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SIIEJ2022 特別セッション 1 報告書 

 
国際的オンライン教育プラットフォーム『JV-Campus』〜JV-Campus の過去・現在・未来
〜 International Online Platform “JV-Campus” -The Past, Present, and Future of JV-Campus- 

 

開催⽇時：2022 年 8 ⽉ 25 ⽇（⽊）16:00 

記録：湊 洵菜（東北⼤学⼤学院教育学研究科） 

 

筑波⼤学から JV-Campus プロジェクトリーダーの⼤庭⽒が登壇し、今年 3 ⽉ついにパイロ
ット版サービスの提供を開始した当事業の活動を紹介するとともに、今後の実り多い展開
に向け、参加者との意⾒交換を⾏いました。 

 

JV-Campus とは、オールジャパンで結成する国際的オンライン教育プラットフォームを指
します。2021 年 6 ⽉に⼤学の国際化促進フォーラムの中核的なプロジェクトとして活動が
開始されました。この開放性あるプラットフォームでは、参加する⼤学等が、1) 各機関の
強みを活かして独⾃にコンテンツを発信する「個別機関 Box」と、2) ユーザーニーズに基
づき、複数機関が連携して科⽬パッケージングされたコンテンツを発信する「戦略的パッ
ケージ Box」の 2 つの事業を展開します。「織物の経⽷と緯⽷のように共に『知』を織り
上げ⼿渡していく、学習者と教育者の新しい関係を創り上げ」ることを基本理念に据え、
その事業構想は国際空港をモデルにしています。空の⽞関として⼈々の出⼊りが盛んな国
際空港はまさに⽬指すべき姿であり、効果的なコンテンツサービスを多様に展開し、⽇本
の⾼等教育の国内外に対するポータルとなることが期待されています。そして、JV-

Campus のより良い発展に向け、1) 海外向け広報の強化、2) ⼤学の国際化促進フォーラム
との連携強化、3) 企業との連携強化、4) ⾃⾛化への移⾏準備、5) 事業評価・⾒直し、に
取り組んでいくことが⽰されました。 

 

参加者との議論では、国際的に通⽤するプラットフォームとして成⻑するには、より丁寧
なニーズ調査が必要であること、そして⽇本国内の⼤学が提供するコンテンツの充実とそ
の機運醸成には成功例が必要であることが指摘されました。船出したばかりのプロジェク
トである JV-Campus ですが、コロナ禍の⼀過的な代替品ではなく、新常態としての機能性
の⾼い学び場の構築と、そこで織りなされる多元的な互恵関係に期待したいところです。
(774) 

 

Mr. Ohniwa, the project leader of JV-Campus, University of Tsukuba, appeared at the introduction of 

outline, website usages, and activities on JV-Campus, which launched a pilot successfully in March 

this year, and at the open discussion with participants for further development of the project. 
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JV-Campus is an all-Japan international online education platform that started its activities in June 

2021 as one of the core projects of the Japan Forum for Internationalization of Universities. In this 

open platform, participating universities develop two types of businesses: (1) “Individual Institution 

Box,” in which individual institutions disseminate their valuable educational content, and (2) 

“Strategic Package Box,” in which several institutions collaborate to package and provide multiple 

curricula to users based on their needs. The vision of the JV-Campus is “to evolve learners and 

organizations by weaving and circulating wisdom together,” and its business concept is modeled on 

international airports. As the gateway to the skies, international airports are busy with people coming 

and going, precisely what the JV-Campus should aim to achieve. This platform is expected to develop 

various effective content services and grow into a portal for Japanese higher education domestically 

and internationally. For better development, he indicated that efforts would be made to (1) strengthen 

overseas public relations, (2) reinforce cooperation with the Japan Forum for Internationalization of 

Universities, (3) enhance partnerships with companies, (4) prepare for a transition to a self-sustaining 

business entity, and (5) assess and review the activities. 

 

In the discussion, it was pointed out that a careful needs assessment is to be prioritized for maturing 

into an internationally viable platform. Successful cases are also needed to enrich the content provided 

by universities in Japan and to build momentum toward their common goal. The JV-Campus is a 

project that has just set sail. 

 

We look forward to constructing a highly functional learning place that is not a temporary replacement 

in the COVID-19 pandemic but a new normal and to the multifaceted relationships of mutual benefit 

that will be realized there. (338) 


