
経済的支援を行い、留学生にとってのこの
２つの問題を軽減しました。
　GSCは、その発足当初から、高い学術・
教育レベルを持つ東京大学を卒業できる
魅力的なコースとして海外の大学生に受
け止められ、初年度の2014年の秋には中
国の大学から6 名、アメリカの大学から1 
名を、そして、2015年の秋には、アメリカ
の大学から2 名、インドの大学から2 名、
中国の大学から1 名を受け入れました。皆、
いずれも非常に優秀で勉学意欲も高い学
生たちばかりでした。GSCへの編入には
年々応募者が増えています。今、国際的な
認知度が高まっていますので、応募者はこ
れから更に増えて行くものと思います。
　編入学生たちは、覚悟を決めて日本に
来ていますので、第1 期、第2 期の編入学

世界で活躍できる人材の
育成を目指す

―― 今回、授業の英語化に踏み切った理
由を教えてください。
　人類は自然科学を通じて、自然界の仕
組みを解明し、技術を進歩させて暮らしを
豊かにしてきました。言うまでもなく、自
然科学に国境はなく、自然科学分野の議
論は、世界各国の研究者が共通に使える
言語、すなわち英語で行われています。日
本の研究者が世界の第一線で活躍する研
究者と交流し、国際的に活躍していくため
には、英語で自然科学を語り、議論できな
くてはなりません。
　そのためには、普段から英語に接する
ことが必要で、単に英語を語学として学ぶ
のではなく、いつも自分たちが取り組んで
いるテーマを英語で考え、そして議論する
ことが求められます。東京大学理学部では、
将来国際的に活躍することができるグ
ローバル人材の育成を目指して、2014 年
10 月にグローバルサイエンスコース
（GSC）※を新設し、その第一歩として、化
学科の講義（学部3 年次以降）をすべて
英語化しました。

※グローバルサイエンスコース（GSC）
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/GSC/

東京大学のGSCでは、海外の大学の学部
課程を2年以上修めた外国人学生が、東京
大学理学部3 年次に編入学生として入学し、
理学部への内部進学生とともに講義を受

講します。編入学生となるための応募条件
は、①海外大学の学部課程に2 年以上在
学し、最低62 単位を取得していること、②
理学に対する基礎知識を持っていること、
③英語が堪能であることとなっています。
GSCでは、講義を英語で開講すると同時に、
編入学生に毎月15 万円の奨学金を支給し、
さらに、宿舎も無償で提供しています。

海外からの留学生と日本人学生
の相乗効果が生まれる環境づくり

―― グローバルサイエンスコース（GSC）
を設置された意図は何ですか。
　今、日本は少子化により大学生の数が
年々減っており、このまま少子化が進んで
しまうと、将来を担う人材が不足してしま
います。学術分野においても、現在の高い
レベルの研究を維持し、それをさらに発展
させて行くことを考えるとき、少子化は深
刻な問題です。少子化に歯止めをかける
努力を続ける一方で、海外から優秀な人材
を受け入れることができる、国際的な環境
を整えることが必要です。
　日本の大学に海外から学生を受け入れ
るとき、まず、問題となるのが言語です。講
義が英語で開講されていなければ、海外
の学生にとって、その大学は留学先の候補
から外れてしまいます。そして、次に問題と
なるのは日本で生活するための経済的な
支援です。GSCでは、講義を英語で行うと
ともに、編入学生に奨学金を支給するなど

学生たちに国際的な環境を
提供することが重要

―― 今後、GSCはどのように展開していき
ますか。
　今や日本の大学で、講義をすべて英語
で行うコースは決して珍しいものではな
いと思います。しかし、東京大学理学部化
学科のような既存の学部学科に編入とい
う形で留学生を受け入れ、授業を英語に
して日本人学生とともに学ばせる取り組み
は希ではないかと思います。これは、留学
生と日本人学生の「共学方式」による学
部教育です。日本人学生と留学生との会
話も、普段から英語で行われ、日本人学
生が自然に英語を使う機会が増え、日本
人学生に学部時代から国際的な環境が提
供されます。また、勉学意欲が高い留学
生と同じ教室で学ぶことは、日本人学生に
とって、良い刺激です。私は、この環境の
下で育った、編入学生と内部進学生が、
将来、さまざまな分野でグローバルに活
躍してくれるものと期待しています。
　現在、理学部10 学科のうちGSC に参
加している学科は化学科だけですが、理
学部の他の学科においても英語による授
業の数は年々増加していくと思います。ま
た、日本の他の大学が、我々のGSC の取
り組みを、学部教育の国際化のための参
考としていただければ有り難いと思ってい
ます。

