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戦略１「国際的な島嶼型高等教育システムの構築に向けた教育改革」 

―特別編入学による太平洋島嶼地域からの留学生受入事業最終報告― 

 

加藤 登美子 

琉球大学グローバル教育支援機構 

 

 

１．はじめに 

 琉球大学はこれまでアジア・太平洋地域を中心に大学間交流を展開し、長期ビジョンにお

いて「地域とともに豊かな未来社会をデザインする大学」及び「アジア・太平洋地域の卓越

した教育研究拠点となる大学」を将来像として掲げている。本事業は、そのビジョンの達成

に向けてスタートした第 3 期中期目標期間における重点支援である「国際的な島嶼型高等教

育システムの構築に向けた教育改革」のうちの一つである。 

本学とこれまで交流を深めてきた太平洋島嶼地域（主に、パラオ共和国、ミクロネシア連

邦、マーシャル諸島共和国）の留学生を受け入れる体制を整備し、短期大学以外の高等教育

機関が存在しない太平洋島嶼地域の学生を本学の 3 年次に編入させ、「学士」を授与する体

制を確立するものである。また、受け入れ学生のニーズに応じた学習支援体制を構築するこ

とで、日本人学生の異文化理解を促進し、グローバル人材の育成を目的としている。 

 2016 年度の開始からパラオ共和国 1名、ミクロネシア連邦 1名、マーシャル諸島 1名、合

計 3 名の学生が 3 年次編入し、11 名の学生が短期交換留学に参加している。最終年度を迎

え、これまでの活動を整理し、今後の長期的展望について述べる。 

  

 

２．3年次編入の体制整備と支援 

本事業初年度の 2016 年度から、編入学生の受入先となる学部関係者と定期的な意見交換

の実施を始め、2017 年度には、太平洋島嶼地域の経済状況を考慮し、編入学後の授業料およ

び入学料は免除することとし、これに係る規定の整備および制定を行った。次に、現地訪問

時の調査でわかった編入学希望学生が希望している学部（法文学部、観光産業科学部、農学

部）の学部関係者に事前説明を行い、円滑な編入学後の科目履修を目的に、各短期大学の提

供プログラム内容および卒業要件の調査を行った。2018 年度には 2名の学生が、農学部と観

光産業科学部にそれぞれ編入学した。2 名の学生には本学後援財団と JEE 留学生奨学金（少

数受入国）による奨学金を付与し、学生の生活資金を確保した。2020 年度に編入学した学生

には、同じく JEE 留学生奨学金（少数受入国）と本学の QUEST 基金奨学金を付与した。学習

面に関しては、島嶼地域出身者へ日本語と編入学試験に向けての個別指導や、学生が教育課

程を効果的に遂行するために学修支援も行った。現地での事前調査から、島嶼地域出身の学

生は精神面が弱いという懸念があり、精神面での支援のため定期的な面談や声掛けも行った。 
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2.1 編入学前に日本語能力を高めるための短期交換留学プログラム（現 RISE プログラム）

の利用 

現地の調査・聞き取りから 3 国の日本語クラスは初級クラスしか開講されておらず、同じ

初級レベルでも琉球大学で開講されている日本語クラスの初級レベルとは比べ物にならない

程レベルに差があることがわかった。それだけでなく、学生の遅刻・欠席が多く学習態度な

どの意識を変えていく必要がある。以上のことから、2016年度には編入学候補生の日本語力

を高め、日本の生活や学習環境に慣れるため国際教育センターで実施している短期交換留学

プログラム（現 RISEプログラム）を利用する体制を構築した。短期交換留学プログラムを利

用することで、奨学金を付与しながら集中的に日本語学習を進めることが可能となった。さ

らに、2018 年度には 1 名であった当該地域からの短期交換留学プログラムへの人数上限を 3

名に引き上げることができた。 

 

