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社会的背景：日本と経済のグローバル化

少子高齢化と人口減少
日本の人口 1.2億人 → 0.8億人（50年後）

内閣府高齢社会白書より

グローバリゼーション：情報通信と交通
⼿段の格段的な技術⾰新により、⼈・モ
ノ・カネが国境を越えて⾃由に移動

出展：2010国勢調査e-ガイド
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/useful/u05.htm

出展 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:InternetPenetrationWorldMap.svg

世界の
インターネット
普及率

年齢3区分別人口の推移（1920年～2005年） 年齢区分別将来⼈⼝推計
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出展：平成26年版 高齢社会白書（全体版）
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/img/z1_1_03.gif



経済産業省外資系企業動向調査平成９年～２５年の報告書をもとに作成

外資系企業外国人従業者の推移
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日本企業の海外新規進出件数

高等科学技術人材の活躍の場は，
先進国に留まらず，新興国へも広がっている

人口減少後も経済活動維持のため日本の企業は海外へ市場を拡大
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出展：東洋経済オンライン：http://toyokeizai.net/articles/-/15578



日本から海外への留学者数の推移
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出展：文部科学省集計（平成27年2月）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/__icsFiles/afieldfile/2015/03/09/1345878_01.pdf
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グローバル理工人育成コース ４つのプログラム



グローバル理工人育成コース
目的と育成をめざす能力

目的：国境を越えて科学技術の発展に貢献する人材の育成

1.国際意識
グローバルな活躍への意識。
国際的な視点から，多面的に考えられる能力。

2.英語力・コミュニケーション能力
海外の大学等で勉学するのに必要な英語力。

3.異文化理解力・チームワーク力
国や文化の違いを超えて協働できる能力。

4.課題発見・解決力
複合的な課題について，制約条件を考慮しつつ， 解
決策を提示できる能力。

5.実践的能力
専門性を生かして，倫理観をもって主体的に行動でき
る能力。危機管理能力。

育成をめざす能力：
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コースを修了するには？

1.学科の卒業要件を満たしていること
2.コース指定科目を１６単位以上*取得していること

*学年により異なる
この中には，実践型海外派遣プログラムが含まれており，
2週間以上の留学やインターンが義務**づけられている。

**3年,4年次実施に限る

3.TOEICスコア 750点以上(TOEFL-iBTでは80点以上)
4.ポートフォリオへの必要事項記載
5.修了面接

教務WEBシステムより所属申請を行って下さい。

一年生：4月13日（月）～5月13日（水）

＊一年生以外：4月8日（水）～5月8日（金）

（既にコースに所属されている方は再登録の必要はありません。）

コースに所属するには？
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プログラム名 １〜３年次⽣ ４年次⽣ 学籍番号11_以前

国際意識醸成

Fゼミ 2単位以上 － －

理⼯系広域
科⽬ 1単位

1単位
（留学経験があった場
合は必須としない：０
単位）

1単位
（留学経験があった場合は
必須としない：０単位）

英語⼒・
コミュニケーション⼒
強化

4単位以上 4単位以上
4単位以上
（TOEFL
iBT80点以上⼜はTOEIC750
点以上のスコアを有している
場合は必須としない（→０単
位）

科学技術を
⽤いた
国際協⼒実践

⽂系・⽂明・総
合科⽬・創造性
育成科⽬

4単位以上 ４単位以上
（科⽬の読替可能）

基礎専⾨科⽬・
理⼯系広域科⽬ 2単位以上

合計 8単位以上
実践型海外派遣 1単位以上

合計 16単位以上 13〜14単位以上 9〜14単位以上

履修科目 （詳細別紙参照）

コース修了に向けたモデルスケジュール

10

国際意識醸成プログラム

Ｆゼミ 2単位

「グローバル理工人入門」または
「グローバル理工人概論」

１単位

英語力・
コミュニケーション力強化
プログラム

国際コミュニケーション
選択科目

４単位

科学技術を用いた国際
協力実践プログラム

文系・文明・総合・創造
性育成科目

4単位
以上

8単位
基礎専門・理工系広域
科目

2単位
以上

実践型海外派遣
プログラム

理工系科目・基礎専門科目 １単位

一年次又は
早めに履修

一年次

英語スコア：TOEFL iBT80点またはTOEIC750点
早めにクリアしておく。
E-learning や 検定試験受
験機会を提供しています。

履
修
し
た
コ
ー
ス
関
連
の
科
目
は
必
ず
学
期
ご
と
に

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
上
で
省
察
を
行
っ
て
下
さ
い
。

1～3年次に
早めに履修

３～4年次
に渡航

注：コース所属以前に履修したコース関連の科目もカウントされます。



ポートフォリオ

所属生は、ポートフォリオの活用によってグローバル理工人育成コースでの学習履歴を保
存し、その内容をいつでも振り返ることができます。 グローバル人材育成推進支援室が
コース修了に向けたアドバイスを行っています。
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コース所属のメリットは？

1.グローバル理工人になるために必要な特別なプログラムが
履修できる。⇒ 追加料金なし
(英語のe-learning受講やTOEFL-iBT受験を含む)

2.海外派遣に当たっては，JASSO(日本学生支援機構)からの

奨学金を優先的に受けられる。

4.グローバル理工人であることは，

就職の際のアピールポイント

興味のある学生は，迷わずに所属申請を！

3.様々なイベントに参加できる機会がある。→のちほど紹介

所属後、コースの教育プログラムの履修やポートフォリオへの記入
などコース参加の必須要件を満たすことで、以下のような特典が受
けられます。
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東工大の留学プログラム
活動内容
 留学体験
 施設訪問