――ありがとうございました。

学校・高等学校の6 年間という長い期間、
英語を勉強しています。それにもかかわら
ず、大学に入ってから英語で授業を受ける
となると、学生たちの多くが不安を抱いて
しまいます。それは、自分の関心がある事
柄について、英語で聞いたり、英語で話し
たりする経験を十分にしたことがないから
ではないかと思います。長い期間英語を勉
強しているにもかかわらず英語が身に付か
ない一つの理由は、英語が英語の授業の
中でしか使われないことにあると思います。
つまり、英語の授業でしか使われない言語
に、その価値を見出して、慣れなさいと
言っても、学生たちには理解ができないの
ではないでしょうか。もし、国語、算数、理
科、社会などの科目において、少しでも英
語が使われていれば、英語が如何に役に
立つかを実感できるに違いありません。英
語がツールとして役に立つのだということ
が分かれば、学生たちが英語を学ぶ姿勢
も変わって来るのではないかと思います。
　欧州の英語を母国語としない国々のトッ
プクラスの大学では、大学院教育を英語で
行っているところは珍しくありませんが、学
部教育で講義を英語で行っているところは、
少ないのではないかと思います。欧州の場
合、どの国の言語でも、その構造が英語と
大きくは変わらないため、大学院に入って
から英語で講義が行われるようになっても、
学生たちが順応することがそれ程難しくな
いという事情があると思います。しかし、日
本語の場合は、欧米の言語とは大きく構造
が異なるため、学生たちは、なるべく早い
時期から英語に慣れていくことが必要では
ないかと思います。日本人の大学生たちが、
学部のころから英語に慣れて、欧米のトッ
プ大学の大学院も将来の選択肢の一つとし
て考えられるようになって欲しいと思います。

国際的な場で
議論できることが重要

―― 科学者にとって英語は、どのような意
味がありますか。
　科学分野での国際的な公用語は英語で
す。国際的な場での研究発表や議論は、す
べて英語で行われます。科学の分野で学
術のコミュニティーに貢献するためには、
英語で学術論文を書いて出版しなければ
なりませんので、英語で論文を書く技術を
身に付けなければなりません。しかし、そ
れだけではありません。科学の分野では、
研究者どうしが議論を重ね、理解を深めて
いくのが日常です。そして、国際会議は、自
らの研究を単に発表する場としてだけでな
く、自分の研究内容や、他の研究グループ
の研究内容について、他の研究者と議論を
する場として、その価値があるのです。し
たがって、国際会議などの研究者の交流の
場で、英語が障壁となってしまって、議論
が深まらなかったとしたら、それはとても
残念なことです。
　そのような国際的な場で重要なことは、
間違いのない正確な英語を話すことでは
なくて、議論の流れをつかみ、その中で自
分の考えをしっかりと述べ、学問を深める
場に自らが参加し貢献をしていくことで
しょう。しかしながら、このような技術は、
普段から英語を使っていないと身に付か
ないものです。これからの教育に求められ
ていることは、日常的に英語を使える環境
を学生たちに提供していくことであると思
います。GSCはそのような要求への一つの
回答を与えたものと言えるでしょう。環境
さえ用意すれば、学生たちはそれを最大限
活用してくれます。今GSCで化学科の学生
たちがそれを実証してくれています。

が、グローバル人材の育成に資するプロ
グラムとして文部科学省に評価され、
2014年度から5 年間のプロジェクトとし
てGSCの予算が確保されました。そして、
英語による講義の準備が整っていたため、
化学科からGSCが始まり、2014年から、
化学科の学部3 年次、4 年次の講義を英
語で行うことになりました。
　この学部講義の英語化に対しては、さ
まざまな意見が寄せられました。「講義を
すべて英語にすると、日本人学生の理解
が浅くなる」とか、「日本語でしか表現で
きない内容もあり、英語で講義ができる
分野は限定されるのではないか」などの
指摘もありました。このような心配も理解
できることですが、心配ばかりしていては
前に進めません。
　講義は英語を用いて行われていますが、
補助的に日本語による説明も行われ、編
入学生だけでなく内部進学生が十分に講
義の内容を理解するように工夫されてい
ます。内部進学生たちも英語の講義にす
ぐに慣れ、講義中に英語で質問をしてく
れることもしばしばです。講義が終わると、
編入学生も内部進学生も、英語や日本語
で質問をしに教壇に来てくれます。東京大
学の学部の講義の時間は、昨年度から、
それまでの90 分から105 分へと長くなり
ましたが、学生たちが積極的に受講してく
れるので、講義時間が長くなったようには
感じませんでした。

早い時期から、英語が役に立つ
ツールであると知ることが大事

―― 学部の講義の英語化はどのような反
響がありましたか。
　東京大学では、学部1 年次、2 年次の学
生たちは教養学部生となります。理学部進
学生の多くは、理科Ⅰ類、理科Ⅱ類の学生
ですが、学部後期課程の進学先は、学生た
ちの希望と最初の１年と半年の間の成績
で決まります。学生たちの中には、英語の
授業についていけるのか、英語で化学を
理解できるのかなどと心配する学生もいる
と思います。実際、化学科では講義が英語
なので化学科を敬遠する、つまり、進学先
には選ばないという学生もいるようですが、
一方、英語で化学を勉強できる環境に魅
力を感じ、化学科を進学先として選ぶ学生
もいます。
　日本では、学生たちは大学に入る前に中

