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「総合的な教育改革」 

「思い切った取組を、逐次であれ すみやかに実行」 

「秋入学構想の実現に向けた重要なステップ」 

４ターム（学期）制 
＋ 

教育の内容・方法にかかわる全学的な教育改革 
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育成する 
能力 

③

高
度
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②

実
質
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①

国
際
化 

 ４ターム制の導入（新たな教育カリキュラムを支える学事暦） 

学務システム改革（４ターム制のアカデミック・カレンダー、GPA 

活用による学習支援、科目ナンバリング、進学振分け改革等に対応） 

 ＩＣＴの基盤整備（e-learning、双方向授業、遠隔授業等） 

新たな後期課程進学制度 

FLY Program 

専門教育と有機的に
結合する教養教育 

学部・大学院を一貫 
した教育プログラム 

双方向授業 

分野横断型プログラム 

体験活動プログラム 
の拡充 

Global Leader 
Education Program 

初年次・少人数
チュートリアル授業 

主体的な学びの促進 

質の向上・量の確保 

一貫した学士課程教育 

４年間を通じた高度教養教育 

イノベーション創出を促す専門教育 

トップ層をさらに伸ばす 

短期派遣・受入
プログラム 

全学生に国際的な
学習機会の提供 厳格な成績評価 

アーリー・エクスポージャー 

e-learningと組合せた
能動的授業 

国際流動性の向上 

グローバルキャンパスの実現 

学習機会の多様化 

習熟度別授業 

分野別展開演習 

GPAを活用した学習支援 

アクティブラーニング・ 
アクションラーニング 

推薦入試の導入 

教育資源の有効活用（教室・実験設備等の再編、図書館機能の充実、 

教育活動を支える戦略的な人事システム、教育力の向上を促すＦＤ活動等） 

評価機能・体制の充実（可視化指標による客観的な改革評価） 

 グローバル化に向けた環境整備（全学サマープログラム等の運営 

システムの構築、国際交流スペース等の施設整備等） 

３つの柱を支える基盤整備 

よりグローバル、よりタフな 
人材の輩出 

育成する人材像と改革の３つの柱 

全学交換留学 
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１ 2 4 10 6 

                                   
ターム（冬） 
（続） ターム（冬） ターム（夏） 

                                                                  
Ｓ１ 
ターム 

Ｓ２ 
ターム 

Ａ１ 
ターム 

現 行 

４Ｔ＋S 

４Ｔ 

                          
Ｓ１ 
ターム 

Ａ１ 
ターム 

Ａ２ 
ターム 

Ｗ 
ターム 

                                   ① 8/31-12/2 
② 
（続） 

② 1/9-4/23 

                                   ① 8/18-12/16 
② 
（続） 

② 1/10-5/11 

                                   
① 10/4-

12/2 
③ 4/24-

6/15 
② 1/17-

3/16 

                                   
① 10/9-

12/3 
③ 4/22- 

6/26 
② 1/15-

3/10 

イェール大学（米） 

UCバークレー（米） 

ケンブリッジ大学（英） 

オックスフォード大学（英） 

（※）各大学のウェブサイトより（2011-2012年度） 

４
タ
ー
ム
化 

 

海
外
の
大
学
の
学
事
暦
の
例 

Ａ２ 
ターム 

5 7 11 9 8 3 12 

4T ：  法学部、文学部、経済学部、教養学部、教育学部 
4T+S ： 医学部、工学部、理学部、農学部、薬学部 

＊ 教育上の配慮から学部により移行的な措置をとる場合があります 

４ターム制の導入 

（※） 

平成２７年度に全学部で導入 
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全学レベルの交換留学 

 協定校（学生交流覚書を締結している海外の大学）との間で、全学レベルの学生交流により１学期～
１年の派遣・受入れを行う留学プログラム。各部局が実施する交換留学に加えて、全学の学生（特に学
部学生）を対象とする制度として正式に立ち上げた。 

国・地域 協定校 国・地域 協定校 国・地域 協定校 

台湾 国立交通大学 カナダ トロント大学 フランス エコール・ポリテクニーク 

台湾 国立台湾大学 カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 フランス EHESS（社会科学高等研究院）   

中国 上海交通大学 カナダ マギル大学 フランス ストラスブール大学 

中国 清華大学 米国 イェール大学 フランス パリ政治学院（シアンスポ） 

中国 南開大学 米国 プリンストン大学 ドイツ ケルン大学 

中国 北京大学 オーストラリア アデレード大学 ドイツ ベルリン自由大学 

香港 香港大学 オーストラリア オーストラリア国立大学 ドイツ ミュンヘン・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 

