
1 

⽂化情報学部・研究科間協定留学制度 
 

⽂化情報学部・研究科には、⽂化情報学部⽣および⼤学院⽣を対象とした協定校留学制度があります。現
在、以下の 6 つの⼤学・研究機関と学⽣交換協定を結んでいます。 

※派遣留学中は、留学先⼤学の学費は免除されますが、渡航費、寮費、⾷費、交通費、経費等は⾃⼰負担となります。
また、留学中は所定の学⽣納付⾦を本学に納⼊する必要があります。 

※留学先⼤学で修得した単位は、帰国後に単位認定を申請することができます。 

※各留学先⼤学の出願期間に先⽴って、学部・研究科で年に 2 回出願・⾯接時期を設けます。 

 ・9~10 ⽉留学開始の場合︓前年 12 ⽉ 書類提出、1 ⽉ ⾯接 

 ・2~4 ⽉留学開始の場合︓前年 6 ⽉ 書類提出、7 ⽉ ⾯接 

本学部・研究科への出願後は、変更・キャンセルができません。本制度について理解し、履修計画、卒業計画、卒業後の 
進路等をあらかじめしっかりと考えて出願してください。 

※詳細は⽂化情報学部・研究科事務室へ問い合わせてください。 
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中国⼈⺠⼤学 統計学院 (中国) RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 

 中国北京市海淀区中关村⼤街 59 号，100872 

 http://stat.ruc.edu.cn/en 

 

 

 中国⼈⺠⼤学統計学院は 1950 年に統計学科として設置され、2003 年 7 ⽉に統計学院に改称され
ました。本学院は統計理論と応⽤統計の 2 本柱を教育領域とし、研究とともに常に新たな開拓を続け、
全国の統計学重点学科として知られています。現在、統計学、経済統計学、応⽤統計学の 3 学部学科
から構成され、理学、経済学、医学関連の統計学専⾨教育を全⾯的に展開しています。⼤学院教育とし
て、統計学 1 級学科博⼠課程及びポスドク拠点をもつと同時に、経済統計学及びリスクマネジメント 2 級
博⼠課程及び予防医学・公共衛⽣学 1 級修⼠課程を開講しています。統計学院は専任教員 39名と
職員 10名で、学部約 370名、修⼠課程約 260名及び博⼠課程約 90名の学⽣が在籍しています。 

履修期間 9 ⽉〜翌年 6 ⽉（2 セメスター）もしくは 9 ⽉〜翌年 1 ⽉（1 セメスター） 

出願期間 3 ⽉〜5 ⽉ 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本学部に在籍中の者または出発時に本研究科に在籍中の者 

・語学要件︓中国語検定 HSK 6 級以上（CEFR B2） 

・GPA要件︓3.00/4.00（学部⽣）、3.40/4.50（⼤学院⽣） 

・その他︓中国国籍の学⽣は、出願不可。 
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淡江⼤学 外国語⽂学院 (台湾) TAMKANG UNIVERSITY   ※学部⽣のみ 

 台湾新北市淡⽔区英専路 151 号 

 http://www.tf.tku.edu.tw/language?lang=en-gb 

 

 

 淡江⼤学は、1950 年に「淡江英語専科学校」として創⽴され、1980 に現在の姿となった台湾最古の
私⽴⼤学で、「国際化」「情報化」「未来化」を教育理念に掲げています。現在は、淡⽔、台北、蘭陽、サ
イバーキャンパスの 4 つがあり、⾼等教育機関として台湾屈指の規模と設備を誇っています。全学として、
「Glocal（在地国際化）」を掲げ、学⽣の国際化をはかっています。外国語⽂学院は、台湾北端の淡⽔
湾を⾒下ろす⼩⾼い丘陵に広がる淡⽔キャンパスに位置し、⽇本語系・英語系・ドイツ語系・スペイン語
系・ロシア語系のそれぞれの学科（⽂系）を擁していて、「Glocal（在地国際化）」の精神に基づいて、
⽇⽂系⽇本語専攻のすべての学⽣は、⽇本の提携⼤学に 1 年間の留学プログラムに参加することが義
務づけられています。本学部は、学⽣交換協定に基づいて、卒業研究の中間発表を兼ねた「淡江⼤学シ
ョートビジットプログラム」も実施しています。 

履修期間 9 ⽉〜翌年 8 ⽉（2 セメスター） 

出願期間 3 ⽉〜5 ⽉ 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本学部に在籍中の者 

・語学要件︓受講に際して⽀障がない程度の⼀定レベルの中国語運⽤能⼒を有していること（出発時、
⼤学での中国語学習歴が少なくとも 1 年以上） 

・GPA要件︓2.00/4.00 

・その他︓現地到着後、筆記試験と⼝頭試問の両⽅に合格した場合にのみ、受け⼊れが認められる 

その他 ・留学⼿続き情報︓ https://www.tfjx.tku.edu.tw/japanese/web_page/1650 
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湖南⼤学 外国語学院 (中国) HUNAN UNIVERSITY  ※⼤学院⽣のみ 

