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経営学部4年  宮下　恵さん

 い じま
経済学部4年  居嶋  美弘さん

理想を現実に！　努力は裏切らない。

全く異なる環境で辛い　ことや楽しいことの経験があるからこそ、
人間力をUPすること　ができます。

学部 1 年 2 年 3 年 4 年

交換留学 p.5

兵庫県立大学が協定を締結している大学へ留学し、現地の学生と共に正規
の授業が受講できます。授業料は兵庫県立大学のみに納付します。在学期間
に算入されるため４年間で卒業を計画することが可能です。

留学先で修得した単位は、帰国後、所定の手続きを経て、単位として認定
される場合があります。

■期間… ４ヵ月～12ヵ月　　■必要な資格… TOEFL iBT® 等

本格的に海外留学したい方におすすめ！

短期研修
語学プログラムだけでなく、課題研究や、現地の

文化や歴史を学ぶフィールドトリップなど、幅広い
分野の授業が受講できます。

p.8

■期間… １週間～４週間

多彩な授業や現地体験を楽しみたい方に！

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です。
実践活動に焦点を当てた幅広い留学を支援しています。

p.9
■期間… 28日以上１年以内

返済不要の奨学金を得て留学にチャレンジしたい方に！

語学研修
夏季・春季休暇を利用した短期の語学研修です。

語学力向上を目的としながら、その国の文化や生活
を体験できます。単位認定される研修もあります。

p.7

■期間… ３週間～４週間

語学力の向上を目指したい方に！

オックスブリッジ
英語サマーキャンプ

イギリスの名門大学の現役学生たちと過ごす 5 日間、
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
と学外活動を体験できます。申込受付は先着順で、神戸商科
キャンパスと姫路工学キャンパスで実施します。自分の所属に
かかわらず、参加キャンパスを選ぶことができます。

p.11

■期間… ５日間  ※2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止が決定

キャンパスにいながら生きた英語を学びたい方に！

GLEP海外プログラム

副専攻プログラムGLEPを履修する学生が参加できます。

グローバルプロジェクト入門（海外）
■期間… １週間～２週間
　１年次春季休暇や2年次夏季休暇に、1～2週間で実施する海外研修です。

海外インターンシップ　
■期間… ４週間～６週間
　兵庫県の海外事務所や海外の大学・企業などで就業体験をします。

p.11

国際的なコミュニケーション力を身に付けたい方に！

留学前、胸を張っ て英語が得意と言えるほどの英
語力がなかった私は TOEFL iBT® のスコア取得にと
ても苦戦しました。こ れまでの人生の中で一番勉強し
たのではないかと思 うほどです。自分の理想を現実
にするための熱意と 努力があれば、怖いものなしだ
と思います。

留学前

留学前

留学後留学中

交換留学参加
（アメリカ・エバーグリーン州立大学）

自分らしくいることの大切さに気付かされ、より自
分のことを好きになったように感じます。アメリカで
は多くの個性あふれる人に出会いました。もともと、
人と自分を比較して落ち込んだり、人の意見に流され
やすい性格だったのですが、個性を持つことはカッコ
イイと思うようになりました。

私は何かを選択するときに「やらずに後悔するよりまずやってみよう」という言葉を自分に言い聞かせます。自分には難し
い、ハードルが高すぎると自分で自分の可能性を潰さないでほしいと思います。留学は、自分の当たり前だと思っていること
が根底から覆される面白い機会です。是非、学生である若いうちに沢山の経験をしてほしいです。

アメリカは美
味しいものが多
すぎて8kg増えま
した！(笑)（写真
は 料 理 上 手 な
ルームメイトが
作ってくれた牛
肉煮込み） 

アメリカ一人
旅にも挑戦！シェ
アハウスで仲良
くなった夫婦に
ランチをごちそう
になるなど、面白
い出会いが沢山
ありました。

食文化学の授
業では、フィール
ドトリップとして
チョコレート見本
市や穀物を学ぶ
イベントに参加！
多くのクラスメイ
トと話せる良い機
会でもありました。

学部 1 年 2 年 3 年 4 年

交換留学では英語力だ けではなく、人間力を高めることがで
きると思います。言いたい ことがあっても言えずもどかしい思い
をしたり、課題に追われ 真夜中まで起きて勉強をしたり、楽し
いことばかりではありま せん。しかし、辛いことを乗り越える
ために何をすればいいの か考えたり、実際に行動をする中で
確実にステップアップし ていることに気づくはずです。様々な
経験を積むことができる のが交換留学であると思います。

