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<FAQ>  O-NECUS short-term program 

1. Q: Do I have to take the TOEFL test?
A: Taking the TOEFL is not necessary for O-NECUS short-term program if you have taken another
test; for example. TOEIC, IELTS, and JLPT (Japanese Language Proficiency Test).
Q: TOEFL のテストを受ける必要がありますか？

A: O-NECUS 短期留学プログラムでは，TOEFL を受けることを義務づけてはいません。しかし，TOEIC，

IELTS 又は日本語能力試験(JLPT)のいずれかを受けて下さい。

2. Q: What should I do if I only have a CET score?
A: As we mentioned the “Program Information” No.5-9, applicants may submit certified copies of
CET. Meanwhile, you should prepare for the Oral Examination. Interviewers will test your English
ability.
Q: CET のスコアだけしか無い場合は，どのようにしたらよいですか？

A: 募集概要の 5-9 に記載の通り，CET の証明書のコピーを提出することも可能ですが，その場合は，面

接試験で英語の能力を確認します。

3. Q: For the “Certificate of Student Registration”, are there any forms for applicants?
A: “Certification of Student Registration” should be official certificate in your university.
Q: 在籍証明書の様式はありますか？

A: 大学の任意の様式で提出して下さい。

4. Q: Who can I get in touch with Okayama University if I have more questions?

A: We only accept questions from the International Office at your university. Please visit the office at
YOUR UNIVERSITY first. We will answer the questions through them.
Q: 他に質問がある場合は，どちらへ連絡をすればよいですか？

A: O-NECUS 協定校の国際センターからの質問しか受け付けていないので，所属する大学の国際センタ

ーへ質問をし，岡山大学に問い合わせをしてもらって下さい。



5. Q: How and where to file my application?
A: Please submit your application documents to the International Office at YOUR UNIVERSITY.
They will send us via postal mail to the address below. We only accept and review completed
applications by the deadline. It is your responsibility to ensure we receives all the documents in a
timely manner.
Q: 出願書類は，どちらへどのように送ればよいですか？

A: あなたは，あなたの大学の国際センターに提出して下さい。その後，あなたの大学の国際センターが

取りまとめ，下記に記載されている連絡先に郵送してもらうことになります。出願期限までに全てが届

き，出願書類に不備のないもののみ受け付けます。

志願者の責任において出願期限に全ての出願書類が間に合うようにして下さい。

Mailing Address: 
Graduate Office, Academic Affairs Section, 
Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, 
Okayama University 
2-5-1, Shikata-cho, Kita-ku, 
Okayama-Shi, Okayama-Ken700-8558, Japan 
住所：〒700-8558 日本国 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目５番１号 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等学務課教務グループ大学院担当 

Before you applied: Please read our “Program Information” carefully to be certain that you have 
submitted the required materials. 
出願前に： “募集概要“をよく読み，全ての出願書類が揃っているかを確認して下さい。 

6. Q: Are there any scholarships or financial aid for international students who study at Okayama University
as O-NECUS students?
A: JASSO (Japanese Assist Social Student Organization) scholarship is available for O-NECUS
students but you are not the only one who tries to apply. Since JASSO scholarship has a limited in
numbers; therefore, not everyone could get accepted. If you could not get this scholarship, you must
pay for your living costs and others by yourself.
Q: O-NECUSプログラムの留学生が応募できる奨学金はありますか？

A: JASSO（日本学生支援機構）奨学金に応募することが出来ますが，これには O-NECUS の留学生

以外も応募します。支給者数には限りがあり，全ての留学生がもらえるわけではありません。もし，奨

学金が受給できない場合は，生活費等は自己負担となります。

7. Q: Do you have any other scholarship than JASSO?
A: It is most likely that you can not get other scholarship because O-NECUS students are Non-
regular student.
Q：JASSO奨学金以外の奨学金がありますか？

A：O-NECUS留学生は非正規生であるため、他の奨学金はもらうことができない可能性が高いです。

8. Q: When will I receive my admission decision and how?
A: Okayama University will send you the letter to your university by early May.

Do not send your documents here directly!



Q: 選考結果は，いつどのように知ることが出来ますか？ 

A: 岡山大学からあなたの大学へ，5 月初旬までに郵送で通知します。 

9. Q: What if I want to withdraw from this program?
A: You must make a decision before you write the confirmation letter “Statement of Intent to
Register”.
Q: 合格後に，辞退したい場合は，どのようにすればいいですか？

A: 合格通知とともに送付される「留学意志確認書」により，辞退の意思を知らせて下さい。

10.

11.

Q: My completion date is earlier than O-NECUS Program ends. Can I join the program?
A: This short-term exchange program is based on the international student exchange agreement
between your university and Okayama University. It must be required to retain student status at
your university in China until you study in Japan. If you would like to join the O-NECUS Program,
you must extend or postpone your commencement date.
Q：合格後した場合，１年間の留学期間中に中国大学の修士課程を修了します。よいでしょうか？
A：今回の留学は，大学間の国際交流協定に基づくものです。日本での留学期間中に中国の大学の身分が
無くなることはできません。留学を希望するのであれば，中国の大学の在籍を延長（留年）することを約
束することが必要です。

Q: After complete the master’s course in China, I would like to apply for the doctor’s course at Medicine,
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University. Can I apply?
A: We have made a new selection called “Selection for International Students (Doctor’s course for
Post-O-NECUS Program Students) from 2013 October Enrollment.
Please see the website below for more details.
Q：中国大学の修士課程を修了後に，岡山大学の医歯薬学総合研究科（博士課程）に入学したいと考えて
います。可能でしょうか？

A：2013 年 10 月入学より，O-NECUS プログラム修了者外国人留学生特別入試を新設しました。詳しくは次
のページをご覧ください。
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/prospective_international_student.html




