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＜＜TOPIC＞＞ 

海外留学生を取り込む方法は、彼らの母国から大学のある国へ越境し大学に在籍することのみで

しょうか。オンラインによるプログラム提供からもみられるように、そのスタイルは多様化して

います。 

その中でも、今回は「トランスナショナル教育～その１～」として、近年注目されているトラン

スナショナル教育制度について世界の動向をみてみましょう。トランス＝移動・乗り換え、ナシ

ョナル＝国、教育。それは国をまたいで教育を受けられる制度、と言えるのかもしれません。そ

れは一体どういうコンセプトで、どんな大学プログラムなのでしょうか。 
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◆紹介記事◆ 

１）トランスナショナル教育とは？ 

トランスナショナル教育が指す内容は文献や研究者によって様々なようですが、全体像を捉える

ために、完結に端的に説明をしていると感じたこちらの記事を紹介します。 

 

https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/explore-uuki/transnational-

education/what-uk-higher-education-transnational 

 

・記事１）deepL 日本語翻訳 

 

タイトル：英国高等教育トランスナショナル教

育とは？ 

Universities UK / 2021年 8月 20日 

 

トランスナショナル教育（TNE）とは、例えば、

Y 国の学生が Z 国の大学で学位取得を目指す

など、 授与機関が所在する国以外の国で提供

される教育のことを指す。 

 

TNE は、オンライン/遠隔教育（現地サポートの

有無にかかわらず）、現地での提供パートナー

https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/explore-uuki/transnational-education/what-uk-higher-education-transnational
https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international/explore-uuki/transnational-education/what-uk-higher-education-transnational
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シップ（フランチャイズド・デリバリー、ジョ

イント・ディグリー、ツイニング、バリデーシ

ョン、クオリティ・アレンジなど）、 英国教育

機関が海外に実際に存在すること（ブランチキ

ャンパス、スタディセンター、フライング・フ

ァーカルチャーなど） を通じて提供されてい

る。 

 

英国における TNE は、ほぼすべての学術分野、

すべての学習レベル（学部課程、大学院課程、

研究課程） で実施されており、多くの場合、パ

ートタイムまたはフルタイムでの就学が選択

されている。 

 

英国高等教育 TNEの提供形態  

英国の高等教育機関（TNE）には、様々な形態や

規模がある。これは、パートナー国、留学希望

者、英国の大学の様々なニーズや関心を反映し

たものである。英国高等教育 TNEは、その環境

と学生に合わせたものである。また、他の方法

では英国の学位にアクセスできないような学

生にも、さまざまな教育・学習形態を通じて優

れた教育を提供している。 

 

世界における英国高等教育機関の TNE 

英国の大学は世界各地で TNEパートナーシップ

を拡大しており、政府や海外の大学が英国のパ

ートナーを求めることも増えています。協力す

ることで、ホスト国と英国の両方の大学、スタ

ッフ、学生にメリットがあります。また、大学

のグローバルな展望と能力を高めることにも

つながります。 

 

英国の高等教育 TNE科目 

英国の大学は、多くの科目で、あらゆるレベル

の学位を海外で提供しています。これらは時代

とともに多様化し、英国および海外の雇用市場

やスキルの優先順位に対応している。 

 

英国高等教育 TNE留学生のレベル別内訳 

英国の TNE留学生は、ほぼすべての学問分野に

おいて、学部、大学院、研究大学院の各レベル

で学ぶことができます。 

 

2018 年のレポート「Global Location, Local 

Innovation」で、さまざまなタイプの TNE提供

の例をご覧いただけます。 

 

TNEニュースレター 

TNE の活動、イベント、機会に関する最新情報

を定期的に受け取るには、ここにサインアップ

してください。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

 

・記事１）オリジナル本文（英語）

TITLE：What is UK higher education transnational 

education? 

Universities UK / August 20, 2021 

 

Transnational education (TNE) is education delivered in a 

country other than the country in which the awarding 

institution is based, eg students based in country Y 

studying for a degree from a university in country Z. UK 

HE TNE refers to UK degree programmes delivered 

outside of the UK.  

