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◆グローバルコモンズとは？ 



グローバルコモンズとは？ 

学内の関連組織、教職員、学生が一体となって、 

学内での国際交流の推進と学生・教職員の 

海外渡航を支援する取り組み 



（１）きっかけ 

◆全代会の副学長との懇親会、 

 「グローバルコモンズ」 

 

◆大学と学生の連携！ 

 

◆U-TICの活動と一致 



（２）課題 

◆大学と学生の連携が少ない 

◆学生間での連携が少ない 

 

学生の意見を大学に
伝えることができない 

 



（３）目的 

①みんなで意見をシェアする 

 

②学生間の連携を強める 

       



（４）活動 

＝今日のMTG 



（５）今後 

◆筑波大学をもっと世界で誇れる大学にしたい！ 

 

◆学生が「発信」する！ 

①大学と学生が協力できるしくみづくり 

②学生間の連携強化 



グローバルコモンズとは？ 

学内の関連組織、教職員、学生が一体となって、 

学内での国際交流の推進と学生・教職員の 

海外渡航を支援する取り組み 
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グローバルつくばモデル×UTIC 

2013. 1. 16 



筑波大生の海外経験を伝え引き継ぐ、 

海外渡航者の経験や思いを 

伝える場がない。 

海外チャレンジの機会は 

溢れている。 が、、、 

海外チャレンジを応援する、 

コミュニティを作りたい。 

UTICは筑波大生の海外チャレンジを応援します。 

? ～きっかけ・目的～  



•週1回のMTG 

 

•運営スタッフ：9人 

 

•情報発信 

•報告会等のイベントの運営企画 

 

MANAGEMENT 

MEMBERS 



•WEB&Twitter 

•Facebook Group 

筑波大現役生OB/OG/教員、
452人!!!! 

留学、インターンなど海
外渡航プログラム、イベ

ントの情報発信 

ACTIVITY ～活動～ 



•ランチ会 

•海外生活体験フェア 

”海外渡航経験者の思いを伝え引き継ぐ場” 

”経験者との気軽な交流、情報交換の場” 

これまでに延べ150人が参加。 

これまでに延べ250人が参加。 



•Global Exchange 

 国際交流団体Team8と協力し、情報誌の発行。 

     学内12カ所、WEB上で閲覧可能。 

   世界30カ国以上の若者と共に、 

「ユース活動」について議論する国際会議 

•Georgia International Forum of Student 

Unions スタッフ派遣 

•2012年度T-ACT 優秀賞受賞 



渡航希望者のニーズの多様化 

”グローバルつくばモデル” 

 活動規模の限界  大学制度の変化 

～課題～ 



”グローバルつくばモデル？” 

•UTICの大学認定 

•活動支援(情報共有,広報活動等) 

•海外渡航者の経験や知見を共有 

•帰国者報告会や個別相談会の開催 

～今後～ 



コモンズ・エリア 

カウンセリング 

    info 国際交流 

グローバル・コモンズ by 

筑波大学：グローバル・コモンズの枠組みと場所を提供。 

UTIC：コモンズエリアの体制作り、マネジメントを担当し、以下の活動を実施する。  

A. 海外渡航カウンセリング  
常駐するUTICメンバーや海外渡航経験者が、 

昼休みに海外渡航に関する様々な相談にのる。  

B. 情報の集約・発信  
留学ガイドブックや UTIC発行のGlobal 

Exchange 等を所蔵する本棚やPCを設置。 

C. 国際交流支援 
様々な学生団体や日本人チューターと連携を図り
留学生と日本人学生の交流の場を作る。 



  

例：某大学 留学センター 

         ＆国際コミュニティーセンター 

↑留学センター 
←国際コミュニティーセンター ラウンジ 

写真(左) http://www.waseda-icc.jp/?p=229より 



海外 

チューター支援 

大学の認定 活動支援 

グローバル人材 

海外経験 

情報提供 
プログラムの提供 

個別渡航支援 国際競争力の向上 留学生の増加 



”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 

”筑波大学モ
デル” 



  

 

 

 

 

