
ダブルディグリープログラム概要

ダブルディグリープログラムとは、山梨学院大学の経営学部と西安交通大学の経済金融学部・国際
教育学部、両方で学び、修得した単位の相互交換を認め、卒業時に両大学の学位が取得できるこ
とです。本プログラムでは、「１＋２＋１」として、日本1年＋中国2年＋日本1年となっております。

特徴③
日本側学費全額免除

特徴②
文化に触れながらの勉強

特徴①
安心&充実なサポート

カリキュラム概要&タイムスケジュール

- 中国語総合
- 高等数学
- 中国概論
- コンピューター基礎 等
準備課程

中国語HSK 4級程度到達

- マクロ&ミクロ経済学
- 会計学
- ファイナンス
- Eコマースの原理
- 国際経済学
- 産業経済学
- 国際貿易 等

- 国際貿易実務
- 国際マーケティング
- 国際ビジネス交渉
- 多国籍企業経営
- プロジェクト設計
- 数理統計概論
- 地域経済学 等

- 多国籍電子商取引
- 経営学概論
- 教養類科目
- 総合基礎教育科目

- 卒論準備
中国語HSK 5級到達

2022年4月 2023年3月 2025年3月 2026年3月

西安交通大学紹介
中国の国家教育部直属の全国重点大学の一つに数えられるトップ10の名門大学であります。中国
で最も古い二大学の一校であり、100年以上の歴史を持っています。西安交通大学は広大なキャン
パスと整った学習設備を有し、国際学術交流も活発で、既にアメリカ、日本、イギリス、ドイツなど世界
20カ国の90校以上の大学と協力関係を結んでいます。西安交通大学が位置する古都西安に残る
貴重な文物や名所・旧跡の数は極めて多く、兵馬俑を始め、見どころは沢山あります。中華民族文
明を理解する最適な留学環境はここにあります。

室内設備充実
シャワー&トイレ付き
ツイン 約19万円/年
シングル 約34万円/年

各地名物料理
1日3食提供
平均150円/食

留学生寮

学生食堂

学費等納入金及び生活費

★ 4年間の負担金額 ☞ 1,532,100円 です！
授業料

教育充実費
学籍維持
手数料

西安交通大学
学費等

西安交通大学
寮費＆食費

1年目 200,000円 1,296,000円 ― 500人民元 ―

2年目 ― ― 60,000円 20,400人民元 355,000円(概算)

3年目 ― ― 60,000円 20,400人民元 355,000円(概算)

4年目 ― 1,296,000円 ― ―

41,300人民元
(702,100円)

換算レート: 17円/人民元

合 計 免 除 120,000円 710,000円

入学 出発 帰国 卒業

入学金

山梨学院大学 西安交通大学 山梨学院大学

現地へ留学までの徹底した準備課程
中国語専門教師による特別指導
留学先の充実した学習＆生活サポート

現地大学が位置する場所は中国の古都西安
文化を理解する最適な留学環境が完備

所定年数で卒業できた学生は学費全額免除
経済的負担を最小限、プログラムの質を最大限

問い合わせ先：山梨学院大学 入試センター
住所：山梨県甲府市酒折2-4-5
TEL : 055-224-1300  FAX : 055-224-1380
E-mail : admission@c2c.ac.jp

異なる価値観に触れ、異文化コミュニケーション能力を向上、そして
自分の可能性、将来のキャリアを世界に広げたいと考えたことがあるの
ならば、チャレンジしてみてください！ ここにチャンスがあります！

※注1

※注1: 日本側の学費等納入金が免除される対象は、本プログラムを所定年数の4年で卒業できる者です。



2022 年度 山梨学院大学入学者選抜要項 ダブル・ディグリー選抜 ＜総合型選抜＞ 

 

１．募集学部：経営学部経営学科  募集人員：若干名 

当選抜は山梨学院大学（経営学部経営学科）・西安交通大学（経済金融学院・国際教育学院）の 

双方の大学から学位を取得することができるダブル・ディグリー・プログラムへの入学を判定す

るものです。 

 

２．アドミッション・ポリシー 

経営学部経営学科のアドミッション・ポリシーに加え、中国の社会と文化に高い関心をもち、山

梨学院大学と西安交通大学の双方の大学の学位を取得するという意欲およびそれを達成するため

の一定の学力を備えた人物を求める。 

 

