
　●多様性

　　①教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任教員等の割合

（各年度5月1日時点）

用語 定義

外国人教員等

　うち外国籍教員 学校基本調査「学生教職員等状況票」の本務者のうち、「外国人」の値

　うち外国の大学で学位を取得

　した日本人教員

外国の大学の学位を保有する日本人教員（特定有期雇用職員、短時間勤務特

定有期雇用職員を含む）

　うち外国で通算１年以上３年未満

　の教育研究歴のある日本人教員

前職等での経歴も含め、外国で通算１年以上３年未満の教育研究歴のある日

本人教員（特定有期雇用職員、短時間勤務特定有期雇用職員を含む。ただ

し、学生時代の留学は教育研究歴に含まない）

　うち外国で通算３年以上の教育研

　究歴のある日本人教員

前職等での経歴も含め、外国で通算３年以上の教育研究歴のある日本人教員

（特定有期雇用職員、短時間勤務特定有期雇用職員を含む。ただし、学生時

代の留学は教育研究歴に含まない）

全専任教員数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の教員数（本務者）の合計値（特定有

期雇用職員、短時間勤務特定有期雇用職員を含む）

　　②職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任職員等の割合

（各年度5月1日時点）

用語 定義

外国人職員等

　うち外国籍職員 外国籍の職員（特定有期雇用職員を含む）

　うち外国の大学で学位を取得

　した日本人職員
外国の大学の学位を有している日本人職員（特定有期雇用職員を含む）

　うち外国で通算１年以上の職務・

　研修経験のある日本人職員

学生時代の留学や前職等での経歴を含め、外国で通算１年以上の勤務・研修

経験のある日本人職員（特定有期雇用職員を含む）

全専任職員数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の職員数（本務者）の合計値（特定有

期雇用職員を含む）

　　③教職員に占める女性の比率

（各年度5月1日時点）

用語 定義

女性教員
学校基本調査「学生教職員等状況票」の教員数（本務者）のうち女性の合計

値（特定有期雇用職員、短時間勤務特定有期雇用職員を含む）

全専任教員数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の教員数（本務者）の合計値（特定有

期雇用職員、短時間勤務特定有期雇用職員を含む）

各指標の定義について巻末資料

国際化関連
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女性職員
学校基本調査「学生教職員等状況票」の職員数（本務者）のうち女性の合計

