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EBA履修の手引
〜 慶應の学生向け 〜

12015/4/6

EBAとは (1)

• 正式名称: University Consortium for Evidence Based Approach

• 社会の問題に対して確証に基づいた問題解決を図れる学生を育てるための国
際プログラム。

• 学生は、統計・ICT・ビジネス・ガバナンスのスキル、国際的視野、実践力を、共
通スキルとして身につけることが期待されている。

• 専門分野として「環境・エネルギー」「健康・公衆衛生」「防災・セキュリティ」を設定
しており、教育課程においては上記の共通スキルをベースに、これらの専門分野
の研究に取り組む。

統計 ICT

ビジネス

国際的視野

基礎科目群基礎科目群

実践力

実践科目群実践科目群

専門科目群専門科目群

環境・エネルギー 健康・公衆衛生 防災・セキュリティ
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ガバナンス

EBAとは (2)

• 一部の科目は、遠隔会議システムを用いたパートナー校との協同授業となって
おり、キャンパスに居ながらにして、他大学の学生と切磋琢磨しながらスキルを
身につけることができる。

• 一部の科目は、パートナー大学より提供されており、慶應義塾大学で提供されて
いないような科目も履修可能。

• 慶應義塾大学およびパートナー大学より、フィールドワークやインターンが提供さ
れており、ASEANの大学に通う学生と共に活動する機会やASEANにある会社で
就業体験をする機会を得られ、国際的視野や実践力を身につけることができる。
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EBAの仕組み
（コンポーネントサーティフィケートとEBAサーティフィケート）

EBAの各種アクティビティ毎にコンポーネントサーティフィケートが授与され、所定
の数以上のコンポーネントサーティフィケートを取得すると、EBAサーティフィケート
（BASIC、ADVANCED）が発行される。
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ＥＢＡ導入ワーク
ショップ参加

EBAベーシックサティフィケート

共通科目、専門
科目、実践科目よ

り４科目受講

フィールドワーク
参加

オープン
セミナー参加

ベーシックプログ
ラム受講

１つの専門分野で
２科目受講

インターンシップ
参加

オープン
セミナー企画

EBAベーシックプログラム（学部を想定）

EBAアドバンストプログラム（大学院を想定）

EBAアドバンストサティフィケート
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コンポーネントサティフィケートの例
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サーティフィケートの取得方法

• コンポーネントサーティフィケート

– 慶應義塾大学が提供する授業を履修する場合

• EBA科目指定がなされている科目を履修する。

• EBA指定科目を履修する際に、担当教員よりサーティフィケート取得の要/不要の調査が行われ
るので、要を選択する。

• 当該単位が取得出来た場合、コンポーネントサーティフィケートが発行される。

– 他大学が提供する授業を履修する場合

• 現在のところ、慶應義塾大学が単位認定していない授業は存在しない（パートナー大学が主とな
る授業であっても慶應の正規科目としても開講されている）ので、慶應義塾大学が提供する科目
を履修すること。

• EBAサーティフィケート

– 所定の数のコンポーネントサーティフィケートを取得した後に、学事で申請することによ
り、EBAサーティフィケート（ベーシック、アドバンスド）を取得することができる。

※ 学事で登録するか、コンポーネントサーティフィケートを1つ以上取得するとEBA名簿に掲載される。それ以降、EBA
に関する連絡がメール等で届くようになり、よりタイムリーに情報を得ることができる。
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EBAサーティフィケート要件

Basic Advanced 
(student has Basic Cert.)

Advanced
(student has no Basic Cert.)

Open seminar 5 times participation in total
(1 must be related to FW) 1 organize 5 times participation in total

1 organize
Introduction to EBA (FWに併設) 1 1
EBA Core courses

Data Science
1 at least

3 in total 2 from advanced core 2 from any basic core
1 from advanced core

Information Technology

Social Innovation
1 at least

Policy and Governance

Practical courses

Internship 1 1

Fieldwork with Workshop 1 1

Local language and culture 1 1

Specialized Courses 

Energy and Environment

2 from 1 category 2 from 1 categoryHealth Environment 

Disaster and Security
※ advanced core=大学院科目、basic core=学部科目

EBA指定科目（2015）

• EBA Core courses
– Data Science

– Information Technology

– Social Innovation
• アジアワークショップ

• ベンチャー経営論

– Policy and Governance

• Practical courses
– Internship
• 適宜アナウンス

– Fieldwork with Workshop
• ASEANフィールドワーク（インドネシア他）

• 国内フィールドワーク（水俣、富士吉田、三陸）

– Local language and culture
• 日本語（会話入門）

• Specialized Courses 
– Energy and Environment

– Health Environment 

– Disaster and Security
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フィールドワークの構成

• プレワークショップ

– Introduction to EBA

– Fieldwork related Skills

– Info-graphics Training

• フィールドワーク

• ポストワークショップ

– データ整理

– ポスターセッション
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フィールドワーク（プレワークショップ）

目的: フィールドワークで最大限の成果を得られる
ように、現地の言語やデータ収集などを含む
基本的な技術を習得する。

期間: 2日間（フィールドワーク実施前）

場所: 日吉キャンパス
（フィールドワークが日本で実施される場合）

内容：

① Icebreaking：自己紹介を行う。
グループ活動を始めるにあたり、お互いを知り、交流を図る。

② Local Language Training（フィールドワークが日本で実施される場合）：日本滞在中
及びフィールドワーク実施中に必要となる基本的な日本語（買い物・依頼・挨拶）を
習得する。また、日本の習慣や文化、人々について理解する。

