CAMPUS Asia

キャンパスアジア・ブックプロジェクトによる書籍出版：
Palgrave MacMillan 出版社より「Risk Management in East Asia」
を 2021 年 2月に出版しました。本書は、
共同講義の教科書として使用しています。自然災害、感染症、環境、政治、経済、教育の分野における様々
な「リスク」について考察、東アジアにおける諸問題に対するリスクマネジメントに関する類似性と相
違性を分析して日中韓 3 大学の教員が共同で執筆しました。東アジアのリスクマネジメントを深く理解
するために極めて重要な文献です。

Plus Program
at Kobe University

文部科学省 大学の世界展開力強化事業
〜アジア高等教育共同体（仮称）形成促進〜
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Inter-University Exchange Project;
Support for the Formation of Collaborative Programs with Universities in Asia (Tentative)

CAMPUS Asia Book Project

異分野共創によるリスク・マネジメント専門家
養成共同教育プログラム

Risk Management in East Asia was published by Palgrave MacMillan in February 2021, and has been
used as the textbook for the joint lectures. Faculty members from three universities in Japan, China,
and South Korea coauthored the text after considering a wide range of risks related to natural
disasters, infectious diseases, the environment, politics, economics, and education, and analyzing
the similarities and diﬀerences in risk management for issues concerning such risks in East Asia. It is
an extremely important book for deepening understanding of risk management in East Asia.

Multidisciplinary Education Program for Careers on Risk
Management Experts

2011 年からの交流を蓄積してきた日中韓３大学院の共同教育プログラムに、ASEAN から 2 大学が
加わり、計 5 大学でコンソーシアムを形成します。グローバルな規模で活躍するリスクマネジメント
専門家を養成することを目指した、質の高い共同教育を展開するプログラムです。
The program began with three universities (from Japan, China, and South Korea) in 2011. Two universities from ASEAN member countries
joined in 2021 to create a ﬁve university consortium. The program is designed to cultivate risk management specialists capable of playing
a central role on the global stage through high-quality collaborative education.

神戸大学 キャンパスアジア室
Kobe University CAMPUS Asia Oﬃce

せください。
CAMPUS Asia Oﬃce is always ready to provide consultations
for students wishing to study abroad.
We also hold brieﬁng sessions when we start accepting
applications. Please feel free to contact us.

〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 2−1
（国際協力研究科棟 2 階）
2-1 Rokkodai-cho Nada-ku Kobe Hyogo
657-8501
Tel : 078-803-7160 Fax : 078-803-7295
E-maill : gsics-caoﬃce@edu.kobe-u.ac.jp
http://kobeucpasia.wp.xdomain.jp/

All the courses are in English

★ 語学研修やスタディツアーなど多彩なプログラムに参加可能

Wide variety of programs available, including language training and study tours

★ 国際機関等様々な組織でのインターンシップ参加可能

Internships at a broad range of international organizations

★ 派遣旅費の支給可能（条件や状況により対象とならない場合があります）

Travel expenses will be supported（Conditions apply）

新型コロナウイルス感染症などの影響により、実施形態に変更が生じる可能性があります。
The implementation of the program may be subject to change due to novel coronavirus infections and other factors.

六甲台キャンパス
Rokkodai Campus

キャンパスアジア室では、留学相談を随時受け付けています。
また、募集時には説明会を開催します。お気軽にお問い合わ

★ 英語による大学院科目の受講

国際協力研究科
［第五学舎］
キャンパスアジア館
CAMPUS Asia OFFICE

■ 派遣 / 受入形態

Details of Dispatch/ Acceptance

・ダブルディグリー（中国・韓国・タイ

１年）
Double-degree Program（China/Korea/Thailand: One year)

講堂
Auditorium

・交換留学（中国・韓国

半年／１年）
Exchange Program (China/ Korea: Half a year/ One year)

経済学部・経営学部
［本館］
Faculty of Economics
Faculty of Business
Administration

・短期研修（ラオス・タイ）

Short-term study program (Laos/ Thailand)

社会科学系
アカデミア館

Academia Hall
for Social Sciences

市バス36系統［神大正門前］
Kobe City Bus #36
Shindai Seimon Mae Bus Stop

高麗大学校

（韓国）

［神戸市営地下鉄］
[Kobe City Subway]
Shin-kobe

約 2 分 2 min.

三ノ宮

Sannomiya

神戸三宮
Kobe-Sannomiya

約 17 分 17min.

神戸空港

［阪急電鉄］[Hankyu Railway]

六甲

神戸三宮
Kobe-Sannomiya

復旦大学

市バス 36 系統 Kobe City Bus #36
神大正門前 Shindai Seimon Mae Bus Stop

新神戸

約6分
6min.
約5分
5min.

Rokko

六甲道

［JR 西日本］[JR West Railway]

Rokkomichi

御影

約7分
7min.

約 25 分 25min.

Mikage

約 24 分 24min.

（中国）

大阪梅田
Osaka Umeda

大阪
Osaka

新大阪

Shin-Osaka

［阪神電鉄］[Hanshin Railway] 大阪梅田
約 25 分 25min.

Osaka Umeda

Kobe Airport

［神戸新交通］ポートアイランド線
Port Liner

新幹線「新神戸駅」からタクシーで約 15 分
From Shin-Kobe (Shinkanbsen Line) Station: It takes about 15minutes by taxi.

チュラロンコン大学

（タイ）

Chulalongkorn University
(Thailand)

ラオス国立大学

（ラオス）

National University of Laos
(Laos)

Fudan University
(China)

Korea University
(Korea)

神戸大学

（日本）

Kobe University
(Japan)

実施委員長

■ これまでのプログラムの概要
本研究科では、キャンパスアジアプログラムを 2011 年より実施してきました。平成 23 ― 27 年度の第 1 期の実施期間中に構築された、神戸大学
大学院国際協力研究科（日本）、復旦大学国際関係・公共事務学院（中国）、高麗大学校国際大学院（韓国）の 3 大学院コンソーシアムは、
平成 28―令和 2 年度までの第 2 期を通じて飛躍的に強化されました。

Historical Overview of the Program

The Graduate School of International Cooperation Studies has participated in the CAMPUS Asia Program since 2011. The graduate school
consortium formed by the post graduate school of three universities in Japan, China and Korea: Kobe University Graduate School of International
Cooperation Studies, Fudan University School of International Relations and Public Aﬀairs, and Korea University Graduate School of International
Studies during the ﬁrst phase (2011-2015) of the program was signiﬁcantly enhanced in the second phase (2016-2020).

