
１．概要（１ページ以内）

短期大学におけるダブルディグリープログラムを推進する韓日語併記学習教材の開発と韓国文化研究拠点の構築

460人

理工・情報系

短期大学唯一のダブルディグリープログラム実施校としての質を保証するため、
現代韓国文化研究センターを設置して同センターが開発する日韓語併記テキスト
を用いて、韓国語運用能力に秀でた職業人材を九州全域に輩出する。本学は短期
大学初の韓国文化研究の拠点となり、将来ビジョンである今日的な地域の課題に
対応できる人材育成の実現に向けて、グローカル化に対応する専門職業人を育成
する佐賀女子短大という特色を打ち出す。

審査希望分野

イメージ図

生物・医歯系○

事業概要

　

5年 収容定員タイプA申請タイプ

佐賀女子短期大学

　

地域みらい学科、こども未来学科、現代韓国文化研究センター（仮称、設置予定）参画組織

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

支援期間

大学名

人文・社会系

学校法人名412001学校法人番号

佐賀女子短期大学

佐賀県佐賀市

事業名

主たる所在地

旭学園
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２．事業内容（２ページ以内）

佐賀女子短期大学

（１）事業目的

【佐賀県と本学の現状と課題】
　佐賀県は全国の地方都市同様に、少子高齢化、産業減退の問題を抱えている。また、九州最大の人口都
市圏である福岡県に隣接していることから若年層を中心に人口の流出が続いており、深刻な課題となって
いる。
　そのため、佐賀県は県内の活性化と国際的な産業構造の充実を図り、平成27年に日本語学校を招致して
外国人留学生の誘致を積極的に進めている。卒業後は県内大学等への進学を奨励し、優秀な留学生の県内
の施設・企業への就職、定住を図っている。現在日本で進行しているグローバル化は決して大都市圏に特
有の現象ではなく、過疎化する地方都市にもその波は押し寄せている。地域社会のグローバル化（＝グ
ローカル化）が進む佐賀では、人口の維持を図るためにも、多文化共生の視点を持った市民を育てて行く
必要がある。
　とりわけ、保育士や栄養士、介護福祉士等、生活に密着した専門職業人にとって、施設や病院等の職場
で接する利用者や同僚にも外国人が増えることが確実であることから、従来の指定規則では想定されてい
ない多文化共生の視点を持った専門職人材の育成は喫緊の課題である。これらの人材の育成を使命として
きた本学では、このような外部環境・社会情勢をふまえて、グローバル活動と地域連携活動を通したアク
ティブラーニングの導入を軸に教育改革を進めている。
　一方、九州各県には韓国のLCCが複数社就航して韓国人観光客が増加しているが、現在の日本では、日
韓同時通訳者は在日韓国人か留学生に依存しているのが現状で、九州全域において韓国語の使える日本人
への需要は高い。そこで、今年度新設した地域みらい学科では、従来実施してきた蔚山科学大学とのダブ
ルディグリープログラムを軸に韓国語カリキュラムを強化したところである。
【佐賀と韓国との歴史的つながり】
　佐賀は歴史的に朝鮮半島とのつながりが深く、16世紀の豊臣秀吉の朝鮮出兵では唐津に隣接する名護屋
城が本陣とされた。ある意味で負の遺産となった名護屋城跡には平成5年に県立博物館が建設され、佐賀
における韓国との交流拠点となっている。また、有田焼の祖として知られる陶工李三平は朝鮮の出身で
あった。一方、韓国蔚山市には朝鮮出兵に際して鍋島直茂（後に肥前佐賀藩主）が築城したとされる倭城
が歴史遺産として保存されている。本学前理事長が元名護屋城博物館長であった縁もあり、これらは本学
と蔚山科学大学との連携スタートのきっかけとなったものでもある。その他にも、百済武寧王の生誕の地
が唐津加唐島であること、『千字文』を日本にもたらした王仁を祭る王仁神社が佐賀県吉野ケ里町にある
こと、伽耶（金海市）と吉野ケ里の遺跡の類似性など、佐賀と韓国の関わりには広く深いものがある。
　近年の政治的な日韓関係には微妙な部分もあるが、日本からは産業技術やアニメ、韓国からはドラマや
Kポップなど、民間レベルでの日韓交流は健在である。九州佐賀国際空港にも韓国のLCCであるティーウエ
イ航空株式会社のソウル便が就航し、韓国人観光客が増加している。本学は平成29年1月に同社と産学連
携協定を結んだが、その調印式のプレスリリースは佐賀県知事が自身で行なうなど、佐賀県・本学の韓国
との交流は質量ともにさらに深まりつつある。
 このような韓国との交流の深さを反映し、名護屋城に近接する唐津商業高校を始め、佐賀農業高校、佐
世保商業高校など、県下及び隣県長崎の実業系高等学校には韓国語を正課カリキュラムの中に準備してい
る学校が増加しており、高校現場での職業教育としての韓国語ニーズは高い。
【本学のグローバル活動とダブルディグリープログラム】
　本学は30年近く前から韓国・中国等のアジア圏との交流を続けてきている。近年では8年前に包括連携
協定を結んだ蔚山科学大学との間で、交換留学生・インターンシップ学生の相互派遣等の交流を深めてき
た。5年前には、本学の教育と学生の学びの国際通用性を証明するために、短大としては日本で初となる
ダブルディグリー協定を締結した。この間、多くの学生が相互に行き来するとともに、教員間の共同研究
やサバティカル研修も盛んに行なわれている。蔚山科学大学以外にも韓国の7大学と連携協定を締結し、
翰林聖心大学とは平成28年度に本学にとって2校目となるダブルディグリー協定を締結したところであ
る。
　近隣の高等学校でも本学の韓国語教育は認知されており、その志願者は年々増加している。文部科学省
調査研究協力者会議等（高等教育）「私立大学の振興に関する検討会議（第9回平成28年11月8日）」にお
ける「経営の強化及び改善に関する文部科学省予算について」と題した資料には、マグロ養殖の近畿大学
など、特色ある教育・研究を行なっている5私立大学の1校として、早稲田、慶応、金沢工大とともに、ダ
ブルディグリープログラムを実施している本学が例示されており、その独自性と意義については広く認め
られているものと自負している。
【佐賀女子短期大学ブランドの構築】
　以上のような、佐賀県と本学を取り巻く環境と、韓国との交流の歴史をふまえ、本学では現代韓国文化
研究センターを設置、その活動を通して「グローカル化に対応できる専門職業人を育成する佐賀女子短
大」をブランドとして打ち出すことを機関決定した。同センターにおいては、日韓のダブルディグリープ
ログラム参加学生がより効果的に学習できる教材を研究・開発して、韓国語運用能力の高い人材を九州全
域に輩出するとともに、短期大学が対象とする保育・栄養・福祉等の分野を中心とした現代韓国の文化研
究拠点を構築する予定である。
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佐賀女子短期大学

