
＜追加募集！＞

早稲田・香港中文・上海交通 交換留学プログラム

Global College – ABS (Asian Business Studies)  7 期生募集要項 

ABS プログラムへ参加する際の募集要項は、3 校間の協定に基づき以下の通りとなります。

1. 趣旨

アジアにあるトップスクールで商学を専攻する学生を対象とした、アジア地域に精通したビ

ジネスの専門家の育成を目的とするプログラムです。早稲田大学、上海交通大学、香港中文大

学から各 10 名・計 30名が参加し、グループを組んで半期間ずつそれぞれの大学で学びます。

学生同士の交流度が高いこのプログラムでは、英語でビジネスを学ぶことができるだけでな

く、英語力を伸ばし、異文化についての理解を深めることも目的とします。

既に第 1期生～第 5 期生がプログラムを修了しており、このプログラムに参加した商学部生

の多くは、大手企業に就職し、世界で活躍しています。

早稲田大学では商学部が主に本プログラムの運営を行っていますが、応募資格（後述）を満

たす学生であれば、他学部の学生でも応募可能です。

2. 派遣先

香港中文大学（中国・香港特別行政区）、上海交通大学（中国・上海市）

3. 交流人数

10 名

※本学学生 10 名は、香港中文大学、上海交通大学から集まる 20 名（各校 10 名）とともにグ

ループを組み、1 年間半、それぞれの大学で学びます。

4. 交流期間

2018 年 2月～2018 年 6月（2018 年度春学期） ：上海交通大学に留学

2018 年 9月～2018 年 12 月（2018 年度秋学期） ：香港中文大学に留学

2019 年度春学期は本学に在籍し、上海交通大学・香港中文大学の学生とともに

コア科目である Japanese Business (ABS program)と The Japanese Economy を履修します。

※派遣モデルケース（２年生からプログラムに参加するケース）：

春学期 秋学期

１年生(2017 年度) 早稲田大学に在学 早稲田大学に在学

２年生(2018 年度) 上海交通大学（2月～6月） 香港中文大学（9月～12 月）

３年生(2019 年度)

