GO GLOBAL

海外留学プログラム 2018
●交換留学 ●語学研修・短期研修 ●学内留学オックスブリッジ ●インターンシップ ● GLEP 短期海外研修

語学研修・留学等情報一覧
種類 受入先・プログラム

国・地域名

言

語

対

象

語学要件

滞

在

TOEFL iBT 79+（目安）
学生寮
※条件付きプログラムあり

英語

全学

カーティン大学

オーストラリア

英語

TOEFL iBT 79+ IELTS 6.5 ホームステイ
全学 ( ２年生以上）
（予定・要確認）
か学生寮

曁南大学

中国

中国語
英語

経済・経営学部、
会計・経営研究科、
政策科学研究所

蘇州大学

中国

中国語

全学

蘇州大学文正学院

中国

中国語

全学

派遣先大学で要求され 学生寮
る語学能力（学部受講）
但し、語学講座受講の
場合はこの限りではな
学生寮
い

東亜大学校

韓国

韓国語

全学

学生寮

全学

ホームステイ
か学生寮

交

エバーグリーン州立大学 アメリカ

換
留
学

ワシントン大学

語

サセックス大学

アメリカ
英語
（ワシントン州）
イギリス

英語

派遣人数

学生寮

全学

派遣・留学期間
翌年 9 月初旬より 1 年

翌年 2 月より 1 年

2 名以内

9 月より半年 or1 年

翌年 2 月又は 9 月よ
り半年 or1 年
3 名以内

8 月又は 9 月の約 3
週間

学生寮

学

個人参加

研

蘇州大学
（2018 年）

中国

中国語

全学

学生寮

修

特になし

曁南大学
（2019 年）

9 月の約 3 週間

中国

中国語

全学

学生寮

ハワイ大学
マノア校

アメリカ

英語

全学

ホームステイ 最大 15 名程度

翌年 2 月又は 3 月よ
り約 3 週間

東亜大学校

韓国

韓国語

全学

学生寮

8 月の約 2 週間

曁南大学

中国

英語

全学

英語能力（授業等は
学生寮
英語で実施される）

推薦枠は 2 名程度、 6 月頃より約 2 ～ 3 週
3 名以降は自費
間 ( その年により異なる）

国立台湾大学

台湾

中国語
英語

全学

プログラムにより異
指定ホテル
なる

個人参加

神戸商科キャン
オックスブリッジ
パス・姫路工学 英語
英語サマーキャンプ
キャンパス

全学

特になし

HUMAP 参加大
学 等 の あ る 国・
HUMAP
地域又はヨー
指定なし
海外インターンシップ ロッパの兵庫県
姉妹・友好提携
先の地域

全学

インターンシップ先 派遣先により
５名程度
等で必要な語学力
異なる

2 名程度

短
期
研
修
学内留学
インターンシップ
（奨学金）

ＧＬＥＰ短期研修

夏：オーストラリ 英語（タイ語、
ア、
ベトナムなど タ ガ ロ グ 語、
海外協定校、NGO 等 春：アメリカ、
タイ、 中 国 語、 フ ラ GLEP 所属学生
フィリピン、ラオス、 ン ス 語、 イ ン
中国、フランス
ドネシア語）

※ HUMAP（兵庫・アジア太平洋大学間ネットワーク）詳細は 7 ページ参照。
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―

―

1 ～ 3 週間（プログ
ラムにより異なる）

① 8 月６～ 10 日
②８月 13 ～ 17 日
（どちらも予定）

1 か月以上 4 か月以内

特になし
プログラムに プログラムによ 約 1 週間～ 2 週間（プ
（GLEP 生 へ の 応 募
ログラムにより異なる）
より異なる
り異なる
時に審査あり）

