
中国語圏協定校留学説明会 2021.6.30 国際交流センター



大東の２大制度！
『奨学金留学』と『交換留学（協定校留学）』

の大きな違い

奨学金留学

大学から奨学金を得て

自分で行き先を決める

交換留学（協定校留学）

交換留学生

=大学の代表者

として大学の

協定校に留学する

協定校Ａ
私費留学生 交換留学生



学費の支払い

奨学金留学生 交換留学生

協定校Ａ

大東

・協定校の学費免除

・奨学金上限360,000円

（月額30,000円×12ヶ月）



【中国語圏】

◆選考日：２０２１年９月２日（木）１０：３０集合

◆場所：東松山校舎 ４－０２０２教室

◆試験内容：中国語、小論文、面接

◆応募期間：

２０２１年８月２４日（火）必着！

※郵送で受付をします。郵送後、国際交流センターにメール

を送ってください。住所・メールアドレスは次のページを確
認してください。

協定校留学（交換留学）選考試験



◆申込み先（郵送）

〒355-8501 埼玉県東松山市岩殿560

大東文化大学国際交流センター

中国語圏協定校留学担当者 宛

【重要！】応募書類郵送後、国際交流センターメールアドレス
宛に以下の内容を送信してください。

件名：協定校留学（中国語圏）選考試験書類を郵送しました。

本文：学籍番号、氏名

メールアドレス：ryugaku@jm.daito.ac.jp

協定校留学（交換留学）選考試験



協定校留学選考試験に関する詳細は、国際交流セン
ターホームページに掲載しています。

募集要項・提出書類等の大切な情報の他、

過去問題も紹介しています。

申込みを検討している方は、必ずご確認ください。

大東HP→国際交流 → 留学・研修制度

→ 協定校留学制度→ 中国語圏

協定校留学（交換留学）選考試験



協定校留学（交換留学）選考試験



２０２２年度派遣先大学（中国語圏）

派遣先大学 所在地 派遣予定人数

1 北京外国語大学 中国・北京市 2

2 山東大学 中国・済南市 1

3 上海師範大学 中国・上海市 2

4 西北大学 中国・西安市 1

5
中山大学

※HSK5級180点以上
中国・広州市 1

6 大連外国語大学 中国・大連市 1

7 遼寧師範大学 中国・大連市 1

8 アモイ大学 中国・アモイ市 1

9 東北師範大学 中国・長春市 1

10
首都師範大学
※大学院生優先

中国・北京市 1

11 華僑大学 中国・アモイ市 1



派遣先大学 所在地 派遣予定人数

12 東呉大学 台湾・台北市 1

13 輔仁大学 台湾・新北市 1

14
逢甲大学

※HSK6級210点以上
台湾・台中市 1

15
高雄科技大学

※HSK5級180点以上
台湾・高雄市 1

２０２１年度派遣先大学（中国語圏）



２０２１年度派遣先大学（中国語圏）

中華人民共和国・香港・マカオ・台湾の身分証

（旅券）を持つ方が申請可能な大学

1. 山東大学 2.中山大学

3. 大連外国語大学 4. 輔仁大学

5. 逢甲大学 6. 高雄科技大学

※山東大学・中山大学・逢甲大学・高雄科技大学の申請は、

語学条件やGPAの基準があります。

※日本の永住権を取得している等の申請条件がありますので、

必ず申込みの前に国際交流センターにご相談ください。



２０２１年度派遣先大学（中国語圏）

非日本国籍・非中国語圏国籍の身分証（旅券）

を持つ方が申請可能な大学

1. 北京外国語大学 2.山東大学

3.上海師範大学 4.西北大学

5.大連外国語大学 6.アモイ大学

7.首都師範大学 8. 華僑大学

9. 輔仁大学 10. 逢甲大学 11.高雄科技大学

※山東大学・逢甲大学・高雄科技大学の申請は、語学条件や

GPAの基準があります。

※国によっては台湾の大学への申請が制限される場合もありま

す。必ず申込みの前に国際交流センターにご相談ください。



選考～出発までのスケジュール

選考試験受験
2021.9

留学先決定

留学先への出願
2021.9～

入学許可書が届く
2021.12～

◆留学ビザ申請
◆寮申請

航空券・保険
の申込

出発！

2022.2

※出願期間は大学によって異なりますのでご注意ください。

※パスポートを持っていない方・期限が迫っている方は、
９月中旬までに取得してください。

