
 
 

秋期派遣（二次募集）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 

中国 中央民族大学 2 名 国文 ○ ○ 王 柯 （国文教務学生係） E214

イ ン ド ネ シ

ア 
ガジャマダ大学 2 名 国文 ○ ○ 貞好 康志 ysd@ E221

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 1 名 国文 ○ ○ 青山 薫 kaoru@tiger. E309

タイ タマサート大学 2 名 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 名 国文 ○ ○ 岡田 浩樹 hokada@ E315

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

英国 マンチェスター大学 1 名 国文 ○ ○ 梅屋 潔 umeya@people. E405

ドイツ ハンブルク大学 1 名
国文

人文

発達

○ ○ 藤濤 文子 fumiko@ B411

ドイツ ライプツィヒ大学 1 名 国文 ○ ○ 石田 圭子 keikoishida@people. E321

ドイツ 
マルティン・ルター大学 

ハレ・ヴィッテンベルク 
1 名

国文

人文
○ ○ 藤野 一夫 fujino@ E320

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

ノルウェー ベルゲン大学 1 名 国文 ○ ○ 青島 陽子 yaoshima@dolphin. E201

フィンランド ヘルシンキ大学 1 名 国文 ○ ○ Kreck,Vladimir vladimir.kreck@port. E307

フランス レンヌ第 1 大学 2 名 国文 ○ ○ 齋藤  剛 t-saito@people. E418

イタリア ナポリ東洋大学 1 名 国文 ○ ○ 林 良子 rhayashi@ B309

スペイン バルセロナ自治大学 1 名 国文 ○ ○ 坂井 一成 kazu@harbor. E407

オ ー ス ト ラ

リア 
カーティン大学 5 名 国文 ○ ○ 窪田 幸子 kubotas@people. E222

※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、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。 

 

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 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/ 

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。 

 

二次募集への応募について                                                            

 

締切日 願書（電子ファイル）提出： 2017 年 1 月 10 日（火） 12:00 

応募書類（紙媒体）提出：  2017 年 1 月 10 日（火） 17：00  

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） 

※一次募集応募時に同意書を提出した人は、再提出不要 

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 2017 年 1 月 11 日（火） 12:20 集合 

試験 １2：30～13：10（40 分間） 

場所：国際文化学部 Ｆ401 

面接試験 1 月中旬～下旬頃 

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、1 月下旬頃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】  

※以下は平成 28 年時の募集のものです。選考スケジュールは年度により変更しますので、詳細は掲示等で確認してく

ださい。 

担当部局 国文（1 次） 国文（2 次） 人文 経済 法学 全学 

応募締切 11 月 21 日 1 月 10 日 
香港：12/16

北京：3/17 
1 月 11 日 12 月 7 日 1 月 10 日 

選考・面接 
11 月下旬～ 

12 月上旬 
1 月中旬 

1 月中旬 

3 月 
1 月 17 日 書類選考 

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）  

○ 国文一次募集と法学の募集に併願 →国文一次募集に合格した場合は法学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は不可 



平成28年12月15日現在

中央民族大学 [中国]
Minzu University of China
http://www.muc.edu.cn/

国際教育学部・研究科の中国語長期コースを履修。全学部の授業科目受講可。

第1学期：3月～7月
第2学期：8月～1月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，中級レベルの中国語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ガジャマダ大学 [インドネシア]
Universitas Gadjah Mada
http://www.ugm.ac.id/

文化学部

第1学期：8月～1月
第2学期：2月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

8月から1年間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

TOEFL iBT 70, IELTS 6.0以上
GPA3.00以上

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）
・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先

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。



平成28年12月15日現在

アテネオ・デ・マニラ大学 [フィリピン]
Ateneo de Manila University
http://www.admu.edu.ph/

第1学期：8月～12月
第2学期：１月～5月
http://www.ateneo.edu/areyouready/

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

6月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）
・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

単位認定について

問合せ先

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限



平成28年12月15日現在

タマサート大学 [タイ]
Thammasat University
http://www2.tu.ac.th/

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～5月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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=2
64

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ベトナム国家大学ホーチミン市 [ベトナム]
Vietnam National University Ho Chi Minh City
http://en.hcmussh.edu.vn/

社会人文科学大学

第1学期：10月～1月
第2学期：3月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

10月から1年間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できる英語能力は必要。
渡航前にベトナム語の学習を開始することが望ましい。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

シェフィールド大学 [英国]
University of Sheffield
http://www.sheffield.ac.uk/

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間

国際文化学部
派遣時に2年次以上

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/polopoly_fs/1.132620!/file/English_Language_Factsheet
_2015-16.pdf