【研究テーマの内容】
　新たに設置する現代韓国文化研究センターでは、①日韓の短大ダブルディグリープログラムに参加する
学生が、短期間で、より高いレベルで相手国語を習得するために、見開き左右の頁に同内容の韓国語と日
本語とを一瞥して相手国言語を学ぶことのできる教材、②地域支援系の専門職分野を学ぶ学生が韓国文化
に触れることを通して、多文化共生の視点を持つために、保育・福祉・栄養等、専門分野別の専門用語を
中心とした韓国語初学者向けの教材、これら2系統（副読本含む）の韓国語・日本語学習教材とその教授
法の研究・開発を行なう。
　近年の韓流ブームにより、多数の市販本が登場したが、これらは韓国語能力試験の受験対策本が主流で
あって、大学において使用される教材とは位相を異にする。今回開発する教材はすでに韓国の大学での教
員歴を持つ本学教員と10年の日本留学歴を持つ蔚山科学大学教員との間で研究・執筆が進められているも
ので、日本語と韓国語の類似性を活用して作成する。
【期待される研究成果】
　日清戦争以後の日本語と朝鮮語との比較研究によって、用言の活用の在り方や副詞・連体詞の使用法な
ど、膠着語としての日本語と韓国語との文法的類似性が明らかになった。加えて、日本で作成された近代
翻訳語の朝鮮への輸出は、漢字名詞や複合サ変動詞等、語彙的な同一性をもたらしている。しかしなが
ら、1945年の敗戦を境に日本の戦後教育機関における外国語教育は英語に特化してきたため、明治期から
およそ半世紀にわたる日朝語研究によって蓄積されてきた両言語の近親性は、敗戦と植民地支配の罪意識
ともあいまって忘却されてきた感がある。
　しかし一方で解放後の韓国でこの類似性は、大韓民国復興の旗印の下で教育機関において継承されたた
め、日本語は第二外国語の主要な言語として中学・高等学校から取り組んできた経緯がある。したがっ
て、短期大学の2年間という短期間でも韓国語のある程度の習得は可能であり、これまでダブルディグ
リープログラムに参加した本学卒業生の多くは、全くの初学者として入学してきたものを含め、韓国語能
力試験4～5級（最上位は6級）に合格している。
　明治・大正・昭和初期に朝鮮半島において編纂された教科書類の一つ、朝鮮語研究会による『朝鮮文朝
鮮語講義録号本上・下』(計836頁、刊行年不明)は日本人と朝鮮人が共通して使えるよう上下に対訳がな
されたもので、日朝語の近親性をよく表している。こうした事情は負の遺産として顧みられることはほと
んどないが、本学においては、過去15年間にわたって科研費に採択されてきた長澤雅春教授の国立中央図
書館 （旧朝鮮総督府図書館）の蔵書調査と朝鮮教育に関する研究の蓄積と、日韓両国語教材の研究開発
に長年関わってきた蔚山科学大学の劉相溶教授を中心に、今回の教材と教授法の開発を行なう。さらに、
両短期大学の保育・福祉・栄養分野の専任教員も加わり、専門用語を中心とした初学者向けのテキストの
研究開発を行なう。
　これらの教材と教授法の開発によって、ダブルディグリープログラムに参加する学生は、1年間の留学
経験を経ることで、卒業までのわずかな期間で韓国語能力試験5級レベルの運用能力を身につけることが
できる。地域支援系の各専門分野を学ぶ学生は、韓国の同分野の現場に触れることを通して多文化共生の
視点を持つことができる。

