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自国際連携教育拠点形成における琉球大学の役割

琉球 大 学 学 長 岩 政 輝男

琉球大学は「地域特性に根ざした国際性豊かな7ジ?・太平洋地

域の卓越した教育研究拠点大学Jとなることを目標のーっとして

掲げ、多様な活動を続けています。また教育の実施体制等に関す

る中期計画には「国際的かつ学際的な視野をj函賞するため、学内

外の研究組織との協働による学修指導体制を整備するJと明記し

てあります。

アジ7太平洋地域の国々は、継続的な人口の増加や脆弱な島唄

環境など多くの問題を抱えており、人間と自然の持続的な共存を

図るためには多角的な学問研究の発展や、国際的な連携教育を推進することが求められて

います。本学はこれらの地域から毎年留学生を受け入れているものの、国際的な連携教育と

いう観点での活動は十分な進展を見せていない現状にありますので、当該地域の大学が共

同で若者の育成にあたるプログラムの推進が期待されています。特に生物学、水産学、環境

学、観光学、情報科学、熱帯農学、熱帯医学などの分野には多くの共通課題があり、7ジア太

平洋地域の諸大学と連携して人材を育成することに大きな意義があります。複数の分野を学

13'¥学際的なカリキユラムを活用して広範囲な知識を教授することにより、教育効果が高まる

ととちに、新しい学問領域の構築の基礎を与えるでしょう。沖縄の地理的位置や環境を勘案す

ると、これらのプログラム推進することは本学の重要な使命です。

理工学研究科の皆さんが中心となって進めてこられた「アジ?太平洋域の大学院学生の国

際連携教育プログラムJはまさにこれらの目標の中核的役割を担うものです。本プログラム

遂行中にインドネシアの2大学とダブルディグリープログラムに関する協定が締結され、新し

い国際教育プログラムが開始されたことは大きな成果のーっとなりました。この3年間に多く

の大学院生が海外に出かけ、また海外の大学の大学院生が本学での研究活動を進めて国際

経験を積むととちに、研究成果を上げました。台湾の大学との聞で毎年進められている国際

サマープログラムは益々発展する兆しが見られます。

このような活動は長期間継続することにより大きな効果が出てきます。今後とも多分野に

おいて国際的な連携教育を進めることにより、本学ガアジ?・太平洋地域の国際連携教育の

拠点となって人材育成の貢献するよう努力して参ります。
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目国際連携教育:ネyトワークの拡大とコンソーシアムの構築
プログラムリーダー理学部海洋自然科学科教授土屋誠

人間と自然の持続的な共存を図るためには多角的に学問研究を

発展させ、国際的な連携教育を推進して広い視野を持った多くの人

材を青成する~\要があります。特に?ジア末平洋地域の大学におい

ては、複数の分野を学/5'¥学際的なカリキユラムを活用して広範囲な

知識を教授することにより、教育効果が高め、新しい学問領域の構

築の基礎を構築することが重要であることは疑う余地がありませ

ん。

近年、?ジ?太平洋地域における国々の多くの教育機関が学生の

海外への派遣や、若手研究者に国際的な経験の奨励に努めていま

す。この地域の学生たちが類似した環境を有する沖縄において教育を受け、研究を実施するメ

リッ卜は大きいと考えられます。また7ジ7太平洋地域における国々との共通課題を認識しつ

つ、国際感賞を育した専門的職業人を養成する意昧で、本学の大学院生が当該地域の状況を

把握しつつ学ぶ意義は大きいものがあります。

本プログラムでは、夕、フ、、ルデ、ィク、、リープロク、、ラム、大学院生の受け入れと派遣、国際サマー

コース等の実施を主体とした多様な国際連携教育プログラムを展開し、継続して進めるため

の基礎を築くことが出来るよう努力してきました。ダブルディグリープログラムで入学した大

学院生は張り切って勉学に励んでいます。台湾の大学と連携して実施しているサマーコースは

継続して開催できそうです。短期間ではありましたが本学に滞在した学生の中には、その研究

成果を基礎として帰国後に修士論文にまとめた学生もいます。

しかしながら国際連携教育プログラムをさらに発展させるためには次の段階に進む!必要が

あると考えています。7ジア太平洋地域に点在する教育機関が連携するコンソーシアムを構築

し、大学院生が多様な教育を受けられるシステムを構築することにより、学問の飛躍的な発展

につながり、課題の認識と解決に向けた具体的な議論を活発化させることができます。本シス

テムの構築は極めて重要な国際的課題と言えるでしょう。最近では博士後期課程のダブル

デ、ィグリープログラムができないかという相談を頻繁に受けます。議論すべきテーマ、将来に

向けての課題は多くありそうです。

このプログラムを進めるに当たり、運営委員会を設置して活動してきました。運営委員の皆

さんや事務作業にかかわっていただいた皆さんの建設的な努力なしにはこのプログラムを進

めることはできませんでした。また学内の多くの皆さんには、公式の場で、あるいは非公式な

場で相談に乗っていただきました。新しいプログラムを始めるためには多くの議論が必要で

す。特に夕、フ、、ルデ、イク、、リープロク、、ラムを推進するために、学内では学長はじめ役員の皆様の温

かい応援をいただきました。また理工学研究科委員会と大学院委員会ではプログラムを説明

する機会を作っていただ、き、多数の有益なコメントをいただきました。学術国際部国際課、学生

部学生課の皆さんには様々な角度からご朗言をいただきました。プログラムを終プするにあ

たり、関わっていただ、いた多くの皆様に感謝申し上げます。
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目ブロク‘フム運営体制