値（特定有期雇用職員を含む）

全専任職員数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の職員数（本務者）の合計値（特定有

期雇用職員を含む）

　　④全学生に占める外国人留学生の割合

（各年度5月1日時点）

用語 定義

外国人留学生数

　うち在留資格が「留学」の者
学校基本調査「外国人学生調査票」の国費留学生及び私費留学生の合計値

（科目等履修生・聴講生・研究生を含む）

　うち在留資格が「留学」以外の者

学校基本調査「外国人学生調査票」の留学生以外の外国人学生の合計値（科

目等履修生・聴講生・研究生を含む。永住者及び特別永住者を除く。在留資

格が、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』等の者は

含む。）

全学生数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の学生数の合計値（科目等履修生・聴

講生・研究生を含む）

（各年度通年）

用語 定義

外国人留学生数
学校基本調査の定義に基いた１年間の延べ数（当該年度中に在籍記録のある

外国人学生の総数）（ショートステイの留学生を含む）

　うち在留資格が「留学」の者 ５月１日現在の数値に、秋入学の外国人留学生数を追加

　うち在留資格が「留学」以外

　の者

５月１日現在の数値に、以降の入学数を追加

（永住者及び特別永住者を除く。ただし、在留資格が『日本人の配偶者

等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』等は含む。）

全学生数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の学生数の合計値（科目等履修生・聴

講生・研究生を含む）

　●流動性

　　①日本人学生に占める留学経験者の割合

（各年度通年）

用語 定義

単位取得を伴う海外留学経験者数

　うち学部

　うち大学院

該当年度に帰国または出発した学生について

①学部生は、単位認定をした日本国籍の交換留学、休学留学、ショートビ

ジット、スタディツアー、日本語教育インターンシップ（単位認定あり）が

対象。

大学院生は、日本国籍の単位認定をした交換留学、国際機関インターンシッ

プ、大学院生向けTUFS Joint Education Program、日本語教育インターン

シップ、ショートビジット、スタディツアーが対象。このうち、単位取得者

の数を算出する。

②　①に、前年度以前に留学し本年度に単位認定されたものを加える。

③　②から本年度に二度の留学をし、２回とも単位取得しているものを差し

引く。
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全学生数

　うち学部

　うち大学院

教員の指導の下、３ヶ月以上研究派遣さ

れた大学院生数

協定校への交換留学者、研究自由留学、長期JEP、国際機関インターンシッ

プをした者の数を合算する。日本国籍を持たないものは含まない。コチュテ

ルや研究委託の数を加える。日本学術振興会の特別研究員等で該当者がいる

場合は加える。

　　②大学間協定に基づく交流数・派遣日本人学生数

（各年度通年）

用語 定義

大学間協定に基づく派遣日本人学生数

　うち単位取得を伴う学部生数

日本国籍を持つ単位認定済み交換留学、ショートビジットの日本国籍を持つ

単位認定済み参加者数を合計し、協定に基づき二度の留学をして２回とも単

位認定をしている学生を差し引く。

※前年度から継続して留学している者や翌年度にかけて留学している者を含

む。

　うち単位取得を伴わない学部生数

交換留学生で単位認定が未済のものから、日本国籍以外の学生を引いた数を

算出。これにショートビジットで単位認定のなかった日本国籍を持つ学生を

加える。

　うち単位取得を伴う大学院生数

日本国籍を持つ単位認定済み交換留学、ショートビジット、協定校への

JEP(非協定校除く）の日本国籍を持つ単位認定済み参加者数を合計し、協定

に基づき二度の留学をして２回とも単位認定をしている学生を差し引く。

※前年度から継続して留学している者や翌年度にかけて留学している者を含

む。

　うち単位取得を伴わない大学院生数

交換留学生で単位認定が未済のものから、日本国籍以外の学生を引いた数を

算出。これにショートビジットで単位認定のなかった日本国籍を持つ学生を

加える。

大学間協定に基づく受入外国人留学生数

　うち単位取得を伴う学部生数 当該年度年度受入学生の中で成績発行を行った学生。

　うち単位取得を伴わない学部生数

　うち単位取得を伴う大学院生数 当該年度年度受入学生の中で成績発行を行った学生。

　うち単位取得を伴わない大学院生数

全学生数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の学生数の合計値（科目等履修生・聴

講生・研究生を含む）

　●語学力関係

　　①外国語による授業科目数・割合

（各年度通年）

※学部・大学院の両方に開かれた授業であっても、学部または大学院のいずれかで１科目として計上

学校基本調査「学生教職員等状況票」の学部/大学院 学生数から「外国人学

生調査票」の学部/大学院 留学生数を引いた値（科目等履修生・聴講生・研

究生を含む）。全学生数と、日本国籍を有し正規課程に在籍する学生で、か

つ、単位取得を伴う留学を経験した学生の数を記入。永住者・特別永住者も

除く。

49



用語 定義

外国語による授業科目数

　うち学部
学部の教育課程（4年間）で開設される外国語（英語を含む）による授業科

目数（語学としての授業及び外国語学部は除く）

　うち大学院
総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開設される外国語（英語を含む）

による授業科目数（語学としての授業は除く）

英語による授業科目数

　うち学部
学部の教育課程（4年間）で開設される英語による授業科目数（語学として

の授業及び外国語学部は除く）

　うち大学院
総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開設される英語による授業科目数

（語学としての授業は除く）

全授業科目数

　うち学部
学部の教育課程（4年間）で開設される総授業科目数（語学としての授業を

含む。外国語学部は除く。）

　うち大学院
総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開設される総授業科目数（語学と

しての授業を含む）

　　②外国語のみで卒業できるコースの数等

（各年度5月1日時点）

用語 定義

外国語のみで卒業できるコースの設置数

　うち学部 外国語のみで卒業できる学部のコースの設置数

　うち大学院 外国語のみで卒業できる大学院のコースの設置数

全学位コースの設置数

外国語のみで卒業できるコースの在籍者

数

　うち学部 外国語のみで卒業できる学部のコースの在籍者数

　うち大学院 外国語のみで卒業できる大学院のコースの在籍者数

全学生数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の学生数の合計値（科目等履修生・聴

講生・研究生を含む）

