この募集要項は 2019 年 8 月 3 日（土）に実施された令和 2 年度派遣 AUEP 選抜試験の要項です。

参考

最新の出願資格、出願締切日、選抜試験日等は今後発表される選抜試験の要項で確認してください。
2019 年 10 月 1 日（火）から、本学国際交流センター国際交流課の名称は以下のとおり変更となりました。
この募集要項には旧名称で記載されていますので、ご留意ください。
（変更前） 国際交流センター 国際交流課 → （変更後） 国際連携部 インターナショナルセンター

--------------------------------------------------------------------------------------------

この交換・派遣留学生制度は、本学の建学精神に立脚し、アジア諸国を中心に国際交流を促進し、相互理解を深
める人材を育成することを目的に設けられています。
留学に当たっては、一定水準以上の語学力を必要とすることはもちろんですが、留学先大学で何を学ぶのかとい
う目的を明確にしておく必要があります。留学計画を具体的に立て、多くの皆さんに受験していただきたいと思い
ます。

１．派遣先大学（夏季選抜試験）
●インドネシア大学（インドネシア）
●シーナカリンウィロート大学（タイ）
●モンゴル国立教育大学（モンゴル）
●アラ・インスティチュート・オブ・カンタベリー（ニュージーランド）
※所定の語学試験のスコアを満たしている必要あり
●慶煕大学校（韓国） ※所定の語学試験のスコアを満たしている必要あり
●東西大学校（韓国） ※コースによっては所定の語学試験のスコアを満たしている必要あり
※派遣先大学との協力関係により、派遣枠がない場合もありますのでご了承下さい。

２．留学期間
約１年間（留学先の学事暦によります/「別紙１」の留学期間を参照）

３．求める人材像
1.
2.
3.
4.

語学コースまたは学部の授業（英語圏の場合）を受講できるだけの十分な語学力を有している
明確な留学の目標及び目標を達成するための計画を有している
海外で生活するための適応力を有している
留学前または留学中に必要な手続きを自ら確認し、遂行できる自主性を有している

※過去に参加した AUAP、AUGP、AUCP、海外インターンシップ、フィールドスタディー、都市創造
学部等の留学プログラムにおいての留学前・留学中の警告処分、帰国処分の有無及び留学に関する連
絡・相談を学生本人が主体となって行っていたかどうかも参考にします。

４．受験対象学生
（１） 令和元年度経営学部、経済学部、法学部、国際関係学部、都市創造学部の２・３年次在学生。
（２） 英語Ⅰ及び英語Ⅱの成績が B 以上の者を原則とする。ただし、Ｃの者も「理由書」を提出すれ
ば出願を受け付ける。D の者は出願できない（再履修中も含む）
。
（３） 就学状況に問題がなく、心身ともに健康な者。

学内の累積 GPA が 2.00 以上の者とする。
（GPA が 2.00 未満の者は出願できない）
夏季選抜試験に出願する学生は、前年度までの累積 GPA が適用される。
（４）

ニュージーランドへの派遣の場合、IELTS5.0 以上または TOEFL®-iBT で 61 点以上または
ITP500 点以上のスコアを有する者。
※ニュージーランドへの派遣の場合、派遣先大学の正規課程への入学手続時点（10 月上旬予定）
で、派遣先大学の各学科・コースが要求する IELTS または TOEFL®-iBT（ITP のスコアは
受け付けられない）の条件を満たさなければなりません。TOEFL®ITP のスコア（500 点以
上）でも学内の選抜試験に出願できますが、入学手続時点では必ず IELTS または
TOEFL®-iBT のスコアが必要です。スコアの条件が満たせない場合は、正規課程への入学が
認められず、ESL（語学コース）での学習になる場合があります。なお、ESL の授業料は免
除対象とはならず自己負担となります。ESL の授業料の目安（10 ヶ月の場合）
：NZ$15,600
（2019 年度アラ・インスティチュート・オブ・カンタベリーのパンフレットによる）

