
 
 
 
 
 

 

 

2013 年 3月 7日 

米国ブラウン大学 派遣交換留学生 2013 年度追加募集 

国際センター 

 米国ブラウン大学は慶應義塾にとって歴史的につながりが深く、学生交換をはじめとして交流が行

われてきました。2013 年度派遣交換留学の募集においては、ブラウン大学側の事情により、当初予

定していた第 1期には募集ができませんでしたが、その後、派遣を可能にするため、ブラウン大学と

の協議を進めてきました。その結果、この度、2013 年 8 月より 1 名派遣できることとなりましたの

で、下記により追加募集を行います。募集開始から出願までの時間に限りがありますが、奮ってご応

募ください。 

   

 募集要項・応募書類 
 募集要項・応募書類は、通常の派遣交換留学に準じる（「留学のてびき 2013 年度派遣交換
留学生募集要項」参照のこと）。 

 ブラウン大学派遣の必要条件については、別紙「ブラウン大学追加募集要項」もご覧くださ
い。 

・語学能力：TOEFL iBT 100 点以上のスコアを出願時に提出できること。 

・第 1期、第 2期で既に 2013年度夏からの派遣交換留学候補生に決定している者は除く。 

 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。 
http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange2013/index.html 

 

 出願期間（オンライン・レジストレーションおよび書類提出） 
2013 年 3 月 11 日(月）～4月 8日(月）午前 11 時必着 

 

 書類提出方法 
書類を上記期間の窓口時間中に三田キャンパスの学生部国際交流支援グループ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。但し、書留にて、4月 5 日(金)に必着のこと。 

 

 オンライン・レジストレーション 
下記 URL より登録を行ってください。 

http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange2013/online_reg.html 

 

 選考スケジュール 
書類選考を通過した方には、4 月 10 日（水）の面接にきていただきます。時間等の詳細は 4 月 9 日

中にメールでお知らせします。 

面接選考：4月 10 日（水）午前 9時～13 時（所要時間は 30 分程度です。） 

最終選考合格発表：4月 12 日（金）予定 

 合格発表等は応募者にメールにてご連絡します。    
 学内選考合格者は、ブラウン大学へ交換留学生として出願を行います。出願書類締切は 4 月 26 日
（金）を予定しておりますので、合格者は合格発表後、速やかに用意する必要があります。 

 

 問い合わせ先、申込書提出先 
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（南校舎 B１F） 

電話: 03-5427-1613 / Email:ic-student@adst.keio.ac.jp 

以上 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

別紙「ブラウン大学追加募集要項」 

 

Number of students 1 

Eligibility 
留学開始時、学部 2年、3年に在籍する者。但し、第 1期、第 2期で既に 2013
年度夏からの派遣交換留学候補生に決定している者は除く。 

Period of study September 2013 - May 2014 

Location Providence, Rhode Island 02912, U.S.A. 

University profile 

Brown University is located on a hill in the eastern part of Providence, the state capital of 

Rhode Island. Brown has about 8500 students in total, including both undergraduate and 

graduate students, and just over 700 faculty members. It is known for its unique 

curriculum, innovative research and high quality teaching. The university has a strong 

international atmosphere, with students from over 75 countries across the globe. In contrast 

with other Ivy League member universities, Brown University aims to be a place for pure 

academic study and research and therefore it has not created a business school, law school 

or teacher training program since its founding. Keio University has a historically strong 

connection with Brown University. On the recommendation of John Manjiro, Yukichi 

Fukuzawa studied the Western higher education system at Brown University, and it is said 

that this is what inspired him to found Keio University. The Brown University President at 

the time, the economist Francis Wayland, had a profound influence on Yukichi Fukuzawa 

and there is even a famous anecdote that Yukichi Fukuzawa continued to give a lecture 

about an english language text by Francis Wayland despite the fact that the Boshin War 

was raging outside his classroom window. To commemorate this, Keio University 

celebrates May 15 as 'Yukichi Fukuzawa-Francis Wayland Memorial Lecture Day' 

Undergraduate programs open to 

exchange students 
All 

Undergraduate programs NOT open to 

exchange students  
N/A 

Minimum GPA (UG) None, but students must show strong academic commitment and performance. 

Minimum GPA (G) N/A 

Minimum language proficiency (UG) TOEFL iBT 100 

Academic calendar 

2013 FALL SEMESTER: 

Orientation date: August, 2013 (TBA) 

Classes begin: September 4, 2013 

Classes end: December 12, 2013 

Finals end: December 21, 2013 

2014 SPRING SEMESTER: 

Classes begin: January 22, 2014 

Classes end: May 6, 2014 

Finals end: May 16, 2014 

Important university websites for 

exchange students 

http://www.brown.edu/; http://www.brown.edu/Administration/OISSS;  

http://brown.edu/academics/college/orientation/tvrue; 

http://www.brown.edu/academics/college/orientation/;  

http://brown.edu/Administration/Dean_of_the_College/advising/international.php 

Scholarship information N/A 

Dormitory information http://reslife.brown.edu/ 

 


