2015 年度キャンパス・アジア
ナノバイオコース学生募集要項
Applicant Guidelines of Nano-biotechnology Course
CAMPUS Asia 2015

岡山大学キャンパス・アジア事務局
CAMPUS Asia Promotion Office
OKAYAMA UNIVERSITY

Ⅰ

プログラム紹介
キャンパス・アジアプログラムは日中韓が 1 校ずつパートナー校を設定し、3 校が留学生の相互
派遣と相互交流を行うことを通じて次世代の優秀な人材を育成するプログラムです。岡山大学のパ
ートナーは、吉林大学（中国）、成均館大学校（韓国）です。この日中韓 3 校で行う、「東アジア
の共通善を実現する深い教養に裏打ちされた中核的人材育成プログラム」が採択されました。
このプログラムでは、3 校が協力して、アジア共通の価値観形成と次世代の中核人材育成を目指
します。すなわち、深い伝統的な教養をもった“アジアンクラット”＝アジアの共通善に資する地域
行政、民間組織の指導者、地域医療をリードする医療人、3 国の協業をリードできる企業中堅幹部
候補など、東アジアが共通に抱える様々な分野における課題に向かうリーダーを育てていくことが
目的です。同時に、東アジアの共通教育システムの構築に取り組みます。
【プログラム特徴】
国費留学、授業料免除、専任教員指導、奨学金支給、宿舎無料提供、地域交流カリキュラム、学
生パートナーによるサポート、交流室（キャンパスアジアカフェ）完備

About the Program
In “CAMPUS Asia” program three universities each from Japan, China and Korea link up as
partners to develop the future human resources with high quality through student exchanges.
Okayama University’s partners are Jilin University in China and Sungkyunkwan University in
Korea. The three universities have adopted for implementation the “Program for Core Human
Resources Development: For the Achievement of the Common Good (Bonum Commune) and a
Re-evaluation of Classical Culture in East Asia.”
This program aims to develop “Asiancrats” who embody an intellectual understanding in
traditional Asian values and cultures； such as regional administrators that contribute to the
common good of Asia, leaders of private organizations, medical practitioners who lead regional
medical treatment, candidates for core corporate executives who are able to lead the collaboration
between the three countries. They will be leaders who work toward solving common issues in
various sectors among East Asia. At the same time, a common educational system among East Asia
should be sought.
【The Characteristic of the Program】
Government-sponsored, Tuition fee, Advised by the teachers who exclusively engaged in
CAMPUS Asia program, Providing scholarship, Free lodging offer, Local interchange curriculum,
Support by the student partner, Equipped with interchange room
岡山大学キャンパス・アジアプログラムホームページ
CAMPUS Asia program of Okayama University HP
http://campus-asia.ccsv.okayama-u.ac.jp/
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留学先
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（日本岡山県岡山市岡山大学鹿田キャンパス）
Destination for Study Abroad
Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
(Shikata Campus, Okayama University, Okayama, Japan)
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応募資格
吉林大学および成均館大学の学生、もしくは大学院生(修士・博士)
Eligibility Requirement
Undergraduate and Graduate students of Jilin university and Sungkyunkwan University
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留学コース紹介
諸経費・費用など

留学
コース

期間
（原則として）

募集人数

長期

3 か月
2015 年 10 月 1 日～
2016 年 2 月 29 日迄

2

奨学金
大学負担

自己負担

¥80,000/月

学費免除、宿舎無料
提供

各種保険料、生活諸
経費、個人旅費など

5

¥80,000

学費免除、宿舎無料
提供、

海外保険料、生活諸
経費、個人旅費など

Number of Students
to be Admitted

Scholarship

10 日間
短期

2016 年 1 月 19 日～
2016 年 1 月 28 日

*Introduction of Nano-bio Course
Course

Period

Fees, charges, etc.
Free

Long-term

3 months
(during Oct. 1, 2015 –
Feb. 29, 2016)

2

80,000
Yen/month

tuition fee,
accommodation fee

Short-term

10 days
(during Jan. 19, 2016 Jan. 28, 2016)

5

80,000 Yen

tuition fee,
accommodation fee
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Personal Payment
insurance bill, living
expenses, private
traveling fees
overseas insurance
bill, living expenses,
private traveling
fees

留学で学べること
1．別紙資料の通り、各研究室での研究テーマを提示する。
2．岡山大学大学院医歯薬学総合研究科講義の聴講が可能。
3．大学院講義が予定されていない時期の場合には、キャンパス・アジアで講義を担当する場合が
ある。
4．配属研究室によっては、講義よりも実地の研究、ならびに実習や演習が中心となることがある。
※単位認定：単位の認定は行わない
Description of Study
1. The subject of research in each laboratory is shown as an attached sheet.
2. The attendance of the Okayama University graduate school lecture will be possible.