（５）

慶煕大学校への出願を希望する場合及び東西大学校の専門科目への出願を希望する場合、出願
時点で韓国語能力試験（TOPIK）3 級以上を有する者。

５．出願書類（全ての書類をＡ４サイズに統一すること）
（１） 交換・派遣留学生総合選抜試験願書（写真貼付）
〔所定用紙〕
（２） 交換・派遣留学生総合選抜試験受験票〔所定用紙〕
（３） 誓約書〔所定用紙〕
※出願の期限までに本人及び保証人の署名、印鑑がない場合は出願を受け付けられない。
1 人暮らしの学生は余裕をもって誓約書の準備をすること。
※ AUAP 中の学生は帰国後に提出すること。
（４） 留学計画書（所定フォーム）データで作成（手書き不可）
亜大ポータルの「キャビネット」から、
『交換・派遣留学生制度（AUEP)留学計画書）』フォー
ムをダウンロードし、記入例を参考にしながら作成すること。（手書き不可）
留 学 計 画 書 は 書 面 で 提 出 す る と と も に 、 ７ 月 9 日 （ 火 ） １ ７ 時 ま で に AUEP 担 当 宛
（auep@asia-u.ac.jp）にデータで送信すること
（５） 平成 30 年度の成績を含む成績通知書または成績確認表（いずれもコピー可）
※

成績通知書は、３月に保証人住所あてに郵送されたものを使用すること。成績確認表は、1 号館
1 階、２号館１階、太田耕造記念館 1 階に設置の証明書自動発行機で、100 円で発行すること
ができる（成績証明書（200 円）ではないので、注意すること）
。

※

AUAP 中の学生は提出する必要なし。

（６） 英語語学検定試験(TOEFL, IELTS, TOEIC, 英検、韓国語能力試験、
「ハングル」能力検定試験
等)の成績通知書（コピー）
※語学に関わる検定試験の結果またはスコア（TOEIC や英検など）を『交換・派遣留学生総合
選抜試験願書』に記載する場合は、必ず根拠となる資料（合格証やスコアのコピー）を出願
書類提出期限までに提出すること。出願期限以降にコピーを提出またはスコアの追記はでき
ない。AUAP で留学中の学生のみ、留学中に根拠となる資料の提出が難しい場合は必ず事前
に連絡すること。
※語学検定試験以外の資格・検定（自動車免許や漢字検定）については、根拠資料の提出は必
要ない。
（７） その他の語学検定試験の成績通知書（コピー）
（８） 令和元年度前期授業時間割表〔所定用紙〕
※ニュージーランドに出願する場合、提出は必要ない。

６．試験要項・願書配布および願書受付期間
出願締め切り：７月 9 日（火）１７時（期限厳守）
※

必ず本人が、国際交流センター窓口まで持参すること。

※

AUAP 留学中の学生のみ郵送可。7 月 9 日必着で国際交流センターに届くよう郵送すること。

７．試験日
（１）筆記・会話試験（ニュージーランド以外）：締め切り後～8 月 2 日（金）までの間
（決まり次第、受験者に亜大ポータルで連絡）
（２）面接：令和元年 8 月 3 日（土）
※集合時間、集合場所は、受験者全員に追って亜大ポータルで通知します。

８．選抜方法
（１） 留学希望者を公募のうえ学内選抜試験を実施し、その試験結果ならびに学業成績をもとに候補者
を選抜します。評価配分は下記のとおり。
語学試験（英語圏の場合は TOEFL のスコア）50%
留学計画書

25%

面接試験

25%

上記の他、本学での学業成績も参考にします。
（２） 「別紙１」の選考方法を基準とします。

９．候補者発表日
未定

８号館（国際交流会館）前にある留学関係の掲示板にて発表予定

※合格者には、同時に手紙にて通知します。

１０．合格後の派遣の取り消し及び留学の辞退
（１）派遣の取り消しについて
合格後は所定の期日までに、国際交流課に AUEP 登録書類を提出していただくとともに、
派遣先大学への入学申請を行います。また、出発前に 3 回～4 回の事前研修会を行います。
所定の期日までに必要書類を提出しない、研修会への無断欠席等、交換・派遣生としての義務を
怠った場合、派遣を取り消すことがあります。
（２）留学の辞退
交換・派遣留学制度の候補生として選抜された後は、本学が正当と認める理由以外で辞退するこ
とはできません。本学が正当と認める理由以外（例：合格したのが本当に希望する大学ではなか
った、留学する自信がない、別の活動をしたい、出願後に保証人に反対された等）により留学を
辞退する場合は、今後、交換・派遣留学生制度への出願はできません。