木村

幹

国際協力研究科

教授

実施副委員長

大村

直人

神戸大学理事・副学長
大学教育推進機構長
大学の世界展開力強化事業推進責任者
OHMURA Naoto
Director and Vice-President of Kobe University
Director of Institute for Promotion of Higher Education
Director of Inter-University Exchange Project

中村

保

神戸大学理事・副学長
国際連携推進機構長
NAKAMURA Tamotsu
Director and Vice-President of Kobe University
Director of Institute for Promoting International Partnerships

小川

啓一

国際協力研究科 教授

世界の多様なフィールドで貢献できる人材に期待
開港以来国際都市としての歴史を刻む地の神戸大学は、神戸大学ビジョンのもと様々な連携・融合の力を最大限に発揮する卓越研究大学として世
界最高水準の教育研究拠点を構築し、現代及び未来社会の課題解決のため新たな価値の創造に挑戦し続けています。それは、海外の中核大学と
共同研究や連携教育の重層的な交流を図り、世界各地から優秀な人材が集まり飛び出していくハブ・キャンパスとしての機能を飛躍的に高め、地
球的諸課題解決に先導的役割を担う人材の輩出を目指すことにほかなりません。
神戸大学と復旦大学（中国）
・高麗大学校（韓国）が 2011 年より共同で推進してきた「東アジアにおけるリスクマネジメント専門家養成プログラム」は、
本学ビジョンの重要事業の一翼と位置づけられてきました。このたび更にその連携を ASEAN 諸国に拡大し、チュラロンコン大学（タイ）およびラ
オス国立大学（ラオス）を含めて「異分野共創によるリスクマネジメント専門家養成共同教育プログラム」（キャンパスアジア・プラス・プログラム）
を推進していきます。2011 年からのキャンパスアジア・プログラムを通じて、これまで 150 名余の学生が日中韓を相互に往来し、国際的な専門家
としての知識及び現実の諸問題への対応力を身につけてきました。
キャンパスアジア・プラス・プログラムを通じて、志ある若い方々が、世界の多様なフィールドへと羽ばたき、社会や地域に貢献できる人材へ成長
されることを希望しています。

プログラム担当教員

Training Human Resources to Thrive in a Wide Range of Global Fields
Located in Kobe, a thriving international city since the opening of Kobe Port in 1868, Kobe University has established itself as a base of world-class research and
education, serving as a superior research institute exercising maximum collaboration and integration based on its future vision, and continues creating new
value to provide solutions for societyʼs current and future problems. Our goal is to promote multi-layered exchanges with core universities overseas through joint
research and collaborative education, drastically increase hub-campus functions that accept and dispatch outstanding human resources to and from universities
around the world, and produce human resources capable of taking the initiative in ﬁnding solutions to global issues.
The Program for Careers on Risk Management Experts in East Asia promoted jointly by Kobe University, Fudan University (China), and Korea University (South Korea) from
2011 was established as an important project in the future vision of Kobe University. Now we are expanding collaboration to universities in two other ASEAN member
countries, Chulalongkorn University (Thailand) and the National University of Laos (Laos), to further promote the Joint Education Program for Multidisciplinary Education
Program for Careers on Risk Management Experts (CAMPUS Asia Plus Program). Through the CAMPUS Asia Program starting from 2011, more than 150 students have
circulated among Japan, China, and South Korea to gain knowledge and experience as international specialists equipped with the ability to solve problems.
It is our hope that the third-phase CAMPUS Asia Plus Program will serve as a launching pad for ambitious young people to enter a diverse range of ﬁelds around the
world and develop into individuals capable of contributing to the solution of the issues facing our society and community.
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亀岡

正典

保健学研究科

教授

地震や台風等の自然災害や、経済危機や政治不安な
ど、世界には「リスク」が満ち溢れています。2020 年
に入ってからは、新型コロナウイスル感染症の世界的
な蔓延により、私たちの暮らしは大きく変容しました。
重要なのは、「リスク」が深刻化しないように、予め準
備をしておくことであり、この問題に備える為の専門家
を養成する事が必要です。
このような観点から、本プログラムでは、文部科学省「大
学の世界展開力強化事業」の支援のもと、神戸大学、
復旦大学（中国）、高麗大学校（韓国）、チュラロンコ
ン大学（タイ）とラオス国立大学（ラオス）の５大学
で互いの協力・交流に基づき、多様な「リスク」をマ
ネジメントしていく専門家養成のための共同教育プロ
グラムを展開しています。
多くの大学院生がこのプログラムに参加し、社会へ飛
躍していくことを期待しています。

Director of the Executive Committee

令和３年度文部科学省「大学の世界展開力強化事業」
に採択されたキャンパスアジア・プラス・プログラム
では、国際機関、国際・国内 NGO、保健・医療機関、
民間企業などのリスクマネジメント分野における実践
的な知識とスキルをもち、語学力はもちろんのこと、
プレゼンテーション能力、異文化理解力を身につけた
人材を育成することを掲げています。
また、国際機関（世界銀行、WHO、ユネスコ、ユニ
セフ等）、政府機関、国際協力機構、保健・医療機関、
国際・国内 NGO でのインターンシップの機会を提供
していることも大きな魅力の一つです。特に国際機関
やグローバル企業での就職を目指す学生にとって、本
プログラムの提供する教育内容を通じて英語力、批判
的考察力、実践力を高めることができる有意義な機会
になるはずです。ぜひ、キャンパスアジア・プラス・
プログラムを通じて、グローバル社会で生き抜く力を
身につけてください。