2.2 3年次編入の体制整備における課題点 

本学の特別編入学制度は外国人留学生や海外からの学生の受験が必ずしも想定されておら

ず、試験内容も日本人と同じであることから留学生にはかなりハードルが高い。島嶼地域か

らは短期大学卒業後に進学する学生は、経済的支援が充実し、英語で授業を受けられる米国

や台湾へ留学する者がほとんどである。それに加え、編入学試験がなく面接で入学でき、英

語で学位所得が可能な国内大学もあるため、本学の体制のままでは留学生獲得が難しい。社

会人枠（小論文・面接）と同様に、留学生特別編入枠での試験を設定することが必要である。 

 次に、編入後の配慮も必要である。日本語能力が高くても、学部に入学してから日本人と

全く同じ授業を受講するにあたり、専門用語や専門知識にハンディが生じると考えられるの

で、専門分野の日本人チューターをつけるなどの取組も必要であろう。 

 最後に、学生の負担を減らすため、当該地域の経済的・地理的状況を考慮した遠隔地試験

の実施が望ましい。太平洋島嶼地域は日本への直行便がないため来日するにはかなりの時間

がかかり、渡航費も高額である。現地で定期的にオンラインでの試験を行うことができ、広

報活動を続ければ、今後も学生を獲得することが可能である。 

 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

3名 3名 4名 4名 5名 11名 6名 7名 7名 6名(11名) 8名 4名

表1　評価指標(KPI)：太平洋島嶼地域からの留学生目標数(2021年8月1日時点)

＊5月1日時点の在籍数
＊2020年度（）内の数値は、5月1日時点では在籍していなかった者も含めた同年度内に受入をした人数
＊太平洋島嶼地域とは、太平洋州各国のうち、オーストラリア、ニュージーランドを除く14カ国（パラオ、マーシャル、ミクロネシア、
　キリバス、クック諸島、ツバル、ナウル、ニウエ、バヌアツのほか、サモア、ソロモン諸島、トンガ、パプアニューギニア、フィジー）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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３．太平洋島嶼地域における調査・広報・リクルート活動 

3.1 短期大学等での調査・広報・リクルート活動 

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を毎年訪問し、

大学説明会を実施し、興味を示した学生や日本語力がある学生にはリクルートを行った。2018

年度には将来を見据えて短期大学のみならず、日本語教育が行われている高校においても関

係者への事業説明および学生対象の説明会を行った。 

 

3.2 大使館・領事館関係者及び各国大臣の招聘・訪問 

2016 年度から 2018 年度まで、現地に行く際には各国の日本国大使館を訪問した。2017 年

2月には、マーシャル諸島にて日本に留学経験があるマーシャル資源開発大臣と懇談を行い、

本事業について説明し、今後の協力を仰いだ。2017年 3月に駐ミクロネシア日本国大使を本

学に招聘し、沖縄の現状を踏まえながら大学院進学等も視野に入れた編入学生の進路の可能

性を探った。2018年 2月上旬には、在マーシャル日本国大使館より光岡英行特命全権大使と

岩田哲弥領事兼一等書記官が来学し、大学関係者らとの意見交換のほか、マーシャル諸島出

身学生との懇談や学内の見学を行った。同年 2 月下旬には、現地でマーシャルの教育スポー

ツ職業訓練大臣、教育庁長官、教育庁副長官らとの懇談を行い、プログラムへの協力を依頼

した。また、マーシャル観光局を訪問し、観光局長と懇談し、プロジェクトの概要説明を行

った。2018 年 4 月にはマーシャル諸島より公共公益事業・インフラ大臣 Anthony Muller 氏

の来学があった。Muller大臣と大城前学長の人材育成事業に関する意見交換が実現したほか、

大学内の研究施設などを通して本学の教育・研究に関する説明機会を得た。2018 年度は大学

間交流協定を更新し、当該地域短期大学の学長らと懇談し、本事業に対する理解と両地域の

学生のモビリティの可能性について協力的な姿勢を確認できた。 

 

3.3 現地日本人教員との連携 

現地に在住する日本人教員にはプログラムの内容を説明し、協力を依頼した。国によって

は途中日本人教員が退職したり、不在になるなどで継続が難しいこともあったが、日本人教

員の協力が不可欠なため、毎年現地での面談を続け、強力な協力関係を構築した。 

 

3.4 帰国留学生の進路相談、フォローアップ 

2018年から短期交換留学を修了し、帰国した元学生たちの学習支援・進路相談などのフォ

ローアップを行った。SNS 等を利用し連絡を取り合い、現地に行った際には直接面談を行っ

た。 

 