※ GLEP（グローバルリーダー教育プログラム）に所属するには 9 ページ参照

経済支援制度

語学留学のポイント

後援会の補助金や HUMAP 留学奨学金などを

プログラムによっては、外国語とし

活用した経済支援を行っています。

て単位認定 (2 単位）されます。

申込み方法

スケジュール

費用概算
出発（翌年９月）

応募締切（12月）

応募締切（５月）

各キャンパス学務課へ必要
書類を提出
（学内成績・面接等に基づき
選考）

―
出発（翌年２月又は９月）

応募締切（５月）

出発（翌年２月又は９月）

応募締切（５月）

出発（翌年２月又は９月）

応募締切（６月） 出発（８月又は９月）
大学 HP 海外研修のページ
に掲載予定
留学先大学 HP より各自申
込 ( 国際交流機構へも連絡）

学務課（学内成績・面接等
に基づき選考）

大学 HP 海外研修（オックス
ブリッジ）のページより申込
（先着順）

各キャンパス学務課へ必要
書類を提出（書類選考）

出発（８月）

出発（７月または８月） 春プログラム

応募締切（12月下旬）

応募締切（５月下旬）

夏プログラム
応募締切
（５月中旬）

英

語

について
中国語

英語又は中国
後援会より
語として単位認
15,000 円
定 (2 単位）

春プログラム

免除

―

推薦枠の人数は免除

―

3500 円

出発（９月から翌年３月の間）

夏プログラム
応募締切
出発（８月） （11月上旬）

約 50 万円

出発（翌年３月） プログラムにより異な
る ( 協定校割引あり）

応募締切（６月） 開催時期（８月）

大学本部 GLEP 事務局に必
要書類を提出
（２年次生以降のプログラム
は各学部により異なる）

語学試験

出発（翌年２月又は３月）

応募締切（４月頃）出発（６月頃）

夏プログラム
応募締切（５月中旬）

―

約 17 万円

応募締切（11月初旬）

大学 HP 海外研修のページ
に掲載予定
留学先大学 HP より各自申
込 ( 国際交流機構へも連絡）

―

約 15 万円

応募締切（６月） 出発（９月）

応募締切（５月）

―

約 50 万円

応募締切（６月） 出発（９月）

大学 HP 海外研修（ハワイ）
のページより申込（先着順）

留学先の学費免除、本
学授業料の納入が必要

留学先で取得
し た 単 位 は、
本学の基準に
換 算 し て、 審
査のうえ認定

約 50 万円

応募締切（６月） 出発（８月又は９月）

大学 HP 海外研修のページ
に掲載予定

―

出発（９月）

応募締切（５月）

取得単位

―

出発（翌年２月）

応募締切（４月）

補助金

春プログラム
出発（翌年２月又は３月）

派遣先により異なる

なし

―

―

なし

奨学金
月額８万円

なし

12 ～ 20 万 円 程 度
助成金
(GLEP 助成金対象プ
４万円
ログラム）

プログラムに
より異なる

TOEFL-iBT：テストは全てパソコンを使って出題、回答。スピーキングは吹込み型。
TOEFL-ITP：過去に実施された TOEFL-PBT( ペーパー版の TOEFL) を受験。
IELTS：ペーパーテスト。スピーキングは人が相手の対話型。
TOEIC Listening ＆ Reading Test ：聞く・読む力を測る
TOEIC Speaking ＆ Writing Tests ：話す・書く力を測る
HSK：中国政府認定の中国語資格。初級 (1 級）～上級 (6 級）の 6 段階に分かれている。
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いつ留学する？先輩の留学実現例
学部生の留学

モデルプラン

１年次生
春

夏

大学のHP や
留学フェアで
情報収集

６月にGLEPに
申込み⇒合格

秋

オックスブリッ
ジ英語サマー
キャンプに参加

大学院生の留学

１年次生

ワシントン大学大学院
ランドスケープ学科

あるアメリカ映画と出会う

Visiting Graduate
Student Program
（招待大学院生制度）
で留学

２年
冬

春

夏

後期より GLEP 授業開始
学内外の留学生と仲
良くなり、グローバ
ルな視野を広げる

勉強、サークルの傍ら、語学もコツ
GLEPグローバル教養
海外実践に参加
（GLEP助成金受給）

２年次生

TOEFL iBT の目標スコアに向
けて勉強→ TOEFL iBT を受験

３年次生

４年次生

サークル活動、専門分野の学びに専念
大学の語学研修などに参加

スケールの大きさ、自由
度などに驚きアメリカで
の大学生活に憧れる。

アメリカ滞在時のホストファザーが自分の目指
す専門分野の仕事をしており、現場に同行させて
くれたり、大学の先生を紹介してくれた。この経
験により留学への思いが一気に高まる。

