スプリングプログラムは、
「全学共通教養教育科目」として提供される留学関連科目です。2017 年度秋学期
に行う事前授業に加え、2 月～3 月に現地での生活体験と集中的な語学研修を行うことにより、外国語運用
能力を養成するとともに、その国の文化・社会に対する理解を深め、国際感覚豊かな人材を養成することを
目指しています。

＊ 追加募集 ＊
2017 年度スプリングプログラムにおいて、ドイツ語・フランス語・中国語のプログラムで追加募集
を行います。春休み中の語学研修で語学力を磨き、4 月からの新学期を迎えてみませんか？
6・7 月の出願期間を逃した方、これが最後のチャンスです！
＊研修期間とは別に、2017 年度秋学期中に事前授業が実施されます。

プログラム名

研修校・研修地

スプリングプログラム・ フライブルク大学
ドイツ語 （3単位）
（ドイツ）

研修期間

担当者

2018 年 3 月 1 日
～ 3 月 23 日

大木 清香

CAVILAM
スプリングプログラム・ - Alliance française 2018 年 2 月 17 日
フランス語 （3単位） (クレルモン・フェラン大学監修）
～ ３月２3 日
（フランス）

亀谷 百合佳

スプリングプログラム・ 華東師範大学
2018 年 3 月 10 日
中国語
（１単位）
～ 3 月 23 日
（中国）

錢 鷗

費用

募集人数

【前年実績】

若干名

約 29 万円

（最少催行人員：1名）

若干名
（最少催行人員：5名）

約 55 万円(寮)
約 59 万円(ﾎｰﾑｽﾃｲ)

若干名
（最少催行人員：1名）

約 21 万円

☆費用は前年度実績の金額です。為替やその他プログラム費用等の変動により５～１０万円前後、金額が変わる可能性

があります。なお、上記参加費に対し、別途奨学金として研修地がアジア以外は５万円、アジアは３万円が大学から
支給されます。

★問合せ先
科目履修・教学に関すること 今出川校地：今出川キャンパス教務センター 外国語教育科目窓口（良心館１階）
【TEL: 075-251-3325 E-mail：ji-kyomu@mail.doshisha.ac.jp】
京田辺校地：京田辺キャンパス教務センター 外国語教育科目窓口（成心館１階）
【TEL：0774-65-7517】
海外渡航・費用に関すること 今出川校地 国際センター国際課（扶桑館１階）
【TEL: 075-251-3260 E-mail：ji-kksai@mail.doshisha.ac.jp】
京田辺校地 国際センター国際課（嗣業館 1 階）
【TEL: 0774-65-7066】
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★個別相談
 プログラムに関する疑問や質問などをプログラム担当者に相談できる機会です。
 個別相談を希望する場合は E メールにて事前にアポイントメントを取ってください。各校
地ごとの日時・各担当者のメールアドレスは、下表を参照してください。
メールには 3 点を明記してください。《氏名・学生 ID／ 相談内容／ 面接希望日時》
申し込みは余裕をもって行ない、メールのやり取りには迅速に対応してください。
 過年度のスプリングプログラム参加者の「アンケート」は、
“Go Global”ポートフォリオ上
に掲載していますので、プログラムを選択する際の参考情報としてご活用ください。

