
 

 

 

  趣旨・目的 ～連携と協働で地域へ貢献～ 

 

今、ICTの急速な進展と本格的な人口減少は、既存の産業構造、就業構造、さらには人々

の生活を大きく変えはじめ、人生 100年時代が到来しています。ひとり一人の持つ力や才

能の発揮を後押しする様々な取組や制度の創出が喫緊となり、幅広い視野や国際感覚を持

った人材の育成、そして、地方創生の推進拠点としての社会人教育、地域課題を解決する

複合的な学術連携や産学官連携が、ますます求められるようになっています。 

 

 このような中、「一般社団法人大学コンソーシアム沖縄」は、沖縄県内の大学が、相互

に建学の精神を尊重しつつ、有機的連携により教育研究を一層充実発展させ、また産学官

の連携により地域社会の活性化と発展に貢献することを目的として、平成 26年 9月に設立

されました。 

 

 本法人では、次のような事業を定款に明記して、県内の１１の高等教育機関がそれぞれ

の特長や強み、個性を活かした教育の質向上に努めながら、時には直接的に、時にはこれ

らを複合的に関連させた実施事業を編成し、協働して取り組んでいます。 

  

  これからも本法人では、沖縄の多様性・地域性・国際性を念頭に、時代の変化や地域の

皆さまのニーズに対応しつつ、地域の発展を目指して、自治体や産業界等と協働して大学

連携機関らしい事業を推進してまいります。  

 

大学コンソーシアム沖縄の主な実施事業 

■グローバル人材育成事業 

■地域課題対応事業 

■FD・SD事業 

 

■生涯学習事業 

■その他事業 

一般社団法人 

大学コンソーシアム沖縄 

【ご寄附頂いた皆様 (順不同)】 

☞大学コンソーシアム沖縄のロゴマークは沖縄県にある

11高等教育機関の持つ、専門的教育を丸の集合体で表し、

連携・交流による活動の熱意を「赤色」で、地域社会へ発

信する成果を知力の「オレンジ色」で表現しています 

■子どもの居場所学生ボランティアコーディ 

ネート事業 

・一般財団法人オリオンビール奨学金財団 

・株式会社國場組 

・沖縄県酒造組合 

・株式会社日本トランスオーシャン航空 

・株式会社オーエスジー・株式会社大城組 

・琉球宇温基金 

・株式会社 MUGEN 

・沖縄法政学会 

・24時間ではしりぬける物理実行委員会/東京学芸大学 

・J・TAP協力会 

・寺田克彦（テラ・ウェブ・クリエイト） 

 

■沖縄からアジアへトビタテ！留学 JAPAN 

プロジェクト 

・株式会社沖縄銀行   ・株式会社琉球銀行  

・株式会社沖縄海邦銀行・沖縄ヤマト運輸株式会社  

・沖縄電力株式会社   ・株式会社りゅうせき  

・コザ信用金庫    ・沖縄ツーリスト株式会社  

・オリオンビール株式会社  ・株式会社サンエー  

・株式会社ジェイシーシー   

・大同火災海上保険株式会社  

・イオン琉球株式会社 ・株式会社金秀本社  

・公益財団法人金秀青少年育成財団  

・沖縄ガス株式会社  ・琉球海運株式会社  

・一般社団法人沖縄県情報産業協会  

・株式会社前田産業  ・株式会社屋部土建  

・株式会社ゆがふホールディングス  

・沖縄経済同友会     

・ＡＮＡあきんど株式会社  ・全保連株式会社  

・三井住友海上火災保険株式会社沖縄支店  

・琉球セメント株式会社  ・大伸株式会社  

・株式会社 JTB 沖縄    ・株式会社琉球新報社  

・株式会社沖縄タイムス社  ・医療法人タピック   

・琉球インタラクティブ株式会社  

 

■大学コンソーシアム沖縄 賛助会員 

・岸本ファミリー個人慈善基金 

・放送大学沖縄学習センター 

 

大学コンソーシアム沖縄事務局 

TEL：098-895-8998 FAX：098-895-8185 

MAIL： chikikaku@acs.u-ryukyu.ac.jp 

 

６．小中高大連携活動 

７．公開講座（県民フォーラム・出前講座） 
８．産学官連携 
９．各種の地域社会貢献 
10．その他前各号に掲げる事業に附帯または

関連する事業 

１．グローバル人材の育成 
２．単位互換 
３．学生間の連携・交流 
４．共同研究 
５．教職員の研修、交流及び情報交換 

 

 

mailto:chikikaku@acs.u-ryukyu.ac.jp


  
◆子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業 
本事業は、「沖縄子供の貧困緊急対策事業」の一環として、内閣府が沖縄県に補助金を交付し、沖縄県が