 文化体験
 学生交流

インペリアルカレッジロンドン

バンドン工科大学

超短期：1ヶ月以内

・AYSEAS(アジアの東工大協定校）

・バンドン工科大学サマープログラムなど

・超短期派遣（約2週間）：夏季休暇・春期休暇中に開
催され、毎年それぞれ5月、11月に公募があります。

平成26年度実施

夏：フランス：パリ第六大学、アールゼメティエ、ダッソー社

スリランカ：ペラデニア大学

アメリカ：MIT、ジョージア工科大学

春：アメリカ：スタンフォード大学、ワシントン大学、

イギリス：サウザンプトン大、インペリアルカレッジ、NPL

シンガポール：南洋工科大学

オーストラリア：メルボルン大学

短期：２～３ヶ月 長期：１年
13

平成 26年度 超短期派遣プログラムの例

スリランカ

ペラデニア大学

米国

ワシントン大学

豪州

グレートオーシャンロード

シンガポール

南洋理工大学

活動の詳細は、留学フェア（４・２２）や個別報告会（５・１３、２０）でご紹介します。

個別の留学プログラムの活動報告書は、グローバル理工人育成コースのＨＰに掲載されています。
http://www.ghrd.titech.ac.jp/ 14



イギリス： インペリアル・カレッジ，ストラスクライド大学，ケンブリッジ大学
オックスフォード大学，ウォーリック大学，サザンプトン大学，他

フランス： パリテック（アール・ゼ・メチエ，エコール・デ・ミンヌ・ド・パリ ，
ポン・ゼ・ショセ，エコール・ポリテクニーク），パリ大学(VI)，他

ドイツ： アーヘン工科大学，ミュンヘン工科大学，他
オランダ： デルフト工科大学
イタリア： ミラノ工科大学，他
スイス： スイス連邦工科大学（チューリッヒ，ローザンヌ）
スペイン： マドリード工科大学

留学先の一例
（提携校：180校以上。内、授業料不徴収校約60校）

アメリカ： マサチューセッツ工科大学，
カリフォルニア大学バークレー校，
カリフォルニア工科大学，
ウイスコンシン大学，ジョージア工科大学，
ワシントン大学 ，ブラウン大学，
スタンフォード大学，ミネソタ大学，他

中国： 清華大学，香港科技大学，他
韓国： KAIST，他
シンガポール： シンガポール国立大学，南洋理工大学 15

オーストラリア： メルボルン大学，他
ニュージーランド： オークランド大学

コース所属の先輩たちの活躍
海外派遣プログラムへの参加をきっかけに、
オバマ大統領に会いました！（２０１４年４月）

日本科学未来館にてアシモを紹介。自身の研究や将来の夢などに
ついて大統領に直接説明。
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コースの先輩たちの進路
平成25年度の修了生36名の内、
• ７名が長期留学

 内、２名がトビタテ留学JAPANの奨学金授与
 ５名が派遣交換留学（KAIST、スイス連邦工科大学、デルフト工科大学、

カリフォルニア大学バークレー校、シンガポール国立大学）
 １名が学位留学（ワシントン大学）
 １名が研究留学（ブラウン大学）

平成26年度の修了生41名の内、
• 12名が派遣交換留学留学

 ジョージア工科大学、カリフォルニア大学
バークレー校、スイス連邦工科大学、
スウェーデン王立工科大学、
南洋理工大学

 内、４名がトビタテ留学JAPANの
奨学金授与
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コース先輩たちの夢
写真とコメントは直接関係ありません。

専門である高分子の知識を
活かし、将来は人々の
暮らしに直結する
新しい材料を作りたい。

命を救うことのできる
製薬業界等で

海外で活躍する
研究者を目指し、

欧米で学位を取りたい

情報技術を用いて
国際社会の問題を
解決するために、
国際機関に就職

電気電子分野の専門性
を活かし、途上国において
電気・通信・ネットワーク
等のインフラ整備に関わる
社会貢献を行いたい

コースの所属生・修了生の活動は、グローバル理工人育成コースのＨＰに掲載されています。
http://www.ghrd.titech.ac.jp/
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所属から修了までの流れ
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時期 内容

毎学期（４月、１０月頃） 所属申請

５月、１１月 所属通知（本所属・仮所属）

所属～修了申請前 ポートフォリオの作成

所属～修了申請前 関連科目の受講

７～８月、１～２月 修了申請

７～８月、１～２月
ポートフォリオによる最終自己評価
（４年次）

９月、２月 修了面接（４年次）

９月、３月 修了審査（４年次）

９月、３月 修了認定（４年次）

９月、３月
学位記とあわせ、グローバル理工人コース
修了証書授与（４年次）

Explore and Discover
世界へ飛び出せ！
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http://www.nikkei.com/news/image-
article/?R_FLG=0&ad=DSXBZO781225
5007102014I00001&bf=0&dc=1&ng=
DGXLASDC07011_X01C14A0I00000&z
=20141007

blogimg.goo.ne.jp

貴方の顔を
入れてみましょう

www.facebook.com

本コースの所属を本学での学び活動の場を世界に広げるきっかけに

本コースに関する情報は、随時専用ＨＰにてアップされています。
「グローバル理工人」で検索して下さい。