留学前 留学後留学中私費留学中

交換留学参加
（アメリカ・エバーグリーン州立大学）

ついに選考に合格し、交換留学が実現することに！留学
先では興味のあった心理学、社会学、教育学の3分野を学
ぶことのできるEarly Childhood Learningも履修しました。

留学先での経験は、これからの人生で役に立つこと
ばかりです。自分で考え行動をすること、自分に何が
足りないか、足りないものを補うためには何をするべ
きか考えること、辛い毎日を乗り越えた後の達成感な
ど、社会人になってからも必要とされる経験を身に付
けることができました。将来は留学の経験と語学力を
活かし、グローバル企業で活躍したいです。

交換留学は、留学中だけが大変だと思われがちですが、留学前も重要です。留学前は選考に合格するために、英語力を上げたり、
各種手続をしたり、必要とされることを自分で考え実行しなければいけません。コツコツ勉強をしたり、準備をしたり、やるべきことを後
回しにしないことが大切です。憧れの留学、夢見ていた留学を成功させるためにも、自分のできることを着実に実践してください。

留学中は心理学、社
会学を専攻しました。クラ
スの仲間や教授と切磋
琢磨しながら、秋学期最
後には50分のグループ
プレゼンテーションを成
功させました！

エバーグリーン州立大学は留学生が
とても少なく私の時は全員で8人でし
た。少ないからこそ現地大学生との交
流も多く、日本では絶対にできない経験
を積むことができました。8人の留学生
とは集まってご飯を食べたり、観光に
行ったりしたことも良い思い出です。
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４年間の学生生活と留学プラン４年間の学生生活と留学プラン

留学を
考えている
　 学生へ

留学を
考えている
　 学生へ

 あつし
工学研究科2年  石本　睦さん

「言葉が通じない」と　いう経験をすることで、
精神的にとても強く　なれます。

留学前

研究室の先生に誘われて留学を考え始めました。
トビタテ！留学JAPANの書類審査に向けての計

画書づくりや英語の勉強、留学先の受入許可など
様々な準備を進めていました。 ついに選考に合格し、研究留学が実現！

留学先では見習い研究員としてマイクロ流体デバイ
ス関連のインターンをしました。

学部 3 年 4 年 大学院 1 年 ２年

留学では英語力が 向上するだけでなく、精神的に
も強くなることがで きると感じました。帰国した今
で は 、 「 伝 え た い ニュアンスどおりに物事を伝え
ることが出来る」と いうことがかなりのアドバン
テージに感じられま す。そういったところも留学の
大きな価値であると 感じます。

留学後留学中

トビタテ!留学JAPANで研究留学参加
（デンマーク工科大学）

留学中はもちろん、留学前の準備が特に大事です。選考の対策や英語力の向上、受入先との連絡や入国手続、本当
に大変なことばかりです。デンマークは特に情報が少なく、ビザの手続が特に大変で、関係各所への問い合わせが必
要でした。今自分に必要な事柄を考え、実行することが重要だと思います。

留学が始まってすぐにあっ
た研究内容のプレゼンで
は、まだ英語での伝え方に
慣れておらず散 で々したが、
議論や何気ない会話を積極
的に重ね、留学終了時には
なんとか普通に話せるくら
いにはなりました。

デ ン マ ー
ク工 科 大 学
では当時、日
本人の留学
生は僕のみ
で最 初は不

安だらけでしたが、向こうからランチに誘ってく
れたり、分からないことを聞いたりすると、とても
親切に教えてくれたりしました。

指 導 教 員
へ の 毎 週 の
研 究 報 告 や
実 験 の 内 容
等、考えるこ
とだらけです
が、週末は誰

かと遊びに行ったり、１人で知らないとこ
ろをぶらぶらしたりしていました。

留学を
考えている
　 学生へ

自分の英語力では交換留学は 難しい…
けれど、挑戦せずに諦めるの は嫌だ！と思い猛勉強。
不得意分野をなくすため、約 3 カ月間集中的に TOEFL iBT® 対

