
■ 質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組

交流プログラムにおける学生のモビリティ

■ 事業の実施に伴う大学の国際化の状況、情報の公開、成果の普及

写真等

■ 外国人学生の受入及び日本人学生の派遣のための環境整備

■ 交流プログラムの実施状況

■ グッドプラクティス等

〈 交換留学生：2019年度修了式 〉

○ 日本人学生の派遣

令和元年の派遣では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部派遣プロ
グラムが中止となった。しかし、計画に近い学生のモビリティを実現した。アジア
ンクラット育成交流（半年から1年間の交換留学）の参加学生数は中国6名・韓国
8名である。短期交流では、語学文化研修により中国7名及び韓国12名・社文系
中韓ワークショップ20名・環境系中韓ワークショップ（中国）5名、先端医療応用コ
ース（韓国）4名、合計62名が参加した。

○ 外国人留学生の受入

令和元年度の受入においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部受入
プログラムが中止となった。しかし受入においても、ほぼ計画通りの学生のモビリティ
を実現した。アジアンクラット育成交流の参加学生数は中国11名・韓国8名である。
短期交流では、環境系によるOU-SKKU Bilateral Symposium ・科学技術体験プロ

グラム・先端医療応用コース・協定校が同時期に日本韓国を移動するアジアエリート
プログラムにより、計、中国37名・韓国11名、合計67名を受け入れた。

〈 東アジア・リーダーシップ論：学生フォーラム 〉

取組内容の進捗状況（令和元年度）

【東アジア高等教育圏を見据えた中核的高度実践人＝アジアンクラット育成プログラム】
（選定年度28年度・ （タイプA-① CAMPUS Asia） ）

〈令和元年度実績〉

R1

日本(Ｊ)での受入 C 48

K 19

中国(Ｃ)での受入 J 38

K 8

韓国(Ｋ)での受入 J 24

C 10

【岡山大学】

パートナー校とは、以下の大学間交流の枠組みに基づいて事業に取り組んでいる。
1. 日中韓三国の交流の裾野を支える、高いモビリティの確保。
2. 共同教養教育を踏まえ、専門教育連携を高める教職員交流の活性化。
3. 専門教育での共通教育を実現するための早期語学習得システムの運用。
4. 日中韓三国協力事務局との連携など国際インターンシップなどの実施。
5. 人文・社会系、医歯薬系、環境生命科学系や自然科学系のプログラム開発。
6. ダブル・ディグリー募集の継続的な実施。
7. 上記の交流活性化による、国際連携大学院構想の推進。

協定校である吉林大学と成均館大学校とは、受入人数・授業料免除・宿舎提供・奨学金支給について、互恵主義を協定で
合意している。また、受入・派遣の募集には充分な期間をもって周知し、留学経験者から候補学生に情報の共有を行うとと
もに、担当教員が個別相談を行い参加学生の準備を支援している。また、本学の全学センターであるグローバル人材育
成院・国際部を中心に、関係教職員との密接な連携により、全学で派遣および受入業務の対応を行っている。
受入学生は、日本人学生によるパートナーと、渡日直後の必要な手続きや日常生活等を通じて個人的な交流を行ってい
る。また、語学授業や課外活動であるL-café に参加することによって、他国の留学生と交流できる環境も整っている。派遣

学生には、ガイダンスや面接により情報提供や健康相談・リスク・各種奨学金・留学スケジュールの説明を行っている。派
遣後は、月間報告書の提出を必須とし、メール等を通じ、留学担当教職員によるフォローを行っている。治療、傷害に対応
する保険に参加学生全員が加入している。

岡山大学では、スーパーグローバル大学に向けての大学改革推進、および大学の中心戦略である「持続可能な開発目標
（SDGs）」推進に向けて、学生交流と国際的な教育連携を通して国際的に活躍できるグローバル人材の育成に力を入れ

ている。本事業は本邦の教育の国際化、将来へ向けた人材育成へ資すると共に本学の教育の国際化を大きく推進させる
事業である。全学センターであるグローバル人材育成院・国際部が事務局として、キャンパス・アジア事業が全学的に周知
され、各部局と留学生派遣及び受入の推進に関する課題を共有し、多方面の意見を反映しながら事業を進めている。