 個別相談期間
２０１7 年 8 月 28 日（月）～ 9 月 8 日（金）
 個別相談タイムスケジュール
担当者

今出川校地

ドイツ語（フライブルク大学）

9/7（木）
・ 9/8（金）

大木 清香

京田辺校地
メールにて対応

★時間等はアポイントの際に確認ください。

soki@mail.doshisha.ac.jp
フランス語

9/4（月）～ 9/8（金）

（CAVILAM- Alliance française）

★時間等はアポイントの際に確認ください。

メールにて対応

亀谷 百合佳
ykameya@mail.doshisha.ac.jp
中国語（華東師範大学）

9/5（火）～ 9/8（金）

メールにて対応

上記日程で都合がつかない場合は 8/15

錢 鷗
oqian@mail.doshisha.ac.jp

（火）以前で要相談。
★時間等はアポイントの際に確認ください。

★ＷＥＢ出願受付
WEB にて出願受付をします。下記の URL にアクセスしてください。
http://sso.doshisha.ac.jp/ → WEB シングルサインオン
→ Go Global ポートフォリオ→ 短期留学プログラム→ WEB 出願
※手順は、P.6【短期留学】WEB 出願 参照
 WEB 出願の注意点
 窓口での出願は一切認めません。
 締切前はアクセスが集中しサイトに繋がりにくくなる恐れがあるので余裕を持って出願すること。
 ２時間でタイムアウトするのでこまめに保存すること。
 入力内容に不備があった場合は、出願期間中に訂正すること。
 土曜日２講時以降に京田辺校地で、または３講時以降に今出川校地で大学主催の試験等がある場
合は、WEB 出願の願書フォームの「基本情報入力」画面内、
「備考（資格等）」欄に校地・講時・
試験名を必ず入力すること。
 【フランス語】出願者は、
「備考（資格等）」欄に、ステイ先（大学寮 or ホームステイ）の希望を
入力すること。
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 出願受付期間：2017 年 8 月 28 日（月）9：00 ～ 9 月 8 日（金）17：00【時間厳守】
 WEB 出願書類：① 願書
② 志望理由書（プログラムごとにテーマが異なるため以下参照のこと）

ドイツ語

テ ー マ：スプリングプログラム・ドイツ語に参加する志望動機とドイツ文化についての関
心をまとめてください。
書

フランス語

テ ー マ：私のフランス、フランス語への関心、スプリングプログラム・フランス語に参加
する志望動機と目標について具体的に書いてください。
書

中 国 語

式：日本語で 1,000 字程度。

式：日本語で 1,000 字程度。

テ ー マ：私の中国語・中国語研修への関心（スプリングプログラム・中国語に参加する動
機と目的について具体的に書いてください）
書

式：日本語で 1,000 字程度。

★選考試験と結果発表
初修プログラム出願者の選考は、面接試験により行います。選考試験と結果発表の日程は
以下の通りです。

■面 接 試 験：2017 年 9 月 16 日（土）13：30～【今出川校地で実施】
今出川キャンパス博遠館 211 教室
集合時間は 9 月 14 日（木）13:00～Go Global ポートフォリオ内“お知
らせ”にて確認してください。

■結 果 発 表：2017 年 9 月 20 日（水）13：00～
Go Global ポートフォリオ内“お知らせ”にて合否を確認してください。

★参加費納入
スプリングプログラムへの参加が決定した方は、参加費を納入する必要があります。参加費の
納入期限は以下の期日を予定しています。詳細は参加が決まった方へ改めてご連絡いたします。
申込金
初修プログラム
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第１期

第２期

１０月下旬

１１月下旬

★出発前・危機管理オリエンテーション
日時：２０１8 年１月 14 日（日）午後（４～５時間程度）
場所：今出川校地（教室は決定次第連絡します）
※スプリングプログラム参加者は、上記のオリエンテーションに必ず出席する必要があります。

★奨学金について
「サマープログラム及びスプリングプログラム履修者に対する奨学金」が設けられています。
これは、履修したサマープログラム及びスプリングプログラムの費用に対し、奨学金（研修地
がアジア以外の場合は 50,000 円、アジアの場合は 30,000 円）として給付（返還不要）さ
れるものです。詳細は参加が決まった方へ改めてお知らせいたします。

★科目の登録について
「スプリングプログラム」は、研修終了後に 2018 年度春学期科目として登録することにな
ります（但し大学にて登録を行うため、登録手続きは不要です）
。そのため、2018 年度春学
期に在籍しない学生、及び 2014 年度以前生は出願することができません。また、2018 年
度春学期に在籍している学生でも、休学した場合は、2018 年度春学期科目の登録ができませ
んので、成績評価が与えられません。予めご注意ください。
※科目履修・単位の取扱い等の詳細については各自で所属学部に確認をしてください。