生を見る限り、勉学に対して、非常に熱心
であると感じました。編入学生たちは、日
本人学生よりも英語については慣れてい
ることもあり、私が担当している量子化学
の講義では、同じ講義を受け始めた最初
の学期は、編入学生たちの試験の点の方
がやや高いという傾向がありました。しか
し、次の学期になると、ほとんど差がなく
なりました。また、編入学生たちは、語学
としての日本語の講義を1 学期間勉強し、
最低限の日本語能力を得てから、日本人
学生と一緒に講義を受け始めます。その
ため、クラスの中では、英語だけでなく日
本語を使って編入学生と内部進学生が交
流していて、お互いに良い影響を与えあっ
ています。日本人の学生にとっても、日本
にいながらにして英語で専門科目を学ぶ
機会が得られるだけでなく、外国人学生と
同じ教室で一緒に勉強することによって、
良い刺激を受けることができるというメ
リットがあるのです。
　グローバル人材の育成のためには、日
本人学生に海外留学の経験をさせること
も一つの方策であると思います。しかし、
近年は、日本人学生は海外に留学したが
らない傾向があるようです。その背後には、
やはり語学の問題があるように思います。
英語に自信がないので留学などしなくて
済めばそれに越したことはない、という考
えを持つのは無理からぬことです。私は、

まずは、日本における大学教育の
国際化を推進すべきであると考え
ています。日本国内において、授
業などで日常的に英語を使う環
境が整い、自然に英語で議論で
きるようになれば、海外で学びた
いという学生の数も増えて行くで
しょう。GSC はそのような考え方
から、必然的に始まったものです。
　私たちの取り組みは、日本に
おける英語教育をどのように展
開すべきか、それをグローバル
人材の育成に如何に役立てて行
くのかという問題を議論する時
の参考になるものと思います。

長い準備段階を経て
英語化を実現

―― 英語化の経緯を教えてくだ
さい。
　東京大学大学院理学系研究科

化学専攻では、14 年前から、英語で議論
ができるグローバルな人材育成のため、
さまざまな取り組みをしてきました。まず、
2002 年から大学院博士課程1年次の大
学院生のために、実践的な英語プログラ
ム「Academic Engl ish for  Chemistry  
(AEC)」を開講しました。AEC では、語学
としての英語を専門とする他大学のネイ
ティブスピーカーの先生を招いて講義を
していただき、学生たちが、英語で話すこ
と、英語を聞き取ること、英語で文章を書
くことに慣れるようになることに主眼を置
きました。その後、AECは、大学院修士課
程の学生にも対象を広げました。そのよ
うな背景の下、化学専攻では、8 年前から
大学院修士課程の講義をすべて英語で開
講することになりました。なお、現在AEC
は、大学院修士１年次の学生、化学科の
学部3 年次、4 年次の学生、そして、化学
科進学に内定した2 年次の学生を対象と
して開講されています。化学専攻では、こ
のような長い準備期間を経て、化学科の学
部すべての講義の英語化に至ったのです。

案ずるより先に、始めること

―― そして次に学部の講義の英語化に着
手されたのですね。
　東京大学理学部が提案したGSCの構想

化学科の全講義英語化で、
将来の日本を担うグローバル人材を育成

大学での最新の取り組み ～東京大学理学部化学科～

東京大学理学系研究科副研究科長 山内 薫先生に聞く

1957 年東京都出身。1981 年東京大学理学部化学
科卒業。1997 年4 月より東京大学大学院理学系研
究科化学専攻教授。物理化学、特に、強光子場科学、
レーザー分光学、化学反応動力学を専門分野として
いる。日本分光学論文賞（1989 年）、日本化学会進
歩賞（1991 年）、レーザー学会論文賞（解説部門）
（2008 年）、第67回日本化学会賞（2015 年）、第7 
回分子科学会賞（2016年）などを受賞。

東京大学理学部化学科では、2014 年10 月より、海外の大学から留学生を学部編入生として受け入れるグローバルサイエンスコース
（GSC）が新設され、専門科目の授業がすべて英語化されました。GSCでは、留学生と日本人学生がともに、英語で行われる講義を受講
しています。英語化に踏み切った背景とその現状について、理学系研究科副研究科長 山内 薫先生にお話を伺いました。
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経済的支援を行い、留学生にとってのこの
２つの問題を軽減しました。
　GSCは、その発足当初から、高い学術・
教育レベルを持つ東京大学を卒業できる
魅力的なコースとして海外の大学生に受
け止められ、初年度の2014年の秋には中
国の大学から6 名、アメリカの大学から1 
名を、そして、2015年の秋には、アメリカ
の大学から2 名、インドの大学から2 名、
中国の大学から1 名を受け入れました。皆、
いずれも非常に優秀で勉学意欲も高い学
生たちばかりでした。GSCへの編入には
年々応募者が増えています。今、国際的な
認知度が高まっていますので、応募者はこ
れから更に増えて行くものと思います。
　編入学生たちは、覚悟を決めて日本に
来ていますので、第1 期、第2 期の編入学

