平成29年度 TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP)実施状況等調査表/ Report of TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP) in 2017
番号

実施組織（主担当となる教育組織等）
Organization

人文社会科学研究科

プログラム名
Program

研修期間
Period of Study

大学の世界展開力強化事業（ロシア語圏諸
平成29年4月～平
国を対象とした産業界で活躍できるマルチリ
成30年3月
ンガル人材育成プログラム）

研修時間数
Hours of Study

1～2ヶ月

対象者
Applicants

ロシア語圏諸国の学生

受入れ人数（予定）
Expected numbers of
acceptance

約15名

研修の概要
Summary of the Program

医療実務研修
日本語・日本文化研修

参加費
（奨学金、個人負担等）Participation Fees( Scholarship or Individually
paid)

参加費は無料

http://genis.jinsha.tsuku
ba.ac.jp/

1

Global Education Program for Developing
Graduate School of Humanities and
2017 April ～
Multilingual Human Resources in Japan,
Social Sciences
2018 March
NIS and Baltic countries

1～2 Months

ビジネス科学研究科
国際経営プロフェッショナル専攻

1) 海外提携ビジネススクールの修士課程・博士課程に所属していること。
2) 英語での受講が可能であること。
3) 派遣元校において、コア科目相当の必修科目を履修済であること。
2週間～3ヵ月
約7名
4) 派遣元校の推薦があること。
5) 渡航費及び滞在中の諸経費について自己（もしくは派遣元校）が負担できる
こと。

グローバルマネジメント人材育成プログラム

平成29年4月～平
成30年3月

2

Graduate School of Business
Sciences
MBA Program in International
Business

数理物質科学研究科
ナノサイエンス・ナノテクノロジー専攻
3

Graduate School of Pure and
Applied Sciences
Doctoral Program in Nano-Science
and Nano-Technology

生命環境科学研究科

Global Management Human Resources
Development Program

2017 April ～
2018 March

革新的双安定性化学物の創成

平成29年9月15日
88日
～12月11日

Development of innovative bistable
materials

2017 Sep. 15 ～
Dec. 11

2 Weeks ～
3 months

88 days

生命産業科学分野若手研究者育成プログラ 平成29年10月～平
400時間
ム
成30年5月

Undergraduate Students of partner universitis in ,NIS and Baltic
countries

about 15 people

Internship Program for Young
2017 October～
Researchers in the Fields of Bio-Industrial
2018 May
Sciences

400 Hours

柔軟な電子状態と構造をもつ金属錯体を、配位結
合、電荷移動相互作用、水素結合で組織化すること
参加費は無料
で、スピン・電荷・構造の揺らぎが協奏する双安定性
金属錯体システムを構築する。

He/She should be a PhD student and should be able to communicate in
English. Recommendation from their supervisor (Professor) is
necessary.

本学協定校で同分野の研究を行っている学生

3名

Participation fee is free

3 people

Researh on bistable metal complexes which
have controllable magnetic and electric
properties by light and electric field.

約30名

本プログラムでは現地協定校で同分野の研究を
行っている大学院生に対し、筑波大学において論文
研究に資する技術習得、同分野の大学院生との研
参加費は無料
究ディスカッション、同分野の教員による研究指導の
機会を提供し、国際的に活躍できる若手研究者の育
成する。
participation in academic activities in the field of
Bio-industrial sciences

約2名

各分野の実験室で行う実験に参加させ、基本的知
識・技術の指導とその背後にある学術的意義を習得 参加費は無料
させる。

Students majoring in similar fields

About 2 people

This program allows students to participate in the
experiments done in each laboratory and acquire
the basic knowledge and special techniques of
Participation fee is free
lab work. We work to help students to support
and understand the scientific significance of
integrative environment and biomass sciences.

ボルドー大学の学部在学生

6名

研究室に10週間程度滞在し、各研究室で提供される
参加費は無料
研究プロジェクトを実行する。

For the moment, this program is limited to Bordeaux University.

6 people

In this program, students are invited to perform
short independent implementation projects at the
Participation fee is free
College of Information Science for a period of 10
weeks.