★事前授業について
事前授業は 2017 年度秋学期、また現地プログラム参加は 2017 年度秋学期末（2018 年 2
月～3 月）となります。2017 年度秋学期に登録している他科目とスプリングプログラムの事
前授業の時間割重複、および二校地間移動不可が発生しないかを十分に注意してください。
2017 年度秋学期に科目登録しているスプリングプログラム以外の他科目とスプリングプロ
グラムの事前授業が時間割重複（二校地間移動不可の場合も含む）した場合、時間割重複した
科目、もしくはスプリングプログラムのいずれかの科目は履修できなくなりますのでご注意く
ださい。
（事前授業の開講校地、曜日講時は、本募集要項の各プログラムのページ、国際課ホ
ームページにアップしているシラバス、合格発表掲示等で確認してください。
）
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★出願に当たっての注意事項【全プログラム共通】
① 国際教育インスティテュート国際教養コース生は、英語で行われるスプリングプログラム
に出願できません。初修外国語（母語を除く）で行われるプログラムへは出願可能です。
② グローバル・コミュニケーション学部の日本語コース生は母語で実施されるプログラムに、
中国語コース生は中国語プログラムに、英語コース生は選択語学のプログラムに出願でき
ません。
③ 「スプリングプログラム」の科目登録上の開講年度・学期は「2018 年度春学期」です。そのた
め、2018 年度春学期に在籍しない学生、及び 2014 年度以前生は出願することができま
せん。また、2018 年度春学期に在籍している学生でも、休学した場合は、2018 年度春
学期科目の登録ができませんので、成績評価が与えられません。予めご注意ください。
④ 既に履修済みのプログラムへは出願できませんのでご注意ください。
⑤ キャンセルは、基本的に認められません。参加について十分に考慮し、保護者の方ともよく相談
した上で出願してください。プログラムに参加することが決定した後にキャンセルをされた場合、
参加費全額返金の保証はできません。
※必ず保護者に、参加費用の支出および研修先（国）の承諾を得てから出願を行ってください。
⑥ 合格者数が最少催行人員に満たなかった場合、プログラムは実施されない可能性があります。
参加者決定後、キャンセルにより参加者が最少催行人員を下回り、プログラムの開催が不
可能となった場合も同様です。
⑦ スプリングプログラム出発前に、外務省の「海外安全ホームページ」にて発表される危険
情報で「レベル 2：不要不急の渡航は止めてください。
」もしくはそれ以上が発出された場
合、プログラムが中止となることがあります。その場合、納入いただいたプログラム参加
費用の一部または全額をお返しできないことがあります。また、プログラム開始後であっ
ても大学長による帰国勧告等が出された場合は帰国しなければなりません。予めご了承く
ださい。
※外務省海外安全ホームページ＜http://www.anzen.mofa.go.jp/masters/risk.html＞
⑧ 為替レートの変動、スケジュールの変更、参加人数の変更により、参加費用が変わること
があります。事情により金額不足が生じた場合は不足金額分を追加徴収させていただきま
す。逆に、実費が徴収した参加費用を下回った場合は差額を返金いたします。
⑨ 参加が決定した方は、同志社大学での事前授業と国際センター国際課が開催する危機管理
オリエンテーションに必ず参加しなければなりません。出席しない場合、プログラムに参
加できなくなることがありますのでご注意ください。その際発生するキャンセル料はご自
身で負担していただきます。
⑩ プログラムへの参加が決まった方は、健康診断証明書が必要になります。
４月初旬に大学で行っている健康診断を受診しなかった場合は、外部の医療機関等で健康診断を
受けていただきます。その際の予約、健康診断証明書の発行はご自身で手配していただくことに
なります。受診項目については、プログラム参加者へ国際課からお知らせいたします。
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ドイツ

期間：2018 年 3 月 1 日（木）～ 3 月 23 日（金）
プログラム定員：約 16 名

参加費用（１名）：
※為替やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費用等の変更により参加費は変動する可能性があります。
※上記参加費に対し、別途、大学から奨学金が支給されます。

プログラム紹介

日

スプリングプログラム・ドイツ語は、同志社大学のカリキュラムに沿
ってフライブルク大学の国際語学コースを利用する初中級者対象の春期
研修講座です。世界各国から集まった学生たちといっしょになって、ド
イツ語でのコミュニケーションを訓練しつつ、約３週間の日程でドイツ
語・ドイツ文化、そしてヨーロッパ文化をさらに深く学ぶことができる
でしょう。フライブルクは、フランス、スイスに近く、多文化的な環境
にも恵まれた街で、環境先進都市としても知られています。ヨーロッパ
の中のドイツを肌で感じながら、ドイツ文化を多層的に経験できます。