緑環境景観
マネジメント研究科

石塚 昇路さんの場合

先輩の海外留学体験談

交
きなん

曁南大学
～国際学院で、英語で専門科目を学ぶ～

3

留

学

東亜大学校
～韓国語講座受講と学部聴講～
₂₀₁₇．₂ ～ ₂₀₁₈．₂

₂₀₁₇．₉ ～

経済学部

換

小林 卓大さん

経営学部

坂本 睦さん

カーティン大学
～ ESL 受講を経て学部聴講～
₂₀₁₇．₃ ～ ₁₂

環境人間学部

朱 怡安さん

全ての授業が英語で行われ、当初英

様々な国から集まった学生と学ぶ韓

語ができると錯覚していた私は自分の

国語授業は、教科書での勉強だけでな

早口英語とエッセイの書き方に挫折。

留学当初はオーストラリア訛りの

能力の低さに絶望。しかし 3 ヶ月が

く、凧作り、海苔巻き作り、歌を歌う

エッセイを書くために膨大な量の論文

経った頃、ようやくスムーズに英語が

等、刺激に満ちていて沢山の友達との

を探し、読みこむ日々。慣れるまで本

聞き取れ、積極的に話すこともできる

出会いがありました。また、日本学科

当に嫌でした（笑）
。 それでも、たく

ように。ルームメイトはブルネイ、ド

で学部の授業を聴講し、
『日本の政治

さんの友達や先生の助けを得てひとつ

イツ出身で毎日英語が飛び交っていま

権力と社会変化』の授業では、韓国で

ずつクリアでき、深く物事を調べられ

す。中国語も少しは相手の意図してい

教える日本を見聞きすることができま

ることが楽しくなりました！自然と都

ることがわかりはじめました（笑）
。

した。語学堂では様々な国の友達が、

会の距離がとても近く、様々な人種の

現地の人の優しさに触れ、毎日 24 時

学部聴講では韓国人の友達ができまし

人々が集うパースが本当に大好きで

間じゃ足りないくらい充実した生活を

た。是非皆さんも、知って、見て、感

す。また必ず訪れたいと思います！

送っています！

じてください！

次生
秋

３年次生
冬

ツコツ勉強
交換留学に応募⇒合格

春
GLEP海外イ
ンターンシッ
プに参加
（GLEP助成
金受給）

夏

秋

４年次生
冬

春

夏

交換留学へ飛び立つ

滞在国での就職ガイダンス
にも参加しつつ就職先情報
を集める

海外留学奨学金に応
募⇒奨学金獲得

院２年次生

オンライン TOEFL 対策コース受講、英語能力を高める

夏休みに一週間ほど中国に滞在。
世界大学ランキング上位の上海交
通大学の学生らとディスカッション
を行い、他国の同世代の語学力の
高さに刺激を受ける。

トビタテ ! 留
学 JAPAN
日本代表プロ
グラムに合格

トビタテ ! 留学
JAPAN 日 本
代表プログラム
に応募。留学の
準備を始める

語
きなん

橋本 隆志さん

曁南大学華文学院の長期クラスに冒頭
３週間編入する形で中国語研修を受けまし
た。渡航する９月は現地では新学期。いろ
いろな国からの華僑や、パナマ・ペルー・
カザフスタン・インド等、様々な国から留
学生が集まります。中国人学生とも交流す
る機会があり、活気と刺激に満ち溢れた
キャンパスライフを堪能できました。

学

就職活動

研

看護学部

★上場企業
米国・ワシントン大学大
（建設コンサルタント）
学院へ９月から翌年 1 月
に内定！
まで１クォーター留学

憧れだった海外での大学生活と、学び
たかった学問を学ぶ。海外の大学でも
やっていける自信はついたが、専門分
野について総合的に自分に足りないも
のが多くあることを痛感する。

留学中も日々単語
を覚える、現地の
英語のクラスを履
修するなど語学学
習は継続して行う。

修

ワシントン大学（英語）

曁南大学（中国語）

環境人間学部

冬
★メーカーに内定！

帰国

院１年次生
中国の大学主催の
学生研修に参加

秋

ハワイ大学 マノア校（英語）

工学部

三宅 菜月さん

その国の文化を知るために、寮では
なくホームステイにしました。午前中
は授業、午後は観光地巡り、週末はカ
ナダまで足をのばしたりと、とても充
実していました！授業ではディスカッ
ションが多く、皆拙い英語ながらもと
にかくしゃべって意見を伝えようとし
ました。異なる文化・考え方に触れ、
自分の考え方も変わりました。

