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特集：

沖縄でもグローバルはできる？！琉大でできること
琉大生限定！語学サポート＆アクティビティ

琉大の留学＆研修が今アツい！豊富な奨学金と渡航先

v

琉大のグローバル制度を使いこなせ！

交換留学 海外文化研修
に参加したい！

外国人の先生と
英語を話したい

TOEICで
高得点が取りたい
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v留学生と一緒に
授業を受けたい

オイデヨ…
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詳しくは琉球大学 海外文化研修でチェッ
ク！

COMPASS

マーシャル諸島やミクロネシア、パラオ、グアム、ハワイなど太平洋の島国に滞在し
現地の学生と協働でSDGsをテーマにしたディスカッションやプレゼン、フィールドトリップ等を
行い、島嶼地域の課題と解決策について考えるプログラムです。

＃2020年度はパラオを予定（変更有）#2022年までの期間限定プログラム

夏季休暇中に台湾や、英語圏、ヨーロッパに滞在して言語や文化を学ぶプログラムです。
各研修を修了することで単位が認定されます。各言語2年に1度開講されます。

ウフ…

研修期間：2週間～1ヶ月

参加費用：15～38万円（奨学金有）

単位認定：2～4単位
（派遣期間：夏期休暇中）

海外文化研修

英語 中国語 スペイン語 フランス語ドイツ語

#2021年夏実施 #2021年夏実施 #2020年夏実施 #2021年夏実施#2020年夏実施
#約2週間派遣 #約2週間派遣 #約3~4週間派遣 #約4週間派遣
#30-35万円 #約15万円 #35-38万円 #約35万円 #35-38万円

各研修詳細・参加要件
各研ごとに期間や内容、参加費用、参加の条件が異なります。詳しくは下のQRコードをチェック！

#フィールドトリップ #大学で学べる！ #ホームステイ #ホームステイ#充実したプログラム

※金額は過去の実績に基づくものです。実施時のレートなどにより変動する場合があります。※内容や要件は予告なく変更される場合があります。必ずwebサイト等で最新情報をご確認ください。

1～2週間（夏） 約25万円（渡航費支援有）2単位

#普段なかなか出来ない経験が出来るかも…

海外文化研修HP「琉球大学 海外文化研修」で検索

グローバル教育支援機構 国際教育支援部門
共通教育棟4号館3階303号室

More info
琉大の留学制度についてもっと詳しく知りたい人
⇒琉大留学情報誌「COMPASS」(右QRコード)をチェック！

COMPASS

国際教育課
共通教育棟1号館1階

outbound@acs.u-ryukyu.ac.jp
098-895-8761

More info

琉大に在学したまま留学！豊富な奨学金制度！

#約4週間派遣

留学 ＆短期研修 制度留学 短期研修
今がアツい!!! 琉大の
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留学期間：1学期～1年 単位互換：有

給付型奨学金：チャンス有
(月 6～12 万円)

募集時期：毎年 10月 頃(第1回)
5月 頃(第2回)

カナダやメキシコを含む環太平洋地域の国々の
UMAP加盟校100校以上に留学できる制度。

琉大が独自で学生交流協定を結んでいる
世界90校以上の大学に留学できる制度。

短期交換留学HP 留学体験談

ISEPに加盟する、全米約160校、
全世界54カ国 300校以上の大学に留学できる制度。

UMAP HP

米国フロリダ州のバレンシアカレッジでのビジネスマネジメント、ホスピタリティのコース履修と
ウォルトディズニーワールドでの就労体験を組み合わせたプログラム。

ISEP HP

学生交流協定校 への留学

ISEP で留学

UMAPで留学

バレンシア
国際カレッジプログラム で留学 太平洋島嶼地域特定課題研修プログラム



Skype、Zoomなどのビデオチャット、
アップロードされた教材を使い、
海外の学生と協働でプロジェクトやプレゼ
ンを
行う授業の形。

外国に行くだけがすべてじゃねえ！
キャンパスにもチャンスはいっぱいあるぞ！

グローバル津梁プログラム＃副専攻

グローバル実践演習

グローカル実践演習

＃共通教育授業

詳しくはQRコードをチェック！

GLOBAL@

琉大には、ハワイ、グアム、ミクロネシア、
マーシャル諸島、パラオなどを中心とした
海外連携大学とのオンライン授業(COIL)を通して、
海外の学生と交流や協働をする授業があります。