募
科目名

集

スプリングプログラム・ドイツ語
2018 年度春学期科目 3 単位（科目・単位の取扱いにつ
いては所属学部に問合せること）

担当教員

大木 清香

事前授業

2017 年度秋学期期間中に、以下の通り計４回の事前授
業が行われます。《★事前授業には必ず出席のこと》
1)プログラムを知る。単語力チェック
2)フライブルクについて。日常文書の読解力チェック
3)国際課による危機管理オリエンテーション
4)周辺都市について。メールなどの作文力チェック
☆1、2、4 の事前授業は月曜日 6 講時（18：25～19：55）
に今出川校地で実施予定。(詳しくは国際課 HP 掲載の
シラバスを参照のこと。)

3/1

2018 年 3 月 1 日（木）～3 月 23 日（金）

定員

約 16 名（最少催行人員：1 名）

対象

学部学生
※2018 年度春学期に在学していない学生および 2014 年
度入学以前生の学生は出願できません。
※国籍は問いません。
他大学の学生も参加します。
（参加者の主な国籍等：EU、アメリカ、アジアなどさま
ざま）
★本学の学年暦との関係で、約 4 週間プログラムのとこ
ろを約 3 週間で切り上げて帰国します。
予めご了承ください。

フライブルク大学にて研修
大学寮泊

3/22

フライブルクより専用車にてユーロエアポート空港へ移動
ユーロエアポート空港出発（アムステルダム空港経由）
機中泊

3/23

関西国際空港到着

要
研修内容

※到着後、解散

項
＊授業：月曜日～金曜日（9：00～12：45）
＊さまざまなテーマやドイツ社会のトピックを用いた、
ドイツ語のインテンシヴコース（文法、会話、作文、
聴き取りの訓練）。
＊フライブルクとその周辺が、教材と言っても良いの
で、とくにオプショナルツアーのようなものはない。
歴史的建造物、美術館、博物館、オペラハウス、その
他、自分でどんどん探訪していって欲しい。

宿泊先

大学寮

食事

宿泊費には食事代は一切含まれません。

同行員

同志社大学の教職員や添乗員は同行しません。

参加費用

●含まれるもの
プログラム費／往復航空券／現地空港への送迎費用／
航空保険料・燃油費／日本・現地空港諸税／海外旅行傷
害保険料（大学指定の保険に加入していただきます）
※プログラム費には、授業料および宿泊費用が含まれま
す。

☆3 の危機管理オリエンテーション
《2018 年 1 月 14（日）に今出川校地で実施予定》にも、
必ず出席する必要があります。
日程

ユーロエアポート空港到着
※到着後、専用車にてフライブルクへ移動
大学寮泊

3/2
↓
3/21

実施予定日：11/13、12/11、1/15

プログラム
構成

程（行程は変更の可能性あり）
関西国際空港出発（アムステルダム空港経由）

プログラムの目的・概要

●含まれないもの
※上記のほかは含まれません。参考のためにその一部を
例示します。
プログラム期間中の食費／超過手荷物料金／日本国内
での移動にかかる交通費／その他個人的生活費用
費用の
支払い

大学所定の納入用紙（参加決定者に配付します）を使い、
指定された期日までに納入してください。

査証

日本国籍である場合は必要なし。外国籍の学生は各自に
て確認し、取得していただきます。

ＷＥＢ出願に必要な書類
・願
書：スプリングプログラム・初修 願書
・志望理由書：「スプリングプログラム・ドイツ語に参加する志望動
機とドイツ文化についての関心をまとめてくださ
い。」
（日本語で 1.000 字程度）

フランス

期間：2018 年 2 月 17 日（土）～3 月 23 日(金)

参加費用（１名）
：

プログラム定員：約 20 名
※為替やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費用等の変更により参加費は変動する可能性があります。
※上記参加費に対し、別途、大学から奨学金が支給されます。

プログラム紹介

日

プログラムの目的
スプリングプログラム・フランス語は、同志社大学の教
育方針のもとに CAVILAM（Vichy, France）の協力を得て
実施する春期研修講座です。
CAVILAM は 1964 年に誕生し、そこで行われている外国
人のためのフランス語講座は長い伝統につちかわれ、その
充実した内容には定評があり、外国語としてのフランス語
教育、およびフランス語教員の養成機関としてフランスの
トップレベルの施設です。ヴィシーは温泉保養地としても
有名で緑に囲まれた小さな街です。この恵まれた環境のも
とで 4 週間にわたる研修を受け、フランス語の運用能力を
さらに高めることを目指します。