真鍋 遼さん

ホストファミリーとの生活は日本での生
活とは違う色々なルールがあったり、ハワ
イ料理を出してくれたりととても新鮮でし
た。授業は話す、聞くことに特化していて
3 週間でも日常会話はかなり出来るよう
に。ハワイ大学の学生たちとの会話の内容
もとても新鮮で楽しく、短期の研修ですが
日本では味わえない体験ができました。

HUMAP 海外留学奨学金
経済学部 趙 倩さん

蘇州大学＋日系企業でのインターンシップ
蘇州大学での短期留学と企業でのインターンシップを行いました。
商学部で聴講した授業は、中国経済の視点から講義が進むため、県大
の授業とは異なる視点から見る機会となりました。インターンシップ
先は日系の物流会社で、営業、関税、ストック管理の部署を見学、Ｉ
ＳＯ会議にも参加しました。中国人スタッフの柔軟な発想や変更事項
に対する対応の速さには驚かされました！小学生の頃に来日して育っ
たので祖国での貴重な経験となりました。
4

交換留学

ー協定校で、長期留学するー
在学中に、休学せずに長期留学できるチャンス。現地の学生、また世界中からやっ
てきた学生と共にグローバルな環境で学べます。

エバーグリーン州立大学

カーティン大学

エバーグリーン州立大学
は、アメリカ・ワシントン
州の州都オリンピア市に
位置する州立大学です。
ティームティーチングによ
る領域横断的な教育、少
人数でのディスカッション
やフィールドワーク等を重
視した学びが特色です。

イチオシ

小規模ながらもリベラルアーツのユニーク
な教育で全米に知られている大学です。

きなん

イチオシ

留学生が非常に多く、世界各国の優秀な人
材と触れ合う機会に恵まれた大学です。ま
た、ソーシャルアクティビティも盛んです。

蘇州大学

曁南大学

イチオシ

５万人以上の学生を擁するカーティン大学は、西オーストラリ
ア最大規模の大学。国際色豊かな大学として知られ、メインキャ
ンパスはパースのベントリーにあります。パースは 1 年を通して
快適な地中海性気候で、毎年「世界で最も住みやすい都市」の上
位に選ばれている美しい都市。迷子になるような広いキャンパス
で、豊かな学習環境が用意されており、留学生活を満喫できます。

中国三大都市のひと

多くの世界遺産を擁し

つ、広東省広州市に位置

“地上の楽園”との美称

します。 中国で最初に

をもつ江蘇省蘇州市に位

留学生を受け入れた大学

置する由緒ある大学で

のひとつで、現在も世界

す。毎年 60 数か国から

中からの華僑や留学生が

留学生 3 千人余りを受

学んでいます。

け入れています。

英語で授業が行われる学部もあるので、一
定の英語力がある場合は、中国語と英語両
方を向上させることができ、一石二鳥の留
学環境です。

蘇州大学文正学院

イチオシ
イチオシ

語学力を満たせば中国語での学部聴講がで
きます。満たさない場合は蘇州大学本部に
ある海外教育学院で中国語講座を受講でき
ます。

東亜大学校
蘇州市南西の郊外に位

置する、蘇州大学の姉妹
校です。中国語が学部聴
講レベルに満たない場合
は、蘇州大学海外教育学
院（蘇州大学本部キャン
パスに所在）で中国語講
座を受講できます。

韓国第二の都市で、文化・観光スポットがたくさんある港
町の釜山に位置する総合大学です。外国人を対象とした韓国
語講座の“語学堂”があります。

留学生の在籍が非常に少ないため、どっぷ
イチオシ
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りと中国人学生に交じってキャンパスライ
フを送りたい人におすすめ。

韓国人学生がバディとして留学生をキャン
イチオシ

パス内外でサポート。手厚い留学生サポー
トに定評があります。

―語学力を高め、現地の文化に触れる―

語学研修
短期研修

その国の文化や生活を体験しながら、
語学力をブラッシュアップ。語学研修を経て、
長期プログラムにチャレンジする学生もいます。

国立台湾大学
春 夏

スプリング・サマープログラム

ワシントン大学

語学研修 夏

中国語や英語を学ぶ語学
コースの他、理工系、経営な
どの専門分野を英語で学ぶ
コースなど、多彩なプログラ
ムが夏季・春季に用意されて
います。どのコースにも、英
語で中国文化を学ぶアクティ
ビティが含まれています。

