
大学の世界展開力強化事業 取組概要 岡山大学

【構想の名称】（選定年度23年度（タイプA－Ⅰ CAMPUS Asia Pilot Program） ）
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。

【プログラムの目的・養成する人材像】
国際的な視野を持ち、現代の課題を共有し、東アジア共通の伝統的教養や地域の文化に精通した行政、医療、環境、生産

などの多分野にわたって三国の協業をリードできる知的リーダーを育成する。

【構想の概要】
岡山大学、吉林大学、成均館大学校が、アジア共通の価値観形成と次世代の中核的人材育成を目指し、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、三国の
協業をリードできる企業中堅幹部候補等の輩出を目指す。同時に、東アジアの共通教育システムの構築を目指す。

◆ 質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組
1 共通教科書の編纂

東アジアを拠点にグローバルに活躍する人材を育成するためには、まず日中韓の相互
理解と共通課題への認識を持つことが必要であり、その目的で共通善教育研究会での
議論を積み重ね、共通教科書を編纂した。

◆ 交流プログラムにおける学生のモビリティ

◆ 教育内容の可視化・成果の普及

〈 2013.3 中韓留学ワークショップ〉

〈成果物〉

3 インタラクティブな教育の実現
講師の相互派遣、複数大学の教授による院生指導、WEBによる双方向授業の実験などを積み重ね、実質的な共同教育の実
現を図った。また、参加学生の声を取り入れて教育プログラムを充実させた。

2 共通教育科目の充実

相互に履修できる科目の充実、履修しやすい環境の整備（英語科目の充実）、独自に用
意したキャンパス・アジア科目の充実、フィールドワーク型プログラムの充実等、グローバ
ル化にも対応した科目群を開講している。

1 日本人学生の派遣
平成24年度まで本学から、協定校に長期計11名、SS/SV 
42名各10名を含む53名の院生、学生を派遣した。

2 外国人留学生の受入れ
平成24年度まで協定校から長期学生16名、SS/SV34名、
計50名を受け入れた。

◆ 日本人学生の派遣・留学生の受入を促進するための環境整備
1 日本人留学生の送り出し

語学力アップのための派遣前後教育プログラム立ち上げ、派遣学生掘り起こしのた
めの中韓留学ワークショップ実施、留学中履修科目のスムーズな単位互換制度の整
備、キャンパスアジアカフェの開設、iPadによる遠隔指導に取り組んだ。
2 中国人、韓国人留学生の受け入れ

魅力のあるキャンパスアジア科目の充実、キャンパスにとどまらない地域連携ワー
クショップの企画、来日留学生に対するチューターの配置、言語教育サポートの強
化、シェアハウス設置による日中韓学生の生活交流の充実に取り組んだ。

◆ 実施した交流プログラムの概要、今後の開始に向けた準備状況
1 実施した交流プログラム

学生派遣・受入の実施、履修科目の充実、単位互換制度の整備、サマーセミナー、リージョナルカンファレンス、まちなかキャン
パスによる地域との交流、共通教科書に基づく教育、学生フォーラム、ワークショップ、講演会、留学支援セミナーの実施、ナノ
バイオコースの立ち上げ、キャンパスアジアカフェの開設等。

2 予定される交流プログラムの準備状況

サマースクールの拡大、共通科目の充実、共通
教科書シリーズの編纂、ナノ・バイオコースの拡
大、インターシップの充実、派遣前後教育プロ
グラムの強化、学生主体の活動計画、共同学
位の実施に向けた三方調整。

注）H23・H24は実績、H25以降は計画。また、中韓留学ワークショップ学生19名派遣

キャンパスアジア科目シラバスの充実とネットによる公表で可視化を図った。教員主体の教育研究報告集、学生主催の報告会、
学生留学報告集などを通じた教育研究および教育成果を積極的に公表した。HPの開設、ソーシャルネットワーク（FB）、学内