③ Fieldwork related Skills：価値あるデータを収集するための技術を習得する。

④ Fieldwork introduction：現地に関する必要知識を習得する。（フィールドワーク実施
教員が担当する）

⑤ Info-graphics Training：写真やビデオの撮影方法、 情報を概念化・視覚化する方法
を習得する。
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フィールドワーク例: 2014 水俣市

• 参加者: ASEAN 12名、慶應 10名（内4名は留学生）

• スケジュール

– ※ 前後にワークショップ有り

• フィールドワークの意義

– 現実に公害問題を抱えるASEAN各国の学生と
共に環境首都を謳う水俣市に赴くことにより、
環境について深く考察する機会を持つ。

– 参加者による様々な国を背景とした議論を通し、
環境やまちづくりに対する国際感覚や、
言語コミュニケーション能力を養う。
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8/4 水俣へ移動、ガイダンス、国水研、語り部

8/5 水俣病情報センター、患者ケアハウス、歴史考証館、JNC工場、エコタウン

8/6 山間部、自由行動、プレゼンテーション準備

8/7 プレゼンテーション、関東へ移動

フィールドワーク例: 2014 水俣市
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2014年8月 水俣フィールドワーク2013年8月 水俣フィールドワーク

2013年8月11日 熊本新聞 掲載 2014年8月22日 読売新聞 掲載
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フィールドワーク例: 2014 三陸
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フィールドワーク例: 2014 富士吉田
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フィールドワーク（ポストワークショップ）

目的: 収集したデータ、映像、写真などを整理し、
フィールドワークの成果を発表する。

期間： ２日間（フィールドワーク実施後）

場所： 日吉キャンパス（フィールドワークが日本で実施される場合）

内容： 各グループに分かれ、作業を行う。成果発表にあたり、収集したデータを
どのよう に視覚化 するか（info-graphics・映像制作・パワーポイントなど）
をグループで検討しながら、 作成していく。教員とRAは、必要に応じて技
術的・専門的な協力および指導を行う。最終日に、フィールドワークの成
果発表を実施する。
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2015年度のフィールドワーク予定と単位

科目 対象 対象FW 時期 備考

国内

国内
フィールド
ワークA/B

学部 水俣 8月 大学院生が履修する場合は、
(1)自由科目として学部科目を履修、
(2)CDPオフィスへ事前に連絡した上で、
フィールドワークA/B/C/Dとして履修、
のどちらかを選択できる。

三陸 3月

環境
フィールド
ワーク

大学院 富士吉田 9月 学部生が履修する場合は、先取り科目とし
て履修可能

ASEAN

ASEAN
フィールド
ワークA/B

学部 マレーシア 6月 大学院生が履修する場合は、
(1)自由科目として学部科目を履修、
(2)CDPオフィスへ事前に連絡した上で、
フィールドワークA/B/C/Dとして履修、
のどちらかを選択できる。

16



2015/4/6

5

履修申告の流れ（６月ﾏﾚｰｼｱFW参加の場合）

• 4/10(金)～14(火)
履修申告期間で「ASEANフィールドワークA」履修申告
院生は自由科目として履修可能

• 4/15(水)以降
SFC学事より、個別で連絡がある。
指示の通り、マレーシアFW参加の登録手続きを行う

• 5/12（火）、13（水）
履修科目中止（ＳＦＣ学部生のみ）

• 6/6(土)～15(月)
マレーシアフィールドワークに参加

※事前、事後で課題等実施する場合がある。教員からの指示に従う。
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JASSO奨学金について

• ASEANフィールドワーク参加

• 受給額：7万円

• 受給資格：

① 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者

② 前年度の成績評価係数2.30以上
（成績評価係数の計算方法：A・P…3pt、B…2pt、C…1pt、D・F…0pt ptで合算
し、総登録単位数で割ったもの）

③ 他団体等からの奨学金の支給月額の合計額が月額7万円を超えない者

（注意）

1. 他団体等からの奨学金には併給を認められない場合もあるため、他団体等に
確認が必要。

2. （独）日本学生支援機構が実施する第一種奨学金及び第二種奨学金との併
給は可能。その場合は奨学生番号をお知らせ下さい。
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オープンセミナー

• 月１回、EBA Open Seminar を開催

• コンソーシアム大学を遠隔システムで接続し、報告会、意見交換を実施

19

Open Seminar風景

インターンシップ例: ウェザーニューズ社（2013年度）

• 参加学生: Billy Novanta Yudistira
インターンシップ当時、ブラビジャヤ大学/学部生
（2014年8月卒業）
現在、ウェザーニューズ社 社員
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 スケジュール

2014年1月19日 スラバヤ→日本入国 SFCでオリエンテーションワークショップ参加

1月20日～2月7日 ウェザーニューズ社（千葉県千葉市）でインターンシップ

2月8・9日 リフレクションワークショップ参加

2月10日～3月10日 他用務（他企業にてインターンシップ）

3月11日 帰国→スラバヤ

 インターンシップの意義

学生に対して、EBAプログラムが提供す
るインターンシップ企業への就業体験
及び就職機会の提供
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FAQ

Q. EBAサーティフィケートは何の役に立つのですか?

A. EBAサーティフィケートの価値を決めるのはみなさんです。EBAサーティフィ
ケートを取得した卒業生が活躍すれば、その価値はどんどん高くなるでしょう。

Q. フィールドワークだけ参加したいのですが。

A. 可能です。EBAサーティフィケートを取得することはできませんが、コンポーネ
ントサーティフィケートは取得できます。

Q. 資金的な補助はありますか?

A. 奨学金等の制度はありません。ただし、フィールドワークなどの場合は補助が
出る場合がありますので、個々の募集に注意してください。
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