Deputy Director of the Executive Committee

医療技術が発達した現在でも感染症は世界的な主要
死亡要因の一つです。また、ここ数年間大流行が継続
している COVID-19 を含め、新興感染症が次々と出現
しています。私達の研究室では感染症の原因となるヒ
ト病原性ウイルスについて新しい治療法を開発するた
めの基礎研究を行っています。
また、日本近隣のアジア諸国の研究グループと連携し
て、現地での感染症発生状況や薬剤耐性ウイルス出現
に関するフィールド調査を行っています。このような研
究活動に学部学生や大学院生を参画させることで、将
来、感染症研究分野で国際的に活躍しうる若手研究者
を育成することも目指しています。

Program Instructor

KIMURA Kan

Professor, Graduate School of International Cooperation
Studies

The world is full of risks, including natural disasters such
as earthquakes and typhoons, economic crises and
political instability. After early 2020, the global spread of
COVID-19 changed our lifestyles signiﬁcantly. It is
important for us to prepare for such risks to prevent
them from becoming serious, and it is important to
cultivate specialists to prepare for such risks.
This program is designed to provide joint education for
the cultivation of specialists with management
capabilities for diverse risks based on mutual cooperation
and exchange among the ﬁve universities̶Kobe
University in Japan, Fudan University in China, Korea
University in South Korea, Chulalongkorn University in
Thailand, and the National University of Laos in Laos̶
with support from the MEXT Inter-University Exchange
Project.
I hope that many graduate students will seize the
opportunities this program oﬀers and take a great step
forward into global society.

OGAWA Keiichi

Professor, Graduate School of International Cooperation
Studies

The CAMPUS Asia Plus Program adopted by MEXT as the 2021
Inter-University Exchange Project sets the goal of cultivating
human resources equipped not only with practical knowledge
and skills in risk management for international institutions,
international and domestic NGOs, health and medical
institutions, and private companies, but also with language
ability, presentation skills, and the ability to understand diﬀerent
cultures.
This program is also attractive because it provides opportunities
for internships at international institutions (World Bank, WHO,
UNESCO, UNICEF, etc.), government agencies, the Japan
International Cooperation Agency (JICA), health and medical
institutions, and international and domestic NGOs. For the
students wishing to work at international institutions and global
companies in particular, this program provides outstanding
opportunities to improve English proﬁciency, critical thinking
skills, and ability to get things done. I am conﬁdent that all
students who enroll in the CAMPUS Asia Plus Program will
acquire knowledge and ability to thrive in global society.

KAMEOKA Masanori

Professor, Graduate School of Health Sciences

Even with advanced medical technology,
infectious diseases continue to be a major cause
of death around the world. New infectious
diseases, such as COVID-19 rampant over the past
couple of years, have been appearing one after
another. Our laboratory has been engaged in
basic studies aimed at the development of new
therapeutic methods for human pathogenic
viruses.
We have also been conducting ﬁeld surveys on
outbreaks of infectious diseases and drug-resistant
viruses in cooperation with research groups in
Asian nations in the vicinity of our country.
Including undergraduate and graduate students
in such research, we cultivate young researchers
capable of playing a central role in the study of
infectious diseases around the world.
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■ 募集要件（復旦大学および高麗大学校）

■ Requirements (Fudan University and Korea University)

● 応募資格

● Eligibility

・神戸大学大学院博士前期・後期課程に所属する学生であること。
・現地での留学生活に適応し、英語による講義を受講して、修了に
必要な単位を取得する意欲と能力とを有すること。

・Students enrolled in a master or doctorate program at Kobe University
Graduate School
・Students with the motivation and ability to adjust to campus life overseas, take
classes provided in English, and work diligently to acquire the required credits

＊受入先で基準を設けている場合がありますので、外国籍の方は事前にご相
談ください。

● 選抜方法

*Each university may have its own requirements.For non-Japanese nationals, please contact
the CAMPUS Asia Oﬃce, at GSICS(Graduate School of International Studies), Kobe University.

● Selection Method

・派遣希望者は、所定の願書とともに、研究計画／語学能力証明書
などを提出。
・提出された出願書類に基づいて、書類選考および面接審査を実施。

・Students wishing to be dispatched must submit a research plan, language
ability certiﬁcate, etc. in addition to an application written as prescribed.
・Students will be selected through document screening and an interview
based on the submitted documents.

● 出願書類の準備（学内選考用）

● Required Documents ( Internal Screening Purpose)

1. 願書（希望派遣先・希望派遣形態を選択）
2. 指導教員の所見
3. Statement of Purpose（英語）
4. 研究計画／ Research Plan（日本語もしくは英語）
5. 海外留学誓約書（署名捺印）
6. 英語能力を証明する書類（TOEFL 又は IELTS）
7. 前年度の成績証明書（新入学生は、卒業大学の成績証明書）

Curriculum

(Examples)

リスクマネジメント科目（2021 年度時点参考抜粋）Risk Management Courses（as on 2021）
神戸大学

復旦大学

Kobe University

高麗大学校

Fudan University

Social Policy
Global Governance
Risk Management in Development Process
Party Politics in the Developing World
East Asia Comparative Politics
International Relations of East Asia
International Strategy and Security
など（and more）

Risk Management I, II
Disaster Risk Management
Development Microeconomics
Epidemiology and Public Hygiene
Human Resource Development
International Pandemic Policy
Introduction to Political Analysis
など（and more）

Korea University

International Conﬂict Analysis and Management
Game Theory: Uncertainty and Risk
Planning for Uncertainty and Risk
Mainstreaming Risk Management in Development
Human Rights and Human Security (Risk) in Asia
Korean-Japanese Relations and East Asia
Korea-US Relations: for North Korean Risk Management
など（and more）

1. Application Form (Select the destination and form of dispatch)
2. Recommendation from the applicantʼs academic advisor
3. Statement of Purpose (in English)
4. Research Plan (in Japanese or English)
5. Written Pledge for Study Abroad (Signed and sealed)
6. Proof of English language proﬁciency (TOEFL or IELTS)
7. Academic transcript of the previous year (For new students, academic
transcript from the university they graduated from)

＊チュラロンコン大学への派遣スケジュール詳細については、保健学研究科
に問い合わせてください。派遣学生は、書類選考と面接選考を実施します。

*Please contact the Graduate School of Health Sciences for more details concerning the
dispatch schedule for Chulalongkorn University. Selection will be made through
document screening and an interview.

