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２０２１年度 世界展開力強化事業 

太平洋島嶼地域特定課題研修（派遣・オンライン）プログラム募集要項 

 本研修プログラムでは、本学に在学する学生を対象に、本学と連携を結ぶ太平洋島嶼地域

の教員およびゲストスピーカーによるCOIL（Collaborative Online International Learning）型手

法を活用した短期間(２〜３週間)のオンライン学習や異文化交流を通して、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を目標とする。 

 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

義やゲストスピーカーシリーズを提供し、さらに太平洋島嶼地域に関連する共通課題につ

いてのグループ協働学習の機会を提供する。学生交流や協働学習を通して、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る。プログ

ラムでは、講義の外国人学生との国際共修（ディスカッション、最終課題発表の質疑応答）

が含まれる。なお、本プログラム内容は全て英語で行われるため、履修学生には英語での講

義を理解しディスカッションできるように事前に課題に目を通しておくなど、主体的な参

加が求められる。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。 

以上のように、本プログラムは、歴史、文化、地域課題等、特定のテーマについての英

語による講義並びに海外の学生との異文化交流を含めており、海外の教員からの講義提供

と学生との異文化交流をもって、本研修を派遣プログラムとみなす。コロナ禍により実際

に現地に赴いての研修が制限させる中、本研修プログラムは全てオンラインで実施され

る。受講学生のうち、オンライン学習の環境整備支援を必要とする者には、オンライン接

続のために必要な情報端末の貸与を行う。  

*COIL(Collaborative Online International Learning)：オンラインを活用した国際的な双方向の

教育手法。 

１ 募集人数 

１０名程度 

２ プログラム実施期間 

本プログラムの実施は、2021年9月1日（水）〜9月17日（金）（事前研修、本研修を含

む）の約3週間である。 

※ その後事後研修を1回程度、同期形または非同期型オンラインで行う。

３ 対象者 

派遣時に本学に在学している（休学等をしていない）正規学部学生１年次～４年次 
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４ 履修科目及び単位付与 

本プログラムに参加する学生は「総合特別講義 I」（計３０時間・１５コマ・２単位）

を登録し、プログラム修了後、プログラム担当教員が評価し、単位を付与する。事前事

後学習及び研修終了後の提出書類（レポート含む）があることを了承の上、応募するこ

と。ただし、既に当該科目を履修済みの者は本科目への登録は原則認められないが、参

加を希望する者は「１０ 問い合わせ先」に問い合わせること。 

５ オンラインプログラム概要 

Ⅰ カリキュラム構成 

*１．５時間（９０分）を講義の１ユニット（２時間）とみなします。

Ⅱ 事前研修 (1.５時間・３回) 

下段に記載された事前研修を行うこと。 

第１回：プログラムオリエンテーション、BEVIの説明（石川、名護、セリーナ）（40 分程度） 

自己紹介ビデオの作成方法と課題アップロードなどの説明（20分程度） 

  自己紹介ビデオ作成時間（30分程度） 

第２回：SDGs ワークショップ「H.I.R.E. Love」、外国語ユニット George MacLean）  

第３回：SDGs 課題地域に関する講義① “Orientation on the Pacific Island Region: Learning about 

culture, history, local economies, politics, religious beliefs, and people of the Pacific Island 

Region”（石川） 

BEVI の結果ブリーフィング（東矢） 

＊事前研修第 2回開始までに BEVI（交流プログラムの効果測定調査）1回目（計 3回実施）

を受けること。 

＊自己紹介ビデオと MacLean 先生のワークショップ課題（SDGs）を本研修開始までに提出す

ること。 

Ⅲ 本研修（1.５時間・１１回） 

プログラム構成 「総合特別講義I」

（２単位） 

３０時間＝１５回

（自主学習時間は

ここに含まない） 

事前研修 オリエンテーション、ワークショップ、事前講義（計３回）

本研修 講義及びリーダーシップ・ゲストスピーカーシリーズ、中間発

表、最終課題発表、修了式（計１１回） 

事後研修 プログラム総括レポート、アセスメント、その他提出物 

(１回)  
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第４回： SDGs課題地域に関する講義②“Sustainability in Hawai‘i” (Jay Hartwell, former 

Student Media Faculty Advisor, retired from the University of Hawai‘i at Mānoa) 

海外学生との異文化交流会１ 

第５回： SDGs課題地域に関する講義③“Equality and Inequality in the Asia-Pacific” 

（Tatsuki Kohatsu, Lecturer, Department of Geography and Environment, University of 

