
法学部・法学研究科  

平成 30年度第 2回協定派遣交換留学生募集 
 

法学部・法学研究科の部局間協定校への交換留学生（2019年春派遣）を募集します。    

交換留学生は、神戸大学に在籍しながら 1学期間または 2学期間、海外の協定校に留学して単位を取得

します。取得した単位は、教務委員会および教授会の審議を経て認められた場合、卒業に必要な単位と

して単位互換されます。申請を希望される方は、下記の本学部・研究科 HPから申請書類をダウンロード

して必要事項を記入の上、締切日までに教務係まで提出してください。 

国際提携委員会において書類選考を行い、教授会にて最終決定を行います。なお、本学部・研究科か

らの推薦決定後、派遣先大学側での選考により受入不可となることもありますので、予めお含みおきくだ

さい。たくさんのご応募をお待ちしています。 

 

☞本募集要項は下記のURLに掲載しています。 

URL：http://www.law.kobe-u.ac.jp/undergraduate/students/abroad.html 

 

募集期間 平成 30年 5月 10日（木）～7月 13日（金）17:00まで 

申請期間 平成 30年 6月 14日（木）～7月 13日（金）17:00まで 

申請書類 各大学別募集要項参照 

申請先 法学部・法学研究科教務係 

選考方法 法学部・法学研究科国際提携委員会において選考を行い、教授会にて最終
決定となります。なお、法学部・法学研究科からの推薦決定後、協定大学側
での選考により受入不可となることもあります。 

選考結果通知 平成 30年 7月下旬予定 

授業料等について 協定に基づき、留学先の大学では学費を徴収されませんが、本学に在籍した
ままなので神戸大学に授業料を納める必要があります。 

単位認定について 協定に基づき、留学先で取得した単位は教務委員会および教授会の審議を
経て卒業に必要な単位として認められることがあります。事前に指導教員、
教務係に相談してください。 

留学中の保険につ

いて 

海外渡航・滞在中の事故や病気に備え、必ず保険の準備をしてください。本
学の海外派遣プログラムで海外渡航する学生は、「学研災付帯海外留学保
険」へ原則加入することとなっています。 

神戸大学危機管理

制度について 

「危機管理システム」への加入が義務付けられています。担当係からの指示
に従い手続きし、海外渡航前の危機管理オリエンテーションに出席してくださ
い。 

問い合わせ先 法学部・法学研究科教務係 
TEL：078-803-7234   
Email：law-kyomu-inter@office.kobe-u.ac.jp 

 

 

 
 

 

http://www.law.kobe-u.ac.jp/undergraduate/students/abroad.html


 

法学部・法学研究科協定校一覧 

 

 国・地域 協定校 

欧州 

英国 ロンドン大学クイーンメアリ校・ダンディー大学 

ベルギー リエージュ大学 

ドイツ ベルリン経済法科大学・オスナブリュック大学・ハンブルク大学 

フランス リール政治学院 

イタリア ミラノ大学 

アジア 

中国 香港大学・汕頭大学・厦門大学・蘭州大学・マカオ大学・復旦大学 

台湾 国立政治大学・国立台北大学・東呉大学 

韓国 韓国カトリック大学・国立全南大学 

マレーシア マレーシア国民大学 

ベトナム 経済法律大学（ベトナム国家大学ホーチミン校） 

インドネシア インドネシア大学 

オセアニア 

オーストラリア シドニー大学 

ニューカレドニア ニューカレドニア大学 

南米 ブラジル リオデジャネイロ州立大学 



CEFR/ IELTS/ TOEFL-iBT 対照表

CEFR TOEFL-iBT

C2

C1 95-120

B2 94-72

B1 42-71

A2

A1

■CEFR: Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）

C2

C1

B2

B1

A2

A1

（出典）　ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構

いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文章を理解して、含意を把握できる。言

葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。社

会生活を営むため、また学問上や職業上の目的で、言葉を柔軟かつ効果的に用いる

ことができる。複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の詳細な文章を作

ることができる。

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複

雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にや

り取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な文

章を作ることができる。

仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方で

あれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こり

そうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のあ

る話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。

ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係が

ある領域に関しては、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日常的な範囲な

ら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは

理解し、用いることができる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるとこ

ろや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、

答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得

られるならば、簡単なやり取りをすることができる。

IELTS

8.5-9.0

7.0-8.0

5.5-6.5

4.0-5.0

（出典）"大学入試英語成績提供システムへの参加要件を満たしている資格・検定試験とCEFRとの対照表について".

