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University of the Ryukyus Intensive Study Program for AY2020-21  

 GLOBAL LEADERSHIP FOR ISLAND SDGs 

in OKINAWA, JAPAN 

2020 年度 世界展開力強化事業 

太平洋島嶼地域特定課題研修プログラム 

【沖縄短期受入研修プログラム】募集要項 

 

Program Description  

Under the auspices of the University’s Inter-University Exchange Project, this program provides 

students from the University’s partner institutions in the Pacific island region with the opportunity to 

participate in a five to ten-day short-term intensive study program with the aim of fostering global 

leadership to propel sustainable development for the Pacific island region. This program will be 

conducted online in consideration of current circumstances surrounding COVID-19 which have 

resulted in the continuation of restrictions on international travel. Under these circumstances, the 

University shall work with our partner institutions to ensure proper and adequate digital infrastructural 

support for our participants.   

This program is centered upon the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDGs), 

featuring a series of lectures and interaction with opportunities for collaborative learning on common 

issues faced by countries and territories in the Pacific island region. The collaborative and interactive 

components of this program aim to encourage multicultural understanding, leverage knowledge on 

SDGs and nurture leadership. Part of this program will be held in collaboration with the University’s 

intensive outbound study program for Japanese students. As part of program participation, students 

must take part in pre-program training utilizing COILi that will familiarize participants on the main 

themes of interest in this program.   

 

本研修プログラムの目的は、本学に在学する日本人学生を超短期間（5〜10 日間程度）本学と連

携を結ぶ太平洋島嶼地域の大学学生との COIL（Collaborative Online International Learning）型手

法を活用したオンラインによる協働学修への参加を通して、琉球大学世界展開力強化事業が推進す

る、太平洋島嶼地域の持続的発展に資するグローバルリーダーシップを育成することである。国際

 
i COIL (Collaborative Online International Learning) is an online collaborative learning style education via ICT 

applications (i.e., Skype, Google Hangouts, Zoom, etc.). We will offer COIL-style education before the on-campus 

Okinawa program so participants can communicate with undergraduate students from the University of the Ryukyus 

while they are still at their home campus. When they arrive in Okinawa, they will then participate in expert faculty-

tailored lectures, enjoy cultural seminars, and more to learn about Okinawa and global leadership for SDGs. 
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交流を核とした太平洋島嶼地域課題研修プログラム（以降「研修プログラム」と称する）として、

歴史、文化、地域課題等、特定のテーマについての短期型研修プログラムを実施する。本研修プロ

グラムは全てオンラインで実施され、受講学生のうち、オンラインでの支援を必要とする者にはオ

ンライン接続のために必要な環境整備支援を行う。  

本研修プログラムでは、SDGs (Sustainable Development Goals) に関するテーマに沿った講義や

交流プログラムを提供し、さらに太平洋島嶼地域に関連する共通課題について協働学修の機会を提

供する。学生交流や協働学習による共修を通して、異文化理解、SDGs 運用能力、そして個々のリ

ーダーシップ探求を具体的な学修成果として掲げている。プログラムの一部は、同時期に進行する

もう一つの琉球大学学部生（以後、「本学学生」とする）の派遣プログラムと合同で行うことを計

画している。またプログラム参加にあたって、事前及び事後研修において COIL（Collaborative 

Online International Learning）型手法を活用したオンラインによる協働学修を行い、本研修の課題

に取り組むようにする。 

 

Eligibility 募集対象学生 

University and college students who are currently enrolled in partner institutions (including those who 

are expected to graduate in May 2021). 

University of Hawaiʻi at Mānoa, University of Hawaiʻi at Hilo, Maui College, Kaua'i Community 

College, Kapiʻolani Community College, Hawaiʻi Community College, Honolulu Community College, 

Leeward Community College, Windward Community College, University of Guam, Palau Community 

College, College of Micronesia-FSM, College of Marshall Islands 

 

下記の世界展開力強化事業対象の連携大学の 13 校に正規学生として在学する学部生および短期大学

生（2021 年 5 月卒業予定者を含む） 

ハワイ大学９校（マノア校、マウイ校、カウアイ校、ヒロ校、カピオラニコミュニティカレッジ、

ハワイコミュニティカレッジ、ホノルルコミュニティカレッジ、リーワードコミュニティカレッジ、

ウィンドワードコミュニティカレッジ）、グアム大学、パラオ地域短期大学、ミクロネシア連邦短

期大学、マーシャル諸島短期大学 

 

Number of Participants 受け入れ人数 

This program shall not impose limits on the number of participants from the institutions listed above.  