きなん

曁南大学

語学研修 夏

アメリカ・ワシントン州シアトルにあるワシントン大学は歴
史ある名門校。3 週間のプログラムでは、午前は英語プログラ
ム、午後は週に 2 回のアクティビティにでかけます。初日の
英語のテストによりレベル別にクラス分けをします。

サセックス大学

語学研修 夏

“華僑の最高学府”との名声
高い曁南大学には、たくさん
の国からの華僑・留学生が集
まっています。語学研修を受
講する華文学院は、日本人学
生が少なめなのが特徴です。
キャンパスは街中に位置し、
午後からの観光も便利です。

サマープログラム 夏
曁南大学の海外協定校の学
生を対象に開催。
中国の社会・
経済・文化などの講義のほか、
伝統文化、中国武術等のアク
ティビティもたくさん。講義
は英語で行われるため一定の
英語力が必要です。
※開催時期は春～初夏の間で
毎年異なります。

東亜大学校
サマープログラム 夏

東亜大学校が日本の協定校
の学生を対象に毎年 8 月に

イギリス・イーストサセックス州ブライトンにあるサセック
ス大学附属の言語センターにて、午前は英語プログラム、午後
は週に 3 回イギリス文化について学びます。ロンドン観光や
フィールドトリップに出かけたりとイギリスを満喫できる 3
週間です。

蘇州大学

語学研修 夏
蘇州大学海外教育学院が９
月に開講する長期クラスに冒
頭数週間編入します。いろい
ろな国からのクラスメートと
ともにキャンパスライフをス
タートできます。上海、杭州
といった著名な観光地も近く、
週末も充実！

ハワイ大学マノア校

語学研修 春

開 催 す る Korean Summer
Session。 韓 国 語 講 座 の ほ
か、伝統文化体験、フィール
ドトリップ、マリンスポーツ、
スポーツ観戦等、韓国を知る

アメリカ・ハワイ州ホノルル市にあるハワイ大学附属の言語

ためのプログラムが多数あり

センターにて、青い空と海のもと、のびのびと英語を学びま

ます。東亜大学校の学生がバ

す。現地学生との交流プログラムのほか、フラダンス体験、文

ディとして参加、あたたかく

化施設や中学校訪問など課外授業も盛りだくさん。滞在期間中

フォローしてくれます！

はホームステイで現地の人々の実生活を体験します。
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学内留学
オックスブリッジ

―キャンパスにいながら生きた英語を学ぶ―
夏休みに、オックスフォード大学・ケンブリッジ大学の学生達がやってくる！
いつものキャンパスでオールイングリッシュの英会話授業を楽しく繰り広げます。

イギリスの名門大学の現役学生達が講師を務める完全英語漬けの学内サマーキャンプ。同年代同士、学内外で様々なア
クティビティやフィールドトリップを通じて、楽しみながら生きた英語を学べます。申し込みは先着順で、神戸商科キャ
ンパスと姫路工学キャンパス、どちらで受講するかを選ぶことができます。
すでに海外への留学経験はありましたが、この
サマーキャンプは非常にいい経験になりました。
それは、いつも通っているキャンパスで気軽に英
語が喋れる環境が用意されているからです。授業
外でも英国学生との交流を楽しめ、これから留学
を考えている人にとってもお試し感覚で挑戦でき
るので、めっちゃおすすめです！
工学部 寺村 和紀
英国からやってきた学生達だけでなく、参加した
日本人の学生達とも一緒に濃密な一週間を過ごし、
英語の練習だけではなく、互いの国や文化を知る
チャンスも得ることができました。本当に楽しく有
意義な一週間でした。
経済学部 ダン チュン フン

海外留学 HUMAP
奨 学 金 （兵庫・アジア太平洋大学間ネットワーク）奨学金
海外インターンシップ体験支援 ( 給付型海外留学奨学金）
HUMAP（兵庫・アジア太平洋大学間ネットワーク）の海外インターンシップ奨学金は、学生が主体
的に計画する留学と海外インターンシップに対して奨学金（8 万円 / 月）が支給されます。将来海外で活
躍することを目指している方、外資系企業への就職を考えている方はぜひご活用ください。
（１）HUMAP に参加している海外の大学等で授業を受講し、かつ、企業、団体等でインターンシップを実施する学
生に奨学金が支給されます。学生が自ら留学先大学やインターンシップ先と受け入れについて調整する必要が
あります。
（２）HUMAP に参加している海外の大学については、HUMAP のウェブサイトを参照してください。
（https://hyogo-humap.jp/）
（３）派遣先大学と本学又は所属部局が交流協定を締結している必要があります。交流協定を締結している大学につ
いては、本学ウェブサイトを参照してください。
（http://www.u-hyogo.ac.jp/international/exchange/accord/index.html）