               文部科学省.  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/1402610.htm, （参照 2018-05-02）

熟達した

言語使用者

自立した

言語使用者

基礎段階の

言語使用者

聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解することができる。いろいろ

な話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構築

できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。



 派遣交換学生募集要項 

派遣大学 ロンドン大学クイーンメアリ校（英国・ロンドン） 

Queen Mary University of London  

URL:http://www.qmul.ac.uk/ 

派遣先部局 School of Law 

協定校について ロンドン大学クイーンメアリ校・法学研究科は 1965 年に設立された。2014～2015

年度に学生 1,939 人、教員 115 名を抱え、ロンドン大学の中でも有数のカレッジ

である。法学部（the Department of Law）と商事法研究所（CCLS）で構成され

ており、商事法研究所は商事法に特化した大学院研究所である。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

 

毎年 3 名 

・学部生（2 年生以上） 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 1 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 春学期】2019 年 1 月～6 月 ※試験期間 2019 年 4 月～6 月 

【2019 秋学期】2019 年 9 月～12 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 下表の IELTS(SELT) スコア必須【絶対要件】 

スコアに応じて事前英語学習プログラム等の受講が必要になります 

 
 

Required English Programme IELTS (Writing) 

【学部生】 

No Pre-sessional required 7.0 (6.5 W) 

5 week Pre-sessional & In-sessional Programme 6.5 (6.5W) or 7.0(6.0W) 

【大学院生】 

No Pre-sessional required 7.0 (7.0 W) 

In-sessional Programme required 

(Five week Pre-sessional recommended) 

7.0 (6.5W)  

5 week Pre-sessional & In-sessional Programme 6.5 (6.5W) or 7.0(6.0W) 

成績要件 GPA3.0 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. IELTS スコアの写し 

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

法学部・法学研究科 

http://www.qmul.ac.uk/


 

 

         派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ダンディー大学（スコットランド・ダンディー） 

University of Dundee 

URL:http://www.dundee.ac.uk/  

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について ダンディー大学は、学生数 17,000 人、スタッフ数 3,000 人を誇る総合大学で

ある .セント・アンドリュース大学の一部として 1881 年に創設された

University College に起源があり、人文社会科学・医学・工学など 16 の学部

を有する。2011 年 TIMES のランキングでは世界 140 位になり、学生満足度

では UK で 1 位となった。イングランドとスコットランドでは法制度が異なる

が、同大学法学部はそのどちらの法律家資格にも対応した教育を提供できる連

合王国唯一の教育機関である。また、「法と経済学」の父である Ronald Coase

（ノーベル賞受賞者）が若き日に教鞭を執った教育機関としても知られる。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 5 名 

・学部生（2 年生以上） 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 1 月より１学期間 

【2019 春学期】2019 年 1 月～5 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 IELTS (SELT) 6.5以上 (Writing 6.0,その他項目5.5以上) またはTOEFL-iBT 

88 以上 (L21; S20, R20, W23 以上) 

※要件未満の場合は応相談 

成績要件 GPA3.3 以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. IELTS または TOEFL-iBT スコアの写し 

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考 ダンディー大学との協定に基づき、留学先のダンディー大学ではプログラム参

加費として、約 4,500 ポンド（金額変動の可能性あり）を納める必要がありま

す。また、本学に在籍したまま留学しますので、神戸大学にも授業料を納める

必要があります。 

法学部 

http://www.dundee.ac.uk/


 

  

       派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学  

 

リエージュ大学 (ベルギー・リエージュ)  

University of Liege Université de Liège 

URL: https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege 

派遣先部局 Faculty of Law, Political Sciences 

協定校について ベルギーのフランス語圏の都市、リエージュに位置する総合大学。創立は 1817

年で、現在は哲学・人文学部部、法学・政治学部、理学部、医学部、応用科学

部、獣医学部、心理・教育学部、経済・経営スクール、人文・社会学スクール

を擁し、学生数は約 21,000 人（うち、外国人留学生約 4,600 人）。世界の大学

ランキングにおける位置は、QS 社の 2013 年度版では 240 位、

TIMES2013-2014 年度版では、301-350 位となっている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生（2 年生以上） 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 春学期】2019 年 2 月～6 月  