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】
　平成29年度「教育カンファレンス」（詳細は「ブランディング戦略」参照）において確認された本学の
中長期的なビジョンの概要は以下のようなものである。
　佐賀女子短期大学は、現代韓国文化研究センターを設置し、建学の精神の下に今日的な地域の課題に対
応できる人材育成を行なう。少子高齢化の進行、産業の空洞化、人口の流出等、深刻な課題が山積する佐
賀にあって、学生を、地域が抱える経済・産業や教育・福祉の課題に向き合ってそれを解決できる総合的
な人材として育成することが本学に課せられた使命である。そのために、本学は、社会のニーズに応えた
２学科・６コースを設置し、幅広い教養と専門的知識・技能を教授するとともに、現代韓国文化研究セン
ターの研究成果の下、ダブルディグリープログラムとグローバル活動、地域連携活動を軸とした教育研究
活動を推進し、専門性をベースに「女性の社会突破力」「こどもの未来創造力」「地域で育む実践力」
「多文化共生力」を涵養する。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

佐賀女子短期大学

【本学の将来ビジョンと教育改革の方向性】
　本学では、運営委員会・教授会で審議・承認された、大学全体、及び、各学科・専攻・コースの中長期
的なビジョンと教育目標に沿って、その年の教育内容と成果、問題点をチェックするとともに、次年度に
向けての課題とその対処方法を明らかにし、それを全学で共有するために、毎年度末に全教職員が出席す
る「教育カンファレンス」を開催している。平成29年3月28日に開催された直近の「教育カンファレン
ス」において確認された本学の中長期的なビジョンと教育目標は以下の通りである。
　佐賀女子短期大学は現代韓国文化研究センターを設置し、「将来の社会生活、家庭生活の発展向上に尽
くす人材の育成」という建学の精神の下に、今日的な地域の課題に対応できる人材育成を行なう。
　少子高齢化の進行、産業の空洞化、人口の流出等、深刻な課題が山積する佐賀にあって、学生を、地域
が抱える経済・産業や教育・福祉の課題に向き合ってそれを解決できる総合的な人材として育成するこ
と、すなわち「知力を突き抜け、社会へ突破する力」を獲得させて地域へ送り出すことこそが、地域で生
まれ育った学生を受け入れて教育し、地域に貢献してきた本学に課せられたミッションである。
　そのために、本学は、社会のニーズに応えた２学科・６コースを設置し、幅広い教養と専門的知識・技
能を教授するとともに、「コミュニティワイド」「佐賀県ワイド」「アジアワイド」「ワールドワイド」
の空間的広がりの中で、現代韓国文化研究センターの研究成果の下に、ダブルディグリープログラムとグ
ローバル活動、地域連携活動を軸とした以下の教育研究活動を推進し、専門性をベースとした４つの総合
力、すなわち、「女性の社会突破力」、「こどもの未来創造力」、「地域で育む実践力」、および「多文
化共生力」を涵養する。これにより、学生は、これからの予測困難な時代の中で社会を生き抜く力を培
い、こどもと地域の未来創造に資する能力を修得する。
① コミュニティワイド：こどもの生活体験学習と子育て支援等
② 佐賀県ワイド：地域の産官民との連携・協力・多様な学習の組織化等
③ アジアワイド：韓国蔚山科学大学他とのダブルディグリープログラム、東アジア・マイグレーショ
ン・プログラム（本学、蔚山科学大学、中国南通職業技術学院の3短大で協定を結び、複数の短大に交換
留学または複数学位制留学を行なう）等
④ ワールドワイド：海外提携校との連携交流だけでなく、地域のグローバル化や多文化共生を研究・支
援等
また、これらの事業をより有効に実施するために、4ターム制の導入等の教育制度改革も行なう。
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佐賀女子短期大学