● 留意事項

● Points to Consider

受け入れ先の基準によって、外国籍の方でも本プログラムによる派
遣は可能です。ただし、派遣留学生の奨学金の受給については日本
国 籍 および 特 別 永 住 権をもつ 方 に 限ります。奨 学 金 の 給 付 は、
JASSO 支給条件に依りますので、給付できない場合もあります。

■ カリキュラム（例）

Non-Japanese nationals may apply to this program if they meet the
conditions of the host universities. However, the scholarship for dispatch is
provided only to those who have Japanese nationality or Special
Permanent Resident Visa status. Scholarship availability is based on JASSO
requirements, and it might not be available to all applicants.

■ スケジュール Schedule
● モデルケース【派遣】 神戸大学 ⇒ 復旦大学/高麗大学校・ASEAN
2022/4

7

入学
（神戸大学）
Enrollment
(Kobe University)

8

2023/7

事前準備

ダブルディグリー/交換留学

Preparation

Double-degree program / Exchange program

● モデルケース【受入】 復旦大学/高麗大学校 ⇒ 神戸大学・ASEAN
2021/9

2022/8

入学
（復旦大学/高麗大学校）
Enrollment
(Fudan University/
Korea University)

Model Case [Dispatch] Kobe University ⇒ Fudan University/ Korea University/ ASEAN

9
インターンシップ/
フィールドスタディー/
短期研修

2024/3
修了
Completion

Internship / Field Study /
Short-term Study program

Model Case [Acceptance] Fudan University/ Korea University ⇒ Kobe University/ ASEAN

10

2023/7

事前準備

ダブルディグリー/交換留学

Preparation

Double-degree program / Exchange program

9
インターンシップ/
フィールドスタディー/
短期研修
Internship / Field Study /
Short-term Study program

2024/5
修了
Completion

新型コロナウイルス感染症などの影響により、実施形態に変更が生じる可能性があります。
The implementation of the program may be subject to change due to novel coronavirus infections and other factors.

■ 募集日程
春と秋の２回募集を行います。

● 春募集秋派遣 復旦大学・高麗大学校派遣学生
出願受付期間：4 月初旬
面接 & 合格者発表：4 月下旬
派遣開始：8 月下旬〜（ダブルディグリー 1 年、交換半年または 1 年）

● 秋募集春派遣 高麗大学校派遣学生
出願受付期間：10 月初旬
面接 & 合格者発表：10 月下旬
派遣開始：2 月下旬〜（ダブルディグリー 1 年、交換半年または 1 年）
＊修士 1 年で留学したい場合は、入学前からの準備が必要です。早めにキャン
パスアジア室にご相談ください。
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■ Selection Schedule

■ リスクマネジメント修了証明書

■ Risk Management Joint Certiﬁcate

● Applying in Spring and Dispatched in Fall

キャンパスアジア･コンソーシアムでは､修了
証明書を発行しています。

CAMPUS Asia Consortium issues a joint certiﬁcate to
each student who has completed the program.

Selection takes place twice each year, in spring and fall.

Students wishing to be dispatched to Fudan University and Korea University
Application period: Early April
Interview and announcement of successful applicants: Late April
Start of dispatch: Late August (Double-degree Program: one year/
Exchange Program: Half a year or one year)

● Applying in Fall and Dispatched in Spring
Students wishing to be dispatched to Korea University
Application period: Early October
Interview and announcement of successful applicants: Late October
Start of dispatch: Late February (Double-degree Program: One year/
Exchange Program: Half a year or one year)

● 修了要件
・留学先大学にて、1 年間または半年間、修
学する。
・ダブルディグリー・交換留学を問わず、留学
先で 8 単位以上を履修し、単位を修得する。
・国際協力研究科で開講する「リスクマネジ
メント関連科目」を 2 単位以上履修し、単
位を修得する。

● Requirements for Completion
・Students study for one year or half a year at the host
university.
・Regardless of the type of program (double-degree
or exchange), students are required to acquire
eight credits or more.
・Students are required to acquire two credits or
more in risk management-related classes provided
by GSICS.

*For M1 students, preparation before enrollment is required. Please contact the
CAMPUS Asia Oﬃce well in advance.
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■ 取組の概要

連携大学によるコンソ
連携大学によるコン
ソ ーシアム運営委員会
Consortium operations committee run by the partner universiti
universities

令和３年度「大学の世界展開力強化事業」に採択された「異分野共創によ
るリスク・マネジメント専門家養成共同教育プログラム」は、2011 年から交
流を実施してきた神戸大学大学院国際協力研究科（日本）
、
復旦大学国際関係・
公共事務学院（中国）
、
高麗大学校国際大学院（韓国）の３大学院に加えて、
チュ
ラロンコン大学（タイ）
、ラオス国立大学（ラオス）が 5 大学コンソーシアム
を形成し、グローバルな規模で活躍するリスクマネジメント専門家の養成に
向けて、質の高い共同教育を展開するプログラムです。
これまでの実績を踏まえ、令和３年度からのプログラムの本格実施にあたり、
新たに以下のような取り組みを行います。

Kobe University
iversity

復旦大学
（中国）

Fudan University
(China)

ダブルディグリー、
ダブルディグリー
、 交換留学、短期研修
Double-degree program, exchange program
Short-term study program

実務者によるオンラインセミナー
英語によるリスクマネジメントのオンライン共同講義
インターンシップ

２．オンライン共同教育プログラムの実施により、単位の修得が可能です。
３．従来から実施されてきたインターンシップやフィールドトリップについても、
コンソーシアム内で発展的に制度化し、単位を取得することができます。

（韓国）

Korea University
(Korea)

Online seminars by Experts
Online joint lectures for risk management in English
Internships

Dispatch and Acceptance of Students

The Multidisciplinary Education Program for Careers on Risk Management Experts
adopted as the MEXT 2021 Inter-University Exchange Project has been promoted
since 2011 by the Kobe University Graduate School of International Cooperation
Studies, the Fudan University School of International Relations and Public Aﬀairs
(China), and the Korea University Graduate School of International Studies (South
Korea), and has now added two more universities, Chulalongkorn University
(Thailand) and the National University of Laos (Laos), to form a ﬁve-university
consortium to cultivate risk management specialists capable of playing a central
role on the global stage through high-quality collaborative education.
Based on the past achievements, we are making new approaches described below
in preparation for full-scale implementation of the program from 2021.

