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国際文化学研究科教務学生係 

 

 

注意：この資料に書かれている内容は、予告なく変更されることがあります。 



 
 

秋期派遣の大学一覧                                                         

【国文部局間協定】 

国・地域 協定校 
募集

定員

募集

対象

学

部 

院 アドヴァイ

ザー 
連絡先※ 

研究

室 

台湾 国立政治大学 2 国文 ○ ○ 王 柯 国文教務学生係 E214

中国 浙江大学 募集なし

国文

人文

発達
○ ○ 髙橋 康徳 ytakahashi@port. D611

中国 中央民族大学 2 国文 ○ ○ 王 柯 国文教務学生係 E214

中国 中国人民大学*  1 
国文

法学

経済
★ ★ 谷川 真一 tanigawa@port. E203

韓国 済州大学校 春募集 国文   岡田 浩樹 hokada@ E315

韓国 釜山国立大学校 春募集 国文 ○ ○ 岡田 浩樹 hokada@ E315

インドネシア ガジャマダ大学 2 国文 ○ ○ 貞好 康志 ysd@ E221

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 2 国文 ○ ○ 青山 薫 kaoru@tiger. E309

タイ タマサート大学 2 国文 ○ ○ 伊藤 友美 itot@ E205

ベトナム 
ベトナム国家大学 

ホーチミン市 
2 国文 ○ ○ 岡田 浩樹 hokada@ E315

英国 シェフィールド大学 2 国文 ○ × 村尾 元 murao@i.cla. B409

英国 バーミンガム大学* 2 
国文

人文
★ (★) 小笠原 博毅 hirokio@ E316

英国 マンチェスター大学 2 国文 ○ ○ 梅屋 潔 umeya@people. E405

カナダ 
ヒューロン・ユニバーシティ・

カレッジ 
3 国文 ○ (○) 田中 順子 jtanaka@ B412

アメリカ ジョージア大学 2 国文 ○ × 井上 弘貴 hiro_inouye@port E209

アメリカ テネシー大学 募集なし 国文 ○ ○ 井上 弘貴 hiro_inouye@port E209

アメリカ 
ニューヨーク市立大学 

クイーンズ・カレッジ* 
4 

国文

経済
★ ★ 井上 弘貴 hiro_inouye@port E209

アメリカ メリーランド大学 募集なし 国文 ○ × 安岡 正晴 yasuoka@ E409

アメリカ ユタ州立大学 1 国文 ○ ○ 西田 健志 tnishida@ B408

ドイツ ハンブルク大学 4 
国文

人文

発達
○ ○ 藤濤 文子 fumiko@ B411

ドイツ ベルリン自由大学 2 国文 ○ ○ 藤野 一夫 fujino@ E320

ドイツ 
マルティンルター大学 

ハレ・ヴィッテンブルク 
3 

国文

人文
○ ○ 藤野 一夫 fujino@ E320

ドイツ ライプツィヒ大学 3 国文 ○ ○ 石田 圭子 keikoishida@people. E321

ポーランド ワルシャワ大学 2 国文 ○ ○ 寺内 直子 naokotk@ E216

ルーマニア バベシュ・ボヨイ大学 2 国文 ○ × 青島 陽子 yaoshima@dolphin. E201

フィンランド ヘルシンキ大学 2 国文 ○ ○ 青島 陽子 yaoshima@dolphin. E201

ノルウェー ベルゲン大学 2 国文 ○ ○ 
Kreck, 

Vladimir 
vladimir.kreck@port. E307

フランス グルノーブル・アルプ大学 3 国文 ○ ○ 岩本 和子 iwamotok@ E305

フランス レンヌ第 1 大学 未定 国文 ○ ○ 齋藤 剛 t-saito@people. E418

イタリア ナポリ東洋大学 2 国文 ○ ○ 林 良子 rhayashi@ B309

イタリア 
ボローニャ大学 

フォルリキャンパス 
2 国文 ○ ○ 林 良子 rhayashi@ B309

スペイン バルセロナ自治大学 3 国文 ○ ○ 坂井 一成 kazu@harbor. E407

オーストラリア カーティン大学 5 国文 ○ ○ 窪田 幸子 kubotas@people. E222

※現在，派遣大学と調整中のため，募集定員は変更の可能性もあります。変更はホームページでお知らせします。 

※表中の連絡先は、末尾の kobe-u.ac.jp を省略しています。 

★は、国際交流課主管で募集が行われます。  

( )は、基本的に学部生対象。大学院生が留学する場合、現地では学部コースの履修に限る。 

網掛は、出願時に 2 年次以上。 

 



