２０２１年度春派遣

オーストラリア長期協定留学生募集要項
マードック大学・グリフィス大学・モナシュ大学
出願期間 ： 2020 年 6 月 29 日（月）～7 月 3 日（金）

郵送（※必着）

派遣人数 ： マードック大学 3 名、グリフィス大学４名、モナシュ大学 若干名
派遣期間 ： マードック大学

2021 年 2 月～2021 年 11 月(1 年のみ)

グリフィス大学 2021 年 2 月～2021 年 10 月(1 年)／2021 年 2 月～2021 年 6 月(半年)
モナシュ大学

2021 年 2 月～2021 年 11 月(1 年)／2021 年 2 月～2021 年 7 月(半年)

１．出願資格
（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。
（マードック大
学への大学院学生の派遣はなし。）
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することを前提とすること。
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）出願時に次の語学基準を満たしていること。
マードック大学：TOEFL iBT 68, TOEFL ITP 520, IELTS 5.5
グリフィス大学：TOEFL iBT 68(19 on writing,17 on all other skills), IELTS 5.5（各項目 5.0 以上）
モナシュ大学 ：TOEFL iBT 75, IELTS 6.0
ただし、2020 年 10 月までに次の各協定校所定基準（TOEFL、IELTS 等）を満たすことができ
ない場合は、原則として派遣は認められない。
※グリフィス大学、モナシュ大学（オーストラリア校のみ）は、以下の基準に満たない場合、留学開
始期はブリッジングプログラムに参加可能（別途基準あり。有料・全額自己負担。成蹊大学外国留
学プログラム費補助金制度あり）。
※基準は 2020 年 6 月現在。変更の可能性あり

マードック大学：TOEFL iBT 68, TOEFL ITP 520, IELTS 5.5（各項目 5.5 以上）
グリフィス大学：TOEFL iBT 71 (19 on writing,17 on all other skills),
IELTS 6.0（各項目 5.5 以上）
モナシュ大学 ：TOEFL iBT 79 (W21,R13,L12,S18 以上), IELTS 6.5（各項目 6.0 以上）
※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 年春派遣長期協定留学の学内選考において、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ることとします。た
だし、派遣候補者として選ばれた後、協定校へ出願する際には TOEFL iBT や IELTS の公式
テストのスコアが必要となります。
（３）出願時に GPA2.5 以上を有すること。ただし、モナシュ大学出願者は GPA3.0 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
る場合には、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。

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､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 6 月 29 日（月）～ 7 月 3 日（金）
（※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）
注：大学間の併願も可能。他の英語プログラムと併願する場合も願書は１通でよい。
（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） TOEFL、IELTS 等の結果を証明する書類のコピー
※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１次選考：書類審査
結果発表 7 月 14 日（火）成蹊 PORTAL にて発表
（２）第２次選考：面接（英語、日本語）
日

時 7 月 18 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）

７．派遣候補者発表
7 月 22 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、大学院では１０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、TOEFL iBT79 点以上、TOEFL ITP 550 点以上もしくは IELTS6.0 点以上の者
は、応募することができる。

１０．その他
モナシュ大学への派遣者は、①オーストラリア校、②マレーシア校のいずれかを選択すること
ができる。
１１．協定校について
（１）グリフィス大学（Griffith University）
所在地：クイーンズランド州の州都ブリスベン郊外の Nathan
学生数：約４８，０００名のうち留学生数８，５００名
派 遣：１９９１年に派遣開始
グリフィス大学ホームページ： https://www.griffith.edu.au/

（２）モナシュ大学 (Monash University)
所在地：（オーストラリア）ビクトリア州の州都メルボルン郊外の Clayton
（マレーシア）クアラルンプール郊外
学生数：約８４，０００名のうち留学生数２７，０００名
派 遣：１９９６年に派遣開始
モナシュ大学ホームページ：（オーストラリア） https://www.monash.edu/
（マレーシア）
https://www.monash.edu.my/

（３）マードック大学 (Murdoch University)
所在地：西オーストラリア州の州都パース郊外
学生数：約２３，０００名のうち留学生数１，４００名
派 遣：１９９６年に派遣開始
マードック大学ホームページ： https://www.murdoch.edu.au/

１２．注意事項
※渡航先の国や地域が、外務省海外安全ホームページの危険度レベル２以上に該当する場合は、留学
許可は取消しとなる。また、渡航先の国や大学の事情などによって留学ができないこともあるので、
了承のうえ出願すること。
※派遣候補者に選ばれた学生は、指定された期日までに健康診断証明書を提出すること。

