手法を取り入れている講義において特徴的なのが、「自分のせいで分からな
い」と回答している学生が存在し、自省し始めていることが見て取れる。

 

図２−１　あるクラスにおける教員の授業に対する評価（クリッカー使用２０１６／７）
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（３）動画メディアの活用・授業コンテンツの共有
　アクティブ・ラーニングの授業形態として、反転型講義がある。この形の講義は知識導入部分は用
意された動画で行い、授業内では学生の状態に合わせて演習を行い、知識定着を目指す形の講義であ
る。このような講義ではネットワーク上に動画を置くことで、その授業の代わりとしている。また、
ネットワーク上に追加の動画を置いて、自ら学ぶための資源として供することや、既に行った授業の
再確認をするために動画を置くなども、講義動画の利用形態の一つとして考えられる。
　このような形態の学生サービスを行うためには、動画や音声付スライド等の共有環境が必要である
ことはもちろんのこと、実際に学生がそのサービスに到達可能か、教員が簡単に作成可能かどうかも
重要な視点となる。
　２０１４年度は動画共有に対して学生がどのように反応するかを調べるために、一部の授業を試行的に
ネットワーク（You Tube）上で共有を行いログの解析を行った結果を図２－２に掲載する。

　授業は５０分授業１２回分（中間考査まで）総計４０本程度の動画を共有した。図２－２に示したのは動
画へのアクセス回数であり、受講者４０人中３８人が実際にアクセスしたことが別途アンケートにより確
認されている。急激にピークが立っている４日間は中間考査の前であり、実際に必要であれば動画を
用意することは学生の学習の手助けになること、学生は動画アクセスに対して忌諱感が無いことが確
認できる。
　２０１５年度は、２０１４年度の共有に加え、Google Apps（以下、「Gapps」）を利用した形態等もテスト
を行った。Gappsでの共有には要領制限が無いため、撮影した動画をそのまま共有でき、教員側の編
集等の手間は省けることは確認できたものの、動画視聴記録等の詳細なアクセス解析はできず、学生
に対する効果としては限定的であった。
　２０１６年度には新たな動画共有プラットフォームとして、Office Mixを利用した。図２－３に学生の
アクセスに関するログ画面を表示する。動画は実験の前に学生に共有されており、授業内では実験・
解析を行うことを主眼とし、説明は全て動画にした。その結果、ほぼ全ての学生が視聴したことが確
認できた。さらに、教員側については簡単な操作で既存のスライドが利用可能な点で教員の手間が減
少することも確認できた。

　図２−２　動画アクセスログ共有された動画

図２−３　学生視聴に関する解析結果Office Mix上の反転授業用動画
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　また、２０１５年度後半からはもう一つの授業コンテンツ共有・学生レポートの収集ツールとして
Onenote Class notebookを使用している。Onenote class notebookはOffice365（以下、「365」）から
利用できるツールの一つで手書きの入力が可能なツールであり、Onenoteを教員用の学生書き込み禁
止領域であるコンテンツライブラリ、全ての学生・教員が共同で書き込める共同作業スペース、教員
と個々の学生が一対一で書き込めるスペースの３つをアクセス権限自動付与で作るツールである。こ
のツールを使うことで、手書きの板書を多用する教員であっても、PCとプロジェクタがあれば、授業
内容をそのまま共有することが可能になる。以下に授業で使用したOnenote class notebookの利用例
を示す。

（４）インターネット上の教育資源の活用・学生の学習記録の確認・授業の効率化
　学生が自ら先取りで学ぶためのツールとしては昔ながらの教科書を利用することはもちろん、現在
はインターネット上にフリーのリソースが多く点在している。特に２０００年頭から共有され始めた
Open Course Wareの動画群などの海外の一流大学のリソースは質、量共に複数の領域を横断的に学
ぶことに利用できる。本事業では低学年において、専門の講義を学ぶために、英語がどれ位の学習阻
害要因になるかの調査を行う必要性があった。これらを確認するために利用したのがKhan 
AcademyというK12向けのインターネットリソースである。本事業が始まる前年度の２０１３年に数学
コンテンツを利用して、プレ調査を行った結果、図２－４に示すように単純な計算問題であれば、多
くの学生がクイズに挑戦可能であり、問題は無いことが確認できた。また、２０１３年には数学のみが自
主学習型コンテンツを持っていたのに対し２０１４年には計算機分野で自主学習コンテンツが追加された。

 

パワーポイント利用 レポートの校正手書き講義

図２−４　数学コンテンツ利用統計 Khan Academy演習の様子
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　これらを利用し、コンピュータ演習室にて質疑応答を行いながら、プログラミングの学習を行わせ
た。２０１５年度は、進捗管理をKhan Academyを用いず、Learning Management System（以下、
「LMS」）であるblackboard（以下、「BB」）上で完成型学習コンテンツを作成した。その際に、下の
BB上のコンテンツ配置例のように①宿題としての関連動画視聴－要約レポート、②LMSクイズ機能
による関数等の機能の確認（日本語）、③プログラミング課題の実行と結果の提出、④その週の振り返
りの４段階を繰り返すようにした。

　図２－５に示すのが、前期の課題に対する未達成率と平均点数である。英語コンテンツに対する忌
諱感について図２－６のアンケート結果を見ると第２週の時点では多くの学生が困難であると述べて
いるが、週が進む毎に学生が折り合いをつけて、英語コンテンツから情報を得始めていることが分か
る。つまり、英語コンテンツであっても専門的内容について学生が自主的にコンテンツを進めること
が可能であることが示唆される。
　さて、インターネットコンテンツやLMSを利用する以外での学生の状況の調査方法としてクリッ
カーを用いる例がある。図２－１に示したように学生が実名では答えづらいような質問を答える場合
や、答えた結果をシェアするような場合に有効である。２０１５年度には現代社会／英語／地理の講義で
学生を参加させる目的で利用した。２０１６年度は、専門の講義でPeer Instructionという学生が間違い
やすい問題をクリッカーで集計し、それらについてお互いに議論を深めて、間違いを修正していく講
義手法に利用した。

 地理授業でのクリッカーの活用　現代社会 英語

BB上のコンテンツ配置例 図２−５　課題の未達成
率・平均点

図２−６　振り返りアンケート
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　その他の学生を引き付ける試みとして、地元商店街のキャラクターモルちゃんを利用して、化学の
授業におけるモルの概念を学習させる試みなどを行った。また、２年生の化学においては、元素や化
学反応に関する動画の視聴を通じて学生に概念を定着させることを試みた。

（５）グループ活動を用いた学生の思考型授業・実験の実践
　考える力、的確なアウトプット、柔軟な思考を身に着け、共同して仕事を達成するためにはチーム
で勉学を行う経験を通じて、自分に無い考えが他者から得られることを経験することが必要である。
このようなチームワークは科目で習うのでは無く、実践を通して身に着けることが望ましい。本事業
ではいくつかの科目において、グループ型の学習を取り入れている。
　下の写真は、低学年での実験でのICT支援を用いたグループ型学習の模様である。学生は無線型の
テーブル投射型プロジェクタ及びタブレットPC、デジタルビデオカメラを用いて、ペットボトルロ
ケットの改良を行っている。

 

パソコン上での議論 投影した画像からのロケットの挙動の計測 挙動とPCシミュレーションの比較検討

地理の授業におけるパワーポイントによ
るプレゼンテーション（２０１５）

ポスターツアープレゼンテーション（２０１６）

化学の授業における地元キャラクターとのコラボレーション
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　別の試みとして、異文化理解等の社会系の科目を学生に理解してもらうために、グループ学習の手
法の運用を試みた。社会系の科目はテストで点を取るためには暗記であるという誤解があるが、実際
には連続した情報の塊をある視点で切り取り、問題点を探る学問である。そのため、場所、時間、気
候、経済、文化等のデータを詳細に検討し、複数の視点を統合することが必要になる。このような作
業は実際には一人で行うのは難しく、知識も不足しがちである。そこで、１年生の地理の授業におい
て、特定の地区についてグループ学習を行った。
　２０１５年度は、試行として行い、パワーポイントを主に利用したが、デジタルの編集に力点が置かれ
てしまう面が見られた。２０１６年度は、反省を生かして模造紙を利用したポスターにまとめることで、
努力の方向性を実際の問題に集中することができ、理系の学生であっても、社会的な情報の収集、共
有、考察ができることが確認できた。
　その他のグループワークの試みとして、演習をグループで解く試みがいくつかなされている。理系
科目においては、人文系の科目とは異なり、ある程度一本道の解答が得られる問題が多いが、教員の
解答は洗練されすぎていて、比較的少数の学生にしか理解ができないことが多い。そこで、学生間の
教え合いを利用することで、全体が理解できるようにすること、優秀な学生には教える経験を持たせ
ることで、より深い理解を得られるような講義の組み立てができることが確認された。

（６）ICTツール利用講習会
　本校で２０１６年度までに利用可能なICTツールは、クラウドベースの教材共有の仕組みとしてLMSで
あるBB、３６５、Gappsの３種類がある。
　これらのシステムは、導入時期が微妙に異なり、教員も慣れの問題があり、活用が難しかった。前
述のとおりに一部の教員は自ら学び利用することで活用を行っていたが、全ての教員が行えるわけで
はなかった。そこで、２０１６年５月には３６５、BB研修会を行った。残念ながら、教員のICTスキルに大き
な差があること、講師の力不足により満足のいく結果は得られなかったが、上記のシステムを利用し
自習コンテンツとして整備しなおすことにより、教員がいつでもアクセスし学べるように整備をした。

 

ICTツール自学研修用コース
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2.2　キャンパスのグローバル化
　「キャンパスのグローバル化」事業は学生がコンピテンスを獲得するための、直接的な事業「教育のグ
ローバル化」を効率的・効果的に行えるように施設・環境的な側面から支えるために行う事業である。
これには教育を行うための教室の整備、国内外広報、キャンパスに外国籍の人材を受け入れるための、
案内版等の日英併記、寮の整備などが含まれる。

2.2.1　アクティブ・ラーニング環境整備
　２．１．５のアクティブ・ラーニングの実践に必要な環境整備を、次のように行った。

（１）アクティブ・ラーニングが行える教室
　２０１４年度には、機械工学科別棟実験室を改修し既存のホワイトボードとテーブルをパソコン画面と
して使えるインタラクティブ機能付きプロジェクタと大型ディスプレイの端末を設置しアクティブ・
ラーニングが行える共同実験室として整えた。また、クリッカーの導入の準備を開始した。

（２）共同実験室での授業及びセミナーの実施
　共同実験室にて、２０１５年度にはICTを利用した授業とセミナーが以下のように実施された。（表２
－３参照）後期からは機械の授業だけではなく、下記に示すように地理の授業等でも活用をした。
また、２０１６年度前期には、２０１５年度の前期科目に加えて新たに週１５時間の授業を最大で行った。

表２−３　ICTを利用した授業科目一覧

利用時間数対象者授業科目等

週２時間１年生機械システム工学実験（M）
２０１５・２０１６年度

前期
週２時間１年生設計製図基礎製図・図学演習（M）

週４時間５年生機械システム工学実験（M）

週１時間３年生計測工学I（M）

２０１６年度
前期

週２時間３年生工業力学（M）

週４時間１年生物理

週４時間１年生地理

週２時間３年生加工工学I（M）

週２時間３年生材料工学I（M）

２日間小・中学生おもしろ科学セミナー（M）夏休み

週１時間４年生計測工学I（ICT利用、グループワーク）（M）

２０１５年度
後期

週１時間５年生計測工学II（ICT利用、グループワーク）（M）

週２時間１年生機械システム基礎演習（実験）（M）

週４時間４年生機械システム工学実験（M）

週２時間１年生設計製図基礎製図・図学演習（M）

週１時間４年生機械システム演習III（M）

４時間×２回×３
クラス

１年生地理（グループワーク、発表）
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（３）能動的学習補助職員の雇用
　２０１５年度１２月から３月まで技術補佐員２人を雇用し、アクティブ・ラーニングの補助や機材の調査
運用テストを実施した。２０１６年度は引き続き１人継続雇用して環境整備を進めアクティブ・ラーニン
グ事例の水平展開を目指した。
　能動学習にICTを利用するために、教員１人で全てを調べることは難しく、特にICTツールのサー
バーシステム等の管理については、技術的な素養が必要である。本雇用の大きな目的は二つ、授業内
におけるICTハードウェアツール、プロジェクタ、PC、クリッカー等の準備、運用補助を通常の技術
職員・助手が遂行できるようにトラブルの事例の収集及びマニュアルの作成。もう一つが、サーバー
管理や持込PCのトラブル対応事例の収集とそれらを既存の事務や技術職員等のサポートスタッフが
業務として遂行できるためのマニュアルの作成である。前者については、２０１５年度はBBを利用した
テストのパスワード、ログイン等の運用時の学生対応、地理の講義におけるクリッカー準備等の支援
業務を行っている。２０１６年度はこれに加えて３６５ログイン運用等の学生対応を行っている。それと並
行し、アクティブ・ラーニングの事例の収集を行い、Gapps上で共有できるようにしている。
　後者については、ICTツールのうち、LMSの講義登録、学生追加用ファイルの作成に加え、複数の
教室で授業を同時に行うための動画配信方法についての調査を行っている。また、学生持ち込みPC
のトラブル対応の窓口としてベンダーとの調整にも当たっている。後期からは業務と並行して、ス
タッフの教育を行い、次年度以降の講義に支障の無いようにしている。

（４）　e-learningの活用
　２０１５年度、英語関連授業において、学生の学習情報を管理できるe-learning教材を授業時間外課題
として活用することで、効率的かつ効果的な課題学習を行わせることができた。「自分の英語力向上
に役立つ（役立ちそうだ）」について「非常にそう思う」と「そう思う」の合計が８３％と高いことが確
認されており、２０１６年度も継続して活用した。

 

おもしろ科学セミナー実験風景
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2.2.2　キャンパス環境の整備
　グローバル化を進めるため以下のようなキャンパス環境の整備を行った。

（１）協力先確保
　２０１４年９月２５日、シンガポールでのThe 8th International Symposium on Advances in Technology 
Education（ISATE２０１４）シンポジウムに本校校長が参加した。グローバル化について講演をし、当
事業の広報をした。また、２０１５年１２月１６日から２０日の期間、中国遼寧省の１初級中学、１高級中学、
５中等専門学校等、１大学を訪問し中国における技術者教育の現状調査と高専教育の広報を行った。

（２）日本語PVの作成
　２０１４年度に作成し、HPで公開した。

（３）グローバル事業の概要リーフレットの作成
　２０１５年度に作成し、デジタルブックとしてHPで公開した。

（４）外国籍スタッフの獲得
　２０１５年度３月に理科系科目で英語による授業を共同で企画・実施するため、インドネシア国籍の特
命助教を雇用した。

（５）外国籍学生の獲得
　２０１４年度、２０１５年度、２年に渡り茨城県国際交流協会で在日外国人高校受験者への説明について調
査し、同交流協会主催の「外国人親子高校進学ガイダンス」を土浦と水戸で行った。
　２０１５年度、べトナム語学校要覧を、２０の日本語学校及び大使館に送付した。また、６５の日本語学校
に学校要覧多言語版〈韓国語、ロシア語、ベトナム語、アラビア語、中国語〉を作成した。
　２０１５年度入学外国人特別入試を実施し、１人の受験者があった。
　２０１８年度より１年生留学生を受け入れる準備を開始した。

リーフレット

大連大学にて日下部校長の講演 遼南技術労働者学校にて機械系実設備視察
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（６）学生寮の活用
　２０１４年度に学生寮を個人空間と共有空間が共存するシェアハウス型に改修設計し、２０１５年度に改修
した。

　また、シェアハウスの共通スペースごとのルール作りや、当番制の日誌・分担制の月報の作成を通
じた交流を検討中である。短期留学生には、１週間完結型のプログラムの準備の検討もしている。
２０１６年度の学生寮への留学生の受け入れ実績を表２－４に示す。

（７）留学コーナー「グローバルラウンジ」の設置
　２０１４年度は、AFS日本協会、YFU（Youth For Understanding）日本国際交流財団、Ayusa 
International等の団体や留学に利用できる奨学金についての情報収集を行った。２０１５年度には管理
棟玄関脇に、語学研修先や海外インターン先の国の書籍及び、海外の人に日本文化を紹介する書籍を
中心に配架し、閲覧スペースを設けたコーナーを設置した。同コーナーでは留学情報の掲示もしてい
る。

（８）各種申請書類の英訳と英文雇用契約書（ひな形）の作成
　２０１５年度には、外国人雇用や１年次からの外国人学生の受け入れ拡大にあたり、日本語運用能力が
十分ではない者に対しての事務側の受け入れ態勢を整備するため、また、採用手続きや学生の入学手
続き書類、日常的に参照する書類の英訳をした。さらに日本人とは異なる法感覚や権利意識を持った
外国人を雇用する際には双方の利益の保護のためにも雇用契約の内容を通知した法的効力の強い書類
を作ることが好ましいと実務専門家からのアドバイスを受け、英文雇用契約書のひな形も作成した。

 

表２−４　２０１６年度学生寮留学生受け入れ

人数時期期間受け入れ（国）滞在目的

２人６月１０週間
ルーアン応用科学大学学生（フランス）
学内プログラム

２人５月以降３か月
ルーアン応用科学大学学生（フランス）
インターンシップ斡旋・寮滞在

５人９月４日間
筑波大学大学院生（各国）
Teaching　Assistant

１０人１月２週間
朝鮮理工大学学生（韓国）
インターンシップ

居室のコミュニティスペース部分 二人部屋
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（９）英語を併記した室名札の作成
　２０１５年度、本校技術職員により、校内の室名札すべて、およそ４００か所を日英併記に変更した。

 

英語併記教室札英語併記案内図
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2.3　連携によるグローバル化
　「連携によるグローバル化」事業は「教育のグローバル化」事業を支える人材、コンテンツ、枠組みを
内外の教育機関の協力を用いて強化するための事業である。この中には地域人材、海外の人材の活用す
る取り組み、海外大学との連携による学生の受け入れ、派遣の取り組み、国内大学との連携による留学
生の活用、コンテンツの共同開発などが含まれる。

2.3.1　地域・国際連携型教育
　グローバル高専実現のために、他組織との連携を図り、情報交換、人材交流、ネットワーク構築を
進める。国際連携以外にも、地元企業も含めた地域連携や海外在住を経験したOB・OGからの情報収
集、海外大学との連携とそこから発展される国際人的ネットワークの活用等などへ広げていくことを
目指し、以下の事業を実施した。

（１）地元企業も含めた地域連携、OB・OGの活用

①　夏季集中講義「産業社会学」の講師にOBを起用
　社会経験の豊富な複数の茨城高専OBにより、２０１４年度から夏季集中講義「産業社会学」を実施し
ている。講師は、企業において海外に在住し海外プラント建設を経験した者、技術職、管理職とし
て企業活動のほかに社員教育を行ってきた者、地元で会社を起業し経営者として手腕を発揮してい
る者ら３人が担当し、インターンシップ、就職活動、社会人生活において、実際に役立つ基礎知識
や態度を教育した。
　学生からは、「高専を卒業した後にどんな職業についてどんな活動をするかを具体的に知ること
ができた」、「将来を考えるよい機会であった」などの感想が寄せられた。経験に裏打ちされた講義
であり、１１６人の学生が参加して学生の理解度も高かった。

②　機械系授業の中で講演会を実施
　２０１５年１０月から２０１６年２月にかけて、機械システム工学科の授業において、６人の客員教授に講
演をお願いした。表２－５に示すように各講演では、工場での実際の仕事、学んでおけばよかった
こと、経営者としての話など、多岐に亘るものであった。学生は、人工衛星、防衛関係、ロボット
スーツなど高い精度が要求される加工の実際の現場に、驚きと関心を持って集中して聴いていた。
精密加工ではチャッキングも重要、ただ作るだけでなく測定も必要など、意外な所にも気づかされ
ていたようである。また、感想も長文で書いていた学生が多く、「町工場の印象が変わった」、「今し
ている勉強の重要さがわかった」など、とても実りのある講演会であった。

 
表２−５　２０１５年度　機械系客員教授授業参画状況

今後の計画なども
含めたコメント

実施日
と時間

講義タイトル
（テーマ）など

H２７年度試行科目
（担当教員）

氏名№

ワイヤーロープ大手メーカーの工場長まで
務めた石井氏の話には、学生も得るところ
が多かったものと思われる。今後も継続す
べきである。

２０１５／１０／１６
３，４時限目

『ワイヤーロープの原料から
加工工程、一般的な用途と特
殊な用途』について、『高専で
は学べなかったこと』と、
『もっと深く学んでおけば良
かったと後悔したこと』等

５M
機械力学
（鯉渕弘資）

石井　恒男

１

世界中から注目され始めている新技術に関
する講演会。「エンジニアとして活躍する」
とはどういうことかが、学生もに分かった
と思う。学生全員に聞かせたい素晴らしい
講演であった。

２０１５／１２／１１
３，４時限目

会社を経営している今橋氏の
同業者である関プレス（株）
関社長の講演。内容は、最近
開発して売り出し中の「割裂
き」という塑性加工技術の紹
介。開発までの経緯、現在と
今後の展開など。

５M
機械力学
（鯉渕弘資）

今橋　正守

２
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③　学外の交流協会や友好協会との連携
　２０１４年度には、ひたちなか市国際交流協会、ひたちなかIT
協議会、茨城高専地域協働サポートセンターなどの留学生向
けイベントへ留学生が参加した。
　また、同年１月１４日に、茨城高専地域協働サポートセン
ターと共同で「留学生と客員教授の懇談会を開催し、留学生
８人とチューター２人、茨城高専地域協働サポートセンター
の客員教授３人が参加した。留学生が母国のために将来行い
たいことを語り、客員教授が企業経営者の視点から自身の体
験も踏まえてアドバイスを与えた。今後も継続して開催する
予定である。

④　地域連携による土曜日体験型授業（学年が異なる学生によるグループワーク）
　２０１４年１１月１日（土）に、茨城高専地域協働サポートセンターの協力を得て、土曜日体験型授業と
して「虎塚古墳の見学会」を実施した。
　本校OBでひたちなか市埋蔵文化財調査センター元所長の鴨志田篤二氏（現茨城県埋蔵文化財指導

日立の電力システム事業のモノづくり技術
の紹介がなされた。特に、モノづくりの考
え方や流れやCAD/CAM/CAEの最前技術
等は大変興味深いものであった。一方、時
間の関係でじっくり説明が出来なかったの
が残念である。時間を延長するか、ポイン
トを絞った講義が良いように感じる。

２０１６／１／２１
３時限目

電力システム事業を支える日
立のモノづくり技術
－CAD/CAM/CAE技術の最
前線－

５M
CAD・CAM・
CAEII
（冨永学）

平井　純一

３

この分野は重要でもあるに関わらず、本科
の教育に不足している内容である。全学科
に展開していければよいと考える。

２０１６／２／５
２～４時限目

リスクマネージメント入門４M
機械システム工学
実験
（冨永学）

宮地　　守

４

実物とスライドなど充実した準備をしてい
ただき、説得力ある講演で、学生は興味を
もって聴いていた。プリンタヘッドやイン
クジェットで印刷、作成した製品を持参し
て見せてくれたが、教室では会場が手狭で
十分に手に取ってみることができなかった。
また、授業時間内の５０分だけでは時間が不
足であった。

２０１５／１０／９
５時限目

インクジェットプリンター技
術と材料力学

３M
材料力学Ⅰ
（押久保武）

久貝　健一

５

人工衛星、防衛関係、ロボットスーツなど、
高い精度が要求される加工の実際の現場に、
驚きと関心を持って学生は集中して聴いて
いた。精密加工ではチャッキングも重要、
ただ作るだけでなく測定も必要など、意外
な所にも気づかされていたようである。「寸
法は当たり前、難しいのは幾何公差」など、
キャッチコピーのような言葉も学生の印象
に残り良かった。また、実物も長テーブル
一杯に用意していただき、それを手に取る
時間も十分取っていただき、講演後も実物
を手に取りながら質問をする学生が多かっ
た。感想も長文で書いていた学生が多く、
町工場の印象が変わった、今している勉強
の重要さがわかったなど、２年生は実習で
の加工が始まったばかりで加工への関心が
高まる中、本講演は大変素晴らしい刺激と
なった。２Mでは来年度も継続していただ
きたいし、来年度４・５年生にも同様の講演
をお願いしたい。

２０１５／１０／２９
１時限目

切削加工の仕事　♦旋盤加工
から３次元加工まで♦

２M
機械システム基礎
（澁澤健二）

鴨志田隆司

６

留学生と客員教授の懇談会にて
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員）の解説による見学会とした。当日は、虎塚古墳の壁画について工学的な観点から鴨志田元所長
が解説。また、第２部として、埋蔵文化財調査センターの展示を見学した。
　学生たちは、文化財保存という観点でも工学的視点が重要であることを学ぶことができていた。

（２）海外大学との連携・国際的人的ネットワークの活用
　２０１４年度、２０１５年度には、海外大学等との連携をはかり、情報交
換、人材交流、ネットワーク構築を推進するために、各学科で外国
人研究者（国内外を含む）を招聘し、表２－６の通り、学生あるい
は教員への講義を行った。

表２−６　グローバル教育講演会の実施一覧

国講師対象者開催日題名№

インドKamala Kanta Satpathy（サト
パスィー）氏
Head, Environment & Safety 
Division, Indira Gandhi 
Centre for Atomic Research

専攻科生２０１４／１２／３カルパッカムでの地上生物多様性に関す
る活動　－原子力サイトとして
「Land Bio-diversity activities at 
Kalpakkam - A nuclear site」

１

中国車　孝軒　先生
教授
武漢大学先進能源研究所副所長

電気電子システム
工学科３，４，５
年生および教職員

２０１４／１２／５中国における太陽光発電技術の最新動向
　～グローバル化に対応するために必要
なこと～

２

バングラ
デシュ

Islam Muhammad Monirul（イ
スラム　ムハマド　モニルル）　
先生
助教
筑波大学大学院数理物質科学研
究科　北アフリカ研究センター

電子情報工学科
３，４，５年生お
よび教職員

２０１４／１２／１６太陽光発電の基礎的な原理、最新の研究
動向について

３

英国Wesley Ramm（ウェスレイ　ラ
ム）氏
業務執行取締役
Cyth Limited, Oxford, United 
Kingdom

３年生２０１５／１／７Engineering Challenges for 
Interplanetary Hardware : Mars 
Exploration Rovers (MER)
（火星探索ローバーなどの惑星間探索装
置における技術的な挑戦）

４

スイスPierre-Yves Donze（ピエール＝
イヴ・ドンゼ）先生
特定准教授
京都大学白眉センター

４年生２０１５／１／１４時計産業におけるスイスと日本の競合
（１９８０年以降）

５

英国Robert Buckingham（ロバート
　バッキンガム）氏
ディレクター
UK Atomic Energy Authority

全学生希望者２０１５／２／６Robotics for challenging 
environments - experiences in the 
nuclear industry

６

米国Andrew Komasinski（ア ン ド
リュー・コマシンスキ）氏
グローバル　プログラム　アド
バイザー
北海道教育大学旭川校　

全学生希望者２０１５／２／２０The Secret to Improving your 
Language Skills: Moving from 
Learning Foreign Languages to 
Doing things you like in Foreign 
Languages
（英語上達の秘密：学ぶことからの脱却）

７

ロシアAndrey Shobukhov（アンドレ
イ・ショブコフ）先生
教授
モスクワ国立大学計算数学・サイ
バネティクス学部

教職員Lecture 1
2015/2/24
Lecture 2
2015/2/25
Lecture 3
２０１５／２／２６

New Algorithms of Computational 
Fluid Dynamics（数値流体力学の新しい
計算アルゴリズム）

８

講演会の様子
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　学生の感想としては、「単語が難しかったがスライドと比較して理解することができた」、「急に自己紹
介を英語でさせられて、よい経験になった」、「火星探査ローバーの話では、宇宙開発は、天体が常に動
いているし、何年も先のことを考えて計画を立てなければいけないという難しさが伝わってきた」、「時
計の話では、日本は時計に正確さを追求し、スイスではファッションとしての役割を与えるなど文化の
違いを改めて認識させられた」などの感想があった。
　また２０１５年度にニュージーランド・ワイアリキ工科大学より招聘したGraeme　Holdaway先生、
Noeline　Lewis先生からは、本校の学生の英語力、英語の授業、英語に触れやすい環境等について以下
のような指摘を頂いた。学生に関しては多くが相手と打ち解け、ペアワーク等のアウトプットも行える
力をもっている。その一方で、一部の学生は流暢さや正確さにこだわりすぎるあまり、それが授業の進
度を遅らせていると指摘した。そのため、学生のパートナーを変えてペアワーク等を行うことがよいと
のアドバイスを頂いた。校内の英語化についてもアイディアを頂き、一部については今後の検討課題と
した。

ベトナムPho Duc Tai先生
講師
Department of Mathematics, 
VNU University of Science

学生、教職員およ
び一般市民

２０１５／３／１２ベトナムの高等教育の現状
「An overview of the higher 
educational system in Vietnam」

９

米国川路　正裕　教授
ニューヨークシティー大学

６／１：５M学生
６／２：専攻科１
AM、１AEの学生
対象および教員
６／３：教員
６／４：３M学生

２０１５／６／１～
６／４

講演１：「気液二相流の計測法」
講演２：「米国における最新のエネル
ギー研究」と「自動車への蓄熱技術の
応用」

講演３：「北米の大学・大学院における工
学教育・研究・学科の運営について」

講演４：「気液二相流の計測について」
「気液二相流の計測法」

１０

イタリアジャンカルロ・ジャグ教授
科学・高等工学部
インスブリア大学
科学・高等工学部

講演１：４M、機
械工学科教員希望
者
講演２：５年（動
力学クラス）、専
攻科１年AMコー
ス、専 攻 科AM
コース教員希望者

２０１５／９／１５～
９／１６　

講演１：Low temperature physics of 
glasses and the role of harmonic 
and an-harmonic oscillations
講演２：Theories of the glass 
transition and the role of the 
classical mechanics

１１

メキシコERASTO ARMANDO 
ZARAGOZA CONTRERAS
（アルマンド）　先生
シニアりサーチャー
長岡技術科学大学

C科学生および教
員

２０１５／１１／１９　１．講演会：Amphiphilic anilinium 
salts for the synthesis of 
Polyanilines（ポリアニリンの合成に
おける両親媒性アニリニウム塩）

２．英語による３分間スピーチへの参加
３．セミナー

１２

インドDr. Kamala Kanta Satpathy
（カマラ　カンタ　サトパシー）
博士
Indira Gandhi Centre for 
Atomic Research（インディラ
　ガンジー原子研究センター）

講演１：専攻科生
講演２：３年生全
員

２０１５／１１／１９～
１１／２０

講演１：Bio-fouling and its control 
in power plant cooling system
講演２：Environmental studies and 
its importance at nuclear power 
plant site- a case study

１３

ニ ュ ー
ジーラン
ド

Noeline Lewis先 生・Graeme 
Holdaway先生
ワイアリキ工科大学英語セン
ター　

講義（計５回）：本
科２年生（計５ク
ラス）

２０１６／２／８～
２／１３

１ニュージーランドの文化と言語
 （２年生対象）
２ニュージーランド語学研修の事前研修
（研修参加者対象）

１４

英国井上　勝晶　氏
Diamond light source Inc.