 
 

 

【全学協定】 

大学全体で学術交流協定・学生交流協定を締結している協定校および複数部局間協定校への交換

留学については、国際交流課が募集を行っています。 詳細は全学の交換留学のページをご覧くださ

い。 

http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-programs/exchange/index.html 

 

担当部局 協定校 

【全学協定】 

 

国際交流課 

(国 際 教 育 総 合

センター内 事 務

室) 

台湾 

中国 

韓国 

アメリカ 

カナダ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

ｵｰｽﾄﾘｱ 

チェコ 

フランス 

 

オランダ 

イタリア 

ドイツ 

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 

ポーランド 

イギリス 

国立台湾大学 

清華大学、上海交通大学、武漢大学、 

ソウル国立大学校 

ピッツバーグ大学 

オタワ大学 

クイーンズランド大学、西オーストラリア大学 

グラーツ大学 

カレル大学 

パンテオン・アサス（パリ第 2）大学、パリ・ディドロ（パリ第７）大学、 

パリ西ナンテール・ラデファンス（パリ第 10）大学 

ライデン大学 

ヴェネツィア大学、ボローニャ大学 

トリーア大学、キール大学 

ソフィア大学 

ヤゲウォ大学 

ロンドン大学東洋アフリカ研究学 SOAS 

 

【部局間協定】 

 

国際交流課 

(国 際 教 育 総 合

センター内 事 務

室) 

中国 

アメリカ 

フランス 

ベルギー 

イギリス 

中国人民大学、北京師範大学、華東師範大学 

ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ 

リール第３大学 

サンルイ大学 

バーミンガム大学、ケント大学 

 

 

【他部局主管の部局間協定】 

以下の大学については他学部で募集していますが， 国際文化学研究科・国際文化学部の学生も応

募できます。 募集要項は、国文ＩＣカフェの掲示板に掲示します。 詳細については担当学部・研究科

教務（学生）係へ問合せてください。 

担当部局 協定校 

文学部 中国 北京外国語大学、香港大学 

法学部 ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ ニューカレドニア大学 

経済学部 ベルギー ルーヴェン大学, ヘント大学 

 

  



 
 

 語学要件・応募資格について （国文部局間協定校）                                       

 下記の大学については、TOEFL iBT 又は IELTS のスコアの提出が必要です。語学要件を満たす証

明書がない場合，応募資格はありません。 

必ず募集期日までに語学要件を満たした語学能力証明書類を、学内応募書類と共に提出してくだ

さい。（スコアの本紙が手元にない場合は、オンラインスコアを印刷して提出してください。） 

また、TOEFL-ITP のスコアでは応募できません。 

 

 下記に記載のない大学の語学力の目安として、英語は CEFR B2 レベル以上、その他言語について

はＢ１レベル以上の語学力が望まれます。 

参照：CEFR Common European Frame Work of Reference for Languages-Self-assessment grid 

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 

 

国・地域 派遣大学 語学要件 

フィリピン 
アテネオ・デ・マ

ニラ 

TOEFL iBT 79，IELTS 6.0 以上（学部） 

http://www.ateneo.edu/oir/info-international-students/exchange-students/application-

procedures-undergrad 

TOEFL iBT 90，IELTS 6.5 以上（大学院） 

http://www.ateneo.edu/oir/info-international-students/exchange-students/application-

procedures-graduate 

インドネシア ガジャマダﾞ 
TOEFL iBT 70, IELTS 6.0 以上 

GPA3.00 以上 

タイ タマサート 
TOEFL iBT 59，IELTS 5.0 以上 ただし、応募する学部により異なる 

http://inter.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=264 

英国 シェフィールド 
応募する学部により異なる。(English Language Teaching Centre (ELTC)は対象外） 

http://www.sheffield.ac.uk/studyabroad/overseas/prospective/english-lang-req 

英国 バーミンガム 

IELTS 6.5 (all components 6.0) 以上（学部） 

TOEFL iBT 88 （Reading 21, Listening 20, Speaking 22, Writing 21)以上 

http://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/studyabroad/incoming-students.aspx 

