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URI の概要

• 学生数18,318 人

• 年間4,220 の学位を授与

• およそ100億円の研究資金調達

• 23%の学生がマイノリティー



様々な学位を授与

• 80以上の専攻と125 の学士号を選択

• 62 の修士号

• 34 の博士号（哲学博士）

• 理学療法、薬学、看護の博士号



公立大学としての主要目的

• 理念

• 方向性

• 戦略的計画

• 参加と共有



ロードアイランド大学の理念

• 土地付与

• 教育

• 研究

• 関与



ロードアイランド大学
ミッション・ステイトメント

The University of Rhode Island is the State’s public learner-centered research university. 

We are a community joined in a common quest for knowledge. The University is committed 

to enriching the lives of its students through its land, sea, and urban grant traditions. URI is 

the only public institution in Rhode Island offering undergraduate, graduate, and 

professional students the distinctive educational opportunities of a major research 

university. Our undergraduate, graduate, and professional education, research, and 

outreach serve Rhode Island and beyond. Students, faculty, staff, and alumni are united in 

one common purpose: to learn and lead together. Embracing Rhode Island ’s heritage of 

independent thought, we value:

•Creativity and Scholarship

•Diversity, Fairness, and Respect

•Engaged Learning and Civic Involvement

•Intellectual and Ethical Leadership

Endorsed by the URI Faculty Senate October 20, 2005; Approved by the President November 1, 2005; Approved by the 

Board of Governors for Higher Education January 23, 2006



変革に向けての目標点

• 21世紀に見合ったいつでもどこでも学べる環境を作る。

• 研究、学問そして創造活動において規模や重要性、影響力を
さらに増大させる。

• ロードアイランド大学を国際化、グローバル化させる。

• 学内において公平で寛容的なコミュニティを目指す。



2016-2021年度の教育方針

1
Enhance Student Success
Transform undergraduate and graduate student learning and academic support with a firm commitment to student 

success and the development of knowledgeable, skilled, and engaged graduates prepared for an ever-changing world

2
Expand Research, Scholarship and Creative Work
Achieve high-impact, translational, and innovative research, scholarship, and creative work that addresses state, 

regional, and world challenges to improve health, environmental sustainability, economic development, and the 

human experience

3
Grow a Global Presence
Advance the internationalization of the University, develop students as engaged global citizens, and create meaningful 

international strategic partnerships

4
Embrace Diversity and Social Justice
Inspire an enlightened community that is characterized by vibrant cultural diversity; that embraces difference; that is 

built upon a learning environment that fosters respect, understanding, and social justice; and that rejects prejudice and 

intolerance

5
Streamline Processes to Improve Effectiveness
Engender a highly professional work culture that celebrates service and is characterized by flexible, effective, and 

efficient processes and by trust, support and recognition towards greater institutional effectiveness

6
Implement a Bold Advancement Agenda
Elevate the stature of the University through robust and bold strategic advancement initiatives designed to establish a 

strong and sustainable financial and marketplace position



分かち合い参加する精神

• ガヴァナンス

• 共同責任

• 励まし合い

• 熱意を育む



アメリカ合衆国における公立大学事情

• 州からの運営費交付金の削減

• 学生の多様性

• 大学入学前の教育の不均一性

• 膨らむ期待

• 研究、開発、経済へのインパクト



収入源の多様化

• 州

• 国

• 授業料 (MAJOR source for most U.S. universities)

• 寮、食堂、駐車場、会議主催

• 企業などとのパートナーシップ

• 寄付金

• テクノロジー



Tuition & Fees, 
$312.0

State 
Appropriation, 

$77.4

State 
Appropriation -
GO Debt, $22.7

External Federal 
Student Grants & 

Direct Loans, 
$118.8

Auxiliaries/Enterprises, 
$108.8

Sponsored 
Research/OH, $84.5

RI Capital Fund, $9.0

$ in millions

Total = $776.2M 

URI の歳入



公共〜民間パートナーシップ

• 建造物改善 (2２億円州、and min. 2２億円民間)

• 多目的施設（ホテル、住居スペース、オフィス店舗）

• 看護学校などの新しい施設



ロードアイランド看護教育センター

• 250億円, 3700坪

• 税額控除

• 州からリース契約

• のち購入可能



URI ビジネスエンゲージメントセンター

大学と業界を結ぶ玄関口としての役割

• インターンシップ

• 採用

• 大学と企業のジョイントベンチャー

• 研究

• アクセス



企業とのパートナーシップ

2013年以来100以上の企業と関わる



設備投資

Hillside Residence Hall

Center for Biotechnology 

and Life Sciences



設備投資

Richard E. Beaupre Center for 

Chemical and Forensic Science

Avedisian Hall, 

College of Pharmacy



建設中の施設

College of Engineering

Welcome Center Brookside Apartments



学生エンゲージメントと生活

• 「Think Big. We Do」

• 小さい美しい土地で世界でも有数の知識人
達（big thinker）と学ぶ

• リクルートキャンペーン



学生の生活

• 娯楽活動

• 生活と学習の場の融合

• リサーチ

• アドバイス指導

• ダイニング



学生のやる気を起こさせる手段

• Center for Career and Experiential Learning

• キャップストーンプロジェクト

• 「15 to Finish」 イニシアチブ

• カリキュラムの進行図

https://web.uri.edu/career/


ドイツ語〜ケミカルエンジニアリング カリキュラム





寄付金活動

• 卒業生

• 地元産業

• 企業

• 基金



メッセージ

• 価値

• インパクト

• 質

• 専門性

• ユニークさ



ナショナル・サイエンス・ファンデーション
国立海洋研究船

National Science Foundation 

Regional Class Research Vessel

• 研究費111億円以上
• 長さ60メートル、幅12.5メートル、11.5ノットで21日間航海可能
• 13名のクルー、16の研究者、5,400海里



STUDY IN A SMALL, BEAUTIFUL PLACE WITH SOME 

OF THE BIGGEST THINKERS IN THE WORLD.


