
平成 27年度採択「大学の世界展開力強化事業（中南米等との大学間交流形成支援）」 

持続的な社会の安心・安全に貢献するトランスパシフィック協働人材育成プログラム 

 

「持続的な社会の安全・安心に貢献するトランスパシフィック協働人材育成プログラム」 

平成 29年度 海外留学派遣プログラム生 募集要項（全学対象） 

 

 

１ 趣旨（研修の目的） 

「持続的な社会の安全・安心に貢献するトランスパシフィック協働人材育成プログラム」では、地球規模課題

の解決に向けて広く社会の安定に貢献できる中核的な実務人材の育成を目的に、中南米(コロンビア、ペルー、

チリ、メキシコ、ブラジル)での海外留学派遣プログラムを実施します。 

２ 各大学の募集情報 

留 学 先 期  間 募集人数 募集対象 対象語学 

メキシコ大学院大学 
2017度中 6か月程度 

（応相談） 
若干名 全学正規在籍院生 

スペイン語 

又は英語 

コロンビア共和国 

ロスアンデス大学 
2018年 1月 ～ 6か月程度 若干名 全学正規在籍学生 

ペルー 

カトリカ大学 
2017年 8月 ～ 6か月程度 若干名 全学正規在籍学生 

チリ大学 2017年７月 ～ 6か月程度 若干名 全学正規在籍学生 

ブラジル 

サンパウロ大学 
2017年 8月 ～ 6か月程度 若干名 全学正規在籍学生 

ポルトガル語 

又は英語 

 

３ 応募資格および条件 

＊スペイン語又はポルトガル語の学修履歴のある者を優先とする 

＊本プログラムの趣旨を理解し、スペイン語又はポルトガル語を現地で学ぶ意欲のある者も応募対象とする 

＊単位互換を予定しているため、現地大学における科目の履修に意欲的な者 

＊国籍は問わず、本プログラムでの学びを今後の研究活動や課題解決に積極的に還元する意欲をもった者 

＊本プログラムの目的や活動内容を十分理解し、それに沿った活動ができる者 

（※事前研修への参加･準備（交流会での発表資料作成等）、報告書の提出、及び報告会への参加を含む） 

＊渡航･滞在中の事件や事故、災害に備えて下記の 3つすべてを満たすことができる者 

-「筑波大学 海外渡航届出システム」上での海外渡航届の提出 

-  海外旅行保険への加入 

-「海外安全危機管理システム（OSSMA）」への加入 

＊保護者および指導教員（クラス担任）の承認を得た上で、誓約書の提出ができる者 

 

４ 応募方法について 

必要書類を揃え、下記へご提出ください。 

・申込書(別添 1) 

・成績証明書 

・語学能力試験の証明書写し（該当者のみ）  

提出場所：グローバル・コモンズ機構事務室（１A棟 1階／大食堂向かい） 

応募期限：平成 29年 2月 10日（金）17時 00分 
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＊原則として、応募書類は返却しません。 

＊書類選考をした後、2月に面接をします。面接の日時は書類選考の合格者に連絡します。 

 

５ 結果通知について 

メール等にてご連絡します。 

 

6 費用：授 業 料：  不徴収（筑波大学への授業料の納付は要） 

航 空 券：    往復航空券の支給あり 

奨 学 金：  JASSOの奨学金あり（月額 6万円） 

（基準を満たす者のみ支給。また、奨学金給付には人数の制限がありますので、 

原則として、成績順に給付が決定します。GPAの算出法は以下のようになります） 

＊プログラム生として決定以降、学生本人の都合によりキャンセルした場合に発生したキャンセル料

等は学生の負担になります。 

 

＜成績評価の算出方法＞ 

・履修年度が平成２8年度（春 A～秋 Bまで）の成績より算出します。 

・筑波大学の GPA算出方法とは異なります。必ず下記表を参考に「成績評価ポイント」に換算し、計算式に当

てはめて算出してください。 

 

成績評価 A+ A B C D 

成績評価ポイント 3 3 2 1 0 

(計算式) 