事業に関する情報は、ホームページにて、日本語および英語で国内外に発信するとともに、ホームページには、協定校で
ある吉林大学と成均館大学校のリンクを設定している。ホームページの定期的な更新に加え、フェイスブックでのリアルタ
イムな情報の発信を行うことにより、より多くの人々へ情報の提供を行っている。

従来の人文社会科学系と医歯薬系に加えて、環境生命系の交流事業も始まり、全学的にアジアンクラット育成を進め
ている。

キャンパスアジア修了要件を設定し、共通科目として東アジアリーダーシップ論を開講、また、大学院レベルでの英語に
よる学習に対応できる体制を整えた。薬学系において、共同研究を基盤とする博士学位ダブルディグリー・プログラムを
開始した。
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〈 Exchange student： 2019closing ceremony 〉

Pictures

○ Outbound

In total, there were 62students who participated from Okayama University 

in the following exchange programs during the fiscal year of 2019: 

exchange student of half to one year (China 7 Korea 8), Short language and 

culture courses lasting 2weeks (China 7, Korea 12), Inter-country workshops 

in China(20), Inter-country workshops in China and Korea (China 5), Nano-

Biotechnology course (4), 

○ Inbound

Okayama University organized the following programs and hosted 67 

(China 48, Korea 19) students from Jilin and Sungkyunkwan University 

during the fiscal year of 2019: Exchange student of half to one year, Short 

courses of 2  weeks including Language and culture, OU-SKKU Bilateral 

Symposium and Science and Technology Experience programs, Nano –

biotechnology program.

■ Promotion of Student-Mobility Environment

■ Exchange Programs

■ Forming the University Network with Quality Assurance

Pictures

〈 Leaderships in the East Asia region:

Student Forum〉

■ Good Practices

【Asiancrats: A Prime Professional Human Resource Development program for the East Asian 

Higher Education Area】（Adopted year: FY2016, （Type A-① CAMPUS Asia））

4. FY2019 Progress

2019

Accepted number

in Japan

C 48

K 19

Accepted number

in China

J 38

K 8

Accepted number

in Korea

J 24

C 10

【Okayama University】

＜2019＞

Through the agreement of cooperation among the three universities, exchange students receive provisions 

of a scholarship, free student housing and exemption of tuition fee from the host universities. Prior to their 

departure, students get comprehensive briefings from former exchange students and also faculty members 

in charge of CAMPUS Asia. Okayama University has managed the above arrangements through the Centre 

for Institute of Global Human resource Development . For inbound students, Japanese students provide 

peer supports in both academic and day to day life through attending classes together, interactions at 

language café. As for outbound students, a series of pre-departure orientation and guidance are provided 

including academic and security aspects. During their stay abroad, periodical reporting and internet based 

communications have been arranged by the faculty member in charge of the program.

Three universities of this consortium have carried out programs under the 

following overall directions of the university network with quality assurance:

1.Ensure high student mobility among the three universities as a basis of 

trilateral cooperation in East Asia.

2.Promote exchange of faculty and staff among the three universities to 

improve cooperation for specialized subject education.

3.Provide accelerated language learning programs as preparation for

studying common specialized subjects.

4.Develop internship programs including at the international level such as TCS.

5.Develop and organize programs of various fields including literature, 

social, natural, environment and life sciences.

6.Implement double degree programs towards developing joint degree  programs.

7. Proceed the idea of an inter-country graduate schools. 

Okayama University, as one of the Super Global Universities (SGUs) in Japan, with Sustainable 

Development Goals (SDGs) as a key strategy, has promoted human resource development for contributing 

to the global society.  The CAMPUS Asia program is an integral part of this overall global strategy of the 

university.  Information about this program is available through a website of CAMPUS Asia, which is linked 

with Jilin and Sungkyunkwan University websites.  The latest information of the program is also available 

on Facebook.

The program has extended its activities in particular environment and life science for holistic scope of 

Asiancrat development.

A guideline for CAMPUS Asia course requirement was developed including ‘Leadership in East Asia’ as a 

core subject, and English programs at the graduate school level were initiated.

A double degree program at the Doctoral level was initiated in Graduate School of Pharmaceutical Science. 