策を行い、試験も機会を逃さず に受けてスコアを上げることに
全力を注ぎました。

海外の食文化に興味があったため、留学先では
食育学、栄養学を専攻し、フィールドトリップ等
に参加して知識を深めました。

留学なんて考えてもいませんでしたし、エ
リートがするものだと思い込んでいました。

留学どころか海外にも行ったことがなく、
いつか旅行で行ければいいやというくらいの
気持ちでした。

大学入学前から計画していた留学。
2ヶ月間のカナダ・トロントへの私費短

期留学を通して、TOEFL　iBTＲのスコア
アップと交換留学の雰囲気を掴むことが
できました。

12月の選考に向けて、英語を勉強する日々。
留学を見据えて情報収集したり、大学のアメ

リカ人教授に頼みこんでエッセイを見てもらっ
たり、とにかく実践的な勉強を心がけました。

最初は英語力が不安で、周りとの会話がおっく
うでした。しかし、文法がめちゃくちゃでも一生懸
命何かを伝えようとすれば、相手も真摯に応えて
くれます。言葉に出してみる「勇気」が大事だと思
います。何でもいいので話しながら英語に慣れて
いく、というのが一番大事なのかなと感じます。
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留学への情報収集

留学までの５つのステップ

留学相談

海外留学・研修について

留学相談予約

https://www.u-hyogo.ac.jp/international/abroad/information/index.html

自分に適した留学プログラムを見つけるために、情報収集はとても大切です。また、留学プログラムに参加した
学生の体験談なども貴重な情報源です。　



留学に向けた計画・目標の設定
留学プログラムによって、学修内容が異なります。自分自身の留学の目的・動機が何かよく考えて

目標を設定しましょう。

留学に行きたいと思ったら、まず
は、国際交流機構のスタッフに気
軽に相談をしてください。相談予
約は、大学公式サイト又は国際交
流センター窓口のどちらでも受け
付けています。留学プログラムの
詳細や奨学金などについても情報
提供します。



応  募
交換留学では書類、面接選考が行われます。募集要項は、大学公式サイト海外研修情報一覧にて入手

できます。


渡航に向けての手続・準備

留学 START !

プログラムへの参加が決定すると、出発に向けて具体的な準備が始まり
ます。現地大学への留学プログラムの申し込み、ビザの申請、航空券や
留学先の宿舎に関する手続や、学研災（学生教育研究災害傷害保険）付
帯の海外留学保険・危機管理支援サービスへの加入などが必要です。本
学で行われる出発前オリエンテーションにも参加します。



留学プログラムに応じた準備・語学学習
参加したい留学プログラムの応募条件や募集期間を調べ、十分に事前準備をしましょう。例えば、交換留学応募の

際には語学要件としてTOEFL iBT®やIELTSTMなどのスコアが必要になります。早めに語学の準備を始めましょう。
また、必要であれば海外留学奨学金の応募準備をしましょう。

留学フェア

年に2回（春と秋）、「留学フェア」
を開催します。交換留学や語学研修
など留学プログラムの紹介や応募方
法などの説明を行います。また、留学
を経験した先輩の話を聞く機会もあり
ます。説明会終了後には個別相談会
もあわせて実施します。留学に興味の
ある学生は、ぜひ参加してください。

留学フェアの情報は大学公式サイト
や Twitter などで案内します。

留学関連資料

海外留学・研修等の資料、外国語
学習用図書や語学検定試験対策本の
ほか、旅行ガイドブックも国際交流
センターで利用できます。

また、これまでの留学プログラム参
加者の報告書や募集要項については
大学公式サイトで閲覧できます。

交換留学を経験した学生の帰国後報告書

海外研修情報一覧

■ 語学検定試験について

TOEFL iBT®
http://www.ets.org/jp/toefl

IELTSTM

https://www.eiken.or.jp/ielts/

TOEIC® Listening & Reading Test
https://www.iibc-global.org/toeic.html

TOEIC® Speaking & Writing Tests
https://www.iibc-global.org/toeic.html

HSK（漢語水平考試）
http://www.hskj.jp/

中国語検定試験
http://www.chuken.gr.jp

実用フランス語技能検定試験
http://apefdapf.org/

DELF-DALF
http://delfdalf.jp/

韓国語能力試験（TOPIK)
https://www.kref.or.jp/examination

ハングル能力検定試験
https://www.hangul.or.jp/

英　語

言　　語 検　定　試　験 料　金 試験方法 テストの内容 所要時間

中国語

US$245

25,380円

6,490円

10,450円

約４時間

約３時間

約２時間

約80分

インターネット

筆記式／面接

筆記式

インターネット

Listening／Reading 
Speaking／Writing
Listening／Reading 
Speaking／Writing
Listening
Reading
Speaking
Writing