【2019 秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 フランス語・英語 

主にフランス語 

語学要件 フランス語 CEFR B1 レベル以上【絶対要件】 

又は 

英語 CEFR B1 レベル以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等）  

5. フランス語能力試験スコアの写し（フランス語での授業履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

 

 

法学部・法学研究科 

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege


 

 

           派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルリン経済法科大学（ドイツ・ベルリン）  

Berlin School of Economics and Law Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

URL: http://www.hwr-berlin.de/en/ 

派遣先部局 Department of Public Administration, Law, International Security 

Management 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年夏学期】2019 年 3 月～2019 年 8 月 

【2019 年冬学期】2019 年 9 月～2020 年 2 月  

授業での使用言語 英語・ドイツ語 

語学要件 英語 CEFR B2 レベル以上【絶対要件】 

又は 

ドイツ語 CEFR B2 レベル以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等） 

5. ドイツ語能力試験スコアの写し（ドイツ語での授業履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考 ドイツベルリン経済法科大学に Semester Fee（ID カード・通学券等）を支払う

必要があります。 

 

 

法学部・法学研究科 

http://www.hwr-berlin.de/en/


 

  

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 オスナブリュック大学（ドイツ・オスナブリュック） 

Osnabruck University Osnabrück University 

URL: http://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html 

派遣先部局 School of Law 

協定校について 1648 年にウェストファリア条約が締結されたニーダーザクセン州のオスナブリ

ュック市に位置する。1974 年に設立され、ドイツの大学として歴史は比較的新

しいが、11 の部局を有する総合大学である。特に法学部は、多くの著名な教授

陣を擁しており、ドイツにおいても高い評価を得ている。現在、ヨーロッパにお

いては、民法典の統一、標準民法典の作成に向けた活動が盛んであり、その中で

最も注目を集めている DCFR （Principles, Definitions and Model Rule of 

European Private Law, Draft Common Frame of Reference）を作成した Aqui 

Group と呼ばれる研究者集団の拠点は、同大学のヨーロッパ法研究所であり、

ヨーロッパ法研究の中心として最も重要な活動拠点の 1 つとなっている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 4 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 4 月～7 月 

【2019 年冬学期】2019 年 10 月～2020 年 2 月 

授業での使用言語 ドイツ語 

語学要件 ドイツ語 CEFR B1 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. ドイツ語能力試験スコアの写し 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考 オスナブリュック大学に Semester Fee として約 330 ユーロ（金額変動の可能性

あり）を支払う必要があります。 

法学部・法学研究科 

http://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html


 

 

     派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ハンブルク大学（ドイツ・ハンブルク）  

University of Hamburg Universität Hamburg 

URL:https://www.uni-hamburg.de/index_e.html 

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について ドイツ・ハンブルク大学は、1914 年に設置されたハンブルク日本学センターを

前身に、ドイツの心理学者で人格主義の哲学者でもある William Stern によって

1919 年に設立された州立の総合大学である。同大学は、法学部、経済・社会学

部、医学部、教育科学・心理学・スポーツ科学部、人文学部、数学・情報科学・

自然科学部の 6 学部、あわせて 22 の学科と研究センターを有する。その中でも

法学部は、設立当初から設置された学部であり、ドイツ法学界において著名な研

究者・教員を配置し、経済学部と共に「ハンブルク・Law & Economics センタ

ー」を設置する、社会科学系分野での中心的部局である。英語で開講している授

業はなく、ドイツ語がわかることが望ましい。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 4 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 4 月～7 月 

【2019 年冬学期】2019 年 10 月～2020 年 2 月 

授業での使用言語 ドイツ語 

語学要件 ドイツ語 CEFR B1 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等） 

5. ドイツ語能力試験スコアの写し 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考 ハンブルク大学に Semester Fee として約 300 ユーロを支払う必要があります。 

法学部・法学研究科 

https://www.uni-hamburg.de/index_e.html


 

 

           派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 リール政治学院（フランス・リール） 

Sciences Po Lille 

URL: http://www.sciencespo-lille.com  

協定校について リール政治学院（Sciences Po Lille）は、1991 年に設立されたフランス国立政

治学財団の管理下にある政治学院の一つである。学士過程、修士課程から成り、

1,850 人の学生数（2014 年度）の内 250 人は外国人留学生である。37 人の常勤

教員と380人の非常勤講師の他、毎年50人の海外からの客員教員を迎えている。

50 か国の大学と 180 の交流協定を締結し、毎年 280 人の学生が海外で留学・イ

ンターンシップを行っている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 1 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 1 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～12 月 