Hawai‘i at Mānoa, Hawaii, USA） 

第６回： SDGs課題地域に関する講義④「誰一人取り残さない平等性を達成するためのマ 

イノリティ言語の役割：アイヌ語の事例」（白石英才・札幌学院大学）

第７回： SDGs課題地域に関する講義⑤「SDGsにおける科学と倫理の協働」（神崎宣次・南 

山大学） 

第８回： 課題解決に向けてのリーダーシップ① “Thought and Theory on Global Leadership” 

（石川） 

第９回： 課題解決に向けてのリーダーシップ②「留学生との共修とProject Based Learning」 

（留学生センター・新城直樹） 

第１０回：課題解決に向けてのリーダーシップ③“Biodiversity and the Pacific Islands”（Jeff 

Kuwabara, Lecturer and Coordinator of the University of Hawai‘i’s Marine Option 

Program, Hawaii, USA）BlueSky（１時間） 

最終課題発表に向けた協働学習(30分) 

第１１回：最終課題の中間成果発表と各グループからのフィードバック 

海外学生との異文化交流会２ 

第１２回：課題解決に向けてのリーダーシップ④ “Enlightened Entrepreneurship”, Asuka 

Hamakawa, Earth Company co-founder in Bali, Indonesia) BlueSky（１時間） 

最終課題発表に向けた協働学習（30分） 

第１３回：課題解決に向けてのリーダーシップ⑤“Becoming an Agent of Change in Your 

Community”, Dr. Don Peel, Hawaii, USA) BlueSky（１時間） 

最終課題発表に向けた協働学習（30分） 

第１４回：最終課題発表に向けた協働学習（1.5時間） 

第１５回：最終課題発表（グループプレゼンテーションと質疑応答）、研修全体のまとめと 

振り返り（1.５時間） 

IV 事後研修 （１回） 

（１）〜（２）の事後研修を行うこと。

（１）プログラム評価アンケート、およびBEVI(交流プログラムの効果測定調査）への２回

目の回答を修了式直後（BEVI 2回目）、それから約２ヶ月後に３回目を各自で回答すること  

（１１月下旬に開発室からBEV I3回目の案内をします）。 

（２）短期プログラム受講後、２週間以内に総括レポート（日本語でも良い、ワードでA4１
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枚）を提出すること。 

2021年9月 

月 火 水 木 金 

8月31日 1 2 3 

第１回 

プログラムオリエン

テーション、BEVI、

自己紹介ビデオ等

（1.5時間） 

第２回 

ワークショップ

「H.I.R.E. 

LOVE」 

G. MacLean (1.5

時間) 

第３回 

SDGs地域課題講

義①石川（1.5

時間） 

第４回 

SDGs地域課題講

義

②”Sustainability

in Hawai‘i” by J. 

Hartwell 

(Hawaii) (1.5時

間) 

異文化交流会

（30分） 

6 7 8 9 10 

第５回 

SDGs地域課題講

義③ “Equality 

and Inequality in 

the Asia-Pacific”小

波津 (UH Manoa)

（1.5時間） 

第６回 

SDGs地域課題講義

④「誰一人取り残

さない平等性を達

成するためのマイ

ノリティ言語の役

割―アイヌ語の事

例」白石 

(札幌学院大学) 

(1.5時間) 

第７回 

SDGs地域課題講義

⑤「SDGsにおける

科学と倫理の協

働」神崎（南山大

学）（1.5時間） 

第８回 

Leadership①  

”Thought and Theory 

on Global 

Leadership”石川

（1.5時間） 

第９回 

Leadership②「留学

生との共修とProject 

Based Learning」 新

城 （1.5時間） 

第１０回 

Leadership③ 

Biodiversity and 

the Pacific 

Islands” 

J.Kuwabara(UH

Manoa)（1.5時

間） 

最終課題発表の

ための協働学習

（30分） 

第１１回 

最終課題発表の

ための中間成果

発表 

（50分） 

異文化交流会

（30分） 

13 14 15 16 17 

第１２回 

Leadership④ 

第１３回Leadership

⑤ “Becoming an

第１４回 

最終課題発表のため

予備日 第１５回 

最終課題発表、
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“Enlightened 

Entrepreneurship” 

A.Hamakawa

(Indonesia)（1.5

時間）

*10:00~11:30

最終課題発表のた

めの協働学習

（30分） 

Agent of Change in 

Your Community” 

