
Global Peace 
Leadership Program

説明会
4⽉21⽇（⾦）18:00〜19:00

総合科学部Ｌ201講義室
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Global Peace Leadership Programとは？

Global Peace Leadership Programは，本学
の理念の⼀つである「平和を希求する精神」に基
づき，平和を追い求める精神を育み，海外留学を
通して国際的教養⼈として世界で活躍できる⼒を
⾝に付ける教育プログラムです。

平成２９年度⼊学⽣から始まる
新しい特定プログラムです。
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特定プログラムとは？

 ⾼度な英語能⼒を養成するプログラムや学芸員・社会調査⼠のための資
格を取得するプログラムがある。

 主専攻プログラムの履修基準によっては，特定プログラムで修得した単
位を卒業要件に算⼊することができる場合がある。

特定プログラムの修了要件単位を修得し，卒業⼜は離籍した場合
に修了することができる。

プログラムの詳細情報は「説明書」に記載してある。
https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/tokutei

主専攻プログラムでは専⾨的に扱わない分野の学習
や資格の取得を⽬的としたプログラム



Global Peace Leadership Program のカリキュラ
ムは次の６分野から構成されています。（ ）内の数字は要修得単位数です

4

カリキュラムについて

プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
時
の

到
達
⽬
標
ス
コ
ア

1. 留学⽀援英語（4単位）
英語で他者とディスカッションする能⼒を養成し，TOEIC(R)テストで800点レベルに到達すること

を⽬標とします。

2. 平和科⽬（2単位）
英語で開講される平和科⽬により，国際紛争，国際協⼒（強調），⼈権問題等の様々な観点から平和

について考え，理解を 深めます。

3. フィールド型演習・国際交流科⽬（2単位）
被爆地ヒロシマの地域性を理解し，さらにチームワークやリーダーシップ，プレゼンテーション能⼒

といったグローバル化 社会で必要なる能⼒をフィールドワークを通じて習得します。

4. ⽇本⽂化群（4単位）
⽇本⽂化を美術，芸術，⼯芸等様々な視点から捉え，その基本的知識を⾝につけ，理解を深めます。

5. グローバル・キャリア・デザイン（2単位）
インターンシップやボランティア活動などを通じて，グローバル⼈材に求められる課題発⾒解決⼒・

リーダーシップ⼒を養成します。

6. 海外留学

TOEIC(R)
800点
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1．留学⽀援英語（4単位）
授業科⽬名 単位数 履修年次

（開講期） 開講部局
コミュニケーション上級英語(※1) 1 1年次

(1,2,3,4T) 教養教育科⽬

英⽶⽂化事情概論I 1 1年次（1T） 教養教育科⽬

英⽶⽂化事情概論II 1 1年次（3T） 教養教育科⽬

英⽶⽂化事情概論III 1 1年次（2T） 教養教育科⽬

英⽶⽂化事情概論IV 1 1年次（4T） 教養教育科⽬

英語語彙運⽤スキルアップ (Vocabulary Building) 2 2年次 (3ｾﾒ) 外国語教育研究センター

英語⼝頭表現スキルアップA  (Listening) 2 2年次 (3ｾﾒ) 外国語教育研究センター

英語⼝頭表現スキルアップB  (Speaking) 2 2年次 (4ｾﾒ) 外国語教育研究センター

英語⽂章表現スキルアップA  (Reading) 2 2年次 (4ｾﾒ) 外国語教育研究センター

英語⽂章表現スキルアップB  (Writing) 2 3年次 (5ｾﾒ) 外国語教育研究センター

英語⼝頭発表スキルアップ (Oral Presentation) 2 3年次 (6ｾﾒ) 外国語教育研究センター

留学⽀援英語

（※1）「コミュニケーション上級英語」の履修を強く推奨します。

＊履修年次が「1年次」となっている授業科⽬は，2年次以降でも履修可能です＊



2．平和科⽬（2単位）
授業科⽬名 単位数 履修年次

（開講期） 開講部局

Global Issues Towards Peace A 2 1年次（2T） 教養教育科⽬

Global Issues Towards Peace B 2 1年次（2T） 教養教育科⽬
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平和科⽬は，どの学部においても２単位選択必修となっており，上記科⽬の単位を修
得すれば，本特定プログラムの修了要件と卒業要件の両⽅に含めることができます。