　上記のように、本学の将来ビジョンは、従来の専門分野の教育の基盤の下に、現代韓国文化研究セン
ターの研究成果の下に、ダブルディグリープログラムとグローバル活動、地域連携活動とを軸にしたアク
ティブラーニングを通して、今日的な地域の課題と向き合ってそれに対応できる総合的な専門職人材を育
成する、というものであり、地域自治体・地域産業界・蔚山科学大学と連携し、韓国とのダブルディグ
リープログラムを推進する研究活動を行なう今回の事業は、本学の将来ビジョンを正しく具現化するもの
に他ならない。

【新たに設置する研究センター事業の概要】
　今回の事業では、本学の将来ビジョンの実現のために現代韓国文化研究センターを設置して、以下の研
究・教育活動を行なうことを通して、「グローカル化に対応できる専門職業人を育成する佐賀女子短大」
というブランドイメージを打ち出す

①蔚山科学大学と連携しての日韓現代文化の比較研究
　　対象ステークホルダー：学生・保護者・地域市民・各専門分野の関係者・蔚山科学大学関係者
・日韓語テキストの開発
・韓国語のカリキュラムの開発
・高短連携による韓国語教育方法の開発
・高短連携による入学前授業の単位認定の研究
・レベル別クラス編成等、教授方法の研究
・短大教育がカバーする保育・福祉・栄養等、地域支援分野のテキスト開発
・短大教育がカバーする保育・福祉・栄養等、地域支援分野の比較研究
・日韓交流史の研究
・研究成果に関する公開研究会・国際シンポジウム・講演会等の開催
・研究成果の出版

②地域産業界と連携してのダブルディグリー学生・交換留学生の支援
　　対象ステークホルダー：日本人学生・韓国人学生・地域企業
・韓国留学希望の日本人学生への補習等の留学支援
・韓国留学希望の日本人学生のためのインターンシップ受け入れ・就職先の開拓と支援
・留学中の韓国人学生への日本語学習・アクティブラーニング等の生活・学修支援
・留学中の韓国人学生のためのインターンシップ受け入れ・就職先の開拓と支援
・短期の語学・文化研修等の企画・受け入れ…
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佐賀女子短期大学

③自治体と連携しての佐賀市民・県民への韓国語・韓国文化の普及・広報活動
　　対象ステークホルダー：中学生・高校生・市民・地元自治体
・生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の実施
・センター主催の韓国語スピーチコンテストの実施
・国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施

④ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
・日韓両国語で併記：佐賀県・韓国の政財界とのバナーをはる
・データベースとアーカイブの作成