 中国湖南省⻑沙市岳麓区麓⼭路・南キャンパス 

 http://english.hnu.edu.cn/ 

 

 
⼤学の前⾝である岳麓書院（976〜1903） 

 
⼤学の本部 

 
外国語学院 

 
⼤学は岳麓⼭の麓にあり、緑に囲まれています。 

 北宋の 976 年に創⽴された岳麓書院を前⾝に持つ湖南⼤学は、中国の「211⼯程」、「985⼯程」、
「双⼀流⼯程」の国家重点⼤学であり、学⽣数は 36000余⼈、教職員数はほぼ 4000 ⼈です。⽇本
語科と英語科を有し、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語などの外国語教育も担当している外国語
学院は修⼠課程、博⼠課程を設置しており、理論⾔語学、応⽤⾔語学、⽂学と⽂化、翻訳学という 4 つ
の専⾨分野に約 110余⼈の教員が集まり、実学を重視する岳麓書院の教育伝統を受け継ぎながら、新
しい時代の学術・教育研究、教育実践を⾏っています。⽇本との交流が盛んで、毎年、多くの⼤学⽣が中
国語研修で⽇本語科を訪れています。 

履修期間 9 ⽉〜翌年 7 ⽉（2 セメスター）もしくは 9 ⽉〜翌年 1 ⽉、2 ⽉〜7 ⽉（1 セメスター） 

出願期間 4 ⽉〜5 ⽉（9 ⽉留学開始）、11 ⽉〜12 ⽉（翌年 2 ⽉留学開始） 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本研究科博⼠前期課程もしくは後期課程に在籍中の者（学部⽣は
不可） 

・語学要件︓受講に際して⽀障がない程度の⼀定レベルの英語もしくは中国語運⽤能⼒を有していること
（中国語に関しては、出発時、⼤学での中国語学習歴が少なくとも 1 年以上） 

・GPA要件︓3.00/4.50 

その他 ⼤学は宿舎を提供することができる（有料） 
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デュッセルドルフ⼤学 芸術⼈⽂学部 (ドイツ) HEINRICH HEINE UNIVERSITY 

 Universitaetsstraße 1, Building 21.02.01.72, 40225 Duesseldorf, GERMANY 

 http://www.philo.hhu.de/en/ 

  

 ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ⼤学は、産業およびサービス関連の企業の国際ビジネス拠点が多数置
かれているヨーロッパの中⼼であるデュッセルドルフに位置し、1965 年創⽴以来、国際的かつ⾰新的な発
展をしてきた⼤学です。1988 年には、デュッセルドルフ出⾝の詩⼈、ハインリッヒ・ハイネにちなんで、ハインリ
ッヒ・ハイネ⼤学と名づけらました。芸術⼈⽂学部、数学⾃然科学部、法学部、経済経営学部、医学部の
5 つの学部を擁し、その幅広く、魅⼒的な学習プログラムと快適な研究環境が世界の学⽣や研究者を惹き
つけています。キャンパスは⼀箇所に集中していて、⼤学病院、専⾨図書館も敷地内にあり、アクセスは⾮
常に便利な⽴地にあります。各分野で⾮常に多くの共同研究センターを有し、⾼い評価を受けています。 

履修期間 10 ⽉〜翌年 9 ⽉（2 セメスター）もしくは 10 ⽉〜翌年 3 ⽉、4 ⽉〜9 ⽉（1 セメスター） 

出願期間 3 ⽉（翌年 10 ⽉（冬学期）留学開始）、11 ⽉（翌年 4 ⽉（夏学期）留学開始） 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本学部に在籍中の者、もしくは出発時に本研究科に在籍中の者 

・語学要件︓受講に際して⽀障がない程度の⼀定レベルの英語もしくはドイツ語運⽤能⼒を有していること 

・GPA要件︓2.00/4.00（学部⽣）、2.50/4.50（⼤学院⽣） 

・その他︓ドイツ語での授業を履修する場合は CEFR B1以上のドイツ語能⼒の証明が留学先⼤学への
出願時に必要 

その他 ・留学⼿続き情報 (12 steps for Guest students): https://www.uni-
duesseldorf.de/home/fileadmin/redaktion/ZUV/Dezernat_1/International_Office/OEZ/PDF-
Dateien_incomings/12_steps_Guest_students_incomings_engl_Ausnahme.pdf 

・協定校情報 (Fact Sheet for partners): https://www.uni-
duesseldorf.de/home/fileadmin/redaktion/INTRANET/Dez_1/Abteilung_1.3/Dokumente_D1.3/HHU_IO_Fa
ct_Sheet_for_Partners_2019_NEW.pdf 

・提供されている科⽬の情報︓Course Overview の Faculty of Arts and Humanities: 
Department of Japanese Studies と Student Academyで開講されている科⽬ https://lsf.uni-
duesseldorf.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wtree&search=1&categor
y=veranstaltung.browse&navigationPosition=lectures%2Clectureindex&breadcrumb=lectureindex&topite
m=lectures&subitem=lectureindex 
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国⽴⾼雄⼤学 ⼈⽂社会科学部 (台湾) NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSIUNG 

