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延辺大学（中国）短期文化研修参加者募集要項 

 本研修は本学協定校である延辺大学において，本学を含む協定校のために実施される特別プログラムです。現地学生
を含む多国籍学生間の交流等々を通して異文化を理解し，国際感覚を身につけ，グローバル社会における北東アジアの未
来を担っていく若者の人的ネットワークの構築を目的としています。本学と延辺大学の協力・交流促進および中国語に興
味がある学生を対象に，下記の通り派遣学生を募集します。希望者は申請期間内に必要書類を揃えて提出してください。 

研修日程 

2019年 8月 1日 (木) ～8月 14 日（水） 

※8月 1日または 8月 2日延吉着，8月 13 日延吉発 同日または翌日（8月 14日）帰国） 

【注意事項】 

※フライトスケジュールによって現地到着日および日本への帰国日が異なる可能性があります。 

※航空券の手配状況によっては中国国内乗継地での宿泊（費用各自負担）が必要となります。 

※本学からの派遣学生は，7 月中旬から開始される研修に途中から参加します。 

研修実施校 延辺大学（中国）※本学協定校 

募集人数 5 名 

研修費用 

（※宿泊費・課

外活動費は現地

にて人民元現金

で支払う） 

授業料 協定関係に基づき免除 

宿泊費 300人民元（延辺大学留学生宿舎を 2人１室で利用予定） 

食費 スケジュール記載以外の食費（自己負担） 

課外活動費 2,700 人民元を各自で負担（長白山，中朝国境，文化遺跡探訪費用等） 

保険費用 本学が指定する海外旅行保険〔東京海上日動〕に保険料各自負担で必ず加入すること。 

航空券代金

等 

航空券代自己負担で個人の責任において手配して渡航。現地空港での送迎の都合により，本

学からの参加者全員で同じ便を手配する必要があります。航空券手配の仕方などについては

参加決定後にお知らせします。 

乗継便のスケジュールによっては，往路・復路ともに経由地で 1泊する必要があります。 

乗継地での宿泊先手配・費用負担は各自行ってください。 

現地交通費 
到着日は研修校担当者の方が延吉空港にて出迎えてくださる予定です。 

ただし，現地到着が 17：00 以降の場合は 50元送迎費がかかります。 

宿泊先 延辺大学指定の留学生宿舎（2人 1室で利用予定） 

研修内容 

（予定） 

8/1（木） 8/2（金） 8/3（土） 8/4（日） 8/5（月） 8/6（火） 8/7（水） 

成田または羽田 

出発 

現地到着 

学生寮 

Check-in 

現地到着予備日 

※8/1 到着の場合 

Orientation 

授業・課外活動 

午前中 未定 

13:30-15:30 

延辺博物館見学 

未定 
8:00-9:30 授業 

9:50-11:20 授業 

8:00-9:30 授業 

9:50-11:20 授業 

朝鮮族公演観覧 

8:00-9:30 授業 

9:50-11:20 授業 

8/8（木） 8/9（金） 8/10（土） 8/11（日） 8/12（月） 8/13（火） 8/14（水） 

8:00-9:30 授業 

9:50-11:20 授業 

13:30-15:00 

食材買出し 

水餃子料理体験 

試食 

8:00-9:30 授業 

9:50-11:20 授業 

15:30-16:30 

修了式・記念撮影 

送別会（全体） 

17:30- 

シャブシャブ火鍋 

未定 

授業または 

課外活動 

未定 

未定 

授業または 

課外課外活動 

延吉出発 

帰国 

日本到着が 

8/14 の可能性が 

あります 

※ 「未定」と記載の箇所には，授業または課外活動が入る可能性があります。本研修は７月中旬から開始しているプログラムに途中

から参加することになるため，白頭山。天池・小天池・滝観光等一部スケジュールは現地到着後決定となります。 

※ 研修校の都合等事情により研修内容が変更される場合があります。 

※ 「授業」はすべて中国語の語学授業を予定。（初級または中級レベルを予定） 

※ 原則授業や課外活動中の使用言語は主に中国語ですが，韓国語を話す学生が多いため，韓国語で説明が行われることもあります。

また，韓国語を話す方が多く居住する地域ですので，大学外のレストラン・お店でも韓国語が多く使われる可能性があります。 

単位認定 

研修中の授業時間が本学の基準を超える場合には，グローバル人材育成プログラム科目「短期留学プログラ

ム認定科目（語学）」として１単位が認定されます。履修登録は,参加決定後の渡航前オリエンテーションに

てマークシートを用いて行いますが，単位認定可否については，研修終了後，現地で実施された授業時間を

確認後決定します。所属学部における単位の取扱いについては，Global Navi2019 の P.20 及び P.30-31 を参

照ください（海外文化・専門集中講座と同じ取扱いになります）。 

【単位認定対象外の方】 

大学院生,9月卒業予定の学部生,過去に同プログラムへ参加された方 



申請方法 
下記１～6 の申請書類を全てそろえて，申請期間中に各キャンパスいずれかの国際教育事務室（和泉・海外

留学）・中野３Ｆ事務室（海外留学担当窓口）業務取扱時間内に提出してください。 

※キャンパスによって申請受付曜日・時間が異なりますのでご注意ください。 

申請書類 

1. 延辺大学短期文化研修参加申込書（所定書式，PC 入力用） 

2. 延辺大学所定申込用紙（所定書式，ローマ字指定箇所以外は日本語で記載可，証明写真添付要） 

3. 志望理由書（所定書式，PC 入力用，日本語で記述，A4用紙 1枚 800字程度） 

4. 成績通知表（学部 2年生以上は必須 / 新入生は不要） 

※ Oh-o! Meiji ポータルサイトから出力したもの 

※ 成績証明書（有料）ではありませんのでご注意ください。 

5. 延辺大学短期文化研修参加申込誓約書（所定書式，手書き） 

6. 延辺大学短期文化研修参加確認書（所定書式，手書き，パスポート顔写真ページ添付要） 

※ 申請時点にパスポートを有していない場合も応募可能ですが，遅くとも 6 月 7 日（金）までにパス

ポートコピーをご提出ください。 

書類のダウンロードはこちら 

https:// www.meiji.ac.jp/cip/tankibunka.html 

申請資格 

1. 入門～初級レベルの中国語能力を有すること(未習者も応募可，但し既修者優先) 

2. 基礎的な英語力を有すること（プログラムの一部は英語で実施されることもあります） 

3. 予定されている全ての研修日程に参加できること 

4. 日本国籍保有者であること（他国籍の方は，日本国籍者の応募が無い場合のみ可能） 

5. 誓約書に記載された事項に同意し，申込み前に保護者の同意を得ていること 

6. 2020 年 2 月末日まで有効なパスポートを有していること。 

申請時点でパスポートを有していない場合は遅くとも 6 月 7 日（金）の国際教育事務室窓口業務取扱時

間内にパスポートコピーを提出できること 

7. 心身ともに健康であり海外で生活するうえで問題がないこと（持病をお持ちの方はかかりつけ医の了解

を得ること） 

8. 選考合格後，本学所定の手続きを滞りなく完了できること 

申請期間 2019年 5月 22日（水）～ 2019年 5月 29日（水） 

申請受付 

場所・日時 

上記申請期間中に，以下 4キャンパスのいずれかの国際教育事務室窓口業務取扱時間内に提出。 

□ 駿河台：平日 9時～11時半，12時半～17時，土曜 9時～12時半，日祝日閉室 

□ 和泉（海外留学）：平日 9時～11時半，12時半～17時，土日祝日閉室 

□ 生田：平日 9時～11時半，12時半～17時，土日祝日閉室 

□ 中野 3階事務室海外留学担当：平日 9時～11時半，12時半～17時半，土曜 9時～12時半，日祝日閉室 

選考方法 
申請期間中に申請書類を提出した方を対象に，書類選考をおこないます。 

選考の結果は，5 月 31 日（金）までに各申請者に Oh-o!Meiji ポータルサイトを通じて通知します。 

合格後の 

手続 

選考に合格した方は以下の手続を行う必要があります。 

（１） 各自で往復航空券を購入。現地空港での送迎と危機管理の都合により，延辺大学が指定する到着・
出発時間帯にあてはまる航空券を購入してください。本学からの参加者全員が同じ便を手配する必
要があります。参加決定後，参加者の情報を共有しますので，各自連絡を取り合って手配してくだ
さい） 

（２） 延吉到着は 8 月 1 日または 8 月 2 日，延吉出発は 8 月 13 日（日本到着 8 月 14 日の可能性あり）で
す。乗継便のスケジュールによっては，往路・復路ともに経由地で 1 泊する必要があります。乗継
地での宿泊先手配・費用負担は各自行ってください。 

（３） 本学指定の海外旅行保険へ加入すること。（料金は各自負担） 

（４） 渡航前オリエンテーション（7月上旬予定）へ必ず参加すること。（日程は後日通知します） 

注意事項 

□本研修は，全参加者が同一日程で参加するものであり，渡航期間の変更，指定の宿泊施設の変更は認めら

れません。 

□本研修は，本学による旅行（航空券等）手配，本学教職員の引率はありません。各自で渡航・帰国の手続

きをしてください。 

□本研修には延辺大学の協定校（日本，韓国，ロシア）に在籍する学生が参加予定です。各協定校からの参

加者数が催行人数に満たない場合は同大学が研修催行を中止する場合があります 

□国際情勢や主催大学の事情等により，研修の中止や開講期間の変更が生じる場合があります。 

お問合せ先 

駿河台国際教育事務室 短期海外研修担当（駿河台キャンパス グローバルフロント 2階） 

TEL：03-3296-4868 Fax：03-3296-4360 Email：gogaku23@meiji.ac.jp 

（窓口業務取扱時間：平日 9 時～11 時半，12時半～17 時 土曜 9 時～12時半） 

以 上 

mailto:gogaku23@meiji.ac.jp