3.5 その他の活動 

2018年 5月に在マーシャル日本国大使館主催である「第 14回日本語スピーチコンテスト」

に特別審査員として出席し、「琉球大学奨励賞」を設定・授与した。また、沖縄芸能連盟に

よる琉球伝統芸能ツアーを支援し、3 地域を回り、現地の人たちと交流した。2020 年 6 月に
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は、学生に合った情報発信の場として、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのアカウ

ントを開設し、本学での太平洋島嶼地域出身学生の活躍や留学情報、交流イベント、日本や

沖縄の文化などの情報を発信する広報活動を実施している。  

 

 

４．国内他大学・専門学校・日本語学校における情報収集及びリクルート活動 

2019年度からは、国内にも視野を広げ、太平洋島嶼地域からの留学生受入れ経験がある立

命館アジア太平洋大学(APU)、文化外国語専門学校、長沼スクール東京日本語学校及び専門学

校東京スクール・オブ・ビジネスを視察し、本事業についての説明や太平洋地域からの学生

の受入状況、編入制度、就職状況などの意見交換を実施した。2020 年度は、太平洋島嶼地域

からの国費留学生を受け入れている大阪電子専門学校、大阪工業技術専門学校、千駄ヶ谷日

本語学校を視察し、本事業についての説明や太平洋島嶼地域からの学生の受入状況、編入制

度、就職状況などの意見交換を実施した。また、独立行政法人国際協力機構(JICA)青年海外

協力隊でマーシャル諸島派遣予定の日本語教員との面談を行った。 

 

 

５．短期留学プログラム（1年）の前段階のプログラム（1～２週間程度での超短期研修プロ

グラム）の実施 

太平洋島嶼地域からの留学生を受け入れるに当たって、短期交換留学プログラム（RISEプ

ログラム）を編入学への前段階として捉えているが、島嶼地域の学生にとって日本はアメリ

カや台湾のように馴染みがなく、未知の国であるため、始めの一歩がなかなか踏み出せない。

また、当該地域から 1年未満の交流プログラムの希望があがったため、RISE及び編入学の留

学生を確保するために将来的な留学へステップアップを目指す超短期研修プログラムを設置

し、当該地域学生が沖縄や本学での学習環境や生活を体験できる機会を 2020 年度に設けた。

しかし、2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大で留学生が日本へ渡航できなかったため、

本学と沖縄での学びや生活体験に関心がある国内在住の太平洋島嶼地域出身者の参加者 4 名

の受け入れを行った。 

 プログラムは国内の移動であるということと、研修候補生の参加可能な日程を参考にして

4 日間の日程とした。コロナ禍での実施であったので、敢えて日本人との交流会は設けなか

ったが、日本語の授業や琉球大学の研究室訪問を通して日本人学生との意見交換を行う機会

を設けた。また、島嶼地域出身在校生と交流ができる機会も設けた。 

研修生のアンケート結果は、全体的に高評価であった。アンケートで見つかった課題点は、

2021年 10月に予定している第 2回超短期研修プログラムで改善する予定である。 

 

 

 

 

41

琉球大学大学教育センター報



表 2 2020 年度 超短期研修プログラム(国内)日程表 

日

程 

曜

日 
午前 午後 

1/5 

 

 

火 午前便 沖縄到着12:00頃 

 

13：45 モノレール大学最寄り駅 

集合・迎え 

14:30-15:30  

開講式・オリエンテーション 

15:30-16:00  

日本語クラスオリエンテーション 

16:00-17:00 キャンパスツアー 

1/6 水 9:00-12:30 

日本文化体験「茶道」 

 

13:30-15:00 

首里城見学 

16:20-17:50 

研究室訪問「環境インターンシップ」 

1/7 木 8:30-10:00 

日本語中上級クラス参加（日本人・留

学生クラス） 

10:20-11:50 

沖縄文化体験「三線」 

13:30-14:15 

修了式 

 

14:30- 

自由行動 

1/8 金 8:30-16:00 

沖縄本島北部ツアー（美ら海水族館・古宇利島） 

夕方の便で沖縄を出発 
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図１ 超短期研修プログラムを含めた構想図 

 