韓国 高麗大学校 オーストラリア クィーンズランド大学 オランダ フローニンゲン大学 

韓国 ソウル大学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ大学 ロシア サンクトペテルブルク大学 

韓国 浦項工科大学校 オーストラリア メルボルン大学 スウェーデン ウプサラ大学 

韓国 延世大学校 オーストラリア モナシュ大学 スウェーデン スウェーデン王立工科大学 

シンガポール シンガポール国立大学 デンマーク コペンハーゲン大学 スウェーデン ストックホルム大学 

ブラジル サンパウロ大学 フィンランド ヘルシンキ大学 スイス スイス連邦工科大学チューリッヒ 

チリ チリ大学 英国 サウサンプトン大学 

チリ チリ・カトリック大学 英国 シェフィールド大学 

派遣実績  ：  平成２３年度 ８名  →  平成２６年度 ７４名 
受入実績  ：  平成２３年度 ４名  →  平成２６年度 ５５名（予定） 

＜平成２３年度開始＞ 

協定校一覧 （１９ヶ国・地域、４３協定校） （平成２６年８月現在） 
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PEAK -Programs in English at Komaba- 

～学部段階での初の秋入学～ 

 教養学部に開設された英語による授業科目のみからなる学位プログラム 

■ プログラムの構成 

  前期課程    「国際教養コース」 (International General Education Program) 
（１年、２年） 

  後期課程    「国際日本研究コース」 (International Program on Japan in East Asia) 
（３年、４年）       「国際環境学コース」 (International Program on Environmental Sciences) 

■ 入学者数 

  平成２４年度 ： ２７名 
  平成２５年度 ： ２３名 
 
 
■ 基本的に初等・中等教育を日本語以外

で履修した学生を対象とし、書類と面接
審査によるアドミッション・オフィス（AO）
入試により選抜。 

詳細は東京大学教養学部ウェブサイトに掲載 （ http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/ ） 

＜平成２４年１０月開始＞ 

http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/
http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/
http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/
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プログラムの例 
平成２５年度実績 

（平成25年10月21日現在） 

＜参考＞ 

平成２４年度実績 

国内での活動 

・農業体験と漁業体験 
・障がいという個性に触れよう 
・復興まちづくりの業務体験 
・陶板複製名画美術館を体験する 
   以上の他47プログラムを実施 

全51プログラム 
募集人数：384名 
参加人数：127名 

全34プログラム 
募集人数：385名 
参加人数：  90名 

海外での活動 

・オーガニック牧場での Sustainable agriculture 体験 （アメリカ） 
・フランス中世のゴシック大聖堂の実施調査 （フランス） 
・新興国インドでのマーケティングリサーチ （インド） 
   以上の他21プログラムを実施 

全24プログラム 
募集人数：166名 
参加人数：160名 

全13プログラム 
募集人数：79名 
参加人数：86名 

学内での 
研究室体験活動 

・微生物バイオテクノロジー体験 
・知能移動ロボットの行動と制御 
・ラボで宇宙プラズマを体験する 
   以上の他36プログラムを実施 

全39プログラム 
募集人数：171名 
参加人数：  40名 

― 

計 
全114プログラム 
募集人数：721名 
参加人数：327名 

全47プログラム 
募集人数：464名 
参加人数：176名 

■ 体験活動プログラム 

 学部前期・後期課程の学生を対象とし、大学生活とは異なった考え方や発想、行動様式または価値観と触れ合うた
めの多様な形態と内容のプログラムを実施。夏季休業期間の１週間程度のプログラムが中心。 

■ その他の取組例 

 ＪＩＣＡ（国際協力機構）と連携し、学部前期・後期課程の学生を対象としてネパール、スリランカ、タンザニアにおけ
る約１ヶ月間の短期ボランティア派遣プログラムを実施（平成２４年度に開始し、同年度には約３０名が参加）。 

体験活動の推進事業 
＜平成２４年度開始＞ 
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初年次長期自主活動プログラム 
（ FLY Program -Freshers’ Leave Year Program- ） 

 

 経済的な支援 
有意義な活動への積極的な取組みを支援する観点から経費の一部を支援（上限額５０万円） 

 

