シラバス
ナンバリングコード／科目番
号

0ATGA31 / 01EQ049

科目名

国際実践医科学研究特論 III

科目名（英語）

International Medical Sciences Exchange Program III

授業形態

演習
Training

標準履修年次

1、2

実施学期・曜時限等

応談随時
TBD

使用教室

定めない

単位数

3

担当教員名

森川一也、Ho Kiong、小金澤 禎史
Kazuya Morikawa, Kiong Ho, Tadachika Koganezawa

使用言語（☑してください）

□日本語 ・ □英語 ・ ☑バイリンガル

ティーチングフェロー(TF)・
ティーチングアシスタント
(TA)

To be announced if any

オフィスアワー等

オフィスアワーは定めない。メールで予定を確認の上、訪問すること。
We don’t set up any office hours. Please contact by e-mail in advance.
汎用

マネージメント能力、コミュニケーション能力、チームワーク能
力、国際性

専門

実践的能力、研究能力

学位プログラム・コンピテン
スとの関係

本コースを通して以下の能力を身につける。
1. 自身の活動や研究について英語で説明が出来る。
2. 活動あるいは研究に関して海外の担当者あるいは研究者と意見交
換ができる。
3. 新しいキャリアを開拓できる。
授業の到達目標
（学修成果）

Upon completion of this course, students will be able to:
1. Explain their own research or activities in English,
2. Communicate smoothly with overseas researchers or academic staffs,
3. Understand current international research trend, and use the information
effectively for their own career development.

他の授業科目との関連

国際実践医科学研究特論 I, II
International Medical Sciences Exchange Program I, II

履修条件

なし

国際学術集会や短期のワークショップなどに参加し、自身の活動内容・
研究成果を英語にて発表出来る能力を身につけ、かつ海外の担当者あ
るいは研究者と活動や研究に関して意見交換し、医科学の研究や実践
に役立つ知識や視野を習得する。
複数箇所あるいは長期の主体的な国際活動を行い、その中で見出し
た医科学分野のニーズや動向および自身の特性に基づき世界の発展や
持続に貢献するキャリア計画を構築することのできる視野を身につけ
る。または新たな取り組みを提案し実行に移すことができる。
授業概要

This course aims to train students with English skills for (i) research
presentation, (ii) practical communication with overseas researchers and
academic staff, and (iii) debate, through the international activities, such as
international scientific conferences and oversea training courses. Students
will be able to obtain information globally and establish human network
connections through proactive international activities. It is expected that
student will judge their character in global context and situation. Students
will then be able to develop their own career or make an action towards their
goal.

キーワード

国際、研究
International, Research

授業計画

Debriefing session of the international activities will be held prior to, during,
or after the international activities.

学修時間の割り当て及び授業
外における学修方法

現地での活動（100％）
。
授業外の学修：活動の計画・準備、レポート作成・報告会での発表
Activity on-site (100%)
Out-of-class learning: Planning of the activity. Report and presentation.

単位取得要件

レポートの提出と発表
Report and presentation at the debriefing session

成績評価方法

提出したレポート（90％）と発表（10％）により評価する。
Written report (90%) and presentation at the debriefing session (10%).

教材・参考文献・配付資料等

特に定めない To be announced if any

その他（受講生にのぞむこと
や受講上の注意点等）