講演１：専攻科１
年生
講演２：学生、教
職員、一般市民

２０１６／２／１２　講演１：Structural Study of Protein 
Molecules with Small Angle X-ray 
Scattering（X線小角散乱によるタン
パク質の構造解析）」

講演２：「Working and Living in 
Abroad（日本を離れて働くこと、暮
らすこと）」

１５
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2.3.2　海外留学・インターン
　グローバル化にあたり、学生がグローバルな環境で学習をする、また学んだ事を実践する機会を提供
することを目的に、以下のとおり、派遣先の確保及びインターンの単位化や期間を延ばすことなどを通
じて海外派遣体制の充実をはかった。

（１）海外大学との協定締結
　２０１４年度には、ニュージーランドのワイアリキ工科大学
との覚書の更新を行った。同大学へは２００６年度から語学研
修・異文化体験の目的で学生を派遣している。
　２０１５年８月には、メキシコのグアナファト大学に高専
コースが設置されたことに伴い、本校はグアナファト大学
と学術交流協定を締結した。調印式は本コースの設置式と
合同で実施され、日下部校長と副国際センター長が出席し
た。この様子は現地の新聞でも取り上げられた。なお、今
後の協定に基づく交流は世界展開力強化事業（中南米）に
より実施される予定で、２０１５年度は、３月に教員２人と学
生３人を同大に派遣し、２０１６年７月には、同大学生１０人と５人の教職員を受け入れた。また、２０１７年
３月にも２、３人の学生及び教員１人を派遣した。
　２０１６年度のInternational Symposium on Technology for Sustainability（ISTS２０１６）の実施に伴い、
２０１５年６月にガジャ・マダ大学職業訓練学校（インドネシア）と学術交流協定を締結した。小山高専、
ガジャ・マダ大学職業訓練学校と共同でISTS２０１６を開催するばかりでなく、その後も学生交流等を実
施する予定である。そのため、２０１５年度には、各学科において、３週間程度の受け入れ用のパイロッ
トプログラムを策定した。
　また、２０１６年２月にはインターン受け入れ先の拡大を目指して、国立中興大学（台湾）と学術協定
を締結した。２０１６年７月には同大からの学生１人が、本校が代表校として実施したJapan 
Symposium on Technology for Sustainability（JSTS）に参加し、８月には本校学生１人をインター
ンとして同大に派遣した。
　さらに、チェレポヴェツ国立大学（ロシア）からの長期インターン学生（博士課程の学生）の受け
入れ希望申請があったことから、２０１６年に同大と学術協定を結び、１０月から１年間本校で研究を進め
ている。
　なお、現在、提携を結んでいる大学は、以下の８大学であり、グローバル高専モデル校になってか
ら新たに提携したのは、表２－７の＊印の４大学である。

 

グアナファト大学との学術交流協定調印式

表２−７　学術協定大学

国　　名大　　　学　　　名

フランスINSA de Rouenルーアン応用科学大学

ニュージーランドWaiariki Institute of Technologyワイアリキ工科大学

韓国
Chosun College of Science and 
Technology

朝鮮理工大学（韓国）

ロシア

Faculty of Computational 
Mathematics and Cybernetics, 
Lomonosov Moscow State 
University

ロモノーソフ記念モスクワ国立総合大学
計算数学・サイバネティクス学部

メキシコUniversidad de Guanajuato＊グアナファト大学



30

グローバル高専モデル事業　事業報告書

（２）語学研修等への学生派遣とプログラムの見直し
　本校では、４年生を対象にしたイギリス語学研修、３年生対象のニュージーランド語学研修、低学
年対象のオーストラリア語学研修の３つ語学研修のほか、専攻科生を対象とした朝鮮理工大学派遣及
びルーアン応用科学大学派遣、また、本科と専攻科生を対象としたメキシコ派遣及びISTSを実施して
いる。これまでの派遣人数は表２－８のとおりである。

　本校がグローバル化を推奨し始めた２０１１年以降、派遣学生数が増加している。２０１６年度は例年とは
違い、中興大学（台湾）でのインターンに１人や福島廃炉プロジェクト（アメリカ）が行う研修（高
専国際サマースクール）に課題論文審査が通った２人の学生が参加した。さらに派遣を推進するため
に、２０１５年にニュージーランド語学研修に対して「実践英語」、２０１６年には、グローバル活動に対して、
本科では「グローバル研修」、専攻科では「グローバル特別研修」の単位を新設した。
　２０１０年度以降で、１年から３年生まで対象の留学制度で留学した学生は、２０１４年に１人、２０１６年に
１人の計２人である。また、２０１０年度以降に休学して留学した学生数は５人であり、今年度も専攻科
において、２人の学生が休学して長期留学している。このほか１人の学生を１２月からの４ヶ月間、イ
ギリスの研究施設（Diamond Light Source）に学生研修生として渡航させるべく、現在手続きを進め
ている。なお、休学することなしに長期留学できる制度を検討する予定である。
　２０１５年度は、例年２年生を対象に２週間の期間で行っていたオーストラリア語学研修を、１、２年
生対象の３週間の研修にし、現地校での英語プレゼンテーションの実施を取り入れるなど、規模・内
容をともに拡充した。また、３年生対象のニュージーランドの語学研修については、現地の受け入れ
条件の変更に伴い、研修時期を夏から春に変更した。他の研修は夏に実施されるので、夏に参加でき
ない学生の機会確保が可能になった。
　研修参加者の増加につなげるため、２０１５年度のイギリス・オーストラリア語学研修参加者からの報
告書は冊子にまとめ、学生に配布した。
　さらに、学生により多様な学習機会を提供する事を目的に、語学研修の内容や期間に多様性を持た

インドネシア
Sekolah Vokasi, Universitas 
Gadjah Mada

＊ガジャ・マダ大学職業訓練学校

台湾National Chung Hsing University＊国立中興大学

ロシアCherepovets State University＊チェレポヴェツ国立大学

表２−８　語学研修等海外派遣学生数

合計ISTSメキシコ派遣
ルーアン応用
科学大学派遣

朝鮮理工大学
派遣

イギリス
語学研修

ニュージーランド
語学研修

オーストラリア
語学研修年度

５３７３　a）２　a）１０７９　a）１５２０１６年

５７４３１９１７８１５２０１５年

５２１１１４２０８８２０１４年

５６１３１３１９実施せず２０２０１３年

４５３３１１９４１５２０１２年

３７１３１１実施せず３１９２０１１年

３３３１０９１１２０１０年

a）２０１６年度のニュージーランド語学研修、ルーアン応用科学大学派遣、メキシコ派遣は予定人数
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せたプログラムを２０１７年度に開始する事を目指して検討を始めた。

（３）留学相談会の実施・英語自己学習アドバイザーの実施
　２０１５年度には、海外留学に関心のある学生から、グローバル化支援室に相談が度々寄せられたため、
中長期の留学に興味がある学生に向けに留学プランナーによる留学相談会を開催した。
　また、英語学習に興味を持つ学生向けに、英語学習アドバイザーによる英語学習相談を試行した。
２０１６年の２月８日から２４日の間に５日間、２５枠の相談時間を設け、学生ら延べ１９人が参加した。学年
末での実施であったことのほか、学生への周知期間も短かったことなどの反省点もあるものの、利用
した学生たちの評価はおおむね好評で、４人に１人は２回、３回と繰り返し利用をした。（表２－９、
２－１０、２－１１参照）

 表２−９　英語自己学習アドバイザーの利用状況（延べ人数）
■学年別

カウンセリング

割合人数

０．０％０１年

０．０％０２年

５２．６％１０３年

２１．１％４４年

５．３％１５年

１０．５％２専攻科１年

１０．５％２教職員

１００．０％１９計

表２−１１　英語自己学習アドバイザーの再訪状況

割合人数

７３．７％１４初訪

２６．３％５再訪

１００．０％１９計

表２−１０　個別・グループカウンセリング内容内訳（複数選択含む）

カウンセリング
項　　　　　目

割合件数

０．０％０１．英語学習全般（目標設定・学習計画）

３６．０％９２．特定の英語スキルに関する相談（４技能、語彙、文法、発音）

４．０％１３．留学関連：留学希望、留学するにはどのように学習したらいいか

３２．０％８４．英語試験・資格に関する質問（英検、TOEIC、TOEFL）

２８．０％７５．その他

１００．０％２５計
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（４）インターン等受入れ
　本校では、フランス・INSA de Rouen（以下、「ルーアン」）と学術交流協定を結び、１５年以上、学
生インターンを派遣先してきた。また、ルーアン学生のインターンの受入実績もある。
　２０１４年度からは、この交流のさらなる充実を目指してThe International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience（IAESTE）やInternational Student Exchange 
Program（ISEP）等の海外インターン交換プログラムについて情報を収集し検討した。これらのプロ
グラムでは、派遣と受け入れがセットになっている場合が多いため、本校でもインターン受け入れの
可能性についての調査を実施し、計６学科から受け入れ可能との回答を得た。
　２０１５年度にも、ルーアンとの交流の深化を目的に３月に教員１人を派遣した。これらの活動の成果
として、２０１６年６月から同大から地元企業へのインターン学生１人を１２週間、また、本校にて、２人
の学生を１０週間にわたり受け入れた。
　２０１５年１２月には、２０１０年度より相互交流をしている韓国・朝鮮理工大学と、学生派遣・受入の今後
の交流について相談するために教員を派遣した。本校に受け入れ時のプログラムの設計を開始し、今
年度受け入れからPBLを導入することにした。
　ルーアンや朝鮮理工大学以外についても、インドネシアのガジャ・マダ大学職業訓練学校等から学
生の受け入れ要請があり、２０１５年１２月末までに、短期留学生用プログラムを各学科で検討し、とりま
とめた。今後、このプログラムに従い、受け入れを実施する予定である。
　さらに、ロシア・チェレボヴェツ国立大学からの学生１人が長期インターン学生（博士課程の学生）
として、２０１６年１０月より１年間本校にて研究を進める予定である。

（５）危機管理マニュアルなどの整備
　２０１５年度の語学研修にて、盗難の被害にあった学生が出たのを受け、学校側の危機管理体制の再確
認のため、海外渡航を含む活動時の危機管理マニュアルを作成した。
　また、学生の海外での緊急時の安否確認や事故や病気にあったときのサポート体制を強化するた
め、日本エマージェンシーアシスタンス社（Emergency Assistance Japan : EAJ）の海外安全危機管
理サービス（Overseas Student Security Management Assistance : OSSMA）に加入した。
　学生向けには、海外渡航時に注意すべき点をまとめたクリアファイルを作成し配布した。
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2.3.3　他高専等との連携
　本事業実施にあたり、学生の受入、育成、進路についてグローバル化を目指す他の教育機関との連携
は重要であると位置づけている。特にグローバル高専モデル校指定を受けた当初の目的として、本校の
グローバル化の取組みが他高専にとってのモデルとして水平展開され、高専全体のグローバル化が実現
すること、これが本事業実施後のいわば「完成形」として本校が果たすべき役割と設定した。そこで、
これらの目的を達成するために、学生の入り口となるスーパーグローバルハイスクール（SGH、本科４
年に編入）や近隣高専（専攻科入学）との連携、先行的グローバルを目指す明石高専との育成計画につ
いての連携、さらに学生の出口となるスーパーグローバル大学（SGU、大学院進学）との関係構築をめ
ざし、以下を実施した。

（１）グローバル化を目指す高専との連携（明石高専との連携）
　本事業では、東日本で茨城高専が、西日本で明石高専が先行型としてグローバル高専モデル校に選
ばれている。２０１４年度はお互いの計画概要を提示して情報の共有化を図った。２０１４年９月には本校
（校長、副校長（総務）、総務課長）が明石高専を訪問、双方の意見交換を行った。それに先駆けて同
年８月には、広島大学藤原先生を招き、異文化理解に関しての講演実施と、このグローバル事業に関
して連携が持てるかの相談を行った。この広島大学との連携を茨城・明石協同で実施ができるかにつ
いても意見を交わした。
　２０１５年度７月には、お互いの計画概要と実施事項を、「全国高専　国際交流室・国際交流センター長
会議」にて報告し、情報の共有化と、参加した全国高専のセンター長等との質疑応答も行った。

（２）近隣高専との連携
　近隣高専との連携については、２０１４年６月に本校（校長、副校
長（教務主事）、事務部長、総務課長）が福島高専を訪問、グロー
バル事業の紹介と連携強化について意見交換を行った。さらに、
グローバル教育推進、地域高専連携等の会議として、茨城高専に
福島高専、小山高専、木更津高専の各校長、役職者を招いて意見
交換を行った。２０１５年２月には、この会議を発展させ、関東甲信
越地区と明石高専の校長とグローバル化担当教員を招き、連携会
議を実施した。
　ほかにも、２０１４年度、２０１５年度とも、関東甲信越地区の高専の
三主事会議でグローバル高専モデル事業の概要説明や、進捗状況の報告を行っている。
　以上の成果として、JSTS2016（２０１６年７月）及びISTS2016（２０１６年１０月）は、小山高専と共同開
催する運びとなった。
　また、都立産業技術高専とサレジオ高専も加わった、２０１５年度関東工学教育協会高専部会の特別講
演会では、「グローバル高専モデル校としての茨城高専の取組み」を発表し、グローバル化の進捗状況
等の他、地域高専連携においても情報共有を行った。

（３）Japan Seminar on Technology for Sustainability（JSTS）及び International Symposium on 
Technology for Sustainability（ISTS）
　国立高専機構では、２０１１年より学術交流協定を締結する海外の教育研究機関等と協同し、英語によ
る研究成果を発表する機会を通して学生のコミュニケーション能力の向上及び国際性の涵養に資する
ことを目的にISTSを毎年開催してきた。その後、ISTSの役割は徐々に変化し、２０１５年より教員の指
導のもとで学生が主体的に企画・運営を行う形となった。さらに、研究成果の発表に加え、ワークョッ
プを行うことで、多様な集団の中で協働する機会を提供する場にもなってきている。ISTSは参加者
の能力をのばすのはもちろんのこと、特に運営委員会（International Student Organizing 
Committee : ISOC）に関わる学生にとっては自主性、チャレンジ精神、コミュニケーション能力、
異文化理解、情報発進力などを向上させる絶好の機会である。２０１６年は、小山高専とインドネシアの

２０１５年連携会議の様子
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ガジャ・マダ大学とともに、ISTS２０１６の主幹校として、１０月インドネシア・ジョグジャカルタにて開
催した。
　本校は、小山高専とインドネシアのガジャ・マダ大学とともに、ISTS2016の主幹校として、１０月
インドネシア開催のISTS2016に向けて、特にISOCのメンバーの学生の教育機会としても利用しつ
つ、ISTS2016の準備を行ってきた。また、２０１６年から、ISTSの参加者のコミュニケーションの円滑
化やワークショップの内容についての知見の深化を目的にISTSと連携したプログラムであるJSTSを
茨城県つくば市にて開催した。

　①　International Students Organizing Committee（ISOC）
　ISOCは、小山高専、ガジャ・マダ大学および本校の学生からなるISTSの運営委員会である。構
成員は小山高専７人、ガジャ・マダ大学４４人、茨城高専１２人となっている。ISOCは教員の指導の
もと、ISTS・JSTSでのワークショップ運営を主に担当し、ISTS・JSTSに向けての下記の例の様
な準備を行ってきた。
　例）ワークショップのテーマ選定、見学先・講演者の選定、ワークショップのスケジュール・フ
レームワークの構築、ワークショップでのファシリテーション、事前学習内容の選定、資料作成、
ホームページ作成、文化的行事の運営、参加者の身の回りの世話　etc．
　これらの準備は、LINE、Skype、E-mail等の連絡手段を使い、ガジャ・マダの学生と随時連携
を取りながら教員の指導のもと以下の様なタイムラインで進められてきた。

２０１５年
３月　茨城代表学生３人マレーシアにてISTS２０１５運営委員会を視察
５月　茨城代表学生３人、ガジャ・マダ代表学生３人Cool Japan Seminar視察（八戸）
８月　茨城代表学生３人、小山代表学生２人、ガジャ・マダ代表学生３人　

ISTS２０１５視察及びISTS２０１６キックオフミーティング　全体テーマの決定
９月　茨城学生、小山学生JSTS準備合宿①　JSTSテーマ選定
１２月　茨城学生、小山学生JSTS準備合宿②　JSTSワークショップのフレームワーク構築

２０１６年
１月　茨城代表学生３人、小山代表学生２人ガジャ・マダ大学訪問　ISTS２０１６現地視察
３月　茨城代表学生３人、小山代表学生２人ガジャ・マダ大学訪問　

ISTS／JSTSの連携方法の議論及び最終確認
６月　JSTS現地リハーサル
７月　茨城学生１１人、小山学生７人、ガジャ・マダ学生１６人　ファシリテーション研修　

JSTS開催中にミーティング

日　　時：２０１６年１０月４日（火）～１２日（水）
場　　所：インドネシア、ジョグジャカルタ市、インドラックスホテル（Indoluxe Hotel）
参加学生：日本人ISOCメンバー１８人、一般参加者４２人、両技科大生５人

海外学生５９人（インドネシア、マレーシア、フィンランド、シンガポール、フィリッピ
ン、タイ）

教　職　員：SV-UGM（ガジャ・マダ大学・インドネシア）、TUAS（トゥルク応用科学大学・フィ
ンランド）、SIT（シンガポール工科大学・シンガポール）、熊本高専、小山高専、茨城
高専、鳥取高専

プログラム概要：
４日：ISOCによる参加者へのオリエンテーション
５日：開会式、キーノートスピーチ、ポスターセッション、日本学生主催活動
６日：口頭発表セッション、バンケットディナー
７日：ワールドカフェ、会社見学、インドネシア文化体験、市内視察、マレーシア学生
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主催活動
８日：トピックごとの見学、インドネシア文化体験
９日：Fitri先生講演、ワークショップ（問題発見解決）、日本学生主催活動
１０日：中間発表、ワークショップ（問題解決、ポスター発表準備）
１１日：ポスター発表、授賞式、インドネシア学生主催活動、カルチャナイト
１２日：閉会式、ISOCメンバーによる評価ミーティング

ワークショップのテーマ：
ジョグジャカルタ近隣のポンチョセリ村における産業課題から以下の６テーマを選定した。
・Agroindustry：小規模バイオガスプラント
・Civil Construction：用水路
・Industry：小規模製麺工場
・Energy：風力発電と太陽電池
・Tourism：海岸の観光地化
・IT：電力監視システム

会議形式（ポジションペーパ、ポスター、口頭発表）の詳細：
　参加者はワークショップにおけるテーマに言及するポジションペーパを事前提出し、ポスター
セッションまたは口頭発表セッションで発表した。１つの会場で行ったポスターセッションでは
テーマごとにポスター位置をまとめ、口頭発表セッションではテーマごとに会場に分かれて行う
ことで、ワークショップにつなげることができた。

ワークショップ形式の詳細：
　４～６人のチームに分け、テーマごとに実際にポンチョセリ村を見学し、課題となっている要
因を洗い出し、解決策を設定し実現可能性等の考察を行った。この一連の課題から解決策までの
議論の過程をポスターとしてまとめ、発表した。その際に、日本人ISOCメンバーとインドネシ
ア人ISOCメンバーが共同でファシリテータを務め、両技科大生がファシリテータのスーパーバ
イザを務めた。
成果：
　ISOCメンバーは約１年半をかけて体得してきた会議運営および共同作業のファシリテーショ
ンのための能力を活用し実際の国際会議を成功させた。一般参加者はワークショップを通じて言
語及び文化の異なる多様な集団における問題解決のための協働作業を実体験した。

　②　Japan Seminar on Technology for Sustainability　
　JSTSは、「グローバルリーダーの育成」及びISTSでのコミュニケーションの円滑化、ISTSの舞
台となるインドネシアについての知識・理解の深化を目的として、ISTSと連携したプログラムとし
てISOCにより設計された。インドネシアにおける課題（トピック）に対する解決策の提言の作成
をゴールとし、少人数ワークショップ形式で議論を行った。

日　　時：２０１６年７月５日（土）～１０日（日）
場　　所：筑波研修センター等
参加学生：日本人ISOCメンバー２１人、一般参加者５０人、両技科大生４人

海外学生３１人（インドネシア、マレーシア、台湾、フィンランド、香港）
教　職　員：SV-UGM（ガジャ・マダ大学・インドネシア）、UiTM（マラ工科大学・マレーシア）、

TUAS（トゥルク応用科学大学・フィンランド）、熊本高専、小山高専、茨城高専
プログラム概要：

５日：開会式、インドネシア学生による現地課題の説明、Ice Break等
６日：トピックごとの見学、講演等
７～８日：ワークショップ形式による討論及びビデオキャスト作成
９日：ビデオキャストを用いた成果発表、キッコーマン醤油工場見学
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１０日：閉会式、ISOCメンバーによる反省会
ワークショップ形式の詳細：
　インドネシアにおける課題を４トピック８サブトピックに整理し（表２－１２参照）、一般参加者
をサブトピックごとに４～６人の２チーム（計１６チーム）に分け、課題となっている要因を洗い
出し、解決策を設定し実現可能性等の考察を行った。この一連の課題から解決策までの議論の過
程をビデオキャストとしてまとめた。その際、日本人ISOCメンバーがファシリテータを務め、
両技科大生がファシリテータのスーパーバイザを務めた。さらに、１２月に２０１７年の担当校である
熊本高専への引継ぎを実施した。

成果：
　一般参加者はワークショップを通じて言語及び文化の異なる多様な集団における問題解決のた
めの協働作業を実体験した。ISOCメンバーは会議運営および共同作業のファシリテーションの
ための能力を体得した。また、具体的な成果であるビデオキャストをISTS２０１６のホームページ
から公開し、ISTS２０１６におけるワークショップでの議論の端緒とすることでJSTSとISTSの有機
的連携を図った。
　JSTS２０１６およびISTS２０１６への参加は参加学生全員にとってアジア圏内の同世代の人的ネット
ワークの構築の第一歩となることが期待できる。また、学内報告会を開きJSTS２０１６および
ISTS２０１６における活動を学生及び教職員に紹介した。

（４）スーパーグローバル大学との連携
　連携によるグローバル化の一環として、本校における学生の異文化理解・地球課題理解を促進する
ことを目的に、スーパーグローバル大学として先駆的実績を誇る広島大学大学院国際協力研究科及び
筑波大学大学院システム情報工学研究科との協力関係を構築した。

　①　広島大学大学院国際協力研究科との連携
　学生に、価値観や文化等が異なる国や地域の人々と協働して地球規模や国際的な課題を解決しよ
うとするために必要な能力を身につけさせることを目的としたグローバル化教育関連科目「Global 
Awareness」（２０１７年度新設予定）の授業内容の充実を図るため、広島大学大学院国際協力研究科
と連携し授業開発を行った。（事業内容については、２．１．２　異文化理解・地球課題理解を参照）
　２０１４年８月、広島大学大学院国際協力研究科の藤原章正研究科長を招へいし、同研究科における
グローバル教育の実践についての講演を実施した。同年１２月及び翌年４月、本校教員が同研究科を
訪問し、今後の協力関係について具体的に意見交換を行った。その後、２０１５年と２０１６年の２カ年に
渡り、補助学生と本事業の担当教員が広島大学大学院国際協力研究科を訪問し、それぞれ３日間の

表２−１２　トピック一覧

見学、講演等サブトピックトピック

藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター、
筑波大学、農研機構中央農業総合研究センター

バイオマス燃料
Energy

パワーエレクトロニクス

土木研究所、国立環境研究所
公害と水質

Environment
洪水と堤防

栗原製麺工場、茨城三和化工
機械化

Industry
生産プロセス

筑波大学、NTTアクセスサービスシステム研究所、防災
科学技術研究所、つくば市役所

観光業の活性化
ICT

漁業（乱獲）
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集中講義を受けた。２０１６年度には、呉高専の学生５人も聴講し、本事業の水平展開を行った。
　２０１７年度は、本連携事業の成果を踏まえ、「Global　Awareness」の授業を実践していく予定である。

　②　筑波大学大学院システム情報工学研究科との連携
　連携によるグローバル化の一環として、２０１５年３月に筑波大学大学院システム情報工学研究科と
教育研究等の分野で包括的連携協定を締結した。この協定と併せて、２０１５年度から茨城高専の授業
で筑波大学大学院の留学生が英語により茨城高専学生に教育指導を行うため「大学院留学生による
高専チューター制度の実施に関する覚書」を締結した。
　この連携協定に基づき、２０１５年度には、「筑波大学チューター連携事業」を行った。本事業では、
学生の情報発信力強化を目的として、筑波大学大学院博士課程の学生の助けを借りながら、テーマ
の発掘から英語での成果発表までの一連の流れを、学生自身がスケジューリングし、実行した。
２０１６年度は、夏季集中講義（９月実施）にて、同研究科の留学生に、ティーチング・アシスタント
を依頼した。（事業内容については、２．１．４　情報発信力強化を参照）
　また、専攻科１年生８人のインターンシップ受入を依頼し、進学先としての連携に向けた足がか
りも作った。
　本事業は、２０１７年度以降も継続していく予定である。
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　最後に、本事業のこれまでの主な成果を本報告書１．２で述べた３つのコンピテンシーとの関わりにお
いて簡潔に整理するとともに、今後の展開の大きな核となる改組について概説する。

3.1　これまでの主要な成果
　１つめのコンピテンシーは、「グローバル化時代に求められる教養力」であり、英語を中心とした語学
力と、多様な社会や文化のあり方や地球規模で生じている課題に対する理解力を養うことがその主な目
的であった。まず語学力に関しては、既存の英語授業に加え、「英語を交えた授業」を通じてその強化を
図った。オール・イングリッシュの講義だけでなく、講義のまとめ部分を自作英語プリントや自作英語
講義動画で行う、試験問題の一部を英語化する、英語キーワードを試験問題に組み込むといった様々な
取り組みが行われた。学生が英語で専門科目を学ぶことについての抵抗感が比較的早い段階で薄れるこ
とや、英語を交えた授業により学生の英語の語彙力が向上することが既に一部で確認された。

　多様な社会や文化のあり方や地球規模課題への理解力については、まず広島大学大学院との連携事業
において「国際協力」を軸にその涵養を図った。参加学生は「日本の国際協力事業」や「グローバル・
パートナーシップ」といった講義を通じて知識を深めただけでなく、留学生との交流やディベート等の
活動に参画することで理解を深めた。またJSTSの取組みにおいても、学生達はインドネシアの事例を
もとに異文化理解の重要性や各国が抱える課題の類似性等を理解することができた。

　２つめのコンピテンシーは、「グローバルに提供される教育資源の活用力」であり、インターネット等
を通じて入手できる教育資源を自ら活用し学ぶ姿勢と能力の涵養することがその目的であった。まず
「英語を交えた授業」の前提となる取り組みとして作成した英語版シラバスには、各科目に関連する教育
資源を記載し、学生の自学自習を促した。その上で、幾人かの教員が、Kahn Academyのプログラミン
グ教材に取り組む授業やBBをフル活用する授業、クリッカーを活用した授業、さらにはタブレット等を
活用して学生が調べ学習をしプレゼンテーションを行う授業等を実際に展開した。これらの取組みは学
生のICT活用力の向上に資するだけでなく、学生が自ら積極的に学習に関わる姿勢を涵養することにも
つながるものである。実際、こうしたアクティブ・ラーニングのスタイルをとったある科目のアンケー
トでは、今まで受講してきた同種科目におけるよりも積極的に授業や課題に取り組んだという回答が９
割を超えるなど、その効果が一部では既に現れている。

　３つめのコンピテンシーは、「グローバル化時代に求められる発信力」であり、多様なバックグランウ
ドをもつ人々との関わりの中で論理的な思考力と表現力を発揮する能力を育成することがその目的で
あった。本課題は主に２つの事業を通じてその取り組みが図られた。１つは筑波大学大学院との連携事
業である。参加学生は、互いの出身国に対する理解を深めるとともに研究分野に関わる意見交換等を行
うことを目的に、筑波大学大学院の留学生とIce Break Meetingやメール等を通じた交流を行うととも
に、その成果をプレゼンテーションにまとめ発表した。さらにこの事業をモデルとして、本校の４、５
年次開講科目グローバル工学基礎の内容を刷新し、筑波大学大学院の留学生がTAとして参画するディ
スカッション中心の科目とした。

　２つめは、先述のJSTSである。本事業の参加学生はグループワーク形式で国内外の学生とともにイ
ンドネシアの抱える課題やその解決策について話し合い、プレゼンテーションにまとめ発表した。また
一部の学生はそうした各グループのディスカッションのファシリテーションも行った。こうした活動は
まさしく多様な人々との関わりの中で批判的思考力を磨き、論理的な表現力を修得する機会を提供する
ものであった。今後はこの間に新たに学術交流協定を締結した海外の大学等との連携強化を通じ、同様
の取組みを展開していく予定である。

おわりに３
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3.2　改組の概要と今後の課題
　以上概観した本事業の各取組みの成果の一部は、来年度に実施する改組及びその新カリキュラムとし
て結実する。本校は２０１７年４月の改組により現行の５学科制から１学科制に移行し、新たに主専攻・副
専攻制度を導入する。各学生は４つの主専攻と５つの副専攻の中からそれぞれ１つを選択し、自分の専
門分野だけでなく他の分野についても知見を深め、分野横断的な視点を修得する。この副専攻の１つを
グローバルに活躍できるエンジニアの育成に力点を置いた「グローバル副専攻」とする。

　改組後の新カリキュラムでは、専攻・副専攻の如何を問わず全ての学生にグローバル化事業の成果が
活かされる。本報告書２．１．１「英語を交えた授業」、２．１．５「アクティブ・ラーニング」は、グローバル副
専攻も含めたあらゆる学生がその対象となる取り組みであり、全ての授業において適切に展開される。
さらに２．１．３で紹介した通り、改組後のカリキュラムにおいては、全ての学生が第二外国語をこれまでの
倍の時間授業で学習する。

　加えて、新カリキュラムでは、グローバル化事業の成果をもとに、全学生を対象とした科目を２つ新
設する。１つは１年次開講のGlobal Awarenessである。これは特に本報告書２．１．２「異文化理解」で紹
介した広島大学大学院との連携事業の成果の一部を形にしたものであり、全ての学生が最低限知ってお
くべきグローバル化の現状や課題を扱う入門科目である。学生はグローバル化の経緯やその本質につい
て学ぶとともに、国際協力や地球環境問題など、グローバル化の進む世界に共通する課題について理解
を深める。授業形式としては、「英語を交えた授業」を取り入れるだけでなく、調べ学習やその他のグ
ループワーク等のアクティブ・ラーニングを重視する。本科目は３つのキー・コンピテンシーの「グロー
バル化時代に求められる教養力」の修得に直結するだけでなく、ICTを活用したアクティブ・ラーニン
グの実践を通じ「グローバルに提供される教育資源の活用」力の修得にも資するものである。

　２つめはGlobal PBLである。これは本報告書２．１．４「発信力強化」で述べた筑波大学大学院との連携
事業の成果を取り入れたものであり、多様なバックグラウンドをもつ人々と協働して課題解決を行う体
験型の科目である。ここには筑波大学大学院の留学生がTAとして参加し、本校学生は彼女／彼らとコ
ミュニケーションを重ねながらグループ単位で答えのない課題に取り組む。本科目は３つのキー・コン
ピテンシーの「グローバル化時代に求められる発信力」の修得に直接つながる内容となる。

　先に触れた「グローバル副専攻」は、上述の３つのキー・コンピテンシーをより高いレベルまで修得
させることを目的としている。グローバル副専攻では表３−１に記載の通り英語を交えた授業が全面的
に展開される。一つ目の狙いは、多様な人材の中で議論をし、プロジェクトを遂行する「広義の発信力」
の強化である。Global scienceでは、２．３．１「地域・国際連携教育」の成果を取り入れ、講演とケースス
タディを通じ英語で科学を学ぶことの意義を学ぶ。Global presentation, writingではケーススタディ・
グループ学習を用いて、論理的・批判天気な思考を育てる。Project Managementでは、２．３．２「海外留
学・インターン」で協定を結んだ学校と協同し、２．３．３「他高専等との連携」で述べたISTSのように多
様な人材とインターネット・インターン受け入れ学生と議論をしながらプロジェクトを進める方法を学
ぶ。もう一つは英語で現代科学の基礎となる講義を学習し、「英語コンテンツで学び続ける基礎」「研究
者・技術者として必要な科学の知識」を身につけさせることを狙いとしている。
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　以上のように、本校が３年近くにわたり展開してきたグローバル化事業の取組みの主要部分は、来年
度の改組後より強化されたかたちで継続されていく見通しである。このことは、グローバル化に向けた
取組みが、多額の予算を継続的に注ぎこまなくとも、各教員の努力や発想の転換、国内外の機関との連
携、ICTの活用等によって持続可能であることを意味しているといえる。

　しかしながら、課題がないわけではもちろんない。先行して取組みをすすめる教員の成果を共有し水
平展開につなげる部分には改善の余地が多くある。３つのキー・コンピテンシーの修得の度合いを
チェックし、取り組みの改善につなげる体制を本格的につくりあげていくのもこれからである。こうし
た点も含めて学内での議論を積み重ね、各教員がそれぞれ現場で最善を尽くし、必要に応じて改善をは
かる作業を継続していくことがわれわれには求められている。

表３−１　新カリキュラムでのグローバル科目の概要

概要単位学年科目名

国際協力や地球環境問題など、グローバル化の進む世界に
共通する課題について理解を深める。

11Global Awareness全
学
生
対
象

外国籍のTAを交え、グループで議論しながら他国の問題を
解決する方法を提案する。

14Global PBL

国際的科学プロジェクトについてケーススタディと講演を
通じて学ぶ。

22Global Science

副
　
専
　
攻
　
対
　
象

ケーススタディを通じて、英語で論理的なプレゼンテー
ションを行う方法を学ぶ。

13Global Presentation

ケーススタディを通じて、英語で論理的、批判的な文章を作
成する方法を学ぶ。

13Global Writing

海外の学生とコミュニケーションをとりながら、プロジェ
クトを推進する方法を学ぶ。

24Project Management

応用的な科学について英語で学ぶ24Applied Science

物理数学について英語で学ぶ25Physical Mathematics

量子化学について英語で学ぶ25Quantum Chemistry
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資料１ 

英語による１年生物理学の前期授業と期末試験のアンケート結果

回答者の数：４１名（１組）、３９名（２組）、４０名（３組）、

３８名（４組）、４１名（５組）→ 回答者の総数：１９９名

 英語での「いろいろな運動」と「ばねの力」を勉強した時、

どちらが分かりやすいと思いましたか。

いろいろな運動の方

ばねの力の方

どちらも分かりやすい

どちらも分かりにくい

 いろいろな運動の中の自由落下と鉛直投射についての説明は、

どちらが分かりやすいと思いましたか。

自由落下の方

鉛直投射の方

どちらも分かりやすい

どちらも分かりにくい

 ばねの力の中の直列と並列のばねについての説明は、

どちらが分かりやすいと思いましたか。

直列の方

並列の方

どちらも分かりやすい

どちらも分かりにくい

 英語での授業を理解しやすくするために、

ボールやバネなどの使用の効果があると思いますか。

あります

あるかもしれません

ありません

分かりません

 英語での授業を理解しやすくするために、

日本語と英語の表現リストの使用の効果があると思いますか。

あります

あるかもしれません

ありません

分かりません

 英語での授業を理解しやすくするために、

日本語と英語の単語リストの使用の効果があると思いますか。

あります

あるかもしれません

ありません

分かりません

 英語での授業を理解しやすくするために、

英語の単語を一緒に音読する効果があると思いますか。

あります

あるかもしれません

ありません

分かりません

英語による１年生物理学の前期授業と期末試験のアンケート結果
回答者の数：４１名（１組）、３９名（２組）、４０名（３組）、

　　　　　　３８名（４組）、４１名（５組）→　回答者の総数：１９９名
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資料１ 

 日本語と英語で書かれた同様の問題がある場合は、

どちらを最初に解きますか。

日本語の方

英語の方

順番に解く

分かりません

 前期の期末試験の時に、英語で書かれていた物理学の問題をどのよう

に解きましたか。

順番に解きました

簡単な方から解きました

時間が残ったら解きました

全然解きませんでした

 英語による物理学の授業を楽しむことができるように、他に意見などがあれば書いて下さい。
① 「むずかしいです」、「英語わからん！」、「英語が分からなかった」、「自分の英語の知識がほとんどないため、

理解することができなかった」、「そもそも英語が分からないので、１〜３は にしました。だからその場合、

「分かりにくい」というより「分からない」が妥当です」、「英語での授業をやらない方がいい」、「英語での授

業よりも日本語の授業をたくさんしてほしい」、「日本語でまず解けるようにする」、「前に日本語で授業をして

その後英語で授業をする」、「英語がほとんど理解できていないので、単語の意味などをたまに日本語で解説し

てもらいたいです」。

→ 英語が分からないので、英語で授業をする前に日本語で解説してほしい。
② 「物理の理解力がおいつきません」、「もともと難しい物理を英語でやることによって、さらに難しくしていく

ところに高専の鬼畜さがみえる」、「分かりにくいというより単純にこちらの理解力不足です」、「 私たちの

理解力が足りません」を追加して下さい」、「自分が無能なだけです。高校でなまけていたからです」、「難しい

ところをやるんじゃなくて、基本的なところからやりたいと切実に思った」、「日本語での授業を受けてからで

ないと、一発で理解することはかなり難しい」、「日本語でしっかり理解してから、やるべきだと思います。英

語の授業でも、時々日本語で言ってくれないと、何を言ってんのか、理解できない時がありました」。

→ もともと物理学の理解が難しいので、最も基本的なことから日本語で解説してほしい。
③ 「分かった人が手をあげるのか、発表したい人が手をあげるのか、分からなくて、終始何もできなかった」、

「むずかしかったけれど、わからない→必死になるからためになりました。何度かくりかえしやればもう少し

できるかも知れないと思いました」、「英語の意味がわからず、理解することができませんでした。英語が理科

できるようにがんばります」。

→ 英語が難しいですが、英語で物理学の理解するように頑張りたい。
④ 「とてもわかりやすいです」、「できるだけゆっくりと授業進行してほしい」、「ゆっくり話してくださると大変

ありがたく思います」、「自分は英語に苦手意義があるので、あまり英語での授業が好きではないですが、英語

ができたら、好きな人にとってはとてもよい授業だと思うし、道具を使って説明も分かりやすかったです」、

「時間がないのは分かっていますが、もう少しゆっくりと授業をしてもらえるとより理解が深めると思います。

また、ボールなどを使った授業は分かりやすいと思います」、「皆が聞き取れるくらいの速さで話してくださる

ので、それを引き続き行ってください。私は英語に興味があるので、授業を楽しみにしています！！」。

→ 英語でゆっくり話してくれれば、英語での物理学の理解が分かりやすくなるから、そのよう

な授業を続けてほしい。
⑤ 「簡単な問題を出して下さい」、「もっとやさしい問題にする」、「実験を多めで（可視化）」、「単語の意味を授

業の始めに理解する」、「あらかじめ用語の単語を知っておけば良いと思います」、「こまめに単語などの確認を

してついて来られない人を減らすようにしてみる」、「英語の授業中に辞書の持ち込みは可能ですか？もし可能

ならそう一言言ってもらえれば使う人が増え、理解が深まると思います」、「英文だと物理を理解する前に英語

がりかいできなくなってしまうため、どうしても初期のほうはもう少し単語をメインとした授業を行うべきだ

と思いました」、「英語で授業を行う前に、日本語で授業を行うと、よりわかりやすくなると思います。さらに、

実演も行うことで、理解を深めることができると思います」、「自分は英語がよくわからないので、具体的な図、

物などを使った授業がわかりやすかったため、もし英語で行うならそのような方法にしてほしい」、「ボールや

バネなどをぜひ使用してほしいです。また、先生が説明する単語など板書してほしいと前回の授業で感じまし

た」。

→ 英語で物理学の授業を行えば、英語と日本語の単語や図と物などの実演を行いながら、物理

学の理解を深めることができるから、そのような授業の方法にしてほしい。
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資料１ 