大学院は分野によって異なる 

http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/requirements-pgt/international/index.aspx 

英国 マンチェスター 

IELTS 6.5 , TOELF iBT 90 以上 ただし、応募する学部により異なる 

http://www.manchester.ac.uk/study/international/study-abroad-programmes/non-

eu/entry-requirements/ 

カナダ 

ヒューロン・ユニ

バーシティ・カレ

ッジ 

TOEFL iBT 80，IELTS 6.5 以上 

アメリカ ジョージア 
TOEFL iBT 80，IELTS 6.5 以上 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/agree-is-pdf/is85.pdf 

アメリカ ユタ州立大学 

TOEFL iBT 71、IELTS 6.0 (all components 5.0) 以上（学部） 

https://globalengagement.usu.edu/htm/international-students/prospective-

students/undergraduate-application 

TOEFL iBT 79、IELTS 6.0 (all components 5.0) 以上（大学院） 

http://rgs.usu.edu/graduateschool/htm/admissions/international/ 

アメリカ 

ニューヨーク市立 

クイーンズ・カレ

ッジ 

TOEFL iBT 70，IELTS 6.5 以上 

GPA 2.8 以上 

アメリカ メリーランド 
TOEFL iBT 90 (all components 22)以上， 

IELTS 6.5 (all components 6.5) 以上 

フィンラン

ド 
ヘルシンキ TOEFL iBT79, IELTS 6.0 以上 

オーストラ

リア 
カーティン 

TOEFL iBT 79 (Reading 13, Listening 13, Speaking 18, Writing 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/ 

※語学要件は、予告なく変更されることがあります。 

 



 
 

内部進学予定者（他学部の学生も含む）の応募資格については、派遣時の所属研究科が募集対象

の場合、応募を認めます。なお、内部進学予定者は、募集期日までに入学試験に合格している者に限

ります。 

 

選考について                                                                

国際文化学部・研究科（以下、「国文」）が募集する派遣学生の選考は、出願書類、留学先国の言

語（又は英語）による志望動機の筆記試験と面接試験の総合評価で行われます。 

なお、応募者多数の場合、出願書類と筆記試験の内容により書類審査し、合格者のみ面接選考を

行うことがあります。 

全学協定および他部局主管の部局間協定に基づく派遣生の選考方法については、募集元により選

考方法が異なります。 

 

応募について                                                                

 

締切日 2016 年 11 月 21 日（月） 17:00 厳守 

提出書類 1. 交換留学派遣学生願書 

2. 学業成績表 （うりぼーネットで PDF に出力したもの） 

3. TOEFL iBT または IELTS スコアの写し(英語能力証明書が必要な大学のみ) 

4. 同意書 （国際文化学部・研究科の学生のみ） 

提出方法 応募要領をよく確認してください。 

注意事項 ・同意書には、保護者の同意、署名が必要です。同意書は、国際文化学研究科

教務学生係にて配布します。 

・願書（電子ファイル）および提出書類（紙媒体）、両方の提出をもって応募を受け

付けます。必要提出書類すべてが締切までに提出されない場合、応募は受理され

ませんので、応募要領をよく確認してください。 

筆記試験 2016 年 11 月 22 日（火） 昼休み 

面接試験 11 月下旬～12 月上旬頃 

日程は、国際文化学部ホームページに掲載しますので各自確認してください。 

合否通知 面接試験後、12 月中旬までに掲示にて通知します。 

 

募集スケジュール/併願について                                                        

【秋季派遣】  

※平成 27 年度の募集スケジュール参考。 選考スケジュールは変わりますので、掲示等で確認してください。 

担当部局 国文 文 国文（2 次） 発達 経済 全学 

選考時期 
11 月下旬～ 

12 月初旬 
4 月中旬 1 月中旬 1 月中旬 1 月中旬 

1 月中旬～ 

2 月上旬 

 

国文の協定校を併願することはできませんが、他部局の協定校との併願はできます。 

派遣が決定した学生は、他の協定校へ応募できません。また併願した場合、先に合格した大学が優

先され、合格した大学を辞退することはできません。 

例）  

○ 国文一次募集と経済の募集に併願 →国文一次募集に合格した場合は経済への出願を取り下げ 

○ 国文の二次募集と全学募集に併願 →国文二次募集に合格した場合は全学への出願を取り下げ 

× 国文の二次募集と経済の募集に併願 


