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2017 年１1 月 25 日 

国 際 教 育 センター 

ルノー財団プログラムに派遣する大学院生の募集を下記の通り行います。派遣学生には，留学先大学の登録料・授業料の

他，東京-パリ間の往復航空券代，滞在期間中毎月一定額の奨学金が支給されます。希望者はルノー財団ホームページ

（http://www.fondation.renault.com/）を熟読のうえ，必要書類をそろえて国際教育事務室に提出してください。学内

選考（書類審査および面接審査）を経て，ルノー財団に推薦をします。 

※ルノー財団の事情により，事前に連絡なく出願条件や記載情報が変わることがあります。最新の情報は，必ずルノー財団

のホームページを参照してください。 

１．募集プログラム 

 Mobile and Electrical Vehicle（モビリティと電気自動車）修士号プログラム 

 Transport and Sustainable Development（交通論と持続可能な開発）修士号プログラム 

 MBA in International Management（国際 MBA）修士号プログラム 

２．プログラム概要および応募資格 

Mobility and Electrical Vehicle（モビリティと電気自動車）修士号プログラム 

１．応募資格 下記すべての条件を満たす者 

 （１） 2018 年４月１日時点で，明治大学大学院に在籍する大学院生（ただし，2018 年９月１日時点で３５歳

未満の者）で，大学院委員会で推薦される者（※2018 年３月に研究科卒業見込みの学生も出願可能） 

 （２） 工学学士の学位を取得している者（2018 年３月に本学学部卒業見込みの学生も出願可能） 

 （３） TFI５５０以上のフランス語能力が証明できる証明書を提出できる者 

 （４） 研究科委員会および指導教員の許可を得られる者 

 （５） ルノーグループにおいて企業研修に参加できる者 

 （６） 外国籍の学生（中国籍・韓国籍のみ）も出願できるが，日本国籍保有者が優先される。 

２．派遣期間 

  2018 年 9 月から 2019 年 12 月までの 16 か月間（予定） 

３．プログラム内容 

  以下の URL よりリーフレットをダウンロードし，参照のこと。 

  https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-mve-1.pdf 

４．プログラム詳細  

https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-mobility-and-electric-ve

hicles-masters-degree-program/  

Transport and Sustainable Development（交通論と持続可能な開発）修士号プログラム 

１．応募資格 下記すべての条件を満たす者 

 （１） 2018 年４月１日時点で，明治大学大学院に在籍する大学院生（ただし，2018 年９月１日時点で３５歳

未満の者）で，大学院委員会で推薦される者（※2018 年３月に研究科卒業見込みの学生も出願可能） 

 （２） 工学学士の学位を取得している者（2018 年３月に本学学部卒業見込みの学生も出願可能） 

 （３） TFI５５０以上のフランス語能力が証明できる証明書を提出できる者 

 （４） 研究科委員会および指導教員の許可を得られる者 

 （５） ルノーグループにおいて企業研修に参加できる者 

 （６） 外国籍の学生（中国籍・韓国籍のみ）も出願できるが，日本国籍保有者が優先される。 

２．派遣期間 

  2018 年９月から２０１９年１２月までの１６か月間（予定） 

３．プログラム内容 

  以下の URL よりリーフレットをダウンロードし，参照のこと。 

  https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-master-tradd.pdf 

2018 年度ルノー財団プログラム募集要項（長期／フランス語） 

http://www.fondation.renault.com/
https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-mve-1.pdf
https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-mobility-and-electric-vehicles-masters-degree-program/
https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-mobility-and-electric-vehicles-masters-degree-program/
https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-master-tradd.pdf
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４．プログラム詳細 

https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-transportation-and-susta

inable-development-masters-degree-program/ 

 

MBA in International Management（国際 MBA）修士号プログラム 

１．応募資格 下記すべての条件を満たす者 

 （１） 2018 年４月１日時点で，明治大学大学院に在籍する大学院生（ただし，2018 年９月１日時点で３５歳

未満の者）で，大学院委員会で推薦される者（※2018 年３月に研究科卒業見込みの学生も出願可能）。専

攻分野は不問。 

 （２） TFI５５０以上のフランス語能力が証明できる証明書を提出できる者 

 （３） TOEIC７５０点以上を有する者（２０１５年１月以降に受験したもの） 

 （４） ３年以上の職業実務経験を有する者 

 （５） 研究科委員会および指導教員の許可を得られる者 

 （６） ルノーグループにおいて企業研修に参加できる者 

 （７） 外国籍の学生（中国籍・韓国籍のみ）も出願できるが，日本国籍保有者が優先される。 

 （８） TAGE-MAGE もしくは GMAT 合格スコアを提出できる者 

２．派遣期間 

2018 年９月から２０１９年１０月までの１４か月間（予定） 

３．プログラム内容 

 以下の URL よりリーフレットをダウンロードし，参照のこと。 

  https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-mba-3.pdf 

 

４．プログラム詳細 

https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-international-managem

ent-mba-program/  

 
 