 日本語と英語で書かれた同様の問題がある場合は、

どちらを最初に解きますか。

日本語の方

英語の方

順番に解く

分かりません

 前期の期末試験の時に、英語で書かれていた物理学の問題をどのよう

に解きましたか。

順番に解きました

簡単な方から解きました

時間が残ったら解きました

全然解きませんでした

 英語による物理学の授業を楽しむことができるように、他に意見などがあれば書いて下さい。
① 「むずかしいです」、「英語わからん！」、「英語が分からなかった」、「自分の英語の知識がほとんどないため、

理解することができなかった」、「そもそも英語が分からないので、１〜３は にしました。だからその場合、

「分かりにくい」というより「分からない」が妥当です」、「英語での授業をやらない方がいい」、「英語での授

業よりも日本語の授業をたくさんしてほしい」、「日本語でまず解けるようにする」、「前に日本語で授業をして

その後英語で授業をする」、「英語がほとんど理解できていないので、単語の意味などをたまに日本語で解説し

てもらいたいです」。

→ 英語が分からないので、英語で授業をする前に日本語で解説してほしい。
② 「物理の理解力がおいつきません」、「もともと難しい物理を英語でやることによって、さらに難しくしていく

ところに高専の鬼畜さがみえる」、「分かりにくいというより単純にこちらの理解力不足です」、「 私たちの

理解力が足りません」を追加して下さい」、「自分が無能なだけです。高校でなまけていたからです」、「難しい

ところをやるんじゃなくて、基本的なところからやりたいと切実に思った」、「日本語での授業を受けてからで

ないと、一発で理解することはかなり難しい」、「日本語でしっかり理解してから、やるべきだと思います。英

語の授業でも、時々日本語で言ってくれないと、何を言ってんのか、理解できない時がありました」。

→ もともと物理学の理解が難しいので、最も基本的なことから日本語で解説してほしい。
③ 「分かった人が手をあげるのか、発表したい人が手をあげるのか、分からなくて、終始何もできなかった」、

「むずかしかったけれど、わからない→必死になるからためになりました。何度かくりかえしやればもう少し

できるかも知れないと思いました」、「英語の意味がわからず、理解することができませんでした。英語が理科

できるようにがんばります」。

→ 英語が難しいですが、英語で物理学の理解するように頑張りたい。
④ 「とてもわかりやすいです」、「できるだけゆっくりと授業進行してほしい」、「ゆっくり話してくださると大変

ありがたく思います」、「自分は英語に苦手意義があるので、あまり英語での授業が好きではないですが、英語

ができたら、好きな人にとってはとてもよい授業だと思うし、道具を使って説明も分かりやすかったです」、

「時間がないのは分かっていますが、もう少しゆっくりと授業をしてもらえるとより理解が深めると思います。

また、ボールなどを使った授業は分かりやすいと思います」、「皆が聞き取れるくらいの速さで話してくださる

ので、それを引き続き行ってください。私は英語に興味があるので、授業を楽しみにしています！！」。

→ 英語でゆっくり話してくれれば、英語での物理学の理解が分かりやすくなるから、そのよう

な授業を続けてほしい。
⑤ 「簡単な問題を出して下さい」、「もっとやさしい問題にする」、「実験を多めで（可視化）」、「単語の意味を授

業の始めに理解する」、「あらかじめ用語の単語を知っておけば良いと思います」、「こまめに単語などの確認を

してついて来られない人を減らすようにしてみる」、「英語の授業中に辞書の持ち込みは可能ですか？もし可能

ならそう一言言ってもらえれば使う人が増え、理解が深まると思います」、「英文だと物理を理解する前に英語

がりかいできなくなってしまうため、どうしても初期のほうはもう少し単語をメインとした授業を行うべきだ

と思いました」、「英語で授業を行う前に、日本語で授業を行うと、よりわかりやすくなると思います。さらに、

実演も行うことで、理解を深めることができると思います」、「自分は英語がよくわからないので、具体的な図、

物などを使った授業がわかりやすかったため、もし英語で行うならそのような方法にしてほしい」、「ボールや

バネなどをぜひ使用してほしいです。また、先生が説明する単語など板書してほしいと前回の授業で感じまし

た」。

→ 英語で物理学の授業を行えば、英語と日本語の単語や図と物などの実演を行いながら、物理

学の理解を深めることができるから、そのような授業の方法にしてほしい。
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資料２ 

 2 

1. Introduction 
   The fundamental plan of a global ‘Kosen’ model project in National Institute of Technology 
Ibaraki College (NITIC) consist of the adoption of global education resources, the acquisition of 
global literation, and the augmentation of global expression skills. Augmentation of global 
expression skills in particularly are required to express one’s self in a global situation based on 
appreciation of diversity and critical thinking. This consists of education of global talents, 
globalization of the educational environment and globalization by cooperation. Education of 
global talents itself covers classes held in English, second or third language foreign learning, 
understanding foreign cultures and global issues, and global expression skills.1 
   As one of efforts to realize education of global talents, Ibaraki College has built cooperative 
relationships with other institutions or universities, such as Hiroshima University and Tsukuba 
University, which both of them are well known as a pioneer of super global universities. In 
particularly, a comprehensive cooperation agreement for the field of education research with the 
graduate school of system and information engineering of Tsukuba University has been signed 
in March 2015. Along with the agreement, the memorandum on the implementation of tutor 
system at colleges by international post-graduate students has also been signed and applied by 
inviting the foreign post-graduate students of Tsukuba University to become English speaking 
teaching assistants for some courses held in Ibaraki College since AY 2015. 
   It is a common sense that the academic skills or expertise on science and technology, the 
ability to resolve global-scale and international issues by means of comprehensive collaboration 
in good attitude among multinational societies, as well as the capacity to transmit information 
and solutions, are basic requirements for engineers to be able to play an active role in the age of 
globalization. Along with increasing the number of multinational corporations, companies that 
conducting international business or developing overseas branch factories, the number of 
qualified engineers who have insight and comprehension of global thinking would also increase. 
Ibaraki College, as one of technical colleges in Japan, is also very concern with this requirement 
and have started to setting up some ‘learning by training’ subjects or programs to produce 
qualified engineers who are ready to face challenges in the age of globalization. Implementation 
of the program in collaboration with Tsukuba University, for instance, is the project based 
learning (PBL) global mechanical engineering subject held in AY 2015 and the global problem 
based learning (PBL) training as the summer intensive course held in AY 2016.  
   Here, we would like to report the results, review and evaluation of global PBL summer 
intensive course this year that placed at Department of Mechanical and System Engineering 
Annex Building in National Institute of Technology Ibaraki College on 5–8 October 2016. 
During the four days of conducting the global PBL intensive course, we the teachers, 4 foreign 
post-graduate students of Tsukuba University (two of them are Chinese, one is Venezuelan, and 
one is Indonesian) who have actively presented as teaching assistants (TA) for the 31 
participants from the 4th and 5th grade students of Ibaraki College (two of our most Japanese 
students were Malaysian) have been learned and trained together how to sharpen their logical, 
critical and lateral thinking skills against some sensitive global issues around us, how to explore 
their ideas and thinking in the realm of science and technology to find the solutions, and how to 
express or share their findings through oral and poster presentation in English.  
 
2. Target of achievement 
  Targets to be achieved for students by participating the global PBL intensive course 2016 
could be summarized as follows: 
1. Students would have comprehension capability about the current trend of global knowledge. 
2. Students would have insight knowledge on science and technology through verbal 

communication in English taught by foreign teaching assistants (TA) or teachers. 
3. Students would have skills for solving the problem through attitude of cooperation among 

multinational societies. 
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3. Schedule and Grouping 
   The schedule of global PBL intensive course, such as shown in Table 1, was conducted on 
5-8 September 2016. In every morning before starting the program, we held a short briefing for 
approximately 20 minutes between teachers and teaching assistants about the important points 
of the program plan that would be conducted on that day as well as to integrate our perceptions. 
Twenty minutes before beginning the main program, we grouped participants randomly based 
on the card they were taken when reporting their attendance at the reception desk. Total 
attendees on the first day of the course were 30 students that we grouped them into 5 groups 
consist of 6 members per each group. Since there were only 4 foreign post-graduate students of 
Tsukuba University who willing to become the TA, there was one group among five groups 
without the presence of a TA. In this case, we then included two foreign students from Malaysia 
into the group without any TA and asked a teacher to be pleased as a supervisor. The TAs from 
Tsukuba University for each group on the first and second day of the course was as follows: 
Muhammad Akbar Sihotang (Risk Engineering) for group A, Cesar Daniel Rojas Ferrer 
(Intelligent System Engineering) for group B, Shien Ryu (Social Engineering) for group C, a 
supervisor teacher for group D, and Enen Sai (Computer Science) for group E. Grouping on the 
second day was done randomly again in the same way as on the first day, but on the third day 
the grouping was done based on expertise or aspect of viewpoint into six groups of history/ 
economy, culture, social, education/technology, geographical condition, and law & local policy. 
It is necessary to note that a student who was unable to attend on the first day could be present 
on the second day, so that the total attendees since the second day of the course became 31 
students, so that there was a group consisting of one more member compared to other groups. 
Facilities that provided for each group in developing their discussions, included searching 
information via Internet, consists of three units of tablet (Surface), one clicker per one student, 
eight sheets of poster paper, and some official stationeries.  

 
Table 1. Schedule of global PBL intensive course 2016 

 
 
4. Clicker Time 
   The session of clicker time was inserted almost every day in the schedule, which is intended 
as a warming up exercise to encourage the courage of students for giving votes, to choose one 
of choices or to give opinion on a questionnaire. The questionnaire material in the clicker time, 
as shown in Figure 1, varies from simple things such about the favorite animated characters, the 
appreciation of the artwork sketches, the idol medalist in the Rio de Janeiro Olympics, and the 
self-estimation of English language skills which were given in almost every day.  
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During the four days of conducting the global PBL intensive course, we the teachers, 4 foreign 
post-graduate students of Tsukuba University (two of them are Chinese, one is Venezuelan, and 
one is Indonesian) who have actively presented as teaching assistants (TA) for the 31 
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on the card they were taken when reporting their attendance at the reception desk. Total 
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Tsukuba University who willing to become the TA, there was one group among five groups 
without the presence of a TA. In this case, we then included two foreign students from Malaysia 
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Muhammad Akbar Sihotang (Risk Engineering) for group A, Cesar Daniel Rojas Ferrer 
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second day was done randomly again in the same way as on the first day, but on the third day 
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   As the clicker’s test results for questionnaires about their favorite animated characters, for 
instance, students who chose ‘Pikachu’ occupied the highest percentage, followed by ‘Totoro’, 
‘Conant Detective’, ‘Doraemon’ and ‘Neba-ru kun’. For a question about their appreciation for 
the art-work sketches, most students chose ‘Einstein’, followed by ‘Taro Hakase’, ‘Ken Hirai’, 
‘Chopin’, and 0 percentage for ‘Newton’, and for a question about the idol medalist in Rio de 
Janeiro Olympics, most students chose ‘Kohei Uchimura’, followed by ‘Saori Yoshida’, ‘Duet 
Takamatsu’, ‘Hiromi Miyake’ and ‘Aska Cambridge’. The questionnaire about self-estimation 
on English language skill, for instance which was given on the first and second day, showed that 
the percentage of students who estimated ‘bad’ decreased from 39% on the first day to 30% on 
the second day, the 27% of ‘Not so good’ decreased to 24%, the 18% of ‘Good’ increased to 
21%, the 12% of ‘Good Enough’ increased to 16%, and the 4% of ‘Perfect’ increased to 9%, 
indicated that the self-confidence of students tend to increase. 
 

  

  
Figure 1. Questionnaire materials for the clicker time session 

 
5. Ice Breaking Program 
   Since the grouping using cards was done almost every day that allowed students to meet 
with many different friends in a group, then the ice breaking program was held also on the first 
three days which is intended to melt any frozen atmosphere or to diffuse tensile situation among 
students as participants or between students and TAs or teachers. In the ice-breaking program on 
the first day, such as shown in Figure 2, every student in each group had the first 20 minutes to 
interview his/her pair friend, and reported the information of his/her pair friend to a TA in each 
group. The same way was repeated for the 2nd and 3rd of 20 minutes with other pair friends. The 
content of interview questions ranged from name or nickname, hobby, favorite animal or color 
or animation, the funniest or craziest thing he/she had ever done, and so on. After the pair 
introduction for total one hour, all students in each group had total of 15 minutes to interview a 
TA in each group, and then they did ‘jang-keng-pong’ to decide a last looser who would report 
the information of the TA of each group in front of the class in the last 15 minutes. 
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   In the ice-breaking program on the 2nd day (Figure 2), which is also named as ‘strawberry’ 
(‘Ichigo’ in Japanese) breaking program, one student who stood up was interviewed by five 
students around him/her in each group within 3 minutes per rotation. The interview questions 
must be different from other interviewers and should not be the same as the interview questions 
in a previous day. When every student in each group had a turn to be interviewed, then the TA 
asked students to do ‘jang-keng-pong’ to decide a winner who would report the last looser’s 
information in front of the class. Although students had to think hard enough to asking other 
questions that have not been mentioned by another questioner, they seemed very excited to join 
either in the ice-breaking or ‘strawberry’ breaking programs. 
 

  
Figure 2. Implementation of the ice-breaking and ‘strawberry’ breaking programs 

 
6. Concept and Themes in the PBL Training 2016 
   Figure 3 shows the 4 stages of PBL model2 that was applied in global PBL summer 
intensive course 2016. It ranges in sequence from problem or thinking, brainstorming or 
analysis, criticize or opinion, and discussion or debate. The discussion theme regarding with 
global sensitive environment issues was given different in every day as scheduled. The theme 
was about “the garbage mountain problems in China/Venezuela/Indonesia” on the 1st day of 
training, “the clean and healthy water problem in Indonesia” on the 2nd day of training, and 
“how to introduce tap water as healthy drinking water in Indonesia” on the 3rd day of training. 
The theme on the 1st day why highlighting the problems that occurred in China, Venezuela and 
Indonesia is related to the country where our teaching assistants who are the foreign post 
graduate students of Tsukuba University come from, so that our students have the opportunity to 
explore as much information from each TA in each working group discussion. Discussion theme 
on the 2nd and 3rd day was restricted to problems that occurred only in Indonesia to focus the 
discussion scope. 
 

 
Figure 3. The 4 stages of PBL Model 

 
   The detail concept of global PBL training as conducted in the summer intensive course this 
year is shown by the flowchart in Figure 4.2 It flows from global issues, factors and analysis, 
solutions and hypothesis, presentation, and feedback. In particularly the factors and analysis, 
which is students activities, it flows also to brainstorming and classify process, and working 
group (WG) discussion and then cycling back again to factors and analysis process and repeat 
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the cycle as necessary. In the solution process, which is the active learning through library 
studies or the information communication technology (ICT), it flows also to the info searching 
and acquisition process, the verification process, and then flowing back again to the solution 
process and repeat the cycle as necessary.  
 

 
Figure 4. Detail flowchart of global PBL Training 2016 

 
7. Discussion Session 
   The theme that seems broad enough was described into the small modules to help students 
starting the discussion immediately. The modules about the problem source or its impact based 
on each theme in the form of photographs or newspaper clippings were displayed on all screens 
of tablets available in each group. Figure 5 shows the modules for each theme and some initial 
questions to let students thinking and starting discussion.  
 

  
Figure 5. Discussion Modules on the 1st and 2nd day of training 

 
   On the other hand, since the TAs come from various educational backgrounds, a kind of 
guidelines as shown in Figure 6 was given to TAs at the morning short briefing to support them 
to move students in the WG discussion. There were 3 points of driving questions in principle, 
which is intended to develop the discussion depend on the theme, consist of ‘Why did the 
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problem occur?’, ‘Why it is not much problem in Japan?’, and ‘How does Japan technology 
solve the problem?’. Then, the TAs would guide students and let them develop discussion from 
various aspects or viewpoints ranging from history, culture, social, education, geographical 
condition, and law & local policy. 
 

  
Figure 6. Driving Questions and Viewpoints 

 
   Since the WG discussion on the 3rd day of training was grouped based on the 6 different 
aspects or viewpoints, there were 6 expertise groups consisting of 5 students for the culture, 
social, education or technology, geographical condition, and law & local policy groups and 6 
students for the history or economy group. The module for the WG discussion on the 3rd day of 
training is given in Figure 7. The WG discussion time was about 3.5 hours, with inserting the 
oral presentation about 4 minutes per one student in each expertise group, before the time to 
prepare the poster for the poster tour presentation on the next day.  
   The schedule on the 3rd day of training, however, has been extended 1 hour for the poster 
tour preparation and rehearsal, as the anticipation of the arrival of Typhoon No. 13, which was 
predicted to cross Ibaraki prefecture on the 4th day of training. Therefore, the schedule for the 4th 
day of training became only for the poster tour presentation. 
 

  
Figure 7. Discussion Module on the 3rd day of training 

 
8. Oral and Poster Presentation 
   The students reported the results of their discussion in oral presentation on the 1st day of 
training and in poster presentation on the 2nd day of training as scheduled. The time for holding 
the working group discussion was 1 hour on the 1st day and 2 hours on the 2nd day of training. 
The time for the oral presentation on the 1st day was 12 minutes per group or 2 minutes per one 
student in a group, whereas it was around 20 minutes per group simultaneously in the poster 



資料２　グローバル工学基礎（PBL 演習）報告書

49

資料２ 

 6 

the cycle as necessary. In the solution process, which is the active learning through library 
studies or the information communication technology (ICT), it flows also to the info searching 
and acquisition process, the verification process, and then flowing back again to the solution 
process and repeat the cycle as necessary.  
 

 
Figure 4. Detail flowchart of global PBL Training 2016 

 
7. Discussion Session 
   The theme that seems broad enough was described into the small modules to help students 
starting the discussion immediately. The modules about the problem source or its impact based 
on each theme in the form of photographs or newspaper clippings were displayed on all screens 
of tablets available in each group. Figure 5 shows the modules for each theme and some initial 
questions to let students thinking and starting discussion.  
 

  
Figure 5. Discussion Modules on the 1st and 2nd day of training 

 
   On the other hand, since the TAs come from various educational backgrounds, a kind of 
guidelines as shown in Figure 6 was given to TAs at the morning short briefing to support them 
to move students in the WG discussion. There were 3 points of driving questions in principle, 
which is intended to develop the discussion depend on the theme, consist of ‘Why did the 

資料２ 

 7 

problem occur?’, ‘Why it is not much problem in Japan?’, and ‘How does Japan technology 
solve the problem?’. Then, the TAs would guide students and let them develop discussion from 
various aspects or viewpoints ranging from history, culture, social, education, geographical 
condition, and law & local policy. 
 

  
Figure 6. Driving Questions and Viewpoints 

 
   Since the WG discussion on the 3rd day of training was grouped based on the 6 different 
aspects or viewpoints, there were 6 expertise groups consisting of 5 students for the culture, 
social, education or technology, geographical condition, and law & local policy groups and 6 
students for the history or economy group. The module for the WG discussion on the 3rd day of 
training is given in Figure 7. The WG discussion time was about 3.5 hours, with inserting the 
oral presentation about 4 minutes per one student in each expertise group, before the time to 
prepare the poster for the poster tour presentation on the next day.  
   The schedule on the 3rd day of training, however, has been extended 1 hour for the poster 
tour preparation and rehearsal, as the anticipation of the arrival of Typhoon No. 13, which was 
predicted to cross Ibaraki prefecture on the 4th day of training. Therefore, the schedule for the 4th 
day of training became only for the poster tour presentation. 
 

  
Figure 7. Discussion Module on the 3rd day of training 

 
8. Oral and Poster Presentation 
   The students reported the results of their discussion in oral presentation on the 1st day of 
training and in poster presentation on the 2nd day of training as scheduled. The time for holding 
the working group discussion was 1 hour on the 1st day and 2 hours on the 2nd day of training. 
The time for the oral presentation on the 1st day was 12 minutes per group or 2 minutes per one 
student in a group, whereas it was around 20 minutes per group simultaneously in the poster 



グローバル高専モデル事業　事業報告書

50

資料２ 

 8 

presentation on the 2nd day or 3 minutes per one student to give a talk in the poster presentation. 
   The student reports in the oral presentation as the response to the 3 driving questions about 
the garbage mountain problem in Indonesia, for instance, could be summarized as follows:  
1) In Indonesia, there is no trash handle, no rules about garbage sorting, so big population 

with too much garbage disposal, no sense of risk, no awareness on health, sanitation and 
environmental sustainability. 

2) In Japan, there is spirits of “mottainai” that makes people aware of the importance of 
cleanliness, health and beauty, the sorting garbage system, standard rule and on-time 
schedule of waste disposal, awareness of health and sanitation, self-discipline education 
from the very early age of children. 

3) Do the garbage recycling technique, apply the sorting system, conduct incineration plant, 
show the commercial media (CM) or TV show about animation characters like ‘Eco 
friendly mentality’ to raise awareness of cleanliness ranging from children, etc. 

   The student reports in the poster presentation as the response to the 3 driving questions 
about the clean and healthy water problem in Indonesia on the 2nd day of training could be 
summarized as follows: 
1) In Indonesia, there is no rules of control how to treat industrial waste, no definite law how 

to prevent water pollution, due to independence day it is little bit late for Indonesia to build 
administration and economy, lack of understanding about recycling water and foresting. 

2) In Japan, children are taught to cherish the water at school, home, shrine, different culture 
about using toilet paper rather than water, the sewage is disposed by microorganism. 

3) Initiate Japanese sense of the wastewater treatment system, evolution of water purification 
system, environmental management project, etc. 

 
9.  Poster Tour Session 
   On the poster tour session all students gathered together with friends of the original group 
that formed on the 2nd day of training and toured around together to present the results obtained 
from the expertise group discussion. Schedule and map for the poster tour is given in Figure 8. 
One student had 10 minutes to give a talk in this poster tour included answering the questions. 
The poster resulted by each expertise group which was presented at the poster tour session is 
sequentially shown from Figure 9a to 9e. 
 

  
Figure 8. Schedule and Map of the Poster Tour 
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Figure 9a. Results from the Culture Aspect 

 
Figure 9b. Results from the Social Aspect 

  
Figure 9c. Results from the Education and Geography Aspects 

 
Figure 9d. Results from the Law & Local Policy Aspect 
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Figure 9a. Results from the Culture Aspect 

 
Figure 9b. Results from the Social Aspect 

  
Figure 9c. Results from the Education and Geography Aspects 

 
Figure 9d. Results from the Law & Local Policy Aspect 

 

資料２ 

 10 

Figure 9e. Results from the History/Economy Aspect 
 
10.  Summary and Evaluation 
   The use of clicker in the end of the opening talk seemed quite attract the interest and 
enthusiasm of students. Students also seemed very excited when interviewed his/her pair friend 
or a teaching assistant (TA) in each group, and listened to a group’s representatives when she/he 
reported TA’s data/information in front of class for 3 minutes during the ice-breaking program. 
In the ‘strawberry’ program, although students had to think hard enough to ask other questions 
that have not been mentioned by another questioners, they seemed very enjoy likewise when 
they joined in the breaking program for the expertise group on the 3rd day of training. 
   Discussion on the 1st day of training, although walked slowly at first, finally the students 
with the guidance of TA could report the results of discussions as scheduled through oral 
presentation one by one using the power point program. On the 2nd day of discussion, although 
it had been a difference in the way of implementing the discussion method among teachers, the 
poster presentation that was done by each group simultaneously in which one by one student 
should give a talk within 3 minutes, could be conducted as scheduled. Due to the predictions for 
the coming of typhoon number 13 as mentioned above, the schedule on the 3rd day was 
extended 1 hour, that was used by students for preparing and rehearsing the poster tours. On the 
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formed on the 2nd day of training. The content of results presented by students in the poster tours, 
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day of the course, so that students would be familiarized when they have to talk in English in a 
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presentation on the 2nd day or 3 minutes per one student to give a talk in the poster presentation. 
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9.  Poster Tour Session 
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Figure 8. Schedule and Map of the Poster Tour 
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Figure 9a. Results from the Culture Aspect 

 
Figure 9b. Results from the Social Aspect 

  
Figure 9c. Results from the Education and Geography Aspects 

 
Figure 9d. Results from the Law & Local Policy Aspect 
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Figure 9e. Results from the History/Economy Aspect 
 
10.  Summary and Evaluation 
   The use of clicker in the end of the opening talk seemed quite attract the interest and 
enthusiasm of students. Students also seemed very excited when interviewed his/her pair friend 
or a teaching assistant (TA) in each group, and listened to a group’s representatives when she/he 
reported TA’s data/information in front of class for 3 minutes during the ice-breaking program. 
In the ‘strawberry’ program, although students had to think hard enough to ask other questions 
that have not been mentioned by another questioners, they seemed very enjoy likewise when 
they joined in the breaking program for the expertise group on the 3rd day of training. 
   Discussion on the 1st day of training, although walked slowly at first, finally the students 
with the guidance of TA could report the results of discussions as scheduled through oral 
presentation one by one using the power point program. On the 2nd day of discussion, although 
it had been a difference in the way of implementing the discussion method among teachers, the 
poster presentation that was done by each group simultaneously in which one by one student 
should give a talk within 3 minutes, could be conducted as scheduled. Due to the predictions for 
the coming of typhoon number 13 as mentioned above, the schedule on the 3rd day was 
extended 1 hour, that was used by students for preparing and rehearsing the poster tours. On the 
3rd day of discussion every student presented the idea through oral presentations within 4 
minutes in the expertise group. In the poster tours on the last day of training, every student 
presented their expertise poster within 10 minutes in front of the original group, a group that 
formed on the 2nd day of training. The content of results presented by students in the poster tours, 
such was also reported in front of the Science Group members of Ibaraki College, is 
summarized in Figure 10.  
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possibility that the quality of discussion or desired goal would be less than optimal. In addition, 
it would be better if the training for poster tour presentation has been started since the second 
day of the course, so that students would be familiarized when they have to talk in English in a 
span long enough (10 minutes) such in the poster tour presentation on the 4th day of the training. 
 
11. Miscellaneous  
11.1. Assessment of Student Activities 
   Assessment for students who participated in this summer intensive course is considered 
based on their activities during implementing program one by one, which is an assessment 
provided by teaching assistants (TAs) by filling the assessment form of student activities such as 
attached in Appendix A, and efforts based on an assessment provided by teachers or counselors. 
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The result of this assessment has been reported to the Student Council of NIT Ibaraki College. 
 
11.2. Questionnaires 
   Two types of questionnaires, one to be filled by students as attached in Appendix B and 
another to be filled by teaching assistants as attached in Appendix C, have been prepared as 
input or feedback to the implementation of this course. Among the 31 students who were the 
participants of the course, 28 students responded to the questionnaire. For example, in response 
to questionnaire number 1: “Which program in the course was very interesting and impressing 
in your opinion?”, among 28 students as respondents, 9 students chose ‘Discussion’, 8 students 
chose ‘ Ice Breaking’, 5 students chose ‘Oral Presentation’, 3 students chose ‘Clicker’, and 3 
students chose ‘Poster Tour’ as the most interesting and impressing program. The responses for 
the questionnaires number 2 to 8 such as written in Appendix B are listed in the Table 2.  
 

Table 2. The number of students in response to the questionnaire 
Number of  
Question 

A 
Very Good 

B  
Good 

C 
Average 

D 
Poor 

E 
Very Poor 

2 7 14 6 1 0 
3 13 12 3 0 0 
4 16 10 2 0 0 
5 5 9 10 3 1 
6 11 10 7 0 0 
7 11 13 4 0 0 
8 10 15 3 0 0 

 
11.3. Feedbacks 
   In addition to several positive impression words from students after participating this course 
such as: great, good experience, very enjoy, and so on, there are some comments that could be 
the input for the further improvement and consideration, such as: the lack of time from holding 
discussion to preparing the presentations, the change of instruction when the program was under 
running, the usage of English more than Japanese in the discussion program, and the idea of 
issuing a certificate for the participants of this course. 
   Detail of responses from the teaching assistants as answering the questionnaires is attached 
in Appendix C1 to C4. The feedbacks or inputs for the further improvement and consideration 
could be summarized in the following points: 
 The possibility to increasing the quantity of supporting materials (PC) or to providing extra 

terminals for working group discussion 
 The more assertive of discussion methods associated with content of the activities and the 

clearer target would be achieved for students that delivered through TA.  
 The more fixed schedule and the clearer task before running the program to avoid 

confusion among TA 
 The preparation of clearer keywords or key elements in both English and Japanese as a 

guidelines for students to allow them starting their activities as soon as possible  
 The more accurate of time allocation in accordance with the content of activities in order to 

give students longer chance to develop discussion much deeper, more critical in thinking, 
and more steady to prepare the presentations.  

 
11.4. Acknowledgement 
   We acknowledge the supervising teachers, teaching assistants, and Mr. Hiroyuki Nakajima 
for the guidance and suggestion, assistances and feedbacks, preparing the facilities, picture and 
video recording. Thanks to Mr. Hiroyuki Nakajima for preparing video about the course at:  
https://drive.google.com/drive/folders/0B0UBcdM58-jHdkdCbXNQbWtnY0k?usp=sharing 
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The result of this assessment has been reported to the Student Council of NIT Ibaraki College. 
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another to be filled by teaching assistants as attached in Appendix C, have been prepared as 
input or feedback to the implementation of this course. Among the 31 students who were the 
participants of the course, 28 students responded to the questionnaire. For example, in response 
to questionnaire number 1: “Which program in the course was very interesting and impressing 
in your opinion?”, among 28 students as respondents, 9 students chose ‘Discussion’, 8 students 
chose ‘ Ice Breaking’, 5 students chose ‘Oral Presentation’, 3 students chose ‘Clicker’, and 3 
students chose ‘Poster Tour’ as the most interesting and impressing program. The responses for 
the questionnaires number 2 to 8 such as written in Appendix B are listed in the Table 2.  
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11.5. Snapshot Photographs 
   Figure 11 shows the snapshot photographs of some program activities such as the WG 
discussions, the oral presentation in the original or expertise group, poster tour presentation 
during the implementation of global PBL intensive course 2016, and a group photo after the 
closing ceremony. 
 

 
 

  
Figure 11. Photographs of Global PBL Intensive Course 2016 

References: 
1. グローバル高専パンフレット (www.ibaraki-ct.com/pamphlet/global 2016/). 
2. 市坪 誠、油谷英明、小林淳哉、下郡啓夫、本江哲行、「授業力アップ アクティブ・

ラーニング」、実教出版. 
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APPENDIX A 
Assessment of Student Activities 

 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Ice Breaking Program 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Theme I Discussion 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Oral Presentation 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 

  



資料２　グローバル工学基礎（PBL 演習）報告書

55

資料２ 

 12 

 
 
 
11.5. Snapshot Photographs 
   Figure 11 shows the snapshot photographs of some program activities such as the WG 
discussions, the oral presentation in the original or expertise group, poster tour presentation 
during the implementation of global PBL intensive course 2016, and a group photo after the 
closing ceremony. 
 

 
 

  
Figure 11. Photographs of Global PBL Intensive Course 2016 

References: 
1. グローバル高専パンフレット (www.ibaraki-ct.com/pamphlet/global 2016/). 
2. 市坪 誠、油谷英明、小林淳哉、下郡啓夫、本江哲行、「授業力アップ アクティブ・

ラーニング」、実教出版. 
  

