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COIL : Learning SDGs collaboratively (UMAP-COIL Joint Program 2021) 募集について 

（新潟大学生向け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ プログラム内容 

本プログラムは、COIL（Collaborative Online International Learning）という教育手法を用いて、

日本にいながらにしてオンラインで世界各国の学生と繋がり、英語を共通言語として学んでいく

プロジェクト型学習プログラムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
コース概要 

世界の仲間と共に学ぶ「グローバル・シチズンシップ（地球市民としての意識、権

利、行動）」 

アジア太平洋大学交流機構（UMAP）と関西大学グローバル教育イノベーション推進

機構(IIGE)が共催する UMAP-COIL Joint プログラムでは、VUCA(*) world で活躍で

きるグローバル人材に必要な能力の育成を目指しています。このプログラムは国際環

境における現代の主要な社会問題に関して、様々な視点からグローバル・シチズンシ

ップについて考える機会を提供することを目的としています。国連の「持続可能な開

発目標」（SDGｓ）に関連して、外交政策、国際情勢、貿易・金融、防衛・安全保障

などの幅広いテーマを取り上げます。さらに、身近な社会問題である健康と福祉、教

育への国際的アプローチ、ビジネスの革新と発展など、より具体的な分野についても

学びます。本プログラムでは国際的な時事問題を取り扱い、最新のテーマや教材が取

り入れられます。 

(*:Volatility(変動)、Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)の頭文 

字をつなぎ合わせた造語) 

応募要件
外国語要件 

English Proficiency：CEFR B2レベル  

・TOEFL iBT 72  

・IELTS 5.5～ 

・Total 1560  score of TOEIC S&W plus L&R 
 
※証明書の提出が求められます。 

 

対象 

 

本学の学部又は大学院の正規課程に在学していること 

参加費 無料 

活動期間 事前研修（オンデマンド）：2021年8月1日(日)まで 

活動期間：2021年8月2日(月)～9月13日(月)  (7週間)   

事後研修： 2021年9月20日(月) 

 

 

 

事前研修 7 月 30 日（金）～8 月 1 日（日）※オンデマンドImmerseU 上でオンデマ
ンド配信講義と課題を行うBEVI テスト（プログラム前）受験 
※ImmerseU は、事前・事後研修で主に使用するオンラインツールです。 

※BEVI は、国際交流の効果を測定するアセスメントツールです。 

プログラムの詳細については，下記URLの情報を必ず確認してください。 

 
〇プログラム概要・応募情報（UMAP・英文） 

https://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents 
 
〇プログラム内容（関西大学グローバル教育イノベーション機構・英文） 

https://kuiige.wixsite.com/umapcoil/2021-online-program 
 
 

https://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents
https://kuiige.wixsite.com/umapcoil/2021-online-program
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活動日程 

 
WEEK 1 8 月 2 日（月）※ライブ講義 10 時～11 時 30 分（日本時間） 

Lecture 1 "Overview of SDGs" Dr. Don Bysouth（関西大学） 

 
WEEK 2 8 月 9 日（月）※ライブ講義 10 時～11 時 30 分（日本時間） 

Lecture 2 "Language and Wellbeing" Dr. Yumiko Ohara（米国ハワイ大学ヒロ校） 

Lecture 3 "Gender Studies and Social Change" Dr. Diana Fox（米国ブリッジウォー

ター州立大学） 

 
WEEKS 3-4 8 月 16 日（月）～27 日（金） 

グループプロジェクト（2 週間） 

Description: Identify a good SDG-bound project either done by a company, an 

institution, or a group of students from your own country (or you may narrow it 

down to your local community) and explore more on them as a team. The findings 

are to be presented at the final presentation on September 13th. Further 

instructions will be notified after the program begins. 

 

WEEK 5 8 月 30 日（月）※ライブ講義 10 時～11 時 30 分（日本時間） 

Lecture 4 "Business for SDGs" Dr. JY Wu（関西大学） 

 
WEEK 6 9 月 6 日（月）※ライブ講義 10 時～11 時 30 分（日本時間） 

Lecture 5 "Learning with Indigenous Cultures through Transboundary 

Environmental Field Schools" Dr. Nick Stanger（米国西ワシントン大学） Lecture 

6 "Social Justice in the Context of COVID-19" Dr. Don Bysouth（関西大学） 

 
WEEK 7 9 月 13 日（月）※10 時～13 時（日本時間） 

最終プレゼンテーション 

Description: ゲストジャッジをお迎えし、Weeks 3、4 で取り組んだグループプロジェ

クトの発表を各チームおこなってもらいます。 

 

事後研修 9 月 20 日（月）  

 

 

２ 応募方法 

1）本プログラム参加希望について，留学交流推進課宛てにメールで事前連絡すること。 

（2021年6月25日(金)15時まで） 
 

2）UMAP COIL Honours Program 2021 Application （WORD） に必要事項を記載のうえ， 

語学検定試験の結果の写し（PDF）と一緒に留学交流推進課にメールで提出する。 

 提出先メールアドレス： studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

 

＜応募期限＞2021年 6 月 28日(月)15時 

 

３ 本プログラムについての問い合わせ先 

学務部留学交流推進課派遣留学係 メール：studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

電話：025-262-6797 

mailto:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp
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