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平成26年12月9日更新

秋季派遣の大学一覧
国・地域 派遣大学 募集定員※1 募集対象者※2 アドヴァイザー 連絡先※3 研究室

台湾 国立政治大学 若干名 国文（学部・院） 王　柯 （国文教務学生係） E214

中国 浙江大学 若干名
国文（学部・院）
人文（学部・院）
発達（学部・院）

髙橋　康徳 ytakahashi@port. D611

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

中国 中国人民大学 2名
国文（学部・院）
法（学部・院）
経済（学部・院）

谷川　真一 tanigawa@port. E203

インドネシア ガジャマダ大学 2名 国文（学部・院） 貞好　康志 ysd@ E221

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 2名
国文（学部・院）
発達（院）

青山　薫 kaoru@tiger. E309

タイ タマサート大学 2名 国文（学部・院） 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（学部・院） 岡田　浩樹 hokada@ E315

英国 シェフィールド大学 1名 国文（学部） 村尾　元 murao@i.cla. B409

英国 バーミンガム大学 若干名
国文（学部・院）
人文（学部・院）

小笠原　博毅 hirokio@ E316

英国 マンチェスター大学 3名 国文（学部・院） 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名 国文（学部・院） 田中　順子 jtanaka@ B412

アメリカ ジョージア大学 3名 国文（学部） 小澤　卓也 ozataku@harbor. E211

アメリカ テネシー大学 若干名 国文（学部・院） 野谷　啓二 notani@ E204

アメリカ
ニューヨーク市立大学

クイーンズ・カレッジ※4 若干名
国文（学部・院）
経済（学部・院）

野谷　啓二 notani@ E204

アメリカ メリーランド大学 2名 国文（学部・院） 安岡　正晴 yasuoka@ E409

アメリカ ユタ州立大学 1名 国文（学部・院） 池上　裕子 ikegami@port. E318

ドイツ ハンブルク大学 4名
国文（学部・院）
人文（学部・院）
発達（学部・院）

藤濤　文子 fumiko@ B411

ドイツ ベルリン自由大学 2名 国文（学部・院） 藤野　一夫 fujino@ E320

ドイツ ライプツィヒ大学 2名 国文（学部・院） 石田　圭子 keikoishida@people. E321

ポーランド ワルシャワ大学 2名 国文（学部・院） 寺内　直子 naokotk@ E210

ルーマニア バベシュ・ボヨイ大学 2名 国文（学部） 林　博司 hayasi96@ B414

ロシア モスクワ教育大学 4名
国文（学部・院）
発達（学部・院）

楯岡　求美 kumi3@ E310

フランス グルノーブル第3（スタンダール）大学 3名 国文（学部・院） 岩本　和子 iwamotok@ E305

フランス レンヌ第1大学 2名 国文（学部・院） 西田　健志 tnishida@people. B408

イタリア ナポリ東洋大学 2名 国文（学部・院） 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名 国文（学部・院） 林　良子 rhayashi@ B309

スペイン バルセロナ自治大学 若干名 国文（学部・院） 坂井　一成 kazu@harbor. E407

※1 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。変更については，ホームページでお知らせいます。

※2 網掛けは，派遣時に3年次以上。

※3 表中の連絡先は，末尾のkobe-u.ac.jpを省略しています。

※4 2次募集時に募集予定。ただし現在，協定締結中のため，進捗状況によっては募集しないこともあります。

春季派遣の大学一覧
国・地域 派遣大学 募集定員 募集対象者 アドヴァイザー 連絡先 研究室

韓国 済州大学校 国文（学部） 岡田　浩樹 hokada@ E315

韓国 釜山国立大学校 国文（学部・院） 岡田　浩樹 hokada@ E315

オーストラリア カーティン大学 国文（学部・院） 窪田　幸子 kubotas@people. E222

春季派遣の募集は5月中旬に行います。また，秋季派遣の募集で定員に達しなかった場合，春季派遣を行うこともあります。

国際文化学部・研究科の学生が応募できるその他の大学
担当部局

留学生課

文学部

発達科学部

法学部

経済学部 ルーヴァン・カトリック大学（ベルギー），リール第3大学（フランス）

派遣大学

台湾大学（台湾），清華大学，上海交通大学，武漢大学（中国），ソウル国立大学校（韓国），ピッツバーグ大学，ワシ
ントン大学（アメリカ），クイーンズランド大学，西オーストラリア大学（オーストラリア），グラーツ大学（オーストリア），カ
レル大学（チェコ），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（フランス），ライデン大学（オランダ），ヴェネツィア大学（イタリア），ソフィア大学（ブルガリア），ヤゲ
ウォ大学（ポーランド），ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（英国）

北京外国語大学，香港大学（中国）

北京師範大学，華東師範大学（中国）

サンルイ大学（ベルギー）



平成26年11月12日更新

語学要件一覧
国・地域 派遣大学 語学要件

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学
TOEFL iBT 79，IELTS 6.0以上（学部）
TOEFL iBT 90，IELTS 6.5以上（大学院）

タイ タマサート大学
TOEFL iBT 61，IELTS 5.5以上
http://www.pbic.tu.ac.th/main/content/thai-studies-program

英国 シェフィールド大学
応募する学部により異なる。
http://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.132620!/file/English_Language_Factsh
eet_2014-15v2.pdf

英国 バーミンガム大学

IELTS 6.5 (all components 6.0) 以上（学部）
http://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/studyabroad/incomingstudents.as
px
大学院は分野によって異なる

英国 マンチェスター大学

IELTS 6.0 (all components 5.5) 以上
Business, Life Sciences, ManagementはIELTS 6.5 以上
Education, English Literature, Law, HistoryはIELTS 7.0以上
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 ジョージア大学
TOEFL iBT 80，IELTS 6.5以上
http://international.uga.edu/user_files/1410530917_Spring%202015%20Exchange
%20Program%20Information%20Sheet.pdf