の専用掲示板の設置、パンフレット、ポスター、等により広報を強化した。これらの活動は、学生発のキャンパスアジアサークル
の立ち上げ、三国学生応募者の増加、地域からの協力、国際的交流の拡大に繋がった。また、独自に外部評価を実施した。

〈キャンパスアジアの参加学生〉

H23 H24 H25 H26 H27

日本(Ｊ)での受入 C0, K12 C6, K27 C34, K33 C24, K43 C34, K33 

中国(Ｃ)での受入 J14, K4 J33, K15 J32, K15 J37, K15 J37, K15

韓国(Ｋ)での受入 J5, C5 J48, C5 J37, C5 J32, C5 J32, C5 



【Name of project】（Adopted year: FY2011, Type A －Ⅰ ）
“Program for Core Human Resources Development: For the Achievement of the Common Good (Bonum Commune)
and Re-evaluation of Classical Culture in East Asia.”
【Aim of project, Ideals of Global Human Resource on the project】
The program aims to develop future leaders in various areas such as regional public service, medicine, environment,
energy, technology, business, and so on, who embody the intellectual understanding of shared Asian values,
histories and cultures with a broad international/regional perspectives
【Summary of project】
In order for the development of the aimed human resources, the program conducts exchange of student and
education on the high level, creating a common academic system for academic credit, grade record management,
and degree award.

■ Forming the University Network with Quality Assurance
1 Common Educational System in East Asia
Three universities are working towards to establish common educational system
through common textbooks and curriculum.

■ Student-Mobility

■ Visualization of the Content of Education, Dissemination of the Outcomes

〈 Student Workshop in China & Korea    March, 2013 〉

〈 Products of the Project 〉

３ Evaluation, Grade-Transfer
Common educational system has been developed through the exchange of the 
information regarding evaluation, grade-transfer, syllabus.  

2 Development of Human Resource for Problem-solving
We have conducted Student Forum (Conference), workshop, regional conferences 
for the students to work on the common issues in the region. 

1 Outbound
Dispatched Long-term: 4 students to Jilin University
(China), 7 students to Sungkyunkwan University (Korea).
Dispatched Short-term: 10 students to Jilin, 12 students

to Sugnkyunkwan.

2 Inbound
Accepted Long-term: 6 students from Jilin, 5 students
from Sungkyunkwan.
Accepted Short-term: 22 students from Sungkunkwan

■ Promotion of Student-Mobility Environment
1 Outbound
A dedicated office/personnel/faculty is set each of Jilin and Sungkyunkwan as well
as at Okayama University. Preparatory education is provided at Okayama University
for the students to be dispatched.

2 Inbound
Campus Asia office and staff is dedicated to provide any necessary support and
information to the accepted students. Student support including accommodation
and scholarship as well as various students needs are well taken care of.

■ Contents of the Programs, Preparation for the Start of the Programs
1 Student Exchange
Long-term and short-term student exchanges have
been conducted, which involves higher academic
pursuit, language study, and cultural experiences.

2 Conference, Seminar, Workshop
Various opportunities for the students of the three
countries have been set such as summer seminar, 3
regional conferences, follow-up seminars, 1-week
workshop in China and Korea, student forum.

Note : FY2011-2012  results, FY2013 -2015 planned  

External Review, Publication of the Review
International Review Board organized in 2012 conducted the annual review in March, 2013 by the three international
reviewers. The program activities have been publicized on the website regularly.

Re-Inventing Japan Project
CAMPUS Asia Pilot Program: Okayama University

〈 Long-term Exchange Students 〉

2011 2012 2013 2014 2015

Accepted number
in Japan

C0, K12 C6, K27 C34, K33 C24, K43 C34, K33 

Accepted number

in China
J14, K4 J33, K15 J32, K15 J37, K15 J37, K15

Accepted number

in Korea
J5, C5 J48, C5 J37, C5 J32, C5 J32, C5 
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