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

国際文化学部の学生は，申請により，卒業に必要な単位として認定されることがあり
ます。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月16日現在

マンチェスター大学 [英国]
University of Manchester
http://www.manchester.ac.uk/

人文学部

第1学期：9月～1月
第2学期：1月～6月
http://www.manchester.ac.uk/discover/key-dates/

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

9月から1年間又は1学期

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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/

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ハンブルク大学 [ドイツ]
Universität Hamburg
http://www.uni-hamburg.de/

人文科学部アジア・アフリカ研究所

第1学期：10月～1月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科，
文学部・人文学研究科，発達科学部・人間発達環境学研究科
派遣時に3年次以上

派遣時に大学でドイツ語を2年以上ドイツ語の授業を履修していること。
授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク [ドイツ]
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
http://www.uni-halle.de/

第1学期：10月～2月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科，
文学部・人文学研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ライプツィヒ大学 [ドイツ]
Universität Leipzig
http://www.zv.uni-leipzig.de/

歴史・芸術・東洋学部

第1学期：10月～2月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

バベシュ・ボヨイ大学 [ルーマニア]
Universitatea Babeş-Bolyai
www.ubbcluj.ro/

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～6月
http://www.ubbcluj.ro/en/programe_academice/structura/

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間

国際文化学部
派遣時に2年次以上

 特になし。ただし，手続き等のできる英語又はフランス語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

国際文化学部学生は，申請により，卒業に必要な単位として認定されることがありま
す。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

レンヌ第1大学 [フランス]
Université de Rennes 1
https://www.univ-rennes1.fr/

経営学院，企業経営学院

第1学期：9月～12月
第2学期：1月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるフランス語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ナポリ東洋大学 [イタリア]
Università degli studi di Napoli L'Orientale
http://www.unior.it/

第1学期：10月～2月
第2学期：3月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，生活に必要な初級イタリア語を習得していること。
A2レベル相当又は実用イタリア語検定4級以上のイタリア語能力が望ましい。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

バルセロナ自治大学 [スペイン]
Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.cat/

翻訳通訳学部・研究科

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

学部・修士1名
博士2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できる英語又はスペイン語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ベルゲン大学 [ノルウェー]
University of Bergen
http://www.uib.no/en

人文学部

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～6月
http://www.uib.no/en/student/49211/semester-dates#

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし、英語での授業を受講する場合は、B2レベルの英語力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ヘルシンキ大学 [フィンランド]
University of Helsinki
https://www.helsinki.fi/en

文学部世界文化学科

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～5月
https://www.helsinki.fi/en/academic-year-and-teaching-periods

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

TOEFL iBT79, IELTS 6.0以上
もしくは, フィンランド語,　スェーデン語のいずれかでB2レベルの語学力が必要

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

カーティン大学 [オーストラリア]
Curtin University
http://www.curtin.edu.au/

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)

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

2次募集（12月15日～1月10日）

5名

2月末から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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/

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

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。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

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

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※1

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先

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。



平成28年12月15日現在

中央民族大学 [中国]
Minzu University of China
http://www.muc.edu.cn/

国際教育学部・研究科の中国語長期コースを履修。全学部の授業科目受講可。

第1学期：3月～7月
第2学期：8月～1月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，中級レベルの中国語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ガジャマダ大学 [インドネシア]
Universitas Gadjah Mada
http://www.ugm.ac.id/

文化学部

第1学期：8月～1月
第2学期：2月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

8月から1年間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

TOEFL iBT 70, IELTS 6.0以上
GPA3.00以上

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）
・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先

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。



平成28年12月15日現在

アテネオ・デ・マニラ大学 [フィリピン]
Ateneo de Manila University
http://www.admu.edu.ph/

第1学期：8月～12月
第2学期：１月～5月
http://www.ateneo.edu/areyouready/

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

6月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）
・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

単位認定について

問合せ先

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限



平成28年12月15日現在

タマサート大学 [タイ]
Thammasat University
http://www2.tu.ac.th/

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～5月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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=2
64

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ベトナム国家大学ホーチミン市 [ベトナム]
Vietnam National University Ho Chi Minh City
http://en.hcmussh.edu.vn/

社会人文科学大学

第1学期：10月～1月
第2学期：3月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

10月から1年間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できる英語能力は必要。
渡航前にベトナム語の学習を開始することが望ましい。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

シェフィールド大学 [英国]
University of Sheffield
http://www.sheffield.ac.uk/

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間

国際文化学部
派遣時に2年次以上

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/polopoly_fs/1.132620!/file/English_Language_Factsheet
_2015-16.pdf

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

国際文化学部の学生は，申請により，卒業に必要な単位として認定されることがあり
ます。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

