
                ２０１９年１月現在 

同志社大学大学院法学研究科 ダブル・ディグリープログラム（２０１９年度参加者用） 

 

 

 シェフィールド大学 成均館大学 チューリッヒ大学 淡江大学 

所在地 英国 シェフィールド市 大韓民国 ソウル特別市 スイス連邦 チューリッヒ市 台湾 新北市 

所属先 School of Law Graduate School of Governance（国政管理大学院） Faculty of Law 
Graduate Institute of Japanese Political and Economic 

Studies（日本政経研究所） 

標準修業年数 ２年 ２年 ２年 ２年 

派遣期間 １年（秋学期から） １年（秋学期から） １年（秋学期から） １年（秋学期から） 

対象学生 前期課程 政治学・私法学・公法学専攻 前期課程 政治学・私法学・公法学専攻 前期課程 私法学・公法学専攻 前期課程 政治学専攻 

修了要件 

＜所定単位取得＞ 

シェフィールド大学での履修単位を同志社大学の修了

単位として一部認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を１種類、最終学期に提出 

＜所定単位取得＞ 

両大学での履修単位を修了単位として一部相互認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を１種類、最終学期に提出 

＜所定単位取得＞ 

両大学での履修単位を修了単位として一部相互認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を２種類、第３学期に１編目、最終学期に２編

目を提出 

＜所定単位取得＞ 

両大学での履修単位を修了単位として一部相互認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を１種類、最終学期に提出 

授与学位（二学位） 

＜同志社大学＞ 

政治学専攻 

Master of Arts in Comparative Political Studies 

私法学・公法学専攻 Master of Laws 

＜シェフィールド大学：専攻によりいずれか＞ 

Master of Laws International Law and Global Justice 

Master of Laws Corporate and Commercial Law（法律

専攻のみ） 

Master of Laws European Law（法律専攻のみ） 

＜同志社大学＞ 

政治学専攻 

Master of Arts in Comparative Political Studies 

私法学・公法学専攻 Master of Laws 

＜成均館大学＞ 

Master of Public Administration, M.P.A. 

＜同志社大学＞ 

Master of Laws 

＜チューリッヒ大学：専攻によりいずれか＞ 

Master of Law UZH General Studies 

Master of Law UZH European and International Law 

Master of Law UZH International Business Law 

＜同志社大学＞ 

Master of Arts in Comparative Political Studies 

＜淡江大学：専攻によりいずれか＞ 

Master of Law 

Master of Business Studies 

Master of Social Science 

参加要件 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 6.5 以上(全項目 6.0 以上) 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 6.0 以上 

TOEFL iBT®テスト 総合 80 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 7.0 以上 

TOEFL iBT®テスト 総合 100 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 6.0 以上 

TOEFL iBT®テスト 総合 79 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

派遣人数 制限なし 最大２名 最大５名 最大２名 

授業言語 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜シェフィールド大学＞ 

英語 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜成均館大学＞ 

英語、韓国語 

現地生活に困らない程度の韓国語能力習得を推奨 

韓国語による授業選択可（語学力指定あり） 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜チューリッヒ大学＞ 

英語 

現地生活に困らない程度のドイツ語能力習得を推奨 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜淡江大学＞ 

英語、日本語、中国語 

現地生活に困らない程度の中国語能力習得を推奨 

中国語による授業選択可 

学費 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜シェフィールド大学＞ 

修学１年分の授業料を同志社大学が奨学金支給、一

部自己負担有り（２０１９年度自己負担額１０００ポンド） 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜成均館大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜チューリッヒ大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜淡江大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

生活費目安 ７００～９００ポンド／月 ８０～１２０万ウォン／月 １，５００～２，０００スイスフラン／月 １５，０００～２０，０００台湾ドル／月 

奨学金 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

     



                ２０１９年１月現在 

 タマサート大学 中国人民大学 東呉大学 リーズ大学 

所在地 タイ王国 バンコク市 中華人民共和国 北京市 台湾 台北市 イギリス リーズ市 

所属先 Faculty of Law Law School（法学院） School of Law（法学院） 
Faculty of Education, Social Sciences and Law 