１１．留学後の取り扱い
（１） ３年次で留学の場合
それぞれの大学で修得した科目のうち、本学のカリキュラムに照らし、単位認定できるものにつ
いては４０単位を限度に認定されます。なお原則として、帰国後は３年次生として勉学を継続す
ることになりますが、経営学科、経済学科、法律学科、都市創造学科に所属する学生は、派遣先
大学で本学の卒業要件に算入できる科目を修得して所属学部の教授会において単位が認定された
場合、または留学期間を除いた在学期間で卒業要件を満たせる場合には、所属学部の教授会での
判定によっては、４年間での卒業が認められることがあります。いずれの場合でも、４年間分の
本学の学費を納入しなければなりません。
４年間で卒業できるかは、留学前の本学での単位修得状況、及び派遣先大学で修得できる科目に

より、可能性が大きく異なります。４年間での卒業を希望しても、必ず４年間で卒業できるとは
限りません。４年間での卒業を希望する場合には、合格後ただちに国際交流課に相談をしてくだ
さい。
（２） ４年次で留学の場合
それぞれの大学で修得した科目のうち、本学のカリキュラムに照らし、単位認定できるものにつ
いては４０単位を限度に認定されます。なお原則として、帰国時から４年次生として翌年３月ま
で在学しなければなりません。
※AUAP などに参加した学生で、海外の大学で単位を修得し、単位認定した学生については、
４０単位からその単位数を差し引いた残りの単位数分の振替認定しかできません。

１２．学費・奨学金
（１） 亜細亜大学の学費
留学中の亜細亜大学の学費は、免除となります。
※３年次で留学し、４年間での卒業を希望する場合を除きます。
（２） 派遣先大学の授業料
「交換留学」先大学の授業料は留学先大学が負担します。「派遣留学」先大学の授業料は本学が
負担します。ニュージーランドへの派遣の場合、派遣先大学の正規課程への入学手続時点で、
派遣先大学が要求する IELTS または TOEFL®スコアの条件を満たさなければなりません。
スコアの条件が満たせない場合は、正規課程への入学が認められず、ESL（語学コース）で
の学習になる場合があります。なお、ESL の授業料は免除対象とはならず自己負担となりま
す。
（３） 奨学金（宿舎費、生活補助費）
「別紙１」のとおり奨学金が支給されます。
※上記以外に関しては、すべて自己負担になります。
渡航手続経費（ビザ取得などの申請手続き経費、旅券、健康診断受診費用等）/往復渡航費/海外旅
行傷害保険料（加入必須）/食費等の派遣先での生活費、派遣先大学の教科書代等授業料に含まれ
ない諸費用、その他
※ニュージーランドの場合、日本で加入する海外旅行傷害保険の他、留学先大学が定めるニュージー
ランドの保険に別途加入する必要がある。目安（10 ヶ月）は NZ$524（2019 年度パンフレット
による）
※亜細亜大学が指定する海外旅行傷害保険及び留学生危機管理サービス（OSSMA）に加入する他、
留学先大学が定める現地の保険に加入することが義務の場合、自己負担で加入する必要があります。
※学生ビザ取得手続きで、保護者又は本人名義の銀行残高証明書の提出が求められる場合があります。
これについても、候補者は自己責任で準備する必要があります。
（参考）過去に提出を求められた国・地域：韓国（１００万円以上）、インドネシア（学生本人 15
万円以上、保証人 50 万円以上）
、香港（目安として約 50 万円）
、台湾（約 45 万円～65 万円）、
アメリカ（12,000 ドル以上）
、インド（1 年間インドで生活できるだけの金額が目安）