COILとは？
=Collaborative Online 

International Learning

海外の学生と協働で
プロジェクトや
プレゼンを行う
授業の形。

オンラインにアップロード
された教材を使い、

Facebook、LINE、Twitter
などのSNSやSkype、Zoom
などのビデオチャット、

Instagram

COIL風景や琉大プチ知識、
猫などが見られるよ。

留学生や様々な学部の学生と一緒にグループを組んで、

英語によるコミニュケーション実践道場 オンラインでの国際交流

SDGｓや国際的なトピックについて調査し、
その結果をプレゼンやビデオ、マガジン等にまとめ
アウトプットするアクティブラーニング型授業。

主要言語：英語

留学生・高校生と一緒にイベントを企画・実施

留学生や他学部生、西原町の高校生と一緒に、
国際交流や異文化理解を目的としたイベントを
企画、実施するPBL型授業。

多様なバックグラウンドを持つ人々と、
多言語でコミュニケーションを取りながら
一つのイベントを作り上げる経験ができます。

グローバル人材として必要なスキル・態度を身につけるための副専攻

〈育成する人物像〉

〈履修内容〉 必修授業(20単位) ＋選択授業(8単位) ＋海外渡航
英語授業
グローバル実践演習Ⅰ～Ⅳ

共通教育授業
（選択科目リストの中から
自身のテーマに沿って履修）

琉大が提供する交換留学、
海外渡航制度(1-2ページ)、
自身で企画する海外渡航等が含まれます

〈メリット〉 #琉大にいながら留学生と一緒に学べる！ #卒業単位にあまり負担をかけずに副専攻がとれる！ #主専攻＋αの力が身につく！

詳しくはwebで。

〈説明会〉

新しい価値を創造する力
対立を調整する力
責任を取る力

基本知識の習得
自身の関わり方を考える

協働力 SDGs Education
2030

異なる背景を持った
人々と協働する力

COIL の授業を受ける

あなたの学部の

グローバルな取組琉
大

a

a

国際地域創造学部

グローバルエンジニア（GE）
プログラム

国際社会で活躍できるリーダー人材の
育成を目的として設置された
学士～修士6年間一貫プログラム。
体系化されたグローバル科目や海外留
学を履修します。
詳しくはQRコードをチェック！

★医学科
臨床実習や医科学研究プログラ
ムにおいて、海外の大学や病院
へ2ヶ月程度の実習派遣を行って
います。

★保健学科
チェンマイ大学看護学部との交流
協定に基づき、毎年受入・派遣
プログラムを実施しています。

医学部学務課 教務係

※提供されるプログラムの有無や数、内容は学部や学科によって異なります。
また、ここに掲載されていない研修やプログラムがある可能性もあります。調べてみてね。

工学部学務係
098-895-8583

グローバル市民
プログラム

対象学年：全学部１～４年次

夏期休暇中に、アジア・太平洋地域の
連携大学へ本学学生を派遣し、
現地農業に関する研修や自ら設定した
テーマに関する学習及び研修・
実習を行います。

農学部学務係
098-895-8743文理融合プログラム！

農学部以外の学生も
対象です。

日本・台湾の法律系学生
学術交流及び行政・立法・
司法機関等の見学を通じた
台湾法研修プログラム

法律系学生を対象に、台湾に派遣し、
現地の法制度について学びを深める
プログラム。
台湾の法律系学生との交流及び
研究会の開催・各機関の見学を
行います。

人文社会学部学務係
098-895-8188

共通科目
『海外自然科学研修』
対象学年：全学部3～４年次

沖縄で事前学習を実施した後、
海外でフィールドワークを行います。
2019年度はハワイのオアフ島、ハワイ島、
カウアイ島で約1週間、火山に関する
調査を実施しました。
その他、現地の大学との交流や研究者
との討論なども行われ、日本では
味わえない「生」の自然と最先端の
観測現場に触れる貴重な経験が
できます。

全学で実施される留学・研修・プログラム以外にも
各学部や学科が独自で実施しているプログラムがあります。
自分の専門や興味のある分野×グローバルで
新たな世界が開けるかも･･･？

igzkyoumu@acs.u-ryukyu.ac.jp

nggakmu@acs.u-ryukyu.ac.jp

hbgakmu@acs.u-ryukyu.ac.jp 

理学部物質地球科学科地学系
098-895-8099
earthsci@w3.u-ryukyu.ac.jp

海外文化研修＋αの
グローバルな取組

英語圏及びヨーロッパ圏での海外文
化研修に加え、語学授業等における
skypeでの協定校の学生との交流、
協定校から受け入れた外国人教育実
習生との交流、スピーチコンテスト
参加希望者の指導など、語学力向上
の多様な機会を設けています。さら
に、留学生による日本語スピーチ発
表会を年１回実施し、県大会や全国
大会に派遣しています。

国際地域創造学部教務係

ktgakumu@acs.u-ryukyu.ac.jp
098-895-8184

4月9日(木)・ 14日(火) 12:00-12:40 @共通教育棟 2-205教室

医学部

農学部

理学部

工学部

人文社会学部
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学内語学サポート
＆アクティビティ

05

グローバル・コモンズ
コンシェルジュ (GCC)

English
Lunch

English
Scrabble Club

01 英語学習アドバイザー

02 NetAcademy NEXT

楽しい度
★★★

ハイテク度
★★★

ペラペラ度
★★★

語彙力
上がる度
★★★

活用しないと損?!!

