
 

開学70周年記念事業 国際交流シンポジウム概要 

 

１．目 的： 

  琉球大学は、“Land Grant University”の理念のもと、「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」を目指し、開学

70 周年を記念して、本学とアジア・太平洋地域等の大学と互いの連携を強化することを目的とす

る国際交流シンポジウムを開催する。 

  本シンポジウムでは、環境問題や教育問題など沖縄県が抱える問題、すなわち島嶼地域にとって

の共通の課題について議論し、アジア・太平洋地域等の大学が共に解決に向けて取り組むための足

がかりとする。オンラインにより開催され、海外及び本学研究者による基調講演を本学ホームペー

ジにて公開するレクチャーシリーズ、並びに講演者と本学学生が参加するオンラインシンポジウム

で構成される。 

海をテーマにした海外及び本学研究者によるグローバルな視点での講演をレクチャーシリーズ

として公開し、本学学生、教職員、県民だけでなく、国内外に幅広く発信することで、海外及び本

学研究者の知見を共有し、共通課題の解決に繋げる。また、レクチャーシリーズやオンラインシン

ポジウムを通して、本学や県内の学生、国内外の学生に多様な分野における研究成果について学習

する機会を提供し、海の重要性や課題に対する意識向上やグローバルな視野の育成を図る。 

 

２．テーマ：「島嶼の叡知でつなぐ海～世界に、そして未来に」 

Oceans Connected by Island Wisdom, for the World, for the Future 

 

３．実施期間、スケジュール 

【レクチャーシリーズ】2021年12月～2022年3月末 

 海外講演者：2021年12月17日～2022年3月31日 

本学講演者：2022年2月15日（予定）～2022年3月31日 

＊講演動画：本学ホームページにて公開（英語・日本語字幕付き） 

 

【オンラインシンポジウム】2022年3月11日（金） 

 基調講演者と本学学生とのディスカッション等 

 ＊対象者：本学学生・教職員、一般 

＊ライブ配信による開催（一般公開、使用言語：英語） 

 

４．基調講演： 

【海外講演者】 

ピーター・バーキル博士（Dr. Peter Burkill）〔英国・プリマス大学〕 

リチャード・トンプソン博士（Dr. Richard Thompson）〔英国・プリマス大学〕 

カヒキナ・デ・シルバ博士（Dr. Kahikina de Silva）〔米国・ハワイ大学マノア校〕 

 キース・カマチョ博士（Dr. Keith L. Camacho）〔米国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校〕 

 

【琉球大学講演者】 

 石原 昌英 教授（国際地域創造学部） 

 高橋 そよ 准教授（人文社会学部） 

 栗原 晴子 教授（理学部） 

 宜野座 綾乃 准教授（島嶼地域科学研究所） 



 

【開学７０周年記念事業 国際交流シンポジウム 70th Anniversary International Symposium】 

 

〇配信場所：琉球大学公式ウェブサイト 70周年記念事業 

https://www.u-ryukyu.ac.jp/70th/ 

 

〇配信期間：2021年12月17日～2022年3月31日 

 

       

本学公式HP：70周年記念事業 国際交流シンポジウム 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ： 

琉球大学 

総合企画戦略部国際連携推進課 

電話：098-895-8979 

email: kodairi@acs.u-ryukyu.ac.jp 

 



ピーター ・ バーキル博士， プリマス大学 （英国）

リチャード ・ トンプソン博士， プリマス大学 （英国）

カヒキナ ・ デ ・ シルバ博士， ハワイ大学マノア校 （米国）

キース ・ カマチョ博士， カリフォルニア大学ロサンゼルス校 （米国）

石原昌英教授 （国際地域創造学部）

高橋そよ准教授 （人文社会学部）

栗原晴子教授 （理学部）

宜野座綾乃准教授 （島嶼地域科学研究所）

お問合せ：

琉球大学

総合企画戦略部国際連携推進課

Email: kodairi@acs.u-ryukyu.ac.jp

琉球大学開学 70 周年記念事業

　　琉 球 大 学 で は、 開 学 70 周 年 を 記 念 し、 「Oceans Connected by Island Wisdom, for the World, for the 

Future」 （島嶼の叡知でつなぐ海～世界へ、 そして未来へ） をテーマに記念講演を本学ウェブサイトにて開催し

ます。 本事業では、基調講演者による講演を録画したビデオを 「レクシャーシリーズ」として視聴できます。 また、

レクチャーシリーズに加え、 学生や教職員が参加するオンラインでのシンポジウムも開催を予定しています。

ぜひ沖縄の皆さんもオンラインのレクチャーシリーズを視聴後に、 シンポジウムにもご参加ください。

詳細は、 以下の本学ウェブサイトをご覧ください。

レクチャーシリーズ １ ： 令和３年１２月１７日～令和４年３月３１日

レクチャーシリーズ ２ ： 令和４年２月１５日 ( 予定 ) ～令和４年３月３１日

基 調 講 演 者

琉球大学講演者



基 調 講 演 者

開学70周年記念事業～国際交流シンポジウム～
Oceans Connected by Island Wisdom, for the World, for the Future

レクチャーシリーズ１

お問合せ：
琉球大学
総合企画戦略部国際連携推進課
Email: kodairi@acs.u-ryukyu.ac.jp

配信場所： 琉球大学公式ウェブサイト

配信期間： 令和3年12月17日～令和4年3月31日

https://www.u-ryukyu.ac.jp/70th/

※講演動画は英語・日本語の字幕付きです。

学生、教職員並びに一般の方々もぜひご視聴ください。



CONTACT：
Interna onal Collabora on Sec on,
General Planning and Strategy Division
University of the Ryukyus
Email: kodairi@acs.u-ryukyu.ac.jp

To commemorate the 70th anniversary of its founding, the University of the Ryukyus is pleased to announce a 
series of commemora ve lectures on Oceans Connected by Island Wisdom, for the World, for the Future. The 
seires will be held in two parts: the first is series of pre-recorded mini-lectures to be hosted on the university 
website and the second is a live symposium. We welcome all students, faculty and staff members, as well as the 
general public to par cipate. Scan the QR code below for more details.

Lecture Series 2 : Available Online from February 15, 2022 (tentative) to March 31, 2022

Lecture Series 1 : Available Online from December 17, 2021 to March 31, 2022

Live Symposium (Online): March 2022 (TBD)

Dr. Peter Burkill, University of Plymouth

Dr. Richard Thompson, University of Plymouth

Dr. Kahikina de Silva, University of Hawaiʻi, Manoa

Dr. Keith L. Camacho, University of California, Los Angeles

Dr. ISHIHARA Masahide, Faculty of Global and Regional Studies

Dr. TAKAHASHI Soyo, Faculty of Humanities and Social Sciences 

Dr. KURIHARA Haruko, Faculty of Science

Dr. GINOZA Ayano, Research Institute for Islands and Sustainability



Featured Keynote Speakers

The 70th Anniversary of  the University of  the Ryukyus ~International Symposium~ 

Oceans Connected by Island Wisdom, for the World, for the Future

LECTURE SERIES 1

CONTACT：
International Collaboration Section,
General Planning and Strategy Division
University of the Ryukyus
Email: kodairi@acs.u‐ryukyu.ac.jp

December 17, 2021 – March 31, 2022

https://www.u-ryukyu.ac.jp/70th/

We welcome students, faculty, staff and the general
public to celebrate our journey to look to the future.
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