 

UK HE TNE is delivered through online/distance learning 

(either with or without local support), through local 

delivery partnerships (eg franchised delivery, joint and 

dual degrees, twinning arrangements, validation and 

quality arrangements) or through a UK institution’s 

physical presence in another country (eg branch campus, 

study centre or through flying faculty).  

 

UK HE TNE is delivered across almost all academic areas 

at all levels of study (undergraduate, postgraduate taught 

and postgraduate research), often with the option to study 

part time or full time. 

 

Types of UK HE TNE delivery  

UK HE TNE comes in all shapes and sizes. This reflects 

the range, needs and interests of partner countries, 

prospective students and UK universities. UK HE TNE is 

tailored to its settings and students. It offers students who 

might not otherwise be able to access the UK’s degrees 

excellent education through different modes of teaching 

and learning. 

 

UK HE TNE around the world 

https://universitiesuk.us6.list-manage.com/subscribe?u=4db2235512f3ee2993ceaec5a&id=c7d0ec85c2
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UK universities are growing their TNE partnerships 

around the world, and increasingly governments and 

overseas universities seek UK partners. Working together 

offers benefits to universities, staff and students in both 

the host country and in the UK. It also increases 

universities' global outlook and capabilities. 

 

UK HE TNE subjects 

UK universities offer degrees overseas in many subjects 

and at all levels. These have become more diverse over 

time, and cater both to employment markets and skills 

priorities both in the UK and overseas. 

 

UK HE TNE students by level of study 

UK HE TNE students can study at undergraduate, 

postgraduate taught and postgraduate research levels 

across almost all academic fields of study.  

 

You can find examples of different types of TNE provision 

in our 2018 report 'Global Location, Local Innovation'. 

 

TNE newsletter 

You can sign up here to receive regular updates about our 

TNE work, events and opportunities. 

 

2）University of Arizonaの Micro campusとは？ 

トランスナショナル教育を実際に取り入れ、規模を拡大しているプログラムの象徴として、アリゾ

ナ大学によるマイクロキャンパスがあると言われています。大学のウェブサイトから、マイクロキ

ャンパスの骨格と特徴、現在存在するマイクロキャンパスのロケーションなどをチェックしてみま

しょう。 

 

https://microcampus.arizona.edu/index.html 

 

・記事２）deepL 日本語翻訳 

 

タイトル：アリゾナ大学-マイクロキャンパス 

アリゾナ大学ウェブサイト / アクセス日：

2022年 8月 10日 

 

------------- 

世界 13 ヶ所にあるアリゾナ大学から 2 つの学

位を取得することができます。 

------------- 

アリゾナ大学マイクロキャンパスネットワー

クの学生は、アリゾナ大学と世界各地の提携大

学から二重学位（デュアルディグリー）を取得

することができます。この革新的なモデルによ

り、学生は都合の良いキャンパスで米国公認の

学位を取得することができます。デュアルディ

グリーの学生は、アリゾナ大の教授陣から学び、

アリゾナ大のリソースを利用し、アリゾナ州

Tucson のアリゾナ大キャンパスに留学するオ

プションもあります。また、アリゾナ大の単位

をオンラインで取得し、世界のどこからでも勉

強できる革新的なグローバルダイレクトモデ

ルも取り入れています。 

 

マイクロキャンパスのロケーション： 

- リマ 

- アムリタプリ 

- 高知 

- 西安 

- 鄭州 

- 青島 

- アジュマーン 

- ジャカルタ 

- アノイ 

- モーリシャス 

- アンマン 

- プノンペン 

- スレイマニ 

 

------------- 

アリゾナ大学マイクロキャンパスの優位性 

------------- 

>> 2倍のメリット 

 学生は、アリゾナ大学および提携大学の教員

から学び、アリゾナ大学および提携大学のリソ

ースにアクセスし、2つ以上の学位を取得し、2

つの同窓会ネットワークの一員となることが

できます。 

https://www.universitiesuk.ac.uk/topics/international/transnational-education-global-location
https://universitiesuk.us6.list-manage.com/subscribe?u=4db2235512f3ee2993ceaec5a&id=c7d0ec85c2
https://microcampus.arizona.edu/index.html
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>> 世界トップクラスの大学へのアクセス 