 台湾⾼雄市楠梓区⾼雄⼤学路 700 号 

 https://chss.nuk.edu.tw/ 

 

 

 

 

国⽴⾼雄⼤学は、台湾南部の⾼雄の産業⽀援と中⼩企業の発展を担う⼈材の育成を⽬指して、2000
年に経済特区である楠梓区に設⽴された国⽴総合⼤学で、⼈⽂社会科学部・法学部・管理学部・理学
部・⼯学部の 5 学部を擁しています。提携している⼈⽂社会科学部には、東アジア⾔語学系、⻄洋⾔語
学系、⺠族芸術学系、スポーツ健康レクリエーション学系、スポーツ健康レジャー学系、スポーツ競技学系、
建築学系があります。東アジア⾔語学系では、⽇本語組、韓国語組およびベトナム語組が設置されてい
て、特に、ベトナム語に関しては、台湾で唯⼀の専⾨的なコースです。今後の東アジア地域の発展に鑑み、
東アジアの他国との連携を深めていくことを⽬指し、⾼い専⾨性と同時に、地域性、伝統的な歴史⽂化に
基づく重厚な知識能⼒の養成を重視しています。 

履修期間 9 ⽉〜翌年 6 ⽉（2 セメスター）、2 ⽉〜翌年 1 ⽉（2 セメスター） 
もしくは 2 ⽉〜6 ⽉（1 セメスター）、9 ⽉〜翌年 1 ⽉（1 セメスター） 

出願期間 ２⽉（9 ⽉（秋学期）留学開始）、9 ⽉（翌年 2 ⽉（春学期）留学開始） 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本学部に在籍中の者、もしくは出発時に本研究科に在籍中の者 

・語学要件︓受講に際して⽀障がない程度の⼀定レベルの中国語運⽤能⼒を有していること（出発時、
⼤学での中国語学習歴が少なくとも 1 年以上） 

・GPA要件︓2.00/4.00（学部⽣）、2.50/4.50（⼤学院⽣） 

その他 語学センターにて中国語の授業を 1 学期に 108 時間無料で受講できる 
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国⽴中⼭⼤学 ⽂学院中⽂学科 (台湾) NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY 

 台湾⾼雄市⿎⼭区蓮海路 70 号 

 https://la.nsysu.edu.tw 

 

 

 

 

国⽴中⼭⼤学は、台湾の「国⽗」とされる孫⽂（孫中⼭）にゆかりのある⼤学で、1980 年に復校された
台湾有数の研究集約型⼤学で、キャンパスは、台湾には珍しい海岸線に隣接して⽴地しています。数学
分野が群を抜いて強く、商業、マネージメント、社会科学、海洋学、光エレクトロニクスなども台湾国内でも
トップクラスの実績を誇っています。また、世界レベルの⿊潮研究で有名な Asia Pacific Ocean 
Research Center を含む 68 のリサーチセンターを擁しています。⼤学には、⽂学院、理学院、⼯学院、
管理学院、海洋科学学院（研究⼤学院）、社会科学院があります。⽂学院には、中国⽂学系、外国
語⽂学系、⾳楽系、劇場芸術学系、芸術管理研究系、清代学術研究センター、哲学研究系、外語語
⽂トレーニングセンター、中国語教育中⼼が設置されていて、優秀な留学⽣を積極的に誘致する⽬的とと
もに、中国語・中国⽂化および外国語の学習に加えて、現地での実地研修などのフィールドワークに従事
することも可能で、実践的な中国語および外国語運⽤能⼒を養成することができます。 

履修期間 ９⽉〜翌年１⽉初旬（２セメスター）もしくは２⽉〜６⽉中旬（１セメスター） 

出願期間 ３⽉中旬〜4 ⽉末（9 ⽉（秋学期）留学開始）、 
10 ⽉中旬〜11 ⽉末（翌年 2 ⽉（春学期）留学開始） 

出願資格 ・出発時に 2 セメスター修了済みで本学部に在籍中の者、もしくは出発時に１セメスター修了済みで本
研究科博⼠前期課程に在籍中の者 

・語学要件︓受講に際して⽀障がない程度の⼀定レベルの英語もしくは中国語運⽤能⼒を有しているこ
と（中国語に関しては、出発時、⼤学での中国語学習歴が少なくとも 1 年以上） 

・GPA要件︓2.00/4.00（学部⽣）、2.50/4.50（⼤学院⽣） 

その他 ・留学⼿続き情報︓https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20582.php?Lang=en 

・協定⼤学情報︓https://oia.nsysu.edu.tw/var/file/7/1007/img/2152/NSYSU_factsheet_2020-2021-
January2020.pdf 

・英語で提供されている科⽬のリスト︓https://oia.nsysu.edu.tw/var/file/7/1007/img/ListofEnglish-
taughtCourses-Spring2020.pdf 