世界で活躍できる人材の
育成を目指す

―― 今回、授業の英語化に踏み切った理
由を教えてください。
　人類は自然科学を通じて、自然界の仕
組みを解明し、技術を進歩させて暮らしを
豊かにしてきました。言うまでもなく、自
然科学に国境はなく、自然科学分野の議
論は、世界各国の研究者が共通に使える
言語、すなわち英語で行われています。日
本の研究者が世界の第一線で活躍する研
究者と交流し、国際的に活躍していくため
には、英語で自然科学を語り、議論できな
くてはなりません。
　そのためには、普段から英語に接する
ことが必要で、単に英語を語学として学ぶ
のではなく、いつも自分たちが取り組んで
いるテーマを英語で考え、そして議論する
ことが求められます。東京大学理学部では、
将来国際的に活躍することができるグ
ローバル人材の育成を目指して、2014 年
10 月にグローバルサイエンスコース
（GSC）※を新設し、その第一歩として、化
学科の講義（学部3 年次以降）をすべて
英語化しました。

※グローバルサイエンスコース（GSC）
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/GSC/

東京大学のGSCでは、海外の大学の学部
課程を2年以上修めた外国人学生が、東京
大学理学部3 年次に編入学生として入学し、
理学部への内部進学生とともに講義を受

講します。編入学生となるための応募条件
は、①海外大学の学部課程に2 年以上在
学し、最低62 単位を取得していること、②
理学に対する基礎知識を持っていること、
③英語が堪能であることとなっています。
GSCでは、講義を英語で開講すると同時に、
編入学生に毎月15 万円の奨学金を支給し、
さらに、宿舎も無償で提供しています。

海外からの留学生と日本人学生
の相乗効果が生まれる環境づくり

―― グローバルサイエンスコース（GSC）
を設置された意図は何ですか。
　今、日本は少子化により大学生の数が
年々減っており、このまま少子化が進んで
しまうと、将来を担う人材が不足してしま
います。学術分野においても、現在の高い
レベルの研究を維持し、それをさらに発展
させて行くことを考えるとき、少子化は深
刻な問題です。少子化に歯止めをかける
努力を続ける一方で、海外から優秀な人材
を受け入れることができる、国際的な環境
を整えることが必要です。
　日本の大学に海外から学生を受け入れ
るとき、まず、問題となるのが言語です。講
義が英語で開講されていなければ、海外
の学生にとって、その大学は留学先の候補
から外れてしまいます。そして、次に問題と
なるのは日本で生活するための経済的な
支援です。GSCでは、講義を英語で行うと
ともに、編入学生に奨学金を支給するなど

学生たちに国際的な環境を
提供することが重要

―― 今後、GSCはどのように展開していき
ますか。
　今や日本の大学で、講義をすべて英語
で行うコースは決して珍しいものではな
いと思います。しかし、東京大学理学部化
学科のような既存の学部学科に編入とい
う形で留学生を受け入れ、授業を英語に
して日本人学生とともに学ばせる取り組み
は希ではないかと思います。これは、留学
生と日本人学生の「共学方式」による学
部教育です。日本人学生と留学生との会
話も、普段から英語で行われ、日本人学
生が自然に英語を使う機会が増え、日本
人学生に学部時代から国際的な環境が提
供されます。また、勉学意欲が高い留学
生と同じ教室で学ぶことは、日本人学生に
とって、良い刺激です。私は、この環境の
下で育った、編入学生と内部進学生が、
将来、さまざまな分野でグローバルに活
躍してくれるものと期待しています。
　現在、理学部10 学科のうちGSC に参
加している学科は化学科だけですが、理
学部の他の学科においても英語による授
業の数は年々増加していくと思います。ま
た、日本の他の大学が、我々のGSC の取
り組みを、学部教育の国際化のための参
考としていただければ有り難いと思ってい
ます。

――ありがとうございました。

学校・高等学校の6 年間という長い期間、
英語を勉強しています。それにもかかわら
ず、大学に入ってから英語で授業を受ける
となると、学生たちの多くが不安を抱いて
しまいます。それは、自分の関心がある事
柄について、英語で聞いたり、英語で話し
たりする経験を十分にしたことがないから
ではないかと思います。長い期間英語を勉
強しているにもかかわらず英語が身に付か
ない一つの理由は、英語が英語の授業の
中でしか使われないことにあると思います。
つまり、英語の授業でしか使われない言語
に、その価値を見出して、慣れなさいと
言っても、学生たちには理解ができないの
ではないでしょうか。もし、国語、算数、理
科、社会などの科目において、少しでも英
語が使われていれば、英語が如何に役に
立つかを実感できるに違いありません。英
語がツールとして役に立つのだということ
が分かれば、学生たちが英語を学ぶ姿勢
も変わって来るのではないかと思います。
　欧州の英語を母国語としない国々のトッ
プクラスの大学では、大学院教育を英語で
行っているところは珍しくありませんが、学
部教育で講義を英語で行っているところは、
少ないのではないかと思います。欧州の場
合、どの国の言語でも、その構造が英語と
大きくは変わらないため、大学院に入って
から英語で講義が行われるようになっても、
学生たちが順応することがそれ程難しくな
いという事情があると思います。しかし、日
本語の場合は、欧米の言語とは大きく構造
が異なるため、学生たちは、なるべく早い
時期から英語に慣れていくことが必要では
ないかと思います。日本人の大学生たちが、
学部のころから英語に慣れて、欧米のトッ
プ大学の大学院も将来の選択肢の一つとし
て考えられるようになって欲しいと思います。