資料２ 

 13 

APPENDIX A 
Assessment of Student Activities 

 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Ice Breaking Program 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Theme I Discussion 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 
Date   : 5 September 2016 
Session Name  : Oral Presentation 
Teaching Assistant  :  
Assessment of Activity :  
1: 20% 2: 40% 3: 60% 4: 80% 5: 100% 
 
No. Nickname Group Number Activities 
1.   1 2 3 4 5 
2.   1 2 3 4 5 
3.   1 2 3 4 5 
4.   1 2 3 4 5 
5.   1 2 3 4 5 
6.   1 2 3 4 5 
 

  



グローバル高専モデル事業　事業報告書

56

資料２ 

 14 

APPENDIX B 
Questionnaire for Students 

Global PBL Training Intensive Course (5 – 8 September 2016) 
 

Name:_______________________ 
〜Dear students who have participated in Global PBL Training Intensive Course~ 

We would like to know your opinions, comments, suggestions, etc. related to the course, 
so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 

 
Please circle the alphabet that best describes your feeling correspond to a given question 

A. Very Good B. Good     C. Average  D. Poor     E. Very Poor  
 

1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 
1. Clicker  2. Ice Breaking  3. Discussion  4. Oral Presentation  5. Poster Tour 

 
2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A        B       C       D       E 
 
3. How about the facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support your work? 
    A        B       C       D       E 
 
4. Did you enjoy communicating in English with your group mates or TA? 
    A        B       C       D       E 
 
5. Did you have enough time for discussion and preparation for the presentation? 
    A        B       C       D       E 
 
6. Could you positively join the discussion and other programs? 
    A        B       C       D       E 
 
7. What do you think about the explanation in English given by your TA? 
    A        B       C       D       E 
 
8. What do you think about the explanation in English given by teacher? 
    A        B       C       D       E 
 
9. Which aspect did you contribute to develop discussion in your working group? 
 1. History/Economy 2. Culture/Social 3. Education/Technology 4. Geography 5. Law  
 
10. Write your comment or suggestion either in English or Japanese about everything 

that would make you feel more confortable joining the course: _______________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APPENDIX C 
Questionnaire for Teaching Assistants 

Global PBL Training Intensive Course (5 – 8 September 2016) 
 

Name:_______________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment:                                                
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
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APPENDIX B 
Questionnaire for Students 

Global PBL Training Intensive Course (5 – 8 September 2016) 
 

Name:_______________________ 
〜Dear students who have participated in Global PBL Training Intensive Course~ 

We would like to know your opinions, comments, suggestions, etc. related to the course, 
so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 

 
Please circle the alphabet that best describes your feeling correspond to a given question 

A. Very Good B. Good     C. Average  D. Poor     E. Very Poor  
 

1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 
1. Clicker  2. Ice Breaking  3. Discussion  4. Oral Presentation  5. Poster Tour 

 
2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A        B       C       D       E 
 
3. How about the facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support your work? 
    A        B       C       D       E 
 
4. Did you enjoy communicating in English with your group mates or TA? 
    A        B       C       D       E 
 
5. Did you have enough time for discussion and preparation for the presentation? 
    A        B       C       D       E 
 
6. Could you positively join the discussion and other programs? 
    A        B       C       D       E 
 
7. What do you think about the explanation in English given by your TA? 
    A        B       C       D       E 
 
8. What do you think about the explanation in English given by teacher? 
    A        B       C       D       E 
 
9. Which aspect did you contribute to develop discussion in your working group? 
 1. History/Economy 2. Culture/Social 3. Education/Technology 4. Geography 5. Law  
 
10. Write your comment or suggestion either in English or Japanese about everything 

that would make you feel more confortable joining the course: _______________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APPENDIX C 
Questionnaire for Teaching Assistants 

Global PBL Training Intensive Course (5 – 8 September 2016) 
 

Name:_______________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment:                                                
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
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APPENDIX C1 
Name: César Daniel Rojas Ferrer 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   ○3 . Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  ○B   C  D  E   Comment: The topic was good, specially the comparison between 
Japanese tap-water system and that from a foreign country, although it would be nice to also 
discuss topics which they are already familiar with in order to speed up the translation process.                                               
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: The support equipment was good overall, although a bit 
short on quantity (3 pc-tablets for 6 students), which delayed the advancement of the students at 
times. 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: As long at the content and methodology is clear to the 
participants, it is a good method.  
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: In some occasions the time was a bit short considering 
that the participants were researching and discussing topics in a foreign language to them, 
having to rush the job of the students as a result. 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: The scoring method was good, just a s a small suggestion, 
if the students can feel more aware of their impact of their performance in the final score 
obtained, maybe by stating from the beginning that they will be closely monitored and their 
performance will be reflected in the final grade then they may feel even more stimulated for 
getting a “good score”. 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: Is a nice interface. Actually it was quite interesting to see 
everyone’s opinion about many toics, it also helped to wake up everyone at the beginning of the 
class, just in some cases the graphic was too small to understand the text and also questions 
regarding the level of English should be better responded only by students in order to not alter 
the whole tendency by the TA and professors response, therefore allowing a better asestment of 
the students’ performance and progression.  
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: It is straight to the point and goes well aligned with the 
title of the course: PBL, by discussing a solution for a global problem form engineering 
perspective while using English as the main language. 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 ○A   B  C  D  E   Comment: Basically no complains, thanks a lot to the college staff 
for treating us well. 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course: 
Good: Small groups like those we had makes possible to have a personalized interaction 
between the TA's and the students. Giving the students the chance to do presentations in English 
in front of a relatively big audience can help them in building confidence for future 
presentations. The rotation of groups allowed the students to familiarize quickly with different 
team members and forced them to develop their adaptability in a short time in my opinion. The 
progression of the program from low difficulty to a more complex/comprehensive presentation 
provides a good sense of progression for the students and helps in building their self-confidence 
while keeping them engaged during the activities. 
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APPENDIX C2 
 

Name:_ MUHAMMAD AKBAR SIHOTANG 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 3 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion? A      
    A  B  C  D  E   Comment: Very good theme to improve the way of thinking      
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? A 
    A  B  C  D  E   Comment: Very satisfied with the tablet and clicker        
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? C 

 A  B  C  D  E   Comment: Lack of preparation some times make TA confuse  
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:  The 
preparation of this subject didn't seems perfect, because there is still dispute between the 
teacher. Especially the target that want to be achieved for the student was not so much 
clear and didn't deliver very well to every teaching assistant. The schedule should be fix 
before preparing this subject so there will be no confuse for the TA to prepare the 
discussion.      
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APPENDIX C1 
Name: César Daniel Rojas Ferrer 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   ○3 . Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  ○B   C  D  E   Comment: The topic was good, specially the comparison between 
Japanese tap-water system and that from a foreign country, although it would be nice to also 
discuss topics which they are already familiar with in order to speed up the translation process.                                               
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: The support equipment was good overall, although a bit 
short on quantity (3 pc-tablets for 6 students), which delayed the advancement of the students at 
times. 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: As long at the content and methodology is clear to the 
participants, it is a good method.  
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: In some occasions the time was a bit short considering 
that the participants were researching and discussing topics in a foreign language to them, 
having to rush the job of the students as a result. 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: The scoring method was good, just a s a small suggestion, 
if the students can feel more aware of their impact of their performance in the final score 
obtained, maybe by stating from the beginning that they will be closely monitored and their 
performance will be reflected in the final grade then they may feel even more stimulated for 
getting a “good score”. 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  ○B   C  D  E   Comment: Is a nice interface. Actually it was quite interesting to see 
everyone’s opinion about many toics, it also helped to wake up everyone at the beginning of the 
class, just in some cases the graphic was too small to understand the text and also questions 
regarding the level of English should be better responded only by students in order to not alter 
the whole tendency by the TA and professors response, therefore allowing a better asestment of 
the students’ performance and progression.  
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    ○A   B  C  D  E   Comment: It is straight to the point and goes well aligned with the 
title of the course: PBL, by discussing a solution for a global problem form engineering 
perspective while using English as the main language. 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 ○A   B  C  D  E   Comment: Basically no complains, thanks a lot to the college staff 
for treating us well. 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course: 
Good: Small groups like those we had makes possible to have a personalized interaction 
between the TA's and the students. Giving the students the chance to do presentations in English 
in front of a relatively big audience can help them in building confidence for future 
presentations. The rotation of groups allowed the students to familiarize quickly with different 
team members and forced them to develop their adaptability in a short time in my opinion. The 
progression of the program from low difficulty to a more complex/comprehensive presentation 
provides a good sense of progression for the students and helps in building their self-confidence 
while keeping them engaged during the activities. 
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APPENDIX C2 
 

Name:_ MUHAMMAD AKBAR SIHOTANG 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 3 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion? A      
    A  B  C  D  E   Comment: Very good theme to improve the way of thinking      
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? A 
    A  B  C  D  E   Comment: Very satisfied with the tablet and clicker        
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? A 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? C 

 A  B  C  D  E   Comment: Lack of preparation some times make TA confuse  
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:  The 
preparation of this subject didn't seems perfect, because there is still dispute between the 
teacher. Especially the target that want to be achieved for the student was not so much 
clear and didn't deliver very well to every teaching assistant. The schedule should be fix 
before preparing this subject so there will be no confuse for the TA to prepare the 
discussion.      
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APPENDIX C3 
 

Name:____劉思遠___________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment: 今回のトピックはインドネシアの水汚染問題、ゴミ

問題に注目し、先進国と発展途上国の協力関係の視点を取り入れ、発展途上国の環境汚

染問題の解決策を探った。とても面白いテーマだと思います。                                        
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment: 設備はとても使いやすいです。                                               
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:   とてもいいと思います。                                           
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:実際の授業中に、情報収集に時間をかけすぎて、最後

のポスター作りは時間が足りませんでした。                                            
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment: 総合的な評価だけではなく、授業の参加度、積極性

などの面から細かく評価することも必要だと考えられます。                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:みんなの意見を早く収集する方法としては有効です。                                               
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment: とてもいいと思います。                                               
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment: TA をやるのは今回初めてで、学生を指導した経験

が全くなかったので、いろいろ足りないところがあると思います。  
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
学生たちはインドネシアの水汚染、ゴミ汚染問題に関する情報を調べ、英語を使

って自分の意見を発表し、グループメンバーが協力し合ってポスターを完成した。

英語で自分の意見を書き、言葉で表現する能力を身につけましたが、最後のポス

ター作りの段階に、翻訳サイトに頼りすぎて、間違っているところが多かった学

生もいたから、日常的に英語会話、作文、発音などの練習が必要だと思います。   
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APPENDIX C4 
 

Name:____蔡媛媛_________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 3 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment:   Theme 2 (dirty water )is something like theme 3 (tap 
water).  I think that these two themes can be discussed together.                                           
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment:                                                
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
 

     Thank you so much. Everyone in Ibaraki college is so nice, and students are so 
excellent. Thank you for giving me a golden opportunity. Thank you again!                                                                       
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APPENDIX C3 
 

Name:____劉思遠___________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment: 今回のトピックはインドネシアの水汚染問題、ゴミ

問題に注目し、先進国と発展途上国の協力関係の視点を取り入れ、発展途上国の環境汚

染問題の解決策を探った。とても面白いテーマだと思います。                                        
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment: 設備はとても使いやすいです。                                               
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:   とてもいいと思います。                                           
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:実際の授業中に、情報収集に時間をかけすぎて、最後

のポスター作りは時間が足りませんでした。                                            
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment: 総合的な評価だけではなく、授業の参加度、積極性

などの面から細かく評価することも必要だと考えられます。                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:みんなの意見を早く収集する方法としては有効です。                                               
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment: とてもいいと思います。                                               
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment: TA をやるのは今回初めてで、学生を指導した経験

が全くなかったので、いろいろ足りないところがあると思います。  
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
学生たちはインドネシアの水汚染、ゴミ汚染問題に関する情報を調べ、英語を使

って自分の意見を発表し、グループメンバーが協力し合ってポスターを完成した。

英語で自分の意見を書き、言葉で表現する能力を身につけましたが、最後のポス

ター作りの段階に、翻訳サイトに頼りすぎて、間違っているところが多かった学

生もいたから、日常的に英語会話、作文、発音などの練習が必要だと思います。   
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APPENDIX C4 
 

Name:____蔡媛媛_________________ 
 

〜Dear Teaching Assistants (TA) in Global PBL Training Intensive Course 2016~ 
We would like to know your opinions, comments, suggestions, feedback, etc. related to the 

course, so would you please take your time to fill out this questionnaire? Thank you in advance. 
 

Please choose alphabet/numbers that best describes your feeling correspond to a given question 
A. Very Good    B. Good    C. Average    D. Poor    E. Very Poor 

 
1. Which program in the course was very interesting and impressing in your opinion? 3 

1. Clicker   2. Ice Breaking   3. Discussion   4. Oral Presentation   5. Poster Tour 
 

2. How is your opinion about theme/topic for the discussion?      
    A  B  C  D  E   Comment:   Theme 2 (dirty water )is something like theme 3 (tap 
water).  I think that these two themes can be discussed together.                                           
 
3. How about facilities (tablet, clicker, stationery, etc.) to support the working group? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
4. What do you think about module as the key factor to develop discussion? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
5. What do you think about the time allocation for each program/session? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
6. What do you think about the percentage scores to evaluate student’s activity? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
7. What do you think about questionnaire using clicker held several times a day? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
8. What do you think about discussion method associated with the intended purpose? 
    A  B  C  D  E   Comment:                                                
 
9. What do you think about logistics to accommodate you as a teaching assistant? 

 A  B  C  D  E   Comment:                                                
 

10. Write your suggestion / feedback for the better improvement to hold the course:             
 

     Thank you so much. Everyone in Ibaraki college is so nice, and students are so 
excellent. Thank you for giving me a golden opportunity. Thank you again!                                                                       
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The Japan Seminar on Technology for Sustainability
(JSTS 2016) is an international symposium of
student entity.
JSTS target undergraduate students and it aimed to
enhance the student’s knowledge of technology
and sustainability, strengthen their communication
skills, and boost their abilities to work as a team in
a diverse environment.
JSTS will partially serve as a preparatory session for
International Symposium on Technology for
Sustainability 2016 (ISTS 2016).
For detail about ISTS visit ISTS OFFICIAL SITE
http://ists.sv.ugm.ac.id/ists/index.php

Date
Training Program for organizing committee : 2-4 July 2016
Workshop Program : 5-10 July 2016

Areas of interest
• Industry
• Energy
• IT
• Environment

Registration : from March 22 to April 30

Theme
Technology to make the Future Earth

For Detail about JSTS visit    http://www.jsoc2016.jp/
Any queries about the conference should be directed to : 
Email : jstsists2016@ibaraki-ct.ac.jp
Phone : +81-29-272-5201
FAX : +81-29-271-2813

Main Contents
• Workshop
• Excursion to companies

Venue
Tsukuba Kenshu Center , Tsukuba, Ibaraki, JAPAN
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●７月５日に筑波大学・大学会館にて行われた JSTS開会式 

 
 
●開会式にてスピーチを行う谷口高専機構理事長 
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●グループワークでディスカッションをする参加学生たち 

 
 
●最終日前夜、ホテルにて Culture Nightを開催 

 

資料３ 

 1 / 11 
 

JSTS2016報告書 
2016 年 12 月 1 日 
ISTS/JSTS2016 事務局統括 
茨城高専 蓬莱尚幸 

1. 緒言 
「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する日本セミナー（Japan 

Seminar on Technology for Sustainability, JSTS）は、その前身である Cool Japan Seminar 
(CJS)を引き継ぎ、「グローバルリーダ育成」を目的とした問題発見解決型ワークショップ中

心の国際会議である。 
今年の JSTS 2016 は、「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する国際シ

ンポジウム（International Symposium on Technology for Sustainability, ISTS）と強連結

（＝一体化）した一連のイベントとして企画・運営を行った。また、去年の CJS 2015 と同

様に、多国籍学生からなる少人数ワークショップをとおしてグローバルリーダに不可欠な

グローバルコミュニケーション能力の向上を目的とした。 
一方で、一体化した JSTS 2016 と ISTS 2016 の企画・運営を国際学生実行委員会

（International Student Organizing Committee, ISOC）に行わせる事で、ISOC メンバの

グローバルマネジメント能力を一般参加者に比してより高いレベルで向上させる事を図っ

た。ISOC はインドネシアのガジャマダ大学の学生（Indonesian Student Organizing 
Committee, IDSOC）および日本の小山高専、熊本高専、茨城高専の学生（Japanese Student 
Organizing Committee, JSOC）に加え長岡・豊橋の両技科大学の学生により構成された組

織である。開催地の制約から ISTS は IDSOC が主に、JSTS は JSOC が主に担当し、技科

大学の学生は相談役としての役割を果たした。 
 
1.1 グローバルリーダ育成 

JSTS 2016 および ISTS 2016 で行う「グローバルリーダ育成」は、会議の一般参加者に

対しては視察・調査・議論等の様々なアクティビティを通して問題解決するための能力（グ

ローバルコミュニケーション能力）を身に付けることを目的に、これらの会議の企画運営す

る ISOC メンバには高度なグローバルマネジネント能力を身に付けることを目的とした。 
JSTS 2016 では、グローバルコミュニケーション能力開発のために、多国籍学生を含む

グループで、問題発見、情報収集、問題解決、解決策紹介をワークショップ形式で行う活動

を用意した。 
さらに、ISOC メンバにとって、実際に JSTS 2016 の企画・運営を行うことは、グロー

バルマネジネント能力を高める絶好の機会となった。大規模なイベントの企画をするだけ

でなく、多国籍の学生で構成される ISOC メンバ内で準備のための連絡・議論・調整を英語

で行い、教員と連携して企業・研究所等の外部の人と交渉するなどをして多くの経験を積む
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JSTS2016報告書 
2016 年 12 月 1 日 
ISTS/JSTS2016 事務局統括 
茨城高専 蓬莱尚幸 
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「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する日本セミナー（Japan 

Seminar on Technology for Sustainability, JSTS）は、その前身である Cool Japan Seminar 
(CJS)を引き継ぎ、「グローバルリーダ育成」を目的とした問題発見解決型ワークショップ中

心の国際会議である。 
今年の JSTS 2016 は、「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する国際シ

ンポジウム（International Symposium on Technology for Sustainability, ISTS）と強連結

（＝一体化）した一連のイベントとして企画・運営を行った。また、去年の CJS 2015 と同

様に、多国籍学生からなる少人数ワークショップをとおしてグローバルリーダに不可欠な

グローバルコミュニケーション能力の向上を目的とした。 
一方で、一体化した JSTS 2016 と ISTS 2016 の企画・運営を国際学生実行委員会

（International Student Organizing Committee, ISOC）に行わせる事で、ISOC メンバの

グローバルマネジメント能力を一般参加者に比してより高いレベルで向上させる事を図っ

た。ISOC はインドネシアのガジャマダ大学の学生（Indonesian Student Organizing 
Committee, IDSOC）および日本の小山高専、熊本高専、茨城高専の学生（Japanese Student 
Organizing Committee, JSOC）に加え長岡・豊橋の両技科大学の学生により構成された組

織である。開催地の制約から ISTS は IDSOC が主に、JSTS は JSOC が主に担当し、技科

大学の学生は相談役としての役割を果たした。 
 
1.1 グローバルリーダ育成 

JSTS 2016 および ISTS 2016 で行う「グローバルリーダ育成」は、会議の一般参加者に

対しては視察・調査・議論等の様々なアクティビティを通して問題解決するための能力（グ

ローバルコミュニケーション能力）を身に付けることを目的に、これらの会議の企画運営す

る ISOC メンバには高度なグローバルマネジネント能力を身に付けることを目的とした。 
JSTS 2016 では、グローバルコミュニケーション能力開発のために、多国籍学生を含む

グループで、問題発見、情報収集、問題解決、解決策紹介をワークショップ形式で行う活動

を用意した。 
さらに、ISOC メンバにとって、実際に JSTS 2016 の企画・運営を行うことは、グロー

バルマネジネント能力を高める絶好の機会となった。大規模なイベントの企画をするだけ

でなく、多国籍の学生で構成される ISOC メンバ内で準備のための連絡・議論・調整を英語

で行い、教員と連携して企業・研究所等の外部の人と交渉するなどをして多くの経験を積む
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機会となった。また、ISOC メンバがワークショップを運営するにあたり、参加者がより充

実した議論を行える様な環境を整えるに必要となる総合的な能力（ファシリテーション能

力）を向上させるための研修も執り行い、ISOC メンバはそこで学んだ事柄を JSTS/ISTS 
2016 で実践した。ISOC メンバが ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を今後の

様々な場面でも活用する事が期待される。 
 
注）ファシリテーション能力とは、「会議、ミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、

参加者の認識の一致を確認したりする行為で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組織や参加者の

活性化、協働を促進させるリーダーの持つ能力の１つ」(Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ファシリテーション

より抜粋) で、多様性の高い集団で活躍する事が見込まれるグローバル リーダーにとって必要とされている能力である。

ISOC メンバは今後の様々な場面において ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を活用する事が期待される 

 
1.2 ISTS 2016との連携 

CJS/JSTS と ISTS との連携は、2015 年度から始まった。CJS 2015 と ISTS 2015 は、

共に ISOC メンバが企画・運営する少人数での問題発見解決型ワークショップを中心的な

アクティビティとした会議であった。CJS 2015 では「東日本大震災からの復興」を、ISTS 
2015 では「マレーシアにおける社会問題」を、それぞれワークショップでの課題に設定し

た。このよう CJS/ISTS 2015 は ISOC メンバという企画・運営の母体と言う意味では共通

していたが、イベント自体の内容は形式の類似以上の一体化は見受けられなかった。 
2016 年度では、会議の準備段階当初に、ISTS への参加者をより多様にするために、より

多くの JSTS 参加者が ISTS にも参加する様に、また、参加者がワークショップのテーマを

深く理解し、より濃密な議論が行える様に、両会議の連携を強化し内容的にも一体化するこ

とを目標に設定した。この目標の達成のため、ISOC メンバはインドネシア・ポンチョサリ

村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発展のための技術移転」を両会議で扱う共通

課題（トピック）と設定した。また、JSTS 参加者には、JSTS 議論した事で得られた知見

等を ISTS への投稿論文に含める事を求めた。これにより、ISTS でより深いレベルでの議

論が行われる様配慮した。このことは各自の研究テーマが現実社会にどのように応用され

るかを考えるきっかけにもなっている。 
また、JSTS 2016 ではワークショップでの成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 

2016 の事前学習資料とした。これにより、JSTS 2016 に参加していない ISTS 2016 参加

者もスムーズに議論参加可能となる環境を整えた。 
また、両会議の一体感を強調し、会議参加（予定）者に両会議の連続性を強く意識させる

ために、名称を Cool Japan Seminar から Japan Seminar on Technology for Sustainability
に変更した。 
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1.3 ISOCの活動概要 

グローバルマネジメント能力の向上のための学習の一環として、ISOC メンバが会議の企

画・運営を主体的に行った。その際、JSTS 2016 と ISTS 2016 の連携のため、両会議の企

画は同時並行で行った。ISOC メンバは、企画立案当初にインドネシア側からはガジャマダ

大学生、日本側からは小山高専生と茨城高専生からの 5 名が選ばれ、その後に次年度担当

の熊本高専生も加わり運営補助を行った。小山高専、茨城高専から選ばれた上記 5 名が主

となり、JSTS の企画立案、IDSOC との相談・交渉を主に担当した。さらに小山高専、茨

城高専内から追加のサポートメンバを募集し、主に JSTS を実際に運営するための 20 人弱

の組織を作り上げた。以下、特に断らない限り JSOC は主となる 5 名を含めたこの組織を

さす事とする。 
ISOC メンバは、ISTS/JSTS 2016 の企画および運営準備のために、昨年 ISTS2015 会場

のマレーシア（マラ工科大学）で 1 回、2016 年になってからインドネシア（ガジャマダ大

学）にて会合を 2 回開いた。これらの会合のほかに、テレビ会議を頻繁に行い、連絡を密に

していた。 
JSTS 2016 での各種アクティビティは、すべて JSOC メンバが企画立案した。ワークシ

ョップにおける問題発見解決の対象であるポンチョサリ村は、インドネシア側の学生実行

委員(IDSOC メンバ)からの提案によるものである。ガジャマダ大学での ISOC メンバ会合

の際に、JSOC 主メンバも含めポンチョサリ村を視察した。 
また、Web 上に専用ホームページを開設し、情報提供を行った。国際会議で一般的に行

われている日程、会場、参加申込、交通手段、実行委員(JSOC メンバ)などの情報に加えて、

各トピックについて事前学習用に情報提供を行った。 
JSOC メンバは、自らが受講するファシリテーション研修を除き、JSTS 2016 の当日運

営を行った。ファシリテーション研修については、茨城高専と小山高専の教職員からの要望

をもとにアクティブラーニング社が設計したが、JSOC メンバの意見も間接的ではあるが

取り入れられた。 
また、当日運営の問題点の発見・解決を事前に行うことを目的として、本番直前の今年 6

月に現地にて予行演習を行った。その中で、JSOC メンバ以外の茨城高専生や留学生を参加

者としたミニワークショップを実施した。 
JSTS 2016 において特筆すべきは、JSOC メンバがワークショップのファシリテータを

担ったことである。また、当日は長岡技術科学大学および豊橋技術科学大学の学生らが「フ

ァシリテータのスーパバイザ」を担うことで、想定外の突発事項にも対応できるようにした。 
 
2. 会議の概要 
・日時：2016 年 7 月 2 日(土)～10 日(日)  
・会場：筑波研修センター（茨城県つくば市） 
・参加学生：106 名 
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1.3 ISOCの活動概要 
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2. 会議の概要 
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－日本人：JSOC メンバ 21 名、全国高専からの参加学生 50 名、 
長岡技術科学大学生 2 名、豊橋技術科学大学生 2 名 

－インドネシア人：IDSOC メンバ 16 名 
－その他外国人学生 15 名（マレーシア、台湾、フィンランド、香港） 

 
3. 会議日程概要 

2～4 日は ISOC メンバのみが参加するファシリテーション研修である。5～10 日は全員

が参加する会議本体であり、JSOC メンバは専ら運営を行う。 
・2 日～4 日：ISOC メンバに対するファシリテーション研修 
・5 日：開会式、トピックの説明、Ice Break 等 
・6 日：トピックごとの見学や講演など 
・7～8 日：ワークショップ（議論、スライドキャスト作成）、七夕イベント（7 日夜） 
・9 日：スライドキャストを用いた成果発表、工場見学、Culture Night 
・10 日：閉会式、ISOC メンバによる評価ミーティング 
 
4. ワークショップにおけるグループ分け 

ポンチョサリ村における産業課題を 4 トピック 8 サブトピックに整理し、日本人一般参

加高専生（JSOC メンバ除く）および海外学生（IDSOC メンバ含む）をサブトピックごと

に 4～6 名の計 16 チームに分けた。 
トピックごとに JSOC メンバと教員を割り当てた。JSOC メンバは、教員の指導の下、

企画立案時に 7 月 6 日の見学や講演を設計し、当日はワークショップのファシリテータを

担った。 
トピック サブトピック 

Energy 
バイオマス燃料 
パワーエレクトロニクス 

Environment 
公害と水質 
洪水と堤防 

Industry 
機械化 
生産プロセス 

ICT 
観光業の活性化 
漁業（乱獲） 
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5. 会議の詳細 
 
第 1日(7月 2日) 

8:00-12:00 ISOC メンバのピックアップ（バス） 
12:00-18:00 昼食、エクスカージョンゼロ 
18:00 ISOC メンバのチェックイン 
19:00 夕食 
20:00-2100 ISOC ミーティング 

 
ISOC メンバのピックアップ 

8:00 に茨城高専を出発し、上野駅で小山高専と熊本高専が合流し、千葉駅でガジャマダ

大学生が合流した。 
エクスカージョンゼロ 

牛久大仏にて日本文化を体験し、および阿見アウトレットにて日本の商業施設を見学し

た。ガジャマダ大学生を主たる対象とした日本体験である。JSOC メンバは体験の支援を行

った。 
 
ISOC ミーティング 

JSTS 2016 全体のスケジュールおよび役割分担の確認を行った。 
 
第 2日(7月 3日) 

7:30 朝食 
8:30-9:00 ISOC メンバの開会式 
9:00-12:00 ファシリテーション研修 
12:00 昼食 
13:30-15:30 ファシリテーション自主研修 
15:30-18:00 準備作業 
19:00 夕食 
20:00-2100 ISOC ミーティング 

 
ファシリテーション研修・自主研修 

株式会社アクティブラーニングの羽根氏（代表取締役社長）を講師に迎え、ISOC メンバ

が受講した。 
JSTS では、JSOC メンバはファシリテータとして、IDSOC メンバはグループ員として

ワークショップに参加をする事になっていた。また、ISTS では JSOC/IDSOC ともにファ

シリテータを務める事になっていた。本研修で ISOC メンバは羽根氏がファシリテートす
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る「インドネシアで飲料水を売り出すためにはどうすれば良いか？」を課題としたワークシ

ョップを体験し、その後、羽根氏が実践した議論を円滑に進めるためや、議論を深めるため

の様々なファシリテーションの技法について振り返るという形式で進められた。この研修

で学んだ事柄を、実際に JSTS/ISTS で実践する事が見込まれていた。ここで、JSOC メン

バは JSTS でファシリテーションを実践し、ファシリテータとして直面した問題点を洗い

出す役割を、IDSOC メンバは参加者目線で JSOC メンバのファシリテーションを評価する

役割を期待された。これらの情報は、最終日の評価ミーティングで共有される事となってい

た。 
 
準備作業、ISOC ミーティング 

4 日目（7 月 5 日）以降の見学、ワークショップ、Culture Night 等のアクティビティに

ついて準備作業を行った。 
 
第 3日(7月 4日) 

7:30 朝食 
9:00-12:00 ファシリテーション研修 
12:00 昼食 
13:30-15:30 ファシリテーション自主研修 
16:00-18:00 最終確認ミーティング 
19:00 夕食 
20:00-2100 ISOC ミーティング 

 
 
最終確認ミーティング 

ISOC メンバおよび事務局（教職員）全員が、4 日目（7 月 5 日）の参加者受け入れから

会議終了までの全行程での作業および担当者を確認した。 
 
第 4日(7月 5日) 

7:30 朝食 
9:00-11:30 準備作業 
11:30 ISOC メンバの昼食 
12:00-14:00 参加者受け入れと昼食配布 
14:30 開会式会場へ移動 
15:00-16:00 開会式 
16:00-17:00 インドネシア課題説明 
17:00 筑波研修センターへ移動 
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17:30-19:00 World Cafe&Ice Break, オリエンテーショ

ン 
19:00 夕食 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
開会式 

筑波大学・大学会館ホールに移動して挙行した。 
 
インドネシア課題説明 

IDSOC メンバが、ポンチョサリ村の現状を説明した。 
 
World Cafe& Ice Break, オリエンテーション 

JSOC メンバが司会をつとめ、World Cafe および Ice Break を実施した。また、JSTS 
2016 および筑波研修センターにおける諸規則の説明を行った。 
 
第 5日(7月 6日) 

6:30 朝食 
7:00-8:50 つくばモスクにて礼拝（希望者のみ） 
9:00-19:00 トピックごとのアクティビティ（見学、講演等） 
19:00 夕食 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
トピックごとのアクティビティ 
①Industry 
9:30-10:10 栗原製麺所見学（つくば市） 
11:00-12:00 横尾正雄氏による講演（筑波研修センター） 
12:30 昼食 
14:30-16:30 茨城三和化工(株)見学（石岡市） 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
②Energy 
9:30-10:30 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター見学（つくば市） 
11:00-12:00 筑波大学大学院システム情報工学研究科・石田教授研究室訪問 
12:30 昼食 
14:00-15:00 農研機構中央農業総合研究センター、 
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7:00-8:50 つくばモスクにて礼拝（希望者のみ） 
9:00-19:00 トピックごとのアクティビティ（見学、講演等） 
19:00 夕食 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
トピックごとのアクティビティ 
①Industry 
9:30-10:10 栗原製麺所見学（つくば市） 
11:00-12:00 横尾正雄氏による講演（筑波研修センター） 
12:30 昼食 
14:30-16:30 茨城三和化工(株)見学（石岡市） 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
②Energy 
9:30-10:30 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター見学（つくば市） 
11:00-12:00 筑波大学大学院システム情報工学研究科・石田教授研究室訪問 
12:30 昼食 
14:00-15:00 農研機構中央農業総合研究センター、 
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バイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設訪問（つくば市） 
15:30-16:30 筑波大学パワーエレクトロニクス研究室訪問 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
③ICT 
9:00-10:30 オリエンテーション（筑波研修センター） 
10:30-11:30 筑波大学（知識情報・図書館学類知識情報システム）関洋平准教授による

講演、グループディスカッション（筑波研修センター） 
11:30 昼食 
13:00-14:30 NTT アクセスサービスシステム研究所筑波研究開発センター見学（つく

ば市） 
14:30-15:45 防災科学技術研究所見学（つくば市） 
16:00-17:00 つくば市役所見学 
17:30-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
④Environment 
9:00-9:40 オリエンテーション（筑波研修センター） 
10:00-11:30 土木研究所講演・見学（つくば市） 
12:00 昼食 
13:20-15:45 国立環境研究所見学（つくば市） 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
第 6日(7月 7日) 

7:30 朝食 
9:00-12:00 ワークショップ：メンバ紹介、問題発見 
12:00 昼食 
13:00-18:00 ワークショップ：情報収集、解決策議論 
18:15 夕食 
19:30-21:00 七夕イベント 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
ワークショップ 1 日目 

4 トピック 8 サブトピックの 16 チームに分かれ、自己紹介等のグループ形成、問題発見、

前日の講演・見学等や Web を用いた情報収集、解決策を議論した。なるべく複数の解決策

を議論するようにファシリテートした。 
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七夕イベント 

日本文化の体験の一環として、海外学生に七夕を説明し、型抜き、輪投げ、模擬スイカ割

り、スーパーボールすくいを体験した。 
 
第 7日(7月 8日) 

7:30 朝食 
9:00-10:00 中間発表 
10:00-12:00 ワークショップ：解決策再考、選択 
12:00 昼食 
13:00-18:00 ワークショップ：解決策改定、スライドキャスト作成 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
中間発表 

トピックごとに集まり、各チームの中間発表を行った。各チームは発表後に、トピックに

割り当てられた教員からコメントを受けた。 
 
ワークショップ 2 日目 

1 日目と同様に、4 トピック 8 サブトピックの 16 チームに分かれ、中間発表におけるコ

メントをもとに、解決策を再考し、考察した複数の解決策から 1 個を選択し、その解決策に

ついてさらに深い議論を展開し、スライドキャストを作成した。 
 
第 8日(7月 9日) 

7:30 朝食 
9:00-11:30 スライドキャスト発表 
11:30 昼食 
14:30-16:00 エクスカージョン：キッコーマン野田工場見学 
19:00-21:00 Culture Night（ホテルグランド東雲） 
22:00-23:00 ISOC ミーティング 

 
スライドキャスト発表 

異なるテーマの参加者同士が 1 グループになって、自分のチームのスライドキャストを

利用してワークショップの結果を発表した。 
 
エクスカージョン 

日本における工業化による伝統産業の発展の一例である醤油工場を見学した。 
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バイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設訪問（つくば市） 
15:30-16:30 筑波大学パワーエレクトロニクス研究室訪問 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
③ICT 
9:00-10:30 オリエンテーション（筑波研修センター） 
10:30-11:30 筑波大学（知識情報・図書館学類知識情報システム）関洋平准教授による

講演、グループディスカッション（筑波研修センター） 
11:30 昼食 
13:00-14:30 NTT アクセスサービスシステム研究所筑波研究開発センター見学（つく

ば市） 
14:30-15:45 防災科学技術研究所見学（つくば市） 
16:00-17:00 つくば市役所見学 
17:30-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
④Environment 
9:00-9:40 オリエンテーション（筑波研修センター） 
10:00-11:30 土木研究所講演・見学（つくば市） 
12:00 昼食 
13:20-15:45 国立環境研究所見学（つくば市） 
17:00-19:00 ふりかえりディスカッション 

 
第 6日(7月 7日) 

7:30 朝食 
9:00-12:00 ワークショップ：メンバ紹介、問題発見 
12:00 昼食 
13:00-18:00 ワークショップ：情報収集、解決策議論 
18:15 夕食 
19:30-21:00 七夕イベント 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
ワークショップ 1 日目 

4 トピック 8 サブトピックの 16 チームに分かれ、自己紹介等のグループ形成、問題発見、

前日の講演・見学等や Web を用いた情報収集、解決策を議論した。なるべく複数の解決策

を議論するようにファシリテートした。 
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七夕イベント 

日本文化の体験の一環として、海外学生に七夕を説明し、型抜き、輪投げ、模擬スイカ割

り、スーパーボールすくいを体験した。 
 
第 7日(7月 8日) 

7:30 朝食 
9:00-10:00 中間発表 
10:00-12:00 ワークショップ：解決策再考、選択 
12:00 昼食 
13:00-18:00 ワークショップ：解決策改定、スライドキャスト作成 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
中間発表 

トピックごとに集まり、各チームの中間発表を行った。各チームは発表後に、トピックに

割り当てられた教員からコメントを受けた。 
 
ワークショップ 2 日目 

1 日目と同様に、4 トピック 8 サブトピックの 16 チームに分かれ、中間発表におけるコ

メントをもとに、解決策を再考し、考察した複数の解決策から 1 個を選択し、その解決策に

ついてさらに深い議論を展開し、スライドキャストを作成した。 
 
第 8日(7月 9日) 

7:30 朝食 
9:00-11:30 スライドキャスト発表 
11:30 昼食 
14:30-16:00 エクスカージョン：キッコーマン野田工場見学 
19:00-21:00 Culture Night（ホテルグランド東雲） 
22:00-23:00 ISOC ミーティング 

 
スライドキャスト発表 

異なるテーマの参加者同士が 1 グループになって、自分のチームのスライドキャストを

利用してワークショップの結果を発表した。 
 
エクスカージョン 

日本における工業化による伝統産業の発展の一例である醤油工場を見学した。 
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Culture Night 

夕食をとりながら、茨城高専、小山高専、熊本高専、ガジャマダ大学（インドネシア）、

マラ工科大学（マレーシア）からの参加者が自国文化を紹介した。 
 
第 9日(7月 10日) 

7:30 朝食 
9:30-10:30 閉会式 
11:00 ISOC メンバ以外の参加学生の解散 
12:30 ISOC メンバの昼食 
13:30-15:00 ISOC 評価ミーティング 
15:30 ISOC メンバの解散 

 
ISOC 評価ミーティング 

茨城高専、小山高専、ガジャマダ大学の ISOC メンバが、JSTS 2016 の企画・運営等全

体に対する自己評価を行った。特に、JSOC メンバがワークショップをファシリテートする

にあたり直面した問題点等について詳細に IDSOC メンバに伝達し、ISTS のワークショッ

プでのファシリテーションの改善が出来るようにした。IDSOC メンバからは、個々の JSOC
メンバのファシリテーションについてのフィードバックをもらい、JSOC メンバが ISTS に

向けて改善すべき点を共有した。また来年度 ISOC メンバの熊本高専及びフィンランド・ト

ゥルク応用科学大学がオブザーバとして参加した。 
 
6. 成果物 

各チームは、ワークショップでの成果をスライドキャストにまとめ、JSTS 2016 の中で

発表を行った。また、スライドキャストは、ISTS 2016 のホームページから公開し、ISTS 
2016 におけるワークショップでの議論の端緒とすることで、JSTS 2016 に参加していない

ISTS 2016 参加者もスムーズに議論へ参加することが可能となった。 
 
7. 結論 

JSTS ではインドネシア・ポンチョサリ村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発

展のための技術移転」を JSTS 2016 と ISTS 2016 で扱う共通トピックに設定し、JSTS 
2016 での成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 2016 の事前学習資料とすることで、

