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日米の大学キャンパスが同一敷地内に
昭和女子大学とテンプル大学ジャパンキャンパスが共同で
スーパーグローバルキャンパスを創出

日本の大学のグローバル化に強力なインパクト
学校法人昭和女子大学（理事長・総長 坂東眞理子：東京都世田谷区 以下、昭和女子大）と、米国ペ
ンシルベニア州立テンプル大学の日本校であるテンプル大学ジャパンキャンパス（学長 ブルース・ス
トロナク：東京都港区 以下、TUJ）は、昭和女子大がキャンパス内に新校舎を建設し、TUJ と共有す
ることで基本合意しました。TUJ は２０１９年９月に全学部、プログラムを６階建ての新校舎に移転さ
せる計画で、スポーツ施設やカフェテリア、講堂などは、昭和女子大の既存施設を利用します。日米の
キャンパスを同一敷地内に置くのは日本で初めてのことで、日本の大学のグローバル化の唯一の事例と
なります。
両大学は２０１６年６月に単位互換協定を結び、昭和女子大からは年間４５人の学生を送る計画で、
締結以来１０人を超える学生がお互いに留学しています。しかし、大学間の移動に時間がかかり、授業
の合間での履修ができないことが課題でした。今回の移転により、校舎が隣接してお互いの講義を履修
しやすくなるとともに、教室での講義に留まらず多国籍の学生がキャンパス内で交流するグローバルな
環境が整います。今後は両大学の学位を取得するダブルディグリー・プログラムや、２大学連携プログ
ラムについても協議するほか、クラブ活動や課外活動など共同でアクティビティを行い、日常的に交流
する計画です。また、教職員についてもＦＤ・ＳＤのための共同ワークショップやリサーチプロジェク
トなどで交流する計画です。
TUJ の学部生数は、２０１６年度には開学以来初めて１，０００人を超えるまでに成長しました。開
学以来の課題であった教室の増設や施設設備の充実が求められ、その解決策を検討中に昭和女子大から
提案を受け、大学のグローバル化と大学教育の質の向上という共通理念のもとで今回の移転が実現しま
した。
TUJ の講義は、米国ペンシルベニア州にある本校と同じカリキュラムで米国の大学と同じレベルの学
修成果を厳しく要求しています。昭和女子大の学生は、日本にいながらにして米国の大学の講義を履修
し、単位を修得できることになります。昭和女子大では１９８８年に海外校・昭和ボストンを開校し、
学生に学期を通じての留学プログラムを提供する一方で、ボストン校留学後の海外協定校への留学制度
も充実させて大学のグローバル化を進めています。今回の合意により、キャンパスやプログラムのグロ
ーバル化が飛躍的に進むことになります。
現在、TUJ には６０か国以上の国や地域の学生が在籍しています。昭和女子大は施設を TUJ の学生
にも開放し、また、男子学生の科目等履修も受け入れます。女子大学としての使命、アイデンティティ
を保ちながら、外国人学生も集う多様性に満ちたキャンパスに変化します。
海外大学の日本校第１号として創立３５周年を迎える TUJ は、現在日本に立地する唯一の米国の 4
年制州立大学です。今後も日本とのかかわりをさらに強めてチャレンジしていきます。
日本では大学のグローバル化が声高に訴えられていますが、なかなか実効が伴いません。また、幅広
い教養、高い専門知識などの点でも、グローバル水準に見劣りしているのが実情です。昭和女子大は TUJ
と一緒に大学のグローバル化を一気に加速させ、大学教育の質の根本的な充実向上をめざし、次なるス
テップへと踏み出します。
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［新校舎について］
住所：東京都世田谷区太子堂 1－14
敷地面積：約 7,600 ㎡
地上 6 階建・延床面積約 13,200 ㎡（テンプル大学約 9,000 ㎡・昭和女子大学約 4,200 ㎡）
新校舎工期：2017 年 10 月から 2019 年 8 月まで
移転時期：2019 年 9 月予定
［配置図］
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［完成予想図］
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［昭和女子大学について］
■キャンパスの住所
東京都世田谷区太子堂 1-7-57
■創立等
1920 年：「日本女子高等学院」として創立
1988 年：米国マサチューセッツ州ボストンに海外キャンパス「昭和ボストン」を開校
2012 年：文部科学省「平成 24 年度グローバル人材育成推進事業」採択
■在籍者数
大学院・大学合計：5,633 人（2016 年 5 月 1 日現在）
■学部学科
国際学部（留学必修）：英語コミュニケーション学科・国際学科
グローバルビジネス学部（留学必修）：ビジネスデザイン学科・会計ファイナンス学科（2018 年予定）
人間文化学部：日本語日本文学科・歴史文化学科
人間社会学部：心理学科・現代教養学科・初等教育学科・福祉社会学科
生活科学部：環境デザイン学科・健康デザイン学科・管理栄養学科・食安全マネジメント学科
［テンプル大学ジャパンキャンパス（ＴＵＪ）について］
■現キャンパスの住所
東京都港区南麻布 2-8-12
■創立等
1982 年：テンプル大学ジャパンキャンパスが日本で開校
2005 年：文部科学省から外国大学日本校の指定を受ける
■在籍者数
大学院・大学合計：1,389 人（2016 年秋学期現在）
■学部課程・専攻学科
アート学科・アジア研究学科・コミュニケーション学科・経済学科・教養学科・国際関係学科
国際ビジネス学科・日本語学科・政治学科・心理研究学科
［米国テンプル大学本校について］
■キャンパスの住所
1801 N. Broad Street, Philadelphia, PA 19122, USA
■創立等
1884 年：米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに創立
■在籍者数
大学院・大学合計：39,581 人（2016 年秋学期現在）
■提供する学位：準学士号 2 分野、学士号 149 分野、修士号 148 分野、博士号 65 分野
■海外キャンパス：日本（東京）／イタリア（ローマ）
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Japanese and American universities
sharing a campus
SWU and TUJ collaborate to promote a “global campus” in Japan

Showing strong leadership
in the globalization of Japanese universities
Showa Women’s University (SWU) and Temple University, Japan Campus (TUJ) have
agreed to share a campus at SWU’s current location in Setagaya-ku, Tokyo. TUJ will move its entire
operation from its current locations in Minato-ku, Tokyo by September 2019 to a planned six-story building
on SWU’s campus. The two universities will share some existing facilities at SWU including sport fields
and gyms, auditoriums, and cafeteria. This agreement to share a campus is the first of its kind between
Japanese and American universities and marks an unprecedented step to promote the globalization of
Japanese universities.