１３．ＡＵＥＰ実施基準
本学は、外務省による海外安全情報（危険情報）が発出された場合、以下の基準により原則として統
一した対応をとります。海外安全情報（危険情報）が発出されていない場合でも、状況により、大学と

して中止する場合もあります。
種別：「レベル１：十分注意してください。
」の場合
・原則として、予定通り実施します。ただし、状況により、大学として中止する場合もあります。
種別：「レベル２：不要不急の渡航は止めてください。
」、
「レベル３：渡航は止めてください。
（渡航中止勧告）
」、
「レベル４：退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告）」の場合
・中止とします。
留学開始後に上記の基準に基づき中止した場合の帰国に伴う費用は、本人の自己負担とします。ただ
し、既に支給した奨学金の返還は求めません。

【海外安全情報（危険情報）について】
外務省による海外安全情報（危険情報）は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要な場合に発出され
る情報で、以下の文章で最新の現地治安情勢と安全対策の目安が示されます。
種別：「レベル１：十分注意してください。
」
その国・地域への渡航，滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。
種別：「レベル２：不要不急の渡航は止めてください。
」
その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに，
十分な安全対策をとってください。
種別：「レベル３：渡航は止めてください。
（渡航中止勧告）」
その国・地域への渡航は，どのような目的であれ止めてください。（場合によっては，現地に滞在して
いる日本人の方々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。
）
種別：「レベル４：退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告）」
その国・地域に滞在している方は滞在地から，安全な国・地域へ退避してください。この状況では，
当然のことながら，どのような目的であれ新たな渡航は止めてください。
※質問は、国際交流センター（８号館＜国際交流会館＞２階）まで
E-mail: auep@asia-u.ac.jp / Tel: 0422-36-3439

留学計画書作成要領
STEP 1 計画書フォームをダウンロードする
亜大ポータル PC 版の「キャビネット」から、
「国際交流課」フォルダを選択し、
『AUEP 留学計画書』
フォームをダウンロードしてください。
STEP2 留学計画書の作成
ダウンロードした『交換・派遣留学生制度（AUEP)留学計画書）フォーム』
（Excel 形式）のすべ
ての項目に直接入力してください。
（手書き不可）
（項目）
１．志望動機

留学目的を持った理由や背景を入力してください

２．留学計画の目的と概要
①留学の目的（何を学びたいのか、何の能力を向上させたいのかなど）、②留学先での具体的
な学修・実践活動計画（派遣先大学で履修する授業に関連した計画

、授業以外の計画など）

を具体的に入力してください。
３．留学での学修・実践活動成果及びその測定方法
留学先での学びや活動の成果をどのように形にできるか、またその成果の測定方法を詳しく
入力してください。
４．期待できる学修・実践活動の成果の活用
①留学後、どのように成果・学んだことを活用するか、②亜細亜大学に貢献できることは何
か、③卒業後はどのように成果・学んだことを活用するか、将来のキャリアプランを踏まえて
入力してください
５．留学計画実現のための取組
留学計画の実現に向けて、現在取り組んでいることや出発までに取り組むことを入力してく
ださい

作成時の注意点
◎第一希望の留学先大学での学修及び活動を想定して作成すること
◎フォントサイズ「11 ポイント」
・
「MS P ゴシック」で作成すること
◎学部、専攻、研究分野、研究テーマ等は記入してよいが、学内関係者の個人名や科目
名を書かないように表現を工夫すること。
◎この計画書のエクセルシートは書式変更やセルの引き伸ばしはできないため、指定さ
れた枠内に収まるように入力すること。
◎実践活動とは、フィールドワーク、インターンシップ、PBL、ボランティア等の授業
以外の活動のことをいう。留学計画には学修計画と実践活動の両方を含めることが望
ましいが、実践活動の計画がない場合は無理に実践活動を含める必要はない。

STEP3

留学計画書の提出及びデータの送信

留学計画書は書面で提出するとともに、７月 9 日（火）１７時までに AUEP 担当宛
（auep@asia-u.ac.jp）にデータで送信してください。
所定のフォーム以外または手書きでの提出は受け付けられません。

