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公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団 

令和４年度 在沖縄米軍施設・区域内大学就学者募集要項 
公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団は国際化時代に対応ができ、かつ本県の振興を担う人材の

育成を図るため、本県にある米軍施設・区域内大学への就学希望者を、次のとおり募集します。 

 

１． 大学別 学位・英語能力公式スコア基準点等 

メリーランド大学

iBT ＩＴＰ　※２

学士

修了証

大学院 修士 79点 550点 6.5 105点

4 75点

大学 525点

英語能力基準点

短期大学士

Duolingo
English Test

種別 学位等 TOEFL
英検

IELTS
（Academic
Module）

その他

準１級

6 95点71点

TOEIC
Listening　＆Reading

 (各275点以上）
Writing ＆　Speaking

（各120点以上）

ブリッジ・プ
ログラム

（Academic
English）

修了証 ４５点 ４５０点 ２級

 
トロイ大学

iBT ＩＴＰ　※２

大学院 修士 70点 523点 6.0 100 2.5

種別 学位等
TOEFL IELTS

（Academic
Module）

Duolingo
English Test

英語能力基準点

G.P.A．その他
※６

 
 注 １ ： 有効期限内の上記英語能力公式スコアを取得していない方を対象とした TOEFL ITP 試験の実施を予定していますが、新型

コロナウィルス感染症拡大による緊急事態宣言の発令等があった場合は、中止とします。 また、感染が疑われる症状のある受験者は

当日の試験を受験できません。TOEFL ITP 試験の受験については、募集要項 ５．選考試験 をよくお読みになって検討してください。

（可能な限り、応募時までに上記スコアを各々取得することを推奨いたします。） 

注２：TOEFL ITP は TOEFL PBT の過去問を利用した、団体向けの TOEFL テストプログラムであり非公式テストであるため、第一次試

験で基準点以上を取得した場合でも、就学までに各大学の求める公式スコアを提出する必要があります。（詳しくは募集要項8

ページ以降の各大学就学時提出書類についてを参照。） 

  

注 ３：GPAの算出は各大学の評価方法により異なります。換算方法については、募集要項7ページ目を参照し、各大学事務局へお

問い合わせ下さい。 

注 ４：上記の学位はアメリカの大学で授与される学位で、日本の大学の資格ではありません。 

注 ５：トロイ大学院は上記の英語能力基準点の公式スコアのほか、就学時までに GRE または GMAT、MAT のうちいずれかの公式

スコアを試験実施団体より大学に直接送付させる必要があります。（詳しくは募集要項10 ページ目を参照） 

注 ６：メリーランド大学では、英語力の向上を図るため、ブリッジ・プログラム（語学講座）を開設しています。 同プログラムは 5 学

期間開かれ、受講するクラスの評定がそれぞれＣ以上であれば受講後は同大学に進学することができます。（詳しくは募集

要項 11 ページ目を参照） 

  注  ７：各英語能力公式スコアの有効期限は取得から2年以内（2020年9月以降取得）です。ただし、ブリッジ･プログラムの場合は、

有効期限は取得から 5 年以内（2017 年9 月以降取得）とします。 

注 ８：現在は新型コロナウィルスの感染症拡大の影響を受け、オンライン（Zoom）による授業が行われています。 

対面授業が再開される時期については状況に応じて判断されることになります。ご了承のうえ、応募をご検討ください。(令和４

年 2 月現在) 
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２． 応募資格 

次の（１）～（４）のいずれにも該当する者とします。 

（１）  日本国籍を有する者で、通学可能な範囲内に居住する者 

（２） 令和 4 年 4 月 1 日現在沖縄県に居住している者、又はその子弟 

（３） 高等学校を卒業した者、又はそれと同等以上の学力があると認められる者 

（４） 大学が定める下記の条件を満たしている者 

①大学院応募者は学士号を取得した者（海外の大学においては、2022 年 6 月取得見込みの者）で、 上記の GPA

を満たしている者。 

②種別毎に求められる英語能力スコア（いずれか）保持者 
 
 

３．募集人数  

募集人数は、短期大学、大学、大学院及びブリッジ・プログラムを含め７０人程度です。 

 

 

４． 募集期間 
  

令和 4 年 4 月 1 日（金）～令和 4 年 4 月 28 日（木） 17:00 まで（厳守） 
※ 封筒に、朱書きで「現金書留」「施設内大学出願」と記載して、出願書類及び受験料をまとめて郵便局窓口に

て、下記（６）の宛先へ送付してください。（4 月28 日（木）消印有効） 

 
 

５． 選考試験 

（１）TOEFL ITP 試験  令和 4 年 5 月 14 日（土） 予定 

英語能力公式スコアを募集受付時に提出できない方を対象とした TOEFL ITP の試験を予定しています。ただし、4

月 28 日（木）時点において沖縄県内において新型コロナウィルス緊急事態宣言が発令されている、または発出され

る見込みがある場合には TOEFL ITP 試験は中止とします。 

また、試験実施日において以下の項目に該当する方は受験できません。 

□新型コロナウィルスの陽性者または濃厚接触者 

□発熱や咳、のどの痛みなどの感染が疑われる体調不良の症状がある 

□上記に該当する同居家族がいる 

 
代替措置について 

※TOEFL ITP試験の中止の場合または上記項目に該当し受験ができない方については、代替措置として5月20

日（金）午後５：００までに Duolingo English Test 等公式スコアの提出を受け付けます。（スコア要件については１ペ

ージ目を参照。） 

 

受験料の返金について 

緊急事態宣言の発令に伴う TOEFL ITP 試験の中止についてのみ、Duolingo English Test 等を受験後、公式ス

コアを期限内に提出し面接試験受験対象者となった方には 受験料差額を返金いたします。 必要スコアを提出し

ない方については、応募資格の条件を満たさないため、TOEFL ITP＋面接試験 受験料を返金対象とします。ただ

し、いずれも返金額から送料（現金書留代）を差し引いて返金します。 

 

詳しくは募集要項 ５．選考試験をご覧ください。 

 

（２）面接試験 令和 4 年 6 月中旬予定（オンライン面接） 

TOEFL-ITP 選考試験合格者及び英語能力公式スコア提出者を対象に、オンラインの面接試験を行います。 
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６． 申請書類提出・問い合わせ先 

 

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課  

〒901-2221  沖縄県宜野湾市伊佐 4 丁目 2 番 16 号 

電話： 098-942-9213 

Website: http://www.oihf.or.jp/ 
   
 

募集要項及び申請書類の様式は、以下のファイルのアイコンをクリックすればダウンロードできます。 
・募集要項（PDF） 
・申請書（第１～３号様式）（Word） 
・同意書（第４号様式）（PDF） 
・出願書類一覧表（PDF）   ←2022 年 4 月 4 日 受験料の記載ミスにより訂正しました 
・記入例（PDF） 
・よくある質問(PDF) 

 
 

※ダウンロードされる方への注意事項  

 各様式は、お使いの個々の動作環境によって、不自然な罫線のずれや改行、または文字化け等不具合が発生する場

合があります。その場合は個々の動作環境に係るお問い合わせには応じかねますので、お手数ですが適宜修正を施し

てご使用ください。  

   

 

http://www.oihf.or.jp/
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/1boshu.pdf
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/2shinsei.docx
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/2-2douisho.pdf
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/3ichiran.pdf
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/4rei.pdf
http://www.oihf.or.jp/stu_on_base/doc/5shitsumon.pdf