■ 高麗大学校

チュラロンコン大学

ラオス国立大学

Chulalongkorn University
(Thailand) Healthcare and Medicine

National University of Laos
(Laos) Economics and Management

ダブルディグリー、短期研修

交換留学 、短期研修

（タイ）保健医療

（ラオス）経済経営

Double-degree program
Short-term study program

Exchange program
Short-term study program

インターン シップ先

1. Not only the double-degree/ exchange programs, but also a short-term study
program is available at universities in ASEAN member countries.
2. Students can acquire credits through an online joint education program.
3. Internships and ﬁeld trip programs have been improved as a system within the
consortium for students to acquire credits.
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高麗大学校

学生の派遣 ・受入

Program Overview

国際関係・公共事務学院

「知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点」としての神戸大学

（日 本）

１．ダブルディグリー／交換留学プログラムを実施し、さらに ASEAN 諸国の
大学で短期研修を行うことが可能です。

■ 復旦大学

■ 神戸大学

神戸 大学

Internship Partners

世界銀行、WHO、ユネスコ、 ユニセフ、国際協力機構、
世界銀行、WHO、ユネスコ、
保健・医療機関、官公庁、
、国際／国内
、
国際／国内 NGO など
World Bank, WHO, UNESCO, UNICEF, JICA, Health and Medical institutions,
Government and municipal oﬃces, International/domestic NGOs, etc.

国際大学院

復旦大学国際関係・公共事務学院（SIRPA）は 2000 年に設置され、
公共政策学・行政学の視点から、東アジアの国際関係や地域的な
将来構想についての政策評価教育を行っています。キャンパスアジ
ア・プ ラ ス・プ ロ グ ラ ム で 派 遣 さ れ る 学 生 が 所 属 す る の は、
English-Taught Master Program in Chinese Government and
Governance という英語教育プログラムで、このプログラムに基づい
て提供される講義はすべて英語で行われます。また、所定の他大学
院の講義も受講できるようになっています。
取得学位：Master of Public Administration, Master of Law

高麗大学校国際大学院（GSIS）は、1991 年に設立されました。国
際大学院での講義は、全て英語で行われています。
修士課程には、国際研究と韓国研究の 2 学科があり、国際研究学科
には次の４つのプログラムが設置されています。
・International Commerce Track ・International Development and
Cooperation Track・International Peace and Security Track・
Regional Studies Track
取得学位：Master of International Studies, Master of Korean Studies

Fudan University School of International Relations and Public Aﬀairs

Korea University Graduate School of International Studies

Fudan University School of International Relations and Public Aﬀairs (SIRPA) was
established in 2000 to provide education for policy evaluation on international
relations and regional future visions in East Asia from the viewpoint of public policy
and administration studies. Students
dispatched through the CAMPUS Asia Plus
Program belong to the English-Taught
Master Program in Chinese Government
and Governance. All the courses are
provided in English. Students can also take
predetermined courses provided by other
graduate schools.
Available Degrees:
Master of Public Administration, Master of
Law

Korea University Graduate School of International Studies (GSIS) was
established in 1991.
All the courses are provided in English. There are two masterʼs programs oﬀered
by the school, International Studies
and Korean Studies. International
Studies oﬀer the following four
majors: International Commerce
Track; International Development
and Cooperation Track; International
Peace and Security Track; and
Regional Studies Track.
Available Degrees:
Master of International Studies,
Master of Korean Studies

神戸大学は、開放的で国際性に富む固有の文化の下、
「学理と実際の調和」を建学の理念とし、
「真
摯・自由・協同」の学風のもと、真理の探究と社会実装を目指した教育を実践しています。様々
な社会的課題解決に貢献するため、普遍的価値を有する「知」を創造するとともに、人間性豊
かな指導的人材を育成します。
国際都市神戸に位置する神戸大学は、日本で 2 番目の高等商業学校である神戸高等商業学校が
設立された 1902 年（明治 35）を創立の年とします。現在では、
「人文・人間科学系」
「社会科学系」
「自然科学系」「生命・医学系」の 4 大学術系統の下に 11 の学部、14 の大学院、1 研究環、
1 研究所と多数のセンターをもつ総合大学です。

● 国際協力研究科
大学院国際協力研究科 (GSICS) は、国際舞台で活躍しようとする優秀な人材を育成し、その修了
後の活動を通じて国際社会の発展に貢献することを目標としています。本研究科は、相互理解と
人権尊重が共生に根ざした人類社会の実現に不可欠であると信じ、その実現に向け、教育、研究、
さらには社会貢献活動を、互いに連携させながら推進しています。
取得学位：経済学修士、法学修士、国際学修士、政治学修士
取得学位：修士（経済学）
、修士（法学）、修士（国際学）、修士（政治学）

Kobe University
A Global Hub for the Multidisciplinary Co-creation of Research and Education
that Cultivates Knowledge and Human Resources

Kobe University emphasizes in its school philosophy the “harmony between theory and reality” within
the circumstances of unique cultures with expansive and international characteristics, and provides
education for the pursuit of truth and social implementation based on our spirit of “integrity, freedom
and cooperation.” With the desire to work toward solutions to a wide range of social issues, we seek to
create knowledge with universal value and cultivate human resources with rich humanity capable of
exercising leadership.
Kobe University, located in the cosmopolitan city of Kobe, was founded in 1902 as the Kobe Higher Commercial
School, the second commercial high school in Japan. The university provides training in four disciplines,
humanities, social sciences, and bio-medical sciences, through 11 faculties and 14 graduate schools, one
organization for advanced and integrated research, one research institute and many centers.