ときは20XX年、英語というモンスターを倒し、
琉大生を助けるため、勇者達が立ち上がった。君はどうする？

▼ 冒険の旅にでる

迷ったらとりあえずここへ！英語学習のプロフェッショナル。

英語が苦手、なにをしたらいいかわからない、留学したい、海外に行ってみたい、

▼ ▼ ▼

そんなあなたの悩みを、アルクのプロフェッショナル・英語学習アドバイザーに相談してみませんか？

カウンセリングの他にも、各種セミナー、長期休み特別講座、各種学習グループなども

就職で英語を使いたい、英検一級とりたい、TOEICでハイスコアを取りたい。

▼ こんなあなたにおすすめ

開催します。

まずはメールして予約から！

alc-rits@lab.u-ryukyu.ac.jp

※携帯から送信する場合は、このメアド・パソコンアドレスから受信が出来るようにしておいて下さい。
必ず学科・学年・フルネームを入れて送って下さい。
3日（平日）以内に返事がなければ、パソコンアドレスから再度メールください。

ゲーム感覚でスマホ・パソコンから24時間英語が勉強できる！

▼ なにができる？

①TOEIC L&Rテスト 対策

②総合英語トレーニング初級コース（Reading / Listening / Speaking / Writing）

以下サイトにアクセス、大学のユーザーIDとパスワードでログイン

https://flu.lab.u-ryukyu.ac.jp/anetn/Student/stlogin ▼ ▼ ▼

▼ なにができる？

①語学・留学などのワークショップが受けられる！

②TOEICなどの語学学習グループに参加できる！
③他の学生や留学生と一緒に英会話ができる！（しばふEnglish）
④留学や語学学習に関する相談/経験談/英会話/その他なんでもできる！
（しばふtime）

▼ どこでやってるの？

附属図書館2階 グローバル・コモンズ津梁（芝生のスペース）

▼ 何者？

琉球大学の、学生による学生のための団体

語学学習、国際交流、留学をサポートする場

ランチタイムに
英会話！

外国語ユニット専任の外国人教員と一緒に

昼食を取りながら英会話をします。

※各自昼食をご持参ください。

日時・場所などはこちらから

http://www.ged.u-ryukyu.ac.jp/flu/learn/learn-3

英単語を学べるゲーム
スクラブルで遊ぼう！

毎週1回、ランチタイム(12:00-12:40)に
スクラブルとは▼

アルファベットの駒を使って英単語を作り、
クロスワード状にならべて点数を競うゲーム

英語を使って遊ぶゲームに興味のある人、
英語のスピーキングを練習したい人などなど
だれでも大歓迎です！

日程や場所等の開催情報について知りたい人は
Facebookページ(@RyudaiScrabble)で確認するか
Katherine Song先生までメールしてください。
（英語推奨）

ksong@gec.lab.u-ryukyu.ac.jp

▼ ▼ ▼

Loading…

▼ ▼ ▼

頼れる
センパイ度

★★★

Instagram

頼れるセンパイが語学・留学への近道教えちゃいます！

勇者が勇者になろうとする意思から
生まれるように

キミのその一歩が全てを変える！
さあ、エクスカリバーを抜くのだ！

▼

ラ
イ
デ
ィ
ン

・自分の考えを英語で自然に
表現できるようになりました！

・参加を通して沢山の仲間に出会
えました。

Webpage冒険者たちの声

！

▼ ▼ ▼ LINE



留学生との交流に興味がある人求ム。

留学生のチューター募集！

Tutor

留学生の日常生活のサポート、教育・研究について
個別の課外活動を行います。

チューター業務は有償で実施しています。

学生部 国際教育課 国際教育係
チューター担当（共通教育棟1号館 1F）

098-895-8131
興味のある方は
コチラまで！

日本人学生チューター募集1＼ ／その

（予告）グローバルポイント
の導入についてその2＼ ／

自分のグローバル活動参加率を可視化！
ポイントが貯まったら証明書が発行される…？

詳細は近日公開予定！
詳しくは以下HPをフォロー！

発行元
グローバル教育支援機構

開発室
gp-shinryo@

acs.u-ryukyu.ac.jp

098-895-8092

kogakuko@acs.u-ryukyu.ac.jp

すい…
にゅーすだよ じゅる…
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