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ジョン万プログラム：次世代のグローバルリーダーとなる人材の養成を目的とする京都大学若手人材海外派遣事業。

John Mung Program : The Kyoto University Global Frontier Project for Young Professionals (John Mung Program) aims to enhance the global leadership capabilities of its young
researchers, staff, and students.

ジョン万プログラム *を通じて ASEAN 拠点

に派遣された若手職員が海外経験を積んで

います。

Young administrative staff stays at the ASEAN 
Center and gains international experience 
under John Mung Program*.

Ms. Aiko Ichimiya
一 宮 藍 子

(2022.04 - 2023.03)

*

(2022.04 現在 )

常時施錠されておりますので、

ベルを押してお入りください。 拠点所長・URA・事務職員・現地

スタッフが勤務しています。

本学の案内資料（日本語・英語）を

用意しております。

プロジェクター、スクリーン、ホワ

イトボード、テレビ会議システム、

会議用机 7 台、椅子 24 脚を備えてい

ます。セミナー、研究会、テレビ会

議などにご活用ください。
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戦略的国際共同研究の支援 国際教育関係事業の支援

国際ネットワーク形成 ・ 基盤強化 国際危機管理

Strengthening global network Risk management

日 ASEAN 科学技術連携の情報収集や分析、ASEAN 地域を中心とし

た国際共同研究プロジェクト創発・運営支援、科学技術イノベーショ

ンコーディネーター人材育成の協力・連携促進。
留学生リクルート活動の実施支援、ASEAN 各国の留学・奨学金等に関

する情報収集・提供、国際交流プログラムやインターンシップ等の企

画・運営支援、本学派遣留学生の活動支援。

ASEAN 地域の学術研究機関、政府関係機関、国際機関や同窓会との交

流やネットワーク強化、東南アジアネットワークフォーラム開催支援、

国際交流活動等の情報収集・提供。

新型コロナウイルス感染症の感染状況等、国際危機管理に関する情

報収集・提供。

Strengthening act iv i t ies  and network with research 

institutions, governmental organizations, international 

organizations and alumni associations in ASEAN region

Organizing Southeast Asia Network Forum

Collectiong and sharing information about international 

exchange activities

Collecting and sharing information about risk management 

(e.g. Covid-19)

Collecting and analyzing S&T trends and policy

Launching and supporting research collaboration in ASEAN region

Developing of STI (Science, Technology and Innovation) 

coordinators

Supporting recruitment of international students

Collecting and sharing information about study abroad 

programs and scholarships in ASEAN region

Planning and conducting international exchange programs 

and internships

Supporting Kyoto University students staying in ASEAN region



Kyoto University Research
Administration Office (KURA)

Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior
(EHUB)

Under the leadership of the Director of International Strategy Office, the 
Kyoto University ASEAN Center in Bangkok and the Kyoto University 
ASEAN Network Committee consisting of the representatives from 23 
faculties form the Kyoto University ASEAN Platform, advocate the 
university's ASEAN strategies and lead the research and educational 
activities in the region.

Director of
International

Strategy
Office

国際戦略本部長の下に、ASEAN 拠点ネットワーク会議を設置し、ASEAN 拠

点（バンコク）と学内 23 部局代表者（京都）が両輪となり、国内外から

情報を収集、分析し、本学の ASEAN 展開への提言を行い、同地域での活動

をリードしています。

タイ王国において NGO として認可されています

京都大学 ASEAN 拠点は、所在地であるタイ王国にて、2018 年 3 月に NGO の認可（タイ王国 におけ

る外国機関の活動認可）を受けました。より安定した運営体制の下、本学や日本、ASEAN 諸国の大学

や研究機関と連携した教育・研究支援や同窓会交流支援などの活動を更に強化・拡充していきます。

In March 2018, the Kyoto University ASEAN Center was granted permission to operate as a foreign non-governmental 
organization (NGO) by Thailand’ s Ministry of Labour. With more stable operations as a certified NGO, the ASEAN 
Center aims to further expand its activities, promoting research and education collaboration among universities and 
research institutions in Japan and ASEAN countries, and supporting alumni association networks in the ASEAN region. 