運営委員会

口理学部

敏理科学科 陳 春航

物質地球科学科物理系 深水孝則

物質地球科学科地学系 新 城 竜

海洋自然科学科化学系 田中淳

海洋自然科学科生物系 日 高 道 雄

海洋自然科学科生物系 土屋 誠

海洋自然科学科生物系 中村 結N'論z 

事 務 長 砂川博信(平成22年度)

狩俣昇夫(平成23年度)

武村朝子(平成24年度)

総務係長 上原信彦(平成22年度-23年度)

知念成子(平成24年度)

学務係長 富田 輝(平成22年度)

口観光産業科学部
高江洲哉子(平成23年度-24年度)

西村美彦(平成22年度--23年度)
観光科学科

口工学部

環涜建設工学科 名嘉村盛和(平成22年度)

小倉暢之(平成23年度-24年度)

口学術国際部

国際課 金城かおり

事務局

口理学部

理 学部総務係事務 補 佐 員 亀 島 春 美

理学部総務係事務補佐員儀武まり子
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1.ダブルテtイタリープログラムの推進

-平成22年度

海外の大学とダブルディグリープログラムを

進めるため、情報収集と協定締結に向けた意見

受換を行った。

07月16日

茨城大学で開催された「アジアの大学問連

携によるダブルディグリープログラムに関

するワークショップ」に2名の運営委員が参

加した。

011月24日

2名の運営委員が山口大学工学部を訪問

し、江鐘偉教授から工学部で進めている夕、

プログラム活動概要E

企平成21年3月
~プログラムを推進するきっかけとなった園際連携教育に関する
ワークショ'yブの参加者{ボゴール農業大学、歩イポネゴロ大学、
フライウィヲャワ大学、チユラロシコン大学、カセサート大学、
インドネシア文科省、琉Eま大学)

ブルディク、、リープログラムに関する情報を収集した。

011月25日

岡山大学園際センターおよび社会文化科学研究科を訪問し、夕、フソしディグリープログラムに関する

情報を収集した。

012月27日

ボゴール農業大学(IPB)で開催されたダブルディグリープログラムに関するワークショップに3名の

運営委員が参加した。

0平成23年3月14・19日

3名の運営委員がインドネシ?のディポネゴ、口大学とボゴール農業大学を訪問し、ダフ明ルディグ1)-

プログラムに関する意寛交換などを行った。

.平成23年度

インドネシ?のボコ‘ール農業大学及びディポネゴ、口大学との聞で意見受換を進め、ダブルディグリープ

ログラムの協定を締結した。

07月6日

理工学研究科後期委員会でインドネシ?のボゴ-}し震業大学とディポネゴ‘口大学の2大学とダブル

ディグリープログ、ラムを進めることが承認された。

07月15日

インドネシ7のボゴ‘ール農業大学のDahrulSyah研究科長、FaizSyuaib国際安流コーディネーター

(日本担当)、海洋水産学部のYusliWardiatno水産資源学科長が本学を訪問し、佐藤良也研究国際

受流担当理事、山里員理学部長を表鞍し、合後の受流に向けた意見受換を行った。

010月18日ー22日

インドネシアのボゴール農業大学とディポネゴ‘口大学の2大学とダブルディグリープログラムに関す

る協定を締結した。締結にあたっては、本学から理学部長とプログラムリーダ一、運営委員1名お

よび理学部学務担当職員1名が参加した。

アジア太平洋織における大学院学生の国際連携教育プログラム 置終績告書 I 5 



目プログラム活動概要

012月2日

茨城大学農学部(阿見キャンパス)で開かれた夕、フ"ルディグリーブロク。ラムに関するミニシンポジ

ウム!こ1名の運営委員が招かれ報告を行った。同シンポジウムに理学部の学務担当職員1名を派遣

した。

0平成24年1月18日ー22日

インドネシアのボゴール農業大学とディポネゴ口大学において、ダブルディグリープログラム応募者

の面接試験を行った。試験官として3名の運営委員を派遣した。

圏平成24年度

ダブルディグリープログラムでの学生受入を

開始した。

09月
インドネシアより、ダブルディゲリープロ

グラムによる2名の学生が来沖した。

012月18日

インドネシ?のボゴ ル農業大学からダ

ブルディグリープログラム推進担当教員

が来学し、活動の推進について意見変換

会を開催した。

0平成25年1月7日ー12日

.A.平成25年1月
ティポネコロ大学の応募者とダブル歩イタリー推進担当の教員
Ita氏(前列在錨)とOiah氏(前列右揃)、琉大からの面媛官{前

列申央3人}

インドネシ?のボゴール農業大学とディポネゴ口大学において、夕、フソしテ愉イク、、リープログラム応募

者の面接試験を行った。試験官として3名の運営委員を派遣した。

O平成25年2月25日ー3月1日

ディポネゴ‘口大学水産海洋科学部の学部長と2名の教員が本学を訪問し、学部長表破、ダブルディ

グリープログラムで学んでいる学生との情報変換、本プログラム運営委員会との意見受換、施設

の視察などを精力的にこなした。舎後の研究協力、学生の交流に関して活発な議論が行われた。

.A.平成25年2月 学部長表敏 .A.平成25年2月
山里民学部長{写真中央)、 MuhammadZainuri学部長(申央右) 本プログラム運営委員会との意見交換