授業での使用言語 フランス語・英語 

主にフランス語・英語による授業も 1 学期間に最大 10 講義ほどある 

語学要件 フランス語 CEFR B2 レベル以上 

又は 

英語 CEFR B2 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等）  

5. フランス語能力試験スコアの写し（フランス語での授業履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://www.sciencespo-lille.com/


 

        

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ミラノ大学（イタリア・ミラノ） 

University of Milan Università degli Studi di Milano 

URL: http://www.unimi.it/ENG/default.htm  

派遣先部局 Department of Social and Political Sciences 

Department of Private Law and History of Law 

Department of Italian and Supranational Public Law 

Department of Legal Sciences ‘Cesare Beccaria’ 

協定校について イタリア・ミラノにて 1859 年に創設された Accademia Scientifico –Letteraria 

（文理学会）に継ぐ 1924 年創立のミラノ大学は、学生数約 6 万人と教員研究者

数約 2,500 人の大規模な公立大学である。法学・医学・農学・科学・語学など 9

学部・学院（Facoltà e Scuole）と 31 学科（Dipartimenti）もあり、ヨーロッ

パ研究大学連盟（英語: League of European Research Universities、略称：

LERU）のメンバーでもある。イタリア国内公立大学ランキングでは 13 位に位

置し、授業はイタリア語と英語で提供するなど、国際化にも力を入れている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 (Department of Social and Political Sciences 対象) 

毎年 2 名 (上記以外の 3 部局対象) 

・学部生（2 年生以上） 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～7 月 

【2018 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 2 月 

授業での使用言語 イタリア語・英語 

主にイタリア語 

語学要件 英語 CEFR B1 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL-iBT） 

5. イタリア語能力試験スコアの写し（イタリア語での授業履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://www.unimi.it/ENG/default.htm


 

 

     派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 香港大学（中国・香港）  

The University of Hong Kong 

URL http://www.hku.hk/ 

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について 香港最初の法学部として 1969 年に設立され、現在は 17 の法域をカバーする約

60 名の専任教員と,約 1500 名の学生を有するアジア屈指の法学部である。LL.B. 

J.D, Ph.D.及び様々な分野の LL.M.のプログラム等を展開している。イングラン

ド法の伝統を汲むコモンローに加えて、中国法等に関する教育も行う。香港大

学は社会科学分野で Times 世界ランキング 39 位に位置する。法学部の多くの講

義は英語で提供されており、海外からの留学生も多い。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダ

ー】 

2019 年 1 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 1 月～5 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～12 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 IELTS 7.0 以上（各項目 6.5 以上）または TOEFL-iBT97 以上【絶対要件】 

成績要件 GPA3.33 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. IELTS または TOEFL-iBT スコアの写し 

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

法学部 

http://www.hku.hk/


 

 

        派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 汕頭大学(中国・汕頭) 

Shantou University 

URL: http://english.stu.edu.cn/index.php 

派遣先部局 Law School 

協定校について 汕頭大学法学院は、1981 年に広東省によって設立された比較的新しい大学であ

る。国際化に向けて精力的な活動を行っており、香港大学やカナダの McGill 大

学法学部とも連携して、中国における新しい形の法学教育の確立を目指してい

る。そのキャンパスは極めて恵まれた環境を誇り、立派な図書館や国際学会を開

催できるホテル設備をもったコンフェレンスレンスセンターを有している。法学

院は、海外大学の学位をもった専任教員を多数有しており、海外からの短期招聘

の教員も含め、多くの講義が英語で提供されている。また学生の中国の司法試験

における合格率は 70%という抜群の高さを誇り、司法界で活躍する卒業生も急

増している。  

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生  

派遣時期・期間 

【学業カレンダ

ー】 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 3 月～7 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 なし 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. 中国語能力試験スコアの写し（中国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://english.stu.edu.cn/index.php


  

 

