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2018 年 4 月 12 日/April 12, 2018 

 

2018 年度クールジャパンサマープログラム学生サポーター(CJ Supporter)募集要項 

CJ Supporter Application Guideline 2018 

 

明治大学で開催する外国人学生向けの夏期短期プログラム Cool Japan Summer Program (7 月 20 日～7 月 31 日開催) で

は，プログラム運営をサポートしてくださる学生サポーター（CJ Supporter）を募集しています！ 

Cool Japan Summer Program は，世界各国からの大学生・大学院生約 20 名（以下「クールジャパン学生」）が，日本のポップカ

ルチャーと伝統文化を英語で学ぶ２週間の短期プログラムです。日本にいながら各国からの留学生と交流する，貴重な体験ができます！ 

 

We need student supporters (CJ Supporter) to help us with Meiji University’s Cool Japan Summer Program 

(held from July 20 to July 31), a short-term summer program designed for students from outside Japan (“Cool 

Japan students”). 

Cool Japan Summer Program is a two-week program to learn pop and traditional culture of Japan in English 

with about 20 students from all around the world! Gain a valuable experience to interact with students from other 

countries while on campus! 

 

Website: http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/cooljapan/index.html 

Facebook: https://www.facebook.com/CoolJapanATMeijiU    Instagram: https://www.instagram.com/cooljapan_meijiu/ 

 

応募資格  Eligibility Requirements 

・明治大学の学部生・大学院生であること（交換留学生可） 

・参加必須日に全日程に参加できること（「CJ Supporter スケジ

ュール」参照） 

・日常会話レベルの英語発話力を有すること 

・国際交流や留学生支援に興味があること 

 - Undergraduate/graduate Meiji students (including exchange 

students) 

- Available on all the mandatory days (please refer to the “CJ 

Supporter Schedule”) 

- English speaking proficiency at everyday conversational level 

- Has an interest in international exchange and supporting 

international student 

活動内容  Responsibilities 

(1) CJ Supporter オリエンテーションへの参加 

(2) クールジャパン学生とのアクティビティの計画・実施 

(3) クールジャパン学生とのフィールドワーク 

(4) ウェルカムパーティ，フェアウェルパーティへの参加や後片付け 

(5) クールジャパン学生とのディスカッション 

(6) クールジャパン学生による発表の見学 

 

 

 (1) Participate in CJ Supporter Orientation 

(2) Plan and conduct activities for Cool Japan students 

(3) Field Ｗork with Cool Japan students 

(4) Participate (and clean up) in welcome and farewell parties   

(5) Discussion with Cool Japan students 

(6) Observe presentations by Cool Japan students 

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/cooljapan/index.html
https://www.facebook.com/CoolJapanATMeijiU
https://www.instagram.com/cooljapan_meijiu/
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日時（予定）  Date and time (tentative) 

3 ページの「CJ Supporter スケジュール」をご確認ください。 

【重要】参加必須日 (オリエンテーション実施日 6/8 を含む) に

参加できる人のみ応募可能です。 

 Please refer to “CJ Supporter Schedule” on page 3. 

＊Applicants must be available on the mandatory days, 

including the Orientation on June 8. 

活動場所  Venue 

・駿河台キャンパス 

・フィールドワークの活動場所については，オリエンテーションにて説明

します。 

 - Surugadai Campus 

- Venue for the Field Work will be explained in Orientation. 

募集人数  Number of supporters needed 

15 名程度 

※協調性と責任感をもって活動に取り組んでもらえる人を求めてい

ます。 

 About 15 supporters 

*A successful candidate is able to support Cool Japan 

students cooperatively with a sense of responsibility. 

応募方法  How to apply 

Oh-o!Meiji のアンケート「CJ Supporter Application」よりお申

込みください。 

 Please apply from “CJ Supporter Application” on the Oh-

o!Meiji’s questionnaire section. 

応募期間  Application period 

4 月 16 日(月)~5 月 22 日(火)22 時  April 16 (Mon) – May 22 (Tue) 22:00 

結果について  Results 

応募者が 15 名以上の場合選考を行います。結果は合格者にの

み，6 月 1 日（金）までに Oh-o!Meiji をとおしてお知らせしま

す。 

その際，6 月 8 日（金）駿河台キャンパスにて開催するオリエンテ

ーションの詳細を連絡します。 

 In case of more than 15 applications, there will be 

screening. We will contact the successful applicants by 

June 1 (Fri) through Oh-o!Meiji with the details of the 

Orientation which will be held on June 8 (Fri) at Surugadai 

Campus. 