 アリゾナ大学は、世界大学ランキング（Center 

for World University Rankings）によると、2

万校以上の中で 69 位にランクインしており、

世界のトップ 1％の大学である。 

 

>> 革新的な授業の提供 

 アリゾナ大学の教育スタイルは、テクノロジ

ーを取り入れ、学生が教室で学んだコンセプト

を実社会に応用できるよう、アクティブラーニ

ングを推奨しています。 

 

>> 複数の学問分野 

工学、ビジネス、法学から芸術、社会科学、公

衆衛生まで、学部と大学院の学位プログラムは

場所によって異なります。 

 

>> シームレスな海外留学 

米国アリゾナ州 Tucson のキャンパスで、サマ

ー、１学期、またはそれ以上の期間、留学する

ことができます。 

 

>> リーズナブルなプログラム 

米国で同じ学位を取得するよりもはるかに安

い費用で、提携大学の学位が取得できます。 

 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

 

 

・記事２）オリジナル本文（英語） 

TITLE: The University of Arizona – 

Microcampus 
Website of University of Arizona / Accessed on 

August 10, 2022 

 

------------- 

Earn a dual degree from the University of 

Arizona in 13 global locations & counting. 

------------- 

Students in the University of Arizona Microcampus 

Network can earn dual degrees from Arizona and 

partner universities worldwide. This innovative 

model allows students to complete a U.S.-accredited 

degree at a campus convenient to them. Dual degree 

students learn from Arizona professors, gain access 

to Arizona resources, and have the option to study 

abroad at the Arizona campus in a, USA. You can 

also learn about our innovative Global Direct model 

which allows global students to earn University of 

Arizona credits online while studying from wherever 

they are in the world. 

 

- Lima 

- Amritapuri 

- Kochi 

- Xi’an 

- Zhengzhou 

- Qingdao 

- Ajman 

- Jakarta 

- Anoi 

- Mauritius 

- Amman 

- Phnom Penh 

- Sulaimani 

 

------------- 

University of Arizona Microcampus Advantages 

------------- 

>> Double the Benefits 

 Students learn from Arizona and partner university 

faculty, access Arizona and partner university 

resources, earn two or more degrees, and become 

part of two alumni networks. 

 

>> Access to a Top Global University 

 The University of Arizona ranks number 69 out of 

more than 20,000 schools, according to the Center 

for World University Rankings—making it a top 1% 

university worldwide! 

 

>> Innovative Course Delivery 

 Our teaching style embraces technology and 

encourages active learning, empowering students to 

apply concepts they learn in the classroom to real-

world situations. 

 

>> Multiple Disciplines 

Undergraduate and graduate degree programs vary 

by location and include everything from engineering, 

business, and law to the arts, social sciences, and 

public health. 

 

>> Seamless Study Abroad 

Students may complete their program entirely in 

their home country or study abroad at our Tucson, 

Arizona campus in the U.S. for a summer, semester, 
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or longer. 

 

>> Affordable Programs 

Students pay significantly less than earning the 

same degree in the U.S. and also earn a degree from 

a partner university. 

 

 

3）University of Arizonaモデルは成功か？ 

アリゾナ大学のマイクロキャンパスやその他のトランスナショナル教育は、成功しているのか。そ

のひとつの指標として、留学生の入学者数推移があげられるかもしれません。そして、ここで紹介

する大学発表の情報によると、アリゾナ大学への留学生の入学者数で記録樹立。学校の狙いなど、

記事で紹介されています。 

 

https://news.arizona.edu/story/uarizona-sets-record-international-student-enrollment 

 

・記事２）deepL 日本語翻訳 

 

タイトル：タイトル：UArizona、留学生の入学

者数で記録を樹立 

アリゾナ・グローバル / 2021年 11月 22日 

 

UArizona(アリゾナ大学)は、学生が学位課程に

とどまる、あるいは学位課程を開始するための

新しい機会と様式を設けることで、パンデミッ

クによる課題にもかかわらず、入学した留学生

数を増加させることができました。 

 