募

集

科目名

スプリングプログラム・フランス語
2018 年度春学期科目 3 単位（科目・単位の取扱いについて
は所属学部に問合せること）

担当教員

亀谷 百合佳

事前授業

2/17
↓
2/19
2/20
2/21
↓
3/20
3/21

要

約 20 名（最少催行人員：5 名）
学部学生
※2018 年度春学期に在学していない学生および 2014 年度
入学以前生の学生は出願できません。
※国籍は問いません。

プログラム

他大学の学生も参加します。

構成
＊授業：月曜日～金曜日
＊Vichy での授業は必修の「フランス語講座」の他に自由参
加の「アトリエ（講義）」と「学外研修」があり、すべて

パリホテル 1 泊
機中泊
※到着後、解散

項
フランス語で行われます。なお、
「フランス語講座」は外
国人のためのフランス語教育の専門家により、月曜から金
曜まで計 90 時間の集中授業として行われます。
＊1 クラスあたりの人数は約 10 名です。
大学寮またはホームステイ
どちらか選んでいただけます。希望のステイ先を願書の備考
欄に入力ください。それによって参加費用が変わりますの
で、ご注意ください。
宿泊費には食事代は一切含まれません。
但しホームステイをする学生は朝食と夕食が含まれます。
プログラム担当教員（出発日より約１週間同行）
●含まれるもの
CAVILAM 授業料／往復航空券／現地空港への送迎費用／パ
リにおける宿泊費用／授業期間中の宿泊地／航空保険料・燃
油費／日本・現地空港諸税／海外旅行保険料（大学指定の保
険に加入していただきます）
●含まれないもの
※上記のほかは含まれません。参考のためにその一部を例示
します。
プログラム中の食費／超過手荷物料金／日本国内での移動
にかかる交通費／語学研修中の学校主催の課外活動（約
16,000 円）／その他個人的生活費用

☆4 の危機管理オリエンテーション《2018 年 1 月 14 日（日）
に今出川校地で実施予定》にも、必ず出席する必要があり
ます。

対象

ヴィシーよりパリへ専用バスで移動
パリ滞在
フォンテンブロー城見学

（羽田経由）伊丹空港到着

☆6 の報告反省会は 3/24(土)3 講時に今出川校地で実施予定。

定員

française にて研修
大学寮/ホームステイ泊

3/23

実施予定日：10/7、11/11、12/9、1/20

2018 年 2 月 17 日（土）～ 3 月 23 日（金）

CAVILAM-Alliance

シャルル・ドゴール空港出発

宿泊先
2017 年度秋学期期間中に、以下の通り計 5 回の事前授業お
よび帰国後の報告・反省会が行われます。
《★事前授業および報告・反省会には必ず出席のこと》
1）導入（参加者各自の自己紹介、このプログラムに参加すす
食事
るにあたっての心得など）
2）フランスの地理、地方について
同行員
3）フランスの社会と文化について
4）国際課による危機管理オリエンテーション
参加費用
5）フランス流コミュニケーションの取り方、処世術
6）フランスより帰国後、報告・反省会

日程

伊丹空港出発（羽田経由）→
シャルル・ドゴール空港到着
パリ滞在
（シャルトル、ベルサイユ宮殿）
パリホテル 3 泊
パリよりヴィシーへ鉄道または専用バスで移動
大学寮/ホームステイ泊

3/22

☆1～3 と 5 の事前授業は土曜日 3 講時（13：10～14：40）
に今出川校地で実施予定。(詳しくは国際課 HP 掲載のシラ
バス参照のこと。)

研修内容

程（行程は変更の可能性あり）

費用の
支払い

大学所定の納入用紙（参加決定者に配付します）を使い、指
定された期日までに納入してください。

査証

日本国籍である場合は必要なし。外国籍の学生は各自にて確
認し、取得していただきます。

ＷＥＢ出願に必要な書類
・願
書：スプリングプログラム・初修 願書
・志望理由書：
「私のフランス、フランス語への関心、スプリングプログラム・
フランス語に参加する志望動機と目標について具体的に書い
てください。
」
（日本語で 1.000 字程度）

中

期間：2018 年 3 月 10 日（土）～3 月 23 日（金）
プログラム定員：約 20 名

国

参加費用（1 名）：

※為替やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費用等の変更により参加費は変動する可能性があります。
※上記参加費に対し、別途、大学から奨学金が支給されます。