This partnering will allow SWU students to take courses and receive credits at an American
university without leaving Japan. TUJ and SWU students are currently participating in a credit transfer
program as part of a Memorandum of Understanding signed by SWU and TUJ in 2016. SWU has intended
to send 45 students annually to TUJ, but traveling between the campuses has been an issue. TUJ’s
relocation will resolve this travel issue and bring to SWU a global environment with multicultural student
exchange. The universities plan to discuss the development of additional programs including joint
degrees and collaborations in extra-curricular student clubs and activities. Joint workshops and research
projects will be also developed for faculty and staff.
Since 2016, TUJ’s undergraduate enrollment has exceeded 1,000, a record high since the its
founding in 1982, but, facility and classroom enhancement has been a long-standing challenge for TUJ.
SWU’s proposal to share campus space presented an opportunity to solve TUJ’s facility issue while
enhancing the globalization and academic programs of both institutions.
In 1988, SWU opened “Showa Boston” in the United States to provide its students with a study
abroad program, while promoting globalization through expansion of MOUs overseas. By partnering with
TUJ, SWU hopes to further advance it’s the globalization of its campus and academic programs.
TUJ’s students come from over 60 countries and follow the same academic requirements as
students at its main campus in Philadelphia, Pennsylvania. In addition to bring in this diversity, the
presence of TUJ’s male students at SWU will add a new dimension to the campus. This will transform
SWU while preserving its mission and identity as a women’s university.
This year TUJ celebrates its 35th anniversary as the first foreign university’s Japan Campus and
the only four-year American public university in Japan. Temple University hopes this agreement will
further strengthen its presence in Japan.
Universities everywhere are being urged to strengthen their efforts to globalize. SWU and TUJ
are determined to use their collaboration to promote globalization and to improve the quality of university
education in Japan and the United States.
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［New TUJ-SWU Campus］
Address: 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
Area: approximately 7,600 square meters
Six-story building with gross floor area of approximately 13,200 square meters
(TUJ approximately 9,000 square meters and SWU 4,200 square meters)
Construction period: October 2017 through August 2019
［Showa Women’s University］
■ Address
1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
■ History
1920 - Established as Japan Women’s Institute
1988 - Established “Showa Boston” in Massachusetts, USA
2012 – Granted MEXT’s subsidy for “Promotion of Human Resource for Globalization Development”
■ Enrollment
Graduate and undergraduate: 5,633 (as of May 1, 2016)
■ Undergraduate majors
Faculty of International Humanities: English Language and Communication, International Studies
Faculty of Global Business: Business Design / Faculty of Humanities and Culture: Japanese Language
and Literature, History and Culture / Faculty of Humanities and Social Sciences: Psychology, Social
Welfare, Contemporary Liberal Arts, Elementary Education / Faculty of Life and Environmental Sciences:
Environmental Science and Design, Health Science, Food Science and Nutrition, Food Safety and
Management
［Temple University, Japan Campus］
■ Current address
2-8-12, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan
■ History
1982 - Established in Tokyo, Japan
2005 - Designated as Foreign University’s Japan Campus by MEXT
■ Enrollment
Graduate and undergraduate: 1,389 (as of Fall 2016)
■ Undergraduate majors
Art, Asian Studies, Communication Studies, Economics, General Studies, International Affairs,
International Business Studies, Japanese Language, Political Science, Psychological Studies
［Temple University］
■ Address
1801 N. Broad Street, Philadelphia, PA 19122, USA
■ History
1884 - Established in Philadelphia, Pennsylvania, USA
■ Enrollment
Graduate and undergraduate: 38,027 (as of Fall 2016)
■ Degree Programs Offered: Associate 2, Bachelor’s 149, Master’s 148, Doctoral 65
■ Overseas Campuses: Tokyo, Japan / Rome, Italy
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