 活動状況 
平成２５年度は１１名（男性９名、女性２名）、平成２６年度は８名（男性７名、女性１名）が海外を中心に活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後援団体 
産業界１１団体、非営利団体４団体、公的機関（文部科学省）の計１６団体 

詳細は東京大学教養学部ウェブサイトに掲載（ http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fly/index.html ） 

活動地域の例 

アジア（インド、マレーシアなど） 

オセアニア（オーストラリア） 

北米（アメリカ、カナダ） 

ヨーロッパ（イギリス、フランス、ドイツ
など） 

国内（東北地方） 

活動の種類の例 

海外語学研修 

海外ボランティア 

海外就労体験 

海外サマースクール 

国内ボランティア（震災復興支援、
医療分野） 

活動のテーマの例 

語学を磨き、同時に建築学にも触れるため
にドイツの大学に約半年滞在し学ぶ。 

海外でのボランティア活動や旅行を通じて、
異文化や国際社会への理解を深め、外国
語によるコミュニケーション能力を高める。 

海外での長期滞在を通した異文化交流と
日本文化の再認識。 

 入学した直後の学生が、自ら申請して１年間の特別休学を取得したうえで、自らの選択に基づき、
本学以外の場においてボランティア活動や就業体験活動、国際交流活動など、長期間にわたる社
会体験活動を行い、そのことを通じて自らを成長させる自己教育のための仕組。 

＜平成２５年度開始＞ 

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fly/index.html
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fly/index.html
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fly/index.html
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大規模公開オンライン講座（MOOC） 

 国境を越え世界に最先端の知を届ける方法のひとつとして、平成25年9月よりコーセラ社
（Coursera）のプラットフォームを利用して、英語でのMOOC配信の実証実験を開始。 

詳細は東京大学ウェブサイトに掲載 （ http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html ） 

 MOOC提供の取り組みをさらに発展させるために、エデックス（edX）と配信協定を締結。
ハーバード大学、MITと協力して近現代の日本に関する連携講座シリーズ「ビジュアライ
ジング・ジャパン（Visualizing Japan）」を開発。平成26年秋より順次提供予定。 

 村山 斉 （カブリ数物連携宇宙研究機構 機構長・特任教授） 
「ビッグバンからダークエネルギーまで（From the Big Bang to Dark Energy）」 
※平成25年9月3日～10月8日 

 藤原 帰一 （大学院法学政治学研究科 教授）  
「戦争と平和の条件（Conditions of War and Peace）」 
※平成25年10月15日～12月2日 

世界150か国以上から8万人以上が登録、約5,400人が修了 
平成26年度は上記に加え、経済学分野、情報学分野の新規2講座を開講予定 

履修者の学習状況や成績の分布などの研究を進めるとともに、オンライン講座と対面授業を
組み合わせる「反転授業 (Flipped Classroom)」についても試行的実践と評価を行う 

＜平成２５年度開始＞ 

http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
https://www.edx.org/
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大規模公開オンライン講座（MOOC） 

 平成２６年度配信講座 

詳細は東京大学ウェブサイトに掲載 （ http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html ） 

 

 藤原 帰一 （大学院法学政治学研究科 教授）  
「戦争と平和の条件（Conditions of War and Peace）」 
※平成26年11月～（再配信） 

＜平成２５年度開始＞ 

 村山 斉 （カブリ数物連携宇宙研究機構 機構長・特任教授） 
「ビッグバンからダークエネルギーまで（From the Big Bang to Dark Energy）」 
※平成26年8月5日～ (再配信） 

 五十嵐 健夫 （大学院情報理工学系研究科 教授 
   「Interactive Computer Graphics」 

※平成26年8月5日～ 

 吉見 俊哉 （大学院情報学環 教授）  

  「ビジュアライジング・ポストウォー・トーキョー Part 1（Visualizing Postwar Tokyo Part1）」 

  ※平成26年11月4日～ 

  「ビジュアライジング・ポストウォー・トーキョー Part 2（Visualizing Postwar Tokyo Part2）」 

  ※平成27年1月6日～ 

http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/mooc_j.html
https://www.edx.org/


12 

大規模公開オンライン講座（MOOC） 

 JMOOC（日本オープンオンライン教育推進協議会） 

＜平成２５年度開始＞ 

• 日本版MOOCの普及・拡大を目指し、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協
議会（略称JMOOC）が日本全体の大学・企業の連合による組織として平成25年に設立 