全国の大学で留学生登録者数が減少傾向にあ

り、世界の流動性が大きく損なわれている今年、

アリゾナ大学は留学生登録者数で前例のない

伸びを示しています。 

 

米国の大学における留学生の入学者数は、過去

10年間、着実に増加傾向にありました。しかし、

Open Doors の年次留学生登録レポートによる

と、2019 年の 1,095,299 人の最高値から 2021

年の 914,095人まで、COVID-19パンデミック時

に急降下したのである。 

 

この全国的な傾向に反して、アリゾナ大学は現

在、大学の歴史上最も多くの留学生が在籍して

おり、同大学の 2021年秋のセンサスによると、

メインキャンパスと世界中の学位プログラム

に 5,400 人を超える留学生が在籍しています。 

 

UArizona のグローバルアフェアーズ担当副学

長兼グローバル教育学部長の Brent White は、

「この数字は、COVID よりずっと前から大学の

戦略計画の柱であったグローバル教育への協

調的かつ全体的なアプローチを反映していま

す。」「このアプローチでは、学生がどこにい

ても対応し、母国、ツーソンのメインキャンパ

ス、オンライン、またはその 3つの組み合わせ

で、アリゾナ大学の学位を取得する機会を提供

します。世界的な大流行が起こる以前から、当

校への入学者数は増加しており、それ以降も加

速しています。」 

 

毎年、100 カ国以上から何千人もの学生が、ツ

ーソンにあるアリゾナ大学のメインキャンパ

スで学位を取得することを選んでいる。2021年

秋の入学者数に含まれるのは、メインキャンパ

スで授業を受ける総留学生数 3,097人で、2020

年秋より 3.2％増加した。メインキャンパスに

新たに入学した留学生の学部生は、2020年秋に

比べて 65.9％増加している。 

 

また、大学の留学生総数には、米国外の

UArizona のプログラムに在籍する 2,073 人の

学生も含まれています。 

 

「どこにいても」教育を提供する 

 

学生が学位を取得したり、進級を維持したり、

https://news.arizona.edu/story/uarizona-sets-record-international-student-enrollment
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新しい学位プログラムを開始したりするため

の新しい機会や方法を作り出すことで、

UArizona は学生が世界のどこにいても高等教

育を受けることを可能にしている。 

 

現在、米国外で学んでいる UArizona の学生の

うち、181 人がグローバルダイレクトオンライ

ンの学位課程を履修しています。2 年目を迎え

たこのオンライン学位プログラムは、アリゾナ

まで直接学びに行くことができない、または行

きたくない学生にとって、米国の学位取得を身

近で手頃なものにしています。  

 

アリゾナ大学グローバル入学担当副学部長の

ステファニー・アダムソン氏は、「この不安定

な時代に柔軟性を必要としていた学生にとっ

て、私たちが作ったオンラインの学位取得の選

択肢は大きな違いとなっています」と述べてい

ます。「私たちは、必要な学生が母国から学位

取得を目指すことができるようにしています。

私たちは、"Everywhere you are "という国際

的な入学試験のモットーに忠実に従っていま

す」。 

 

グローバルダイレクトオンラインの学位取得

コースを選択する学生に加え、過去最高の

1,892 人の留学生が現在マイクロキャンパスの

デュアルディグリープログラムに登録してお

り、昨年より 400人の増加となっています。デ

ュアルディグリープログラムでは、学生は

UArizona と提携大学から 2 つの学位を取得す

ることができます。この革新的なモデルにより、

学生は都合の良いキャンパスで米国公認の学

位を取得することができます。 

 

アリゾナ大学は現在、世界中に 13 のマイクロ

キャンパスを持ち、11カ国の尊敬すべきパート

ナー大学とともに、37種類の学部と大学院のデ

ュアルディグリーの組み合わせを提供してい

ます。 

 

マイクロキャンパスネットワークのデュアル

ディグリープログラムの学生は、アリゾナ大学

の教授から学び、アリゾナ大学のリソースにア

クセスし、学位プログラムの一環としてツーソ

ンのメインキャンパスで 1学期を過ごすことが

できる、スタディ・アリゾナ体験ができます。 

 