ミュンヘン大学における協定参加組織の学生に限る。修士課程在籍者、英語
によるコミュニケーションが可能な者。

2名

日本におけるインクルーシブ教育制度および現状に
参加費は無料
関する実態調査を行う。

2 people

The program provides the participants to conduct
interview-baseed research about inclusive
Participation fee is free
education system and present conditions in
Japan.

Graduate School of Life and
Environmental Sciences

Short-Term Course of the Integrative
Biomass and Environmental Sciences

情報学群
情報科学類

情報科学類短期インターンシッププログラム 平成30年4～6月

http://www.chem.tsukub
a.ac.jp/oshio/index_E.ht
ml

Participation fee is free

About 30 people

students conducting research study in related study field in the partner
universities

2017 July ～
August
2017 September 130～480
Hours
～November
2017 November
～2018 January

300時間

http://www.mbaib.gsbs.tsuk
uba.ac.jp/internationalexchanges/

博士後期課程の大学院生で英語が堪能であること
所属大学の教授推薦依頼による

環境バイオマス共生学短期研究コース

5

海外有力ビジネススクールから選抜された派遣学生
が2週間～3カ月の間、日本に滞在し、国際経営プロ
参加費は無料
フェッショナル専攻で英語開講される選択科目を履
修する。

Exchange students nominated and
recommended by the host institutions stay in
Japan up to three months and attend classes at
Tsukuba MBA-IB.

平成29年7月～8月
平成29年9月～11
同分野の研究を行っている海外の学生
130～480時間
月
平成29年11月～平
成30年1月

生命環境科学研究科

Participation fee is free

1) Graduate school students who are enrolled in one of the TSSP partner
schools
2) Have good communication skills in English
3) Completed required courses at the home institution equivalent to those
About 7 people
that of core courses at Tsukuba MBA-IB
4) nominated and recommended by an official representative at their
home institution
5) Fully responsible for their own personal expenses during their
attendance at the host institution

4

Graduate School of Life and
Environmental Sciences

Medical internship
Japanese language and culture internship

リンク先

__________________

Participation fee is free

http://www.ies.life.tsuku
ba.ac.jp/biomass/english
/index.html

__________________

6

School of Informatics
College of Information Science

人間総合科学研究科
障害科学専攻

COINS Short Term Internship Program

2018 April ～
June

筑波DAADプログラム

平成29年5月～6月 27日間

300 Hours

__________________

7

Graduate School of Comprehensive
Human Sciences
DAAD Program in Tsukuba
Master's Program in Disability
Sciences

2017 May～ June 27 Days

The participants are limited to those who are enrolled at a master's
course of the Ludwi-Maximilians-University, Munich and can
communicate in English.

平成29年度 TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP)実施状況等調査表/ Report of TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP) in 2017
番号

実施組織（主担当となる教育組織等）
Organization

人間総合科学研究科
フロンティア医科学専攻

プログラム名
Program

サマーリサーチプログラム in Tsukuba

研修期間
Period of Study

研修時間数
Hours of Study

平成29年7月～8月 2週間

対象者
Applicants

受入れ人数（予定）
Expected numbers of
acceptance

医学群
医療科学類

2017 July～
August

2 Weeks

医療科学分野の大学生短期交流プログラム 平成30年2月～3月 10日間

約45名

About 45 people

•Program Fee: 25,000 Japanese Yen (JPY)
•Accommodation (University Dormitory): 50,000 JPY for 2
This program is designed for qualified students
weeks during the program
majoring in field of basic and biomedical
•If you are student from our overseas partner University, the
sciences. The two-week program provide
program fee and accommodation expense will be provided by
students to conduct biomedical research with our
the University of Tsukuba.
distinguished laboratories.
•Limited number of travel scholarship are available to
qualified candidates.