早稲田大学に在学

（Japanese Business と The

Japanese Economy の履修）

早稲田大学に在学

４年生(2020 年度) 早稲田大学に在学 早稲田大学に在学



5. プログラムの必修科目について

上海交通大学、香港中文大学、早稲田大学にて、指定する必修科目を 2 科目履修します。各

校での必修科目は、以下の通りです（2017 年度時点）。これらの科目は、年度によって変更する

可能性があり、変更があった場合でも上海交通大学、香港中文大学、早稲田大学の指定する科

目を履修することが必要です。

ABS プログラム 必修科目

香港中文大学 International Finance Asian Business

上海交通大学 Marketing in China The Chinese Economy

早稲田大学※ The Japanese Economy Japanese Business

※重要※

上記科目は科目登録の際に自動登録となります。他の科目（所属学部の自動登録科目・演

習科目等を含む）と時間割重複等が生じた場合もこれら 2科目が優先的に登録されます。

6. 応募資格

以下、①～④すべての要件を満たしていること。

① 2018 年春学期開始時点で 2 セメスター在学していること。

：2017 年度 9 月入学者は応募できません。なお、4 年生から（7 セメスター目から）当プログ

ラムに参加する場合は、本学に在籍する 2019 年春学期は 5 年生となります。プログラムの

修了にあたり、本学に在籍し、指定する必修科目を履修することが必要です。

② 経済学に関する基礎科目の単位を修得済、かつビジネス系の領域に興味があること。

③ 英語能力に関して、原則として以下いずれかのスコア・カードを有していること。

（本学への応募時点）

・TOEIC 620 点以上

・TOEFL ITP500 点以上、TOEFLiBT 61 点以上

※英語統一試験（TOEIC‐IP）のスコア・カードによる出願も認めます。

※スコアは、受験日がプログラムへの出願開始日から遡って 2年以内のもののみ有効。

※TOEIC は 2017 年 7 月 23 日（日）受験分まで提出可

※TOEFL は 2017 年 9 月 17 日（日）受験分まで提出可（オンライン上で発表されたスコアを印刷して提出）

④ 受入先条件により、中国本土の国籍を有する学生は本プログラムに参加できません。

7. 募集～実施スケジュール概要

2017 年度以降のスケジュールは以下のとおりです。

年月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

2017

学内出

願締切

・選考

追加募

集締切・

選考

上海交

通大学

へ出願

上海交通大学

2018 上海交通大学 香港中文大学

2019 早稲田大学（香港・上海 学生受入）



8. 選考日程（内部２次選考）

（１）応募書類提出 ：2017 年 10 月 2 日（月）17:00

（２）選考日（面接） ：2017 年 10 月 4 日（水）午前中

※面接は英語にて実施されます。

（３）推薦の可否決定・通知（Waseda-net mail）：2017 年 10 月中

※推薦決定の場合、上海交通大学への出願をします。パスポートをご準備下さい。

9. 提出書類（内部選考用）※商学部 HP にて入手可能です

以下の書類をご提出ください。

① GC-ABS プログラム志願票（日本語で記入）

② Statement of Interests & Goals（英語で記入）

③ GPA 証明書（出願時 1年生の場合、不要）

④ 語学力を証明するスコア・カードの写し（”6.応募資格”の項を参照）

⑤ GC-ABS プログラム（Global College-Asian Business Studies）誓約書

⑥ 海外留学プログラム誓約書

10. 併願について

大学間協定プログラムとの併願⇒【不可】

箇所間協定プログラムとの併願⇒商学部学生は【可能】。

商学部生以外は所属学部事務所に要問合せ。

11. 履修について

2019 年春学期に、商学部で設置される当プログラムのコア科目である Japanese Business

(ABS Program)(2 単位)と The Japanese Economy(2 単位) 2 科目の受講を必須とします。これ

らの科目は、3大学学生合同で受講することになります。

なお、コア科目2科目と専門教育科目演習が重複した場合はコア科目の登録が優先となります。

12. 学籍上の扱い

【商学部生】

香港中文大学、上海交通大学に留学している学期、学籍上は「在学（留学）」となります。留

学期間は、在学年数に算入することができます。

【商学部生以外】

上記の扱いと異なる場合がありますので、所属学部にお問い合わせください。

13. 学費等

派遣される交換留学生は、早稲田大学に所定の学費を支払い、香港中文大学、上海交通大学

に学費を支払う必要はありません。ただし、その他の経費（旅費、生活費等）は自己負担とな

ります。



14. 最終決定

交換留学生の受け入れに関する最終的な判断は、香港中文大学、上海交通大学が下します。

15. 手続について

商学部生は、商学部事務所にて一連の手続きを行います。

商学部以外の学生については、以下の通り対応する事務所が異なります。

【表：商学部生以外の手続き先一覧】

手続 所属学部 商学部

1 プログラム内容の確認 ○

2 提出書類（内部選考用）の提出 ※３ ○（提出）

3 選考 ○

4
日本学生支援機構海外留学支援制度奨

学金(給付)申請手続及び在籍確認※１
○

5
日本学生支援機構奨学金（貸与）の手

続き※２
○

6 推薦決定後の協定校への出願手続き ○

7 学籍異動の手続きと承認・保険の加入 ○※４

8 単位認定・帰国に伴う手続き ○※４

※１ 日本学生支援機構海外留学支援制度奨学金（給付）については、日本学生支援機構が

承認した場合のみ、受給することができます。なお、本奨学金を受給するためには、

成績要件、収入要件等があり、受けられないこともあります。

※２ 日本学生支援機構（貸与）の奨学金を受給している方は、留学前に奨学課において継

続または停止手続き等を行っていただく必要があります。事前に所属事務所に確認の

上、奨学課で手続きを行ってください。

※３ 当プログラムの所属学部のカリキュラム上の扱い、単位認定の可否については、所属

学部に事前にお問い合わせください。

※４ 手続き方法は事前に所属学部の事務所へご確認ください

15. お問い合わせ

早稲田大学商学部事務所

TEL 03-5286-1821/E-mail: ryugaku16@list.waseda.jp

2017 年 9月 8 日

以上