セバスチャン・モントーヤ・フアラチ： 

「スタディ・アリゾナでは、ツーソンにある大

学のメインキャンパスで授業を受け、UArizona

の世界レベルの教授陣から直接学びながら、ア

メリカの大学生活を体験することができます。」 

 

UArizonaの 4年生 Sebastian Montoya Huarachi

は、Eller College of Managementのデュアル

ディグリー生で、ペルーのリマにあるマイクロ

キャンパスのパートナーUniversidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas（UPC）から入学してい

ます。 

 

Huarachiは、デュアルディグリープログラムの

一環として 2021年秋学期を UArizonaで過ごす

UPCからの 19人の学生のうちの 1人です。 

 

「私はこのグループの一員として、UPC の一流

の教授陣から学び、クラブに参加し、考えを交

換し、新しい視点を学ぶことに感謝しています」

と Huarachiは述べています。「スタディ・アリ

ゾナ・プログラムを通じて、他の文化について

多くを学び、他の留学生と出会い、アメリカの

文化や新しいやり方を学び、自分の専攻に生か

すことができました。」 

 

UPC の 4 年生でアリゾナ大学で学んでいる

Silvana Lucia Sosaya Morenoさんは、持続可

能な建築の学位を取得するため、2 つの専攻に

分かれて勉強しています。Morenoさんは、学生

や教授の多様性と文化交流が彼女の経験のハ

イライトであり、米国内だけでなく世界中から

集まった大学の教員や友人たちが彼女を歓迎

してくれていると話しています。 

 

「また、異文化を理解し、新しい教育方法に適

応する機会にもなりました。プロフェッショナ

ルとして何ができるのか、より広い視野を得る

ことができました"」 

Morenoさんは、アリゾナ大学が提供するサステ



7 

 

ナビリティに焦点を当てたプログラムに惹か

れたと語っています。 

 

「私は、持続可能性が、特に建築にとって重要

な価値であると信じています」と、Morenoさん

は言います。「ペルーでは、この種のプログラ

ムはまだ始まったばかりか、存在しません。こ

のプログラムでのこの数年の研究、知識、そし

て与えられた機会から、建築にはより良い未来

への希望があると信じていますし、地球と国の

ためにその一端を担えることを嬉しく思って

います」と語っています。 

 

春にペルーに戻った Moreno さんは、これまで

築いた人脈をさらに広げ、アリゾナ大学で学ん

だ技術をさらに発展させる計画だ。 

 

「アリゾナ大学のメインキャンパスは、長い間、

留学生にとって魅力的な場所でした」と、アリ

ゾナ大学のグローバル担当副学長ダニエル・パ

ーム氏は言います。「アリゾナ大学のメインキ

ャンパスは、以前から留学生にとって魅力的な

場所でした。私たちは、グローバルなトップ大

学として成長し、私たちのビジョンを共有する

教育機関と協力関係を築いています。世界的な

ネットワークを通じて学位取得の道や選択肢

があるため、留学生の入学者数は今後も増加す

る可能性があります」と述べています。 

 

秋の入学者数には、現時点で米国に渡航できず、

米国外からメインキャンパスのコースに登録

している留学生 97 名が含まれています。これ

は、特定の場所やプログラムにおける一部の学

生に対するパンデミック関連の制限のために

設けられた調整措置です。現在、アリゾナ・オ

ンラインには 134名の留学生が在籍しています。 

 

UArizonaの大学院留学生は、学部生と同様に増

加している。初回学位取得を目指す外国人大学

院生の入学者数は、2020年秋に比べて 128％増

加している。昨年のこの時期には 7％だった新

大学院生に占める留学生の割合は、現在 15％に

達しています。 

 

アダムソンは、「私たちの世界的な拠点がこの

1 年でこれほど急速に拡大したのは、チームワ

ークと、入学カウンセラーと留学生サポートチ

ームの多大な努力の賜物です」と述べています。 

 