（「評価ポイント３の単位式」×3）＋（「評価ポイント 2の単位式」×2）+（「評価ポイント 1の単位式」×

1）+（「評価ポイント 0の単位式」×0）÷総単位数＝「成績評価係数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 お問合せ 

グローバル・コモンズ機構 

電 話：029-853-7427（平日 8:30-17:00） 

e-mail：campus-kokusaika#@#un.tsukuba.ac.jp 

（メールを送るときに#@#を＠に置換えてください） 
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「持続的な社会の安全・安心に貢献するトランスパシフィック協働人材育成プログラム」 

平成 29年度 海外留学派遣プログラム生 申込書（別添１） 

提出期限：平成 29年 2月 10日（金）17時 00 分 

提出先： グローバル・コモンズ機構事務室（１A棟 1階／大食堂向かい） 

 

 

◆ 基本情報 
                           
 

◆ 学修履歴 

1. 氏名
フリガナ

 

（姓）  

               

（名） 

                  

5. 写真 

(3.5cm x 4cm） 

                      

2. 生年月日（西暦） 

     年     月     日 （     ）歳 

3. 性別 

 男  ・   女 

4. 所属 5. 学年 6. 学籍番号                                 

7. 現住所 10. 日本学生支援機構(JASSO)奨学金を受給していますか？ 

□はい  ・  □ いいえ 

↓「はい」の方 

□第一種 ・  □第二種 

奨学生番号（                  ） 

留学中、上記の奨学金について 

□継続希望 □休止希望（  月から休止） □辞退希望  

□第一種のみ継続 □第二種のみ継続 

※JASSO 奨学金以外でこのプログラムのための奨学金を併給される方

は派遣決定後に必ずお知らせください。 

8. Eメール(PC) 

9. 携帯電話番号 

11. 成績評価係数（GPA）                     

                  点 ＊算出方法は募集要項を参考にすること 

12. 海外経験：これまでの滞在経験（滞在期間・滞在先・滞在目的）を記入してください（例：2010年 8－9月 ｶﾅﾀﾞ ﾎｰﾑｽﾃｨ） 

 

 

13. スペイン語・ポルトガル語履修歴 

 あり  ・   なし 

＊「あり」の場合 

 スペイン語  ・   ポルトガル語 

14. 語学の能力を証明するもの（スペイン語） 

 あり  ・   なし 

＊「あり」の場合は証明書のコピーを添付してください。 

＊これまでに試験等を受けたことがない方は「なし」にチェック 

試験名 

                    

スコア / レベル 
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◆ 研修計画 

 

私は、募集要項の内容を理解し、平成２9年度海外留学派遣プログラムとその事前研修に参加希望します。 

 

下記の項目をチェックしてください。 

 帰国後の報告会に参加できる 

 派遣前の事前研修が行われれば参加できる・事前に準備して研修にのぞむ 

 派遣予定全期間の海外研修に参加できる 

 研修中は引率指導者の指示に従い、研修目的に沿った行動をとれる 

 研修後、レポート（アンケート）を提出する 

 パスポート等の準備ができる 

 両親等および指導教員の承諾を得ている 

 在籍中の学類における履修に問題はない 

 健康に特段の不安はない 

申請者名（署名）： 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印  

 

 

申請者が当プログラムへ参加することを推薦いたします。 

指導教員名： 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印  

15. 語学の能力を証明するもの（ポルトガル語） 

 あり  ・   なし 

＊「あり」の場合は証明書のコピーを添付してください。 

＊これまでに試験等を受けたことがない方は「なし」にチェック 

試験名 

                    

スコア / レベル 

             

16. 語学の能力を証明するもの（英語） 

 あり  ・   なし 

＊「あり」の場合は証明書のコピーを添付してください。 

＊これまでに試験等を受けたことがない方は「なし」にチェック 

試験名 

                    

スコア / レベル 

             

17.希望する留学先を第１希望から第２希望まで必ず記入してください。 

＊人数によっては、希望の留学先にいくことができない場合もあります。 

第１希望 

 

第２希望 

 

18. 海外留学に応募する理由、期待すること、自分の興味・専攻との関わり等について記入してください。 

 

 

 