JSTS と ISTS の有機的連携を図ることができた。 
JSTS2016は参加者をグローバル リーダーとして育成すると同時に、運営にあたる ISOC

メンバの学生をより高度なレベルで育成する事を目的としていた。複数の国籍のメンバが

混在する４〜６名の少人数のグループで協働する事は、参加者にとって通常の教育課程の
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中では得られ難い貴重な機会である。終了時の感想や、JSTS/ISTS 2016 終了後も継続して

自国以外の参加者と連絡を取り合っていることなどからも、一般参加学生にとっては本イ

ベントが能力と行動動機を向上させる大きなきっかけとなった事がわかった。一方で ISOC
メンバは、大規模な国際イベントを多国籍のメンバで企画・運営する事を経験した事に加え、

ワークショップを主導するファシリテータとしての役割を果たした事で、今後のキャリア

で必要と思われる広い視野・調整能力・コミュニケーション能力を国際的な場面でも活かせ

るレベルまで向上させる事が出来たと思われる。特に JSOC 主メンバ 5 名は、IDSOC との

長期間にわたる相談・交渉などのやり取りの中で、自身とは異なる考え方・仕事の進め方に

接触し、また自身の主張を明瞭簡潔に述べる必要性がある場に置かれる事で、大幅に視野が

広がり積極性が向上した。残りの JSOC サポートメンバも JSTS での IDSOC との打ち合

わせ、多国籍の集団相手のファシリテーションを行う中で成長をした。茨城高専の JSOC メ

ンバは、自身が JSTS/ISTS で体験した事と同様の事を他の学生にも体験してもらうべく、

自主的に茨城高専内に「グローバルクラブ」を立ち上げるべく準備を開始した。この事から

も、ISTS/JSTS の学生へのインパクトの大きさを窺い知る事が出来る。 
今回の JSTS 開催にあたり一番困難だった点は、参加者学生に提供出来るコンテンツの

質と、ISOC メンバの自主性がある意味トレードオフ関係にあった事である。一般参加学生

の教育としては、教員あるいは外部の適性のある人材が設計・運営した企画の方が、学生が

企画・運営したものより効果があるのは明白であろう。一方で、学生が主体的に運営すると

いう主旨のもとでの ISOC メンバの教育としては、教員や外部の人間の介入は最小限にと

どめるのが良いと思われる。JSTS2016 では後者に重きをおき、ISOC メンバの自主性を尊

重する方針で準備を進めた。結果として、一般参加者・ISOC メンバ両者の育成として一定

の成果は得られたと思われるが、来年度以降は明確な指針のもと、最大多数の最大幸福が得

られる様にさらに適切なバランスで運営する事が望まれる。 
 

以 上 
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Culture Night 

夕食をとりながら、茨城高専、小山高専、熊本高専、ガジャマダ大学（インドネシア）、

マラ工科大学（マレーシア）からの参加者が自国文化を紹介した。 
 
第 9日(7月 10日) 

7:30 朝食 
9:30-10:30 閉会式 
11:00 ISOC メンバ以外の参加学生の解散 
12:30 ISOC メンバの昼食 
13:30-15:00 ISOC 評価ミーティング 
15:30 ISOC メンバの解散 

 
ISOC 評価ミーティング 
茨城高専、小山高専、ガジャマダ大学の ISOC メンバが、JSTS 2016 の企画・運営等全

体に対する自己評価を行った。特に、JSOC メンバがワークショップをファシリテートする

にあたり直面した問題点等について詳細に IDSOC メンバに伝達し、ISTS のワークショッ

プでのファシリテーションの改善が出来るようにした。IDSOC メンバからは、個々の JSOC
メンバのファシリテーションについてのフィードバックをもらい、JSOC メンバが ISTS に

向けて改善すべき点を共有した。また来年度 ISOC メンバの熊本高専及びフィンランド・ト

ゥルク応用科学大学がオブザーバとして参加した。 
 
6. 成果物 

各チームは、ワークショップでの成果をスライドキャストにまとめ、JSTS 2016 の中で

発表を行った。また、スライドキャストは、ISTS 2016 のホームページから公開し、ISTS 
2016 におけるワークショップでの議論の端緒とすることで、JSTS 2016 に参加していない

ISTS 2016 参加者もスムーズに議論へ参加することが可能となった。 
 
7. 結論 

JSTS ではインドネシア・ポンチョサリ村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発

展のための技術移転」を JSTS 2016 と ISTS 2016 で扱う共通トピックに設定し、JSTS 
2016 での成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 2016 の事前学習資料とすることで、

JSTS と ISTS の有機的連携を図ることができた。 
JSTS2016は参加者をグローバル リーダーとして育成すると同時に、運営にあたる ISOC

メンバの学生をより高度なレベルで育成する事を目的としていた。複数の国籍のメンバが

混在する４〜６名の少人数のグループで協働する事は、参加者にとって通常の教育課程の
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中では得られ難い貴重な機会である。終了時の感想や、JSTS/ISTS 2016 終了後も継続して

自国以外の参加者と連絡を取り合っていることなどからも、一般参加学生にとっては本イ

ベントが能力と行動動機を向上させる大きなきっかけとなった事がわかった。一方で ISOC
メンバは、大規模な国際イベントを多国籍のメンバで企画・運営する事を経験した事に加え、

ワークショップを主導するファシリテータとしての役割を果たした事で、今後のキャリア

で必要と思われる広い視野・調整能力・コミュニケーション能力を国際的な場面でも活かせ

るレベルまで向上させる事が出来たと思われる。特に JSOC 主メンバ 5 名は、IDSOC との

長期間にわたる相談・交渉などのやり取りの中で、自身とは異なる考え方・仕事の進め方に

接触し、また自身の主張を明瞭簡潔に述べる必要性がある場に置かれる事で、大幅に視野が

広がり積極性が向上した。残りの JSOC サポートメンバも JSTS での IDSOC との打ち合

わせ、多国籍の集団相手のファシリテーションを行う中で成長をした。茨城高専の JSOC メ

ンバは、自身が JSTS/ISTS で体験した事と同様の事を他の学生にも体験してもらうべく、

自主的に茨城高専内に「グローバルクラブ」を立ち上げるべく準備を開始した。この事から

も、ISTS/JSTS の学生へのインパクトの大きさを窺い知る事が出来る。 
今回の JSTS 開催にあたり一番困難だった点は、参加者学生に提供出来るコンテンツの

質と、ISOC メンバの自主性がある意味トレードオフ関係にあった事である。一般参加学生

の教育としては、教員あるいは外部の適性のある人材が設計・運営した企画の方が、学生が

企画・運営したものより効果があるのは明白であろう。一方で、学生が主体的に運営すると

いう主旨のもとでの ISOC メンバの教育としては、教員や外部の人間の介入は最小限にと

どめるのが良いと思われる。JSTS2016 では後者に重きをおき、ISOC メンバの自主性を尊

重する方針で準備を進めた。結果として、一般参加者・ISOC メンバ両者の育成として一定

の成果は得られたと思われるが、来年度以降は明確な指針のもと、最大多数の最大幸福が得

られる様にさらに適切なバランスで運営する事が望まれる。 
 

以 上 
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VIP, Professors, and participants 
(pick up by bus) 

Arrival of the
Indoluxe Hotel,

 Adi Sutjipto 
International 

Airport, & 
Train Station

Day 2
(Wednesday)

5 October

Lunch & Break12:00 - 14:00
Gandhiva 

Restaurant

Registration and Check in Hotel

15:30 - 16:00 Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant

16:00 - 18:00 Registration and Check in Hotel

18:00 - 19:30
Gandhiva 

Restaurant

19:30 - 21:00 Ayodya Ballroom

ISOC Meeting - Facilitators 
Ganesha Meeting 

Room or other
21:00 - 22:00

Breakfast06:00 - 08:00
Gandhiva 

Restaurant
Preparation and Registration 

for Opening Ceremony
08:00 - 09:00

Lobby 7th Floor in 
front of Ballroom

Opening Ceremony09:00 - 10:30
Ayodya Ballroom 
and two Meeting 

Rooms

Keynote Speech 1, 2, 310:30 - 12:00
Ayodya Ballroom 

and 2 Meeting 
Rooms

12:30 - 13:00 Lunch & Break
Gandhiva 

Restaurant

Preparation for Poster Exhibition13:00 - 14:00
Ayodya Ballroom 
and two Meeting 

Rooms

Ayodya Ballroom 
and one Meeting 

Rooms
14:00 - 15:30

15:30 - 16:00 Coffee Break

Ayodya Ballroom 
and One Meeting 

Rooms

Poster Exhibition I

Poster Exhibition II16:00 - 18:00

18:00 - 19:30
Gandhiva 

Restaurant

19:30 - 21:00 Ayodya Ballroom

21:00 - 22:00 ISOC Meeting - Facilitators Ganesha Meeting 
Room or other

Day 3
(Thursday)
6 October

06:00 - 08:00 Breakfast Gandhiva 
Restaurant

Oral Presentation08:00 - 09:30 Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant
09:30 - 10:00

Oral Presentation
Meeting Room 

1/2/3/4/5/6
10:00 - 12:00

12:00 - 14:00 Lunch & Break
Gandhiva 

Restaurant

Preparation for Case Study Ayodya Ballroom14:00 - 15:30

Gandhiva 
Restaurant
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Gandhiva 
Restaurant

Day 4
(Friday)

7 October

Breakfast06:00 - 07:00 Gandhiva 
Restaurant

07:00 - 09:00

Day 5
(Saturday)
8 October

15:30 - 16:00 Coffee Break Gandhiva 
Restaurant

Prepare for Banquet Dinner16:00 - 19:00 One Meeting Room

Banquet Dinner
Ayodya Ballroom 
and One Meeting 

Rooms
19:00 - 22:00

22:00 - 22:30 ISOC Meeting - Facilitators 
Ganesha Meeting 

Room or other

World Cafe Ayodya Ballroom

Heading to Company09:00 - 09:30

09:30 - 11:00 Company Visit Company

Bus

Heading to mosque Bus11:00 - 11:30

11:30 - 13:00
Lunch Box & Break 

(Friday Praying for Moslem)
Bus, Mosque

Heading to Bakpia Company Bus13:00 - 13:30

13:30 - 14:30 Visit Bakpia Company
Bakpia Company

(25/75/Djava/
Bakpiapia)

14:30 - 15:00 Heading to Malioboro Bus

15:00 - 17:00 Free Time in Malioboro Malioboro

17:00 - 18:00 Travel to Indoluxe Hotel Bus

18:00 - 20:00 Dinner & Break 
Gandhiva 

Restaurant

Activity by MSOC20:00 - 21:00 Ayodya Ballroom

21:00 - 22:00 ISOC Meeting - Facilitators 
Ganesha Meeting 

Room or other

06:00 - 07:00 Breakfast
Gandhiva 

Restaurant

Heading for Case Study07:00 - 08:30 Bus

08:30 - 11:30 Case Study Poncosari 
Village

11:30 - 13:30 Heading to Borobudur Temple Bus

Borobudur Leadership Experience13:30 - 17:00 Borobudur Temple

Heading to Sekar Kedhaton Restaurant17:00 - 19:00 Bus

Dinner 
Sekar Kedhaton 

Restaurant19:00 - 21:00

21:00 - 22:00 Travel to Indoluxe Hotel Bus

22:00 - 22:30 ISOC Meeting - Facilitators Ganesha Meeting 
Room or other

Day 6
(Sunday)
9 October Ms. Fitri Damayanti Session

06:00 - 08:00 Breakfast
Gandhiva 

Restaurant

08:00 - 09:30 Ayodya Ballroom

Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant
09:30 - 10:00

Smart Casual

Dominant White 
Collar Shirt

Dominant White 
Collar Shirt

Dominant White 
Collar Shirt

Dominant White 
Collar Shirt

Dominant Blue T-Shirt, 
Sport Shoes, Long pants

Dominant Blue T-Shirt, 
Sport Shoes, Long pants
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Gandhiva 
Restaurant

Day 7
(Monday)

10 October

Ganesha Meeting 
Room or other

Day 8
(Tuesday)
11 October

06:00 - 08:00 Breakfast Gandhiva 
Restaurant

08:00 - 09:30

Problem Solving Group Work

10:00 - 12:30

Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

12:30 - 13:30 Lunch & Break
Gandhiva 

Restaurant

Session by JSOC 2017 from 
Kumamoto Students

13:30 - 15:30

Ayodya Ballroom

15:30 - 16:00 Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant

16:00 - 18:00
Problem Solving Group Work Meeting Room 

1/2/3/4/5/6

18:00 - 19:30 Dinner & Break 
Gandhiva 

Restaurant

19:30 - 21:30 Problem Solving Group Work Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

21:30 - 22:00 ISOC Meeting - Facilitators Ganesha Meeting 
Room or other

Problem Solving Group Work Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

09:30 - 10:00 Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant

Oral Presentation

12:30 - 14:00

Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

Lunch & Break
Gandhiva 

Restaurant

Problem Solving Group Work14:00 - 15:30
Meeting Room 

1/2/3/4/5/6

15:30 - 16:00 Coffee Break
Gandhiva 

Restaurant

Final Poster and 
Prototype Preparation

Meeting Room 
1/2/3/4/5/616:00 - 18:00

Dinner & Break 18:00 - 19:30 Gandhiva 
Restaurant

Final Poster and 
Prototype Preparation19:30 - 21:30

Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

21:30 - 22:00 ISOC Meeting - Facilitators 

06:00 - 08:00 Breakfast
Gandhiva 

Restaurant

10:00 - 12:30

08:00 - 09:00 Final Poster and 
Prototype Preparation

Meeting Room 
1/2/3/4/5/6

Coffee Break09:00 - 09:30
Gandhiva 

Restaurant

Smart Casual

Smart Casual

Poster and Prototype Exhibition Ayodya Ballroom09:30 - 12:30

Lunch & Break12:30 - 13:30
Gandhiva 

Restaurant
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Day 9
(Tuesday)
12 October

15:30 - 16:00

13:30 - 14:00 Session by IDSOC Ayodya Ballroom

Awarding14:00 - 15:30 Ayodya Ballroom

Coffee Break

Gandhiva 
Restaurant

ISOC Meeting Meeting Room 1/216:00 - 18:00

18:00 - 20:00 Dinner & Break 
Gandhiva 

Restaurant

Cultural Night20:00 - 22:00
Ayodya Ballroom

& Meeting Room 1

Skypool Night Party22:00 - 24:00 Nirvana Skypool

Breakfast06:00 - 08:00

Closing Ceremony08:00 - 09:30
Ayodya Ballroom

& Meeting Room 1

09:30 - 10:30 Prepare to Check Out for Participants

10:30 - 12:30

Check Out, 
(Travel Back to Airport for Participants)
(Travel Back to Rektorat UGM for ISOC)

Lunch & Break at Multimedia Rektorat 
UGM for ISOC Members Only12:30 - 13:30

ISTS Evaluation
(ISOC Members Only)

Go to Airport (ISOC)

13:30 - 16:00

16:00 - 18:00

Traditional 
Clothes

Gandhiva 
Restaurant

Smart Casual

All Black
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●三谷高専機構理事（左端）をはじめとする、各国の関係者たち 

 
●ジョグジャカルタ近郊の村にてフィールドワークを行う参加学生たち 
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●グループワークの成果を発表する参加学生たち 

 
 
●日本側学生実行委員(JSOC)の主メンバー5名。1年半以上も開催準備に費やした。
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ISTS2016報告書 
2016 年 12 月 1 日 
ISTS/JSTS2016 事務局統括 
茨城高専 蓬莱尚幸 

1. 緒言 
「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する国際会議（International 

Symposium on Technology for Sustainability, ISTS）は、アジア諸国の大学等と高専の学

生が研究成果を発表し、議論をとおして国際交流を行う場として 2012 年から開始された。

2014 年度までは口頭発表中心の会議であったが、2015 年度からは「グローバルリーダ育

成」を目的とし、あらかじめ設定された共通課題について議論を行う問題発見解決型ワーク

ショップが中心の国際会議となった。 
ISTS 2016 では、それに先立って開催された日本セミナー(Japan Seminar on Technology 

for Sustainability, JSTS) 2016 と強連結（＝一体化）した一連のイベントとして企画・運営

を行った。両会議では、多国籍学生からなる少人数ワークショップをとおしてグローバルリ

ーダに不可欠なグローバルコミュニケーション能力の向上を目的とした。 
一方で、一体化した ISTS 2016 と JSTS 2016 の企画・運営を国際学生実行委員会

（International Student Organizing Committee, ISOC) に行わせる事で、ISOC メンバの

グローバルマネジメント能力を一般参加者に比してより高いレベルで向上させる事を図っ

た。ISOC はインドネシアのガジャマダ大学の学生（Indonesian Student Organizing 
Committee, IDSOC）および日本の小山高専、熊本高専、茨城高専の学生（Japanese Student 
Organizing Committee, JSOC）に加え長岡・豊橋の両技科大学の学生により構成された組

織である。開催地の制約から ISTS は IDSOC が主に、JSTS は JSOC が主に担当し、技科

大学の学生は相談役としての役割を果たした。 
 
1.1 グローバルリーダ育成 

ISTS 2016 および JSTS 2016 で行う「グローバルリーダ育成」は、会議の一般参加者に

対しては視察・調査・議論等の様々なアクティビティを通して問題解決するための能力（グ

ローバルコミュニケーション能力）を身に付けることを目的に、これらの会議の企画運営す

る ISOC メンバには高度なグローバルマネジネント能力を身に付けることを目的とした。 
ISTS 2016 では、グローバルコミュニケーション能力開発のために、多国籍学生を含む

グループで、問題発見、情報収集、問題解決、解決策紹介をワークショップ形式で行う活動

を用意した。また、グローバルマネジネント能力開発のために、アクティブラーニング社か

ら講師を招き講演およびワールドカフェを行った。 
さらに、実際に ISTS 2016 の企画・運営を行うことは、ISOC メンバのグローバルマネ

ジネント能力を高める絶好の機会となった。大規模なイベントの企画をするだけでなく、多
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国籍の学生で構成される ISOC メンバ内で準備のための連絡・議論・調整を英語で行い、教

員と連携して企業・研究所等の外部の人と交渉するなどをして多くの経験を積む機会とな

った。また、ISOC メンバがワークショップを運営するにあたり、参加者がより充実した議

論を行える様な環境を整えるに必要となる総合的な能力（ファシリテーション能力）を向上

させるための研修も JSTS で執り行った。ISOC メンバはそこで学んだ事柄を JSTS で実践

し、そのときの経験をもとに ISTS でのワークショップの運営方法を設計した。JSTS での

経験と会わせて、自らのパフォーマンスを評価し、改善策を考え、実行に移す一連のサイク

ルをこなした事から、ISOC メンバが ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を今後

の様々な場面でも活用する事が期待される。 
 
注）ファシリテーション能力とは、「会議、ミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、

参加者の認識の一致を確認したりする行為で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組織や参加者の

活性化、協働を促進させるリーダーの持つ能力の１つ」(Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ファシリテーション

より抜粋) で、多様性の高い集団で活躍する事が見込まれるグローバル リーダーにとって必要とされている能力である。

ISOC メンバは今後の様々な場面において ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を活用する事が期待される 
 
1.2 JSTS 2016との連携 

CJS/JSTS と ISTS との連携は、2015 年度から始まった。CJS 2015 と ISTS 2015 は、

共に ISOC メンバが企画・運営する少人数での問題発見解決型ワークショップを中心的な

アクティビティとした会議であった。CJS 2015 では「東日本大震災からの復興」を、ISTS 
2015 では「マレーシアにおける社会問題」を、それぞれワークショップでの課題に設定し

た。このよう CJS/ISTS 2015 は ISOC メンバという企画・運営の母体と言う意味では共通

していたが、イベント自体の内容は形式の類似以上の一体化は見受けられなかった。 
2016 年度では、会議の準備段階当初に、ISTS への参加者をより多様にするために、よ

り多くの JSTS 参加者が ISTS にも参加する様に、また、参加者がワークショップのテーマ

を深く理解し、より濃密な議論が行える様に、両会議の連携を強化し内容的にも一体化する

ことを目標に設定した。この目標の達成のため、ISOC メンバはインドネシア・ポンチョサ

リ村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発展のための技術移転」を両会議で扱う共

通課題（トピック）と設定した。また、JSTS 参加者には、JSTS 議論した事で得られた知

見等を ISTS への投稿論文に含める事を求めた。投稿論文に基づく口頭発表のセッションは

グループごとに行った。これらにより、JSTS より深いレベルでの議論が ISTS でのワーク

ショップの開始時点で行われることとなった。このことは各自の研究テーマが現実社会に

どのように応用されるかを考えるきっかけにもなっている。 
また、JSTS 2016 ではワークショップでの成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 

2016 の事前学習資料とした。これにより、JSTS 2016 に参加していない ISTS 2016 参加

者もスムーズに議論参加可能となる一助となった。 
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ISTS2016報告書 
2016 年 12 月 1 日 
ISTS/JSTS2016 事務局統括 
茨城高専 蓬莱尚幸 

1. 緒言 
「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する国際会議（International 

Symposium on Technology for Sustainability, ISTS）は、アジア諸国の大学等と高専の学

生が研究成果を発表し、議論をとおして国際交流を行う場として 2012 年から開始された。

2014 年度までは口頭発表中心の会議であったが、2015 年度からは「グローバルリーダ育

成」を目的とし、あらかじめ設定された共通課題について議論を行う問題発見解決型ワーク

ショップが中心の国際会議となった。 
ISTS 2016 では、それに先立って開催された日本セミナー(Japan Seminar on Technology 

for Sustainability, JSTS) 2016 と強連結（＝一体化）した一連のイベントとして企画・運営

を行った。両会議では、多国籍学生からなる少人数ワークショップをとおしてグローバルリ

ーダに不可欠なグローバルコミュニケーション能力の向上を目的とした。 
一方で、一体化した ISTS 2016 と JSTS 2016 の企画・運営を国際学生実行委員会

（International Student Organizing Committee, ISOC) に行わせる事で、ISOC メンバの

グローバルマネジメント能力を一般参加者に比してより高いレベルで向上させる事を図っ

た。ISOC はインドネシアのガジャマダ大学の学生（Indonesian Student Organizing 
Committee, IDSOC）および日本の小山高専、熊本高専、茨城高専の学生（Japanese Student 
Organizing Committee, JSOC）に加え長岡・豊橋の両技科大学の学生により構成された組

織である。開催地の制約から ISTS は IDSOC が主に、JSTS は JSOC が主に担当し、技科

大学の学生は相談役としての役割を果たした。 
 
1.1 グローバルリーダ育成 

ISTS 2016 および JSTS 2016 で行う「グローバルリーダ育成」は、会議の一般参加者に

対しては視察・調査・議論等の様々なアクティビティを通して問題解決するための能力（グ

ローバルコミュニケーション能力）を身に付けることを目的に、これらの会議の企画運営す

る ISOC メンバには高度なグローバルマネジネント能力を身に付けることを目的とした。 
ISTS 2016 では、グローバルコミュニケーション能力開発のために、多国籍学生を含む

グループで、問題発見、情報収集、問題解決、解決策紹介をワークショップ形式で行う活動

を用意した。また、グローバルマネジネント能力開発のために、アクティブラーニング社か

ら講師を招き講演およびワールドカフェを行った。 
さらに、実際に ISTS 2016 の企画・運営を行うことは、ISOC メンバのグローバルマネ

ジネント能力を高める絶好の機会となった。大規模なイベントの企画をするだけでなく、多
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国籍の学生で構成される ISOC メンバ内で準備のための連絡・議論・調整を英語で行い、教

員と連携して企業・研究所等の外部の人と交渉するなどをして多くの経験を積む機会とな

った。また、ISOC メンバがワークショップを運営するにあたり、参加者がより充実した議

論を行える様な環境を整えるに必要となる総合的な能力（ファシリテーション能力）を向上

させるための研修も JSTS で執り行った。ISOC メンバはそこで学んだ事柄を JSTS で実践

し、そのときの経験をもとに ISTS でのワークショップの運営方法を設計した。JSTS での

経験と会わせて、自らのパフォーマンスを評価し、改善策を考え、実行に移す一連のサイク

ルをこなした事から、ISOC メンバが ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を今後

の様々な場面でも活用する事が期待される。 
 
注）ファシリテーション能力とは、「会議、ミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、

参加者の認識の一致を確認したりする行為で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組織や参加者の

活性化、協働を促進させるリーダーの持つ能力の１つ」(Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ファシリテーション

より抜粋) で、多様性の高い集団で活躍する事が見込まれるグローバル リーダーにとって必要とされている能力である。

ISOC メンバは今後の様々な場面において ISTS/JSTS で培ったファシリテーション能力を活用する事が期待される 
 
1.2 JSTS 2016との連携 

CJS/JSTS と ISTS との連携は、2015 年度から始まった。CJS 2015 と ISTS 2015 は、

共に ISOC メンバが企画・運営する少人数での問題発見解決型ワークショップを中心的な

アクティビティとした会議であった。CJS 2015 では「東日本大震災からの復興」を、ISTS 
2015 では「マレーシアにおける社会問題」を、それぞれワークショップでの課題に設定し

た。このよう CJS/ISTS 2015 は ISOC メンバという企画・運営の母体と言う意味では共通

していたが、イベント自体の内容は形式の類似以上の一体化は見受けられなかった。 
2016 年度では、会議の準備段階当初に、ISTS への参加者をより多様にするために、よ

り多くの JSTS 参加者が ISTS にも参加する様に、また、参加者がワークショップのテーマ

を深く理解し、より濃密な議論が行える様に、両会議の連携を強化し内容的にも一体化する

ことを目標に設定した。この目標の達成のため、ISOC メンバはインドネシア・ポンチョサ

リ村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発展のための技術移転」を両会議で扱う共

通課題（トピック）と設定した。また、JSTS 参加者には、JSTS 議論した事で得られた知

見等を ISTS への投稿論文に含める事を求めた。投稿論文に基づく口頭発表のセッションは

グループごとに行った。これらにより、JSTS より深いレベルでの議論が ISTS でのワーク

ショップの開始時点で行われることとなった。このことは各自の研究テーマが現実社会に

どのように応用されるかを考えるきっかけにもなっている。 
また、JSTS 2016 ではワークショップでの成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 

2016 の事前学習資料とした。これにより、JSTS 2016 に参加していない ISTS 2016 参加

者もスムーズに議論参加可能となる一助となった。 
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1.3 ISOCの活動概要 

グローバルマネジメント能力の向上のための学習の一環として、ISOC メンバが会議の企

画・運営を主体的に行った。その際、JSTS 2016 と ISTS 2016 の連携のため、両会議の企

画は同時並行で行った。ISOC メンバは、企画立案当初にインドネシア側からはガジャマダ

大学生、日本側からは小山高専生と茨城高専生からの 5 名が選ばれ、その後に次年度担当

の熊本高専生も加わり運営補助を行った。小山高専、茨城高専から選ばれた上記 5 名が主

となり、JSTS の企画立案、IDSOC との相談・交渉を主に担当した。さらに小山高専、茨

城高専内から追加のサポートメンバを募集し、JSTS を実際に運営するための 20 人弱の組

織を作り上げたがこれらサポートメンバを含む JSOC メンバは ISTS でも運営の一端を担

った。 
ISOC メンバは、ISTS/JSTS 2016 の企画および運営準備のために、昨年 ISTS2015 会場

のマレーシア（マラ工科大学）で 1 回、2016 年になってからインドネシア（ガジャマダ大

学）にて会合を 2 回開いた。これらの会合のほかに、テレビ会議を頻繁に行い、連絡を密に

していた。 
ISTS 2016 での各種アクティビティの企画立案は、インドネシア側の学生実行委員

(IDSOC メンバ)が取りまとめた。たとえば、ワークショップにおける問題発見解決の対象

であるポンチョサリ村は、IDSOC メンバからの提案によるものである。日本側の学生実行

委員(JSOC メンバ)も積極的に企画運営に参画した。たとえば、企画段階で、ガジャマダ大

学での ISOC メンバ会合の際に、ポンチョサリ村を視察した。また、各国の ISOC メンバ

が内容を企画し、当日の運営を行うアクティビティが導入された。 
また、Web 上に専用ホームページを開設し、情報提供を行った。国際会議で一般的に行

われている日程、会場、参加申込、交通手段、実行委員(ISOC メンバ)などの情報に加えて、

各トピックについて事前学習用に情報提供を行った。この情報提供には、JSTS 2016 の成

果物であるスライドキャストも含まれる。 
ISTS 2016 では、トピックごとに IDSOC メンバおよび JSOC メンバが 1 名ずつ共同で

ワークショップのファシリテータを担った。残りの JSOC メンバは、一般参加者と同様に

ワークショップの議論に参加した。当日は長岡技術科学大学および豊橋技術科学大学の学

生が「ファシリテータのスーパバイザ」を担うことで、想定外の突発事項にも対応できるよ

うにした。 
 
2. 会議の概要 
・日時：2016 年 10 月 4 日(火)～12 日(水)  
・会場：インドネシア、ジョグジャカルタ特別州、インドラックスホテル(Indoluxe Hotel) 
・参加学生： 

－日本人：JSOC メンバ（含、サポートメンバ）17 名、全国高専からの参加者 43 名、 
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長岡技術科学大学生 3 名、豊橋技術科学大学生 2 名 
－海外学生 59 名（インドネシア、マレーシア、フィンランド、シンガポール、フィリッ 
ピン、タイ） 

 
3. 会議日程概要 
・4 日：参加者受入れ、IDSOC メンバによる説明 
・5 日：開会式、キーノートスピーチ、ポスターセッション、日本人学生によるセッション 
・6 日：口頭発表セッション、バンケットディナー 
・7 日：ワールドカフェ、会社見学、インドネシア文化体験、市内視察、マレーシア人学生

によるセッション 
・8 日：トピックごとの見学、インドネシア文化体験 
・9 日：ガジャマダ大学教員による講演、ワークショップ（問題発見解決）、日本人学生に

よるセッション 
・10 日：中間発表、ワークショップ（問題解決、ポスター発表準備） 
・11 日：ポスター発表、授賞式、インドネシア人学生によるセッション、Culture Night 
・12 日：閉会式、ISOC メンバによる評価ミーティング 
 
4. ワークショップにおけるグループ分け 

ポンチョサリ村における産業課題 6 トピックについて、4～6 名のチームに分け、ワーク

ショップを行った。 
トピックごとに現地を見学し、少人数チームに分かれて議論した。ISOC メンバ（トピッ

クごとに IDSO メンバと JSOC メンバから 1 名ずつ）が、ワークショップのファシリテー

タを担った。 
トピック 課題となっている事業等 

Agroindustry 小規模バイオガスプラント 
Civil Construction 用水路 
Industry 小規模製麺工場 
Energy 風力発電と太陽電池 
Tourism 海岸の観光地化 
IT 電力監視システム 

 
5. 会議の詳細 
 
第 1日(10月 4日) 

12:00 まで 参加者のピックアップ（バス） 
12:00 昼食 
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14:00-18:00 チェックイン 
18:00 夕食 
19:30-21:00 IDSOC メンバによる説明 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
IDSOC メンバによる説明 

IDSOC メンバが参加者全員に対して、会議の目的、スケジュール等を説明した。 
 
第 2日(10月 5日) 

6:00 朝食 
9:00-10:30 開会式 
10:30-12:00 キーノートスピーチ 
12:30 昼食 
14:00-18:00 ポスターセッション 
18:00 夕食 
19:30-21:00 日本人学生によるセッション 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
キーノートスピーチ 

高専機構の谷口理事長およびインドネシア三井物産株式会社の部長がキーノートスピー

チを行った。 
 
ポスターセッション 

25 枚のボードの裏表を用いて、50 件のポスター発表を行った。また、ガジャマダ大学生

が作成したプロジェクト作品の展示・実演も行った。同じトピックのポスターが隣接するよ

うに配置し、後続するワークショップでの議論の出発点になった。 
 
日本人学生によるセッション 

JSOC メンバが司会を務め、参加者全員でアイスブレーク目的の活動を行った。 
 
第 3日(10月 6日) 

6:00 朝食 
8:00-12:00 口頭発表セッション 
12:00 昼食 
14:00-15:30 ワークショップに関する説明 
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19:00-22:00 バンケットディナー 
22:00-22:30 ISOC ミーティング 

 
口頭発表セッション 

ポジションペーパから選ばれた優秀 50報の口頭発表をトピックごとに 5 会場に分かれて

並行して行った（1 発表 15 分ずつ）。他の参加者は自分のトピックの発表を聞くことで、後

続するワークショップでの議論の出発点になった。 
 
 
課題に関する説明 

ワークショップの日程等を全員に対して説明した後、トピックごとに分かれて、見学や議

論の流れなどについて説明した。 
 
第 4日(10月 7日) 

6:00 朝食 
7:00-9:00 ワールドカフェ 
9:30-11;00 会社見学 
11:30 昼食（弁当） 
13:30-14:30 インドネシア文化体験 
15:00-17:00 ジョグジャカルタ市内視察 
18:00 夕食 
20:00-21:00 マレーシア人学生によるセ

ッション 
21:00-22:00 ISOC ミーティング 

 
ワールドカフェ 

グローバルリーダシップ技能の訓練を目的としたアクティブラーニング型講演である。

企画・準備は JSOC メンバが担当し、講師は株式会社アクティブラーニング社の羽根氏に

お願いした。 
 
会社見学 

参加者全員を 3 つのグループに分けて、それぞれ異なる会社の見学を行った。 
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見学先企業 事業内容 
PT MAK ベッド、手術台、検査台等の病院関連機器（家具） 
C.V. Karya Hidup Sentosa Quick トラックタ 
PT YPTI 金型、部品、プラスチック射出、治具 

 
インドネシア文化体験 

ジョグジャカルタの名産品である銀細工の工房を見学した。 
 
ジョグジャカルタ市内視察 

ワークショップのチームごとにジョグジャカルタのメインストリートであるマリオボロ

通りを視察した。IDSOC メンバが 1 名ずつ各グループに随伴し説明等を行った。 
 
マレーシア人学生によるセッション 

マレーシアからの参加学生が司会を務め、参加者全員でアイスブレーク目的の活動を行

った。マレーシアは ISTS 2015 の開催国であり、当時 ISOC メンバであった学生らも参加

していた。 
 
第 5日(10月 8日) 

6:00 朝食 
8:30-11:30 ポンチョサリ村見学 
13:30-17:00 リーダシップエクスペリエンス 
19:00 夕食（地元料理店） 
22:00-22:30 ISOC ミーティング 

 
ポンチョサリ村見学 

ワークショップの課題について、現地を訪問し、議論の材料となる情報を収集した。 
 
リーダシップエクスペリエンス 

野外でのオリエンテーリング型の課題解決アクティビティを用意していたが、雨天中止

となり、ボロブドゥール遺跡の見学に変更になった。 
 
第 6日(10月 9日) 

6:00 朝食 
8:00-9:30 ガジャマダ大学教員講演 
10:00-12:30 日本人学生によるセッション 
12:30 昼食 
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第 6日(10月 9日) 

6:00 朝食 
8:00-9:30 ガジャマダ大学教員講演 
10:00-12:30 日本人学生によるセッション 
12:30 昼食 
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13:30-18:00 ワークショップ（問題発見解決） 
18:00 夕食 
19:30-21:30 ワークショップ（問題発見解決） 
21:30-22:00 ISOC ミーティング 