　　③学生の語学レベルの測定・把握、向上のための取組

（各年度通年）

用語 定義

外国語力基準を満たす学生数

　うち学部 5月１日現在在籍者のうち、TOEIC800点（相当）を満たす学部学生数

　うち大学院 5月１日現在在籍者のうち、TOEIC800点（相当）を満たす大学院学生数

全学生数

　うち学部
学校基本調査「学生教職員等状況票」の学部学生数（科目等履修生・聴講

生・研究生を含む）

　うち大学院
学校基本調査「学生教職員等状況票」の大学院学生数（科目等履修生・聴講

生・研究生を含む）
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　●教務システムの国際通用性

　　①ナンバリング実施状況・割合

（各年度5月1日時点）

※学部・大学院の両方に開かれた授業であっても、学部または大学院のいずれかで１科目として計上

用語 定義

ナンバリングを行っている授業科目数

　うち学部
学部の教育課程（4年間）で開設されるナンバリングを行っている授業科目

数（外国語学部は除く）

　うち大学院
総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開設されるナンバリングを行って

いる授業科目数

全授業科目数
学部の教育課程（4年間）及び総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開設

される総授業科目数（外国語学部は除く）

　　②シラバスの英語化の状況・割合

（各年度5月1日時点）

※学部・大学院の両方に開かれた授業は、ダブルカウントする

用語 定義

シラバスを英語化している授業科目数

　うち学部
学部の教育課程（4年間）で開講されるシラバスが英語化されている授業科

目数（外国語学部は除く）

　うち大学院
総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開講されるシラバスが英語化され

ている授業科目数

全授業科目数
学部の教育課程（4年間）及び総合国際学研究科の教育課程（計5年）で開講

される総授業科目数（外国語学部は除く）

　●大学の国際開放度

　　①奨学金支給の入学許可時の伝達

（各年度通年）

用語 定義

外国人留学生への奨学金支給の入学許可

時の伝達数

入学許可前に伝達が可能なJASSO奨学金及び大学独自の奨学金の受給者が対

象

奨学金を取得した外国人留学生数
JASSO海外留学支援制度、国際交流基金、国費大学推薦、授業料減免、公益

財団ほか、奨学金受給者と授業料減免適用者の重複を確認し、実数を計上

　　②混住型学生宿舎の有無

（各年度5月1日時点）

用語 定義

混住型学生宿舎に入居している外国人留

学生数
国際交流会館１号館に入居している外国人留学生数

留学生宿舎に入居している外国人留学生

数
国際交流会館１～３号館に入居している外国人留学生数の合計値

混住型宿舎に入居している日本人学生数 国際交流会館３号館に入居している日本人学生数
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全日本人学生数

学校基本調査「学生教職員等状況票」の学部及び大学院学生数から「外国人

学生調査票」の合計数を引いた値（科目等履修生・聴講生・研究生は含まな

い）

　●年俸制の導入

（各年度5月1日時点）

用語 定義

年俸制適用者（教員）数
専任教員の年俸制適用者と特定有期雇用職員（特定教員・特定外国語教員）

の人数

全専任教員数 学校基本調査「学生教職員等状況票」の教員数（本務者）の合計値

年俸制適用者（職員）数 特定有期雇用職員（事務系・特定研究員）の人数

全専任職員数 学校基本調査「学生教職員等状況票」の職員数（本務者）の合計値

　●テニュアトラック制の導入

（各年度通年）

用語 定義

テニュアトラック対象者数 年間専任教員採用者数のうち、テニュアトラック対象者として採用した者

年間専任教員採用者数 当該年度における専任教員の新規採用者数

　●事務職員の高度化への取組

（各年度5月1日時点）

用語 定義

外国語力基準を満たす専任職員数
TOEFL(iBT) 65以上、 TOEIC 600以上、 IELTS 5.5以上、英検 準１級以上

のいずれかを満たしている職員数（本務者）の合計値

全専任職員数
学校基本調査「学生教職員等状況票」の職員数（本務者）の合計値（特定専

門職員を含む）

　●学生の主体的参加と大学運営への反映の促進

（各年度通年）

※学部・大学院の両方に開かれた授業は、ダブルカウントする

用語 定義

学生による授業評価実施授業科目数

　うち学部
当該年度に学部で開講された授業科目のうち、授業評価が実施された授業科

目数（外国語学部は除く）

　うち大学院
当該年度に総合国際学研究科で開講された授業科目のうち、授業評価が実施

された授業科目数

ガバナンス改革関連

教育改革関連
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全授業科目数
当該年度に学部及び研究科で開設され、履修者がいた授業科目の合計数（外

国語学部は除く）

　●TOEFL等外部試験の学部入試への活用

（各年度通年）

用語 定義

対象学部入学定員数
TOEFL等外部試験の活用した学部入試の入学定員（該当する定員が、若干名

の場合は入学者数をカウント）

入学定員数 学部の全入学定員数

　●語学力（語学力に関するチャレンジ目標達成者）

（各年度通年）

用語 定義

チャレンジ目標達成者数

①３月の学部卒業生に占める、TOEIC900点以上、その他語学試験で

TOEIC900点以上に相当するスコア取得者

②３月の学部卒業生に占める、TOEIC800点相当以上、かつ、たふれこに登

録されているCEFR-J判定の5技能のうち、どれか一つでもC1以上に相当する

スコア取得者　をカウントする

学部卒業生数 ３月学部卒業生数

　●Joint Education Program 開設数

（各年度通年）

用語 定義

Joint Education Program 開設数 学部及び大学院のJoint Education Program 開設数

　●留学200%達成者

（各年度通年）

用語 定義

留学200%達成者
学部卒業生に占める二度の留学経験者。留学の定義は、留学白書に掲載して

いるものすべて。学生の国籍及び単位取得の有無は問わない。

学部卒業生数

大学独自の成果指標
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　●本学学生の全世界的展開

（各年度通年）

用語 定義

各地域への留学生数

本学学部・大学院からの留学生の留学先を地域別に分類する。留学の定義は

留学白書に掲載しているものすべて。学生の国籍及び単位取得の有無は問わ

ない。２回留学した場合は２回とも数えるが、一度の留学で２か国・地域を

訪れた場合は、最初に留学した地で数を算出する。

　●Global Japan Office の設置数

（各年度通年）

用語 定義

Global Japan Office の設置数 Global Japan Office の設置数（Global Japan Deskを含む）
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