https://www.u-hyogo.ac.jp/international/abroad/information/index.html

どの国へ
行こうかな？

語学を学ぼうかな？
それとも専門を
深めようかな？

フランス語

韓国・朝鮮語

海外留学奨学金について   p.9

https://www.u-hyogo.ac.jp/international/abroad/information/report.html

いつ・どれぐらいの
期間行こうかな？

留学費用は
どれくらいかな？

資金は
準備できるかな？
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交換留学体験談
 あ ま ね
久保  有茉音さん（環境人間学部）2019/8→2020/3

東亜大学校／韓国
蘇州城市学院（旧蘇州大学文正学院）／中国

東亜大学校では韓国語を学ぶ授業が週5回あるので、語学に自信が
なくても安心して学ぶことができました。留学に行く前は、独学で少し勉
強していた程度で初歩的なレベルでした。しかし、学期末に受けた
TOPIKでは5級を取得できるほどレベルを上げることができました。この
留学を通して、ずっと習得したいと思っていた韓国語を習得できたこと
も財産でしたが、様々な国の友達と仲良くなれたことが一番大きな財産
でした。新型コロナウイルス感染症の影響により簡単に海外に行けなく
なった今、貴重な経験ができたとしみじみ感じています。海外での生活
を実際に体験してみてとても大変なことが分かりましたが、とても価値の
ある経験でした。もし、行かなかったらとても後悔していたと思います。

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険）
奨学金（HUMAP）

■費用と奨学金
3-4万円／月
4万円／月
4,000円／月
7.6万円
7万円／月

様々な国の友達と仲良くなれたことが一番大きな財産

 とも み
尾崎  巴美さん（理学部）2019/2→2020/1

国立台湾大学／台湾

私は国立台湾大学に1年間留学していました。大学には日本だけ
ではなく、世界各国から留学生が集まり、とてもグローバルな環境
でした。また志が高い人達ばかりで、留学生同士で話すことは自分
の知見を広げる良い機会でした。大学では中国語と生命科学の勉強
を主にしていましたが、台湾の歴史や台湾の環境学など、この大学
でしか学べないようなことや、ユニークな授業も多かったです。国
籍やバックグラウンドが違う様々な人との交流が刺激になり、とて
もいい環境で留学ができたと思います。

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険）
奨学金

■費用と奨学金
3万円／月
3万円／月
800円／月
14万円
受給なし

1998年に設立された蘇州大学文正学院は、2020年12月に
蘇州大学から独立して名称変更し、蘇州城市学院になりま
した。江蘇省蘇州市南西の郊外に位置し、街中よりも静か
な環境です。中国語が学部レベルに満たない場合は、中国
語講座を受講できます。留学生が少ないため、中国人学生
の中でしっかり勉
強をしたい人にお
すすめです。

 よし あき
汪  秀明さん（経営学部）2019/9→2020/1

自分の知見を広げるグローバルな環境

国立台湾大学は台北に位置する台湾で最も権威ある大学のひとつです。留学生の
受入に積極的で、多くの国からの留学生が学んでいます。中国語語学コースの他、
理工系や経済・経営などの専門分野や、台湾の歴史・文化など留学生向けに英語
で開講されている授業を取ることも可能です。

国立台湾大学は台北に位置する台湾で最も権威ある大学のひとつです。留学生の
受入に積極的で、多くの国からの留学生が学んでいます。中国語語学コースの他、
理工系や経済・経営などの専門分野や、台湾の歴史・文化など留学生向けに英語
で開講されている授業を取ることも可能です。

堀井  亮太さん（経済学部）2019/2→2020/1

天津外国語大学／中国

１年間交換留学で、天津外国語大学に留学しました。前半の半年
は英語で経済学を学び、後半は中国語を勉強しました。現地の人が
とても気さくで親切だったので、全く中国語が話せない状態でも楽
しく生活できました。他国からの留学生も多く来ているので、自分
の目的次第では英語と中国語を同時に勉強できる環境が整っていま
す。なにより、物価が安く治安もいいので、勉強面以外でも最高の
留学になると思います！