※また、このほかにも交換留学生となった場合は、HUMAP の海外留学支援の対象となる場合があります。
※ HUMAP に関する詳細・申し込みについては、各学務課へお問い合わせください。
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トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム
文部科学省と支援企業が官民協働で実施する奨学金プログラム
留学計画の分野により 5 種のコースがあり、実践活動を焦点とした幅広い留学を支援しています。事前・
事後研修やトビタテ！留学生のコミュニティ参加など、留学後も活躍の場が広がっています。
※語学学習のみの留学計画では応募できません。

奨学金内容

応募方法

・毎月の支給金（6 万円、12 万円、16 万円）
* 所得や留学する地域により異なる
・留学準備金（往復渡航費等の一部としてアジア
地域 15 万円、その他地域 25 万円）
・授業料（1 年以内 30 万円、1 年を越える留学
60 万円）※語学の授業料のみは支援対象外

大学 HP「トビタテ！留学 JAPAN」のページに掲載の学内締
切期日までに、
応募書類を国際交流機構
（大学本部）
へ提出
（メー
ル）して下さい。募集は年に 2 回（前期・後期）あります。
【前期】夏募集 ₁₀ 月応募締切、翌４月～ ₁₀ 月にかけて留学開始
【後期】冬募集２月応募締切、８月～翌３月にかけて留学開始
【応募書類】家計所得確認書類、留学計画書、自由記述書、
推薦状（未来テクノロジー人材枠のみ）

兵庫県立大学からのトビタテ生
第 1 期生
オーストラリア・パース
兵庫文化交流センター
インターンシップ
看護学部 藤永 瑛美さん

第 4 期生
ワシントン大学大学院
Visiting Graduate
Student Program
（招待大学院生制度）で留学
緑環境景観マネジメント研究科
石塚 昇路さん

第 1 期生
エバーグリーン州立大学
交換留学
経済学部 高橋 愛満さん

第 3 期生
エバーグリーン州立大学
交換留学
経営学部 日比 和輝さん

第 6 期生
インドネシア大学看護学部聴
講・インターンシップ
看護学部 住元 美穂さん

第 7 期生
エバーグリーン州立大学
交換留学
経済学部
トランティディエン レイさん

※詳細・申し込みについては国際交流機構（大学本部）までお問合せください。

寺浦さよ子記念奨学金
経済的に恵まれない優秀な学生に対し奨学金を給与す
ることで、グローバル人材の育成に寄与することを目的
とした、
海外留学のための給付型奨学金
（月額 10 万円）。
支給期間は原則 1 年間（短期留学も可）
。春頃に大学で
募集開始。 ※詳細は各学務課へお問い合わせください。

トビタテ生の体験談は大学 HP をチェック！

ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ
奨学金付
在 EU 企業インターンシッププログラム
日本国籍の理工系学生を対象とした、一年間の奨学金付プロ
グラム。 欧州での 4 ヶ月間の語学研修と 8 ヶ月間の企業イン
ターンシップから成り立っています。※詳細・申し込みについて
は日欧産業協力センター（EU-Japan）公式 HP をご覧ください。

IAESTE Japan
海外有給インターンシッププログラム

この他にも、日本学生支
援機構（JASSO) や各自
治体の留学奨学金もあり

理系全般（IT 系含む）を専攻する学生（学部 3 年次生以上または大学

ます。詳細は日本学生支

院に在籍予定）を対象とした、最短 8 週間から最長 52 週間までの海外

援機構（JASSO) のウェ

有給インターンシッププログラム。選考試験は毎年 11 月上旬。ある程度

ブサイトをチェック！

の英語力が求められます。 ※詳細・申し込みについては IAESTE Japan
公式 HP をご覧ください。

http://ryugaku.jasso.go.jp/
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GLEP