（School of Politics and International Studies） 

標準修業年数 ２年 ２年半 ２年 ２年 

派遣期間 １年（秋学期から） １年（秋学期から） １年（秋学期から） １年（秋学期から） 

対象学生 前期課程 私法学・公法学専攻 前期課程 私法学・公法学専攻 前期課程 私法学・公法学専攻 前期課程 政治学専攻 

修了要件 

＜所定単位取得＞ 

両大学での履修単位を修了単位として一部相互認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を２種類 

最終学期に２編提出 

＜所定単位取得＞ 

中国人民大学での履修単位を同志社大学の修了単位

として一部認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を２種類 

最終学期に２編提出 

中国人民大学学位論文は最終審査を現地で受験 

＜所定単位取得＞ 

両大学での履修単位を修了単位として一部相互認定 

＜修士論文＞ 

論文を２種類（同志社：英語論文、東呉：中国語論文） 

最終学期に２編提出 

東呉大学学位論文は現地で最終審査を受ける可能性

あり 

＜所定単位取得＞ 

リーズ大学での履修単位を同志社大学の修了単位とし

て一部認定 

＜修士論文＞ 

英語論文を２種類、第３学期に１編目、最終学期に２編

目を提出 

授与学位（二学位） 

＜同志社大学＞ 

Master of Laws 

＜タマサート大学＞ 

Master of Laws in Business Laws 

＜同志社大学＞ 

Master of Laws 

＜中国人民大学＞ 

LL.M. in Chinese Law 

＜同志社大学＞ 

Master of Laws 

＜東呉大学＞ 

Master of Laws 

＜同志社大学＞ 
Master of Arts in Comparative Political Studies 

＜リーズ大学：専攻によりいずれか＞ 
Master of Arts in Global Development 
Master of Arts in Global Development and Africa 
Master of Arts in Global Development and Education 
Master of Arts in Development and Gender 
Master of Arts in Global Development and International Political Economy 
Master of Arts in International Relations 
Master of Arts in International Relations and Politics of the Middle East 
Master of Arts in Conflict, Development and Security 
Master of Arts in Security, Terrorism and Insurgency 
Master of Arts in Politics 
Master of Arts in Politics and Political Theory 
Master of Arts in Global Governance and Diplomacy 

参加要件 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 6.0 以上 

TOEFL iBT®テスト 総合 79 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 

IELTS™ 総合 6.0 以上 

TOEFL iBT®テスト 総合 79 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 

入学試験は９月および２月に実施 

＜中国語力＞ 

華語文能力測検（TOCFL）B 以上 

中国語検定（HSK）４級以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 

参加前年度の３月に実施 

＜法学研究科入学手続完了＞ 
入学試験は９月および２月に実施 

＜英語力＞ 
IELTS™ 総合 6.5 以上（全項目 6.0 以上） 

＊総合 6.0 でも条件を満たせば参加可能となる
場合がある。詳細は事務室まで。 

TOEFL iBT®テスト 総合 92 以上（listening と reading  
        21 以上、speaking 23 以上、writing 22 以上） 

＜学業成績＞ 
学部 GPA 3.0 以上 

＜プログラム参加適性審査合格＞ 
参加前年度の３月に実施 

派遣人数 最大５名 最大５名 最大３名 最大５名 

授業言語 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜タマサート大学＞ 

英語、タイ語 

現地生活に困らない程度のタイ語能力習得を推奨 

タイ語による授業選択可 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜中国人民大学＞ 

英語、中国語 

現地生活に困らない程度の中国語能力習得を推奨 

中国語による授業選択可（語学力指定あり） 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜東呉大学＞ 

中国語 

＜同志社大学＞ 

日本語、英語 

必修科目は英語で実施 

一部選択科目に英語授業科目あり 

＜リーズ大学＞ 

英語 

学費 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜タマサート大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜中国人民大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

＜東呉大学＞ 

修学１年分の授業料免除 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

＜同志社大学＞ 

修了までの全学費納入 

リーズ大学修学中の２学期間の授業料相当額を同志

社大学より奨学金支給予定 

＜リーズ大学＞ 

修学１年分の学費を納入、学費の１５％相当額がリー

ズより奨学金支給（２０１９年度学費：１８，５００ポンド） 

留学準備、現地生活費等参加に係る費用は個人負担 

生活費目安 １５，０００～２０，０００バーツ／月 ４，０００～６，０００人民元／月 １４，０００～２６，０００台湾ドル／月 ８００～９００ポンド／月 

奨学金 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 

＜同窓会組織「政法会」による留学奨励金制度＞ 

要別途申請（プログラム参加決定後） 

受給条件あり 


