
国際文化学部・研究科 

平成２９年度交換留学派遣学生（春季）募集要項 

派遣大学 釜山国立大学校 [韓国] 

Pusan National University 

http://english.pusan.ac.kr/ 

派遣先の学部等 人文大学（人文学部） 

学業カレンダー 第 1 学期：2 月末～6 月 

第 2 学期：9 月～12 月 

募集時期 平成 29（2017）年 5 月中旬～平成 29（2017）年 6 月 12 日（月） 

募集定員 2 名 

派遣時期・期間 平成 30（2018）年 2 月末から 1 年間又は 1 学期間 

募集対象者 

（学部・研究科） 

国際文化学部・研究科 

派遣時に 2 年次以上 

語学要件等 授業を受講できる十分な韓国語または英語能力が必要 

授業について ほとんどの授業が韓国語で開講されています。 
学部生は、International Language Institue が開講する韓国語コースの受講も可。 
英語で開講されている授業についてはシラバスで確認してください。 
http://onestop.pusan.ac.kr/english/ 
→Courses→Courses List→Courses in Foreign Languages(English) 
→Search by 'Course Title' 

提出書類・方法 ・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生申請書 

（様式１） 

・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生留学目的書 

（様式２－１、及び２－２） 

・交換留学応募にあたっての同意書（様式３） 

・学業成績表（うりぼーネットで PDF に出力したもの） 

提出方法について、「応募要領」を熟読の上、応募してください。 

提出期限 平成 29 年 6 月 12 日（月）17:00（日本時間） 

選考方法 ・提出書類による書類審査 

・派遣大学で使用する言語又は英語による志望動機テスト 

・面接 

選考結果 掲示で通知します。 

派遣決定後について  留学先大学への出願手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

授業料について 留学中の授業料は神戸大学に納めます。派遣大学から授業料は徴収されません。 

単位認定について 国際文化学部・研究科の学生は，申請により，卒業・修了に必要な単位として認定さ

れることがあります。 

問合せ先 国際人間科学部 GSP オフィス 

TEL：078-803-7601 

E-mail：gsp-info@fgh.kobe-u.ac.jp 



 

国際文化学部・研究科 

平成２９年度交換留学派遣学生（春季）募集要項 

派遣大学 

カーティン大学 [オーストラリア] 

Curtin University 

http://www.curtin.edu.au/ 

派遣先の学部等 
交換留学生は学部を問わず自由に授業選択が可能（nursing, occupational therapy, 

pharmacy, physiotherapy を除く) 

学業カレンダー 

第 1 学期：2 月末～6 月 

第 2 学期：7 月末～11 月 

http://students.curtin.edu.au/administration/dates/index2016.cfm 

募集時期 平成 29（2017）年 5 月中旬～平成 29（2017）年 6 月 12 日（月） 

募集定員 5 名 

派遣時期・期間 平成 30（2018）年 2 月末から 1 年間又は 1 学期間 

募集対象者 

（学部・研究科） 

国際文化学部・研究科 
派遣時に 2 年次以上 

語学要件等※1 

TOEFL iBT 79 (R:13, L:13, S:18, W:21)以上， 
IELTS 6.5 (all components 6.0) 以上（学部） 
http://international.curtin.edu.au/apply/english-prerequisites/ 
大学院は分野によって異なる 
http://international.curtin.edu.au/exchange-programs/ 

提出書類・方法 

・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生申請書 

（様式１） 

・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生留学目的書 

（様式２－１、及び２－２） 

・交換留学応募にあたっての同意書（様式３） 

・学業成績表（うりぼーネットで PDF に出力したもの） 

提出方法について、「応募要領」を熟読の上、応募してください。 

提出期限 平成 29 年 6 月 12 日（月）17:00（日本時間） 

選考方法 
・提出書類による書類審査 
・派遣大学で使用する言語又は英語による志望動機テスト 
・面接 

選考結果 面接後，翌週月曜日に，掲示で通知します。 

派遣決定後について  留学先大学への出願手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則各自で行います。

授業料について 留学中の授業料は神戸大学に納めます。派遣大学から授業料は徴収されません。 

単位認定について 
国際文化学部・研究科の学生は，申請により，卒業・修了に必要な単位として認定さ

れることがあります。 

問合せ先 

国際人間科学部 GSP オフィス 

TEL：078-803-7601 

E-mail：gsp-info@fgh.kobe-u.ac.jp 



 

国際文化学部・研究科 

交換留学派遣学生（春季）募集要項 
  

派遣大学 

済州大学校 [韓国] 

Jeju National University 

http://www.jejunu.ac.kr/main 

派遣先の学部等 人文大学（人文学部） 

学業カレンダー 
第 1 学期：2 月末～6 月 

第 2 学期：9 月～12 月 

募集時期 平成 29（2017）年 5 月中旬～平成 29（2017）年 6 月 12 日（月） 

募集定員 2 名 

派遣時期・期間 平成 30（2018）年 2 月末から 1 年間又は 1 学期間 

募集対象者 

（学部・研究科） 

国際文化学部・研究科 

派遣時に 2 年次以上 

語学要件等 授業を受講できる十分な韓国語または英語能力が必要 

提出書類・方法 

・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生申請書 

（様式１） 

・平成２９年度 神戸大学学生交流実施細則に基づく派遣交換学生留学目的書 

（様式２－１、及び２－２） 

・交換留学応募にあたっての同意書（様式３） 

・学業成績表（うりぼーネットで PDF に出力したもの） 

提出方法について、「応募要領」を熟読の上、応募してください。 

提出期限 平成 29 年 6 月 12 日（月）17:00（日本時間） 

選考方法 

・提出書類による書類審査 

・派遣大学で使用する言語又は英語による志望動機テスト 

・面接 

選考結果 面接後，翌週月曜日に，掲示で通知します。 

派遣決定後につい

て 
留学先大学への出願手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。 

授業料について 留学中の授業料は神戸大学に納めます。派遣大学から授業料は徴収されません。 

単位認定について 
国際文化学部・研究科の学生は，申請により，卒業・修了に必要な単位として認定されること

があります。 

問合せ先 

国際人間科学部 GSP オフィス 

TEL：078-803-7601 

E-mail：gsp-info@fgh.kobe-u.ac.jp 

 