国際的な場で
議論できることが重要

―― 科学者にとって英語は、どのような意
味がありますか。
　科学分野での国際的な公用語は英語で
す。国際的な場での研究発表や議論は、す
べて英語で行われます。科学の分野で学
術のコミュニティーに貢献するためには、
英語で学術論文を書いて出版しなければ
なりませんので、英語で論文を書く技術を
身に付けなければなりません。しかし、そ
れだけではありません。科学の分野では、
研究者どうしが議論を重ね、理解を深めて
いくのが日常です。そして、国際会議は、自
らの研究を単に発表する場としてだけでな
く、自分の研究内容や、他の研究グループ
の研究内容について、他の研究者と議論を
する場として、その価値があるのです。し
たがって、国際会議などの研究者の交流の
場で、英語が障壁となってしまって、議論
が深まらなかったとしたら、それはとても
残念なことです。
　そのような国際的な場で重要なことは、
間違いのない正確な英語を話すことでは
なくて、議論の流れをつかみ、その中で自
分の考えをしっかりと述べ、学問を深める
場に自らが参加し貢献をしていくことで
しょう。しかしながら、このような技術は、
普段から英語を使っていないと身に付か
ないものです。これからの教育に求められ
ていることは、日常的に英語を使える環境
を学生たちに提供していくことであると思
います。GSCはそのような要求への一つの
回答を与えたものと言えるでしょう。環境
さえ用意すれば、学生たちはそれを最大限
活用してくれます。今GSCで化学科の学生
たちがそれを実証してくれています。

が、グローバル人材の育成に資するプロ
グラムとして文部科学省に評価され、
2014年度から5 年間のプロジェクトとし
てGSCの予算が確保されました。そして、
英語による講義の準備が整っていたため、
化学科からGSCが始まり、2014年から、
化学科の学部3 年次、4 年次の講義を英
語で行うことになりました。
　この学部講義の英語化に対しては、さ
まざまな意見が寄せられました。「講義を
すべて英語にすると、日本人学生の理解
が浅くなる」とか、「日本語でしか表現で
きない内容もあり、英語で講義ができる
分野は限定されるのではないか」などの
指摘もありました。このような心配も理解
できることですが、心配ばかりしていては
前に進めません。
　講義は英語を用いて行われていますが、
補助的に日本語による説明も行われ、編
入学生だけでなく内部進学生が十分に講
義の内容を理解するように工夫されてい
ます。内部進学生たちも英語の講義にす
ぐに慣れ、講義中に英語で質問をしてく
れることもしばしばです。講義が終わると、
編入学生も内部進学生も、英語や日本語
で質問をしに教壇に来てくれます。東京大
学の学部の講義の時間は、昨年度から、
それまでの90 分から105 分へと長くなり
ましたが、学生たちが積極的に受講してく
れるので、講義時間が長くなったようには
感じませんでした。

早い時期から、英語が役に立つ
ツールであると知ることが大事

―― 学部の講義の英語化はどのような反
響がありましたか。
　東京大学では、学部1 年次、2 年次の学
生たちは教養学部生となります。理学部進
学生の多くは、理科Ⅰ類、理科Ⅱ類の学生
ですが、学部後期課程の進学先は、学生た
ちの希望と最初の１年と半年の間の成績
で決まります。学生たちの中には、英語の
授業についていけるのか、英語で化学を
理解できるのかなどと心配する学生もいる
と思います。実際、化学科では講義が英語
なので化学科を敬遠する、つまり、進学先
には選ばないという学生もいるようですが、
一方、英語で化学を勉強できる環境に魅
力を感じ、化学科を進学先として選ぶ学生
もいます。
　日本では、学生たちは大学に入る前に中

生を見る限り、勉学に対して、非常に熱心
であると感じました。編入学生たちは、日
本人学生よりも英語については慣れてい
ることもあり、私が担当している量子化学
の講義では、同じ講義を受け始めた最初
の学期は、編入学生たちの試験の点の方
がやや高いという傾向がありました。しか
し、次の学期になると、ほとんど差がなく
なりました。また、編入学生たちは、語学
としての日本語の講義を1 学期間勉強し、
最低限の日本語能力を得てから、日本人
学生と一緒に講義を受け始めます。その
ため、クラスの中では、英語だけでなく日
本語を使って編入学生と内部進学生が交
流していて、お互いに良い影響を与えあっ
ています。日本人の学生にとっても、日本
にいながらにして英語で専門科目を学ぶ
機会が得られるだけでなく、外国人学生と
同じ教室で一緒に勉強することによって、
良い刺激を受けることができるというメ
リットがあるのです。
　グローバル人材の育成のためには、日
本人学生に海外留学の経験をさせること
も一つの方策であると思います。しかし、
近年は、日本人学生は海外に留学したが
らない傾向があるようです。その背後には、
やはり語学の問題があるように思います。
英語に自信がないので留学などしなくて
済めばそれに越したことはない、という考
えを持つのは無理からぬことです。私は、