4平成25年2月
第一期ダブル予イタリープログラムで
入学生のLelvFika Angrainiさん
『サンゴの計測の織子J
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平成25年2月砂
第一期ダブル予イタリープログラムで
入学生のMu'alimahHudatwiさん

roNA他出の様子J



プロクラム活動概要E

2.大学院学生の国際学会などへの派遣
平成22年度に以下の国際学会などに大学院生を派遣し、研究成果の発表と、多くの研究者

との受流の機会を与えた。

I World Congress of Malacology 2010 プーケット(タイ) 1人

2 I 16th International Conference on Electrical Engineering 釜山(韓国) 7人

(ICEE2010) 

3 I The 5th IEEE Conference on Industrial Electronics and 台湾 2人

Applications(ICIEA 2010) 

4 I The Seventeenth International Workshop on Active-Ma- 東京 1人

trix Flat panel Displays and Devices(AM-FPD10) 

5 I The Second Asia Pacific Coral Reef Symposium プーケット(タイ) 10人

6 I International Conference on Environmental Science and シンガポール 1人

Engineering (ICESE2010) 

7 International Conference on Environmental Aspects of 福岡 2人

Bangladesh(ICEAB 10) 

8 I The 2nd International Conference on Advanced Com- 宮崎 1人

munication and Networking (ACN2010) 

9 I The 25th International Technical Conference on Circuits パタヤ(タイ) 2人

/ Systems， Computers and Communications(ITC-CSCC 

2010) 

10 I International Conference on Heavy Electrons 東京 1人

(ICHE2010) 

11 I The International Chemical Congress of Pacific Basin ハワイ(ホノルル)!4人

Societies (PACIFICHEM 2010) 

12 I Conference on Engineering， Research， Innovation and パングラデ、ィシュ|1人

Education 2011 (CERIE-2011) 

13 I The 9th International Power and Energy Conference シンガポール 3人

(IPEC2010) 

14 I International Conference on Electrical Machines snd 韓国 5人

Systems 2010 (ICEMS 2010) 

15 I The 13th International Symposium on Marine Natural タイ(プーケット)I 2人

Products(MANAPRO XIII) 

16 14th International Symposia of Integrative Zoology (4th 北京(中国) 1人

ISIZ) 

11 I Fifteenth International Forestry and Environment Sym- スリラン力 1人

posium 2010 

言↑(延べ人数) 45人
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目プログラム運営体制

3.国際サマープログラム
1)台湾の大学と生物多様性に関する国際サマーブログ、ラムを開催した。台湾と沖縄において相互に開催

するもので、平成23年度にはボゴール農業大学から2名の学生と教員1名ガオブザーバー参加した。

園立台湾大壁、東海大壁、琉球大学
9月4-13日 教員6人

一一ー一一司 γ
沖縄 学生6人、TA2人、 国立台湾大号、東海大号、琉球大学、

23年度
7月8-14日 教員8人 ボゴル農業大学

寸

台湾 学生5人、TA2人、
24年度 園立台湾大撃、東海大撃、琉球大学

9月3-13日 教員5人

2)園立台湾海洋大事・琉球大学・フランスのモンベリ工大学院生の地球科学に関する国際サマースクール

(2011 International Student Summer School in Taiwan)に参加した。

9月1-11日
1 学生4人、教員1人

圏立台湾海洋大号、モンベリ工大学、

|琉球大学
23年度

4.大学院学生の海外における研究活動に対する支援(派遣)と、海外の大学からの

大学院生の受入
短期 (2週間~3ヶ月)研究活動に大学院生を受入れた。

短期 (2週間~3ヶ月)研究活動に大学院生を派遣した。

(短期研究受入)
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台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、イラン、イスラエル

5カ国 |台漕、タイ、インドネシア、ベトナム、イラン

7カ国 |台吾、タィ、インドネシ7、ベトナム、フィリツピン、イラン、モンゴ、ル

延べ8カ国

(短期研究派遣〕

派遣人数 派遣国

22年度 6人 5カ国 韓国、タイ、インドネシ?、フランス領ポリネシ?、フィジ、一

23年度 12人 5カ国 米国(ハワイ~II\I)、韓国、タイ、インドネシ?、パラ才

24年度 11人 7カ国
タイ、インドネシア、台}吾、シンガポール、ベトナム、パラオ、

オーストラリア

計 29人 延べ10カ国
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