３．応募受付期間 

2017 年 11 月 28 日（火） ～ １2月 4日（月） 

４．応募書類提出場所 

各キャンパスの国際教育事務室（中野キャンパスは中野３階事務室（国際担当））窓口開室時間内 

５．提出書類 

書類はすべて A４サイズ，片面印刷で揃えてください。表紙およびホチキス止めは不要です。自署欄以外はパソコンで作成す

ること（手書き不可）。自署欄は消えるペンの使用不可。応募書類に不備があった場合，書類審査において減点または書

類審査の段階で不採用となる可能性があります。提出前に応募者の責任においてよく確認してください。 

提出書類 注意事項 

１．ルノー財団プログラム志願書  所定様式。 

２．明治大学ルノー財団プログラム

誓約書 

 所定様式。必ず誓約書を熟読の上，提出すること。 

 保証人（保護者）自署・捺印必須。必ず事前に留学について同意を得

ること。 

３．学部および大学院の英文成績

証明書 

 各キャンパスの自動発行機で取得可。 

４．語学能力証明書のコピー  フランス語能力試験のスコアコピー必須。 

 TOEIC が出願条件にある場合は TOEIC スコアコピーも必須。 

５．留学計画書（日本語）  片面印刷２枚以内。 

 日本語で記述。１５００字以上。 

 両端に 1.5cm 以上の余白を残し，文字のサイズは 10.5 ポイント以上。

最後に総字数を明記すること。字数不足および総字数の記載のないもの

は書類不備となる。 

 タイトルは「留学計画書」とし，必ず用紙右上に学部／研究科・学年・氏

名を記載すること。 

６．留学計画書（フランス語）  片面印刷２枚以内。 

 フランス語で記述。８００～１０００単語以内。 

 両端に 1.5cm 以上の余白を残し，文字のサイズは 10.5 ポイント以上。

https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-transportation-and-sustainable-development-masters-degree-program/
https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-transportation-and-sustainable-development-masters-degree-program/
https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/02/leaflet-mba-3.pdf
https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-international-management-mba-program/
https://www.fondation.renault.com/formation/are-you-interested-in-the-international-management-mba-program/
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最後に総単語数または総字数を明記すること。字数不足および総字数の

記載のないものは書類不備となる。 

 タイトルはフランス語で「留学計画書」とし，必ず用紙右上に学部／研究

科・学年・氏名を記載すること。 

７．パスポート顔写真ページのコピー  
 

６．注意点 

ルノー財団への申請後，ルノー財団およびパリテックによる書類審査があり，書類審査通過後，面接選考が行われます。最

終的な受入決定権はルノー財団およびパリテックにあり，結果は 2018 年４月～５月頃にメールにてルノー財団から応募者に

直接通知されます。本学からの推薦は，本プログラムへの採用を保証するものではありませんのでご注意ください。 

 

７．留学の費用 

ルノー財団より下記の奨学金等が支給されます（予定） 

 （１） 留学先大学の登録料・授業料は免除（本学に在籍中の大学院生が留学する場合は，「協定留学」または「休学

して留学」の扱いとなる。） 

 （２） 東京-パリ間の往復航空券代 

 （３） 滞在期間中毎月一定額の奨学金 

 （４） フランス社会保険料の助成 

 （５） 住居探し費用（月々の住居費は自己負担） 

自己負担となる費用 

 （１） 本学学費（本学在籍者のみ。休学する場合は，在籍料） 

 （２） 月々の住居費 

 （３） 海外旅行保険（本学の危機管理上，留学期間をカバーする本学指定の海外旅行保険に必ず加入をする必要

があります。） 

 （４） 査証等取得費用 等 

８．応募書類提出後の流れ 

諸事情により日程が変更になる可能性があります。日程が変更となった場合は，該当学生に通知します。 

 

１．書類審査 

１２月上旬までに全志願者宛てに結果通知（Oh-o!Meiji） 

２．面接審査 

１２月５日（火）予定 

場所：駿河台キャンパス グローバルフロント 

※ 集合時間や場所の詳細については書類審査通過者宛てに通知（Oh-o!Meiji） 

 

３．学内選考結果 

2017 年１２月中旬までに全面接審査参加者宛てに結果通知（Oh-o!Meiji） 

９．学内選考合格後の流れ 

 

学内選考合格者は 2018 年１月２３日（火）までにルノー財団ホームページよりオンライン申請する必要があります。その際

下記書類のスキャンデータが必要となりますので，あらかじめご準備ください。 

（１） 学部および大学院の英文成績証明書 

（２） 学士号学位証明書（フランス大使館指定法廷翻訳業者によるフランス語翻訳及びフランス大使館による認証添付

のこと） 

（３）  Cover letter（フランス語で作成）：  Explain why you are interested in the subject, your 

knowledge of the subject, business project and the relevance of this program to your career 

development. 

（４） Resume（フランス語で作成）： 履歴書（ワード等で作成，様式自由） 

（５） 指導教員による推薦状（英語またはフランス語）２名の教員より１通ずつ： 自身の学習状況や人格をよく知る

本学教員に依頼すること。依頼の際は，必ず推薦状に盛り込んでほしいポイントを明確に伝え，教員の都合を考慮して

早めに依頼すること。 

（６） 健康診断書（英文） 

（７） 顔写真のデータ（パスポートサイズ） 

（８） パスポートの顔写真ページのコピー 
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１０．本件照会先  

明治大学 国際教育事務室（駿河台） 

窓口開室時間：平日 9:00-11:30, 12:30-17:00, 土曜日 8:30-12:00 

メールアドレス： kokusaik@meiji.ac.jp 電話番号： 03-3296-4487 

※ 日曜・祝日（休日授業実施日は除く）は閉室。夏季・冬季休業期間は開室時間が異なりますのでご注意ください。 

※ お問い合わせの際は，必ず所属学部・学年・氏名を申し出てください。また，件名や送信元が不明なお問い合わせには応

じることができません。 

以 上 

mailto:kokusaik@meiji.ac.jp