制限なしとする。 

 

Program Period 受入期間 

8 days between March 10-19, 2021 （excluding Saturdays and Sundays) 

本プログラム実施は、2021 年 3 月 10 日（水）〜3 月 19 日（金）までの平日 8 日間 
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Application Conditions 応募要件 

Participants must fulfill the following conditions.  

以下（１）〜（６）のすべての条件を満たす者。 

 

（1） Students must be currently enrolled at the University’s partner universities/colleges. 

本学の世界展開力強化事業の連携大学および短期大学に在学する者。 

（2） Students must participate in all program components including pre and post programs. 

Students who are unable to do so due to unavoidable circumstances such as health issues or lack 

of adequate digital infrastructure must receive instructions from program coordinators on 

alternative learning. 

事前・事後学習を含め、全てのプログラムに参加できる者。 

※体調不良やオンライン接続の問題など相応の理由があり届出欠席した場合は、教員からの

指示があれば適宜補習のレポートを提出すること。 

（3） Students must display keen interest in learning about Okinawa and the Pacific island region as 

well as in active communication and interaction with Japanese students. (Japanese language 

skills not required).   

沖縄や太平洋島嶼地域について学ぶことに興味・関心があり、日本人学生と積極的に交流す

る意欲があり、コミュニケーションを図れるもの。日本語能力は問わない。 

（4） After participation in the Intensive Program, students must continue their studies and  

graduate from their home institutions. 

- Students who plan to terminate their studies or take a leave of absence from the school or 

program will not be eligible.  

- Students who are expected to enter graduate school in the Spring semester of 2021 are 

not eligible to participate in this program. 

プログラム修了後、在籍大学等に戻り、学業を継続し、在籍大学等で学位を取得する者。 

- ※１ 退学・除籍の予定がある者は、要件を満たさない。 

- ※２ プログラム途中に正規の課程を卒業・修了する者は、要件を満たさない。例え

ば、プログラム途中に学士課程を卒業し、引き続き大学院に入学する者も要件を満たし

さない。 

（5） Upon completion of the program, participants will be requested to render assistance to the 

University’s Inter-University Exchange Project by promoting it at their home institutions, such 

as through requests for cooperation in advising and assisting future applicants from one’s home 

institution.   

* Participants may be asked to allow the University to use their photographed images in future 

promotional efforts.   
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帰国後、何らかの形で本学の世界展開力強化事業における取り組みについて学内外で紹介

することや参加協力要請に対し、積極的に貢献する意思のある者。 

* 参加者には、琉球大学が今後イベント開催などで写真を使用することについて、承諾を

依頼する連絡が来ることがあります。 

 

Course Credits 付与単位 

Those who successfully complete the whole program (including pre-and post-program components) 

will receive TWO credits for the University’s "Special Lectures on Inter-Disciplinary Sciences”. (These 

credits may be transferred upon review and approval of participants’ home institutions.)  

全ての短期プログラムを修了した特別聴講生には、「総合特別講義」２単位が付与される。 

 

Languages Used 使用言語 

English & Japanese    

* Japanese language proficiency is not required. All program contents in Japanese will be supplemented 

with English translations.                                                                                                   

日本語および英語。（日本語能力は問わない。） 

 

Curriculum Structure カリキュラム構成 

*1.5 hours will be considered as “one unit” = 2 hours  

*1.5 時間（90 分）を講義の１ユニット（２時間）とみなします。 

 

 

Program Outline   プログラム概要 

The program includes the following components: pre-program (COIL), post-program, and the main 

intensive study program, which shall be conducted in Okinawa (dependent on restrictions on 

international travel). 

プログラムは事前・事後研修および本研修プログラムにより構成される。本研修はオンラインで実

施される。 

 

<Pre-Program COIL>  

Sessions セッション Course Credits:  

2 credits 

 

Pre-program 事前研修 

Program Lectures and Group work 講義及びグループワーク 

Final Presentation 最終プレゼンテーション 

Cultural Enrichment 文化体験 

Post-program 事後研修 
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Prior to the main program, participants are required to participate in pre-program sessions with their 

buddies (partner students from the University). The pre-program COIL will prepare them for the main 

program, allowing them to become well acquainted with their buddies and the program before the start 

of the main program.  