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険）
奨学金

■費用と奨学金
3万円／月
3万円／月
800円／月
13万円
受給なし

英語と中国語を同時に勉強できる環境

蘇州大学／中国

中国でも有数の大都市にある蘇州大学では、日本とは全く異なる大
学生活に驚かされます。また、世界中から中国で学ぼうと集まる様々な
国の学生と触れ合うことで、多様な価値観に触れることができ、日本と
いう環境を客観的に捉えなおす良い機会となります。私自身半年間フ
ランス人と部屋を共にし、価値観がぶつかることも多々ある中、とても
貴重な時間を過ごせたと感じています。また、普段の生活では授業中
はもちろん、授業後も学びであふれていて、主体的に毎日を充実させ
たいと考える学生には最高の環境だと自信を持って言えます。

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険）
奨学金

■費用と奨学金
1.3万円／月
3万円／月
500円／月
7万円
受給なし

学生時代にしかできない経験

 

蘇州大学は多くの世界遺産がある中国・江蘇省蘇州市に位置します。毎年60
数カ国から留学生3000人余りを受け入れています。語学力を満たせば中国語
で学部の科目が受講できます。満たさない場合は海外教育学院で中国語講座
を受講できます。

蘇州大学は多くの世界遺産がある中国・江蘇省蘇州市に位置します。毎年60
数カ国から留学生3000人余りを受け入れています。語学力を満たせば中国語
で学部の科目が受講できます。満たさない場合は海外教育学院で中国語講座
を受講できます。

 あき ひと
犬飼　哲仁さん（経営学部）2018/8→2019/6

曁南大学／中国

曁南大学の外国人向け語学学校である華文学院は中国語の学修を
メインとしているため、集中して取り組むことができます。帰国
後、特別な対策をせずHSK6級を取得できたので、曁南大学の教育
レベルは高いと改めて感じました。また、様々なバックグラウンド
を持った個性豊かな仲間たちとの異文化交流も盛んです。昼食や夕
食を一緒に食べることはもちろん、休日に一緒に出かけたり、ゲー
ム・パーティーをしたり、政治や歴史について真面目に話したりし
ました。少しレベルの高い語学力を求められるシーンもあります
が、語学力だけではなく人間的にも成長することができました。

中国で知り合った個性的な仲間たち

曁南大学は1906年に創立し、華僑の最高学府といわれ、国語教育と外国人向
け中国語教育に力を入れています。中国で最初に留学生を受け入れた学校の
一つで、曁南大学華文学院では海外及び国内の学生に、中国語及び中国文化
を勉強する場を提供しています。

曁南大学は1906年に創立し、華僑の最高学府といわれ、国語教育と外国人向
け中国語教育に力を入れています。中国で最初に留学生を受け入れた学校の
一つで、曁南大学華文学院では海外及び国内の学生に、中国語及び中国文化
を勉強する場を提供しています。

東亜大学校は国際貿易港釜山に位置する総合大学です。外国人を対象とした
韓国語学校“語学堂”があります。韓国人学生のバディ制度が整っており、手厚
い留学生サポートに定評があります。

東亜大学校は国際貿易港釜山に位置する総合大学です。外国人を対象とした
韓国語学校“語学堂”があります。韓国人学生のバディ制度が整っており、手厚
い留学生サポートに定評があります。

天津理工大学／中国

1981年に設立された天津理工大学は、工学と科学を主軸
として、経営学、人文科学、芸術分野の学部がある総合大
学で、約27,000人以上の学生が学んでいます。同大学は、
国際交流を重視しており、これまでに世界36の国・地域の
136の大学や研究機関と交流を進めてきました。中国語教育
では、学生のレベルに合わせた実用性に重点を置いた教育
を受けることができます。上級になるとビジネスや時事中
国語のクラスも選択科目として取ることが可能です。中国
絵画、太極拳、切り絵、中国結び、書道、民族音楽といっ
た多彩な文化体験のクラスも用意されています。また、専
門分野の一部を中国語及び英語で学ぶことも可能です。