CJ Supporter オリエンテーション（参加必須）  CJ Supporter Orientation (MANDATORY) 

次のとおり，CJ Supporter のためのオリエンテーションを開催しま

す。【重要】オリエンテーションに参加しない方は，CJ 

Supporter として活動できません。 

日時：6 月 8 日（金）18:00～19:00 

場所：駿河台キャンパス 

内容：活動内容や日程の詳細，自己紹介，グループ分け等 

 An Orientation for CJ Supporters will be held as follows.  

*Those who do not participate in the Orientation are 

not eligible to become a CJ Supporter. 

Date and time: 18:00-19:00 on June 8 (Fri) 

Venue: Surugadai Campus 

Agenda: Details of your responsibilities and date/time, self-

introduction, grouping etc. 

参加特権  Privilege 

・プログラムの授業を１コマ無料で受講できます！ 

・参加必須の全日程協力くださった学生には，フィールドワーク協力

経費として図書カード（1,000 円分）をお渡しします。 

 

 - Attend one of the program lectures free of charge! 

- A 1,000JPY value pre-paid card for purchasing books 

(Tosho Card) will be given to committed students who 

participated on all the mandatory days as the expense for 

Field Work support. 

その他  Others 

・報酬は一切ありません。※アルバイトではありません。 

・交通費は支給しません。 

・この活動に参加される方は，大学でボランティア保険に加入しま

す。（国際連携事務室にて取りまとめて加入手続きを行います。） 

 - Supporters will not be paid. *This is not a part-time job. 

- Transportation fee will not be paid. 

- Meiji University will purchase Volunteer Insurance for CJ 

supporters (International Collaboration Office will apply.) 
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CJ Supporter スケジュール（予定） 

【日 時】 【活動内容】 

6 月 8 日（金）18:00-19:00 CJ Supporter オリエンテーション *参加必須 

7 月 20 日（金）12:00-14:40 CJ Supporter によるアクティビティ *参加必須 

7 月 20 日（金）14:50-16:00 ウェルカムパーティ 

 

 

7 月 20 日（金）10:50-12:00 

7 月 23 日（月）9:30-10:40 

7 月 23 日（月）10:50-12:00 

7 月 24 日（火）13:30-14:40 

7 月 24 日（火）14:50-16:00 

7 月 25 日（水）9:30-10:40 

7 月 25 日（水）10:50-12:00 

7 月 20 日（金）～25 日（水）に実施する講義のうち，希望する講義を受講（1 コマ） 

※講義スケジュールやテーマは変更される場合があります。 

日本の伝統芸能 

日本語入門 

日本の武道 

おたく文化と秋葉原 

グローバルアニメビジネスの将来 

アイドル文化 

妖怪 

7 月 30 日（月）13:30-16:00 クールジャパン学生とのフィールドワーク *参加必須 

7 月 31 日（火）9:30-12:00 クールジャパン学生による発表会への参加 

7 月 31 日（火）13:30-14:40 ラップアップセッション（クールジャパン学生とのディスカッション） 

7 月 31 日（火）14:50-16:00 フェアウェルパーティ 

 

CJ Supporter Schedule (tentative) 

【Date and time】 【Responsibilities】 

June 8 (Fri) 18:00-19:00 CJ Supporter Orientation *MANDATORY 

July 20 (Fri) 12:00-14:40 Activities by CJ Supporters *MANDATORY 

July 20 (Fri) 14:50-16:00 Welcome Party 

 

 

July 20 (Fri) 10:50-12:00 

July 23 (Mon) 9:30-10:40 

July 23 (Mon) 10:50-12:00 

July 24 (Tue) 13:30-14:40 

July 24 (Tue) 14:50-16:00 

July 25 (Wed) 9:30-10:40 

July 25 (Wed) 10:50-12:00 

Attend one of the lectures held during July 20 (Fri) – 25 (Wed) 

*The lecture schedule and themes is subject to change. 

Japanese Traditional Performance 

Introduction to Japanese 

Japanese Martial Arts 

The Otaku Culture and Akihabara 

Future of Global Anime Business 

Idol Culture  

Yokai and Japanese Folklore 

July 30 (Mon) 13:30-16:00 Field Work with Cool Japan students *MANDATORY 

July 31 (Tue) 9:30-12:00 Presentations by Cool Japan students 

July 31 (Tue) 13:30-14:40 Wrap-up Session – discussion with Cool Japan students 

July 31 (Tue) 14:50-16:00 Farewell Party 

 

問い合わせ先  For inquiries 

国際連携事務室（駿河台） 

Email: cool_jp@meiji.ac.jp 

 International Collaboration Office (Surugadai Campus)  

Email: cool_jp@meiji.ac.jp 

以 上  