新しいウェブサイトと合理化された出願手続

きにより、15カ国語を話す国際入学カウンセラ

ーが、世界各地の学部生、大学院生、上級学位

取得希望者と日々コミュニケーションをとっ

ています。 

 

アリゾナ大学は、最近 U.S. News & World 

Report誌の「ベストグローバル大学トップ 100」

に選ばれました。アリゾナ大学は、10月に発表

された 2022 年度ベストグローバル大学ランキ

ングにおいて、90カ国 1,750校の高等教育機関

中 99位にランクインしました。 

 

「私たちは、世界中の高等教育へのアクセスと

機会を提供することを約束します。」ホワイト

は、「来年も引き続き、グローバルなサービス

を拡大することを楽しみにしています」と述べ

ています。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

 

・記事２）オリジナル本文（英語） 

TITLE: UArizona Sets Record for International 

Student Enrollment 
Arizona Global / November 22, 2021 

 

By creating new opportunities and modalities for 

students to stay on track or begin a degree program, 

UArizona has been able to increase the number of 

enrolled international students despite challenges 

posed by the pandemic. 

 

In a year in which international student enrollment 

has trended downward at colleges nationwide, and 

global mobility has been severely disrupted, the 

University of Arizona is experiencing unprecedented 
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growth in international student enrollment. 

 

International student enrollment at U.S. colleges and 

universities had been steadily trending upward over 

the past decade. However, it plummeted during the 

COVID-19 pandemic from a high of 1,095,299 in 

2019 to 914,095 in 2021, according to Open Doors' 

annual international student enrollment report. 

 

Bucking this national trend, the University of 

Arizona now has the highest number of international 

students enrolled in the university's history, with 

over 5,400 international students enrolled in degree 

programs on main campus and around the globe, 

according to the university's fall 2021 census. 

 

"These numbers reflect a coordinated and holistic 

approach to global education that was a pillar of the 

university’s strategic plan long before COVID," said 

UArizona Vice President for Global Affairs and 

Dean of Global Education Brent White. "This 

approach involves meeting students wherever they 

are and providing opportunities to earn a UArizona 

degree in their home country, at the main campus in 

Tucson, online or any combination of the three. Our 

global enrollment was growing before the pandemic 

and has only accelerated since then." 

 

Every year, thousands of students from more than 

100 countries choose to earn their degrees at the 

University of Arizona's main campus in Tucson. 

Included in the fall 2021 enrollment numbers are 

3,097 total international students attending classes 

on main campus, an increase of 3.2% over fall 2020. 

The number of new international undergraduates 

enrolled on main campus is up 65.9% over fall 2020. 

 

The university's total international student 

enrollment also includes 2,073 students enrolled in 

UArizona programs outside the United States. 

 

Delivering Education 'Everywhere You Are' 

 

By creating new opportunities and modalities for 

students to earn a degree, stay on track or begin a 

new degree program, UArizona has made it possible 

for students to pursue higher education from 

wherever they are in the world. 

 

Of UArizona students currently enrolled outside the 

U.S., 181 are pursuing Global Direct Online degree 

paths. An option in its second year, these online 

degree paths make a U.S. degree accessible and 

affordable to students who cannot or do not wish to 

travel to Arizona to study in person.   

 

"The online degree options we have created are 

making a huge difference to students who needed 

flexibility in these uncertain times," said Stephanie 

Adamson, UArizona assistant dean for global 

admissions and enrollment. "We are making sure 

those students who need to can pursue their degree 

from their home country. We are truly living up to 

our international admissions motto: 'Everywhere you 

are.'" 

 

In addition to those students choosing Global Direct 

Online degree paths, a record high 1,892 

international students are currently enrolled in 

Microcampus Dual Degree Programs – an increase 

of 400 over last year. In dual degree programs, 

students can earn dual degrees from UArizona and a 

partner university. This innovative model allows 

students to complete a U.S.-accredited degree at a 

campus convenient to them. 

 

The University of Arizona now has 13 microcampus 

locations worldwide, with respected partner 

universities in 11 different countries offering 37 

different undergraduate and graduate dual degree 

combinations. 