平和科⽬，フィールド型演習・国際交流科⽬

3．フィールド型演習・国際交流科⽬（2単位）
授業科⽬名 単位数 履修年次

（開講期） 開講部局

INU特別集中講義 2 1年次（2T） 教養教育科⽬

INU特別協⼒講義 2 1年次（2T） 教養教育科⽬

⼈⽂地理学B 2 1年次（3T） 教養教育科⽬

Notice！
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⽇本⽂化群，グローバル・キャリア・デザイン

４．⽇本⽂化群（4単位）
授業科⽬名 単位数 履修年次

（開講期） 開講部局

宗教学Ｂ 2 1年次 (1T) 教養教育科⽬

⽇本史学⼊⾨ 2 1年次 (2ｾﾒ) ⽂学部

⽇本⽂学語学⼊⾨ 2 1年次 (2ｾﾒ) ⽂学部

⽂化財学⼊⾨ 2 1年次 (2ｾﾒ) ⽂学部

芸術⽂化論 2 2年次 (3ｾﾒ) 総合科学部

⽇本語語彙論・意味論演習 2 2年次 (3T) 教育学部

社会⾔語学 2 2年次 (4T) 教育学部

5．グローバル・キャリア・デザイン（2単位）

授業科⽬名 単位数 履修年次
（開講期） 開講部局

実践フロントランナープログラム 2 2年次 (2T) 教養教育科⽬

地域社会探検プロジェクト－インターンシッ
プ・ボランティアを体験してみよう－ 2 2年次 (3ｾﾒ) 教養教育科⽬



海外留学（1）
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留学時期は2年次以降で，留学期間は２カ⽉か
ら半年程度が⽬安です。

（具体的な留学時期等は選択する留学プログラムによ
り異なります。）

留学費⽤の⼀部を⼤学から⽀援します。

Global Peace Leadership Programの修了要件として，
みなさんが所属する学部・学科（主専攻プログラム）が推奨
する海外留学プログラムに参加することを必須としています。



海外留学（2）
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留学プログラムによっては上記の他に要件が課される場合が
あります。

留学プログラムの詳細や留学費⽤の⽀援内容は，今後，登録
者確定者を対象としたオリエンテーション等を通して，随時
お知らせします。

海外留学プログラムへの参加及び留学費⽤の⽀援を受けるために
は，以下の要件を満たす必要があります。

留学⽀援英語

3単位⼜は⼤学
⼊学後の

TOEIC(R)スコ
アが730点相当

平和科⽬

2単位

フィールド型演習・
国際交流科⽬

2単位

⽇本⽂化群

2単位



登録申請⽅法（1）
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登録申請
• 「Myもみじ」アンケート機能を通して，登録申請を⾏います。

申請期間：４⽉２１⽇（⾦）から５⽉２２⽇（⽉）まで

＜登録申請⽅法＞

１．「Myもみじ」へログイン

①



登録申請⽅法（2）
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登録申請
• 「Myもみじ」アンケート機能を通して，登録申請を⾏います。

２．「アンケート回答・集計結果照会」をクリック

申請期間：４⽉２１⽇（⾦）から５⽉２２⽇（⽉）まで

②



登録申請⽅法（3）
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登録申請
• 「Myもみじ」アンケート機能を通して，登録申請を⾏います。

３．【⼀般アンケート】の「特定プログラム「Global Peace 
Leadership Program」登録⼿続き」の「未回答」をクリック

特定プログラム「Global Peace 
Leadership Program」登録⼿続き 2017/04/21－2017/05/22

申請期間：４⽉２１⽇（⾦）から５⽉２２⽇（⽉）まで

③
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登録申請
• 「Myもみじ」アンケート機能を通して，登録申請を⾏います。

• 5⽉13⽇（⼟）の全学⼀⻫TOEIC(R)L&R IPテストの受験が必要！
※TOEIC(R)スコアで600点程度の英語⼒を備えていることが登録要件となっ
ています。⾼スコアをとれば教養教育の英語科⽬の単位認定を受けることもで
きますので，⼊念にテスト対策を⾏い，臨んでください。

