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2021 年度 東京都立大学 GPAC プログラム募集要項 

（事前告知） 

※ 応募受付（2021 年３月下旬～４月予定）までに内容に

変更が生じる可能性があります。応募時は必ず最新の募集

要項を確認してください。 

 

Ⅰ GPAC プログラムについて 

１ GPAC（Global Partnership of Asian Colleges）とは 

 GPAC はアジアの学生が集い、学生間交流、異文化体験、プレゼンテーション、ディスカ

ッションを行うことを通じて英語力、コミュニケーション能力を向上させることを目的とし

た国際学生会議です。2019 年度はベトナム国家大学で開催され、アジア諸国・地域から 100

名を超える学生が参加しました。2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い中止と

なり、都立大生向けに都立大独自のオンラインプログラムを実施しました。GPAC2021 は

2021年 8月に台湾で開催予定です（2020年度と同様、新型コロナウイルス感染症等の影響に

伴い中止となる場合があります。）。 

【参考（GPAC2019 スケジュール等）】 

○ スケジュール 

日程 内容 

8/26 Welcome Party 

8/27 ハノイ市内観光ツアー、プレゼンテーション準備 

8/28 参加大学別プレゼンテーション（コンペ形式） 

8/29 参加大学合同プレゼンテーション（コンペ形式）、Farewell Party 

8/30 異文化体験ツアー 

8/31 帰国 

○ プレゼンテーションのテーマ 

・International Finance, Banking, Accounting 

・Policy and Development 

・International Business and Management 

・International Integration & Multidisciplinary 

・Any other topics related to the above 

○ 参加校 

首都大学東京（現東京都立大学）、千葉商科大学、名桜大学、ソウル国立大学（韓国）、ベト

ナム国家大学（ベトナム）、国立政治大学（台湾）、COMAS（イスラエル） 
 
２ 概要 

  東京都立大学では、以下(1)～(3)より構成される「GPAC プログラム」に参加する学生を

募集します。 

  (1)2021 年 8 月下旬（予定）に国立政治大学（台湾・台北）で開催される国際学生会議で

あるGPACへの参加 

   (2)GPACの準備として実施される事前研修への参加 

   (3)GPACの成果報告として実施される事後研修への参加 

   ※事前・事後研修では効果測定のための語学テストの受験を含みます。 
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３ 目的 

・グローバル社会で活動するためのプレゼンテーション、ディスカッションの力をつける。 

・英語力及び異文化理解力を高めることで国際的なコミュニケーション力をつける。 

 

４ スケジュール（予定） 

プログラム 日程 内容等 

オリエンテーション 2021年 3月下旬～4月上旬 GPAC プログラムの説明等 

事前研修 2021年 4月中旬～8月 ・語学テストの受験 

・GPAC セミナー（事前研修）を週 1 日

程度実施。 

・グループワークや課題を通じて、①プレ

ゼンテーション力、②ディスカッション

力、③英語のコミュニケーション能力を

高めながら GPAC2021 のテーマについ

て理解を深め、GPAC 参加のための準備

を行います。 

GPAC 8月第 4週（1週間程度） ・GPAC 参加 

事後研修 2021年 10月～ ・GPAC の成果報告 

・語学テストの受験 

※ GPAC の実施日程は変更になる可能性があります。また、事前・事後研修の日程は原則、

火曜５、６限に実施予定です。 

 

５ GPAC 開催地 

  台北（National Chengchi University（国立政治大学）） 

  宿泊施設：未定 

 

６ GPAC プログラム参加費用 ※経済支援制度有り。 

  経済支援適用有りの場合…35,000円程度※ 

 経済支援適用無しの場合…110,000円程度※ 

 （内訳） 

・渡航費・・・70,000円程度 

 ・海外旅行保険費用（治療・救援費用1億円以上）・・・5,000円程度 

 ・GPAC 参加費用・・・35,000円程度（経済支援の適用外となります。） 

 （GPAC 参加費用には、宿泊費、食費が含まれます。詳細な金額は未定です。） 

 ・その他諸経費（現地交通費等） 
  ※ PCR 検査費用や検査結果が陰性であることの証明書の発行手数料等、新型コロナウイ

ルス感染症による影響からその他費用が発生する場合があり、当該費用に対する支援は
ありません。 

 
 