大学コンソーシアム沖縄に事業を委託する形で取り組んでいるものです。具体的活動としては、当法人が

子どもの居場所学生ボランティアセンターを運営し、県内の子どもの居場所とボランティアとして活動し

たい学生のマッチングを行っています。学生に身近な「お兄さん、お姉さん」的な存在になってもらい、

子どもたち一人一人に寄り添ったサポートを通して、子どもの居場所への安心感が高まることや、子ども

の自己肯定感が向上することを目指しています。 

●子どもたちへのプラスの影響● 

 子どもの居場所へのアンケートでは、子どもたちが「学生を慕い、会う日を楽しみにしていた」という

回答が 8割を超えています。（令和 2年度アンケート）。その他にも「子どもたちの安心感が増えた」「子

どもたちの対人関係能力が向上した」などの声をいただいております。 

●寄附について● 

皆さまの温かい寄附が学生の謝金になります。生活費や学費を自身で捻出している学生もおり、学生から

は「謝金のおかげで安心して活動できる」「アルバイトを減らしボランティア活動ができる」「謝金があ

ることで責任感が持てる」との声があります。ボランティアの経験が 

学生のコミュニケーション能力や将来像に良い影響を与えており、子 

どもだけではなく学生を含めて沖縄の人材育成へ貢献する事業となっ 

ております。 

ご寄附を検討されている方は以下のホームページをご覧下さい。 

https://www.consortium-okinawa.or.jp/kg-vc/ 

●問い合わせ● 

TEL：098-895-1939 FAX：098-895-1940 

MAIL：kg-vc@consortium-okinawa.or.jp  

ADD：中頭郡西原町字千原 1番地 琉球大学本部棟 1階    

 
◆沖縄からアジアへトビタテ！留学 JAPANプロジェクト 
本事業は、将来の沖縄の経済社会を担い、グローバルに活躍する意欲と能力のある若者たちが積極的に海

外留学できるよう支援することを目的に国からの３割の助成と残り７割を県内企業等からのご支援によ

り実施しているものです。令和 2年度、令和 3年度は新型コロナウィルス感染症のため、派遣中止となり

ました。 

●これまでの派遣実績● 

・H27～H31(R1)の 5年間で 40名（10ヶ国）派遣。派遣先：ベトナム(8)、シンガポール（8）、香港(7)、

台湾(5)、マレーシア(4)、フィリピン(4)、インドネシア(1)、カンボジア(1)、上海(1) 、韓国(1) 

・令和元年 9月 20日壮行会、令和 2年 2月 7日報告会を実施し、ご寄附頂いた企業様、経済同友会等経

済団体様、県等の公共団体から参加された方々との交流も深めています。 

●参加した学生の声● 

「留学を通して、発言すること、行動すること、継続することが大切であると学びました。これからも自

分のゴールに向かって挑戦し続けます」「グローバルの要素を取り

入れつつ、沖縄の発展に貢献できる人材になりたい」 

●寄附企業様の声● 

「若者が目を輝かせていると嬉しく頼もしく思う」「人材育成は一

番の要、依存から自立を考える時、彼らの力が必要」 

ご支援。ご寄附を検討されている方は次の URLを 

ご覧下さい。 https://www.tobitateokinawa.com/ 

●問い合わせ● 

TEL：098-895-8030 
 

【これまでの活動実績】 

◇大学コンソーシアム沖縄 運営体制 

・代表理事 西田 睦（琉球大学学長） 

・社員総会（定時総会 6月、臨時総会 2月） 

・運営委員会（年 3回程度） 

 

◇大学コンソーシアム沖縄の主な事業活動 

 

■平成 26年度 

１ 第 1回シンポジウム 2014 

２ 第 1回沖縄学生サミット 2014 

 

■平成 27年度 

１ 第 2回シンポジウム 2015 

２ 第 2回沖縄学生サミット 2015 

３ 県民向け公開講座（各大学持ち回り） 

４ 平成 27年度子供科学人材育成事業（中学生 

及び高校生プロジェクト） 

 

■平成 28年度 

１ 第 3回シンポジウム 2016(写真) 

２ 第 3回沖縄学生サミット 2016 

３ 平成 28年度県民向け公開講座（各大学持ち 

回り） 

４ 平成 28年度子供科学人材育成事業（中学生 

及び高校生プロジェクト） 

５ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業） 

 

 

 

 

 

■平成 29年度 

１ 第 14回全国大学コンソーシアム研究交流フォ 

ーラム 

２ 平成 29年度県民向け公開講座（各大学持ち 

回り） 

３ 平成 28年度子供科学人材育成事業（中学生 

及び高校生プロジェクト） 

４ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業） 

５ 知的・産業クラスター支援ネットワーク強化 

事業（大学等研究者の学外連携促進） 

６ グローバル・ピース・ダイアログ沖縄(写真) 

７ 中国大学生友好交流訪日団の学生との昼食交 

流会 

 

■平成 30年度 

１ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業） 

２ 知的・産業クラスター支援ネットワーク強化 

事業（大学等研究者の学外連携促進） 

３ 平成 30年度県民向け公開講座（加盟校連携） 

 

■令和元年度 

１ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業）  

２ 令和元年度県民向け公開講座（加盟校連携） 

３ FD・SD事業 

 

■令和２年度 

１ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業）  

２ 令和２年度県民向け公開講座（加盟校連携） 

３ FD・SD事業 

４ 県内大学 WEB入試説明会（高等学校 PTA連合会共催） 

 

■令和３年度 

１ 子どもの居場所学生ボランティアコーディネ 

ート事業（沖縄子供の貧困緊急対策事業）  

２ 令和３年度県民向け公開講座（加盟校連携） 

３ FD・SD事業 

４ 県内大学 WEB入試説明会（高等学校 PTA連合会共催） 

５ 沖縄県の「おきなわＳＤＧsパートナー」へ登録 

https://www.consortium-okinawa.or.jp/kg-vc/
mailto:kg-vc@consortium-okinawa.or.jp
https://www.tobitateokinawa.com/

