
科目名/Subject 国際教養 

曜日・講時・教室/Day/Period/Place 後期 木曜日 ５講時 川北キャンパスＡ４０５

科目群/Categories 全学教育科目展開科目-国際教育科目 

単位数/Credit(s) 2 

対象学部/Object 全 

担当教員(所属)
/Instructor (Position)

渡部　由紀　所属：高度教養教育・学生支援機構 

開講期/Term 4/6/8セメスター 

科目ナンバリング
/Course Numbering

ZDG-GLB802E 

使用言語
/Language Used in Course

英語

授業題目
/Class
Subject

【展開ゼミ】【Global Studies】Advanced Global Seminar‐国際共修ゼミ‐ 

授業の
目的と概要
/Object and
Summary 
of Class

本科目では、学生が英語で自ら情報収集、ディスカッション、プレゼンテーション等を行う参加型の授業を通して、TGL プログラムのコア能力（語
学・コミュニケーション力、国際教養力、行動力）を磨く。最終的には、21世紀を先導する地球市民として、文化や価値観の多様性を積極的に受け
とめ、持続可能な社会を実現するための課題を設定し、その解決に挑むフロントランナーとしての姿勢を醸成することを目的としている。

本科目は東北大学グローバル人材育成プログラム（以下、TGLプログラム）のグローバルリーダーを目指す2年次後期課程（4セメスター）以上の
在籍者を主な対象者とした科目である。グローバルリーダー認定を目指す学生で、3セメスターまでに全学教育科目「グローバルゼミ」の単位を取
得しなかった者は、本科目の単位を取得することで代替が可能である。

This course aims to enhance students’ key TGL program competencies. Through active learning strategies, students will further develop
their English communication skills, international and intercultural understanding, and problem-solving skills. Long-term, this course is
intended to boost the mindset of a global citizen leading in the 21st century, who can accept and value cultural diversities, identify issues
related to a sustainable society, and try to solve these issues. 

This course is offered as an alternative to the Global Seminar Course, which is mandatory for the Global Leader Certificate of the Tohoku
University Global Leadership (TGP) Program. If the TGL students are aiming to apply for the Global Leader Certificate, but they didn’t take
the Global Seminar Course by the third semester, they should take this course. 

学修の
到達目標
/Goal of
Study

1. 21世紀を先導する地球市民（未来を構想し、その実現に挑むフロントランナー）に求められるコンピテンシーを考えながら、将来の目標を設定
し、そのために大学時代になすべきことを具体的に計画して実行する力（行動力）を身につける。
2. 持続可能な世界の実現について、自分の考えを持つ(=国際教養力を磨く)。
3. グループディスカッションやプレゼンテーションを通して、英語で自分の考えを人に伝える力（コミュニケーション力）を磨く。

The learning objectives for students taking this course are to:
1. Cultivate their attitude and ability to develop and actualize a concrete self-development plan, considering necessary competencies to
become a 21st Century global citizen leader
2. Develop their perspectives on issues around creating a sustainable world 
3. Improve English skills so as to more effectively communicate their ideas in class discussions and presentations

授業内容・
方法と
進度予定
/Contents 
and 
Progress
Schedule 
of the Class

第1回【10月7日】　
・オリエンテーション1：授業の概要及び課題の詳細
・この授業の定員は12名です。希望者多数の場合には選考を行うため、第1回の授業に必ず出席してください。
・第１回目の授業は以下のZoomで実施します。

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09
Meeting ID: 914 0168 0068
Passcode: 182317

第2回【10月21日】
・グループプロジェクトの説明

第3・4回【10月30日（土）】
・SDGｓワークショップ
・本科目の学習課題である「持続可能な社会の実現のための課題」について、議論します。

第5・6・7・9回【11月4日・11月11日・11月18日・12月2日】
・グループ・プロジェクト（持続可能な社会の実現の課題）準備

第8回【11月25日】
・２１世紀を先導する地球市民について考える
・本科目の学習課題である「国際市民のフロントランナーに必要なコンピテンシー」について、議論します。

第10回～14回【12月9日・12月16日・12月23日・1月6日・1月13日】
・持続可能な社会の実現の課題：グループ・プロジェク・プレゼンテーション①～⑤

第15～16回【1月20日16:20-18:40】
・国際市民のフロントランナーとしての私のビジョン・目標・計画：ポスタープレゼンテーション

Class 1 【October 7th】
・Orientation
・The number of students for this course is set at 12. Come to the first class as a selection process will be conducted if more than 12

students wish to be registered for the course. 
・The first class will be held at Zoom below.

https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09


　Join Zoom Meeting
　https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09
　Meeting ID: 914 0168 0068
　Passcode: 182317