• 東京大学として、JMOOCに加盟し、地域MOOCの普及啓発に賛同 

平成２６年度東京大学教員の配信講座 
 
 日本中世の自由と平等  
  本郷和人教授（史料編纂所） 
  平成26年4月14日～6月30日（配信終了） 
 
 インタラクティブ・ティーチング 
  栗田佳代子特任准教授、中原准教授 他 
  （大学総合教育研究センター） 
  平成26年11月19日～  
  大学教員養成講座：教えることの奥深さ、 
  面白さを伝える。反転授業あり。 
  

 

• 配信機関 gacco（ガッコ）にて無償で講座を公開 
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国際社会における指導的人材の育成を目的として、学部学生を対象に行う特別教育プログラム  

東京大学グローバルリーダー育成プログラム 
（ GLP -UTokyo Global Leadership Education Program- ） ＜平成２６年度開始＞ 

詳細は東京大学ウェブサイトに掲載（ http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/h01_glp01_j.html ） 

ＧＬＰⅡ ＜学部３-４年次＞ 

ＧＬＰⅠ ＜学部１-２年次＞ 

 トライリンガル・プログラム（ＴＬＰ）などの
ＧＬＰ指定科目を選択的に履修 

実践的外国語能力の獲得 
グローバル教養の涵養 
実践力・課題解決能力の育成 

入学試験（前期日程）の英語成績が優秀であった学生を
対象に、日本語と英語に加えて３つめの言語を使いこな
せる人材を育成（当面は中国語のプログラムを実施）。 
２年次に選抜された特に優秀な学生は、中国の大学で
行うサマープログラムに参加できる。 

自身の関心ある地球規模の課題
について研究テーマを設定し主
体的に学修を進める 

授業は全て外国語で行う 

語学力や意欲等により１００名程度を選抜 

※平成２８年度開始 

■グローバルリーダー講義 
世界で通用する企業家、国際的専門家による講義 

■グローバルリーダー実践研究 
学生自身がテーマを設定し学修計画を立案、実践、成果発表を行う 

■ＧＬＰサマープログラム  ■ＧＬＰ共通授業科目 
アクチュアルな課題に対する実践的な問題解決力を養成 

http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/h01_glp01_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/h01_glp01_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/h01_glp01_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/h01_glp01_j.html
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外国語 語学力証明 
TOEFL・英検・ IELTS  
TestDaf・ DELF・DALF  

HSK など 

留学経験、国際通用性の
ある入学資格試験の成績 
国際バカロレア、SATなど 

在学中に執筆・発表した論
文や「総合的な学習の時

間」による成果など 

各種科学オリンピックに 

おける受賞歴など 

推薦入試の導入 
～自ら課題を発見し、創造的に解決できる人材を見出し育てる～ 

募集人員 （合計100名） 

法学部 

文学部 

教養学部 

理学部 

薬学部 

医学部 

10人程度 

10人程度 

  5人程度 

10人程度 

  5人程度 

  5人程度 （うち、医学科3人程度、健康総合科学科2人程度） 

経済学部 

教育学部 

工学部 

農学部 

10人程度 

5人程度 

30人程度 

10人程度 

 合否判定は、出願書類の内容、面接等の審査結果および大学入試
センター試験(受験を要する教科・科目については別紙を参照）の成績
を総合的に評価して行う。 
 大学入試センター試験は、入学後の学修を円滑に行い得る基礎学力
を有しているかどうかを判断する観点から、概ね８割（720点、ただし医学
部医学科については780点）以上の得点であることを目安とする。 
 

 
 文科一類・文科二類・文科三類・理科一類・理科二類・理科三類の６つ
の科類のうち、志望学部が指定する科類に分かれ、教養学部に所属して
前期課程の学修を行う。 

 前期課程では、志望分野に対する関心や学ぶ意欲にきめ細かく答える
ことが可能となるよう、早期に専門教育に触れる機会の提供や、教員から
個別に助言、支援を受けられる学修環境が用意される。 

 学校長の推薦で、各校より男女各１人、合計２人まで（男女い
ずれのみしか在籍しない学校は１人）が出願できる。推薦要件
は各学部ごとに異なる。 
 推薦要件に合致することを具体的に証明する書類として、例
えば以下のようなものを求める。 