 

Students in the dual degree programs in the 

microcampus network learn from UArizona 

professors, gain access to UArizona resources, and 

can spend a semester on the main campus in Tucson 

as part of their degree program through the Study 

Arizona experience. 

 

Sebastian Montoya Huarachi 

Study Arizona allows students to attend classes on 

the university's main campus in Tucson and learn in 

person from UArizona's world-class faculty, while 

having an American college experience. 

 

UArizona senior Sebastian Montoya Huarachi is a 

dual degree student in the Eller College of 

Management, enrolled through microcampus partner 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

in Lima, Peru. 

 

Huarachi is one of 19 students from UPC spending 

the fall 2021 semester at UArizona as part of the dual 

degree program. 

 

"I feel grateful to be a part of this group, learning 

from Eller's prestigious faculty, taking part in clubs, 

and exchanging thoughts and learning new points of 

view," Huarachi said. "Through the Study Arizona 

program, I've learned so much about other cultures, 

met other international students, and learned about 

American culture and new ways of doing things that 

I can apply to my major." 

 

Silvana Lucia Sosaya Moreno, another UPC senior 

spending the semester at UArizona, is pursuing a 

dual degree in sustainable architecture. Moreno said 

the diversity and cultural exchange among students 
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and professors has been a highlight of her experience, 

with university faculty and friends from all over the 

U.S and around the world making her feel welcome. 

 

"What I value most about being here," Moreno said, 

"is that it has allowed me to do more research than 

what I am used to, as well as the opportunity to 

understand another culture and to adapt to a new 

teaching methodology. I am gaining a broader 

perspective of what I can do as a professional." 

 

Moreno said she was drawn to UArizona's offerings 

focused on sustainability. 

 

Silvana Lucia Sosaya Moreno 

 

"I believe in sustainability as an important value, 

especially for architecture," Moreno said. "In Peru, 

these types of programs are just starting to develop 

or do not exist. The research I have made these years 

in the program, my knowledge, as well as the 

opportunities that have been presented to me, make 

me believe that there is hope for a better future in 

construction, and I am glad I can be a part of it for 

the planet and for my country." 

 

When she returns to Peru in the spring, Moreno plans 

to continue developing the personal connections she 

has made, and build upon the skills she is learning at 

UArizona.  

 

"The University of Arizona main campus has long 

been an attractive destination for international 

students," said Daniel Palm, UArizona associate vice 

president for global affairs. "We are building 

partnerships that will last, growing as a top global 

university and pursuing collaborations with 

institutions that share our vision. With the degree 

paths and options available through our worldwide 

network, our international student enrollment has 

great potential to continue growing." 

 

The fall enrollment numbers include 97 international 

students who are unable to travel to the U.S. at this 

time and are enrolled in main campus courses from 

outside the U.S. – an accommodation that was put in 

place due to pandemic-related restrictions for some 

students in specific locations and programs. There 

are 134 international students currently enrolled in 

Arizona Online. 

 

The UArizona international graduate student 

population has grown as well as the undergraduate 

population. First-time degree-seeking international 

graduate student enrollment is up 128% over fall 

2020. International students now make up 15% of the 

new graduate student population, compared to 7% at 

this time last year. 

 

"For our worldwide footprint to expand so rapidly in 

the past year represents a team effort, and a 

tremendous amount of work on the part of our 

enrollment counselors and international student 

support teams," Adamson said. 

 

With a new website and streamlined application 

process, international admissions enrollment 

counselors – who collectively speak 15 languages – 

communicate every day with prospective 

undergraduate, graduate and advanced degree-

seeking students in all regions of the world. 

 

The University of Arizona was recently named a Top 

100 Best Global University by U.S. News & World 

Report. UArizona ranked No. 99 out of 1,750 higher 

education institutions across 90 countries in the 2022 

Best Global Universities ranking, released in 

October. 

 

"We are committed to providing access and 

opportunity to higher education worldwide," White 

said, "and look forward to continuing to expand our 

global offerings in the coming year." 

 

 

 

◆もっと知りたい場合◆ 

おススメ検索キーワード 

Trans national education 

Microcampus x University of Arizona 

 