６．世界展開力強化事業とグローバル・プログラム津梁との連携 

 世界展開力強化事業では、2018年度に太平洋島嶼地域特定課題研修プログラム（短期）を

新設している。初年度は本学学生 6 名をマーシャル諸島短期大学へ 10 日間派遣、翌年 2019

年度は本学学生 4名をミクロネシア連邦短期大学へ 9日間派遣した。同プログラムでは、島

嶼地域の持続的発展や SDGs に関するテーマで現地の短期大学生と協働学修を行い、複数地

点をオンラインで結び、発表を行った。同じ島嶼地域を対象としているため、島嶼出身在学

生が積極的にプログラムに参加している。さらに、世界展開力強化事業からの奨学金として

島嶼地域からの短期交換留学生に旅費・宿舎代などの援助を得ている。 

グローバル・プログラム津梁にも図書館内語学支援サポーターとしての活動や地元団体と

の交流などの協働学修にも積極的に関わっている。このように複数事業と連携をしながら協

働学修や現地広報などの活動を行った。 

 

 

７．今後の展望 

 長期的な展望として、以下の事項の検討を継続していく必要がある。 

(1)「超短期研修プログラム」の展開 

 超短期研修プログラムは、本事業において太平洋島嶼地域の留学生が短期交換留学プログ

ラム（RISE プログラム）への前段階としての位置づけであるが、プログラム終了後のアンケ

ート結果が高評価であったことや他プログラムへの宣伝効果もあったことから、今後は太平
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洋島嶼地域だけではなく他地域からの留学生を本学へ受け入れるために展開していくことを

検討すべきであろう。留学生のための経済支援を検討し、編入生や科目等履修生としての受

け入れなどに拡大していくことが必要である。 

 

(2)特別編入学による太平洋島嶼地域からの留学生の受け入れの継続 

 本学の学生に刺激を与え、国際的な視野を持ち、グローバルに活躍できる人材を育成する

ためには、今後も太平洋島嶼地域からの留学生の受け入れを継続させるべきである。3 年次

編入に向けての日本語指導や受験準備支援と生活・精神面でのサポートの継続、専門分野の

日本人チューターをつけるなどの取組,受け入れ可能な学部の調査や交渉、本学と短期大学

間での単位互換などの摺り合わせ、遠隔地試験の導入などの体制整備が必要である。 

  

(3)日本人学生の海外活動や国際交流の継続 

 本学の「世界展開力強化事業」は太平洋島嶼地域でのグローバルリーダーの育成を目的と

しており、共通した部分が多い。このように異なるプログラム間においても協力関係が必要

である。今後も世界展開力強化事業の太平洋島嶼地域特定課題研修プログラム等、複数の事

業が連携した日本人学生の海外活動や国際交流を継続していくことが重要である。 

 

 

８．おわりに 

 最後に、本事業開始後から本学に留学した島嶼地域出身学生（パラオ共和国・ミクロネシ

ア連邦・マーシャル諸島共和国）の現在の様子についてお伝えしたい。 

マーシャル諸島共和国 4 名：1 名は本学に編入し、2021 年 9 月に卒業した。1 名は帰国後結

婚し、子どもも 2 人生まれた。銀行で働いていたが、現在は漁業関係の会社で働いている。

1名はコロナ禍の影響を受けしばらく帰国できなかったが 2021年 2月に帰国し、今は離島で

母親のビジネスを手伝っている。将来自分のビジネスを立ち上げようと模索中である。もう

1名は 2021 年 4月に英語で単位が取れる日本の他大学に 2年次編入した。 

ミクロネシア連邦 3名： 1 名は本学に編入し、卒業後、ミクロネシアの専門家がいる大阪の

大学院に進学した。2名はそれぞれアメリカで就職・進学した。 

パラオ共和国 4 名：1 名は本学に編入し在学中。2022 年 3 月に卒業予定である。1 名はパラ

オで働きながら社会貢献中。1 名は日本に再留学するために準備中である。そして、編入学

を希望していたが叶わずに帰国した 1 名は 2021 年 7 月に、JICA のパラオ事務所でプログラ

ムオフィサー(青年海外協力隊のコーディネーター)としての仕事に採用され、日本語を使う

機会を得た。 

 国に戻った元留学生たちはそれぞれ違う道を歩んでいるが、琉球大学で得た経験が今後の

彼らの人生の糧になることを願ってやまない。 
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