* Details of pre-program COIL and student buddy information will be announced to participants over 

the following months. 

＜事前研修＞ 

本プログラム開始前に参加学生全員、日本人学生バディと一緒に事前研修を受けることとする。事

前研修は、本プログラムに入る前にプログラムの内容やバディについて良く知るために参加する必

要がある。 

＊事前研修の詳細やバディ学生の情報は、後日参加学生に知らせる。 

 

<Post-Program> 

(1) All participants must submit a reflection and a program evaluation report within one month of 

completing the main program.  

(2) All participants will take the third BEVI* assessment and report their assessment to the program 

coordinator.  

* The Beliefs, Events, and Values Inventory (BEVI) is an online survey tool widely used for assessment 

of educational programs.  

＜事後研修＞ 

（１）参加学生は全員プログラム終了後１ヶ月以内にプログラム評価のためのレポートを提出する

こと。 

（２）参加学生は、3 回目の BEVI を受け、その旨をプログラムコーディネーターに報告するこ

と。 

※BEVI とは、教育プログラムのアセスメントに広く使用されているオンラインサーベイです。 

 

Grading  評価方法 

Participants will be assessed according to the following criteria:         

プログラムの参加について、以下の要件で評価される。             

 

Pre-program assignments 

事前研修課題 

TBA 

Lecture and workshop reports  

講義及びワークショップに関するレポート 

TBA 

Presentations and discussions 

最終プレゼンテーション及び質疑応答 

TBA 
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Financial Support for Online Learning オンライン参加に基づく一部費用負担 

The University shall work with our partner institutions to ensure proper and adequate digital 

infrastructural support for all participants. 

本研修プログラムのオンライン実施に関わる費用の一部や必要機材について琉球大学より参加学生

が所属する連携大学に支援することとする。  

 

Application Process  応募方法 

Applicants must submit all documents listed below through the international student office of the 

student’s home institution by the deadline below. (Direct submissions by applicants or mailed 

applications will not be accepted).   

応募者は提出期限までに次に掲げる書類を在籍大学の学生交流担当者を介してメールで提出するこ

と（郵送不要）。 

 

（１） Program application form  

応募申込書 

（２） Certificate of Enrollment from home institution 

在籍証明書（応募者の在籍校で発行されたもの。） 

 

All application documents can be downloaded from the following URL:  

※応募に必要な全ての様式は下記ウェブページからダウンロードしてください。 

 http://www.ged.u-ryukyu.ac.jp/sekaten 

 

DEADLINE:  提出期限 

January 15 , 2021 (Fri) at 5:00 PM (Japan Time) 

 

提出期限 

2021 年 1 月 15 日（金）17 時 00 分（日本時間） 

 

Please submit all applications (as email attachments) to: r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp 

提出先：琉球大学グローバル教育支援機構開発室（担当：世界展開力強化事業事務局） 

Post-program feedback report 

事後研修のフィードバック 

TBA 

Total 

合計 

100% 
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（メール）r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp 

  

Notification of Selection Outcomes 選考結果の通知 

Selection results will be announced through email to selected candidates and their respective 

international student offices on January 29, 2021. Selection will be based on submitted application 

documents. Details of selection criteria will not be made public.   

選考及び結果の通知は 2021 年 1 月 29 日に行う。 

※選考結果については、グローバル教育支援機開発室から応募者および応募者の在籍する大学の学

生交流担当者あてに個別でメール通知する。採否の結果は、書面審査の結果を踏まえた総合的な判

断に基づくものであり、採否結果以外（不採用になった理由等）は公表しない。 

候補者の選考は、提出期限までに必要書類を提出した者について、琉球大学グローバル教育支援構

世界展開力強化事業運営委員会において書面審査を行う。 

 

Contact 問い合わせ先 

Ms. Serinah TAN 

Institute for Global Education, 

The University of the Ryukyus 

1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, JAPAN 

TEL：+81-98-895-8092 / FAX：+81-98-895-8850 

E-mail：r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp 

Website: http://www.ged.u-ryukyu.ac.jp/sekaten 

 

琉球大学グローバル教育支援機構 開発室（担当：世界展開力強化事業事務局） 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 共通教育棟１号館 教育支援課 

担当者：セリーナ タン 

Tel: +81-98-895-8092   Email: r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp                                                  

 

mailto:r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp

