2023 年度派遣 デュアルディグリー・プログラム募集要項
１．派遣先
ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部（カナダ）
http://www.uvic.ca/gustavson/index.php
２．留学期間
2023 年 9 月～2025 年 12 月（約 2.5 年間）
３．応募資格
下記すべての条件を満たす者。
（１）経営学部 2 年生以上
（２）「2022 年度デュアルディグリー履修の手引」を熟読し，内容を理解していること
（３）以下のいずれかの英語スコア要件を満たしていること
試験名

スコア

TOEFL-iBT

90 点以上かつ各セクション 20 点以上

IELTS

6.5 点以上かつ各セクション 6.0 点以上

※応募受付期限までに下記要件を満たしたスコアを所持している場合、応募可能です。ただし、2023 年 1 月末までに上記の
英語スコア要件を満たしたスコアレポートを提出できなければ、ヴィクトリア大学の入学審査は通過できません。
試験名

スコア

TOEFL-iBT

79 点以上かつ各セクション 17 点以上

IELTS

6.0 点以上かつ各セクション 5.5 点以上

（４）「ミクロ経済学」，「数学」，「統計学」，「英語」の評価について，いずれも B 以上修得済みであること
（５）2 年次の秋学期までに所定の授業科目 60 単位以上を取得見込みであること
（６）ヴィクトリア大学入学時点で直近の 30 単位の評価の平均が B 以上取得見込みであること
４．応募受付期限
2022 年 9 月 15 日（木）11：30 （※時間厳守）
５．応募書類提出場所
提出方法および提出先
以下の全応募書類（応募書類 A／応募書類 B）の提出を，受付締切（必着）までに完了してください。


データで提出
応募書類 A の(1)～(3)・(7)、応募書類 B（Word ファイル）の(1)～(3)を email に添付し，
経営学部事務室宛（sba@meiji.ac.jp）に提出してください。
※「件名：2023 年度派遣 DDP 応募書類（学生番号・氏名）」



印刷して提出
応募書類 A の(4)～(6) を経営学部事務室（駿河台・和泉）窓口または下記宛先へ郵送にて提出してください。
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台 1-1
明治大学経営学部事務室 国際派遣担当 宛
※「2023 年度派遣 DDP 応募書類 在中」と封筒に記入してください。
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６．応募書類
【応募書類 A】本学部からの推薦を受けるための応募書類
（１）デュアルディグリー・プログラム志願書（[所定様式 1]・PC 入力）
（２）英文のエッセイ（PC 入力）
・以下の課題について，英文によるエッセイを提出して下さい。
【課題】 ・ How will you contribute to a better relationship between the two schools
you will be graduating from?
・所定書式
1）Five-paragraph essay - remember to use paragraphs
2) 500 - 600 words
3) A4 sized, double-space, Times New Roman 12-point font
4) Type your name in the top right-hand corner
（３）和文の留学計画書（[所定様式 2]・PC 入力）
・A4 用紙 1 枚，12 ポイント，MS ゴシック
・以下すべての項目について，具体的に記述してください。
- デュアルディグリー・プログラム参加の動機
- 留学先での学習・研究計画
- 留学後の学習や研究の成果をどのように活かすか
- 渡航時までの学習計画等
（４）デュアルディグリー・プログラム誓約書（[所定様式 3]）
・必ず保護者（保証人）の同意を得ること
（５）成績通知表（2022 年春学期の成績が反映されたもの）
1. Oh-o! Meiji システムから出力すること
2. 「ミクロ経済学」，「数学」，「統計学」，「英語」の該当科目に蛍光ペンでマークすること
（６）TOEFL-iBT または IELTS のスコアレポートのコピー
（７）学歴書（[所定様式 4]・PC 入力）※外国籍の場合のみ提出
【応募書類 B】ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部入学出願書類（Supplemental Application）
（１）Current resume
（２）Personal statement
（３）Impact statement
◆ 詳細は下記 URL（ヴィクトリア大学 HP）を参照。
https://www.uvic.ca/gustavson/undergraduate/future/admission/index.php#supplemental_applicatio
n
◆ ヴィクトリア大学 HP では，最低 250 語／200 語と要件が定められていますが，各 600～800 語程度で充分な内容を
記入（作成）することが望ましいです。
７．面接試験
日程：2022 年 9 月 28 日（水）12：40～
場所：オンライン（Zoom） ※詳細は、応募者に Oh-o! Meiji にてご連絡します。
８．学部推薦合格後の流れ
日程は変更する可能性があります。変更となった場合には，該当学生に通知します。
（１）学部推薦審査結果の発表
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■日程：2022 年 10 月 11 日（火）13：00
※全志願者に Oh-o! Meiji にて結果通知
※学部の推薦審査に合格した者は，(２)～(３)の手続きに進んでいただきます。
（２）ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部への出願手続き
■期限：2023 年 1 月 31 日（火）
※応募書類 B の 3 点を推敲し，完成度を最大限に高めたものを 1 月 9 日（月）までに経営学部事務室に再提出
いただき、最終確認の上、ヴィクトリア大学設定期限前に余裕を持って出願いただきます。
※1 月 31 日必着で，すべての英語スコア要件を満たしたスコアレポートを，TOEFL/IELTS 試験実施団体からヴィクトリア
大学へ直送する必要があります。（日程上，12 月末までに受験し直送手続きを行うこと。）
（３）ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部での入学審査及び結果発表
・ 2 月中旬、2022 年秋学期の成績が反映された成績証明書を経営学部事務室を通して提出し，入学審査に進みます。
・ 合否結果は，2023 年 3 月末～4 月初旬頃発表予定です。
９．費用について
デュアルディグリー・プログラム参加中は，明治大学とヴィクトリア大学の双方に学費を納入する必要があります。但し，本プログラ
ムは返還の必要のない給付型の助成金である「明治大学外国留学奨励助成金」に申請が可能です。詳細は以下の URL を参
照してください。
【学費】明治大学の学費：通常通り納付
ヴィクトリア大学の学費：約 33,000 カナダドル／学年
※費用に関する詳細は，ヴィクトリア大学の公式ホームページを確認して下さい。
https://www.uvic.ca/gustavson/undergraduate/future/tuition/index.php
【奨学金】明治大学外国留学奨励助成金（明治大学国際連携事務室 HP）
※デュアルディグリー・プログラムは，明治大学学費相当額の授業料助成及び経費助成に申請ができます。
https://www.meiji.ac.jp/cip/financial/jyosei.html
10．参加学生の責任（重要）
（１）留学期間中は，グスタフソン・ビジネス学部の商学士取得に必要な授業の履修および夏休み期間を含む 3 学期間の有
償インターンシップ（Co-operative education）の履修が必須です。有償インターンシップを修了できなかった場合や
一定の成績を満たせなかった場合，プログラム継続ができなくなる可能性があります。
（２）ヴィクトリア大学入学の際は，所定の登録料を納める必要があります。また，その他留学中に必要な教科書代，家
賃，在留許可申請料などの経費は全て自己負担とします。
（３）グスタフソン・ビジネス学部は，入学許可証および学生ビザ申請時に必要な書類を発行しますが，学生ビザ取得までの
申請手続きの一切は参加学生個人の責任とします。
11．問合せ先
【経営学部事務室】
■事務取扱時間 平日／9：00-18：00 土曜日／9：00-12：30
※夏季休暇中 平日のみ／9：30-16：00
※事務取扱時間は変更になる場合があります。HP をご確認ください。
■連絡先

駿河台キャンパス TEL: 03-3296-4194
和泉キャンパス

TEL: 03-5300-1152

メールアドレス： sba@meiji.ac.jp
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