 
ガジャマダ大学教員講演 
ガジャマダ大学の Fitri 教員がグローバルコミュニケーションについて講演を行った。 

 
日本人学生によるセッション 

熊本高専の JSOC メンバが司会を務め、参加者全員でアイスブレーク目的の活動を行っ

た。熊本高専は次年度の開催担当校である。 
 
ワークショップ 1 日目 

自己紹介等のグループ形成、問題発見、前日の現地見学や Web を用いた情報収集、解決

策を議論した。 
 
第 7日(10月 10日) 

6:00 朝食 
8:00-9:30 ワークショップ（問題解決） 
10:00-12:30 中間発表 
12:30 昼食 
14:00-15:30 ワークショップ（問題解決） 
16:00-18:00 ワークショップ（ポスター発表準備） 
18:00 夕食 
19:30-21:30 ワークショップ（ポスター発表準備） 
21:30-22:00 ISOC ミーティング 

 
ワークショップ 2 日目 

1 日目と同様に、解決策をについてさらに深い議論を展開し、ワークショップの成果をポ

スターにまとめた。 
 
中間発表 

トピックごとに集まり、各チームの中間発表を行った。各チームは、発表後に、トピック

に割り当てられた教員からコメントを受けた。 
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見学先企業 事業内容 
PT MAK ベッド、手術台、検査台等の病院関連機器（家具） 
C.V. Karya Hidup Sentosa Quick トラックタ 
PT YPTI 金型、部品、プラスチック射出、治具 

 
インドネシア文化体験 

ジョグジャカルタの名産品である銀細工の工房を見学した。 
 
ジョグジャカルタ市内視察 

ワークショップのチームごとにジョグジャカルタのメインストリートであるマリオボロ

通りを視察した。IDSOC メンバが 1 名ずつ各グループに随伴し説明等を行った。 
 
マレーシア人学生によるセッション 

マレーシアからの参加学生が司会を務め、参加者全員でアイスブレーク目的の活動を行

った。マレーシアは ISTS 2015 の開催国であり、当時 ISOC メンバであった学生らも参加

していた。 
 
第 5日(10月 8日) 

6:00 朝食 
8:30-11:30 ポンチョサリ村見学 
13:30-17:00 リーダシップエクスペリエンス 
19:00 夕食（地元料理店） 
22:00-22:30 ISOC ミーティング 
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第 8日(10月 11日) 

 

 
 
ポスター発表 

チームごとに成果をまとめたポスター発表を行った。参加者は交代で発表と他のチーム

の発表の聴講を行った。教員は発表を聞いて廻り評価した。 
 
インドネシア人学生によるセッション 

インドネシア学生が、インドネシア文化の紹介を行った。 
 
授賞式 

スポンサー賞、高専機構賞、ベストペーパ賞、ベスト口頭発表賞、ベストポスター賞など

が授与された。 
 
ISOC ミーティング 

次回開催のための打合せを行った。本年度 ISOC メンバである茨城高専、小山高専、ガジ

ャマダ大学からの情報提供、来年度 ISOC メンバの熊本高専、フィンランド・トゥルク大学

の学生からの質疑を行った。 
 
Culture Night 

参加者が自国の文化の紹介を行った。 
 
ナイトパーティ 

ホテルの屋上にて、交流目的のパーティを行った。 
 

6:00 朝食 
8:00-9:00 ワークショップ（ポスター発表準備） 
9:30-12:30 ポスター発表 
12:30 昼食 
13:00-14:00 インドネシア人学生によるセッション 
14:00-15:30 授賞式 
16:00-18:00 ISOC ミーティング 
18:00 夕食 
20:00-22:00 Culture Night 
22:00-24:00 ナイトパーティ 
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第 9日(10月 12日) 

6:00 朝食 
8:00-9:30 閉会式 
10:30 ISOC メンバ以外の参加学生の解散 
12:30 昼食（ISOC メンバのみ） 
13:30-16:00 ISOC 評価ミーティング 
16:00 ISOC メンバの解散 

 
ISOC 評価ミーティング 
茨城高専、小山高専、ガジャマダ大学の ISOC メンバが、JSTS 2016 の企画・運営等全

体に対する自己評価を行った。また来年度 ISOC メンバの熊本高専及びフィンランド・トゥ

ルク応用科学大学がオブザーバとして参加した。自己評価は ISOC メンバの今後の成長の

ために重要であるとともに、来年度 ISOC メンバに伝達することで JSTS/ISTS 2017 の改

善が出来るようにした。 
 
6. 結論 

ISTS2017 ではインドネシア、マレーシア、フィンランド、シンガポール、フィリッピン、

タイ、日本の 7 カ国からの参加があり、昨年度と比較し、特にワークショップ部分に置いて

の参加者の多様化と言う目標は達せられたと思われる。また、多国籍学生からなる少人数ワ

ークショップは、グローバルリーダに不可欠なグローバルコミュニケーション能力の向上

のために有益であり、ISOC メンバが会議の企画・運営を学生主体で行うことは、グローバ

ルマネジメント能力の向上のために有益であったと考えられる。 
さらに、インドネシア・ポンチョサリ村を例にとり「インドネシアのローカル社会の発展

のための技術移転」を ISTS 2016 と JSTS 2016 で扱う共通トピックに設定し、JSTS 2016
での成果をスライドキャストとしてまとめ、ISTS 2016 の事前学習資料とすることで、JSTS
と ISTS の有機的連携を図ることができ、ISTS 2016 のワークショップでは JSTS 2016 の

それよりも深い議論ができた。多くのグループで解決策の具体化が行われた。その中には、

実現可能性について具体的な数字を挙げた試算を行ったグループもあった。また、現地視察

を行うことで JSTS 2016 での議論を大幅に変更しなければならないグループもあったが、

このような状況は実際の国際的な技術移転においてしばしば起こることであり、参加者に

は今後のキャリアでも活かせるよい経験となったと考えられる。 
JSTS/ISTS2016 は参加者をグローバル リーダーとして育成すると同時に、運営にあた

る ISOC メンバの学生をより高度なレベルで育成する事を目的としていた。複数の国籍の

メンバが混在する４〜６名の少人数のグループで協働する事は、参加者にとって通常の教

育課程の中では得られ難い貴重な機会である。終了時の感想や、ISTS 2016 終了後も継続

して自国以外の参加者と連絡を取り合っていることなどからも、一般参加学生にとっては
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本イベントが能力と行動動機を向上させる大きなきっかけとなった事がわかった。一方で

ISOC メンバは、大規模な国際イベントを多国籍のメンバで企画・運営する事を経験した事

に加え、JSTS で得たファシリテータとしての経験を踏まえ、改善をするというプロセスを

経てワークショップを主導する役割を果たした事で、今後必要と思われる広い視野・調整能

力・コミュニケーション能力を国際的な場面でも活かせるレベルまで向上させる事が出来

たと思われる。特に JSOC 主メンバ 5 名は、IDSOC との長期間にわたる相談・交渉などの

やり取りの中で、自身とは異なる考え方・仕事の進め方に接触し、また自身の主張を明瞭簡

潔に述べる必要性がある場に置かれる事で、大幅に視野が広がり積極性が向上した。残りの

JSOC サポートメンバも JSTS での IDSOC との打ち合わせ、多国籍の集団相手のファシリ

テーションを行う中で成長をし、また、JSTS で培った能力・経験を ISTS でも発揮する事

ができた。茨城高専の JSOC メンバは、自身が JSTS/ISTS で体験した事と同様の事を他の

学生にも体験してもらうべく、自主的に茨城高専内に「グローバルクラブ」を立ち上げるべ

く準備を開始した。この事からも、ISTS/JSTS の学生へのインパクトの大きさを窺い知る

事が出来る。 
今回の JSTS/ISTS 開催にあたり一番困難だった点は、参加者学生に提供出来るコンテン

ツの質と、ISOC メンバの自主性がある意味トレードオフ関係にあった事である。一般参加

学生の教育としては、教員あるいは外部の適性のある人材が設計・運営した企画の方が、学

生が企画・運営したものより効果があるのは明白であろう。一方で、学生が主体的に運営す

るという主旨のもとでの ISOC メンバの教育としては、教員や外部の人間の介入は最小限

にとどめるのが良いと思われる。JSTS/ISTS2016 では後者に重きをおき、ISOC メンバの

自主性を尊重する方針で準備を進めた。結果として、一般参加者・ISOC メンバ両者の育成

として一定の成果は得られたと思われるが、来年度以降は明確な指針のもと、最大多数の最

大幸福が得られる様にさらに適切なバランスで運営する事が望まれる。 
 

以 上 
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テーションを行う中で成長をし、また、JSTS で培った能力・経験を ISTS でも発揮する事

ができた。茨城高専の JSOC メンバは、自身が JSTS/ISTS で体験した事と同様の事を他の

学生にも体験してもらうべく、自主的に茨城高専内に「グローバルクラブ」を立ち上げるべ

く準備を開始した。この事からも、ISTS/JSTS の学生へのインパクトの大きさを窺い知る

事が出来る。 
今回の JSTS/ISTS 開催にあたり一番困難だった点は、参加者学生に提供出来るコンテン

ツの質と、ISOC メンバの自主性がある意味トレードオフ関係にあった事である。一般参加

学生の教育としては、教員あるいは外部の適性のある人材が設計・運営した企画の方が、学

生が企画・運営したものより効果があるのは明白であろう。一方で、学生が主体的に運営す

るという主旨のもとでの ISOC メンバの教育としては、教員や外部の人間の介入は最小限

にとどめるのが良いと思われる。JSTS/ISTS2016 では後者に重きをおき、ISOC メンバの

自主性を尊重する方針で準備を進めた。結果として、一般参加者・ISOC メンバ両者の育成

として一定の成果は得られたと思われるが、来年度以降は明確な指針のもと、最大多数の最

大幸福が得られる様にさらに適切なバランスで運営する事が望まれる。 
 

以 上 
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（２）グローバル高専モデル事業英文報告書

Introduction１

1.1 Background of the project

The rapid globalization of economic activity since the 1990s is one of the greatest environmental 
changes we are faced with. Regarding the manufacturing industry, which is closely related to 
polytechnics, the overseas passenger vehicle production share of eight major automobile 
manufacturers in 2015, for example, has increased to account for up to two-thirds of the entire 
market with the overseas sales percentage (in the numbers of vehicles sold) accounting for, in fact, 
as much as 80%. Hitachi, Ltd., which is based in Ibaragi Prefecture, where our school is located, set 
out a goal of raising the overseas sales percentage, which was 41% in 2013, to 50% in as short a 
time as by the end of 2015 in the Midterm Management Plan 2015 and has actually increased it to 
as much as 48%. As the downsizing of the domestic market is inevitable because of the aging 
population with a low birth rate, such trends would further accelerate in the future.

Upon globalization, which is a major change, staff sought by the industries have been changing. 
The Japan Business Federation summarized the "Proposal for the Development of Global Staff" in 
June 2011, which organized the talent, skills, and abilities that would be sought by the industries 
in the future. According to a questionnaire survey in the proposal, the most important factor 
required for human resources in the future is the attitude to keep up their challenging spirits 
without limiting themselves to traditional concepts, followed by communication abilities using a 
foreign language and the gift to take an interest in the differences between their country and 
foreign countries in culture and value systems and take flexible action. All of these talents and 
abilities are quite different from cooperativeness and sheer communication skills, which have been 
regarded important. The problem is that there is a gap between such human resources sought by 
society and graduates and certificate holders produced by educational institutions, and in fact, 
human resources that take charge of overseas businesses are the most crucial issue for companies 
in promoting their businesses abroad.

Yet another major environmental change higher education institutions are faced with is a rapid 
increase in diverse and quality educational resources that is available to anyone via the Internet 
(hereafter referred to as online teaching materials). So-called MOOCs (Massive Open Online 
Courses) have enabled people around the world to take classes from Harvard, Stanford, MIT, and 
other prestigious universities for free. The system at Khan Academy enables learners to not only 
watch over 3,500 videos of structured math, physics, chemistry, programming, and other classes for 
free, but also use notes displayed in videos, a map that shows what to study next, and other 
learning support features for efficient learning. A rapid increase in such online teaching materials 
is instigating a major review of how education in higher education institutions should be provided. 
Teaching staff are required to have students acquire the skills to keep learning on their own using 
online teaching materials, as well as shift the focus of their classes to dialogs with students and 
other things that can only be done in class.
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1.2　The three key competencies

Considering the foregoing environmental changes, the OECD and the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science, and Technology have set out competencies to be acquired by students by 
2030 to be able to survive in the global environment and are working to propose curriculums based 
on the competencies. With reference to the results of the OECD and the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science, and Technology, Ibaraki College has also set out the following three 
competencies of our own that we aim to have students acquire (Figure 1-1). For your information, 
only the skills that are newly required to deal with globalization are listed as sub-items here. The 
three key competencies surely include the skills that Ibaraki College has had our graduates acquire 
in the past (and will have our graduates acquire in the future), that is, knowledge and skills in their 
areas of expertise and nature and society-related general knowledge and communication skills, etc., 
but they are not explicitly provided here.

Figure 1-1 Comparison of global institutes of technology competencies and the OECD global competencies

（図１−１内文言対訳）

訳　文原　文
Key competencies in this project本事業におけるキーコンピテンシー

Knowledge in the age of globalizationグローバル化時代の教養力

English and some other language skills英語を中心とした語学力

Understanding of one's own and foreign cultures自国・他国の文化の理解

Insight into global-scale challenges地球規模課題への洞察

Utilization of globally provided educational resourcesグローバルに提供される教育資源の活用

Reading and listening comprehension skills読解力・聴解力

Active self-study積極的な自学自習

Skills to gather and make use of information using ICTICTを活用した情報収集・活用力

Skills to put out information that are required in the age of 
globalization

グローバル化時代に求められる発信力

Critical thinking skills批判的思考力

Skills to express logically論理的表現力

Ability to discuss with people from diverse backgrounds多様な人々と議論する能力
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The first key competency is the academic skills required in the age of globalization. This is 
knowledge and talents that should serve as the foundation in acquiring advanced expertise and 
skills in engineering and to carry out business tasks globally. It goes without saying that this 
includes English and possibly other language skills, but the acquisition of language skills is not a 
sufficient condition for carrying out business tasks globally at all. As the promotion of business by 
the manufacturing industry accelerates as mentioned above, polytechnic graduates are also 
required not only to be knowledgeable of their area of expertise, but also to have an understanding 
of one's own and foreign cultures and societies and an insight into global-scale challenges that 
require action across country borders.

The second key competency is the skills to make effective use of globally provided educational 
resources. As mentioned earlier, today so-called MOOCs, Khan Academy, and other excellent 
educational resources are provided globally via the Internet. Such trends would bring major change 
to students, the working population, and other individuals' self-improvement and would instigate a 
fundamental transformation of how classes in educational institutions should be. Because of 
tougher competition caused by globalization, companies for which many polytechnic graduates 
work have no extra strength to educate their staff thoroughly by themselves as in the past. The 
attitude and skills to find educational resources and keep learning on their own have become 
increasingly important in remaining successful in a globalized society.

The third key competency is the skills to put out information that are required in the age of 
globalization. The importance of the skills to have one's own ideas and express them articulately in 
relationships with a diversity of people has increased because of the progress of globalization and 
tougher competitions caused by it or the servicing of the manufacturing industry and other new 
trends. Accuracy, diligence, efficiency, and other values will naturally be regarded as important in 
routine work processes, as in the past. However, engineers are expected to have the skills to put out 
information in a broad sense, such as logical and flexible ideas and the skills to express them 
effectively, and the skills to demonstrate them in active association with people with diverse 
backgrounds in the current situation where innovation and the building of problem-solving projects 
are the challenges of the industry for which many polytechnic graduates work.
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1.3 Structure of the project

With the objective of having students acquire the foregoing three key competencies, this project 
promotes largely three efforts.

The first effort is the globalization of education activities. Japan is one of the few countries where 
specialized and general subjects can be studied only in one's own language to a considerable degree. 
However, it is important to provide students with opportunities to study in English through 
textbooks of international standards and various online teaching materials, etc., in order not only 
to improve their English skills, but also to deepen their understanding of the subject. While in 
Japanese higher education institutions, the style of class in which teaching staff talk about the 
subject based on what they have written on the blackboard is dominant, the style of class that is 
becoming the international standard is active learning, in which teaching staff prompt students to 
speak out and have a dialog and have them actively participate in class to facilitate active learning. 
It is not to deny the one-sided class style, it is important to incorporate elements of active learning 
in class from the perspective of strengthening the skills to put out the information mentioned 
above. Needless to say, it is necessary to enrich education in relation to understanding foreign 
cultures, developing insight into global-scale issues and other issues that are peculiar to the age of 
globalization, and globalizing the methods and modes of education.

The second effort is the globalization of the campus. The campus here is a concept that includes 
not only simply the hard aspect of facilities, etc., but also the soft aspect of students and teaching 
staff. Specifically speaking, in addition to the maintenance of accommodation facilities for overseas 
guests and providing English translation for information boards, an increase in the numbers of 
Japanese students who study abroad, foreign students who come to Japan to study, or students 
who have foreign nationality, and furthermore, increased employment of teaching staff with 
international backgrounds, etc. Through these efforts we aim to build a campus with students and 
teaching staff from diverse backgrounds.

Figure 1-2 Restructuring of types of business
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The third effort is collaborative globalization. The globalization of education is a large-scale, wide-
ranging project. As what we can do with the college's resources alone is limited, we need to 
collaborate with educational institutions inside and outside of Japan and communities to promote 
the effort. Specifically, we will increase the number of overseas academic exchange partner schools 
and receive class support by foreign students of neighboring graduate schools and plan classes in 
collaboration with graduate schools that are leading in globalized education and work to hold 
special classes by people of the community, etc.

（図１−２内文言対訳）

訳　文原　文
Types of business in application＜申請時の事業分類＞

1. Development of global staff１. グローバル人材の育成

1. English-medium classes①英語による授業

2. Understanding of foreign cultures and global issues②異文化・地球課題理解

3. Acquisition of a third language③第二外国語習得

4. Strengthening of the skills to put out information④情報発信力強化

2. Globalization of the educational environment２. 教育環境のグローバル化

1. Practice of active learning using ICT①ICTを活用したアクティブラーニングの実践

2. Development of an environment for active learning②アクディブラーニング環境構築

3. Development of the campus environment③キャンパス環境の整備

3. Collaborative globalization３. 連携によるグローバル化

1. Collaborative education between regions and countries①地域・国際連携教育

2. Overseas education and internship②海外留学・インターン

3. Collaboration with other universities, etc.③他大学等との連携

Types of business after restructuring＜再編後の事業分類＞

1. Globalization of educational activity１. 教育活動のグローバル化

Partially English-taught classes英語を交えた授業

Understanding of foreign cultures and global issues異文化・地球課題理解

Acquisition of a third language第二外国語習得

Strengthening of the skills to put out information情報発信力強化

Active learningアクティブラーニング

2. Globalization of the campus２. キャンパスのグローバル化

Development of an environment for active learningアクティブラーニング環境構築

Facilities maintenance施設整備

3. Collaborative globalization３. 連携によるグローバル化

Educational collaboration between regions and countries地域・国際連携教育

Overseas education and internship海外留学・インターン

Collaboration with other universities他大学等との連携
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ICT

Figure 1-3 Relationships between projects and key competencies



資料４　グローバル高専モデル事業 International Review Panelについて

105

Contents of the globalization project２

2.1 Globalization of educational activity

2.1.1 Partially English-taught classes

(1) About partially English-taught classes

The effort with partially English-taught classes is to provide opportunities to study general and 
specialized subjects in English. This does not mean that all classes are taught only in English, but 
it is to incorporate the following elements in class:
1) Making use of English books
2) Viewing of MOOCs and other online teaching materials
3) Making use of the Japanese-English keyword list (2.1.1. 3) Refer to 2. Making an English 
version of the syllabus and Japanese-English keyword list)
4) Class revision in English
5) Providing part of the test paper in English

(2) Aim of partially English-taught classes

The effort with partially English-taught classes has two aims. The first effort is to provide 
opportunities to touch on the international standard for the subject or make preparations for it. 
Although with a few exceptions and to varying degrees, standard natural sciences and engineering 
subjects have standard English textbooks with globally established reputations. Also for students 
to understand the subject in greater depth, it is important to touch on such textbooks at the 
international standard and make effective use of them or to look up how to say the subject's 
keywords in English in preparation for reading them.

The second effort is to improve student's English skills. As is well known, it is considered that it 
takes at least around 3,000 hours of study to acquire the English language. However, the numbers 
of hours allocated for English courses in junior high schools are not more than around 350, and 
those during the five years in polytechnics do not even amount to 500. Namely, a minimum of 2,000 
hours is required outside of English courses to acquire the English language. It is crucial to 
encourage self-study and to make effective use of courses other than English courses to have 
students acquire practical English skills, as higher education institutions specialized in 
engineering can hardly afford to increase the number of course hours for English.

(3) Efforts towards the implementation of partially English-taught classes

　To facilitate partially English-taught classes, Ibaraki College has facilitated the following efforts:

1. Providing teaching staff with training for partially English-

taught classes

　As a first step to a qualitative and quantitative 
improvement in partially English-taught classes, we planned 
and carried out a training program by external specialized 
instructors in 2014 and 2015. This training program largely 
constituted two parts. The objective of the first part was to 
switch the style of class on which partially English-taught Training class
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classes were based, where participants learned not the style of class in which the instructor keeps 
talking about the subject with hardly any interaction with students, but the student-participating 
style of class, in which students actively think and speak out, and they practiced it in Japanese. 
The objective of the second part was to practice teaching classes in English, where the participants 
practiced carrying out part of the class that was converted to the student-participating style in 
Japanese earlier, but in English this time.

2. Making an English version of the syllabus and Japanese-English keyword list

　Last year we completed an English version of the syllabus 
for virtually all course subjects and uploaded the 
information to the college website. It is distinct in that it is 
not a sheer English translation of the existing syllabus but 
refers to English online resources related to class and 
standard English textbooks that were newly purchased and 
housed in the library. In addition, Ibaraki College continued 
with making the Japanese-English keyword list. Like the 
English version of the syllabus, a Japanese-English 
keyword comparison table with around 50 entries selected 
by the teaching staff is created for all subjects, which is in the form of a book with a collection of 
keywords. This is a large-scale wordbook, so to speak, that is directly related to all the curriculums 
of Ibaraki College.

3. Enrichment of English books

　We added and developed on a large scale English books, 
etc., that are essential for carrying out partially English-
taught classes and strengthening students language skills. 
The first point is to enrich the library books that are related 
to course subjects. It is decided that staff will select 
standard English textbooks and reference books that are 
appropriate for the all the subjects of the specialized course 
and all the compulsory specialized subjects of the general 
course and will arrange to provide them in the library and 
will provide information on the syllabus for the year to 
notify students of it.

The second point is to provide books that contribute to the promotion of students' understanding 
of foreign cultures and global-scale challenges. We purchased not only virtually all volumes of the 
Lonely Planet series, a globally renowned travel guidebook series but also the OECD's major 
reports of socioeconomic issues and technology policies, etc., selectively, and furthermore, set up a 
United Nations section.

The third point is to provide books that contribute to students' studying abroad and an 
improvement in their language abilities. In accordance with the recent trend of discussion on the 
implementation of external English examinations, etc., we increased the numbers of TOEFL and 
IELTS books substantially and purchased language books for the acquisition of a third language. 
We also purchased books that help prepare for the British IGCSE, GCE O-level, and A-level 
examinations.

English version of syllabus

English book section in the library of the 
National Institute of Technology Ibaraki 
College
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(4) Facilitation of the efforts and future prospect

Since 2015, each teaching staff not only taught 
classes in English, but also taught the summary of 
class contents using self-made printed materials and 
videos written in English, gave some of their test 
questions in English, incorporated English keywords 
in tests, made effective use of English online teaching 
materials, incorporated English materials into group 
work materials used to create presentations, and 
creatively facilitated other various efforts.
And since 2016, science-stream subjects for lower 
grade regular course students and advance course 
students are taught in English by specially designated assistant professors with international 
backgrounds.
 It is confirmed by some that although their influence and effects cannot be measured in the short 

term, partially English-taught classes allow students to familiarize themselves with the English 
language in relatively early stages and help improve their English vocabulary.
 Towards the start of sub-major global and related subjects, we plan to provide teaching staff 
with support for self-improvement as in the previous year and to facilitate efforts to provide 
training specialized for English-medium classes, as well as to provide partially English-taught 
classes as in the past.

2.1.2 Understanding of foreign cultures and global-scale challenges

　It is of importance to have students acquire the abilities required for an accurate understanding 
of Japan's unique culture and history, an understanding of foreign cultures with their own identity, 
the spirit to resolve global-scale and international issues in collaboration with people from 
countries and regions of different value systems and cultures, and solutions (cultural self-
understanding, cultural world view, the ability to understand foreign cultures, communication 
skills, intellectual curiosity, cultural tolerance). Ibaraki College plan to set up a globalized 
education-related subject Global Awareness for all first-year students in conjunction with the 2017 
department restructuring.

(1) Development of Global Awareness, a subject related to globalization study

In order to develop courses that build the skills required to resolve issues in collaboration with 
people with different value systems and cultures, we worked with the Graduate School for 
International Development and Cooperation, Hiroshima University, in August 2014 and invited 
the head of the graduate school, Akimasa Fujiwara, for a lecture on the practice of globalized 
education in the Graduate School for International Development and Cooperation (the contents of 
the business collaboration are referred to in 2.3.3(4)1. Collaboration with the Graduate School for 
International Development and Cooperation, Hiroshima University).
Ten assistant students and teaching staff in charge of the project visited the graduate school for 
three days from September 7–9, 2015, to take an intensive course in the study of international 
cooperation on the following schedule (refer to Table 2-1). The classes were video recorded, and 
assistant students were given questionnaires. Debate was also held as an opportunity to associate 
with foreign students and as fieldwork or group work in Hiroshima Peace Memorial Park.

Video of revision using English (introduction 
to economics for fourth-year students)
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Table 2-1 Intensive class in 2015

September 9, 2015September 8, 2015September 7, 2015

Class 4
Study of international peace 
cooperation

Class 5
Study of international 
educational cooperation
Group work
Debate

Class 2
　Global partnership
Class 3
Study of international 
environmental cooperation
Fieldwork
Visit to Hiroshima Peace 
Memorial Park

Class 1
International cooperation 
projects in Japan
Association with foreign 
students

Intensive class Visit to Hiroshima Peace 
Memorial Park

In 2016, four assistant students and teaching staff in charge of the project visited the Graduate 
School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, as in 2015 and took 
an intensive course for three days from September 5–7 mainly with the objective of developing 
group work teaching materials. This project plans to make use of video recording data, the 
development of group work teaching materials, assistant students questionnaires, etc., of the 
intensive courses over the past two years as reference materials for the new subject Global 
Awareness. In 2016, five students will participate from the National Institute of Technology, Kure 
College, which will result in the horizontal development of the project.

2.1.3 Acquisition of a third language

What constitutes the core of academic skills required in the age of globalization is language 
skills. In addition to our mother tongue of Japanese and the universal language of English, it is 
important to familiarize oneself with a third language to also deepen the understanding of 
Japanese and English. The new curriculum for 2017, which will be implemented after the 
restructuring of the department, is set to further strengthen this third language education (refer to 
3.2 Overview of the restructuring and future challenges). In the past, Ibaraki College has provided 
once-a-week third language courses (French, German, Chinese, Korean) to students in their fifth 
year. Under the new curriculum third language courses will be provided to students in their fourth 
year as well as in their fifth year so that they will be exposed to a third language in an earlier stage 
and will be able to learn it more in depth.
 Lecturers are to be native speakers of the third languages taught, as are they now. It is expected 
that they will spend part of the increased course hours on providing opportunities to deepen 
students' understanding of the country's culture and society, which are indeed the prerequisites of 
language acquisition.
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2.1.4　 Strengthening of the skills to put out information

In recent years, it has become usual for companies to conduct international business. Many 
manufacturing companies have overseas centers nowadays, engineers in charge are required to see 
things from a global perspective and understand and know the positions of both local subsidiaries 
and one's own company, and take action according to the circumstances. The skills to go to 
international scenes by oneself and think, state one's opinion, draw others' opinions, discuss, and 
work on the project flexibly with multinational members cannot be obtained overnight. To 
strengthen the skills to put out information, it is necessary to receive participating-type training 
from the early stages in college. Ibaragi Prefecture is a blessed environment in which many global 
companies and University of Tsukuba with many foreign students and foreign-national researchers 
and students live. The National Institute of Technology, Ibaraki College, which borrowed help from 
such staff, has a perpetual human resources development plan that is unique to the National 
Institute of Technology, Ibaraki College.

PBL-type subject Global Mechanical Engineering

With the objective of developing the promotion of the skills that put out information, we 
established PBL-type subject Global Engineering PBL in September 2015) in collaboration with the 
Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba (for the contents 
of the partner project, refer to 2.3.3(4)2 Collaboration with the Graduate School of Systems and 
Information Engineering, University of Tsukuba). Five foreign students enrolled in the doctoral 
program of the Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba, 
provided educational guidance to the seven Ibaraki College students in the specialized course in 
English.

1. Ice Break Meeting

In September, an Ice Break meeting was held between 
University of Tsukuba students and Ibaraki College students at 
University of Tsukuba. Each of the foreign students from 
University of Tsukuba (five from China, Malaysia, Brazil, Italy, 
and Bangladesh) and seven first-year Ibaraki College students 
first gave a five-minute presentation to introduce themselves on 
the first day. Subsequently Ibaraki College students visited each 
of the research labs of which the University of Tsukuba foreign 
students are members, which allowed them for an opportunity to 
touch on University of Tsukuba's cutting-edge research.
 After the session to visit the labs, in order to pair students that give and receive guidance, we 

provided foreign students and Ibaraki College students with time to talk to each other individually 
and discussed their own ideas as to what theme they could collaborate with each other. Based on 
these results, we assigned foreign students to Ibaraki College students to take charge of them.

2. Group association by email, Line, etc.

As both University of Tsukuba students and Ibaraki College students had to associate 
themselves with each other within the range that does not disrupt class, the students used email 
and Line between themselves after the Ice Breaker Meeting.

Students discussing topics for 
association
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3. Final meeting

The National Institute of Technology, Ibaraki College provided 
an opportunity in March to publish the results of the approach 
from an interdisciplinary perspective and the association with 
foreign students in accordance with the aims of the project to 
deepen foreign students' and Ibaraki College students' 
understanding of each other's countries by associating themselves 
with each other. Each Ibaraki student summarized in PowerPoint 
what they had learned from associating with foreign students for 
about a half year and gave a presentation using it in front of the teaching staff and students of both 
University of Tsukuba and Ibaraki College.

In 2016, a summer intensive course was held (in September), which was taught by the specially 
designated foreign-national assistant professor hired in March 2016, Dyah Sulistyanintyas, to have 
students experience collaboration with a group of people with foreign cultures through English 
discussions with the foreign students from the foregoing graduate school.

The results of this intensive course are to be made use of for the new course, Global PBL, which is 
a problem-solving course that will continuously be taught by teaching assistants.

Global PBL Intensive Course 2016

As a follow up of the outcomes obtained by the collaboration program with the University of 
Tsukuba which has been running since the previous academic year, a new subject of global problem 
based learning (PBL training) was introduced as the summer intensive course in September 2016. 
The main instructor teacher of the course is Dyah Sulistyanintyas who is a foreign specially-
appointed assistant professor adopted in March 2016. The objectives of global PBL training, such 
also described in the previous chapter about the three key competencies, are to provide students 
the current trend knowledge about science and technology in the era of globalization, to encourage 
students have insight on science and technology through communication in English with the help of 
foreign teaching assistants (TA) and teachers, and to make students acquire skills for solving the 
problem through attitude of cooperation among multinational societies.
Global PBL intensive course has been implemented on 5-8 September 2016 as scheduled. The 

session of clicker time and ice breaking programs were inserted almost every day in the schedule, 
which is intended to attract students to have the courage for giving votes or to opinion on a 
questionnaire and aims to melt the ‘frozen’ atmosphere among them. The questionnaire material in 
the clicker time session varies from simple things such about the favorite animated characters, the 
appreciation of the artwork sketches, the idol medalist in the Rio de Janeiro Olympics, and the self-
estimation of English language skills to themselves. The ice-breaking program in the course 
provided the pair-friend introduction, interviewing a teaching assistant in a group, and ‘strawberry’ 
or ‘ichigo’ Q &A.
Global environment issues that raised as discussion themes in the global PBL intensive course 
2016 were about the garbage mountain problems such occurred in China / Venezuela / Indonesia, 
the clean and healthy water problem in Indonesia, and how to introduce tap water as healthy 
drinking water in Indonesia. Three foreign students of the master program and one foreign student 
of the doctoral program of the University of Tsukuba were invited as teaching assistants (TA) who 
have actively supported the 31 participants of 4th and 5th grade students of Ibaraki College from 
thinking the problems, searching as much as information whether via searching internet or 

Results session
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exploring information from TAs and teachers, developing discussion using logical, critical and 
lateral thinking skills from six perspectives of history and economy, culture, education and 
technology, social, geographical condition, law and local policy, to finding solution by exploring 
ideas in the realm of science and technology, and to express the findings through oral or poster 
presentation in English.
On the first day, most students complained about the lack of speaking in English, however, by 
the encouragements and supports from TAs and teachers, implementation of schedule that 
included the clicker time and ice-breaking program almost every day and the speech trainings 
through oral and poster presentation within increasingly long duration, finally on the last day all 
students could perform brilliantly to present their findings in English. Even though it was the four 
hard days, all students enjoyed to play an active role in the overall program, seemed to feel free 
when speaking or discussing with TAs whose the closer age with them, and through the mutual 
cooperation among students, TAs and teachers, the desired target could be achieved in the course.
Detail of the implementation of Global PBL Intensive Course 2016 could be read in the 
attachment. Results obtained from this global PBL intensive course would be utilized to hold a new 
subject of global PBL training based on problem-solving course every academic year in National 
Institute of Technology, Ibaraki College.

Poster Tour Presentation WG Discussion Participants in Global PBL 2016

2.1.5 Active learning

(1) Survey of the actuality of active learning

In September 2014, we visited Nangyang Polytechnic in Singapore, which practices active 
learning, and visited the essential facilities and learned how they teach and develop classes. As for 
training activities in Japan, we participated in an active learning training session in the National 
Institute of Technology, Hakodate College, in January 2015, which was hosted by the National 
Institute of Technology, Sendai College, and learned the methodology of the class. We also 
examined the status quo of the National Institute of Technology, Hakodate College, and 
investigated the possibility of an active learning training session being held at Ibaraki College.

(2) Active Learning (AL) using Information and Communication Technology (ICT)

To make students' learning activity active, it is necessary to run the following four-phased cycle: 
1. verification of the situation of students, 2. setting a goal, 3. effective use of the media, and 4. 
creating an environment for students to output what they have learned. To help students with 
these, it is necessary to know what kinds of active learning methods are available and using what 
kind of an ICT tool makes it efficient. The practice of active learning using ICT is defined in this 
project as a tool to acquire the following six competencies: 1. making effective use of English 
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educational resources, 2. ability to learn on one's own, 3. ability to think, 4. accurate output, 5. 
flexible thinking, and 6. creativity.
Figure 2-1 shows an awareness survey on third-year students in a specialized class. The upper 
row indicates specialized teaching staff, the lower row general teaching staff, teaching staff A and E 
teaching staff that actively incorporate active learning in their classes among the foregoing 
teaching staff that have undertaken English and active learning training sessions, teaching staff C 
teaching staff with a short teaching experience, and teaching staff F teaching staff whose classes 
had received high reputation. In classes that employ the AL method, students' awareness have 
changed from such quantitative difficulty as the instructor writes a lot on the blackboard to such 
qualitative difficulty as the class contents are hard to understand, and it is clear from their 
attendance rates that they are challenging and manageable classes for many students. The 
characteristics of classes that employ the AL method are that there are students that answer that it 
is their fault that they do not understand the class, and it is clear that they have started to feel 
their responsibility.