D. Peel (Canada)

（1.5 時間）

*10:30~12:00

最終課題発表のた

めの協働学習（30

分） 

の協働学習（1.5時

間） 

質疑応答(75 分) 

プログラム修了

式 

（15分） 

20 21 22 23 24 

敬老の日 秋分の日 

27 28 29 30 

６ 各課題について 

① 講義およびゲストレクチャーシリーズのサマリー（30％）

＊第３〜１２回までの講義やリーダーシップ・ゲストスピーカーシリーズ後に、一人２回程

度、講義やゲストスピーカーの話した内容について英語で250〜300words程度でまとめ、

Word文書をGoogle Driveにアップロードする機会がある。計１０回分を受講者の人数で割

り当てることとする（各まとめ文あたり２時間の自習時間を想定）。メインプログラムが始

まる前に自分が興味のある回にサインアップすること。レポートは担当教員によって評価

される。 

② SDGsの課題特定、自己紹介ビデオ、異文化交流課題（20%）

事前研修第１回目に自己紹介ビデオを作成してFlipgrid上にアップロードしてもらう。また、

事前研修第２回目のGeorge MacLean先生のワークショップでSDGsの課題を特定するための

ワークが課されるので、両方とも期日までに提出すること。異文化交流会（第４回、第１１

回の計２回予定している）でもアクティビティがあるので、全員参加すること。 

③ SDGs課題解決についてのグループ中間発表、最終課題発表、最終課題レポート（50％） 

第１１回の最終課題発表に向けた中間発表では、グループ毎に最終プレゼン内容について

中間成果を発表し、他のグループからのフィードバックを受けて最終発表までに改善する。 

最終課題発表の内容について 

本研修における最終課題発表の内容は、以下のリンクから確認のこと。 
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<https://bit.ly/2V63Y0a> 

最終課題発表の内容の質疑応答を踏まえて、発表後、各グループで最終発表の内容と質疑応答に

対する答えをさらに探求した内容を最終レポート（Word、2000字程度）にまとめて提出するこ

と。最終発表課題レポート提出を持って、最終課題に対する評価（全体の50%）とする。レポー

トの中には、自分（たち）がどのようなリーダーシップを取ることが可能か、という点について

も触れること。提出期限は2021年9月27日（月）17:00までとする。 

７ 参加条件 

以下（１）～（８）の全ての条件を満たす者。 

（１）英語での講義内容をある程度理解し、学生間で意思疎通をはかれる程度の語学力

を必要とする。 

（２）本事業の趣旨・目的を理解し、それに沿った活動ができる者。  

（３）太平洋島嶼地域に興味・関心があり、同国・地域について学ぶ意欲があり、積極

的に交流し、コミュニケーションをとることができる者。  

（４）プログラム担当教員・担当職員の指示に従うことができる者。 

（５）事前・事後学習を含め、全てのプログラムに参加できる者。 

※事前学習を無届欠席した場合は、本研修への参加を認めないので留意すること。

ただし、体調不良など相応の理由があり届出欠席した場合は、適宜、補講等を受講

すること。  

（６）本要項記載の留意事項等に沿って応募し、所定の申請書類等に必要事項をもれな

く記入できる者。 

（７）研修終了にレポート提出をもって単位認定を受ける意思のある者。 

（８）研修終了も本事業への参加協力要請に対し、積極的に貢献する意思があり、本事

業のイベント等に参加協力できる者。例えば、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。） 

※１ 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。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は要件を満たさない。 

８ 応募方法 

応募者は出願期限までに次に掲げる書類を紙面で提出すること。 

（１）提出書類 

①応募申請書

https://bit.ly/2V63Y0a
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※Excelデータ形式で作成し、日本語また英語で記入すること。

（２）提出期限

２０２１年８月２７日（金）１７：００まで

（３）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）

（メール）r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp

※件名を「世界展開力 太平洋島嶼地域特定課題研修プログラム 学籍番号

名前」で提出すること。

（持参の場合）共通教育棟１号館 グローバル教育支援機構開発室 

９ オンライン参加支援について 

本プログラムのオンライン参加に関わる情報端末（wifi ルーターおよびタブレット等）

について、学生からの希望があれば、プログラム実施期間中、琉球大学より参加学生に

貸与することとする。  

１０ 問合せ先 

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）  

〒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：名護麻美（プログラムおよび募集要項内容、各課題、および出欠について） 

anago@lab.u-ryukyu.ac.jp (内線：2030) 

セリーナ タン （履修登録、連絡先、その他について）

r-sekaten@acs.u-ryukyu.ac.jp (内線：8092)

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