            派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 厦門大学（中国・厦門） 

Xiamen University 

URL: http://en.xmu.edu.cn 

派遣先部局 School of Law 

協定校について 1921 年に実業家の陳嘉庚に創設され、1937 年南京人民政府の主導により国立大

学となった。南京条約による共同租界という土地柄、国際的な教授陣に恵まれ、

林語堂、魯迅も教鞭をとったことで知られる。1949 年 10 月に共産党軍に占領

されるまで長く大学の自治が維持され、多くの外国人研究者を擁していた。現在

は 26 学院 66 学科に約 40,000 人（留学生約 2,700 人を含む）が学ぶ総合大学と

なっている。台湾を眺める「海上の花園」と呼ばれる厦門島の一番景色の良い場

所に校舎があり、中国一閑静で美しいキャンパス環境を誇っている。中国政府に

よる 211 工程、985 工程の両方に選ばれた国家重点大学であり、高い水準の研究

教育を維持している。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 IELTS6.0 以上 または TOEFL-iBT 80 以上 

又は 

中国語検定（HSK）5 級以上（中国語での履修希望者） 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書  

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等）  

5. 中国語能力試験（HSK）スコアの写し（中国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://en.xmu.edu.cn/


  

      

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 蘭州大学（中国・甘粛省） 

Lanzhou University  

URL: http://en.lzu.edu.cn/ 

派遣先部局 Law School 

協定校について 蘭州大学は中国の 211 プロジェクト･985 プロジェクトの双方に指定された教育

部直属の重点総合大学である。国内最高水準の理科学研究に加え、西北地区の

地方経済発展や生態保護、少数民族文化の研究教育を強みとする。1909 年創立

の甘粛法政学堂が前身。1913 年に甘粛公立法政専門学校となり、1946 年に国立

蘭州大学に名称変更された。最近において習近平国家主席が強力に推進する「シ

ルクロード経済ベルト」と「一帯一路」構想の提唱によって、その交通の要路

にある蘭州大学の社会科学系教育研究への期待が大いに高まっている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 3 月～7 月    

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月      

授業での使用言語 中国語 

語学要件 中国語検定（HSK）5 級以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等） 

5. 中国語能力試験スコアの写し（HSK） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

  

 

 

 

法学部・法学研究科 

http://en.lzu.edu.cn/


  

 

       派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 マカオ大学（中国・広東省珠海市）  

University of MACAU Universidade de MACAU 

URL: http://www.umac.mo/fba/exchange/ 

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について 1981 年に設立された大学であり、学生数は約 9,400 名。キャンパスは中国本土

の広東省珠海市に位置している。地理上は中国本土にあるが、法律やインフラは

マカオのものが適用され、事実上マカオの租借地となっている。キャンパスでは

マカオの社会を反映し、中国、ポルトガル、アメリカ、ヨーロッパ、その他世界

中からの学生が集い、世界の言語がキャンパスを飛び交う。図書館は学術書籍を

約 200,000 巻所蔵するなど、名実ともにマカオを代表する大学である。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 1 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 1 月～5 月 

【2019 年秋学期】2019 年 8 月～12 月 

授業での使用言語 英語・中国語・ポルトガル語 

主に英語 

語学要件 IELTS6.0 以上（各項目 5.5 以上）または TOEFL-iBT80 以上 

※過去 2 年間以内に受験した試験結果のみ有効 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL-iBT） 

5. 中国語能力試験スコアの写し（中国語での授業履修希望者のみ） 

6. ポルトガル語能力試験スコアの写し（ポルトガル語での授業履修希望者の

み） 

7. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学研究科 

http://www.umac.mo/fba/exchange/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E6%9D%B1%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E6%9D%B1%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E5%80%9F%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%AB


 

 

         派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 復旦大学（中国・上海）  

Fudan University  

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

派遣先部局 Law school 

協定校について 復旦大学は 1905 年に上海に創設された中国屈指の大学であり、約 15%の留学生

を含めて総学生数は約 3 万人である。2016～2017 年の TIMES World Ranking

は 155 位、アジアでは 19 位に位置する。法学院も中国のトップレベルにあり、

高い研究教育の水準を誇っている。現在、専任教員は 55 名であり、海外留学経

験者も多い。復旦大学法学院の 2016 年の QS のランキングでは、51〜100 位と

なっている、上海の地の利を得て、国際化に積極的に取り組んでいる。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎学期 2 名 

・学部生（3 年生以上） 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～7 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 IELTS 6.5 以上または TOEFL-iBT90 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等）  

5. 中国語能力試験スコアの写し（中国語での授業履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

 