約10名

医学・薬学・理学・検査学分野のアジア留学生と筑
波大学医療科学類の大学生がペアとして協力しな
がら医科学分野の課題の解決にむけた研究室での
実験や解析に挑戦し、一定成果と将来ビジョンを共
参加費は無料。渡航費、滞在費はJSTさくらサイエンスプランの支
同で取りまとめる。本プログラムを通して留学生およ
援金により支給。
び本学医療科学類生は、将来アジア各国の異なる
バックグラウンドの人材と協力してグローバルな医科
学課題に取り組むことの必要性、有効性を体感す
る。

About 10 people

In this unique educational program in medical
sciences, Japanese students from the University
of Tsukuba’s School of Medical Sciences work
together with students from our partner
Universities in Indonesia, Vietnam, and Taiwan
to carry out cutting-edge research in laboratories
aiming to solve problems in medical science
fields. Through this innovative research program,
including a final presentation of their research
findings, students can begin to envision their
future career as an Asian scientist who can
collaborate accross other specialities to solve
global issues in medical science.

Participation fee is free. the Accomodation and Travel
expences will be covered by the Japan-Asia Youth Exchenge
Program in Scinece(Sakura Scinece Plan), Japan Society and
Technology(JST).

約50名～

本学体育系により、英語を公用語とする体育・ス
ポーツ科学と日本の身体文化に関する協働教育プ
ログラムを行う。

参加費：20,000円

Enrolled in foreign universities

About 50 people
or more

Tsukuba Summer Institute aims to promote
exchange of the latest information from the fields
of physical education, sport pedagogy, and sport
sciences while also nurturing and improving the Registration fee : likely to be ¥20,000 JPY
practical skills of working adults, university
students, and graduate students involved in
various areas of physical education and sport.

シーナカリンウィロート大学体育学部の学生

2名

部局間協定を締結するタイで唯一の体育学部を持
つSWU体育学部との学生の交流を行い、日本とタイ 参加費は無料
の大学生におけるスポーツ交流を行う。

欧米、アジアを含む様々な国で同分野の研究を行っている学生

Students majoring in field of basic and biomedical sciences

ホーチミン医科薬科大学、ベトナム国家大学ホーチミン校、国立台湾大学、イ
ンドネシア大学の学生

9

School of Medicine and Medical
Sciences
College of Medical Sciences

Undergraduate Medical Science Course
in Tsukuba

人間総合科学研究科
体育学専攻

2018 February～
March

10 Days

Undergraduate Students of University of Medicine and Pharmacy at Ho
Chi Minh City and Universitas Indonesia

平成29年7月～

1週間

海外の大学に在籍している学生

体育専門学群
10

Graduate School of Comprehensive Tsukuba Summer Institute for Physical
Human Sciences
Education and Sport
Master's Program in Health and
Sport Sciences

2017 July ～

1 Weeks

School of Health and Physical
Education

体育専門学群

シーナカリンウィロート大学部局間協定短期
平成29年5月21日
滞在プログラム
2カ月間
～7月21日

参加費
（奨学金、個人負担等）Participation Fees( Scholarship or Individually
paid)

プログラム費：25,000円
本プログラムは、欧米、アジアを含む様々な国から 宿泊費（大学内宿泊施設, 2週間）：50,000円
約４５人の学生を選抜、筑波大学に招聘し、約２週間 ただし、筑波大学との協定締結校から参加する学生は上記のプロ
に渡って本学にて研究指導を行う。
グラム費、宿泊費は筑波大学が提供します。
優秀な学生には交通費を支給します。

8

Graduate School of Comprehensive
Human Sciences
Master's Program in Medical
Summer Research Program in Tsukuba
Sciences

研修の概要
Summary of the Program

リンク先

http://www.global.tsuku
ba.ac.jp/summer/summe
r-research

__________________

（http://www.siit.jp/）
(http://www.siit.jp/index_jp.ht
ml)

__________________

11

School of Health and Physical
Education

情報学群
知識情報・図書館学類

SWU Exchange Student Program

2017 May. 21～
July 21

2 months

SWU Student

2 people

Exchange students with SWU which is only
Participation fee is free
University having Physical Education in Thailand

国際インターンシップ

平成30年2月実施
予定

1～2週間

釜山大学校文献情報学科の学生

3名

知識情報・図書館学類担当教員による講義
筑波大学附属図書館における実習
参加費は無料
関東近郊の大学・公共図書館及び関連施設の視察

3 people

Lectures by professors in the College of
Knowledge and Library Sciences
Internship at the University Library
A tour of libraries/institutions in Tsukuba and
Tokyo area