Figure 2-1 Assessment of a class taught by an instructor (using clickers, July 2016)

（図２−１内文言対訳）

訳　文原　文
Teaching staff A教員A

Teaching staff B教員B

Teaching staff C教員C

Teaching staff D教員D

Teaching staff E教員E

Teaching staff F教員F

Too easy簡単すぎ

Easy to understand良く分かる

Writes a lot on the blackboard板書が多い

Difficult難しい

It is my fault that I do not understand the class自分のせいで分からない

It is the instructor's fault that I do not understand先生のせいで分からない

Otherその他
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(3) Making use of video media and the sharing of class contents

One style of class for active learning is the flipped classroom model. This style of class aims to 
help assimilate knowledge by introducing knowledge using a dedicated video and having students 
practice in class in accordance with their progress. Such style of class teaches classes by having 
dedicated videos on the network as substitutes for classes. Having additional videos on the network 
as self-study resources and to review previous classes, etc., can be given as one usage of lecture 
videos. To provide such student services, whether students can actually access the services and 
whether it is easy enough for teaching staff to create such videos are a crucial point of view, let 
alone that an environment to share videos and slides with speech features, etc., is required.
The results of a log analysis of videos of some classes shared tentatively on the Internet 
(YouTube) in 2014 to study students' responses to video sharing are shown in Figure 2-2.

Figure 2-2 Video access logShared video

A total of around 40 videos (for midterm exams) of 12 classes of 50 minutes were shared. Shown 
in Figure 2-2 is the number of access to the videos and it is confirmed with a separate 
questionnaire that 38 participants out of 40 actually accessed the videos. The four days when a 
sudden increase in the access were immediately before the midterm examinations, from which we 
can confirm that it helps students study to prepare videos if really necessary and that students do 
not mind accessing the videos.

In 2015, we tested the class style using Google Apps in addition to the sharing in 2014. As there 
was no size limit on videos shared on Google Apps, we could confirm that sharing the lecture 
videos did not require editing and saved teaching staff the trouble of editing videos, etc., but no 
records of video views or detailed access analysis of the videos was available and the effects on 
students were limited.
In 2016, we used Office Mix, a new video-sharing platform. Figure 2-3 shows the student access 
log page. The video was shared by students prior to the experiment, the focus of the class was to 
conduct an experiment and analysis, and teachings were all put in the video. As a result, we 
confirmed that almost all students had watched the video. Furthermore, we also confirmed that 
we could use our existing slides with easy operations, which would reduce teaching staff's problem 
of creating new slides.
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Since the 2015 fall semester, we have been using the OneNote Class notebook as another tool to 
share class contents and gather student reports. The OneNote class notebook is one of the tools 
that can be used from Office 365, which enables users to manually write and creates three types of 
space by granting access privileges automatically: a contents library for teaching staff that is an 
area where students are not allowed to write, shared workspace where all students and teaching 
staff are allowed to write, and space for teaching staff and each student to write one-on-one. The 
use of this took enables teaching staff that heavily writes on the blackboard to share class 
contents without having to edit them if they have access to a computer and projector. Shown below 
are examples of the use of OneNote class notebook used in class.

Use of PowerPoint Proofreading of reports Hand-written lecture

(4) Making use of online educational resources, checking students' learning records, and improving 

class efficiency

As tools for students to study their subjects on their own prior to class, there are many free 
resources found on the Internet, let alone using textbooks, the traditional way of studying. 
Especially Open Course Ware videos and other resources by leading overseas universities that have 
been shared since early 2000 can be made use of to study a subject interdisciplinarily across 
multiple areas both qualitatively and quantitatively. In this project we needed to survey to what 
degree English deters lower-grade students from learning in their specialized classes. An online 
resource for K12 called Khan Academy was what we used to verify these. As a result of conducting 
a preliminary survey in 2013, the year before this project started, using math contents, we verified 
that many students could try to solve simple calculation quizzes without any problems as shown in 
Figure 2-5. While self-study contents were only available in math in 2013, self-study contents were 
added to the calculator area in 2014.

Figure 2-3 Result of analysis of viewing by 
students

Videos for flipped class on Office Mix
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Figure 2-5 Statistics of use of math 
contents

Practice using Khan Academy

We had students learn programming using these and asking them questions in a computer lab. 
In 2015, we created complete learning contents and managed students' learning progress on a 
Learning Management System (LMS) Blackboard (hereafter referred to as BB) without using Khan 
Academy. In so doing, we repeated the four steps in the following contents layout on BB: 1. watch 
related videos as homework and write a summary report, 2. check functions and other features of 
the LMS quiz (Japanese), 3. perform programming tasks and submit the results, and 4. weekly 
revision.

 Example content layout on BB　 Figure 2-4 Percentage 
of unachieved 
challenges and means

Figure 2-5 Revision questionnaire

Shown in Figure 2-4 are the percentage of unachieved tasks given in the previous term and 
average scores. Regarding the sense of hatred for English contents, one can tell from the results of 
a questionnaire in Figure 2-5 that although many students found it hard at week 2, students 
started to get information from English contents week after week. That is, it is suggested that 
students can work on contents in the areas of their specialty on their own even if they are in 
English.
 By the way, there are instances where clickers are used as a method of surveys on students' 

responses in scenes where online contents and LMS are not used. It is effective in cases where 
students need to answer questions that are hard to answer without being anonymous, and their 
answers are shared as shown in Figure 2-1. In 2015, we used clickers for the purpose of having 
students participate in contemporary social studies, English, and geography classes. In 2016, we 
used clickers in specialized classes for a method of lecture called peer instruction, in which 
questions that students tended to answer incorrectly were tabulated using clickers, and students 
discussed the questions with one another and corrected their mistakes.
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In an attempt to attract other students, we tried to have students learn the concept of mole in 
chemistry classes using the local shopping street character called mole. In year 2 chemistry classes, 
we tried to have students assimilate the concept by watching videos about chemical elements and 
reactions.

Collaboration with local character in chemistry class

(5) Practicing student-oriented classes and experiments using group activity

To acquire thinking abilities, accurate output, and flexible thinking to accomplish work in 
collaboration with others, it is necessary to learn that one can obtain ideas one does not have from 
others, through experiences of studying on a team. It is desirable to acquire such teamwork 
through practice, not through lecture-based classes. This project has incorporated group-based 
study in several courses. The image below is of group-based study using ICT support in a lower 
grade experiment. The students are working to improve PET bottle rockets using a wireless table 
projector, tablet, and digital video camera.

 GeographyUse of clickers in class - modern society English

 Discussion on computer Measuring rocket's movement from projected image Comparitive study of actual movement and PC simulation
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As another attempt, we tried implementing group study methods to have students understand 
foreign cultures and other social science subjects. Although there is a misunderstanding that 
memorization is the way to score high on social studies tests, social studies are actually the study in 
which to view blocks of sequential information from a certain perspective and explore problems. As 
such, it is necessary to study place, time, climate, economy, culture, and other data elaborately and 
integrate multiple points of view. Such work is actually hard to do alone, and one tends to have no 
sufficient knowledge of it. As such, we carried out a group study of certain districts in year 1 
geography classes.

PowerPoint presentation in geography 
class (2015)

Poster tour presentation (2016)

In 2015, we mainly used PowerPoint tentatively, but it was observed that students tended to put 
too much focus on digital editing. In 2016, we could direct our efforts to actual problems by 
summarizing points on posters made of simili paper taking advantage of the reflections and 
confirmed that science-stream students also could gather, share, and study information on social 
studies.
In another attempt at group work, students are made to solve problems in groups. Although 

many science-stream problems, unlike humanities subjects, have straightforward answers to some 
degree, answers provided by teaching staff are so sophisticated that only a relatively small number 
of students can understand in many cases. As such, it was confirmed that teaching staff could make 
students understand the whole by making them teach each other and that teaching staff could 
build lectures that would cause high-achieving students to have more in-depth understanding by 
letting them have an experience of teaching.

(6) ICT tool course

The ICT tools that have become available by 2016 in our college are the following three: BB, 
which is LMS as a cloud-based teaching material sharing system, Office 365 (hereafter referred to 
as 365), and Google Apps (hereafter referred to as GApps).
These systems were hard to make use of as they were 
implemented in a little different time, and teaching staff 
had to get used to it. As mentioned earlier, although some 
teaching staff made use of it by learning how to use it on 
their own, not all teaching staff could make use of it. As 
such, we provided training sessions for 365 and BB in May 
2016. Unfortunately, the results were not satisfactory due 
to big gaps between teaching staff's ICT skills and a lack of 
talent, we organized the ICT tools as self-study contents 
using the above systems so that teaching staff could access 
and learn them anytime.

ICT tool self-learning training course
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2.2　 Globalization of the campus

2.2.1　 Development of an environment for active learning

The environment required for the facilitation of 2.1.5 Active learning was developed in the 
following manner.

(1) Classrooms for active learning

In 2014, we renovated the mechanical engineering's lab room in another building and set up an 
interactive projector that can use existing whiteboards and tables as computer monitors and a large 
display to develop the lab room as a shared lab room where active learning can be facilitated. We 
also started the preparations to implement clickers.

(2) Providing classes and seminars in the Shared Lab

In 2015, classes and seminars using ICT were held in the Shared Lab as follows (refer to Table 2-
2). Since the 2015 fall semester, the Shared Lab has been made use of not only for mechanical 
engineering classes but also for geography and other classes as shown below. In the 2016 spring 
semester, up to 15 hours of classes were taught in the Shared Lab in a week in addition to the 2015 
spring semester courses.

 Table 2-2 List of courses using ICT

Hours of useIntended 
studentsCourse

2 hours per weekFirst yearMechanical systems engineering experiment 
(M)

2015 / 2016
spring semester 2 hours per weekFirst yearDesign drawing, basic drawing, drawing 

practical (M)

4 hours per weekFifth yearMechanical systems engineering experiment 
(M)

1 hour per weekThird yearMetrology I (M)

2016
spring semester

2 hours per weekThird yearIndustrial dynamics (M)
4 hours per weekFirst yearPhysics
4 hours per weekFirst yearGeography
2 hours per weekThird yearProcess Engineering I (M)
2 hours per weekThird yearMaterials engineering I (M)

2 days
Elementary / 
junior high 
school 
students

Fun Science Seminar (M)Summer holiday

1 hour per weekFourth yearMetrology I (using ICT, group work) (M)

2015 fall semester

1 hour per weekFifth yearMetrology II (using ICT, group work) (M)

2 hours per weekFirst yearBasic mechanical systems practical 
(experiment) (M)

4 hours per weekFourth yearMechanical systems engineering experiment 
(M)

2 hours per weekFirst yearDesign drawing, basic drawing, drawing 
practical (M)

1 hour per weekFourth yearMechanical systems practical III (M)
4 hours × 2 times × 
3 classesFirst yearGeography (group work, presentation)
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(3) Hiring teaching assistants for active learning

From December 2015 to March 2016 we hired two technical assistants and conducted a survey 
and operational test on active learning support and equipment. In 2016, we will work to develop the 
environment with one kept employed for the horizontal development of active learning cases.
It is hard for one teaching staff to look up everything to use ICT for active learning, and the 
management of ICT tool server systems requires technology literacy. The employment of teaching 
assistants largely has two purposes: The first is to gather examples of problems and create a user's 
guide that enables regular technical staff and assistants to help prepare and operate ICT hardware 
tools, projectors, computers, clickers, etc., in class. The other is to gather examples of server 
management and examples of troubleshooting carried-in computers and create a user's guide that 
enables existing clerical and technical staff and other support staff to carry out those. For the 
former, we provided students with a password, login ID, and other operational support using BB for 
tests and helped prepare clickers in geography classes in 2015. In 2016, we provided students with 
login IDs to 365 and other operational support, in addition. In parallel to that, we also gathered 
examples of active learning and made it available on Gapps for sharing.
 For the latter, we are investigating how to deliver videos to provide classes in more than one 
classroom concurrently in addition to registering lectures with LMS, which is an ICT tool, and 
creating files to add students. We are also acting as a point of contact for troubleshooting computers 
carried in by students in negotiating with vendors. We plan to provide staff training from the fall 
semester in parallel to other work to eliminate technical problems in classes from next year.

Experiment in fun science seminar

(4) Making use of e-learning

In 2015, we successfully had students study tasks efficiently and effectively by making use of e-
learning teaching materials that can manage students' learning progress as homework in English 
and related classes. Regarding "e-learning helps (seems to help) improve my English skills," it was 
confirmed that the total of "I agree to a substantial degree" and "I agree" was as high as 83%, and 
we therefore continued its use in 2016.
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2.2.2　 Development of the campus environment

To promote globalization, we carried out the following campus developments:

(1) Securing partners

On September 25, 2014, the principal of Ibaraki College participated in the 8th International 
Symposium on Advances in Technology Education (ISATE2014) symposium in Singapore. We gave 
a lecture on globalization and advertised this project. From December 16–20, 2015, we visited one 
junior high school, one senior high school, five polytechnics, and one university in the Liaoning 
Province of China to study the status quo of engineer training in China and advertised polytechnic 
education.

Principal Kusakabe gives lecture at 
Dalian University

Inspection of mechanical facilities in Liaonan 
technical laborer school

(2) Creation of Japanese PV

We created Japanese PV in 2014 and published it on the website. We plan to create its English 
version in 2016.

(3) Creating an overview leaflet of the FY 2015 global business

Leaflet

(4) Securing foreign-national staff

　To plan and facilitate English-medium science-stream classes, we hired a specially designated 
Indonesian assistant professor in March 2015.

(5) Securing foreign-national students

Over the two years from 2014 to 2015, we studied the information session for foreign residents 
who wish to enroll to a high school in Japan by Ibaraki International Association and the foreign 
national parent-student high school admission guidance hosted by the foregoing association in 
Tsuchiura and Mito.
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In 2015, we sent the Vietnamese version of Ibaraki College's prospectus to 20 Japanese language 
schools and the embassy. We also created Ibaraki College's prospectus in many languages (Korean, 
Russian, Vietnamese, Arabic, Chinese) and provided them to 65 Japanese language schools.
We conducted a special entrance examination for foreign nationals for the 2015 academic year, 

which one applicant took.

(6) Effective use of the college dormitory

In 2014, we redesigned the college dormitory into a share house-style dormitory where individual 
space and communal space coexist and had it renovated in 2015.

Communal area in the dormitory Two-bedded room

We are working to establish rules for each communal area in the share house and provide 
opportunities for association through preparations for daily journals and monthly reports by turns. 
We are also considering preparing a program that completes in a week for foreign students who 
wish to study in Japan for a short time. For college dormitory places for foreign students in 2016, 
refer to Table 2-3.

Table 2-3 2016 places for foreign students in dormitory

Number of 
placesDatePeriodPurpose of stay (country)

1June10 weeks
Institut National des Sciences Appliquées 
de Rouen students (France)
Intra-college program

3May or after3-6 months
Institut National des Sciences Appliquées 
de Rouen students (France)
Internship, stay in dormitory

1September or after1 year
Graduate students of Cherepovets State 
University (Russia)
Internship

5September4 days
Graduate students of  University of 
Tsukuba (any country)
Teaching assistant

A fewDecember or after2 weeks
Chosun College of Science & Technology 
students (Korea)
Internship

(7) Setting up a study-abroad section Global Lounge

In 2014, we gathered information on AFS Intercultural Programs, Japan, YFU (Youth For 
Understanding), YFU Japan Inc., Ayusa International, and other organizations and scholarships 
available for studying abroad. In 2015, we lined the side of the entrance hall of the management 
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building with books about countries where language training and overseas internship are provided 
and books that introduce Japanese culture to foreigners and set up a reading space. Information on 
studying abroad is also displayed in this section.

(8) Providing English application forms and creating an English employment contract (template)

In 2015, to increase the number of foreign employees and foreign students enrolled in year 1, we 
developed the system for the administrative office to accept those whose command of the Japanese 
language is not satisfactory and translated documents related to the employment and admission of 
foreign nationals and documents that are referred to routinely. Furthermore, we created a template 
for English employment contracts upon receipt of advice from experts that it is preferable to create 
legally binding documents that notify the parties concerned of the contents of the employment 
contract for the protection of the benefits of both parties when hiring foreign nationals that have a 
sense of the law and awareness of rights that are different from those of the Japanese.

(9) Creating a classroom tag in English and Japanese

In 2015, the technology staff of Ibaraki College changed all the classroom tags in the college 
buildings, approx. 400, to those written in both English and Japanese.

Classroom tag in English and 
Japanese

Information board in 
English and Japanese
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2.3 Collaborative globalization

2.3.1 Regionally and globally collaborative education
　To globalize Ibaraki College, we will collaborate with other organizations to exchange 
information, associate with their HR departments, and build networks. Aiming to expand our 
globalization activity for collaboration in the community that includes local companies, in addition 
to international collaboration, gathering information from graduates who have experienced living 
abroad, collaboration with overseas universities, and making use of international personal 
networks developed from it and more, we implemented the following projects.

(1) Community collaboration including local companies, making use of graduates

1. Employing a graduate as a lecturer of Industrial Sociology for an intensive summer 
course

　Several Ibaraki College graduates with a long work experience have been teaching an intensive 
summer course Industrial Sociology since 2014. Instructors are three graduates of Ibaraki College: 
a graduate who has worked abroad and has an experience with overseas plant construction, a 
graduate who has been training employees as an engineer and manager in addition to corporate 
activity, and a graduate who has started a business and been successful as a businessperson, who 
have taught the basic knowledge and attitude that are practical and useful in internship, job-
seeking activity, and employee life.
　Students gave such feedback as follows: "I learned specifically what kind of activity to do in what 
kind of occupation after graduating from Ibaraki College," and "The course provided a good 
opportunity to think about my future." The course was backed by the instructor's experience and 
participated by 116 students, and the level of participants' understanding of the course was also 
high.

2. Holding a lecture session in a mechanical engineering class
　We asked six visiting professors to give lectures in mechanical systems engineering classes from 
October 2015 to February 2016. As shown in Table 2-4, the lectures spanned various areas from 
actual work in a plant, what the lecturer regrets not having learned, to a talk from a 
businessperson. Students were surprised and interested and listening closely to satellite, defense-
related areas, robot suits, and other actual processing scenes that require high precision. They 
seemed to realize unexpected aspects of precision processing such as "Chucking is also important," 
and "Measurement is also required in addition to manufacturing." Many students gave long 
feedback and the lecture session was very fruitful as seen from such feedback as "Town factories 
now give me a better impression," and "I have learned the importance of what I'm studying now."

 
Table 2-4 2015 Class participation by visiting mechanical engineering professors

Remarks including future plansDate and 
timeTitle of lecture (subject)2015 trial course

(instructor)Name№

Students seemed to learn a lot from the talk by Mr. 
Ishii, who have served as the head of a plant of a 
major wire rope manufacturer. This lecture session 
should continue in the future. We would like Mr. 
Ishii to give a lecture next year, too.

October 16, 
2015
Periods 3, 4

Regarding "raw materials 
of wire rope to processing 
processes, general and 
special uses," "what was 
not taught in polytechnics" 
and "what I regret not 
studying in depth," etc.

5M
Mechanical 
dynamics
(Hiroshi 
Ayubuchi)

Tsuneo Ishii

1
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3. Collaboration with external intercultural associations and friendship associations
　In 2014, foreign students participated in Hitachinaka International Association, COI 
Hitachinaka, Community Collaboration Support Center, Ibaraki College, and other events for 
foreign students.
　We hosted a social gathering for foreign students studying in Japan and visiting professors on 
January 14 of the same year in collaboration with the Community Collaboration Support Center, 
Ibaraki College, in which eight foreign students, two tutors, and three visiting professor of the 

A lecture session about the new technology that is 
starting to draw attention worldwide. Students have 
learned what it is to be successful as an engineer. It 
was a fantastic lecture that I feel all students should 
have attended.

December 
11, 2015
Periods 3, 4

A lecture by President Seki 
of Seki Press, who is in the 
same industry as Mr. 
Imahashi, who is a 
business owner. The lecture 
introduced the plastic 
processing technology 
called Tearing, which has 
recently been developed 
and is on sale. The 
technology's background up 
to its development and its 
current and future 
promotion, etc.

5M
Mechanical 
dynamics 
(Hiroshi 
Ayubuchi)

Masamori 
Imahashi

2

The innovative technology of Hitachi's electric power 
system business was introduced. The idea and 
process of innovative product making and the 
cutting-edge CAD/CAM/CAE technologies, in 
particular, were very interesting. On the other hand, 
the instructor could not elaborate due to a lack of 
time. It feels the duration of the lecture should be 
extended or the lecture should have fewer key points.

January 21, 
2016
Period 3

Hitachi's innovative 
technology that supports 
electric power system 
business
- Frontier of the 
CAD/CAM/CAE 
technologies -

5M
CAD・CAM・
CAE II
(Manabu 
Tominaga)

Junichi Hirai

3

Despite being important, the regular course 
education lacks this area. This lecture should be 
taught in all courses.

February 5, 
2016
Periods 2-4

Risk management basics4M
Mechanical 
systems 
engineering 
experiment
(Manabu 
Tominaga)

Mamoru, Miyaji

4

With actual materials, slides, and other enriching 
preparations, the lecture was convincing and 
students were listening with interest. The instructor 
brought and showed products he printed and created 
with a printer head and inkjet, but the classroom was 
too small a venue for participants to take them in 
hand and study them carefully. Also, the duration of 
class, 50 minutes, was not enough for the lecture.

October 9, 
2015
Period 5

Inkjet printer technology 
and materials dynamics

3M
Materials 
dynamics I
(Takeshi 
Oshikubo)

Kenichi Hisagai

5

Students were surprised and interested and listening 
closely to satellite, defense-related areas, robot suits, 
and other actual processing scenes that require high 
precision. They seemed to realize unexpected aspects 
of precision processing, such as "Chucking is also 
important," and "Measurement is also required in 
addition to manufacturing." It was good that the 
instructor's catchphrases such as "Measurement goes 
without saying, what's hard is geometrical tolerance," 
left students with an impression. The instructor also 
prepared the actual products on a long table, from 
one end to the other, providing enough time for 
participants to take them in hands and study, and 
many students, holding the actual products in their 
hands, asked the him questions even after the 
lecture. Also, many students gave long feedback, such 
as "Town factories now give me a better impression," 
and "I have learned the importance of what I'm 
studying now." With Year 2 students having just 
started processing in practical and being increasingly 
interested in processing, this lecture gave them a 
very good kick. I would like the instructor to give a 
lecture for 2M students next year, too, as well as to 
give similar lectures for year 4 and 5 students.

October 29, 
2015
Period 1

Cutting and processing 
work - from processing to 
3D processing

2M
Mechanical 
systems - 
basics
(Kenji 
Shibusawa)

Takashi 
Kamoshida

6
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Community Collaboration Support Center, Ibaraki College 
participated. Foreign students talked about what they would 
like to do for their countries in the future, on which visiting 
professors gave advice from a business owner's perspective, 
also based on their own experience. Social gatherings for 
foreign students and visiting professors are to continue to be 
held in the future

4. Hands-on Saturday classes with community 
collaboration (group work by students of different 
grades) 

　With the cooperation of the Community Collaboration Support Center, Ibaraki College, we 
conducted a Torazuka Burial Mound study tour on Saturday, November 1, 2014 as a hands-on 
Saturday class. A graduate of Ibaraki College and the former head of the Hitachinaka Buried 
Cultural Property Investigation Center Atsushi Kamoshida (currently an Ibaraki Buried Cultural 
Property Instructor) led the study tour. The former head of the Hitachinaka Buried Cultural 
Property Investigation Center Kamoshida elaborated on the wall paintings of the Torazuka Burial 
Mount from an engineering perspective. As the second part of the tour, we studied the exhibition at 
the Buried Cultural Property Investigation Center. Students were learning that engineering 
perspectives are important in terms of the preservation of cultural heritage.

(2) Collaboration with overseas universities and the 
utilization of global human networks

　In 2014 and 2015, in order to collaborate with overseas 
universities to exchange information and build networks with 
them and associate with their HR departments, each course 
invited foreign researchers (both inside and outside of Japan) and 
had them give lectures to students and/or teaching staff as in 
Table 2-5.

 

Social gathering between foreign 
students and visiting professors

Lecture session

Table 2-5 Schedule of globalized education lecture sessions
CountryLecturerIntended participantsDateSubject№

IndiaKamala Kanta Satpathy
Head, Environment & Safety 
Division,Indira Gandhi Centre for 
Atomic Research

Advance course 
students

December 3, 
2014

Land Bio-diversity activities at 
Kalpakkam - A nuclear site1

ChinaXiaoxuan Che
Professor
Deputy head of the advanced 
energy research institute, Wuhan 
University

Electrical and 
Electronic System 
Engineering Years 3, 4, 
and 5 students and 
teaching staff

December 5, 
2014

The latest trend of solar power 
generation technology in China - what 
is necessary to deal with globalization -2

BangladeshIslam Muhammad Monirul
Assistant professor
North African Research Center
Graduate School of Pure and 
Applied Sciences, University of 
Tsukuba

Electronic and 
Computer Engineering  
Years 3, 4, and 5 
students and teaching 
staff

December 
16, 2014

The basic principles of solar power 
generation and its latest research trend

3

U.K.Wesley Ramm
CEO
Cyth Limited, Oxford, United 
Kingdom

Year 3 studentsJanuary 7, 
2015

Engineering Challenges for 
Interplanetary Hardware: Mars 
Exploration Rovers (MER)4

SwitzerlandPierre-Yves Donze
Special associate professor
The Hakubi Project, Kyoto 
University

Year 4 studentsJanuary 14, 
2015

Competitions between Switzerland and 
Japan in the clock industry (since 1980)5
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U.K.Robert Buckingham
Director
UK Atomic Energy Authority

Students who wish to 
participate

February 6, 
2015

Robotics for challenging environments - 
experiences in the nuclear industry6

U.S.Andrew Komasinski
Global program advisor
Asahikawa Campus, Hokkaido 
University of Education

Students who wish to 
participate

February 20, 
2015

The Secret to Improving your Language 
Skills: Moving from Learning Foreign 
Languages to Doing things you like in 
Foreign Languages

7

RussiaAndrey Shobukhov
Professor
Faculty of Computational 
Mathematics and Cybernetics, 
Moscow State University

Teaching staffLecture 1
2015/2/24
Lecture 2
2015/2/25
Lecture 3
2015/2/26

New Algorithms of Computational 
Fluid Dynamics

8

VietnamPho Duc Tai
Lecturer
Department of Mathematics, VNU 
University of Science

Students, teaching 
staff, and the general 
public

March 12, 
2015

An overview of the higher educational 
system in Vietnam9

U.S.Masahiro Kawaji
Professor
City University of New York

6/1: 5M students
6/2: Advance course 
1AM, 1AE students 
and teaching staff
6/3: Teaching staff
6/4: 3M students

June 1-4, 
2015

Lecture 1: How to measure a gas/liquid 
flow
Lecture 2: "The latest energy research 
in the United States" and "Application 
of thermal energy storage to 
automobiles"
Lecture 3: Engineering education and 
research and the management of 
engineering courses in North American 
undergraduate and graduate schools
Lecture 4: "The measurement of a 
gas/liquid flow," How to measure a 
gas/liquid flow"

10

ItalyGiancarlo Jug
Professor
Department of Science and High 
Technology
University of Insubria

Lecture 1: 4M, 
mechanical engineering 
instructors who wish to 
participate
Lecture 2: Year 5 
students (dynamics 
class), advance course 
Year 1 AM course, 
advance course AM 
course instructors who 
wish to participate

September 
15-16, 2015

Lecture 1: Low temperature physics of
　glasses and the role of harmonic　
and an-harmonic oscillations
Lecture 2: Theories of the glass
transition and the role of the 
classical mechanics11

MexicoErasto Armando Zaragoza 
Contreras
Senior researcher
Nagaoka University of Technology

C course students and 
teaching staff

November 
19, 2015

1. Lecture session: Amphiphilic 
anilinium salts for the synthesis of 
Polyanilines
2. Participating in a three-minute 
English speech
3. Seminar

12

IndiaDr. Kamala Kanta Satpathy
Indira Gandhi Centre for Atomic 
Research

Lecture 1: Advance 
course students
Lecture 2: All Year 3 
students

November 
19-20, 2015

Lecture 1: Bio-fouling and its control in 
power plant cooling system
Lecture 2: Environmental studies and 
its importance at nuclear power plant 
site- a case study

13

New 
Zealand

Noeline Lewis, Graeme Holdaway
English Center, Waiariki Institute 
of Technology　

Lectures (a total of 5): 
Regular course Year 2 
students (a total of 5 
sessions)
Lecture at the library 
cafe: Students, 
teaching staff, the 
general public

February 8-
13, 2016

1. New Zealand's culture and languages
(intended for Year 2 students)
2. Advance training for New Zealand 
language training (intended for 
training participants)14

U.K.Masaaki Inoue
Diamond light source Inc.

Lecture 1: Advance 
course Year 1 students
Lecture 2: Students, 
teaching staff, the 
general public

February 12, 
2016

Lecture 1: Structural Study of Protein 
Molecules with Small Angle X-ray 
Scattering
Lecture 2: Working and Living in 
Abroad

15

　Some examples of students' feedback were: "The words used were difficult but I could understand 
the lecture by comparing them with the slides," "I was asked to introduce myself in English out of 
the blue, which was a good experience," "About the lecture on Mars exploration rovers, I felt the 
difficulty of space development in that as the heavenly bodies are in movement constantly, there is 
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a need to make plans with many years ahead in mind," "About the lecture on clocks, I was 
reminded of the cultural differences between Switzerland and Japan once again, such as the 
Japanese seek accuracy in clocks whereas clocks are given a role as a fashion piece in Switzerland."

　Lecturers Graeme Holdaway and Noeline Lewis, whom we invited from Waiariki Institute of 
Technology in New Zealand in 2015, pointed out the following about the English skills of students 
at Ibaraki College. They also made remarks in terms of English class, environment with high 
English exposure, etc. While many students were capable of pair work and other types of output, 
some students were found to be unable to get used to new instructors because of the difficulty in 
building rapport, which slowed down the progress of class. Regarding the style of class, they have 
provided us with many suggestions that we should consider in the syllabus phase. They have also 
suggested that we speak only English on the school premises, and some of their suggestions are to 
be discussed later.

2.3.2 Studying abroad and internship
　As part of our globalizing activities, we improved our overseas dispatch system by securing study 
destinations, giving credits for internships, or extending the period for internships, in order to 
provide students with more opportunities to study or practice what they have learned in the global 
environment.

(1) Cooperation agreements with overseas universities
　In AY 2014, we renewed the memorandum with 
Waiariki Institute of Technology. We have been sending 
students to the institute for language training and 
intercultural experience since AY 2006. In August 2015, 
as the University of Guanajuato in Mexico set up a college 
courses, we signed an agreement with the university. Our 
principal, Kusakabe, and the deputy director of the 
international center attended the signing ceremony, 
which was held along with the launching ceremony for the 
college course. The ceremonies were reported by local 
newspapers. Exchange activities based on this agreement 
will be part of the Reinventing Japan Project (Latin America). After the agreement was 
established, we sent to Guanajuato two teaching staff and three students in AY 2015, and will send 
one teacher and two or three students this academic year. Guanajuato, on the other hand, sent five 
teaching staff and ten students to us in July 2016. 

　As the International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2016) was to be held in 
AY 2016, we signed an academic exchange agreement with Sekolah Vokasi Universitas Gadjah 
Mada (vocational school of Gadjah Mada University, Indonesia) in June. We will organize 
ISTS2016 with the National Institute of Technology, Oyama College, and Gadjah Mada University 
and will exchange students with the university thereafter. To prepare for this exchange, in AY 
2015, each of our departments developed an approximately three-week pilot program for the 
students from Gadjah Mada.
　Furthermore, we signed an academic agreement with the National Chung Hsing University 
(Taiwan) in February 2016, in order to send more intern students overseas. In July 2016, one 

Signing ceremony of academic exchange 
agreement with the University of Guanajuato
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student from that university participated in the Japan Symposium on Technology for 
Sustainability (JSTS) organized by us as a representative of the participant schools. In August, we 
sent one of our students to Chung Hsing University. 
　In addition, Cherepovets State University (Russia) asked us to accept long-term intern students 
(PhD course students), and we signed an academic agreement with them as well in 2016. One 
student from Cherepovets will engage in research at our college for one year from October. 
　We currently have a partnership with the following eight universities and institutions. Among 
them, four are new partners (shown with asterisk in Table 2-6) that entered into an agreement 
with us after we were designated a top college for global activities.

(2) Language training and program revisions
　We organize three language training programs: one in the UK for fourth year students; one in 
New Zealand for third year students; and the other in Australia for first and second year students. 
In addition, we are sending advanced course students to Chosun College of Science and Technology 
and INSA de Rouen, and regular students and advanced course students to Mexico. We also 
organize ISTS for both regular and advanced students. Table 2-7 shows the breakdown of the 
number of students each year: 

　The number of students sent overseas has been increasing since we started promoting globalizing 
activities in 2011. In AY 2016, we set plans to send more than 50 students, excluding training 
courses not announced for application yet. Those include, different from previous years, one student 
to Chung Hsing University (Taiwan) as an intern student and two students who participated in the 

Table 2-6 Tertiary Education Institutions under an Academic Agreement with Us

Country/region University/institution name

FranceINSA de Rouen

New ZealandWaiariki Institute of Technology

South KoreaChosun College of Science and Technology

Russia
Faculty of Computational Mathematics 
and Cybernetics, Lomonosov Moscow State 
University

MexicoUniversidad de Guanajuato*

IndonesiaSekolah Vokasi, Universitas Gadjah 
Mada*

TaiwanNational Chung Hsing University*

RussiaCherepovets State University*

Table 2-7 Number of students sent overseas for language training etc.

TotalISTSTo MexicoTo INSA de 
Rouen

To Chosun 
College of Science 
and Technology

Language 
training in 
the UK

Language 
training in 
New Zealand

Language 
training in 
Australia

Year

574319178152015 

52111420882014 

56131319n/a202013 

45331194152012 

371311n/a3192011 

333109112010 
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training course (International College Summer School) run by the Fukushima Decommissioning 
Project (USA) after passing the essay test. To further encourage students to study abroad, we 
created the class Practical English for language training in New Zealand in 2015,  Global Training 
for regular students, and Global Special Training for advanced students as part of globalizing 
activities in 2016.
　Since AY 2010, two students have studied abroad using the system for first to third year students 
(one each in 2014 and 2016), and five students have studied abroad while taking a leave from 
school. This academic year, two advanced students have taken a leave to study abroad. In addition, 
we are currently under process to send one student as a student trainee to a research institution in 
the UK (Diamond Light Source) for four months from December. We will also consider adopting a 
system that allows students to study abroad for longer periods of time without taking a leave.

　In AY 2015, we expanded and improved our two-week language training program in Australia for 
second year students into a three-week program for first and second year students, while adding to 
its contents the task of making a presentation in English at the school in Australia. As for the 
language training program in New Zealand for third year students, we changed the timing from 
spring to summer according to the conditions of the New Zealand side. As a result, since other 
programs are held in summer, we now have a course to offer for students who are not able to take 
courses in summer. 
　In order to encourage more students to take overseas training programs, we made a booklet from 
the reports of the participants of the language training courses in the UK and Australia in AY 2015 
and distributed it to students. Furthermore, we have begun preparing to start more flexible 
programs regarding the contents and periods in AY 2017 in order to provide more diversified 
learning opportunities for students. 