法学部・法学研究科 

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


 

 

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 国立政治大学（台湾・台北） 

National Chengchi University 

URL: http://www.nccu.edu.tw/?locale=en 

派遣先部局 法学院 

協定校について 国立政治大学(公用語表記: 國立政治大學)は、 台湾台北市文山区指南路 2 段 64

番に本部を置く台湾の国立大学である。1927 年に設置された。 9 学部 33 学科、 

学生数 15,000 名、教員数 630 名余を有する。台湾教育部による重点予算五カ年

計画の対象となっており、世界の大学ランキングで TOP300 にランクインする。

法学院は約 40 名の専任教員をそろえ、現代社会の変化に対応した多様な専門科

目を用意している。法学院は、 法学部のほかに、 大学院法学研究科(修士課程，

博士課程)、 大学院法律総合研究科（学際的融合する新たな特色ある専門職大学

院，修士課程）が設置され、7 つの研究センター（公法学・民法学・刑法学・財

経法学・労働法・社会法・基礎法学・中国大陸法制）を有する。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 IELTS6.0 以上または TOEFL-iBT80 以上または TOEIC700 点以上 

又は 

TOCFL Superior または HSK4 級以上 

※要件未満の場合は応相談 

成績要件 GPA2.5 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC） 

5. 中国語能力試験スコアの写し（TOCFL, HSK）（中国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://www.nccu.edu.tw/?locale=en


 

      

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 国立台北大学（台湾・台北）  

National Taipei University 

URL: http://www.ntpu.edu.tw 

派遣先部局 原則として法律学院 

協定校について 国立台北大学（公用語表記：國立臺北大學）は、台湾台北市民生東路三段 67 番

に本部を置く台湾の国立大学である。6 学部 16 学科、学生数 10,000 名、教員数

500 名余を有する。現在学部課程、修士課程、博士課程及び法科大学院を設置し

ている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダ

ー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間  

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 IELTS5.5 以上または TOEFL-iBT 71 以上または TOEIC750 点以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC）  

5. 中国語能力試験スコアの写し（中国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法学部・法学研究科 

http://www.ntpu.edu.tw/


 

 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 東呉大学（台湾・台北）  

Soochow University 

URL: https://www-en.scu.edu.tw 

派遣先部局 School of Law 

協定校について 東呉大学は、1951 年に台北市に設立された私立総合大学である。6 学部から構

成され、特に法学や会計学等の人文社会科学系の研究を強みとし、政治学の分野

では多くの教員が台湾中央研究院に所属している。学生数は約 13,000、教員数

は約 1,200。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダ

ー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語・中国語 

語学要件 なし 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. 中国語能力試験スコアの写し（中国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

法学部・法学研究科 

https://www-en.scu.edu.tw/


 

  

    派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 韓国カトリック大学（韓国・ソウル） 

Catholic University of Korea 

URL:https://www.catholic.ac.kr/english/html/main.html 

派遣先部局 Law, Economics& Public Administration, International Studies 

協定校について 韓国カトリック大学は 150 年余りの伝統があり、ソウルを中心に 3 つのキャン

パスを持つ総合大学である。学部は、人文学部、社会科学部、経済学部、法学部、

政経学部、国際学部、看護学部など 20 以上もある。2009 年に聖心キャンパス

に 1,200 名収容の英語寮を開設し、International Hub として、外国協定校の学

生達のための韓国文化研修プログラムも併設している。英語のみで意思疎通を図

るグローバルラウンジの設置や様々なグローバルプログラムの運営なども行わ

れており、グローバル社会に誇れる人材育成を目指している。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 3 月～6 月   

【2019 年秋学期】2019 年 8 月～12 月 

授業での使用言語 英語・韓国語 

語学要件 なし 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. 韓国語能力試験スコアの写し（韓国語での履修希望者のみ） 

6. 社会学生については、勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等が必要 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

 

法学部・法学研究科 

https://www.catholic.ac.kr/english/html/main.html


 

 

        派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 国立全南大学（韓国・光州広域市） 

Chonnam National University 

URL:http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx 

派遣先部局 法科大学校 

協定校について 韓国でもトップ 10 に入る研究力を備えた国立全南大学校は、韓国南部の光州広

域市にキャンパスを有する。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 1 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 3 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～12 月 