短期研修

グローバルリーダー教育プログラム（GLEP）
短期海外研修＆海外インターンシップ

兵庫県立大学では、所属学部の主専攻以外にも学びの機会を広げる副専攻があります。グローバルに学べる
副専攻、GLEP の海外短期研修および海外インターンシップについてご紹介します。
※ GLEP は毎年 6 月上旬に、
各学部（経済学部を除く）1 回生を対象に募集を行います。
（経済学部の場合、
IC コース生が GLEP 生となります）

「グローバル教養海外実践」（GLEP 海外短期研修）
GLEP 生対象の、海外でのフィールド学修を主体とした短期研修プログラムとして、春休みに 6 研修、夏休みに 2 研修実
施します。GLEP 生には助成金支給があります。

アメリカ（ワシントン州）

１年次
春休み

タイ（チェンマイ）
フィリピン
ラオス
中国（広東省、香港、マカオ）
フランス（パリ）

２年次
以 降

オーストラリア（パース）
ベトナム、フィリピン、ラオスなど

「GLEP 海外インターンシップ」
大学の休暇期間を利用し、GLEP 生（2 ～ 4 年次生）が、
自分の企画に基づき、県の海外事務所や海外の大学・企業など
で就業体験ができます。GLEP 生には助成金支給あり。

都市名
アメリカ（シアトル）
（2 名）
、
オーストラリア（パース）
（2 名）、
フランス（パリ）
（2 名）
、中国（2 名）

先輩の体験談
★今回の研修で英語の勉強に対する意欲がとても高まりまし

介したり、アイスブレイクを行ったりしました。

するようになっても通用する英語を身に着けたいと心から思

日本の文化の紹介では、ラオスの学生たちがどれ

いました !!

ほど日本のことを好きでいてくれているのかを知

（アメリカ）

★日本に居ては感じることのできない他国の文化や生活、考え
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★現地学生との交流では、お互いの文化や生活を紹

た！もっともっと勉強して、アメリカの大学に行って、生活

り、とてもうれしく思いました。

（ラオス）

方を身をもって知ることができ、自分の無知さに気付かされ

★今回の研修で得たことは机上で得られるようなも

ると同時に、視野を広げることができて素晴らしい経験とな

のではなく、人として大事な核（コア）な部分だっ

りました。ホームステイでは、最初は英語を上手く聞き取る

たと思います。何よりも大切に想える仲間に出会

ことができませんでしたが、４日間という短い期間でコミュ

うことが出来たことは僕にとって一生の宝です。

ニケーション能力が格段に向上しました。
（オーストラリア）

（フィリピン）

各キャンパスで
「留学フェア」を開催

国際交流機構では留学に関する情報
や留学生向けのイベント情報を発信
しています。

5 月と 10 月に各キャンパスで、留学プログラムの
説明を行う「留学フェア」を開催。大学 HP 国際
交流ページや国際交流機構ツイッター
でも随時情報を提供して

国際交流サロン
火曜と金曜の昼休みは学内のグローバル空間―国際交流サロ
ンへ！国際交流サロンでは様々なイベントを展開しています。

います。

☆国際交流ランチ
ランチ持参で気軽に情報交換や交流できる憩
いの場。留学生と仲良くなるチャンスです。
☆“ラン活”（ランチ活動）
留学やインターンシップ等から帰国した学生
達の体験談をシェアする場。毎月随時開催。
☆留学・研修情報：留学情報雑誌やパンフレッ
ト、奨学金情報等多数揃えています。

外国人留学生
研修旅行

活動時間：
毎週火・金のお昼休み
場所：
国際交流サロン
（神戸商科キャンパス研究棟Ⅱ）

国際交流機構のスタッフも参加しています。
お気軽に参加・相談ください。
イベント情報は大学 HP や Twitter で発信し
ています。

毎年夏季休暇中、日帰りのバス旅行を実施してい
ます。留学生と交流したい日本人学生も大歓
迎！兵庫県の魅力再発見＆国際
交流の旅へ出かけ
よう！

留学プログラム
の詳細・イベント
情報・体験談等は
こちらから！

大学 HP 国際交流

GLEP

国際交流機構 Twitter
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県大生たちが現地で撮影した写真。
新たな学びが、そこにあります。

お問い合せ
国際交流機構

留学生向けのイベント
の情報発信や、留学生
相談も行っています。

神戸商科キャンパス 本部棟内
Email：kokusai@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6683

GLEP に関するお問い合わせは
Email：global@ofc.u-hyogo.ac.jp
TEL：078-794-6652
http://www.u-hyogo.ac.jp/international/