まずは、日本における大学教育の
国際化を推進すべきであると考え
ています。日本国内において、授
業などで日常的に英語を使う環
境が整い、自然に英語で議論で
きるようになれば、海外で学びた
いという学生の数も増えて行くで
しょう。GSC はそのような考え方
から、必然的に始まったものです。
　私たちの取り組みは、日本に
おける英語教育をどのように展
開すべきか、それをグローバル
人材の育成に如何に役立てて行
くのかという問題を議論する時
の参考になるものと思います。

長い準備段階を経て
英語化を実現

―― 英語化の経緯を教えてくだ
さい。
　東京大学大学院理学系研究科

化学専攻では、14 年前から、英語で議論
ができるグローバルな人材育成のため、
さまざまな取り組みをしてきました。まず、
2002 年から大学院博士課程1年次の大
学院生のために、実践的な英語プログラ
ム「Academic Engl ish for  Chemistry  
(AEC)」を開講しました。AEC では、語学
としての英語を専門とする他大学のネイ
ティブスピーカーの先生を招いて講義を
していただき、学生たちが、英語で話すこ
と、英語を聞き取ること、英語で文章を書
くことに慣れるようになることに主眼を置
きました。その後、AECは、大学院修士課
程の学生にも対象を広げました。そのよ
うな背景の下、化学専攻では、8 年前から
大学院修士課程の講義をすべて英語で開
講することになりました。なお、現在AEC
は、大学院修士１年次の学生、化学科の
学部3 年次、4 年次の学生、そして、化学
科進学に内定した2 年次の学生を対象と
して開講されています。化学専攻では、こ
のような長い準備期間を経て、化学科の学
部すべての講義の英語化に至ったのです。

案ずるより先に、始めること

―― そして次に学部の講義の英語化に着
手されたのですね。
　東京大学理学部が提案したGSCの構想
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経済的支援を行い、留学生にとってのこの
２つの問題を軽減しました。
　GSCは、その発足当初から、高い学術・
教育レベルを持つ東京大学を卒業できる
魅力的なコースとして海外の大学生に受
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国の大学から6 名、アメリカの大学から1 
名を、そして、2015年の秋には、アメリカ
の大学から2 名、インドの大学から2 名、
中国の大学から1 名を受け入れました。皆、
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生たちばかりでした。GSCへの編入には
年々応募者が増えています。今、国際的な
認知度が高まっていますので、応募者はこ
れから更に増えて行くものと思います。
　編入学生たちは、覚悟を決めて日本に
来ていますので、第1 期、第2 期の編入学

世界で活躍できる人材の
育成を目指す

―― 今回、授業の英語化に踏み切った理
由を教えてください。
　人類は自然科学を通じて、自然界の仕
組みを解明し、技術を進歩させて暮らしを
豊かにしてきました。言うまでもなく、自
然科学に国境はなく、自然科学分野の議
論は、世界各国の研究者が共通に使える
言語、すなわち英語で行われています。日
本の研究者が世界の第一線で活躍する研
究者と交流し、国際的に活躍していくため
には、英語で自然科学を語り、議論できな
くてはなりません。
　そのためには、普段から英語に接する
ことが必要で、単に英語を語学として学ぶ
のではなく、いつも自分たちが取り組んで
いるテーマを英語で考え、そして議論する
ことが求められます。東京大学理学部では、
将来国際的に活躍することができるグ
ローバル人材の育成を目指して、2014 年
10 月にグローバルサイエンスコース
（GSC）※を新設し、その第一歩として、化
学科の講義（学部3 年次以降）をすべて
英語化しました。

※グローバルサイエンスコース（GSC）
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/GSC/

東京大学のGSCでは、海外の大学の学部
課程を2年以上修めた外国人学生が、東京
大学理学部3 年次に編入学生として入学し、
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は、①海外大学の学部課程に2 年以上在
学し、最低62 単位を取得していること、②
理学に対する基礎知識を持っていること、
③英語が堪能であることとなっています。
GSCでは、講義を英語で開講すると同時に、
編入学生に毎月15 万円の奨学金を支給し、
さらに、宿舎も無償で提供しています。

海外からの留学生と日本人学生
の相乗効果が生まれる環境づくり

―― グローバルサイエンスコース（GSC）
を設置された意図は何ですか。
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刻な問題です。少子化に歯止めをかける
努力を続ける一方で、海外から優秀な人材
を受け入れることができる、国際的な環境
を整えることが必要です。
　日本の大学に海外から学生を受け入れ
るとき、まず、問題となるのが言語です。講
義が英語で開講されていなければ、海外
の学生にとって、その大学は留学先の候補
から外れてしまいます。そして、次に問題と
なるのは日本で生活するための経済的な
支援です。GSCでは、講義を英語で行うと
ともに、編入学生に奨学金を支給するなど