【本学のイメージ・グローバル活動の認知度】
　本学は、佐賀県内の公私立高等学校の校長、及び進路指導主事にたいして、本学のイメージや高校生の
ニーズ、志願状況等について毎年ヒアリングを実施している。それによれば、従来本学のイメージとして
認知されていたのは、「保育・食物・福祉等の地域支援系の専門職人材の育成と小学校の教員養成を行
なっている」というものであったが、近年はそれ以上に、「地域と連携してのアクティブラーニングを積
極的に行なっている」「グローバル教育活動が盛んであり、特に、韓国語や韓国文化に関するものが進ん
でいる」というものに変化してきている。
　また、平成27年度に実施した県内高等学校女子高校生、及び進路担当教員への本学に対するニーズ調査
によれば、今年度開設した地域みらい学科の中で、「グローバル共生コース」に対する認知度と期待度
は、栄養士養成の「食とヘルスマネジメントコース」、介護福祉士養成の「福祉とソーシャルケアコー
ス」、養護教諭と医療事務員養成の「健康とホスピタリティコース」の3コースに比べ、わずかながら最
も高い数値になっている。また、今年度新設した地域みらい学科「グローバル共生コース」入学者38名の
うち18名（佐賀県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県出身）が韓国語学習者で、さらにダブルディグ
リープログラム留学希望者は14名を数える。
　一方、県内の施設・企業・団体等に不定期に実施しているヒアリングによれば、本学の卒業生を保育
士・幼稚園教諭・栄養士・介護福祉士等の専門職人材として受け入れる施設での高い認知度に比べ、一般
企業・団体では、概して認知度が低いものの、近年の本学の教育改革の進展によって、地域と連携しての
アクティブラーニング等がマスコミで取り上げられていることや、韓国との交流活動が盛んなことが認知
されてきた。
　加えて、特に専門職業高校で韓国語のカリキュラムが増加していることもあり、女子生徒の韓国への関
心が高いことが高校関係者のヒアリングから明らかになっている。本学に韓国語学習のコースを設置して
以来、入学者が5年間で5名から18名へと3倍以上増加しているのは、高校生のニーズと本学のグローバル
活動・韓国語教育に対する認知度の上昇が重なった結果と考えられる。
　上述のように、本学に対するイメージは、高校現場の教職員・生徒、及び、地域支援系の特定の施設等
における「専門職人材の育成」というものを基盤にしつつ、近年、「アクティブラーニングとグローバル
活動の佐賀女子短大」に少しずつシフトしてきている。このような現状における本学のブランディング戦
略を考えた場合、まず、高校関係者の間で認知度と期待度の高まっているグローバル活動、韓国語教育を
ブランドとして積極的に打ち出すことが重要であろう。
　また、特定の業界での地域支援系の教育の認知度を、アクティブラーニングとグローバル活動を軸にし
た教育改革の推進を通してさらに強化することも併せて重要である。特に、「グローカル化に対応できる
専門職人材を育成する佐賀女子短大」というブランディングは、グローカル化が今後さらに進展すること
が予想される佐賀において、強いインパクトを持つと考えられる。
　併せて、一般企業での認知度の低さからは、一般市民における認知度の低さも予想されることから、今
回のブランディング事業について、企業関係者のみならず、広く佐賀県民・市民への広報活動も必要とな
ろう。
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【本事業の情報発信の手段と内容】
　本事業を関係ステークホルダーに広く認知してもらい、関心・共感を深め、協力・評価を獲得するため
に、本学のイメージとその認知度の分析結果から、本事業の情報を、高等学校教職員、高校生、地域支援
系施設職員、地域自治体関係者、地域企業関係者、佐賀県民・市民、さらに韓国の短大・大学関係者や若
者等のステークホルダーに対して、以下の手段で発信する。

①現代韓国文化研究センターの設置に関するプレスリリース
　平成30年2月に、本学、佐賀県国際交流関係者、佐賀市国際交流関係者・佐賀商工会議所・ティーウエ
イ航空株式会社・福博印刷株式会社・蔚山科学大学が一堂に会し、現代韓国文化研究センター設置のプレ
スリリースを行なう。
想定されるステークホルダー：高等学校教職員、高校生、地域支援系施設職員、地域自治体関係者、地域
企業関係者、佐賀県民・市民、蔚山科学大学関係者
成果指標と達成目標：参加プレス数8社、報道機関登場回数8回
達成目標の進捗状況を把握する方法：直接確認

②生涯学習講座の開講
　平成30年度より毎年、本学生涯学習センターと合同で、佐賀県民・市民、近隣の中学生・高校生を対象
とした韓国語講座を開講する。また、年2回程度、国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行を企画・実
施する。
想定されるステークホルダー：佐賀県民・市民、近隣の中学生・高校生とその保護者、地域自治体
成果指標と達成目標：韓国語講座の参加者延べ数200名、講座研修旅行の参加者延べ数40名、報道機関登
場回数5回
達成目標の進捗状況を把握する方法：直接確認

③本学主催の韓国語スピーチコンテストの実施
　近隣の専門職業高等学校で韓国語のカリキュラムが増加していることから、平成30年度より毎年、佐賀
県教育委員会の後援を得て、高校生・短大生・一般市民によるスピーチコンテストを実施する。
想定されるステークホルダー：高校生・短大生とその保護者、一般市民、地域自治体
成果指標と達成目標：参加者数30名、報道機関登場回数8回
達成目標の進捗状況を把握する方法：直接確認

