２０２１年度秋派遣 長期協定留学生募集要項
中国 ： 復旦大学・上海交通大学・
華東政法大学・広東外語外貿大学
台湾 ： 淡江大学・実践大学
出 願 期 間 ：２０２０年１１月２日（月）～１１月９日（月）
派 遣 人 数 ：各１名（予定）
派 遣 期 間 ：中国：２０２１年９月～２０２２年８月
※広東外語外貿大学は半期の出願が可能（２０２１年９月～２０２２年２月）
台湾：２０２１年９月～２０２２年６月または２０２１年９月～２０２２年１月
１．出願資格
【復旦大学・上海交通大学・華東政法大学】
（１）学部学生（出発時点で学部在籍１年以上）であり、派遣期間中も本学に在籍することが確実であること。
なお、最終的に所属学部教授会所定の留学許可必要単位数の修得が必要であり、また、「長期協定留学
制度(JSAF を除く)」による留学は、学部学生・大学院学生として各 1 回を上限とする。
（２）協定校において修学するに当たり次の語学要件を満たすこと。
派遣時までに最低１年間の中国語の学習を修了または同等レベル以上の中国語能力を有していること
（中国語検定・HSK 試験等の検定試験を受検していることが望ましい）。
（３）出願時に次の通算 GPA を有すること。
復旦大学：2.5 以上、上海交通大学：3.0 以上、華東政法大学：2.5 以上
（４）心身ともに健康な者。
留学中、自己責任で心身の健康管理ができる者。長期の留学に際して健康面で気になることがある場合
は、事前にかかりつけの医師へ相談等を行い、留学に際して必要な準備・対策を行えること。
（５）中国籍以外の者
【広東外語外貿大学】
（１）学部学生（出発時点で学部在籍１年以上）または大学院学生（博士前期課程かつ出発時点で大学院在籍
1 年以上）であり、派遣期間中も本学に在籍することが確実であること。なお、学部学生の場合は最終的
に所属学部教授会所定の留学許可必要単位数の修得が必要であり、大学院学生の出願は受入れ先に
おいても同等水準での修学を前提とすること。また、「長期協定留学制度(JSAF を除く)」による留学は、学
部学生・大学院学生として各 1 回を上限とする。
（２）協定校において修学するに当たり次の語学要件を満たすこと。
派遣時までに最低１年間の中国語の学習を修了または同等レベル以上の中国語能力を有していること
（中国語検定・HSK 試験等の検定試験を受検していることが望ましい）。
（３）出願時に通算 GPA2.7 以上を有すること。
（４）心身ともに健康な者。
留学中、自己責任で心身の健康管理ができる者。長期の留学に際して健康面で気になることがある場合
は、事前にかかりつけの医師へ相談等を行い、留学に際して必要な準備・対策を行えること。

【淡江大学・実践大学】
（１）学部学生（出発時点で学部在籍１年以上）または大学院学生（博士前期課程かつ出発時点で大学院在籍
1 年以上）であり、派遣期間中も本学に在籍することが確実であること。なお、学部学生の場合は最終的
に所属学部教授会所定の留学許可必要単位数の修得が必要であり、大学院学生の出願は受入れ先に
おいても同等水準での修学を前提とすること。また、「長期協定留学制度(JSAF を除く)」による留学は、学
部学生・大学院学生として各 1 回を上限とする。
（２）協定校において修学するに当たり次のいずれかの語学要件を満たすこと。
A．派遣時までに最低１年間の中国語の学習を修了または同等レベル以上の中国語能力を有しているこ
と（中国語検定・HSK 試験等の検定試験を受検していることが望ましい）。
B．出願時に以下のスコアを有していること（英語での選考を希望する場合）。
淡江大学：TOEFL iBT 61 以上
実践大学：TOEFL iBT 72 または IELTS（Academic） 5.5 以上
（３）出願時に通算 GPA2.5 以上を有すること。
（４）心身ともに健康な者。
留学中、自己責任で心身の健康管理ができる者。長期の留学に際して健康面で気になることがある場合は、
事前にかかりつけの医師へ相談等を行い、留学に際して必要な準備・対策を行えること。
※新型コロナウイルスの影響により TOEFL-iBT や IELTS の試験が中止になったことに配慮し、2021 年度秋派遣長期協定留学の出願
において、オンラインで自宅受験する TOEFL-iBT Special Home Edition および IELTS Indicator のスコアでの出願を認めます。

２．学費
（１）協定校への納付金

授業料およびその他の納付金は免除される。

（２）成蹊大学への納付金

留学期間中の授業料等納付金の３分の２が減額される。

３．諸費用
渡航費､旅費、ビザ申請手続きに係る諸費用、成蹊大学が指定する海外旅行保険・危機管理サービス利用
料金、その他生活費等は全額自己負担とする。
４．出願受付
（１）出願方法 ： 出願書類一式を国際課へ郵送
※簡易書留、レターパックプラス、レターパックライトなどの追跡確認可能な方法で
郵送すること。
※窓口での受付は行わないので注意すること。
（２）期 間