学生たちに国際的な環境を
提供することが重要

―― 今後、GSCはどのように展開していき
ますか。
　今や日本の大学で、講義をすべて英語
で行うコースは決して珍しいものではな
いと思います。しかし、東京大学理学部化
学科のような既存の学部学科に編入とい
う形で留学生を受け入れ、授業を英語に
して日本人学生とともに学ばせる取り組み
は希ではないかと思います。これは、留学
生と日本人学生の「共学方式」による学
部教育です。日本人学生と留学生との会
話も、普段から英語で行われ、日本人学
生が自然に英語を使う機会が増え、日本
人学生に学部時代から国際的な環境が提
供されます。また、勉学意欲が高い留学
生と同じ教室で学ぶことは、日本人学生に
とって、良い刺激です。私は、この環境の
下で育った、編入学生と内部進学生が、
将来、さまざまな分野でグローバルに活
躍してくれるものと期待しています。
　現在、理学部10 学科のうちGSC に参
加している学科は化学科だけですが、理
学部の他の学科においても英語による授
業の数は年々増加していくと思います。ま
た、日本の他の大学が、我々のGSC の取
り組みを、学部教育の国際化のための参
考としていただければ有り難いと思ってい
ます。

――ありがとうございました。

学校・高等学校の6 年間という長い期間、
英語を勉強しています。それにもかかわら
ず、大学に入ってから英語で授業を受ける
となると、学生たちの多くが不安を抱いて
しまいます。それは、自分の関心がある事
柄について、英語で聞いたり、英語で話し
たりする経験を十分にしたことがないから
ではないかと思います。長い期間英語を勉
強しているにもかかわらず英語が身に付か
ない一つの理由は、英語が英語の授業の
中でしか使われないことにあると思います。
つまり、英語の授業でしか使われない言語
に、その価値を見出して、慣れなさいと
言っても、学生たちには理解ができないの
ではないでしょうか。もし、国語、算数、理
科、社会などの科目において、少しでも英
語が使われていれば、英語が如何に役に
立つかを実感できるに違いありません。英
語がツールとして役に立つのだということ
が分かれば、学生たちが英語を学ぶ姿勢
も変わって来るのではないかと思います。
　欧州の英語を母国語としない国々のトッ
プクラスの大学では、大学院教育を英語で
行っているところは珍しくありませんが、学
部教育で講義を英語で行っているところは、
少ないのではないかと思います。欧州の場
合、どの国の言語でも、その構造が英語と
大きくは変わらないため、大学院に入って
から英語で講義が行われるようになっても、
学生たちが順応することがそれ程難しくな
いという事情があると思います。しかし、日
本語の場合は、欧米の言語とは大きく構造
が異なるため、学生たちは、なるべく早い
時期から英語に慣れていくことが必要では
ないかと思います。日本人の大学生たちが、
学部のころから英語に慣れて、欧米のトッ
プ大学の大学院も将来の選択肢の一つとし
て考えられるようになって欲しいと思います。
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議論できることが重要

―― 科学者にとって英語は、どのような意
味がありますか。
　科学分野での国際的な公用語は英語で
す。国際的な場での研究発表や議論は、す
べて英語で行われます。科学の分野で学
術のコミュニティーに貢献するためには、
英語で学術論文を書いて出版しなければ
なりませんので、英語で論文を書く技術を
身に付けなければなりません。しかし、そ
れだけではありません。科学の分野では、
研究者どうしが議論を重ね、理解を深めて
いくのが日常です。そして、国際会議は、自
らの研究を単に発表する場としてだけでな
く、自分の研究内容や、他の研究グループ
の研究内容について、他の研究者と議論を
する場として、その価値があるのです。し
たがって、国際会議などの研究者の交流の
場で、英語が障壁となってしまって、議論
が深まらなかったとしたら、それはとても
残念なことです。
　そのような国際的な場で重要なことは、
間違いのない正確な英語を話すことでは
なくて、議論の流れをつかみ、その中で自
分の考えをしっかりと述べ、学問を深める
場に自らが参加し貢献をしていくことで
しょう。しかしながら、このような技術は、
普段から英語を使っていないと身に付か
ないものです。これからの教育に求められ
ていることは、日常的に英語を使える環境
を学生たちに提供していくことであると思
います。GSCはそのような要求への一つの
回答を与えたものと言えるでしょう。環境
さえ用意すれば、学生たちはそれを最大限
活用してくれます。今GSCで化学科の学生
たちがそれを実証してくれています。

が、グローバル人材の育成に資するプロ
グラムとして文部科学省に評価され、
2014年度から5 年間のプロジェクトとし
てGSCの予算が確保されました。そして、
英語による講義の準備が整っていたため、
化学科からGSCが始まり、2014年から、
化学科の学部3 年次、4 年次の講義を英
語で行うことになりました。
　この学部講義の英語化に対しては、さ
まざまな意見が寄せられました。「講義を
すべて英語にすると、日本人学生の理解
が浅くなる」とか、「日本語でしか表現で
きない内容もあり、英語で講義ができる
分野は限定されるのではないか」などの
指摘もありました。このような心配も理解
できることですが、心配ばかりしていては
前に進めません。
　講義は英語を用いて行われていますが、
補助的に日本語による説明も行われ、編
入学生だけでなく内部進学生が十分に講
義の内容を理解するように工夫されてい
ます。内部進学生たちも英語の講義にす
ぐに慣れ、講義中に英語で質問をしてく
れることもしばしばです。講義が終わると、
編入学生も内部進学生も、英語や日本語
で質問をしに教壇に来てくれます。東京大
学の学部の講義の時間は、昨年度から、
それまでの90 分から105 分へと長くなり
ましたが、学生たちが積極的に受講してく
れるので、講義時間が長くなったようには
感じませんでした。