マンチェスター大学 [英国]
University of Manchester
http://www.manchester.ac.uk/

人文学部

第1学期：9月～1月
第2学期：1月～6月
http://www.manchester.ac.uk/discover/key-dates/

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間又は1学期

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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/

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※2

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ハンブルク大学 [ドイツ]
Universität Hamburg
http://www.uni-hamburg.de/

人文科学部アジア・アフリカ研究所

第1学期：10月～1月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科，
文学部・人文学研究科，発達科学部・人間発達環境学研究科
派遣時に3年次以上

派遣時に大学でドイツ語を2年以上ドイツ語の授業を履修していること。
授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク [ドイツ]
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
http://www.uni-halle.de/

第1学期：10月～2月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科，
文学部・人文学研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書（国文生のみ）
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ライプツィヒ大学 [ドイツ]
Universität Leipzig
http://www.zv.uni-leipzig.de/

歴史・芸術・東洋学部

第1学期：10月～2月
第2学期：4月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるドイツ語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

バベシュ・ボヨイ大学 [ルーマニア]
Universitatea Babeş-Bolyai
www.ubbcluj.ro/

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～6月
http://www.ubbcluj.ro/en/programe_academice/structura/

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間

国際文化学部
派遣時に2年次以上

 特になし。ただし，手続き等のできる英語又はフランス語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

国際文化学部学生は，申請により，卒業に必要な単位として認定されることがありま
す。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

レンヌ第1大学 [フランス]
Université de Rennes 1
https://www.univ-rennes1.fr/

経営学院，企業経営学院

第1学期：9月～12月
第2学期：1月～6月

2次募集（12月15日～1月10日）

2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できるフランス語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ナポリ東洋大学 [イタリア]
Università degli studi di Napoli L'Orientale
http://www.unior.it/

第1学期：10月～2月
第2学期：3月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

10月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，生活に必要な初級イタリア語を習得していること。
A2レベル相当又は実用イタリア語検定4級以上のイタリア語能力が望ましい。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

バルセロナ自治大学 [スペイン]
Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.cat/

翻訳通訳学部・研究科

第1学期：9月～2月
第2学期：2月～7月

2次募集（12月15日～1月10日）

学部・修士1名
博士2名

9月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし，授業を受講できる英語又はスペイン語能力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ベルゲン大学 [ノルウェー]
University of Bergen
http://www.uib.no/en

人文学部

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～6月
http://www.uib.no/en/student/49211/semester-dates#

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

特になし。
ただし、英語での授業を受講する場合は、B2レベルの英語力は必要。

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

ヘルシンキ大学 [フィンランド]
University of Helsinki
https://www.helsinki.fi/en

文学部世界文化学科

第1学期：8月～12月
第2学期：1月～5月
https://www.helsinki.fi/en/academic-year-and-teaching-periods

2次募集（12月15日～1月10日）

1名

8月から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

TOEFL iBT79, IELTS 6.0以上
もしくは, フィンランド語,　スェーデン語のいずれかでB2レベルの語学力が必要

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

派遣大学の入学手続き，査証の取得，渡航の手配などは，原則，各自で行います。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

国際文化学部・研究科
交換留学派遣学生（秋季）募集要項

派遣大学

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等

提出書類・方法

提出期限

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。

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先



平成28年12月15日現在

カーティン大学 [オーストラリア]
Curtin University
http://www.curtin.edu.au/

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)

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

2次募集（12月15日～1月10日）

5名

2月末から1年間又は1学期間

国際文化学部・研究科
派遣時に2年次以上

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/

・交換留学派遣学生願書（願書）
・交換留学応募にあたっての同意書
・学業成績表（うりぼーネットでPDFに出力したもの）

・TOEFL iBT又はIELTSのスコアの写し
※

願書は，所定の様式をダウンロードし，電子ファイル及び紙媒体の両形式で提出。
電子ファイルの願書は，gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jpに提出。
紙媒体の願書は，その他の提出書類と一緒に国際文化学研究科教務学生係レ
ポートボックスへ提出。

願書（電子ファイル）提出：　平成29年1月10日(火）  12:00
応募書類（紙媒体）提出：　 平成29年1月10日(火）　17:00 厳守

・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

面接後，1月下旬までに掲示で通知します。

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。

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。

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。

国際文化学研究科教務学生係
電話：078-803-7530
E-mail：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

※

選考方法

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

派遣先の学部等

学業カレンダー

募集時期

募集定員

派遣時期・期間

募集対象者
（学部・研究科）

語学要件等
※1

提出書類・方法

提出期限

選考結果

派遣決定後について

授業料について

単位認定について

問合せ先

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。