授業での使用言語 英語・韓国語 

語学要件 TOEIC700 点以上 

又は 

韓国語能力試験 TOPIK3 級以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. 韓国語能力試験スコアの写し（TOPIK）（韓国語での履修希望者のみ） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

法学部・法学研究科 

http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx


 

  

      派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 マレーシア国民大学（マレーシア・セランゴール州バンギ） 

University Kebangsaan Malaysia（UKM） 

URL:http://www.ukm.my/portal/ 

協定校について マレーシアのトップ大学の１つである。長い歴史的経緯を経て 1970 年に創立さ

れたマレーシア悲願の国立大学である。2014 年の QS の世界ランキングで 259

位に位置する。総合大学として文理全般において高い評価を得ている。クアラル

ンプールの郊外に壮大なキャンパスを構え、17,500 人の学部生と 5,100 人の大

学院生を有する。そのうち 1,370 人は世界３５カ国からの留学生である。12 学

部・12 センター･14 研究所を現在有しており、マレーシアに 5 校ある研究大学

として、教育研究の両面において高い水準を誇っている。歴史的な経緯もあり、

多くの教員学生はマレー系である。社会科学系学部の評価は特に高く、教員の多

くは博士号を有している。連合王国等で教育を受けた教員も多数を占める。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 5 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 IELTS 6.0 以上 または TOEFL-iBT 80 以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL 等）  

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://www.ukm.my/portal/


 

 

        派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 経済法律大学（ベトナム国家大学ホーチミン校）（ベトナム・ホーチミン） 

University of Economics and Law（UEL）  

（Vietnam National University in HO CHI MINH CITY） 

URL:https://en.uel.edu.vn 

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について UEL は 2000 年にベトナム国家大学ホーチミン校（VNU-HCM）の経済学部と

して設立され、2010 年に独立の大学となった。法律学と経済学との融合を目指

す教育研究活動を精力的に展開しており、経済学部･法学部に加えて Banking & 

Finance, Accounting and Auditing, Managerial Information Technologyなど7

つの学部を有する。ホーチミン市の郊外にある、ハイテクパークとも隣接した

VNU-HCM の広大なキャンパスの中に新設された学舎を有し、VNC-HCM の一

部として優れた教育研究環境を共有している。学生はキャンパス内にある新しい

学生寮で生活をする予定である。全学として学生の英語能力向上に取り組んでお

り、英語での講義科目の提供も進んでいる。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 3 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より原則として 1 年間もしくは 1 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 8 月～2019 年 12 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 TOEIC 500 点以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. TOEIC スコア証明書の写し 

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

https://en.uel.edu.vn/


 

 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 インドネシア大学（インドネシア・ジャカルタ） 

University of Indonesia 

URL: http://www.ui.ac.id/ 

派遣先部局 Faculty of Law 

協定校について インドネシア大学はインドネシアのトップ大学である。同大学法学部は、1909

年にオランダ植民地政府によって地方裁判所に必要とされる法律的訓練を受け

た人材養成のために創設され、1924 年に高等教育機関へと格上げされた。イン

ドネシア独立戦争後にインドネシア大学に統合され法律･社会科学部となり、 

1959 年に再び法学部と社会科学部に分離された。現在「国際的な名声を確立し

た法学教育及び研究のセンターへと発展すること」を目標に掲げている。英語で

法律教育を行う国際コースが設置されている。修士課程には 7 つの専攻(法と経

済学・国際法・憲法及び行政法・国際取引法・イスラム法・刑事法及び刑事司法・

法/テクノロジー/知的財産)が設置されている。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

 

毎年 1 名 

・学部生（2 年生以上） 

・大学院生 

※大学院生は学部の授業のみ履修可能 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より原則として 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 8 月～12 月 

授業での使用言語 英語・インドネシア語 

語学要件 IELTS 6.0 以上または TOEFL-iBT80 以上 

※要件未満の場合は応相談 

成績要件 GPA3.0 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL）  

5. インドネシア語能力試験スコアの写し（インドネシア語での履修希望者の

み） 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

法学部・法学研究科 

http://www.ui.ac.id/


 