④各種国際シンポジウム（韓日語教育・地域支援系専門分野の研究）の開催
　平成30年度より隔年で、本学と蔚山科学大学において、現代韓国文化研究センターで行なっている研究
活動に関する国際シンポジウムを開催し、高校教職員や地域支援系施設関係者などシンポジウムのテーマ
に関係するステークホルダーに広く参加してもらう。
想定されるステークホルダー：高等学校教職員、高校生、地域支援系施設職員、地域自治体関係者、地域
企業関係者、佐賀県民・市民、さらに韓国の短大・大学関係者や若者
成果指標と達成目標：シンポジウムへの参加者数各回70名
達成目標の進捗状況を把握する方法：直接確認、その他にアンケートを実施して集計分析

⑤大学案内・オープンキャンパスでの告知
　平成30年度より毎年、現代韓国文化研究センターの活動について大学案内に掲載し、また、オープン
キャンパスにおいてもこれを紹介、活動の広報・普及を行なう。
想定されるステークホルダー：高等学校教職員、高校生とその保護者、佐賀県民・市民
成果指標と達成目標：オープンキャンパス参加者数80名、韓国語学習志願者数と本学へのダブルディグ
リー受け入れ留学生総数の増加率年10％
達成目標の進捗状況を把握する方法：直接確認

⑥ホームページの開設
　平成29年度末までにセンターのホームページを開設し、研究・教育活動を広く普及・広報する。使用言
語は日本語・韓国語・英語（平成30年度末までに）を予定している。
想定されるステークホルダー：高等学校教職員、高校生、地域支援系施設職員、地域自治体関係者、地域
企業関係者、佐賀県民・市民、さらに韓国の短大・大学関係者や若者
成果指標と達成目標：ホームページへのアクセス数1万アクセス／年
達成目標の進捗状況を把握する方法：ホームページ上にカウンターを設置
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⑦ブランディング戦略事業の成果に関するアンケート調査
　平成29年度、31年度、33年度に、ステークホルダーである高等学校教職員、高校生、地域支援系施設職
員、地域自治体関係者、地域企業関係者に対してアンケート調査とヒアリングを実施し、本事業の成果を
測定する。
成果指標と達成目標：アンケートの発送件数100件、ヒアリングの実施件数20件、実施アンケートの認知
度やイメージに関する数値が経年で伸びているかどうか20％
達成目標の進捗状況を把握する方法：実施は直接確認、数値の上昇は分析して確認

8



４．事業実施体制（２ページ以内）

佐賀女子短期大学

①研究活動
　本事業の研究活動（教材開発、共同研究等）を推進
するため、現代韓国文化研究センターを設立する。同
センターは右記の組織図の通りに人員を配置し、研究
活動、教育活動、社会連携活動に取り組む。
　同センターは、研究センター長のもと、専任研究員
（1名）、各研究分野（学科・コース等）から兼任研
究員（4名）、加えて同センターの事務を担う事務員
（1名）を配置する。兼任研究員については、本学の
教員を任命することで、本学の特色ある専門職業人材
の養成に関係する分野の比較研究等を実施することが
可能となる。同センターでは、現代韓国文化研究セン
ター推進委員会にて研究等の企画、実施する。現代韓
国文化研究センター推進委員会では、必要に応じてス
テークホルダーを招聘し、取り組み内容への意見収集
を行い、改善する等の協働体制も構築する。これによ
り実施内容の評価が可能となり、改善することができ
る。
　さらに年度毎に学内でも活動報告を実施し、報告を基に事業の進捗状況についてブランディング戦略実
施委員会（②参照）が内容を点検する。点検ののち、学内の意思決定組織である教授会にて、報告、全学
へ状況をフィードバックするとともに、改善点を洗い出す。

②ブランディング戦略
　現代韓国文化研究センターの活動を中心として、本学のブランディング戦略を進めるために、ブラン
ディング戦略実施委員会（仮称）を設置する。この委員会は、研究を中心とした学内改革を進めるために
設置されている研究実施委員会および各学科から教員を選出する。韓国文化研究センターからは研究セン
ター長、専任研究員を選出し、研究活動を主軸に据え、ダブルディグリープログラムや社会連携活動を含
めた本学のブランディング戦略に取り組む。ブランディング戦略実施委員会で、本学のブランディング戦
略の方針を決定し、実施を各部署へ伝達する。前述の通り、このブランディング戦略実施委員会は、現代
韓国文化研究センターの活動についての評価・点検も担う。