Ⅱ 応募について 

１ 募集定員 

  35名程度 

  原則として、選考は行いません。 

２ 応募資格 

  本学の学部又は大学院の正規課程に在学する学生（学部・学科は問いません） 

※ 障がい等を有する応募希望者の事前相談…GPAC参加にあたり特別な配慮を必要とす 

る方は、応募前にできるだけ早く国際課に相談してください。 
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３ 応募受付について 

（1） 応募受付期間（在学生か新入生かで異なりますのでご注意ください） 

・在学生（2020年度以前に入学した学生） 

    2021年３月23日（火）～2021年４月２日（金）17:00 

・新入生（2021年度に入学した学生） 

    2021年４月５日（月）～2021年４月14日（水）17:00 

  （2）応募書類提出先 
    国際課（南大沢キャンパス 国際交流会館１階） 

※ 開室時間：月～金 9:00 ～17:00(12:30～13:30を除く)  

(3) 応募受付方法 

応募書類を直接国際課へ持込いただくか、tmu-gpac●jmj.tmu.ac.jp へ応募書類をス

キャンしたデータを添付してメール送信してください。 

※ ●を＠に変換してください。 

４ 応募書類について 

 （1）以下の応募書類を提出してください（④は在学生のみ）。 

   ①参加申込書【様式1】 

   ②GPAC 志望理由書【様式2】 

   ③同意書【様式3】 

   ④成績通知書…所属する課程（学部・博士前期・博士後期）の2020年度後期までの全て

の成績を含むこと。（「CAMPUS SQUARE for WEB」より出力できます。） 

   ⑤学生証（写し） 

   ⑥パスポート（写し） 

 （2）応募書類提出にかかる注意 
・【様式1～3】は、国際センター・国際課ホームページの、“GPAC”のページ 

< http://www.ic.tmu.ac.jp/ghrd/event.html > からダウンロードすることもできます。 

・全ての提出書類は、各自コピー１部を控えとして保管しておいてください。 

・提出書類のうち、自署の欄は黒色のボールペン等で、手書きで記入してください。 

（3）その他留意事項 
・参加学生は、病気・事故・事件等の万一の場合に備え、参加全期間（自宅出発日から

帰宅日まで）を対象とした、本学の指定する補償内容の海外旅行保険（治療・救援費

用1億円以上のプラン）に加入する必要があります。 

・日本国籍を有する派遣学生は、渡航前に外務省の運営する海外旅行登録システム「た

びレジ」の登録を行ってください。日本国籍を有しない派遣学生は、渡航前に「たび

レジ」の「簡易登録」を行ってください。 

・GPAC の開催場所が所在する国や地域の治安や状況等によっては、大学が研修の中止、

または途中帰国を決定することがあります。こうした事態が生じることを理解し、万

一の際は大学の決定、及び指示に従ってください。 

・参加費用は変更となる場合があります。 

・出入国にあたって新型コロナウイルス感染症のPCR検査の受診や検査結果が陰性であ

ることの証明書の提出等、日本政府及び台湾政府の通知等に従った対応を行ってくだ

さい。 

５ エントリーメールの送信について 

GPAC 参加希望者は、エントリーメールとして以下の情報を応募書類提出前または提出時

に送信してください。なお、エントリーメールの送信は、以下の要領で行ってください。 

GPAC 参加にかかる大学からの連絡（重要事項を含む）は、原則として本学から付与され

ているメールアドレスに対して行います。なお、携帯メールアドレス及び携帯電話番号を変

更した場合は、直ちに国際課まで連絡してください。 

・送信先：tmu-gpac@jmj.tmu.ac.jp 

・メール件名: GPAC エントリー 漢字氏名 （ 例：GPAC エントリー 都立太郎 ） 

・メール本文：①漢字氏名 
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        ②ローマ字氏名（大文字表記、苗字→名前の順でパスポートと同じ綴り） 

③学修番号 

④所属 

⑤学年 

⑥携帯電話番号 

⑦携帯メールアドレス 

⑧本学から付与されているメールアドレス 

※いずれも 2021 年 4 月時点の情報を記載してください。 
   例： ①都立太郎 

 ②TORITSU TARO 

③12345678 

④経済経営学部 経営学コース 

⑤2年 

⑥080-1234-5678 

⑦××××@gmail.com 

⑧toritsu-taro@ed.tmu.ac.jp 
 

６ 経済支援について 

（1）経済支援対象者数 

  25名程度 

（2）経済支援の内容 

・原則として最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合における、GPAC 開

催会場の最寄り空港と羽田空港又は成田空港との間の往復航空賃（エコノミークラス

とし、燃油サーチャージ等を含む。） 

・空港旅客サービス施設使用料及び入出国税 

・海外旅行保険費用（治療・救援費用が 1 億円以上の海外旅行保険） 
※経済支援対象学生数は 25 名程度であり、応募者が多数の場合は提出書類により選考
を行います。 

