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琉球大学の「大学の世界展開力強化事業」

せることが可能となり，学生は留学や国外の大学
との連携授業を履修することで修学が豊富になる

琉球大学は，2018年度から2022年度まで，文部

という利点がある。

科学省の「大学の世界展開力強化事業」において

COILとは，国際的交流の中で問題を共有し協

「COIL型教育を活用した太平洋島嶼地域の持続

働して解決に取り組むオンライン学習のことであ

的発展に資するグローバルリーダーの育成」を実

る（cf.，琉球大学，2018）。COILには，リアルタ

施している。「大学の世界展開力強化事業」は，

イムで交流を行うシンクロ型（同期型），動画や

「国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大

ファイルやメッセージ等をアップロードして情報

学教育のグローバル展開力の強化を目指し，高等

共有や意見交換を行うアシンクロ型（非同期型），

教育の質の保証を図りながら，日本人学生の海外

両者を使用するハイブリッド型の３種類がある。

留学と外国人学生の戦略的受入を行う事業対象

なお，琉球大学は，今回の事業では連携大学が太

国・地域の大学との国際教育連携の取組を支援す

平洋島嶼地域にあり，時差はHawaiiとの19時間

ることを目的として，文部科学省において2011

（i.e., ５時間）が最大で，2018年度に事業を開始

（平成23）年度から開始された事業」である（cf.，

した日本の他大学と比較してシンクロ型が活用し

日本学術振興会，2011）。2018年度に開始する事

やすいという長所を強調している。

業 はCOIL（collaborative online international
learning）型教育を活用した米国等との大学間
交流形成支援となっている。琉球大学は，大学

COILを用いたUniversity of Guamとの心理
学教育

間協定に基づき，University of Hawaii（United
第一著者は，大学教育においてグローバルな視

，University of Guam（United States），
States）
Palau Community College（Republic of

点の重要性を学生に教授しており，琉球大学の事

Palau），College of Micronesia-FSM（Federated

業開始を好機と捉えて参加した。参加した教員は，

States of Micronesia），College of the Marshal

事業の申請段階ですでに参加が内定していた教員

Islands（Republic of the Marshall Islands）と

とプロジェクトが採択されてから参加した教員が

の間でCOILを活用した事業を開始した。この事

いた。第一著者は後者だった。

業によって，大学は協定などの関係性を強めるこ

事業への参加が決定した後，学長補佐および

とが可能となり，教員は研究教育交流を活性化さ

事業専任教員によるマッチングを経て，第一著
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者が2019年１月に専門が同じ心理学であるDr.

of Guam側 の 授 業 は「Research Method」 だ っ

Yoshito Kawabata（College of Liberal Arts ＆

た。COILでは時間割を考慮しアシンクロ型を採

Social Science，University of Guam）と協働を

用した。「大学の世界展開力強化事業」の評価項

行なうことが決定した。その後，2019年３月に

目における今回のCOILを用いた心理学教育の教

Guamへ 渡 航 し，University of Guamを 訪 問 し

育項目は，「授業コンテンツ配信」，「課題アップ

て研究教育交流とCOILの打ち合わせを行なった。

ロード」，「課題レポート」が該当した。また，目

2019年10月から2020年２月にかけて，心理学系

指す教育効果は，「外国語運用能力（Listening，

の科目でCOILを用いた心理学教育を行なった。

Reading，Communication，Presentation，

科目は第一著者が開講する「教育心理学演習」と

「異文化適応力」，
「論理的思考」，
「専
Writing）」，

「卒業研究Ⅱ」を対象とした。学生間の議論や科

門分野に対する理解」，「協働性」，「国際政治経済

目間のシナジーを考慮し，両科目を合同で行なう

や社会問題などへの関心」が該当した。

形式を採用した。授業内容は，「教育心理学演習」

COILを用いた心理学教育では第二著者が「卒

は心理学論文の講読，「卒業研究Ⅱ」は心理学研

業研究Ⅱ」において第一著者の指導のもとに行

究の実施および論文の執筆だった。University

なった研究を対象に議論を行なう形式で進めた。
具体的には，第二著者が第一著者の指導のもとで
執筆した論文を教材に「教育心理学演習」と「卒
業研究Ⅱ」の受講生で議論を行ない，議論を反映
させた論文原稿と資料をUniversity of Guamと
共有し，提供されたコメントをもとに再度受講生
で議論を行なった（Picture 1-3）。他のプロジェ
クトで渡航する機会も活用し，2020年２月に再度
University of Guamを訪問し，研究教育交流と

Picture １ 授業で用いた資料

COILの総括を行なった。

総括
琉球大学とUniversity of Guam間のCOILを用
いた心理学教育では，研究教育交流の開始および
活性化，教員および学生の研究の進展，および，
授業の充実が可能となった。２度の渡航を含む研
究教育交流とCOILを用いた心理学教育を経て，
教員間の継続的な交流が続いている。また，論文
Picture ２ 授業で用いた資料

を教材としたことによって論文に対して研究者か
らコメントを得る機会となり，第一著者と共同研
究で行う第二著者の研究を進展させることが可能
となった。授業は学生にとって海外の大学と交流
する機会となった。受講者数の関係で統計的な分
析は適用できないものの，学生の授業評価では「英
語を用いた心理学の学習の機会となった。」，「研
究に貴重なコメントをもらうことができた。（第
二著者）
」，
「海外の大学と交流することできて良
かった。」などの意見があった。加えて，アシン

Picture ３ 授業風景

クロ型は時間割の影響を受けにくい利点を有す
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ることが確認できた。琉球大学とUniversity of

礎的知見となった。

Guam間の時差は１時間であるものの，シンクロ

今回得られた成果は次のように発表した。一

型では時間割の影響を受けやすい。その点におい

連 の 取 り 組 み は「RYUDAI COIL POST」 の

てアシンクロ型は有用であった。2020年には世界

ISSUE ２として琉球大学web page（琉球大学，

的にオンライン授業が普及しフォーマットが整備

2020）で報告した（Picture ４）。また，研究の

されたが，今回のCOILを用いた心理学教育は，

一部は浦内・淡野（2020）で論文として公表した。

第一著者の大学教育におけるオンライン授業の基

P i c t u r e 4 「RYUDAI COIL POST」ISSUE 2
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