シンガポールマネジメント大学留学募集要項
２０２２年度（秋学期）
Application Guidelines for the Student Exchange Program
between Kyushu University and Singapore Management University
AY2022 Fall
九州大学大学院経済学府とシンガポールマネジメント大学会計学研究科は、2022
年 3 月 1 日に部局間学生交流協定を締結します。このたび、本プログラムの 2022
年度（秋学期）交換留学生を募集します。
興味がある学生は、人社系事務部教務課経済担当にお問合せください。
The agreement on Student Exchange Program between the Graduate School of
Economics, Kyushu University and the School of Accountancy, Singapore
Management University will be reached on March 1, 2022. We are now recruiting
students to join this exchange program for AY2022 Fall.
Students who are interested in this program may contact the Student Affairs
Section, Faculty of Economics, Kyushu University.

募集概要
Outline

留学先
Destination

シンガポールマネジメント大学会計学研究科
School of Accountancy, Singapore Management University

留学期間
Study Period

2022 年 8 月－2022 年 12 月

募集人員
Number of
nominees

学
費
Tuition fee

August 2022 to December 2022

最大 2 名
Up to two
本学府に所定の学費を納入していれば、留学先大学の学費は不徴
収とする。ただし、生活費や旅費など他の諸経費は自己負担とな
る。
Tuition fees at the host university will be waived only if the
exchange students have paid the tuition fees at the home university.
However, the living expenses, traveling expenses and other fees
must be borne by the exchange students.

奨学金
Scholarship

滞在 1 ケ月あたり 5 万円を上限として支給。
＊詳細については人社系事務部教務課経済担当にお問合せくださ
い。
Up to \50,000 per month during his/her stay in Singapore.
For details, please contact the Student Affairs Section, Faculty of
Economics.

出願資格
Eligibility for
application

・ 2022 年 4 月 1 日現在、経済学府に在籍する学生であること。
・ TOEFL iBT90 or IELTS 6.5
・ Students must be enrolled in the graduate school of Economics.
as of April 1, 2022.
・ TOEFL iBT90 or IELTS 6.5
2022 年 3 月 22 日（火）から 3 月 29 日（火）まで。各日とも 9

出願期間
Application
Period

時から 17 時までに、人文社会科学系事務部教務課・経済担当に出
願すること。
March 22, 2022, 9:00 to March 29, 2022, 17:00
Please submit application documents to the Student Affairs
Section, Faculty of Economics, Kyushu University.
応募者は、次の書類について、人文社会科学系事務部教務課・経
済担当（jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp）へメールで提出するこ
と。
なお、メールの件名は、「シンガポールマネジメント大学 2022 年
度（秋学期）交換留学申請（氏名）」とすること。
Please submit the following documents to the Student Affairs
Section, Faculty of Economics, Kyushu University via email

提出書類
Required
documents

(jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp) with the subject “Apply for the
Student Exchange Program between KU and SMU AY 2022 Fall
(applicant name).”
（１）申請書（様式指定）
（２）学習計画書（様式自由）
（３）英語の語学力を示す試験（TOFEL iBT または IELTS）のス
コア。（コピー可）
（１）Application form（designated form）
（２）Study plan（free form）
（３）TOFEL iBT or IELTS scores (Copies are acceptable)

選抜方法
Selection
method

（１）九州大学経済学府による書類審査及び面接を４月６日
（水）に行う。
（２）九州大学経済学府が合格者を発表し、シンガポールマネジ
メント大学へ推薦する。
（３）シンガポールマネジメント大学が受入可否を発表する。
※面接については、オンライン面接となる可能性有り。
（１）Document screening and interview will be conducted by the
Faculty of Economics, Kyushu University on April 6 (Wed).
（２）Faculty of Economics, Kyushu University will make the
announcement of acceptance and nominate the students to
Singapore Management University.
（３）Singapore Management University will make a final
announcement of acceptance.
※ Interview might be held online.

派遣学生の発
表
Announcement
of Acceptance
by Kyushu
University

日時：2022 年 4 月下旬（予定）
場所：九州大学経済学府
Time: late April 2022 (expected)
Place: Graduate School of Economics

派遣される学生には、各自、在大阪シンガポール共和国名誉総領
事館において、留学ビザの申請を留学 1 ヶ月前に行うこと。
留学査証
Visa

Exchange students need to apply and obtain their student visas at
Honorary Consulate-General of the Republic of Singapore in Osaka
by themselves one month prior to departure.

応募者は必要であれば、出願前に留学生担当教員（儲梅芬講師 メ
ールアドレス

chu@econ.kyushu-u.ac.jp ）、または人社系事務

部教務課経済担当にお問合せください。
備
考
Remarks

If applicants have any questions, please contact assistant professor
Meifen CHU (chu@econ.kyushu-u.ac.jp) or the Student Affairs
Section, Faculty of Economics (jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp)