 運営メンバー 

 サポートメンバー 

 協力団体 

・イベントの企画・運営 
・広報活動 
・交渉・ネットワーキング 

・コモンズ担当 （運営・カウンセラー） 
・国際交流担当（留学生との交流） 
・イベント担当（当日サポート・プレゼンター） 
・Web管理  （SNS、ブログ） 
・広報    （ポスター・ビラデザイン） 

・海外渡航支援団体 
・国際交流団体 
・チューター制度改革プロジェクト 



ご清聴 

ありがとうございました。 

Email       : info.utic@gmail.com 

Web         : utic.weebly.com 

Twitter      : twitter.com/U_TIC 

Facebook : facebook.com/groups/utic11 



チューター制度改革プロジェクト 
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1.  現状 

2.  きっかけ 

3.  課題 

4.  目的 

5.  今後の活動 
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1.  現状 

・ チューター制度とは??? 

留学生が日本で不便なく生活が送れるように、日本人学生が留
学生一人一人に対して個人的なレベルで支援を行うのがチュー
ター制度 

チューターの具体的な役割は、留学生の学習・研究の補助（予
習・復習の手伝い）を中心に、日本語学習の支援、日常生活のサ
ポート（学内外の案内、諸手続きのための市役所等への同行、買
い物、宿舎探しの補助）などを行うことです 

チューター制度｜異文化交流｜筑波大学日本語・日本文化学類 より
抜粋 

筑波大生が、日本に来たばかりの留学生のサポートを行う 
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http://www.japanese.tsukuba.ac.jp/tutor.html
http://www.japanese.tsukuba.ac.jp/tutor.html


Global 30とは?? 

Global 30 = 国際化拠点整備事業 

→国際化のためのネットワーク形成 

大学教育から 

Globalizationに対応 

1.  現状 
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採択大学一覧 

Global 30とは?? 

1.  現状 

筑波大学財務戦略 2010  より抜粋 37 



2020年までに日本全体として留学生受け入れ30万人を目指す 

Global 30目標 

1.  現状 
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1650人 

350人 

2000人 

1.  現状 
筑波大学 

留学生は増え続けている 

筑波大学財務戦略 2010  より抜粋 
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・留学生は増えているが、日本人との 

からみが少ない 

・日本語もしゃべれずチューターもいない 

留学生を見かける 

2.  きっかけ 

40 

・チューターに意欲的な日本人学生が 

いるのにも関わらず、チューターになる 

ことができない 



・留学生は増えているが、日本人との 

からみが少ない 

・チューターに意欲的な日本人学生が 

いるのにも関わらず、チューターになる 

ことができない 

・日本語もしゃべれずチューターもいない 

留学生を見かける 

 →日本人のチューターが少ない 

  （留学生のチューターが多い） 

 →チューター制度のマッチングミス 

 →根本的にチューターが足りていない？ 

3.  課題 
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チューター制度を変えていく!! 

4.  目的 

42 

→でも、チューター制度に関わる現状はどうなっている?? 



1. 留学生・チューターに対するアンケート 

2. データ集計、まとめ 

3. 問題解決を大学or留学生センターに提案 

5.  今後の活動 

週１回ミーティング行いつつ… 
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ご清聴ありがとうございました！ 
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留学生数 

・ 2010年 ： 1900人 

・ 2013年 ： ??人 

・ 2020年 ： 4500人 (学生の４人に１人) 

目標値 
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留学生内訳 
指導教官制度 学類毎 

大学院 学部 

留学生 大学院留学生 

大学院生 

大学院生 
学部生 

学部生 

学部生 

学部生 

教授 

研究室・ゼミ 
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留学生受け入れ制度 

： 研究室・ゼミ毎に、指導教官がチューター
を指名                 (留学生に関連ある学

生) 

： 基本留学生と同じ学部生がチューターに 

・ 長期 (ほぼ院生、研究生) ： 指導教官制度 

・ 短期 (ほぼ部生) ： 学部に委任 

問題無し!! (というか制度は変えられない...) 

チューターの数足りていないことも 

学部毎のチューターの需要、供給がばらばら 
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