 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 シドニー大学（オーストラリア・シドニー） 

The University of SYDNEY 

URL: https://sydney.edu.au 

派遣先部局 Law school 

協定校について 1850 年にオーストラリア最初の大学として創立された。オーストラリアのグル

ープ 8 及び APRU のメンバーである。オーストラリアサーチカウンシル（ARC）

から競争的資金を得て、国家の先導的立場に立つ。16 学部と 150 以上の研究所

を擁する。ジョンハワードなどオーストラリアをリードする多くの政治家や文化

人を輩出している。2011 年現在、学部生 32,393 名、大学院生 16,627 名を要す

る。ロースクールは 150 年の歴史を誇る。SSRN（Social Science Research 

Network）のランクでオーストラリア 1 位、世界 22 位に位置し、著名な裁判官

や法律家を数多く輩出してきた。学生数は約 3,200 名。また、国際化を推進して

おり、日本との関係では Australian Network for Japanese Law を運営してい

る。2010 年に日本の法科大学院に相当する JD プログラムが新設された。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部生 

・法科大学院生 

派遣時期・期間 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より原則として 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～6 月 

【2019 年秋学期】2019 年 8 月～2019 年 11 月 

授業での使用言語 英語 

語学要件 IELTS 総合 7.5 以上または各項目 7.0 以上 または TOEFL-iBT 105 以上【絶対

要件】 

 

成績要件 GPA 3.0 以上【絶対要件】 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. IELTS または TOEFL-iBT スコア証明書の写し  

5. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

https://sydney.edu.au/


 

 

        

             派遣交換学生募集要項 

 

 

派遣大学 ニューカレドニア大学（ニューカレドニア・ヌメア） 

University of New Caledonia 

URL: http://www.univ-nc.nc/international/unc-international 

派遣先部局 The Department of Law, Economics and Management 

The Department of Literature, Languages and Humanities  

協定校について ニューカレドニアのヌメアに位置する公立大学。1999 年設立。法律・経済・

経営学部、文学・原語・人文科学部（及び研究科）、科学・技術学部（研究科）

からなり、約 3,000 人の学生が在籍する。研究者・教員、職員がそれぞれ 100

人程度（多くが仏本土から派遣）勤務している。教育研究分野で海外の大学と

の協力体制を築くことを優先課題として掲げ、主たる研究分野はニューカレド

ニアの開発、及びアジア太平洋地域との協力関係構築に関するものである。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 2 名 

・学部（2 年生以上） 

・大学院生（ニューカレドニア法を学ぶ意欲のある大学院生） 

派遣時期 

【学業カレンダー】 

2019 年 2 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 2 月～5 月 

【2019 年秋学期】2019 年 6 月～10 月 

授業での使用言語 フランス語 

語学要件 フランス語 CEFR B2 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. フランス語能力試験スコアの写し 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

経済学部・経済学研究科 
国際文化学部・国際文化学研究科 
法学部・法学研究科 

http://www.univ-nc.nc/international/unc-international


  

       

       派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 リオデジャネイロ州立大学 (ブラジル・リオデジャネイロ) 

Federal University of Rio de Janeiro  

URL: http://www.uerj.br/index.php 

派遣先部局 Faculty of law 

協定校について リオデジャネイロ州立大学（UERJ）は 1950 年に設立された約 2 万 3 千人の学

生を有するブラジル屈指の総合大学である。社会科学分野において特に高い評価

を受けてきた。31 の学部課程、40 の大学院課程（2 つの専門職学位課程を含む）

を有する。UERJ は、リオデジャネイロの中心部にキャンパスを構え、優秀な

スタッフに加えて充実した施設を有し、優れた研究教育環境を維持している。 

募集人数 

申請資格（派遣時） 

毎年 1 名 

・学部生 

・大学院生 

派遣時期 

【学業カレンダー】 

 

2019 年 3 月より 1 学期間または 2 学期間 

【2019 年春学期】2019 年 3 月～7 月 

【2019 年秋学期】2019 年 9 月～2020 年 1 月 

授業での使用言語 ポルトガル語 

語学要件 ポルトガル語 CEFR B1 レベル以上 

※要件未満の場合は応相談 

申請書類 

 

 

1. 派遣学生申請書 

2. 成績証明書（英文） 

3. 推薦書 

4. 英語能力試験スコアの写し（IELTS, TOEFL, TOEIC 等）  

5. ポルトガル語の能力試験スコアの写し 

6. 勤務先の推薦書または勤務先派遣同意書等（社会人学生のみ） 

 

推薦決定後は、相手校の要請に応じて様々な書類を作成することになります。 

備考  

 

法学部・法学研究科 

http://www.uerj.br/index.php