※選考試験に合格した方は、必ず各種手続きの期日を守って
ください！



春学期開始：2022年２月中旬～３月初旬

〃 終了： 〃 ６月下旬～７月中旬

★夏休み☆

秋学期開始：2022年８月下旬～9月中旬

〃 終了：2023年１月中旬～下旬

～帰国～

留学後のスケジュール



※上記のスケジュールはあくまでも目安です。

大学によってスケジュールは異なります。

※一時帰国は基本的にできません。

就活（インターン含む）も帰国後に行うことを

前提として留学に行ってください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、

派遣延期または中止になる可能性が

あります。

留学後のスケジュール



年間資金ってどれくらい必要？

大東の授業料

¥1,018,400～
（中国語学科の場合）

留学先の授業料

¥350,000～

寮費と生活費

¥600,000～

飛行機代

¥150,000

～

保険料

¥100,000

～

諸費用

¥50,000

～

大東の制度を使わず、在学で私費留学する場合：

約2,270,000円の用意が必要！

留学先の学費免除 奨学金 ¥360,000
自己資金 約¥1,560,000~

（大東の授業料¥1,018,400を含む）

【協定校留学の場合】

※上記費用はあくまでも目安です。留学先や個人によって費用は異なります。



交換留学生が受ける授業
★中国（大陸）★

留学生のクラスで中国語の授業を受ける

→語学基準なし

※学部の授業を受ける場合、語学基準あり

☆台湾☆

台湾の学生と学部の授業を受ける

→東呉大学、輔仁大学は語学基準なし

※日本語専攻以外の学部を希望する場合、語学基準あり

※留学生用の中国語授業も受講できる



北京外国語大学

場所：北京 寮：あり（1～2人部屋）

●中国の外国語教育で古い歴史がある。

●諸外国からの留学生が多い。

●名所旧跡が多くあり、

市中心部での買い物も便利。



厦門（アモイ）大学

場所：福建省・アモイ 寮：あり（2人部屋）

●多くの留学生を受入れてきた長い歴史がある。

●キャンパスが広く、銀行・スーパーなど商用

施設がそろっている。

●経済特区で観光名所も多い。



山東大学

場所：山東省済南市

寮：あり

（１～２人部屋）

●学内・大学周辺の施設が充実していて、

食事・買い物ともに便利。

●寮内にバスケットコート等スポーツ設備あり。

●山東省の省都で、活気あふれる都市。



大連外国語大学

場所：遼寧省大連市

寮：あり（１～6人部屋）

●留学生が多く、

たくさんのイベントがある。

●学食や売店のバリエーションが豊富。

●自然豊かな観光都市で流通業も盛ん。



上海師範大学

場所：上海

寮：あり（１～２人部屋）

●留学生が多く、学内施設も充実。

●寮は2ヶ所から選択（1人or2人も選択可）。

●中国最大の経済都市で、生活も観光も便利。



東呉大学

場所：台湾・台北 寮：あり（4人部屋等）

●緑に囲まれたキャンパスで、近くに

故宮博物館がある。

●台北中心部へのアクセス

も良い。

●中国語の授業＋学部の

授業を選択可。



輔仁大学

場所：台湾・新北市

寮：あり（4人部屋等）

●学部（日本語文学科等）で

台湾の学生と授業を受ける。

留学生用の中国語の授業も

受講可。

●台北市内へのアクセスも良く、生活に便利。



海外留学生レポート
大東HP → 国際交流 → 海外留学希望者への支援
→ 海外留学生レポート→中国語圏

または、

「大東文化大学

海外留学生レポート」で検索。



留学報告書（中国語圏）

大学の制度を使って、1年間留学した学生達の報告書を、
国際交流センター（東松山）で閲覧することができます。

・履修していた科目

・寮の詳細

・年間の費用

・次期留学生へのアドバイス

等が記載されています。

これから留学したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみ
てください！



お問い合わせ

E-mail：ryugaku@jm.daito.ac.jp

※件名に「中国語圏への留学について」

とご記入ください。

TEL：0493-31-1536

（国際交流センター・東松山）