● Graduate School of International Cooperation Studies
The Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS) sets the goal of training people motivated to
work globally and make contributions to the international community through their work. At GSICS, we believe
that mutual understanding and respect for human rights are essential to realizing a society that prioritizes
peaceful global co-existence. To achieve our goal, we strive to promote education, research, and social
contribution activities by interlinking each other.
Available Degrees：Master of Economics, Master of Laws, Master of International Studies, Master of Political Sciences

■ チュラロンコン大学

■ ラオス国立大学

チュラロンコン大学は、1917 年に設立されたタイの国立総合研究大
学で、QS World University Rankings2021 総合では世界 208 位、QS
Asia University Rankings 2020 で 45 位、国内では第 1 位に位置して
います（2020）
。看護学は大学院のみを設置（修士課程、博士課程）
しており、学部教育としては、附属大学としてタイ赤十字看護大学、
警察看護大学があります。神戸大学では保健学研究科と学術交流協
定を締結しており、学生の派遣・受入を実施しています。
取得学位：Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing
修士（老年看護）履修科目の一例：看護教育特講Ⅰ、老年看護学特講Ⅰ

ラオス国立大学は、1995 年に設立された国立大学で、５つの学部
および 2 つのセンターを有する総合大学です。神戸大学大学院国際
協力研究科は、ラオス国立大学経済経営学部の設立にあたって多く
の教員を派遣して支援してきた経緯から、長年の協力関係にありま
す。国際協力研究科からは、ラオス国立大学を通じてラオス教育ス
ポーツ省へのインターシップも継続的に実施しています。キャンパ
スアジア・プラス・プログラムにおいても、ラオス国立大学を通じ
た短期研修を実施します。

Chulalongkorn University

National University of Laos

Established in 1917, Chulalongkorn University is a national research university of Thailand. It was
ranked 208th by QS World University Rankings 2021, 45th by QS Asia University Rankings 2020,
and top in Thailand (2020). In regard to nursing sciences, the university oﬀers graduate school
programs only (masterʼs and doctoral programs) while undergraduate nursing science programs
are provided by its aﬃliated schools, the Thai
Red Cross Institute of Nursing and the Police
Nursing College. Kobe University has
concluded an academic exchange agreement
with the Chulalongkorn University Faculty of
Nursing to dispatch and accept students.
Available Degrees: Master of Nursing Science in
Adult and Gerontological Nursing
Examples of courses required by masterʼs
programs (Gerontological Nursing): Nursing
Education Special Class I, Gerontological
Nursing Special Class I

The National University of Laos was established in 1995. It comprises ﬁve
faculties and two centers. Kobe University GSICS has established a long-term
cooperative relationship with the National University of Laos through the
dispatch of many faculty members
to help with the establishment of its
Faculty of Economics. GSICS has also
continued the internship program at
the Ministry of Education and Sports
of Laos via the National University of
Laos. CAMPUS Asia Plus program
provides a short-term study program
through the National University of
Laos.
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学生の声 Studentsʼ Voices

神戸大学から復旦大学へ（ダブルディグリー）

金

恩昊 さん

（国際協力研究科）

日本とは政治体制の異なる中国での学生生活は、自分にとっての当
たり前が次々と覆される貴重な経験でした。信教の自由、表現の自
由が制限されている中で、自分の言動一つ一つにあれほど気を付け
たことはかつてありません。COVID-19 により途中帰国となってから
はオンラインでの授業となりましたが、中国で過ごした 5 カ月間は、
日本にいたら決して知ることのなかった、中国の様々な面に生身で
触れることのできた刺激に溢れる生活でした。

From Kobe University to Fudan University (Double-degree Program)

KIM Eunho

[GSICS]

My campus life in China changed my perspectives on what I had taken for
granted because China has a diﬀerent political system with Japan. I was not
more careful of what I said and did than ever in the context where freedom of
faith and speech were restricted. Unfortunately, an outbreak of COVID-19
made me go back to Japan and take online classes. Nevertheless, ﬁve months
spending in China was full of stimulating experiences that led to deepening
my understanding of China from various points of views.
北京にて
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神戸大学から高麗大学校へ（ダブルディグリー）

神戸大学から高麗大学校へ （交換留学）

神戸大学からチュラロンコン大学へ （短期研修）

野口

堀家

蒲谷

雅哉 さん

（国際協力研究科）

私は修士課程の内 1 年間、キャンパスアジア・プログラムを通じて
高麗大学校国際大学院に留学しました。留学先では専門性を高めな
がら、日中韓の学生と東アジア地域内協調に向けた熱い議論を交わ
すことができました。留学中のインターンシップや現場研修への参
加もまた、実践的スキルを高める貴重な経験となりました。二つの
修士号取得後、博士課程への進学と同時に国連機関で働く機会を得
ましたが、自身の成長に結びついたのは本プログラムでの経験が
あったからだと思います。グローバル人材としての活躍を目指す方
にプログラムへの参加を強くお勧めします。

From Kobe University to Korea University (Double-degree Program)

NOGUCHI Masaya

[GSICS]

I participated in the CAMPUS Asia program at the Graduate School of
International Studies (GSIS) in Korea University from February 2019 to January
2020. A variety of subjects in GSIS enabled me to acquire an interdisciplinary
approach for the research and discuss the future East Asia Cooperation with
Japanese, Chinese and Korean students. Moreover, the program provided
many opportunities to conduct an internship and ﬁeld research, which were
great experiences to strengthen my practical skills. After obtaining two
masterʼs degrees, I started to pursue a doctoral degree and got an
opportunity to work at a UN organization. This is because my experience
through the program made me grow a lot. If you have a strong desire to work
globally, the CAMPUS Asia Program is an excellent opportunity for you!

キャンパスアジア・プログラム参加者たちと
CAMPUS Asia Program participants in Beijing

■ プログラムの成果

■ Outputs of the program

2 つの修士号と修了証明書を取得したリスクマネジメント高度専門人
材を輩出
リスクマネジメント分野の事業を展開する国際機関、政府機関、公官庁、
グローバル企業、保健・医療機関、国際／国内 NGO 等で活躍

The program has generated professionals in risk management who acquire two
masterʼs degrees and the Risk Management Joint Certiﬁcate.
They are working for international institutions, government agencies,
government and municipal oﬃces, global companies, health and medical
institutions, international/domestic NGOs, etc.