推
薦
入
試
の
な
が
れ 

   7月         

 11月上旬       

 11月中旬   

 11月下旬 

 12月中旬  

   1月 

  2月上旬 

入学者選抜要項、募集要項の公表 

入学願書受付 

書類審査の実施 

第１次選考合格者の発表 

面接等の実施 

大学入試センター試験 

最終合格者の発表 

H27年 

推薦要件 

入学後の学修 

入学者選抜方法 

※ その他、社会貢献、芸術・文化・スポーツなどでの意欲的な活動など 

H28年 

 多様な学生構成の実現と学部教育の更なる活性化を目指し 、平成２８年度入試から
日本の高等学校等の生徒を対象に推薦入試を 実施。  

＜平成２８年度開始＞ 
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海外大学等との連携の下、短期プログラムを展開 

国際的な教育プログラムの展開 

主な（海外実施・派遣）プログラムの例  （平成２６年度） 申請者数 採択数 

東京大学奨学金付き夏季短期留学プログラム2014（第1回） ＜海外大学の既存サマープログラム等への派遣＞ 

IARU Global Summer Program、卒業生有志奨学金プログラム、GEｆILプログラム など ３５プログラム 
163 156 

東京大学奨学金付き夏季短期留学プログラム2014（第2回） ＜作り込み・カスタマイズ型＞ 

香港大・東大合同サマープログラム、シェフィールド大学サマープログラム など ５プログラム 
104 88 

東京大学-南京リベラルアーツ・学生交流プログラム 42 26 

東京大学-プリンストン大学学部学生交流プログラム 16 5 

ハワイ大学-東京大学合同セミナー「西洋と東洋の比較思想」 14 7 

（平成２６年８月現在） 

主な（東大実施・受入）プログラムの例  （平成２６年度） 申請者数 採択数 

The University of Tokyo Research Internship Program (UTRIP)  495 30 

The University of Tokyo Summer Internship Program in Kashiwa (UTSIP Kashiwa) 237 29 

UTokyo Innovation Summer Program 498 60（含東大生30） 

IARU Global Summer Program 45 42 

UTokyo-NTU(National Taiwan Univ) Joint Summer Program (Tokyo Round) - 24（含東大生12） 

Media Mix Summer Program, The University of Tokyo 308 44（含東大生15） 
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卒業生室の活動 
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 TFT：東大卒業生のオンラインコミュニティ 

個人登録数 31,880人 （2014年8月現在） 

 

 東大校友会登録団体数 263団体（2014年8月現在） 
 

 卒業生名簿の整備 
 
 在学生の時から継続的に使えるアカウントの付与 

 
 

 
 

卒業生とつながる 
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昨年より、「東大校友会ニュース（旧赤門学友会ニュース）」を 
刷新、広報誌「淡青」と一緒に卒業生に送付（年２回）。  

  「淡青」編集委員会に卒業生室メンバーも参加 

 

 TFT会員へのメールマガジンの送付 

 

外国人卒業生向け英文ニュースレター配信 

 

 Facebook、LinkedInなどによる情報発信 
 

卒業生に東大の情報を届ける 
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 ホームカミングデイ 

 
 生涯学習・交流プログラム 

東大セルフ・インベストメント、グレーター東大塾、 

東大ワールドカフェ、東大ベンチャースクエア 

 

 地域同窓会設立支援 

 

 アラムナイラウンジ 

卒業生のネットワークを強化する 
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  地方の高校生を対象とした説明会（学生の多様化） 
 

  知の創造的摩擦プロジェクト 

   学生との交流会（本郷・駒場各1回・計年2回） 

   卒業生による学生向け講演会 
 

  留学生と交流する会（東京銀杏会）  
  UT-OSAC （University of Tokyo, Overseas Study Advisory Community）  

       海外大学院説明会 
 

 さつき会奨学金 
 

 
 

 

卒業生が大学に貢献する 
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体験活動への協力・支援 
 
 海外のサマースクール、インターンシップなどへの協
力・支援 
 

 海外への送り出しのための奨学金 
 

卒業生が東大に貢献する（続） 
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海外の同窓会設立支援 

 

海外同窓会への総長・理事の出席 

 

在日外国人同窓会との連携 

 

 TFTの英語対応 

 

外国人卒業生への英文ニューズレター配信 

 

 IARU World Alumni Forum 

国  際  化 
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東京大学の重要なパートナーとして、大学の活動に
関わって下さい （Engagement) 
 

東京大学の戦略を支援してください 

 体験活動（インターンシップ、ボランティア活動など） 

 海外体験 

 多様な学生の受け入れ （特に地方、女子学生） 

 留学生と日本人学生との交流 

 寄附 

 

 

まとめ 