アメリカ テネシー大学

TOEFL iBT 70，IELTS 6.5以上（学部）
http://admissions.utk.edu/apply/international-students/
TOEFL iBT 80，IELTS 6.5以上（大学院）
http://graduateadmissions.utk.edu/int-adm-guide.shtml

アメリカ
ニューヨーク市立大学
クイーンズ・カレッジ

学内選考基準を検討中

アメリカ メリーランド大学
TOEFL iBT 90 (all components 22)，
IELTS 6.5 (all components 6.5) 以上
http://oia.cgdevx.com/offices/education-abroad/eligibility

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/

オーストラリアカーティン大学

TOEFL iBT90 (all components 22)，
IELTS 6.5 (all components 6.0) 以上（学部）
https://international.curtin.edu.au/onlineApps/courses/?studyType=UG
大学院は分野によって異なる
https://international.curtin.edu.au/onlineApps/courses/?studyType=PG

語学要件は，最新の内容を記載していますが，予告なく変更されることがあります。

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。

要件を満たしていない場合でも学内選考（1次募集）に応募はできますが，入学手続きまでに要件を満たさないと合格が取り消されま
す。



平成26年10月22日現在

併願について

交換留学派遣学生（秋季）スケジュール

国文 文 発達 法 経済 全学

10月10日（金） 募集開始

10月15日（水） 募集開始

10月22日（水） 1次募集開始 募集開始 募集開始

10月24日（金） 募集締切

11月上旬 募集開始

11月14日（金）

11月17日（月） 1次募集締切 合格通知

11月19日（水） 志望動機テスト

11月28日（金） 募集締切

11月下旬 面接，合格通知

12月上旬 2次募集開始 募集締切 選考，合格通知

冬季休暇

2次募集締切

志望動機テスト

1月下旬 面接，合格通知 選考，合格通知

2月初旬 選考，合格通知

この表は，国文の学生が応募できる大学のスケジュールです。

国文の学生は，国文の募集する協定校の他に，他学部・研究科の募集する1部の協定校，全学募集の協定校の交換留学に応募で
きます。
国文の協定校を併願することはできませんが，選考時期の異なる他部局で募集する協定校との併願はできます。
　併願可の例：国文の1次募集と法の募集に併願，国文の2次募集と全学募集に併願
　併願不可の例：国文の2次募集と経済の募集に併願
派遣が決定した学生は，他の協定校に応募できません。また併願した場合，先に合格した大学が優先されます。

1月中旬 募集締切募集締切選考，合格通知



応募要領 
 
国際文化学部・研究科の協定校への交換留学を希望する学生は，応募要領を熟読の上，応募してく

ださい。 
 

願書作成上の注意 
・署名を除き，手書きの願書は認めない。 
・署名覧を含め 1 ページ以内に収めること。 
・【講座/コース】：他学部・研究科の学生は，所属学部・研究科を記入すること。 
・【KUPES】：EU エキスパート人材養成プログラムの学生は「はい」，その他の学生は「いいえ」

を記入すること。 
・【専門演習 A/B】：履修していない学生は，ゼミ・論文指導の教員等を記入すること。特に他学部・

研究科の学生は，指導教員名（又は研究テーマに近い教員名）とその授業（演習・ゼミ）科目名

を記入すること。 
・【留学期間】：半年（1 学期）の留学が認められている大学のみ，半年選択可。 

 
願書提出までの流れ 

1. 願書をダウンロード。 
2. Microsoft Word 又は互換ソフトで作成。（ただし署名は除く） 
3. ファイル名を学籍番号に変更し保存。例：1300600C.doc 
4. 保存したファイルをメールに添付し，件名に「交換留学願書提出」と明記して提出。 

gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp 
5. メールで提出したファイルを印刷し，自筆で署名。 
6. 署名入りの願書と他の提出書類をクリップ止めし，メールボックスに提出。 

 
提出書類（紙媒体） 

1. 平成 27 年度交換留学派遣学生願書（署名入り） 
2. 学業成績表（うりぼーネットで PDF に出力したもの） 

※学業成績表の出力については，うりぼーネット利用マニュアル参照のこと 
http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/image/pdf/2014stu/2014_08.pdf 

3. TOEFL iBT 又は IELTS のスコアの写し（英語能力証明が必要な大学のみ） 
 
提出先 

願書（電子ファイル）：gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp 
（国際文化学研究科教務学生係 高橋） 

提出書類（紙媒体）：国際文化学研究科教務学生係メールボックス 
 
提出期限 

平成 26 年 11 月 17 日（月）17 時（日本時間） 

mailto:gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp
http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/image/pdf/2014stu/2014_08.pdf
mailto:gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp


平成 27 年度交換留学派遣学生願書 
（記入例） 

平成 年 月 日作成 
氏名（英字） 国文 太郎 (Taro Kokubun )  
生 年 月 日 平成 5 年 5 月 5 日 性 別 男 
現 住 所 〒657-8501 

神戸市灘区鶴甲 1-2-1 
 
 Tel. 078-803-7530 

e - m a i l 
パソコン gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp 
携帯 xxxxxx@xxx.jp 

学 籍 番 号 1300600C 講座 /コース 地域文化論講座 K U P E S いいえ 
専門演習 A 教員名 ○○ ○○，×× ×× 
専門演習 B 教員名 ○○ ○○，△△ △△，□□ □□ 
希 望 大 学 ○○大学 留 学 期 間 1 年 9 月～翌年 6 月 
以下に留学目的を日本語で記入してください。 

○○大学に留学を希望するのは・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上の内容で応募します。 
 

署名（自著）  