利沙 さん

（国際文化学研究科）

社会人になってから再び大学院で学ぶ貴重な機会を得た今、後悔の
ないようにできる限り多くのことに挑戦したいと思い、キャンパスア
ジア・プログラムへの参加を決意しました。本プログラムをとおして、
挑戦した私の目標は２つあります。
１つ目は、国際社会が抱える課題について知り、その解決策につい
て考える力を養うことです。高校教師として、生徒の国際的志向性を
高める教育を実践するためには、まずは自分自身が国際社会の現状
について知る必要があるだろうと考えました。私の専攻とは異なる
ため、国際理解に関する授業の受講には最初は不安もありましたが、
世界各国から集まった学生と国際社会が抱える様々な課題について
議論する中で、多くの学びや気づきがあり、視野も広がりました。
２つ目は、韓国語の習得です。新しい言語を学ぶことは楽しいです
が、時には思うようにいかない時もあります。英語教師として、外国
語学習の魅力と奥深さを学習者の立場から改めて実感できたこと
は、今後の指導にも生かせる重要な気づきだったように思います。
本プログラムへの参加を決める最初の一歩には勇気が必要でした
が、高麗大学校での留学で得られた学びや経験は、一生の財産に
なるだろうと思います。

From Kobe University to Korea University (Exchange Program)

HORIKE Risa

[Graduate School of Intercultural Studies]

I decided to participate in the CAMPUS Asia Program as I wanted to try as
many things as possible in order to make the most of the opportunity to learn
at graduate school. Through this program, I have pursued two goals.
The ﬁrst one is to learn about the issues that the global society currently faces
and consider how to tackle them. As a high school teacher, it is signiﬁcant to
know about the current situation of the global society in order to teach the
students and raise their awareness of global issues. I was worried in the
beginning if I could keep up with other students in a class about globalization
as my major is diﬀerent from international studies. Yet, in hindsight, I could
expand my knowledge about various global issues from the scratch and
deepen my understanding through discussion with highly motivated
students.
The second goal is to learn
Korean language. Learning a
new language is enjoyable,
however, it sometimes does
not go well as you want.
Standing on a language
learnerʼ s viewpoint will
help me to understand my
students more as an English
teacher and improve my
teaching to meet their
needs.
Some courage was needed
to join the CAMPUS Asia
Program, but the great
learning experiences at
Korea University surely
broadened my horizons and
will be a great asset for my
future career.

苑子 さん

（保健学研究科）

博士後期課程 2 年時に４カ月間タイに滞在しました。フィールド調
査や共同研究者との打合せを兼ねた滞在予定でした。現地では他
の学生と共に全ての授業に参加し、膨大な課題や試験をこなす毎日。
深夜まで図書館にこもり、友人と助け合った有意義な時間でした。
専門分野だけでなく、統計学や研究方法を深めることもできました。
東南アジアの国々から集まった優秀な学生達からの学びは多く、互
いに刺激を受けながら研究者としてのスキルも高められたと思いま
す。週末には観光地を巡り、タイの文化歴史を肌で感じました。帰
国後友人や先生方とオンラインでディスカッションすることもあり、
将来の研究仲間に出会えたことは、今後の研究生活において大きな
財産になると思います。

From Kobe University to Chulalongkorn University (Short-term study)

KABAYA Sonoko

[Graduate School of Health Sciences]

In the second year of my doctoral program, I stayed in Thailand for four
months doing ﬁeld surveys and engaging in discussions with joint researchers.
I attended all classes with other students in Thailand and studied hard to ﬁnish
a tremendous amount of homework and take many tests. I stayed at the library
until late at night and enjoyed having a meaningful time with friends helping
one another. I deepened my understanding not only of my specialized ﬁeld,
but also of statistics and research methods. I learned a lot from competent
students who gathered from Southeast Asian countries, and we all improved
our skills as researchers together by being mutually inspired. On weekends, I
visited sightseeing spots to feel the culture and history of Thailand ﬁrsthand.
After returning to Japan, I sometimes have online discussions with my friends
and teachers. I believe that the people that I could meet through this program
will be a special treasure for my future academic life.

● インターンシップ先（例） Internship Partners (Examples)

● 就職先（例） Place of Employment (Examples)
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学生の声 Studentsʼ Voices

From Fudan University to Kobe University
(Double-degree Program)

FENG Naikang
復旦大学から神戸大学へ（ダブルディグリー）

冯

乃康 さん

ダブルディグリープログラムの派遣学生として
神戸大学で修学できたことは、私の人生におい
て素晴らしい経験となりました。国際協力研究
科（GSICS）は、質の高いカリキュラムによって私
の学術的キャリア形成を支援するとともに、世
界の人々とのつながりや会議への参加を通して、キャリアの幅がより
広がるような環境を与えてくれました。また、指導教員のおかげで世
界銀行の本部やカンボジア教育省でのインターンシップに参加する
チャンスも得ることができました。
これらの経験は、
これまで知らな
かった生き方を知り、
どんな自分になりたいのかを考え直すきっかけ
になりました。
日本で学んだことは、研究の面だけではありません。キャンパスアジ
ア・プログラムのスタッフの皆さんの親切で誠実な対応と、職業意識の
高い姿勢には特に感銘を受けました。
そして、私に数多くのことを教え
てくださった教授には、感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。
これからこのプログラムへの参加を考えている皆さんには、是非、参
加を勧めたいと思います。東アジアの学術機関に在籍したというキャ
リアを築くだけでなく、その研究の現場から多くを学ぶことができる
からです。
さらに、実際に現地に住むことで、出会いと理解の両方を手
に入れることができます。最後にもう一つ大事なことは、
このプログラ
ムでの経験を通じて、生涯の友や仲間にきっと出会えるだろうという
ことです。
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Studying as a double-degree student at Kobe was awesome experience in
my life. GSICS not only oﬀers high-quality curriculum for building up my
academic portfolio, but serve a supportive environment for students to
establish world-wide networks, participate in conferences, and broaden
their career horizons. Apart from these, thanks to my supervisor, I got a
chance to conduct internship at World Bank headquarters and the Ministry
of Education of Cambodia. These aspiring experiences make me feel that
there are diﬀerent life and reshape my identity about what I want to be.
Studying in Japan is of course not just about study. Special thanks to all the
staﬀs in CAMPUS Asia oﬃce for their hospitality, sincereness, and
professionalism, especially to the professor who inspires me in many ways.
For those considering about joining CAMPUS Asia program, I strongly
recommend joining the program. Not only you get to build your academic
portfolio in the best academic institutions in East Asia, but you also get to
learn from the ﬁeld. Furthermore, by getting a chance to actually live, you
will encounter and embrace of both. Last but not least, you will get to
make friends and colleagues of a lifetime.

