特集●多様性と特色化を促す日本大学ランキング

ンシップの受け入れ先企業の開拓

ル人材育成の重視」や「国際性」

は、
「教育充実度」の「グローバ

のスコアに寄与したと考えられ

拠点として利用しています。

異文化交流や汎用的スキルを重視した工学教育が
企業、高校教員から評価されている九州工業大学。
「教育充実度」や「教育成果」の向上につながっている。

シー
（GCE： Global Competency

ま た、
「留 学 生 と の 協 働 学 習」

その他に、学生の自主的な課外

for Engineer左ページ図参照）
を養成する教育パッケージの開発

活動を支援する「学生プロジェク

留 学 者 数 が ５年 で ５倍
グロー バル化 を 急 展 開

があります。これは日本、ガーナ、

ト」も、GCEの養成に大きく貢

ます。

モンゴル、バングラデシュ、ナイ

献しています。学生がチームを作

の一つに、衛星開発プロジェクト

ジェリアで各国１基、全５基の超

と推進に取り組んでいます。

小型人工衛星を共同開発する国際

り、ものづくりの企画を提案。審

＊１ Malaysia Super Satellite Campusの略。
＊2 Global Engineering Deans Councilの略。エンジニアリング教育の大手国際組織。

今回の日本版ランキングでは、

）
」
「グ
外就業体験（ Work abroad
ローバル教養教育」「語学教育」「留

プロジェクトです。本学大学院宇

査通過チームに最大２００万円の

GCEの教育活動には、
「海外

果として、うれしく受け止めてい

学生との協働学習」の５つがあり

宙工学国際コースに在籍する各国

資金を提供しており、ロボカップ

４ 分野ともスコアが上昇しまし

ます。よい評価を教職員全員で共

ます。このうち「海外学習体験」

の学生が中心となり、教員のサ

２０１７世界大会優勝など数多く

）
」
「海
学 習 体 験（ Study abroad

有すれば士気が高まります。逆に、

については、６１５人の学生が２

ポートを受けながら開発に取り組

た。本学の教育活動が前進し、高

悪い評価は、社会的関心と本学の

０１７年度には参加。２０１２年

＊2

校教員や企業からも評価された結

活動との間に開きが生じていると

の実績があります。

本学の取り組みや教育・研究に

みました。この活動は、
「 GEDC

対する姿勢は、九州、西日本では

度と比べると５倍以上の数です。

エアバス・ダイバーシティ・アワー

＊1

30

受け止め、対処をしています。

人程度が参加しています。

Work
Abroad

一方、
「海外就業体験」には年間

留学生との
協働学習

本学は１９０９年に開学した技

3.自律的学習力
4.課題発見・解決力
5.デザイン力

術者養成を旨とする明治専門学校

Study
Abroad

認知されていますが、日本全国、
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1.多様な文化の受容
2.コミュニケーション力

的な指標としてランキング結果も

21

語学教育

GCEを構成する
５つの能力

活用しながら、入試説明会、高校

＊3 ＥＵ域内留学を支援する資金助成プログラム。

グローバル
教養教育

通して、積極的に認知の拡大に取

九州工業大学では学部学生の約６割が大学院に進学することから、
2012年度入学生を対象に、
６年一貫（学部４年＋大学院２年）の教育
プログラム「グローバル・エンジニア養成コース」
を新設。当初から６年を
一括りとすることで、
より体系的でシームレスな学びが実現でき、高度な
GCE（右図）
の獲得につながると期待されている。
英語能力試験のスコアがコース修了の要件で、海外留学を含めた国
際協働演習は必修。海外派遣プログラムは、異文化理解の海外留学と
いった学部低学年向けのものから、海外インターンシップや海外研究室
への中長期留学など、
より実践的なものまで準備されている。

GCE （Global Competency for Engineer）

り組んでいきます。

注 目！

６年一貫の教育プログラムにより
さらに多様なグローバル経験を

ド２０１７」を受賞することがで

▶海外学位取得者・外国出身者・
海外教育研究経験者比率20％
▶海外インターンシップ等参加学
生数の大学院修了者数に占める
割合80％以上

きました。エンジニアの国際的多

国際性

▶マレーシアプトラ大学と共同で海外教育研究拠点を設置。そこを起点に海
外インターンシップ受け入れ先企業の開拓や海外の大学との連携強化を推進
▶ダブルディグリープログラムやエラスムス・プラス＊3を活用した、留
学生の受け入れ、送り出し

こうした海外への学生の派遣で

▶産業界との協働による教
育プログラムを５つ以上開設

を前身とし、各時代において、ど

教育成果

▶産学連携教育審議会を設置。委員である大手企業の人事担当
や取締役から、社会で求められる人材について情報収集
▶世界トップレベルの研究実績を生み出す可能性のある６つの研
究分野を重点プロジェクトに集約し、
その研究成果を教育力に還元

世界となると、まだまだ不十分で

▶大学院進学者のうち、
グロー
バル・エンジニア養成コース受講
者60％以上
▶高次のアクティブ・ラーニング
科目20科目程度

様性が増すことへの本学の貢献が

教育
充実度

▶グローバル・エンジニアに必要な力として「ＧＣＥ」
を定め、育成
▶課外活動「学生プロジェクト」
を支援。主体的に課題を発見・解決
する力を育成
▶全学部・学科でJABEE認定を獲得し技術者教育の質保証を行う

は、マレーシアにある海外教育研

▶ 共同研究および受託研究
の受け入れ額（教員一人あた
り）
を20％程度増
▶国際共著論文数10％程度増

す。研究や教育のよさを示す客観

▶海外大学との共同研究を支援する国際ジョイントリサーチプログ
ラムを2016年度に開始。研究の活発化により良質な論文を増やす
▶2015年度に企業との共同研究講座を設置。企業から資金提供
を受けるとともに研究者を大学に受け入れ、教員と共同研究を行う

認められての受賞でしょう。

教育
リソース

究拠点（ MSSC）を有効活用

指標

こうしたグローバル化への対応

取り組み

重点度

訪問、海外での留学説明会などを

分野

▶学長企画室に評価担当を置き、
データの分析および、執行部、広報、入試等各部署への情報共有を行う
▶データの入力は評価担当、IR担当が行う

地域で確立した評価を
国内外に広めるために

取り組み体制

教育成果

海外の大学との大学間交流協定数／98件

のような技術者が活躍できるのか

70位

を考え、教育のあり方を変えてき

54.6

しています。これは２０１３年に

64.7

国際性

64.7

外国語で行われている講座の比率／2.2％

ました。現在は、専門性に加えて、

教育成果

29位

日本人学生の留学比率／9.0％

マレーシアプトラ大学と共同で設

36位

グローバル化への対応が不可欠で

88.0

置したもので、国立大学では本学

教育充実度

外国人学生比率／4.6％

す。そこで協働性、受容力、発言

＝67位

88.0 充実度

54.6

が初の試みです。海外学生派遣プ

24位

57.7

総合

教育

国際性

力といったグローバルに活躍する

66.3

教育リソース

その他指標

ログラムの学習拠点や、インター

順位

技術者に求められるコンピテン

スコア

学長

時 代の要 請 に 応 え 新 た な 教 育 を 提 供

57.7

グ ロー バルに 活 躍 す る 技 術 者 を 養 成

教育リソース

THE世界大学ランキング日本版2018の結果
分 野

九州工業大学

学生数／5653人 学部／工、情報工
大学院／工学、情報工学、生命体工学
●THE世界大学ランキング2018／801-1000位
●同アジア大学ランキング2018／251-300位
●同世界大学ランキング日本版2017／=28位
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