③事業全体
　本学は、学長のリーダーシップの下、統括会議（学長・副学長・事務局長）にて基本方針を設定し、運
営指針を示す。その上で、各部署が業務に取り組んでいる（学内の体制は下図の通り）。
殊に本事業に関する部分では、現代韓国文化研究センターで行なった研究活動を土台に、ダブルディグ
リープログラムの充実・発展、教材開発等、教育実践・改革を進めていく。そのため、同センターを学科
と同様に教育運営機構のなかに位置づける。同センターの運営は、学長および統括会議で決定した指針に
沿って、ブランディング戦略実施委員会が具体的方策を決定し、各部署へ伝達するとともに、同センター
の活動体制の方針ともなる。
　
　各ステークホルダーとは密に連携を図ることはもちろんであるが、各ステークホルダーのニーズ等を定
期的に収集するため、年度毎に代表者がブランディング戦略委員会（もしくは現代韓国文化研究センター
推進委員会）へ参画し、意見交換を実施する。その意見をもとに、次年度以降の運営方針の修正を実施
し、より良い事業としてステップアップさせる仕組みを構築する。なお、各ステークホルダーには定期的
（半期に１度）に事業へのアンケートを実施し、事業の進捗状況を評価する体制を整える。
　さらにブランディング戦略を含めた佐賀女子短期大学の運営にかかる点検・評価は佐賀女子短期大学参
与会が行なう。参与会メンバーは、佐賀県商工会議所会頭を筆頭に、佐賀の企業の方、NPO法人の代表の
方等であり、佐賀女子短期大学の教育内容をはじめとした各取り組みについて、その名の通り「参与」し
ていただいている。同会は毎年2回開催し、学校改革の推進を図る体制で、様々なことを実践している。
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
①日韓語併記テキスト編集・年度末で作成完了
年度末までに作成を完了して次年度より使用可能な状況にする。■測定方法：テキストの
完成
②地域支援系テキスト作成・日韓比較研究委員会の組織と編成方針の確定
年度末までに組織と編成方針を確定する。■測定方法：委員会の開催回数、方針は確定し
たか

＜目標＞
【研究活動】
①日韓語併記テキスト編集・年度末で作成完了
②地域支援系テキスト作成、日韓研究委員会の組織と編成方針の確定
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の実施
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
③韓国語スピーチコンテストの実施
④研究成果に関する国際シンポジウム・講演会等の開催
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動

佐賀女子短期大学

平成29年度

【研究活動】
①日韓語併記テキスト編集・作成を開始
②地域支援系テキスト作成、日韓研究委員会の組織と編成方針の検討
【ブランディング戦略】
①現代韓国文化研究センターの基盤の構築、
②生涯学習講座の開催準備
③プレスリリースの実施
④ホームページの開設
⑤ブランディング戦略事業スタート時のアンケート調査の実施

【研究活動】
①日韓語併記テキスト編集・作成を開始
10月に第一回目の会議を開催。2月のプレスリリース前に第2回目の会議を開催。進捗状況
を確認する。■測定方法：会議の開催数、目次と編集方針は確定したか
②地域支援系テキスト作成、日韓研究委員会の組織と編成方針の検討
本学、蔚山科学大学で担当者を選任し、2月のプレスリリース前に第1回目の委員会を開
催。編集・作成と研究実施に向けての課題を確認する。■測定方法：会議の開催数、課題
の確認はできたか
【ブランディング戦略】
①現代韓国文化研究センターの基盤の構築
11月までに人事を確定させ、センターの基盤を構築する。■測定方法：採用の確定、備品
の整備
②生涯学習講座の開催準備
2月のプレスリリース前に平成30年度スケジュールを確定。■測定方法：会議の開催回
数、30年度スケジュールは確定したか
③プレスリリースの実施
2月頃、プレスリリースを実施する。■測定方法：参加プレス数、マスコミへの登場回数
④ホームページの開設
センター人事確定後、業者を選定して年度末までに開設する。■測定方法：ホームページ
の開設
⑤ブランディング戦略事業スタート時のアンケート調査の実施
センター人事確定後、アンケートを実施。■測定方法：アンケートの実施

平成30年度
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実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

目
標

＜目標＞
【研究活動】
①日韓語併記テキストの活用と改定
②地域支援系テキストの作成完了、日韓研究委員会の研究活動の実施

【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の実施
中高生、学生、市民への韓国語講座を実施■測定方法：各参加者数の把握、実施後のアン
ケート調査
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
研修旅行を実施■測定方法：参加者数の把握、実施後のアンケート調査
③韓国語スピーチコンテストの実施（高校生？・学生）
■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数の把握、実施後のアンケート調査
④研究成果に関する公開研究会・国際シンポジウム・講演会等の開催
30年度は本学で実施。■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数、参加者へのアン
ケート調査
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
随時内容を更新する。■測定方法：アクセス件数の把握