高麗大学校から神戸大学へ（ダブルディグリー）

高麗大学校から神戸大学へ（交換留学）

キム・ギダム さん

ジョン・ソルヒ さん

キャンパスアジア・プログラムを通じて、私は教育開発という分野でキャリア
を築くことができました。このプログラムでは、シンポジウムへの参加、論文コ
ンテスト、新聞記事のインタビュー、インターンシップなど、成長の機会を数多
くいただきました。それらを通じて、理論的そして実践的な力を高めることが
できました。特に、指導教員の小川先生のゼミでは、積極的な姿勢や疑問を明
確にする方法を学びました。正直なところ、意見や思いを口に出すことが苦手
だった今までの自分を変えるのは簡単ではありませんでした。
しかし、それを
やり遂げたことは、私の人生で一番大きな収穫でした。この経験のおかげで、
インターンシップやそのほかのプロジェクトにおいて良い結果を生むことが
できたと思っています。現在は、KOICA（Korea International Cooperation Agency）
のウガンダオフィスで教育プログラムマネージャーとして勤務しています。
皆さんも、この機会に自分の夢を叶えてください。キャンパスアジア・プログラ
ムをどのように生かして、
どのように人生を変えていくのかは、自分次第です。

キャンパスアジア・プログラムでは、GSICSにより提供される学術的な
経験と実社会での経験を同時に享受することができ、心から感謝して
います。
GSICSには、素晴らしい学術的成果をあげ、ゆるぎないキャリアを積
んでこられた多くの専門家がいらっしゃいます。
私の指導教員は教育開発の専門家で、教育経済学者として世界銀行
在籍中に築いた洞察力と人脈とを活用して、教育開発のスペシャリス
トを目指す学生を常にサポートしてくれています。
また、GSICSでは、優秀でモチベーションが高く情熱にあふれた多く
の仲間に出会えることも、
このプログラムの良いところだと思います。

From Korea University to Kobe University
(Double-degree Program)

From Korea University to Kobe University
(Exchange Program)

KIM Gidam

JEON Seolhee

Through the CAMPUS Asia Program, I could build my career in the educational
development ﬁeld. With the program, I could have a lot of opportunities;
Symposium, Thesis Competition, Newspaper Interview, Internship, etc. And also, I
have improved my academic and practical skills. In particular, with academic
advisorʼs zeminar, I have learned how to have a pro-active attitude and how to
formulate great questions. It was not easy to change my old attitude, which was
afraid to speak out, but it was the greatest thing I have ever done in my life. With this
experience, I achieved great results in my internship and several development
projects. I am working as an Education Program Manager in the KOICA Uganda
Oﬃce. Utilize this great opportunity to achieve your dream. Itʼs all up to you how to
use the program to change your life!

What I really appreciate about CAMPUS Asia program is that it is possible
to enjoy simultaneously a lot of academic and real-world experience
provided by host-university.
GSICS has many experts equipped with great academic achievements and
solid career. My academic advisor in GSICS, an expert in education
development, always helps the students to get themselves ready to be
specialist in the sector of education development with his valuable
insights and connections he earned especially while he was at World Bank
as an eduacation economist.
It is also a good chance to communicate with competent, motivated, and
enthusiastic fellow students at host university.

■ 防災フィールドワークの実施

■ 国際シンポジウムの開催

■ リスクマネジメント・セミナーの開催

■ 3 大学共同オンライン講義の実施

リスクマネジメント専門家の養成の一環として、防災フィールドワー
クを実施しています。神戸市中央区に位置する「人と防災未来セン
ター」に赴き、フィールドワークを実施します。防災フィールドワー
クを実施することで、リスクマネジメントの実践に対する理解を深め
ることを目指しています。

神戸大学・復旦大学・高麗大学校・チュラロンコン大学・ラオス国
立大学の 5 大学間で共同国際シンポジウムを開催します。共同国際
シンポジウムでは、5 大学の教員による東アジアにおけるリスクマネ
ジメントの研究報告、学生による研究成果発表を開催し、本プログ
ラムの成果を学内外に発信します。

リスクマネジメント専門家を招聘し、コロナ禍問題を含め世界で起き
ている様々な課題についての議論を行う機会を提供しています。本
セミナーによって専門家とオンラインで交流する機会を設けたことで、
大学院生のキャリア意識の向上にもつながり、国際社会で活躍する
ために必要な実践的な知識やスキルの修得につながっています。

神戸大学・復旦大学・高麗大学校の教員による共同オンライン講義
を英語で実施しており、毎年 3 大学から 40 名近くの大学院生が受
講しています。本講義では、経済学、政治学、国際関係、公共政策、
環境学、人的資源開発などを専門とする教員が様々な視点からリス
クマネジメントに関する講義を行っています。

Disaster Prevention Field Work

International Symposium

Risk Management Seminars

CAMPUS Asia Joint Online Lectures

Disaster prevention ﬁeldwork is included as part of the program for careers
on risk management experts. The ﬁeldwork is carried out at the Disaster
Reduction and Human Renovation Institution in Chuo-ku, Kobe City. We
aim to deepen our understanding of practical risk management through
this ﬁeldwork.

A joint international symposium is held by the ﬁve partner universities:
Kobe University; Fudan University; Korea University; Chulalongkorn
University; and the National University of Laos. At the symposium, faculty
members at each of the universities report research on risk management
in East Asia and students present their research to disseminate the results
of this program to both in and outside the universities.

We provide opportunities for students to discuss a wide range of global
issues, including COVID-19, with risk management specialists we invite.
Providing chances to exchange opinions with specialists leads to
increased career awareness among the graduate students as well as the
acquisition of practical knowledge and skills necessary to actively work on
the global stage.

We provide joint online lectures in English by faculty members from Kobe
University, Fudan University and Korea University. About 40 students from
these three universities participate in this program every year. Faculty
members specializing in economics, politics, international relations, public
policy, environment, and human resource development have lectured on
risk management from diﬀerent viewpoints.
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