12

School of Informatics
College of Knowledge and Library
Sciences

International Internship

2018 Feb.
Provisional

1～2
Weeks

Undergraduate Students of Pusan National University

__________________
Participation fee is free

平成29年度 TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP)実施状況等調査表/ Report of TSUKUBA Short-Term Study Program(TSSP) in 2017
番号

実施組織（主担当となる教育組織等）
Organization

グローバル・コモンズ機構

プログラム名
Program

研修期間
Period of Study

大学の世界展開力強化事業「持続的な社会
2017.07.6の安全・安心に貢献するトランスパシフィック
2017.07.21
協働人材育成プログラム」短期研修

研修時間数
Hours of Study

16日間

対象者
Applicants

受入れ人数（予定）
Expected numbers of
acceptance

メキシコ大学院大学（メキシコ）、グアダラハラ大学（メキシコ）、ロスアンデス大
学（コロンビア）、カトリカ大学（ペルー）、チリ大学（チリ）、サンパウロ大学（ブラ 10名
ジル）の学生

研修の概要
Summary of the Program

参加費
（奨学金、個人負担等）Participation Fees( Scholarship or Individually
paid)

日本と中南米、両地域を結ぶトランスパシフィック協
働人材として、持続的な社会の安全・安心に貢献す
るための、社会対応力や、専門力、協働課題解決力
を身につけることを目的に、本学筑波キャンパスに
て、全体オリエンテーション、日本語・日本文化研
参加費は無料
修、専門分野研修、研究学園都市を中心としたサイ
エンス分野へのフィールドワーク及び協力企業への
インターンシップを実施するとともに、本学学生との
活発な交流を図る。

13

Global Commons

国際統合睡眠医科学研究機構

The Trans-Pacific Human Capital
Development Program Short-Term
Training Program

IIIS 林研究室 短期研修生受入プログラム

2017.07.62017.07.21

16 days

平成29年10月～12
90日
月

undergraduate and graduate students from El Colegio de México,
Universidad de Guadalajara,
Universidad de los Andes,
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad de Chile,
Universidade de São Paulo

10 people

大学や大学院等で生物学系の研究科等に所属し、熱意を持って技術・知識の
1名
習得に取り組める者

14

International Institute for Integrative
Sleep Medicine
IIIS Hayashi Lab Short-Term Program

国際統合睡眠医科学研究機構

2017 Oct. ～ Dec. 90 days

IIIS 坂口研究室 短期研修生受入プログラム 平成29年9月

13日

Enrolled in biology-related undergrad or post-graduate institution.
Prepared to learn with enthusiasm.

生物系の大学学部の専門課程あるいは生物系の大学院に在籍していること
当研究室の研究内容について全般的な理解があること
熱意を持って取り組む意欲が有ること
日常生活・研究活動に支障のない程度の英語力

2017 Sep.

13 days

Enrolled in biology-related undergrad or post-graduate institution
Prepared to learn with enthusiasm

Participation fee is free

マウスを用いた睡眠研究に必要な技術および知識
の習得。
睡眠の生理的役割に関する研究に参加し、科学的
な成果を発表する。

参加費は無料

1 person

The participant shall obtain technique and
knowledge of sleep research using mice. The
participant will participate in studies that address Participation fee is free
the function of sleep using mouse and in
presenting scientific studies to other people.

1名

睡眠医科学研究のための知識・技術・共同研究打ち
合わせ。
受け入れ研究室において光遺伝学、睡眠学、記憶 参加費は無料
行動学等の実験手技の習得、および論文紹介など
の研究活動を行う。

15

International Institute for Integrative
Sleep Medicine
IIIS Sakaguchi Lab Short-Term Program

Orientation, Japanese language and culture
training, specialized field training, fieldwork to
relevant institutes of the Scientific City, and
training at cooperating companies were
provided. It became an active program where
they interact and share with Japanese students.

1 person

The participants will participate in presenting
scientific publications or experiments of
Participation fee is free
optogenetics, sleep research, memory behavior.

リンク先

http://www.global.tsuku
ba.ac.jp/transpacific

__________________

http://sakuraisakaguchi.wpiiiis.tsukuba.ac.jp/