平成31年度

【研究活動】
①日韓語併記テキストの改訂
②地域支援系テキスト編集・作成、日韓研究委員会の研究活動の実施
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
③韓国語スピーチコンテストの継続実施
④研究成果に関する国際シンポジウム・講演会等の開催
⑤研究成果の刊行
⑥ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
⑦ブランディング戦略事業の成果に関するアンケート・ヒアリング調査の実施

【研究活動】
①日韓語併記テキストの活用と課題の抽出
テキストを活用。改定作業の準備。■測定方法：受講学生へのアンケート調査、課題は抽
出できたか
②地域支援系テキスト編集・作成開始、日韓研究委員会の研究活動の開始
テキストの作成と研究活動を開始。■測定方法：委員会の開催回数、テキスト作成はス
タートしたか
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
中高生、学生、市民への韓国語講座を実施■測定方法：各参加者数の把握、実施後のアン
ケート調査
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
研修旅行を実施■測定方法：参加者数の把握、実施後のアンケート調査
③韓国語スピーチコンテスト（高校生・学生）の継続実施
■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数の把握、実施後のアンケート調査
④研究成果に関する公開研究会・国際シンポジウム・講演会等の開催
31年度は蔚山で実施。■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数、参加者へのアン
ケート調査
⑤研究成果の刊行
編集会議を開催し、研究成果を著作として刊行。■測定方法：著作を刊行できたか
⑥ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
随時内容を更新する。■測定方法：アクセス件数の把握
⑦ブランディング戦略事業の成果に関するアンケート・ヒアリング調査の実施
アンケート、ヒアリングを実施。■測定方法：アンケートの実施、ヒアリングの実施

平成32年度

12
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目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
①日韓語併記テキストの改訂と活用
改訂版の課題を抽出。■測定方法：受講学生へのアンケート調査、課題は抽出できたか
②地域支援系テキスト作成完了、日韓研究委員会の研究活動の実施
テキスト作成を完了。■測定方法：テキストは完成したか、委員会の開催回数
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
中高生、学生、市民への韓国語講座を実施■測定方法：各参加者数の把握、実施後のアン
ケート調査
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
研修旅行を実施■測定方法：参加者数の把握、実施後のアンケート調査
③韓国語スピーチコンテスト（高校生・学生）の継続実施
■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数の把握、実施後のアンケート調査
④研究成果に関する公開研究会・国際シンポジウム・講演会等の開催
31年度は蔚山で実施。■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数、参加者へのアン
ケート調査
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
随時内容を更新する。■測定方法：アクセス件数の把握

平成33年度

＜目標＞
【研究活動】
①日韓語併記テキスト改訂版の活用と一部改訂
②地域支援系テキストの活用と課題の抽出、日韓研究委員会の研究活動の
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
③韓国語スピーチコンテストの継続実施
④研究成果に関する国際シンポジウム・講演会等の開催
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
⑥ブランディング戦略事業の成果に関するアンケート・ヒアリング調査の実施

【研究活動】
①日韓語併記テキスト改訂版の活用と一部改訂
必要があれば改定作業を進める。■測定方法：受講学生へのアンケート調査、
②地域支援系テキストの活用と課題の抽出、日韓研究委員会の研究活動の中間報告
課題を抽出する。■測定方法：委員会の開催回数、テキストの課題は抽出できたか
【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
中高生、学生、市民への韓国語講座を実施■測定方法：各参加者数の把握、実施後のアン
ケート調査
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
研修旅行を実施■測定方法：参加者数の把握、実施後のアンケート調査
③韓国語スピーチコンテスト（高校生・学生）の継続実施
■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数の把握、実施後のアンケート調査
④研究成果に関する公開研究会・国際シンポジウム・講演会等の開催
31年度は蔚山で実施。■測定方法：マスコミへの登場回数、参加者数、参加者へのアン
ケート調査
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
随時内容を更新する。■測定方法：アクセス件数の把握
⑥ブランディング戦略事業の成果に関するアンケート・ヒアリング調査の実施
■測定方法：アンケートの実施、ヒアリングの実施、内容は分析できたか（次年度）

【ブランディング戦略】
①生涯学習講座として、中高生、学生、市民への韓国語講座の継続実施
②国内外の韓国関連文化を知る講座研修旅行の企画・実施
③韓国語スピーチコンテストの継続実施
④研究成果に関する国際シンポジウム・講演会等の開催
⑤ホームページの開設とセンター業務の普及・広報活動
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

佐賀女子短期大学

該当なし
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