Class 2【October 21st】
・Group Project Guidelines

Class 3 & 4 【October 30th (Sat)】
・SDGs Workshop 

・In this workshop, you will learn the Sustainable Development Goals (SDGs) and begin to think about how you could develop a sustainable
society.
Class 5, 6, 7, & 9【November 4th, November 11th, November 18th, December 2nd】

・Group project preparation
Class 8【November 25th】
・Discussion on 21st Century global citizen leaders
・You will do activities to discuss necessary competencies for a global citizen frontrunner who contributes to creating a sustainable
society.
Class 10 - Class 14【December 9th, December 16th, December 23rd, January 6th, January 13th】

・Group project presentation: Toward realizing a sustainable society
Class 15 - Class 16【January 20th, 16:20～18:40】

・Poster presentation: My vision and objectives to play as a frontrunner of global citizens

成績評価
方法
/Evaluation
Method

40% 授業への参加と貢献
30% グループ・プロジェクト　
30% ポスタープレゼンテーション

すべての課題、レポートを提出しなかった場合、合格基準点以下となる（単位取得不可）。
原則4回以上の欠席は合格基準点以下となる（単位取得不可）。2回の遅刻は1回の欠席とみなす。

40% Class participation and contribution
30% Group project
30% Poster presentation 

All assignments must be completed to pass the course. 
More than four (4) absences will result in a fail (F) for the class. Two (2) late arrivals (more than 20 minutes late) equal one (1) absence. 

教科書
および
参考書
/Textbook
and 
References

No 書名 著者名 出版社 出版
年

ISBN/ISSN

資
料
種
別

1. 『Global Citizens: How our vision of the world is outdated, and what we can do
about it』

Gerzon,
Mark 

Rider  2010  1846042186 

2. 『Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New
York: United Nations』

United
Nations 

United
Nations 

2015 

3. 『Sustainable Development Goals: Knowledge Platform』 United
Nations 

関連ＵＲＬ
/ＵＲＬ

東北大学グローバルリーダー育成プログラム（TGLプログラム）　
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/about/

Tohoku Global Leader Program (TGL program) 
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/about/ 

授業時間外
学修
/Preparation
and Review

到達目標や授業内容に応じた準備学習が求められる。

Students are required to prepare for class according to the goal and contents of each class. 

実務・
実践的授業
/Practical
business
※○は、
実務・実践的
授業であるこ
とを示す。
/Note:"○"
Indicates
the practical
business

授業への
パソコン
持ち込み
【必要/不要】
/Students
must bring
their own
computers
to class
[Yes / No]

必要

Yes 

連絡先
(メール
アドレス等)
※Emailは＠
の置き換え
に注意
/Contact
(Email, etc.)

yuki.watabe.c6◎tohoku.ac.jp (◎を@に置き換えてください) 

https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?amode=2&kywd=&smode=1&con1_exp=isbn&kywd1_exp=1846042186
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/about/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/about/


その他
/In Addition

・この授業の定員は12名とする。希望者多数の場合には選考を行うため、第1回の授業に必ず出席すること。第１回目の授業はZoomで行う。
Zoomへのアクセス情報は、以下に記載の通り。
・履修者の選考においては、TGLプログラム登録者の2年生後期課程（4セメスター）以上の学生、特に本科目の単位取得をもって、グローバルリ
ーダー認定申請が可能となる者を優先とする。また、本科目では英語でのディスカッションが授業の中心的学習活動となるため、一定の英語力を
求める。TOEFL itp 530以上が望ましい。
・Seminar for developing a sustainable societyの単位取得者は、本科目の履修は不可能。

・ The number of students for this course is set at 12. Come to the first class as a selection process will be conducted if more than 12
students wish to be registered for the course. The first class will be held at Zoom. You can find ｔhe information to access Zoom below.
・ This course is offered as an alternative to the Global Seminar Course, which is mandatory for the Global Leader Certificate of the
Tohoku University Global Leadership (TGL) Program; therefore, the priority goes to the students who can apply for the Global Leader
Certificate if they earn the credits of this course. Also, this course requires a certain level of English proficiency. TOEFL ITP 530 or
higher is desirable.
・ The students who have completed the course “Seminar for developing a sustainable society” cannot take this course.

初回授業のZoomに関する情報/Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09
Meeting ID: 914 0168 0068
Passcode: 182317 

１単位の授業科目は、４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としています。１単位の修得に必要となる学修時間の目安
は、「講義・演習」については１５～３０時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）３０～１５時間、「実験、実習及び実技」については３
０～４５時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）１５～０時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, one credit consists of 15-30 hours of class time
and 30-15 hours of preparation and review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one credit consists
of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review outside of class. 

更新日付
/Last
Update

2021/09/22 16:01

https://zoom.us/j/91401680068?pwd=QUl0K2pERDJHd013MG9KdjJWNDkrZz09