： 2020 年 11 月 2 日（月）～ 11 月 9 日（月）（※必着）

（３）送付先

： 〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 成蹊大学 国際課

５．出願書類
（１）留学願書（留学願）（※所定書式・A4 サイズ）
（２）志望理由書（※所定書式・A4 サイズ）
（３）個人情報開示に関する同意書（※所定書式・A4 サイズ）
（４）中国語検定、HSK 試験等の結果を証明する書類のコピー（※留学願書に記載する場合のみ。淡江大学・
実践大学志望者で英語で出願する場合は、TOEFL iBT、IELTS のスコアを必ず提出すること。）
※出願書類は、成蹊 PORTAL より、各自でダウンロードしてプリントアウトし、必要事項を記入すること。
※自宅等で出願書類をプリントアウトできない場合には、国際教育センター（ siis@jim.seikei.ac.jp ）に
メールで問い合わせること。（料金着払いでの郵送受取りについて案内します。）
※出願にあたっては、「成蹊大学における個人情報の取扱い」による取扱いの他、留学諸手続きに

必要な範囲内で留学先大学やその他関係機関へ提供されることに同意の上、出願すること。
６．選考
（１）第一次選考 ： 書類審査
結果発表

： 11 月 24 日（火）成蹊 PORTAL にて発表

（２）第二次選考 ： 面接（中国語、日本語 ※淡江大学・実践大学に英語で出願する場合は英語の面接もあり）
日

時

： 11 月 28 日（土）9:00～（予定 ※変更の可能性あり）

方

法

： Zoom を使用してオンラインで実施（予定 ※変更の可能性あり）

※筆記試験は実施しない。
７．派遣候補者発表
12 月 2 日（水） 成蹊 PORTAL にて発表
８．単位認定
標記協定大学で履修した授業科目については、学部では 60 単位まで所属する学部／研究科による審査
の上、認定を受けることができる。
９．成蹊大学外国留学奨学金
派遣決定者で、中国語検定３級もしくは HSK 試験４級以上を取得している者は、応募することができる。
10．協定校の概要
【中国】
復旦大学（Fudan University）
所在地：上海

http://www.fudan.edu.cn/

創 立：１９０５年

学生数：約３２，０００名

概 要：復旦大学は、中国国家教育部の直轄指導を受ける国家重点建設大学のひとつで、中国国内で
もトップクラスに位置する歴史ある著名な総合大学です。交換留学生は、中国語だけでなく、大
学が開講する多様な科目を学ぶチャンスがあります。（寮の申請は復旦大学のHPにて先着順で
受け付けられます。定員に達し、申請ができなかった場合には個人手配となります。）
上海交通大学 （Shanghai Jiao Tong University）
所在地：上海

創立：１８９６年

http://www.sie.sjtu.edu.cn/cn/
学生数：約２３，９００名

概要：上海交通大学は、上海市内に５つのキャンパスを持つ総合大学で、中国人の手で創設された最
古の大学を起源とする歴史のある大学です。理工系の伝統が強く、江沢民の出身校としても有名
な名門校です。
華東政法大学 (East China University of Political Science and Law）
所在地：上海

創 立：１９５２年

www.ecupl.edu.cn/

学生数：約２１，０００名

概 要：華東政法大学は、全国トップレベルの法学科を持つ総合大学で、法律分野や新聞メディア分野
の人材育成拠点となっています。特に法律史や経済法学などに力を入れています。
広東外語外貿大学 (Guangdong University of Foreign Studies）
所在地：広州

創 立：１９６５年

http://www.gdufs.edu.cn/

学生数：約２６，０００名

概 要：広東外語外貿大学は、外国語・対外経済貿易分野に特化した大学です。市内中心部から6km
ほどに位置する広大なキャンパスには、川が流れ、木々が生い茂っています。協定留学生は中
国語コースのほかに、語学レベルに応じて学部授業を履修することができます。

【台湾】
淡江大学（Tamkang University）
所在地：新北

http://www.tku.edu.tw/

創 立：１９５０年

学生数：約２５，０００名

概 要：台北市の北側・新北市に位置する台湾最古の私立大学です。総合大学として、文系・理系問わ
ず様々な分野の学問を提供しています。日本からの留学生も多く、手厚いサポートを受けること
ができます。
実践大学（Shih Chien University）
所在地：台北

https://www.usc.edu.tw/

創 立：１９５８年

学生数：約１５，０００名

概 要：台北松山空港から１駅という好立地にある大学で、洗練されたキャンパスが特徴的です。英語
での教育に力を入れているため、留学中は中国語学習だけでなく英語で学部授業を履修するこ
とができます。