3. In the case of the time when a graduate school lecture is not planned, we will open lectures in
CAMPUS Asia.
4. Depending on an assignment laboratory, field research, practical and seminar may take the lead
rather than the lectures.
*Credit Recognition: Credits evaluation and approval is not allowed in nano-biotechnology course.
A certificate of completion will be issued.
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受入日程

Acceptance Schedule

実施内容
Contents

秋季入学日程予定 Schedule of Autumn Enrollment
長期
Long-term Course

短期
Short-term Course

出願期間

2015 年 5 月 18 日（月）～6 月 19 日（金）

2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 23 日（金）

Application period

From May 18 (Mon) to June 19, 2015 (Fri)

From Oct. 1 (Thu) to Oct. 23, 2015 (Fri)

2015 年 6 月 22 日（月）～7 月 3 日（金）
From June 22 (Mon) to July 3, 2015 (Fri)

審査
Selection

合格発表

二回選考を行うことがある。第一次書類選
考を行った後、第二次選考として現地或い
は skype で面接を行う。
The selection for applicants is done twice.
The first selection is based on application
documents submitted. And the second
selection is based on an interview in Jilin
university/ Sungkyunkwan University or
skype.

2015 年 10 月 26 日（月）～11 月 6 日（金）
From Oct. 26 (Mon) to Nov. 6, 2015 (Fri)

2015 年 7 月 10 日（金）まで
until July 10, 2015

2015 年 11 月 13 日（金）まで
until Nov. 13, 2015

入学手続

留学開始日の 3 ヶ月前から

2015 年 11 月 16 日（月）～12 月 11 日（金）

Entrance Formalities

3 months prior to your arrival

From Nov. 16 (Mon) to Dec. 11, 2015 (Fri)

渡日

毎月の 1 日（10 月～12 月）

2016 年 1 月 18 日（月）

Arrival to OKA Uni.

The 1st day of the month (from Oct. to Dec.)

Jan. 18 (Mon)

Announcement of
Acceptance
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出願書類
①

CAMPUS Asia 岡山大学入学願書（所定様式 1）

②

研究計画書（任意様式、A4 一枚程度）

③

在学大学・大学院からの推薦書（任意様式）

④

健康診断書（任意様式、出願前 3 か月以内に医師が作成したもの）

⑤

在籍証明書（所定様式 2）
但し、当該学生の所属する大学が発行し，「本学に留学した場合の修了予定年月日」が分かる
証明書であれば、所定様式以外でも可。

⑥

成績証明書（出願前 3 か月以内に所属大学が発行したもの）

⑦

写真データ（直近 3 か月以内、メールで送付）

APPLICATION PACKAGE

①

CAMPUS Asia Application Form for international Students ( Format1 )

②

Research Summary

③

Recommendation Letter from Academic Advisor

④

Health Certificate

⑤

Certificate of Enrollment

( 1-page )
( Certified by MD within 3 months )

*Letter issued by the home institution the applicant attends must include the scheduled
graduation date.
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⑥

School Transcript

⑦

Digital Photograph

( Issued within 3-months by the home institution )
( Taken within 3-months )

申込方法
本プログラムの出願に関しては、上記Ⅵの所定書類をもれなくご記入・ご準備の上、キャンパス・
アジア事務局あてに提出してください。
岡山大学グローバルパートナーズ・キャンパスアジア事務局
住所：〒700-8530

日本国岡山県岡山市北区津島中 2 丁目 1-1

TEL: +81-86-251-8532

FAX: +81-86-252-5022

E-MAIL: campus.asia@cc.okayama-u.ac.jp
http://campus-asia.ccsv.okayama-u.ac.jp/（申請様式ダウンロード）
Application Information
The aboveⅥ-mentioned application documents should be sent to CAMPUS Asia promotion office
by e-mail after filling in and collecting all the files.
CAMPUS Asia Promotion Office, Center for Global Partnerships & Education, OKAYAMA
UNIVERSITY
2-1-1,Tsushimanaka, Kita-ku, Okayama, 700-8530, Japan
TEL: +81-86-251-8532

FAX: +81-86-252-5022

E-MAIL: campus.asia@cc.okayama-u.ac.jp
http://campus-asia.ccsv.okayama-u.ac.jp/
(Download the application forms from the website)