（3）経済支援対象学生の選考について 

   予算の範囲を上回る応募があった場合、書類選考により経済支援対象学生を決定します。 

 
７ 参加学生及び経済支援対象学生の発表 

  応募者全員に2021年４月下旬にメールにて連絡をします。 

  なお、経済支援対象学生の選考を行う場合、経済支援対象学生の発表は５月末までにメー

ルにて行います。経済支援対象学生の選考結果を受け、GPAC プログラム等の参加を辞退

する場合は、指定の期日までに辞退届を国際課へ提出してください。 

  ただし、経済支援対象学生として決定された後の辞退は原則できません。 

 

Ⅲ 説明会について 

   GPAC プログラムについてのオンライン説明会を以下のとおり開催しますので、参加を

検討している学生は説明会へ出席してください。なお、以下期日までに以下のメールアドレ

スへ学修番号、所属、学年、氏名、説明会参加希望である旨をメール本文に記載のうえ送信

してください。メール送信があった学生に対し、参加用 URL をお知らせします。（説明会日

程等は３月下旬に確定し募集要項に反映します。） 

日程 時間 内容 メール送信期日 

３月下旬予定 10:00-10:40 
・GPAC プログラムの概要説明 

・質疑応答 
3月 23日（月） 

4月上旬予定 12:10-12:50 同上 ４月６日（火） 

上記日程で都合が合わず、個別に説明を聞きたい場合や質問等がある場合は以下のメールア
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ドレスまでご連絡ください。担当：国際課国際連携係 tmu-gpac●jmj.tmu.ac.jp 

※ ●を＠に変換してください。 

 

 

Ⅳ オリエンテーション及び事前研修について 

１ オリエンテーション 

  参加学生を対象としたオリエンテーションを4月中～下旬に実施します。特別な事情のあ

る場合を除き、参加学生は全員参加してください。 

（オリエンテーションの内容） 

・GPAC2021 の概要説明、事前・事後研修の内容説明、参加者自己紹介等 

 

２ 事前研修(GPAC セミナー)について 

GPAC に参加する学生を対象とした事前研修（GPAC セミナー）を実施します。 

（スケジュール予定） 

・火曜5、6限（16:20～19:30、セミナーは1回120分間程度、セミナー修了後は必要に応

じてグループワークを実施）を予定。 

・火曜日を予定していますが、曜日・時間等は参加者の希望を聞いたうえで決定します。 

・GPAC セミナーの内容は変更になる場合があります。 

・グループで論文を作成するため、事前研修以外にもチームごとにグループワークの時間を必 

要とします。 

2021年 GPAC プレゼンへの取り組み コミュニケーション能力向上の取り組み 

4月 6日 GPAC オリエンテーション  

4月 13日 GPAC 参加に向けて Delivering your message 

4月 20日 GPAC グループ決定 

語学テスト受験 
Group Presentation 

4月 27日 テーマ別リーディング① Putting your speech together 

5月 11日 論文の書き方① Speaking to inform 

5月 18日 テーマ別リーディング② Using dynamic visual aids  

5月 25日 論文の書き方② Speaking to persuade  

6月 1日 テーマ別リーディング③  

6月 8日 論文の書き方③ Participating in group discussions  

6月 15日 テーマ別リーディング④  

6月 22日 中間発表 Listening  

6月 29日 グループワーク Understanding interpersonal communication  

7月 6日 論文提出 Speaking for Special purposes (Debate) 

7月 13日 プレゼンリハーサル Speaking for Special purposes (Debate) 

7月 20日 プレゼンリハーサル、渡航準備  

8月 17-18日 最終プレゼンリハーサル  

8月 21日 GPAC2021 開催、台北出発  

10月 成果報告・語学テスト受験  

      

 【問い合わせ先】                                       

東京都立大学 国際課国際連携係 

電話：042-677- 4958 

メールアドレス：tmu-gpac●jmj.tmu.ac.jp 

※ ●を＠に変換してください。 