（全学⼀⻫TOEIC(R)L&R IPテストについて）

「もみじTOP」
→ 学びのサポート

→ TOEIC(R) L&R IP情報

登録申請⽅法（4）

広島⼤学では，英語能⼒を⼊学時から卒業時まで同じ基準で継続的に測定することを⽬
的として，学部⽣は全員TOEIC(R) L&R IPテストを在学中に全学⼀⻫実施としては２
回，受験します。全学⼀⻫のIPテストは受験無料（⼤学負担）です。

TOEIC(R)
L&R IPテスト



登録申請⽅法（5）
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登録申請
• 「Myもみじ」アンケート機能を通して，登録申請を⾏います。

• 5⽉13⽇（⼟）の全学⼀⻫TOEIC(R)L&R IPテストの受験が必要！
※TOEIC(R)スコアで600点程度の英語⼒を備えていることが登録要件となっ
ています。⾼スコアをとれば教養教育の英語科⽬の単位認定を受けることもで
きますので，⼊念にテスト対策を⾏い，臨んでください。

結果確認

• 申請理由やTOEIC(R)スコア等に基づいてプログラム担当教員会で登録審査を
⾏い，6⽉9⽇（⾦）までに「Myもみじ」個⼈掲⽰で登録可否を通知します。

• 申込者数によっては，登録審査に⾯接を課す場合もあります。

TOEIC(R)
L&R IPテスト
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受⼊⼈数・登録要件

1学年あたりの定員は20名程度

本特定プログラムに登録するには，
TOEIC(R)L&Rスコアで600点程度のコミュ
ニケーション能⼒を備えていることが必要

※TOEIC(R)とは･･･Test of English for International Communication の略で「国際コミュニケーション
のための英語⼒測定試験」を表します。テスト結果はスコア（得点）で⽰され，TOEIC(R) Listening & 
Reading Testの場合，各セクション495点で合計990点満点となります。TOEIC(R)スコアは，単位認定や
⼤学院⼊試，就職活動等，多くの場⾯で活⽤されています。



海外留学に向けて

広島⼤学では，年間を通して留学イベントを開催して
います。さまざまな場で留学経験者から情報収集を⾏
い，留学に備えましょう。
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＊＊オススメイベント＊＊
留学WEEK 5⽉8⽇(⽉)から5⽉19⽇(⾦)まで
5⽉8⽇（⽉）から19⽇（⾦）にかけて，留学や国際交流に関するイベントが学⽣プラザを中
⼼に数多く開催されます。ぜひのぞいてみてください！

STARTプログラム説明会 5⽉10⽇(⽔) 12：05から
会場：総合科学部L102講義室

「STARTプログラム」とは，学部1年⽣とした導⼊型の留学プログラムで，海外協定校で現地
学⽣との交流やディスカッションを経験し，派遣期間は夏休みや春休み中の2週間です。留学
WEEK中に説明会が開催されます。⻑期留学への⼼構えを養うことができるので，参加をお勧
めします！

※留学イベント等の詳細な情報は以下をチェック！
「もみじTOP」

－ 学びのサポート

－ 留学



英語⼒を伸ばすために
広島⼤学で実施している英語⼒を伸ばす課外学習を紹
介します。
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TOEIC(R)スキルアップクラス
• コミュニケーションツールとしての英語⼒を磨くと同時にTOEIC(R)

スコアの向上を⽬指します。英語を⺟国語とするネイティブ講師による
正課外のレッスンで，6⽉から11⽉にかけて実施します。英語による
ディスカッションやプレゼンテーションも⾏います。

英会話トレーニングアプリ「myET」
• 「話す」に特化したアプリで，パソコン，スマートフォン，タブレット

などからブロードバンドネットワークに接続して，いつでも，どこでも
英会話トレーニングが可能です。登録⽅法等は，4⽉3⽇付けの「Myもみ
じ」個⼈掲⽰をご覧ください。



問い合わせ先

不明な点や分からないことがあれば，
以下にお問い合わせください。

教育推進グループ（学⽣プラザ3Ｆ）
TEL：０８２－４２４－６１５８
Mail：kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp
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