早い時期から、英語が役に立つ
ツールであると知ることが大事

―― 学部の講義の英語化はどのような反
響がありましたか。
　東京大学では、学部1 年次、2 年次の学
生たちは教養学部生となります。理学部進
学生の多くは、理科Ⅰ類、理科Ⅱ類の学生
ですが、学部後期課程の進学先は、学生た
ちの希望と最初の１年と半年の間の成績
で決まります。学生たちの中には、英語の
授業についていけるのか、英語で化学を
理解できるのかなどと心配する学生もいる
と思います。実際、化学科では講義が英語
なので化学科を敬遠する、つまり、進学先
には選ばないという学生もいるようですが、
一方、英語で化学を勉強できる環境に魅
力を感じ、化学科を進学先として選ぶ学生
もいます。
　日本では、学生たちは大学に入る前に中

生を見る限り、勉学に対して、非常に熱心
であると感じました。編入学生たちは、日
本人学生よりも英語については慣れてい
ることもあり、私が担当している量子化学
の講義では、同じ講義を受け始めた最初
の学期は、編入学生たちの試験の点の方
がやや高いという傾向がありました。しか
し、次の学期になると、ほとんど差がなく
なりました。また、編入学生たちは、語学
としての日本語の講義を1 学期間勉強し、
最低限の日本語能力を得てから、日本人
学生と一緒に講義を受け始めます。その
ため、クラスの中では、英語だけでなく日
本語を使って編入学生と内部進学生が交
流していて、お互いに良い影響を与えあっ
ています。日本人の学生にとっても、日本
にいながらにして英語で専門科目を学ぶ
機会が得られるだけでなく、外国人学生と
同じ教室で一緒に勉強することによって、
良い刺激を受けることができるというメ
リットがあるのです。
　グローバル人材の育成のためには、日
本人学生に海外留学の経験をさせること
も一つの方策であると思います。しかし、
近年は、日本人学生は海外に留学したが
らない傾向があるようです。その背後には、
やはり語学の問題があるように思います。
英語に自信がないので留学などしなくて
済めばそれに越したことはない、という考
えを持つのは無理からぬことです。私は、

まずは、日本における大学教育の
国際化を推進すべきであると考え
ています。日本国内において、授
業などで日常的に英語を使う環
境が整い、自然に英語で議論で
きるようになれば、海外で学びた
いという学生の数も増えて行くで
しょう。GSC はそのような考え方
から、必然的に始まったものです。
　私たちの取り組みは、日本に
おける英語教育をどのように展
開すべきか、それをグローバル
人材の育成に如何に役立てて行
くのかという問題を議論する時
の参考になるものと思います。

長い準備段階を経て
英語化を実現

―― 英語化の経緯を教えてくだ
さい。
　東京大学大学院理学系研究科

化学専攻では、14 年前から、英語で議論
ができるグローバルな人材育成のため、
さまざまな取り組みをしてきました。まず、
2002 年から大学院博士課程1年次の大
学院生のために、実践的な英語プログラ
ム「Academic Engl ish for  Chemistry  
(AEC)」を開講しました。AEC では、語学
としての英語を専門とする他大学のネイ
ティブスピーカーの先生を招いて講義を
していただき、学生たちが、英語で話すこ
と、英語を聞き取ること、英語で文章を書
くことに慣れるようになることに主眼を置
きました。その後、AECは、大学院修士課
程の学生にも対象を広げました。そのよ
うな背景の下、化学専攻では、8 年前から
大学院修士課程の講義をすべて英語で開
講することになりました。なお、現在AEC
は、大学院修士１年次の学生、化学科の
学部3 年次、4 年次の学生、そして、化学
科進学に内定した2 年次の学生を対象と
して開講されています。化学専攻では、こ
のような長い準備期間を経て、化学科の学
部すべての講義の英語化に至ったのです。

案ずるより先に、始めること

―― そして次に学部の講義の英語化に着
手されたのですね。
　東京大学理学部が提案したGSCの構想

東京大学理学部化学科の歴史は、徳川幕府が蕃書調所の精煉方を創設
した1861 年まで遡ります。これは、東京大学創立（1877 年）よりも古く、
我が国の化学分野をリードし、学界、産業界、教育界に多くの人材を輩
出してきました。現在は、物理化学、有機化学、無機・分析化学の基幹3
講座、12研究室から成り立っており、広い分野の礎となる理学としての
基礎化学の研究・教育を担っています。

◀大正5年に完成した化学東館は、本郷キャンパスの中では最古の建物
であり、震災・戦災にも生き抜いて、いまなお当時の面影を残しています。
なお、内部は昭和59年に改修されています。

東京大学理学部化学科の概要
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