グローバル・ディスカバリー・プログラム
学士力

教養

専門性

情報力

行動力

コンピテンシー

学修目標（学部DP）

課題発見のための幅広く豊かな教養【教養】
多様な文化や社会，自然に関する幅広く豊かな教養を修得するとともに，論理的思考
力を駆使して，既存の枠組みにとらわれず世界が抱える課題を発見し，多様な価値観
と世界観を互いに尊重しながら，自ら主体的かつ他者と協力して，課題に取り組むこと
ができる。

グローバル社会の持続的発展につながる専門性【専門性】
専門知識や調査手法とともに，自ら発見した課題の解決に必要な実践知と技能を修
得し，グローバル社会の持続的発展に必要な要素を解析・評価し,それに基づいた計
画を実行することができる。

効果的に活用・発信できる情報力【情報力】
主体的に情報を収集し，多角的・創造的に分析する力と，社会に向けて的確な情報を
効果的に発信する力を身につけることができる。

グローバル社会のイノベーションに寄与する行動力【行動力】
多文化環境に適応できる感性と語学力を身につけ，多様な実践科目により地域レベ
ルから地球レベルでの実社会に潜在する問題点をあぶり出す能力を備える。また，協
働を自ら促す姿勢と能力を獲得することで，グローバル社会のイノベーションのために
自ら行動できる。

生涯に亘る自己実現力【自己実現力】
多様な背景・価値観を持つ他者との交流を深め，自らの学習成果を確認することによ
自己実現力
り，自立した個人としての倫理観，責任感，弛まぬ向上心にもとづき，主体的に新しい
知識や技能を取得し，活用し続けることができる。

「学修成果（LCOs）」
日本語

「学修成果（LCOs）」
英語

関連するコア・コンピテンシー
日本語

関連するコア・コンピテンシー
英語

自然や社会の多様な問題に関心を持ち、探究心を高めることがで
きる。自然や社会の多様な問題に関心を持ち探求できる。

Ability to demonstrate interest in a wide range of natural and
social issues.

人類の文化、社会と自然に関す
る知識の理解

Basic Knowledge of Humanities,
Society, and Nature

世界が抱える課題を多面的に捉え、解決に向けて多角的に考える
ことができる。世界が抱える課題を多面的に捉え、解決に向けて多
角的に分析し選択することができる。

Ability to consider global issues and possible solutions from
multiple perspectives.

問題解決力

Problem-solving Skills

課題の解決に向けて論理的に考えることができる。

Ability to create logical solutions to problems.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

文化や分野を異にする他者の意図や感情を理解することができ
る。文化や分野を異にする他者の意図や感情を理解できる。

Ability to demonstrate empathy toward people from diverse
backgrounds.

多文化・異文化に関する知識の
理解

Intercultural Skills

専門的な知識を修得している。専門的な知識を修得し理解できる。

Ability to demonstrate acquired knowledge and understanding in
specific academic fields.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

専門的な技術を修得している。専門的な技術を習得し使用できる。

Ability to demonstrate required skills in specific academic fields.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

修得した専門的な知識・技術を社会貢献のために活用することがで
きる。修得した専門的な知識・技術を社会貢献のために活用でき
る。

Ability to apply expertise and skills to contribute to society.

市民としての社会的責任

Responsible Citizenship

自らすすんでエビデンスに基づいた情報を収集することができる。
自らすすんでエビデンスに基づいた情報を収集できる。

Ability to independently collect reliable information.

情報リテラシー

Information Literacy

収集した情報から的確な分析をすることができる。収集した情報を
的確に分析できる。

Ability to critically analyze collected information.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

情報の収集と分析を適切に活用することができる。収集・分析した
情報を問題解決のために適切に活用できる。

Ability to use information and data analysis results appropriately.

問題解決力

Problem-solving Skills

情報の収集・分析・活用から積極的かつ効果的な情報発信ができ
る。収集・分析した情報を積極的かつ効果的に発信ができる。

Ability to present information and findings effectively and actively .
Or to better reflect communication: Ability to communicate
information and findings actively and effectively.

コミュニケーション・スキル

Communication Skills

多文化を受容しつつ 、 多言語を習得する ことができる。多文化を
受容しつつ 、 多言語を習得し使うことができる。

Ability to communicate in a foreign language to demonstrate
respect of different cultures.

多文化・異文化に関する知識の
理解

Intercultural Skills

他者と共に生活するための言語的または非言語的な意思疎通がで
きる。

Ability to communicate effectively using verbal and non-verbal
communication skills.

コミュニケーション・スキル

Communication Skills

社会の一員として、自分が果たすべき役割を見出すことができる。

Ability to identify one's role in society and articulate that role to
others through collaboration.

市民としての社会的責任

Responsible Citizenship

自ら社会の中の課題を発見し、解決に向けて行動することができ
る。自ら社会の中の課題を識別し、解決に向けて行動できる。

Ability to identify and provide solutions to social issues.

問題解決力

Problem-solving Skills

自立した個人として、多様な背景・価値観を持つ他者と交流を深め
ることができる。

Ability to interact with people from different backgrounds who may
have diverse opinions and values.

多文化・異文化に関する知識の
理解

Intercultural Skills

常に謙虚な姿勢で自らを省察し、自分自身の向上に努めることが
できる。

Ability to practice self-reflection and set goals for improvement.

倫理観
自己管理力

Ethical Perspectives
Self-management Skills

自分や社会の未来創造のために、方向性を見出し計画することが
できる。

Ability to create a vision and strategy for the future-both
personally and for society.

生涯学習力

Lifelong Learning Skills