３．日程 

区分 出願期間 試 験 日 試験 合格発表日 入学手続締切日 

Ⅰ期 

２０２１年 

９月１３日（月）～ 

９月１６日（木） 

２０２１年 

９月２６日（日） 
本学 

２０２１年 

１１月１日（月） 

２０２１年 

１１月１２日（金） 

Ⅱ期 

２０２１年 

１１月２５日（木）～ 

１２月２日（木） 

２０２１年 

１２月１２日（日） 
本学 

２０２１年 

１２月１７日（金） 

２０２２年 

１月７日（金） 

Ⅲ期 

２０２２年 

２月４日（金）～ 

２月９日（水） 

２０２２年 

２月１７日（木） 
本学 

２０２２年 

２月２３日（水） 

２０２２年 

３月２日（水） 

Ⅳ期 

２０２２年 

２月２１日（月）～ 

２月２５日（金） 

２０２２年 

３月３日（木） 
本学 

２０２２年 

３月１１日（金） 

２０２２年 

３月１７日（木） 

 

４．出願資格 

・高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業した者または 2022 年 3 月卒業見込みの者。 

・通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者または 2022 年 3 月修了見込みの者。 

・学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業したのと同等以上の学力があると認められる者 

  または 2022 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者。 

・日本国籍を有している者。 

 

５．出願書類 

（1）写真票：本人用・提出用を作成し、選抜当日に持参してください。 

（2）調査書：出身高等学校が作成し、厳封されたもの。 

（3）国籍が確認できる書類。（戸籍抄本等） 

 

６．出願上の注意 

（1）疾病・疾患および障がいなどのために、大学教育の履修や集団生活に支障があるか考えら 

れる場合、および日常生活において、ごく普通に使用している補聴器・松葉杖・車椅子等 

を用いて受験する場合には、入学者選抜会場設定や特別措置との関係から、出願前に必ず 

本学入試センターにご相談ください。 

（2）提出された出願書類、受験料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。 

（3）出願書類提出後の選抜日・志望学部学科などの変更は認めません。 

 

７．試験内容・試験時間割 

内 容 時 間 

受験上の注意 9:40～10:00 

基礎教養能力検査 10:00～10:40（40 分） 

面接試験（口頭試問を含む） 11:00～ 



 

 

  （注）①面接の方法は個人面接で、一人当たり 20 分程度です。 

     ②面接の開始・終了時刻は各個人によって異なります。 

 

８．受験料 35,000 円 

 

９．判定方法 出願書類の審査、基礎教養能力検査、面接試験による総合判定 

 

10．受験上の注意 

（1）事前に通知された時刻までに、入学者選抜会場へお越しください。 

（2）選抜当日は写真票を必ず持参し、机上に置いてください。 

（3）筆記用具は、「シャーペン」・「ＨＢの鉛筆」・手動式小型鉛筆削り・消しゴムに限ります 

（私有の下敷き・定規等の文具は使用できません）。 

（4）スマートフォン・携帯電話等電子機器類の使用はできません。 

（5）試験開始後、20 分を経過した遅刻者は当日すべての受験を認めません（ただし、公共交 

通機関の運休・遅延等による正当な事由によるものを除きます）。 

（6）選抜当日、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・はしか等の感染症を発症してい 

る場合は、感染を防止するため受験をご遠慮願います。その場合は本学入試センターへ 

問い合わせください。 

（7）入学者選抜会場においては、すべて監督者の指示に従ってください。 

（8）選抜当日はマスクを持参し着用してください。 

 

11．合格発表 合格者には、合否通知書を受験生本人宛に当日速達郵便で発送いたします。 

 

12．入学手続 

  合格者は入学手続締切日までに下記の納入金を納め、入学手続を行わなければなりません。 

 

13．ダブル・ディグリー・プログラムの説明 

このプログラムは、原則として 1 年次を山梨学院大学、2～3 年次を西安交通大学（留学）、4 年次

を山梨学院大学で学びます。なお、西安交通大学へ留学する前に、指定された単位の取得と漢語

水平考試(HSK)4 級に合格または西安交通大学が認める同等のレベルを有することが必要です。卒

業には、山梨学院大学・西安交通大学のそれぞれの大学で規定された卒業に必要な単位の取得、

漢語水平考試(HSK)5 級レベルに達していること、学位論文の試験に合格する等の要件があります。 

 

14．納入金                               ※換算レート：17 円／人民元 
 

入学金 授業料 教育充実費 
学籍維持 

手数料 

西安交通大学 

学費等 

初年度 200,000 円 916,000 円 380,000 円     500 人民元 

２年目    60,000 円 20,400 人民元 

３年目    60,000 円 20,400 人民元 

４年目  916,000 円 380,000 円   

合 計 200,000 円 1,832,000 円 760,000 円 120,000 円 41,300 人民元 
※（702,100 円） 

 

◎ダブル・ディグリー奨学金 

初年度と 4 年目の山梨学院大学への納入金（入学金・授業料・教育充実費）相当額が給付される

奨学金制度があります。取得単位や漢語水平考試(HSK)などの条件があります。 

 

●注意事項 西安交通大学に留学することができない場合や、留学をとりやめて途中帰国した場

合は、山梨学院大学経営学部のみの在籍となります。 
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