プログラム紹介
プログラムの目的・概要

日

華東師範大学は、中国の経済、金融、最新文化をリードする国
際都市上海にある、中国有数の名門大学の一つです。研修を行う
キャンパスは市内西部に位置し、周辺には大きなショッピングモ
ールなどがあるほか、観光地や繁華街への移動にも便利です。
華東師範大学では、世界各国から集まった学生たちとともに中
国の生活を楽しみながら、自分のレベルに合ったクラスで中国語
の会話、文法、読解について実践的に学ぶことができます。また
中国語の授業以外にも、中国文化に関する講義、中国人学生との
交流、上海市内および周辺の有名な観光地の見学、雑技の鑑賞な
ど文化プログラムも充実しています。短い研修期間とはいえ、現
地でしか味わえない様々な経験を通じて、中国語能力をブラッシ
ュアップさせながら、同時に上海および中国の社会や文化につい
ての理解を高め、その魅力を実感できる充実した日々を過ごすこ
とができるでしょう。
募

程（行程は変更の可能性あり）

3/10

3/12
｜
3/22

関西国際空港出発
上海到着
※到着後、入寮・入学手続き・オリエンテーション・
歓迎パーティーなど
大学寮泊
華東師範大学にて研修
大学寮泊
寄宿舎発、現地空港へ

3/23

関西国際空港到着

※到着後、解散

集

要

スプリングプログラム・中国語
※2018 年度春学期科目 1 単位（科目・単位の取扱いに
ついては所属学部へ問い合わせること）

食事

期間中の朝食のみ

同行員

旅行会社の（株）GES の現地職員がプログラム期間中
同行します。

担当教員

錢

参加費用

事前授業

2017 年度秋学期期間中に、以下の通り計 3 回の事前授業
が行われます。《★事前授業には必ず出席のこと》

●含まれるもの
プログラム費／宿泊費／朝食代／往復航空券／現地空港
への送迎費用、
現地での移動にかかる費用／観光料金／航
空保険料・燃油費／日本・現地空港諸税／海外旅行保険料
（大学指定の保険に加入していただきます）

科目名

鷗

1）自己紹介(レベルチェックを兼ねて）
・中国語学習について
2）研修先の歴史・社会・文化・人々とのコミュニケーシ
ョンについて
3）国際課による危機管理オリエンテーション
☆1・2 の事前授業は月曜日 6 講時（18：25～19：55）に
今出川校地で実施予定。(詳しくは国際課 HP 掲載のシ
ラバス参照のこと。)
実施予定日：10/9、12/4
☆3 の危機管理オリエンテーション《2018 年 1 月 14 日
（日）に今出川校地で実施予定》にも必ず出席する必要
があります。
日程

2018 年 3 月 10 日（土）～3 月 23 日（金）

定員

約 20 名（最少催行人員：１名）

対象

学部学生
※2018 年度春学期に在学していない学生および 2014 年
度入学以前生の学生は出願できません。
※国籍は問いません。

プログラム
構成

他の長期留学生との合同授業（予定）。

研修内容

■授業：月曜日～金曜日（8：30～11：45）
＊午前中の中国語講義（会話、文法、リスニング、
言葉の仕組みの説明など）に加え、午後に異文化
体験のプログラムが行われる日もあります。
＊週末には上海周辺の有名な観光地の見学等も実
施される予定です。

宿泊先

大学内留学生寮または学内宿泊施設

秋頃に詳細が決まり次第ご案内いたします。

項

●含まれないもの
※上記のほかは含まれません。参考のためにその一部を
例示します。
超過手荷物料金／フリータイム時の食費／日本国内での
移動にかかる交通費／その他個人的生活費用
費用の
支払い

大学所定の納入用紙（参加決定者に配付します）を使い、
指定された期日までに納入してください。

査証

日本国籍である場合は必要なし。
外国籍の学生は各自にて
確認し、取得していただきます。

ＷＥＢ出願に必要な書類
・願
書：スプリングプログラム・初修 願書
・志望理由書：「私の中国語・中国語研修への関心（スプリングプロ
グラム・中国語に参加する動機と目的について具体的
に書いてください）
」
（日本語で 1.000 字程度）

