Three-Campus Comparative East Asian Studies Program

「３キャンパス合同東アジア研究プログラム」
延世大学・香港大学・慶應義塾大学

2015-16 Additional Recruitment / 追加募集

Program profile（プログラム概要）
本プログラムは、延世大学 Underwood International College, 香港大学社会科学部、慶應義塾大
学国際センターが 2008 年に協同して創設した東アジア地域にフォーカスをおいたユニークな交換留
学プログラムです。本プログラムの参加者は、上記の三大学において東アジア地域に関する英語の講
義を受講することで、相対的な観点から理解を深めると共に、韓国・香港での留学生活・香港でのイ
ンターンシップ等の経験を通して知見を広げることができます。また、2013 年より、新たに欧米のト
ップスクールの学生も参加することとなりました。2015 年のプログラムにおいては、米国のプリンスト
ン大学、ジョージタウン大学、南カリフォルニア大学、英国のキングス・カレッジ・ロンドン、スイスのジュネーブ
大学等の学生が参加します。
本プログラムの魅力は、東アジア地域への学問的な理解を深めると同時に、留学・インターンシッ
プを通した経験に基づいて知見を広げることができること、また、アジアや欧米トップレベルの大学
からの、多様なバックグランドを持った学生達と共に留学生活を過ごすことで、将来、各国でリーダ
ーシップを発揮し活躍するであろう仲間とのネットワークができることです。今後、グローバルな場
で活躍を希望する学生にとって、多文化間のコミュニケーションの経験を積める最適のプログラムで
す。
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The 3 Campus Comparative East Asian Studies Program is an initiative jointly launched in 2008-09 by Keio
University, Japan; Underwood International College, Yonsei University, South Korea; and the Faculty of Social
Sciences, The University of Hong Kong, China. The program affords participating students a truly unique
opportunity to learn collectively about East Asia. They will experience, analyze and comprehend East Asia from
a genuinely comparative perspective by living and studying as a multinational and multicultural community. The
program starts in Fall Semester at Keio University, followed by Spring Semester at Yonsei University and
summer school at The University of Hong Kong, where students take part in internships. Starting in 2013, the
program invites participants from world-leading universities in the U.S. and the Europe such as Princeton
University, Georgetown University, University of Southern California, Kings College London, and University of
Geneva in 2015.
This East Asia-focused academic program of learning, residing and working together equips students with the
intellectual and intercultural breadth and depth to become future global leaders. This network of students both
from within the East Asia region (Korea, Japan, China) and from outside (the U.S. and the U.K.) will act as a
valuable bridge within East Asia region as well as between East Asia and the West.
Please see the URL below for more details.
詳細は、以下 Web ページもあわせて参照してください。

http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/3campus/

Application Guidelines（募集要項)
Number of Candidates: A few student（募集人数 若干名）
Eligibility: Students must be second- or third-year undergraduate students at their home university.（資格：留学
開始時、学部 2 年、3 年に在籍するもの）
Period of study: September 2015 - August 2016

（留学期間）

1) Keio University: September 2015 to Early February 2016 (Fall Semester)
2) Yonsei University: Late February to June 2016 (Spring Semester)
3) The University of Hong Kong: July to August 2016 (Summer School)

Minimum GPA: Above 3.0

（要求される GPA）

Minimum language proficiency: TOEFL iBT 80（語学能力基準）
＝＝＝ Note（注意事項）＝＝＝
・ Students must register for International Center Courses within the 2015 Academic Year course registration
period. Please confirm the application procedure concerning transferring credits from the University of
Hong Kong and Yonsei University with your campus/faculty Academic Affairs Office.
・ Students will pay Keio University academic fees during their period abroad, and are exempt from tuition of
the partner university.
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・ The above contents concerning the 2015-16 Program may change depending on the situation.
・ Program participants are eligible to apply for the Keio University Exchange Student Scholarship (Outbound).
Some of the post students received the Japan Student Services Organization (JASSO) Short-term Study
Abroad scholarship. The availability of this scholarship will be confirmed later. This scholarship is only
eligible for the participants with Japanese citizenship or permanent residency status.
・ 国際センター設置科目は、2015 年度の履修申告期間内に履修申告しなければなりません。香港大
学、延世大学の単位認定の申請方法は所属地区・学部の学事担当窓口にて確認してください。
・ 交換留学と同様、留学期間中は義塾に学費を支払い、派遣先大学での授業料は免除されます。
・ 上記の 2015-16 年のプログラム内容は事情により変更する場合があります。
・ プログラム参加者は慶應義塾大学交換留学生(派遣)奨学金に応募することができます。昨年度の募
集要項はこちら

http://www.ic.keio.ac.jp/keio̲student/scholarship/koukan̲scholarship.html

・ 日本学生支援機構(JASSO)短期留学奨学金を受けた参加者がいます。当該奨学金の募集については、
後日お知らせします。応募資格は、日本国籍・永住者に限られます。

Additional Recruitment （追加募集について)
＜Application Period（出願期間）＞
Paper application and online registration：March 3 (Tue.) –27 (Fri.), 2015
書類提出およびオンライン・レジストレーション：2015 年 3 月 3 日(火）〜27 日(金）
-Please submit documents to the group in charge of international affairs in the Office of Student Services on
Mita campus by the dates listed above. When you cannot submit the documents in person, we will accept
submission by mail. Please send it to the Office of Student Services by registered mail (kakitome).
書類を上記期間の窓口期間中に三田キャンパスの学生部国際担当まで提出してください。窓口提出が
できない場合は、郵送での提出も可とします(三田キャンパス 学生部国際交流支援グループ宛に書留
にて郵送のこと。)
-Please see the 2015 Student Exchange Program Application Guidebook for application guidelines/application
forms (Available only in Japanese)
募集要項・応募書類は、2015 年度派遣交換留学生募集要項をご覧ください。
http://www.ic.keio.ac.jp/keio̲student/index.html
-Click here for online registration. (Available only in Japanese) オンライン・レジストレーションはこちら
http://www.ic.keio.ac.jp/keio̲student/exchange/online̲reg.html
＜Selection Schedule（選考スケジュール）＞
Announcement of First Round Results: End of March
Second Round (Interview) Selection: Early April (We will inform you of detailed times a later date. If you are
unable to attend the interview between March 31st and April 7th (except Saturday and Sunday), please e-mail
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Office of Student Service (International) by March 27.)
Announcement of Second Round Results: Early April
一次合格発表：3 月下旬
二次（面接）選考：4 月初旬（詳細の時間は後日お知らせします。3 月 31 日から 4 月 7 日の間(土日を除く)に面接
に参加できない日がある場合は、3 月 27 日までに学生部国際交流支援までメールでご相談ください。
）

二次合格発表：4 月初旬
We will notify applicants of the results by e-mail. 合格発表等は応募者にメールにてご連絡します。

Contact / Submission of application（問い合わせ先、申込書提出先)
Office of Student Services (International), Keio University 慶應義塾大学学生部国際交流支援グループ
108-8345 東京都港区三田 2-15-45

Address: 2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345
Tel: 03-5427-1613 / Email:ic-student@adst.keio.ac.jp

以上
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