(3) Consultation meeting for study abroad programs, and advisors for self-study of 
English

　Since quite a few students interested in studying abroad consulted the Global Activity Support 
Office, in AY 2015, we held a consultation meeting attended by English self-study advisors for 
study abroad programs for students interested in studying outside Japan for the mid to long term.
Moreover, we held a consultation event for students to talk to English self-study advisors. It had 25 
sessions in five days between February 8 and 24, 2016, and attracted 19 participants in total (both 
students and those with other occupations). Although there were points for improvement, such as 
the timing of the event (it was held at the end of the academic year) or the notification period (it 
was too short this time), the event was valued positively by the students with one in four of them 
having come to a session more than once (see Tables 2-8, 2-9, and 2-10).  
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Table 2-8 Number of individuals who used English self-study advisors
■By study year

Counselling 
ShareNumber

0.0%0First
0.0%0Second
52.6%10Third
21.1%4Fourth
5.3%1Fifth
10.5%2First, advanced
10.5%2Teaching staff
100.0%19Total 

(Including repeaters)

Table 2-10 First time visitors/repeaters of English self-study advisors

ShareNumber
73.7%14First time
26.3%5Second/third time
100.0%19Total

(Including repeaters)

Table 2-9 Subjects of personal and group counselling

Counselling
Subject

ShareNumber
0.0%01. English learning in general (goal setting, study plan)

36.0%92. Specific English skills (the 4 skills (listening, speaking, 
reading, writing), vocabulary, grammar, pronunciation) 

4.0%13. Questions related to studying overseas, how to study to 
prepare for studying abroad

32.0%84. Questions about English tests and qualifications（Eiken, 
TOEIC, TOEFL）

28.0%75. Others
100.0%25Total

* (Including ones chosen by the same person)

(4) Accepting interns
　We have an academic exchange agreement with the INSA de Rouen (France) and have been 
sending intern students there for more than 15 years, while accepting interns from them as well. 
　Since AY 2014, in order to develop this relationship further, we have gathered and examined 
information about international intern exchange programs, such as the International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) or the International Student 
Exchange Program (ISEP). As most of those programs assumed schools to both send and accept 
students, we conducted a survey to see if we could accept intern students, to which six departments 
answered positively.     
　In addition, in March 2015, we sent a member of the teaching staff to INSA de Rouen to deepen 
the partnership. As a result of those efforts, we invited one intern student to a local company from 
June 2016 for twelve weeks and two students to our college for ten weeks. 
　In December 2015, we sent one member of the teaching staff to the Chosun College of Science and 
Technology in South Korea, which has been running exchange programs with us since AY 2010, to 
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discuss further bilateral student exchanges in the future. We have started designing the 
introductory program for Korean students and are introducing the PBL from this year.  
　We have received requests for accepting students from institutions other than the INSA de 
Rouen and the Chosun College of Science and Technology, such as the vocational school of Gadjah 
Mada University in Indonesia. In response to these requests, each department considered a 
program for short-term exchange students and organized one by the end of December 2015.  
　We are accepting exchange students according to this program now and in the future.
　On top of that, one long-term intern student (doing a PhD course) from Cherepovets State 
University in Russia will engage in research at our college for one year from October 2016.

(5) Development of risk management manual 
　One of our students was robbed during a language training course in 2015. In response to this, 
we developed a risk management manual for overseas travel and other activities to re-ensure the 
risk management system of the college. In addition, we have obtained the Overseas Student 
Security Management Assistance (OSSMA) of Emergency Assistance Japan (EAJ) in order to 
reinforce the support system for students involved in an accident or illness or the student’s family 
to confirm student safety in emergency. We also compiled the file of the points to consider while 
abroad and distributed it to students.

2.3.3  Cooperation with other colleges and institutions 
　Upon implementation of this project, we understand that it is crucial to cooperate with other 
domestic educational institutions that are also planning to accept international students, train 
students, and guide their careers in a more global manner. As part of the goal we set when we were 
designated a top college for global activities, we have been aiming for our activities to be a model 
case for other colleges to follow, thereby contributing to more globalized activities by not only us, 
but many other colleges as well. This contribution will be the real completion of our mission in this 
project as well. In order to realize such wide-spread globalized activities, we have been working 
together with the following institutions: for training plans – the super global high school as an 
introductory part for students (SGH, transferred to the fourth year of regular course), other colleges 
nearby (for advanced courses), and the Akashi College pioneering in globalizing activities; for the 
development of cooperative relationship - the super global university (SGU, for post graduate 
courses). The contents of cooperation with these institutions are summarized as follows. 

(1) Cooperation with the other college working to globalize its activities (the Akashi 
College)

　In this project, Ibaraki College in eastern Japan and Akashi College in western Japan have been 
chosen as pioneering top colleges for global activities. In AY 2014, Akashi college and our college 
shared some relevant information by showing the overall plan to each other. In September of the 
same year, our principal, vice-principal (in charge of general affairs), and the chief of the General 
Affairs Department visited Akashi College and had an exchange of views with college management. 
One month before that, in August 2014, we invited Professor Fujiwara of Hiroshima University for 
a lecture about cross-cultural understanding, and asked him then if he could cooperate with us in 
the globalizing project. We also discussed with him the possibility of Ibaraki and Akashi Colleges 
cooperating with Hiroshima University. 
　In July 2015, Akashi College and our college reported the overall plan and matters to be 
implemented of each at the meeting of the directors of International Exchange Centers, the 
International Exchange Office for National Colleges. We shared information with the participants, 
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and had a question and answer session with the directors of international exchange centers.   

(2) Cooperation with nearby colleges 
　As for cooperation with nearby colleges, our principal, vice-
principal (curriculum coordinator), administration manager, 
and the chief of the General Affairs Department visited the 
National Institute of Technology, Fukushima College, in June 
2014 to introduce the globalizing project and exchange views for 
strengthening cooperative ties. Furthermore, we invited the 
principals and board members of the Fukushima College, 
Oyama College, and Kisarazu College to the meeting for the 
promotion of globalized education and presentation of the 
globalizing projects held at our college, and we exchanged views with them. We developed that 
meeting into another meeting for cooperation held at our college in February 2015, inviting the 
principals and teachers in charge of globalizing activities of Akashi College and other colleges in 
the Kantokoshinetsu area.
　In addition, we presented the outline and current situation of the college model project for 
globalized education at the meeting of the three coordinators (curriculum coordinator, student 
affairs coordinator, and accommodation coordinator) of the colleges in the Kantokoshinetsu area in 
AY 2014 and 2015.
　As an outcome of such efforts, we will co-organize with the Oyama College JSTS2016 (June 2016) 
and ISTS2016 (October 2016).
　On top of that, we made a presentation “Approach of Ibaraki College as a Top College for 
Globalizing Activities” at the special seminar event held by the college division of the Kanto Society 
of Engineering Education. With this presentation, we provided information about the current 
situation of globalizing activities and the cooperation between colleges in the same area.

(3) Japan Seminar on Technology for Sustainability (JSTS) and the International 
Symposium on Technology for Sustainability (ISTS)

　Since 2011, the National Institute of Technology has been holding ISTS every year in cooperation 
with overseas educational research institutions with which it has an academic exchange 
agreement, aiming to contribute to the improvement of students’ communication skills and the 
development of their internationality by offering an opportunity to present their research in 
English. The role of ISTS has been changing little by little ever since, and in 2015, it became an 
event planned and organized by students under the supervision of teachers. Furthermore, in 
addition to presentations, it now also runs workshops, which provides opportunities to work 
together with other students in a variety of different groups. ISTS is an ideal opportunity not only 
for all participants to improve their skills, but also offers a chance for students involved with the 
committee (International Student Organizing Committee, ISOC) to develop their self-initiative, 
positive attitude, communication skills, understanding of different cultures, and information 
delivery skills.  
　We have been preparing for ISTS2016 to be held in Indonesia as one of the organizing schools 
along with the Oyama College and Gadjah Mada University in Indonesia, while utilizing the 
process as an educational opportunity for students who are ISOC members. In relation to that, we 
have been holding JSTS in Tsukuba in Ibaraki Prefecture since 2016, a program associated with 
ISTS aiming to facilitate communication between ISTS participants and to deepen the 
understanding of the contents of the workshops at ISTS.

The meeting for cooperation between 
colleges at Ibaraki College in 2015
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(i) International Students Organizing Committee (ISOC)
　ISOC is the steering committee of ISTS consisting of students from Ibaraki College (12 students), 
Oyama College (7 students), and Gadjah Mada University (44 students). ISOC mainly organizes 
workshops under the supervision of teachers and has been engaging in preparatory activities for 
ISTS and JSTS including the following: 
　Selecting the themes of workshops, selecting inspection tour locations and guest speakers, 
developing the schedule and framework of workshops, facilitating activities at workshops, 
organizing the content of preparation materials for students, organizing support materials, 
developing the website of the event, organizing cultural events, and taking personal care of 
participants.
　The students have been working on these preparatory activities under the supervision of 
teachers while frequently contacting the students of Gadjah Mada via media, such as Line, Skype, 
and e-mail, with the following timelines:

2015
March Three students of Ibaraki College inspected the ISTS2015 steering committee in 

Malaysia
May Three students of Ibaraki College and three students of Gadjah Mada University 

inspected the Cool Japan Seminar in Hachinohe
August Three students of Ibaraki College, two students of Oyama College and three 

students of Gadjah Mada University inspected ISTS2015 and held the kickoff 
meeting of ISTS2016; the overall theme of the event was set 

September First preparation camp by Ibaraki and Oyama students; the theme of JSTS was set 
December Second preparation camp by Ibaraki and Oyama students; the framework of JSTS 

workshops were developed
2016
January Three students of Ibaraki College and two students of Oyama College visited 

Gadjah Mada University and inspected places associated with ISTS2016 
March Three students of Ibaraki College and two students of Oyama College visited 

Gadjah Mada University, discussed and determined ways of communication for 
ISTS/JSTS 

June On-site rehearsal of JSTS
July Facilitattion training session for eleven students of Ibaraki College, seven students 

of Oyama College, and sixteen students of Gadjah Mada University; JSTS was held 
(review meeting for JSTS) 

October ISTS2016 to be held

(ii) Japan Seminar on Technology for Sustainability 
　JSTS was designed by ISOC as a program related to ISTS, aiming to cultivate skills for future 
global leaders, to facilitate communications in ISTS, and to deepen the knowledge and 
understanding of Indonesia where ISTS is to be held.  The topics were discussed in small group 
workshops, with the goal set as the development of possible solutions for the problems of Indonesia.

Date and place: July 5 (Tue) to 10 (Sun), 2016, at Tsukuba Training Center and other venues
Students participated: 

21 Japanese ISOC members, 50 participants from public, 4 students of either college
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31 international students (from Indonesia, Malaysia, Taiwan, Finland, and Hong 
Kong) 

Teachers: 
SV-UGM (Gadjah Mada University, Indonesia), UiTM (Universiti Teknologi MARA 
(MARA University of Technology), Malaysia), TUAS (Turku University of Applied 
Sciences, Finland), the Kumamoto College, Oyama College, Ibaraki College

　Program outline:
July 5: Opening ceremony, presentation of local issues by Indonesian students, ice 

breaking activity, etc.
6: Inspection tours and lectures on each topic
7-8: Discussions, and production of a video podcast in the form of workshop
9: Presentation of findings with the video podcast, inspection of Kikkoman soy sauce 
factory

10: Closing ceremony, evaluation meeting by ISOC members: 
　Workshop details:
　Classified the issues in Indonesia into four topics and eight subtopics (see Table 2-11); 
allocated two teams of public participants (four to six persons each) to each of the eight 
subtopics (which made sixteen teams in total); those teams identified the cause of the issues; 
and suggested solutions for the issues and considered their feasibilities and related matters. 
The discussion process from the classification of issues to the presentation of solutions was 
recorded in the form of a video podcast. Japanese ISOC members worked as facilitators, and 
the students of the two colleges supervised those facilitators.

 

　Outcomes:
　Through the workshops, public participants experienced working for solving problems in 
cooperation with others in a diverse group of people with different languages and cultures. The 
ISOC members obtained the ability to organize meetings and conferences, and to facilitate 
cooperative working. We expect that JSTS2016 will be the first step for every participating 
student to build a network of people of the same generation as himself/herself in Asia. 
The video podcasts, the tangible outcome of the workshops, can be put on the ISTS2016 
website, thereby making them a starting point for the discussions at workshops at ISTS2016. 
In this way, JSTS and ISTS can be connected organically with each other. In addition, the 
reporting meeting at college can be held to introduce the activities at JSTS2016 and ISTS2016 
to students and teaching staff.

Table 2-11 List of topics

Tour, lecture, etc.SubtopicTopic
Algae Biomass and Energy System R&D Center, University 
of Tsukuba, National Agriculture and Food Research 
Organization

Biomass fuel
Energy

Power electronics

Public Works Research Institute, National Institute for 
Environmental Studies

Pollution and water quality
Environment

Flood and bank

Kurihara Noodle Factory, Ibaragi Sanwa Kako
Mechanization

Industry
Production process

University of Tsukuba, NTT Access Network Service Systems 
Laboratories, National Research Institute for Earth Science 
and Disaster Prevention, Tsukuba City Hall 

Stimulating the tourist industry
ICT

Fishery industry (overfishing)
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(4) Cooperation with super global universities
　As part of our globalizing effort via cooperation with other institutions, we built cooperative 
relationships with the Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima 
University, and the Graduate School of System and Information Engineering, University of 
Tsukuba, both of which are a pioneer as a super global university. The aim of this cooperation for us 
was to promote our students’ understanding of different cultures and global issues.  

(i) Cooperation with the Graduate School for International Development and 
Cooperation (IDEC), Hiroshima University

　We will offer a new course, Global Awareness in AY 2017, as one of the courses concerning 
globalizing education. This course aims for students to obtain abilities required for resolving global 
or international issues working together with people in countries and regions where values and 
culture are different from ours. In order to make the quality of this Global Awareness as good as 
possible, we developed the teaching contents of the course in cooperation with the Graduate School 
for International Development and Cooperation, Hiroshima University (see 2.1.2 “Understanding 
different cultures and global issues” for the details of the project).
　In August 2014, we invited Professor Akimasa Fujiwara at Hiroshima University, the dean of the 
Graduate School for International Development and Cooperation, for a lecture about the practice of 
globalized education at the School. In December of the same year and April 2015, our teaching staff 
visited the School and exchanged concrete views with its members, on future cooperation. 
In September 2015, the teacher in charge of this project gave intensive lectures at the School, with 
10 assisting students. 
　In AY 2016, five students from the Kure College will audit the lectures by the teacher in charge of 
this project with four assisting students, which will be a case of horizontal development of the 
project. 

(ii) Cooperation with the Graduate School of System and Information Engineering, 
University of Tsukuba

　As part of globalizing activities through cooperating with other institutions, in March 2015, we 
signed a comprehensive cooperation agreement for the field of education research with the 
Graduate School of System and Information Engineering, University of Tsukuba. Along with this 
agreement, we also signed the Memorandum on the Implementation of Tutor System at Colleges by 
International Postgraduate Students, in order to invite postgraduate students from overseas at the 
University of Tsukuba as English-speaking teaching assistants for the courses of Ibaraki College 
from AY 2015. 
　Based on that cooperation agreement, we carried out the University of Tsukuba Tutor 
Cooperation Project in 2015. In this project aiming to strengthen the information delivery skills of 
students, participated students created the schedule of the process starting from finding the topic 
to making a presentation in English, and carried out the tasks in that process accordingly. We will 
request the international students of the School to work as teaching assistants again in AY 2016 for 
summer intensive courses to be held in September (see 2.1.4 “Strengthening information delivery 
skills” for details of the project). Adding to that, we requested them to accept eight first-year 
advanced course student with an internship agreement, which was the first step for having our 
students officially study there in future. We plan to continue this project in AY 2017 and thereafter.
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　As the closing of this report, in the following, we will first summarize the outcomes obtained so 
far according to the framework of the three competencies described in 1.2 of this report. 
Subsequently, we will outline the substantial reorganization of our system, which will be the core of 
our future development. 

3.1 Main outcomes so far
　The first competency we have seen earlier, competency of knowledge required in the era of 
globalization, focuses on acquiring language skills, mainly English skills, and comprehension skills 
to understand diverse societies and cultures and global-scale problems. As for language skills, we 
strengthened our teaching system by introducing classes taught partly in English, in addition to 
existing English classes. Not only did we offer lectures given entirely in English, but also we 
employed a variety of other means, such as providing summaries of lectures in the form of handouts 
written in English or short lecture videos spoken in English, all of which were prepared by the 
lecturers, making some of exam questions into English, and adding English keywords to exam 
questions. It has been observed already that students’ resistance against learning advanced 
courses in English was softened in relatively early stages, and that their vocabulary was enriched 
by taking classes using English.
　Regarding comprehension skills to understand diverse societies and cultures and global-scale 
problems, we cultivated them through focusing on international cooperation as part of the 
cooperation project with the Graduate School of Hiroshima University. Students participated in the 
project not only acquired the knowledge of international cooperation from lectures on topics, such 
as Japan’s international cooperation projects, and Global partnership, but also deepened their 
understanding by communicating with overseas students, engaging in debates and other activities. 
On top of that, by working for JSTS, students learned the importance of cross-cultural 
understanding and the similarities between the problems of different countries, based on the case 
of Indonesia. 
 
　The second competency is competency of utilizing educational resources available globally to be 
obtained by developing attitude and ability to actively utilize educational resources available from 
the internet and other sources. We first facilitated students’ self-study and preparation by citing 
relevant educational resources to each subject in the English version of the syllabus, which we 
provided as a preparatory step for classes given partly in English. Subsequently, our teachers 
taught in actual classes using different educational resources, such as the programming material 
provided by Kahn Academy and clickers. There were also classes that asked students to use tablets 
to research and study or to make presentations. Such efforts will not only contribute to the 
improvement of students’ skill in using ICT, but also cultivate their active attitude towards 
learning. As a matter of fact, the questionnaires for the courses that took the active learning style 
using different educational resources show that more than 90% of the students participated in the 
classes and worked on assignments more actively than they had done for courses with similar 
topics. The positive effect of our new approach is already seen here.  
 
　The third competency, competency of presentation in the era of globalization, focuses on 
developing ability to think and present logically while communicating with people with diverse 
backgrounds. We approached this competency mainly via two projects: the first is the cooperation 
project with the Graduate School of University of Tsukuba. Participated students interacted with 

Conclusion: Overview of outcomes and the outline of reorganization…３
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the postgraduate students of the School at ice-break meetings and via email, in order to deepen the 
understanding of each other's country and to exchange views regarding one’s own research field. 
Then, our students made presentation about what they found from the interactions. Further, using 
this project as a model case, we have renewed the contents of Global Engineering I, a course offered 
to fourth and fifth year students, into a discussion-oriented course with international students of 
the Graduate School of University of Tsukuba working as teaching assistants (TA). 
　The second project is JSTS we explained earlier. In this project, our students discussed the 
problems of Indonesia with other Japanese and foreign students in the framework of group work, 
and made presentations about the findings. Some students also engaged in the facilitation work for 
the discussions in different groups. Such activities were opportunities precisely for strengthening 
the skill of critical thinking and acquiring the logical expression skill while communicating with 
people with diverse backgrounds. We are planning to extend this approach further, through 
strengthening the cooperative relationships with overseas universities with which we recently 
signed an academic exchange agreement.

3.2 Outline of reorganization and challenges for the future
　Part of the outcome of activities made in this project will be reflected on the reorganization and 
new curriculum next year. With the reorganization in April 2017, we will have one single faculty 
instead of current five, and introduce a Major and Sub-Major system. Students will choose one from 
four Majors and five Sub-Majors, deepen one’s knowledge not only of one’s own field but also of 
other fields as well, thereby acquiring cross-disciplinary viewpoint. One of the Sub-Majors will be 
the Global Sub-Major, focusing on training engineers who will be capable of working globally. 

　In the new curriculum after the reorganization, the outcome of the globalizing project will affect 
all the students, regardless of their Major and Sub-Major. Two of the approaches outlined in this 
report, 2.1.1 ”Classes taught partly in English,” 2.1.5 “Active Learning,” are for all students, 
including those not of Global Sub-Major. and will be applied to all the courses in a relevant manner. 
Furthermore, as mentioned in 2.1.3, the hours of second foreign language classes will be doubled 
for all students in the new curriculum.
　On top of that, the new curriculum will have two new courses for all students based on the 
outcomes of the globalizing project. One is Global Awareness for all first year students. This course 
is developed from part of the outcome of the cooperation project with the Graduate School of 
Hiroshima University that we outlined in 2.1.2 “Understanding different cultures and global 
issues” of this report. It is an introductory course that deals with the current situation and 
challenges of globalization that all students should know as basic knowledge.  Students will learn 
the history of globalization and its essential characteristics, while deepening the understanding of 
issues commonly seen in the globalizing world. The format of teaching will not only utilize the 
concept of classes taught partly in English but also emphasize active leaning activities, such as self-
researching and other group tasks. This course will lead directly to the acquisition of competency of 
knowledge required in the era of globalization, and contribute further to the development of 
competency of utilizing educational resources available globally.
　The other course is Global PBL. This course use the outcome of the cooperation project with the 
Graduate School of University of Tsukuba described in 2.1.4 “Strengthening information delivery 
skills.” It is an experience-based course in which students will learn to solve problems by 
cooperating with others with diverse backgrounds. The international students of the Graduate 
School of University of Tsukuba will attend the classes as TAs, and our students will work on 
difficult issues while communicating actively with them. This course will be relevant to the 
acquisition of the third competency, competency of presentation in the era of globalization. 
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　The Global Sub-Major mentioned above aims for students to upgrade their three competencies to 
higher levels. In this Sub-Major, all the courses are given partly in English, as shown in Table 3-1. 
One goal of doing this is to strengthen information delivery skills in a broad sense, which are skills 
to discuss issues and carry out projects together with other people with different characters and 
backgrounds. In Global Science, which utilizes the outcome of Local/international cooperative 
education (2.3.1), students will learn the significance of studying science in English from lectures 
and case studies. In Global Presentation, students will develop logical and critical thinking skills 
through examining case studies and participating in group tasks. For the Project in Project 
Management, we will cooperate with institutions with which we have an agreement as explained in 
2.3.2 “Studying abroad and internship,” so as to teach students the methods to carry out projects 
while discussing issues with diverse groups of people including intern students via different 
communication media including the internet, as in the case of ISTS described in 2.3.3 “Cooperation 
with other colleges and institutions.” We also aim for students to learn from lectures in English 
about the basics of modern science, and acquire introductory skills to study steadily using English 
materials, and the knowledge of science necessary as a researcher/engineer. 

　As presented above, the main part of the globalizing project that we have been involved in for 
nearly three years is expected to be strengthened and continue after the reorganization next year. 
This means that activities for more globalized college management can be sustained without using 
a large and continuous budget, but with the effort and the change of mind-set of individual 
teachers, cooperation with international and domestic institutions, the utilization of ICT, and other 
relevant factors.  
　However, there still are issues to consider, needless to say. For instance, there is much room for 
improvement in the process of sharing the outcome of the work of teachers who were involved in 
globalizing activities. Such sharing is expected to bring about the horizontal development of the 
global approach we promote. We also need to develop a solid system to evaluate the degree of 
learning the three key competencies for the improvement of our activities. To meet challenges 
including these, we, the personnel of the college, should continue our efforts, including to discuss 
relevant issues further, to offer the best possible quality of teaching, and to make improvements as 
appropriate.  

Table 3-1. Outline of global subjects in the new curriculum

OutlineUnitYearSubject
Deepen the understanding of issues commonly seen in the 
globalizing world, such as international cooperation and global 
environmental problems 

11Global Awareness

Allstudents Try to find solutions for problems of other countries through 
discussions, with the help of the TA of foreign nationality14Global PBL

Learn about international science projects through case studies 
and lectures22Global Science

For
sub-m

ajor

Learn how to make presentations logically through case studies 
in English13Global Presentation

Learn how to write logically and critically through case studies in 
English13Global Writing

Learn how to manage a project communicating with overseas 
students24Project Management

Learn applied science in English24Applied Science
Learn physical mathematics in English25Physical Mathematics
Learn quantum chemistry in English25Quantum Chemistry
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（４）OECD本部教育局シニア政策アナリスト 田熊美保氏からのコメント

Brief background and caveats:

• The comments are provided within the framework of the Japan-OECD joint research 
project, in which the Japan Innovative School Network is engaged. Since National 
Institute of Technology, Ibaraki College is one of the ISN clusters, this exercise is 
considered as part of the OECD’s support to ISN. 

• It is important to note that this review is done only through a desk-based exercise, without 
involving any evaluative exercises such as interviews and site visits; the source of 
information is limited to the report prepared by the National Institute of Technology, 
Ibaraki College. No triangulation of the information was not conducted due to the lack of 
time and resources or means to reach the relevant stakeholders.  

• The suggested criteria under “initial concepts “provided evaluation sheet (Excel) are too 
detailed or not relevant for an external evaluator to make comments on. For example, “If 
the educational objectives set by Ibaraki College are known and fully understood by the 
relevant people at the college” can only be commented by those who have access to the 
“relevant people at the college”. Therefore, my comments will follow the order of the given 
categories in the evaluation sheets.  

Comments:

1. Overall Evaluation 

• A conceptual alignment is needed between the issues the project aims to address and the 
selected key competencies.

The report is well written and well structured. It sets out clearly the background, structure of the 
project, methodologies, etc. However, a “vision” appears to be missing. I understand that the 
“background” section addresses current issues and the three competencies are selected/ designed to 
address these issues. However, the issues raised in the background appear to be a mixture of 
challenges of different levels and, therefore, the selected competencies are also mixed with different 
types/ levels, accordingly. 

For example, the challenge of, or change towards, the global economy, downsizing, aging 
population, etc are macro-level socio-economic contextual changes, while the challenge of, or change 
towards, massive online courses is specific context for the education community. As a result, when 
we compare the three competencies, they appear to be in different nature. While “having the 
knowledge in the age of globalisation” is a board education goal, “ulitisattion of globally provided 
educational resources” is not an “goal”, it is a “means” to achieve a broader goal. 

To ensure coherent conceptual alignment, I would suggest, for example, to rename the second 
competency to “becoming a self-directed learner (including the use of globally provide educational 
resources”. In recent years, many countries make explicit educational goals such as “self-directed 
learning”. This way, your suggested means such as “reading and listening comprehension skills”, 

Comments on the Global Education Programme of the National Institute of 
Technology, Ibaraki College

Miho Taguma, senior policy analysis, the Directorate for Education and Skills, the OECD.
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“active self-study”, and “skills to gather and make use of information using ICT” will still be 
coherent with the “self-directed learner”.  

• Amendments on the OECD Education 2030 competencies are needed.

The OECD Education 2030 framework and the OECD global competency are not accurately 
captured on page 2 of the report. The categorisation of “knowledge”, “skills”, “attitudes and values” 
are simply “taxonomy” that we use to decompose complex concepts of different competencies. Thus, 
the specific competencies are still in the process of developing as “DeSeCo 2.0” or “Competencies for 
2030”. 
At the 4th meeting of the Education 2030 project, planned to take place on 9-10 November 2016, 

the progress of the development of the 2030 competencies will be discussed. For our students to 
shape the world in 2030 to ensure Resilience (thriving in a structurally imbalanced world)12 , 
Innovation (creating new values to the world)3, and Sustainability (keeping the world in balance)4, 
the key competencies for 2030 are being considered to include:
• Creating new values 
• Taking responsibility and
• Dealing with tensions, dilemmas and trade-offs 

These are considered as the key competencies that could cut across thematic competencies such 
as global competency, media literacy, financial literacy, etc. 

With respect to the OECD global competency framework, more detailed constructs are suggested 
in the publication. So please make necessary adjustments where referenced. Furthermore, there 
are also many other assessment or learning frameworks on global competency, global citizenship, 
etc. Other frameworks focus on other constructs, which might be of interest to Ibaragi Kosen’s 
reflection.  

2.1 Globalization of education activity

Overall, the selected 5 directions are well designed. The specific activities planned under these 5 
directions are all well thought and carefully implemented, which is commendable. 

To ensure systemic impact, it would be important to ensure synergetic effects during the course 
of the five directions, which should also align with the overall educational goals of the project as 
discussed above. In this respect, it appears that some potential opportunities have not been tapped 
into yet. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. The Meeting of the OECD Council at Ministerial Level 2016 focused on policy discussions on “Resilient Economies and Inclusive Societies – Empowering 
People for Jobs and Growth”.  In building resilient societies, Ministers emphasised the importance of achieving inclusive growth through better social-
protection systems and the empowerment of individuals, combined with labour policies that facilitate the participation in the labour market of under-
represented groups, such as women, youth, older people and migrants. Ministers called on the OECD to conduct further work on the effects of the 
distribution of skills on well-being outcomes and job quality, highlighting that poor skills severely limit people’s access to decent jobs. They urged further work 
to implement the Giving Youth a Better Start Action Plan at the national level. Ministers underscored the usefulness of PISA and PIAAC to guide 
policymakers in unleashing the full potential of human capital. See https://www.oecd.org/mcm/mcm-2014-chair-summary.htm

3. The OECD released the Innovation Strategy in 2010. The Strategy was one of the first dedicated horizontal projects in the OECD. Since its launch, it has 
been well received and affected policy developments in many countries. The 2014 OECD Ministerial Council Meeting (MCM) signalled the importance of 
carrying out such update. The Meeting of the OECD Council at Ministerial Level 2015 sets out 5 priorities for policy makers that together provide the basis 
for a comprehensive and action-oriented approach to innovation. These priorities are:
1. Strengthen investment in innovation and foster business dynamism
2. Invest in and shape an efficient system of knowledge creation and diffusion
3. Seize the benefits of the digital economy
4. Foster talent and skills and optimise their use
5. Improve the governance and implementation of policies for innovation 
See https://www.oecd.org/sti/OECD-Innovation-Strategy-2015-CMIN2015-7.pdf

4. Going beyond the OECD countries, the 17 new goals (the UN Sustainable Development Goals) were adapted as the post-2015 agenda, to build a better 
world with no one left behind. See http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E  
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2.1.1 Lectures partially in English 

• The use of MOOCS

The intended use of MOOCS is to support lifelong and lifewide learning, which means one can 
learn any time anywhere. To this extent, viewing MOOCS and other online videos during the class 
might not be the most effective. It might be good to experiment with moderate and high performing 
students to encourage them to watch the MOOCS at home or anytime they want before the class 
and use the class time to discuss what students have learned/ have not understood/ etc. 

• Staff training 

This should be well aligned with the Faculty Development policy. Also, with the use of 
technology, making a global classroom via skype or webex (or using any other platform) is becoming 
part of everyday practice. Japanese teaching staff could be encouraged to team-teach with non-
Japanese teachers of colleges or technology institutes in other countries. This could be less costly 
than hiring foreign lecturers/ professors. Global team-teaching in distance can be also explored to 
be (a) cost effective and (b) more regular contacts between students and overseas teachers as well 
as their students.   

Also, if is often underestimated to provide training to administrative support staff. As a long-
term strategy towards global campus, it would be relevant to consider providing staff training to 
administrative staff to ensure short- and long-term successes of implementation of global education 
at Ibaragi Kosen.

• Online resources 

While maintaining the introduction to English books in the library, it would be relevant to 
introduce students to access English materials online. Future engineers are expected to be able to 
identify relevant data and sources online in English (or any other language), process such data/ 
information in an agile way, and use them in right context. To this end, it is more relevant to design 
“how” these books in the library or online sources are to be used by the students. It is of critical 
importance to design courses that would encourage students to use these sources. 

• ICT tools 

2.1.2 Understanding of different cultures and global issues 

　
　
While many good initiatives are undertaken, more exposure to different cultures, different ways 
of seeing the world, different ways of thinking, different ways to find solutions, different ways to 
interpret global issues, etc. could be improved.

Considering the costs, it may not be easy to organise such opportunities face-to-face; however, as 
mentioned earlier, there are growing practices of global collaboration through the use of ICT.  It 
would require a certain period of time, which could embrace the time of conflicts not only easy 
cooperation and understanding. It would be important to ensure that the learning opportunities 
include “conflict resolutions”, which could naturally emerge by designing a long-term collaborative 
project, which oblige students to select an topic from real life issues, among students with different 

• More opportunities to co-create new ideas with students from other countries over a 
certain course of the year
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backgrounds, as is often used in business schools.  
There are many schools/ classes who are looking for opportunities for global project based 
learning with students from other countries. Ibaragi Kosen could pioneer such opportunities not 
limited to technical colleges but upper secondary high schools focusing science or technical courses. 

• Active learning 

The observations made in the report, i.e. some students “started to feel their responsibility” (on 
page 13) is a key factor to ensure better learning outcomes, supported by a growing body of 
research, e.g. “growth mindset”, as well as PISA findings.
Also, there is a growing trend across many OECD countries to monitor students’ learning 
progressions/ learning strategies/ learning processes with the use of LMS. The next step would be 
to explore the best use of such data to improve pedagogy or assessments. 

• ICT tool

One of the OECD Education 2030 competencies is, as mentioned earlier, “creating new values”, 
including new tools, products, services, processes, narratives, etc. To this end, it would be relevant 
for students to not only learn to use the tool but to reflect on the current tool, identify what can be 
improved and refine tools themselves, as Kosen students. There are such cases, where students 
improve given products. This will require needs analysis, critical thinking, assessment of costs, 
examination of feasibility, etc. This would be relevant to the skills required in the global market as 
they graduate from Ibaragi Kosen.

2.2. Globalization of the campus

While all of the cited activities are well planned and implemented, the campus can be further 
globalised through exploiting more “global virtual campus”, as partially mentioned above. In real 
life/ business practices, global dialogues, collaboration, consultations are becoming common 
practices. Thus, the students can benefit from more opportunities and exposure to their peers in 
other countries using the innovative technologies in education. 

• Attracting more foreign students to Ibaragi Kosen

The number of students sent to overseas has steadily increased (table 2.8). There is more room 
for further increase. In line with the national globalisation strategy, efforts to attract foreign 
students should be orchestrated more strategically. Without a clear strategy (short-term, long-
term), all the materials or conditions (e.g. PV, leaflet, dormitory) would not be effectively used. This 
may be related to the “reverse version of 2.3.2  for foreign students”. If Ibaragi Kosen can organise 
“studying in Japan with internship”, for example, the programme at Ibaragi Kosen can make 
comparative advantages than other Kosens or other colleges, as youth unemployment rates 
continue to be sluggish across countries and, thus, studies show having the opportunities to be able 
to gain working experiences, not limited to academic studies, could be one of the determinant 
factors to make a selection/ decision on studying aboard.  

• Financially feasible options should be also explored to ensure more exposure to peers with 
other cultural backgrounds for all students (not limited to a selected number of students) 
in a sustainable way.
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2.3 Collaborative globalization

It is worth commending on the strategic collaboration with various partners (e.g. super-global 
universities, companies, local communities, etc.). It would be interesting to see the outcomes of 
these partnerships, in particular, in the areas of public-private partnerships, e.g. if some spin-off 
companies are set up, which is still emerging practices in Japan. 
Considering the strong link with local communities, as well as its long-term strategic directions, 

there might be some room for Ibaragi Kosen to play a key role to lead the STEM education in school 
level education, which is often observed in other countries, to serve the common goods of the 
communities in which the Kosen is located.
As is often observed as an unintended (positive) consequence, such contributions by higher 

education institutions to the community (in particular, high schools) could serve as a strategy to 
attract those students to be aspired to go to the institutions instead of going to other regions, as 
they become familiar with the local university / colleague and meet with their role models.

• Serving the purpose of social responsibility of higher education institutions can be 
explored.
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