天津外国語大学は天津市街の旧租界地（外国人居留地）にキャンパスがあ
り、便利な立地です。語学はもちろん、経済・経営の専門分野も受講するこ
とが可能です。

天津外国語大学は天津市街の旧租界地（外国人居留地）にキャンパスがあ
り、便利な立地です。語学はもちろん、経済・経営の専門分野も受講するこ
とが可能です。

鴨川  怜奈さん（経済学部）2019/2→2019/12

カーティン大学／オーストラリア

2019年2月よりカーティン大学で現地学生と共に学びました。英語が初めか
らペラペラだったわけではなく、GLEPで英語を学びながら、＋αの留学生活を
送りたいと思いました。初めは英語で過ごすことがもどかしく、辛くもありまし
たが、徐々に英語での世界が広がっていき、現地の方と同等に議論できるよう
になりました。その楽しさが成功体験の積み重ねとなりました。オーストラリア
は人も優しく、自然豊かです。「“週末はビーチで過ごす”そんな海外生活を送っ
てみたい。」、きっかけは些細ですが、そう思った瞬間にすべてが始まりました。

Later is better than never！留学は楽あり苦あり！けれども必ず“自分”を見
つけ出せます。ぜひ挑戦してほしいです。

家賃　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険／カーティン大学）
奨学金

■費用と奨学金
5万円／月
5万円／月
2,500円／月
10万円／5万円
受給なし

Later is better than never!

カーティン大学は西オーストラリア州パースに位置する州最大規模の総合大
学です。教育の質は高く、100カ国以上の国々から約14,000人もの留学生を受
け入れており、国際性に富んだ大学としても知られています。

カーティン大学は西オーストラリア州パースに位置する州最大規模の総合大
学です。教育の質は高く、100カ国以上の国々から約14,000人もの留学生を受
け入れており、国際性に富んだ大学としても知られています。
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国立台湾大学では、外国人向けに春、夏、冬に短期プログラムのプラスアカ
デミーが開催されています。中国語や台湾文化を学んだり、ビジネスや工
学、バイオテクノロジーなどを英語で学べるプログラムが行われています。
また、国立台湾大学の研究室で研究ができるプログラムも行われています。

国立台湾大学では、外国人向けに春、夏、冬に短期プログラムのプラスアカ
デミーが開催されています。中国語や台湾文化を学んだり、ビジネスや工
学、バイオテクノロジーなどを英語で学べるプログラムが行われています。
また、国立台湾大学の研究室で研究ができるプログラムも行われています。

語学研修体験談

 こう すけ
鈴木  康亮さん（経営学部）2018/9→2019/6

エバーグリーン州立大学／アメリカ

樹海に囲まれたエバーグリーン州立大学は、自然や外で遊ぶのが好きな人に
は特にピッタリの環境です。エバーグリーン州立大学へ留学を考えている人は
ホームページからシラバスを手当たり次第読み込んでみてください。本当に受け
たい授業や新しく学びたい事が見つかるはずです。もし無くても、別の選択肢を
考えるきっかけになるはずです。また、語学力以外に「自分なりのテーマ」も準備
して行くと良いと思います。それは達成したい目標や、身につけたい習慣、極め
たい料理でも何でもいいでしょう。私は真冬に何度も海で泳いだり、数学と木工
美術に繋がりを見つけたり予想もしていなかったユニークな経験ができました。

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険／エバーグリーン州立大学）
奨学金（HUMAP）

■費用と奨学金
9万円／月
3万円／月
5,000円／月
11万円／15万円
8万円／月

自然の中で予想もしなかったユニークな体験

エバーグリーン州立大学はワシントン州の州都オリンピアに位置します。小
規模ながらもユニークなリベラルアーツの教育で知られています。ディスカッ
ションやフィールドワーク等を重視した授業が行われています。

エバーグリーン州立大学はワシントン州の州都オリンピアに位置します。小
規模ながらもユニークなリベラルアーツの教育で知られています。ディスカッ
ションやフィールドワーク等を重視した授業が行われています。

 とも ひろ
松田  智広さん（経済学部）2019/9→2020/3

ギュスターヴ・エッフェル大学／フランス

世界各国から学生が集まり、様々な文化に触れることができました。
ギュスターヴ・エッフェル大学は交通機関のアクセスがよく、また授業
にも取り組みやすい環境が整っていました。部活動など課外活動も盛
んで明るいキャンパスでした。学生食堂は充実しており、クラスメイトと
よく活用していました。志の高い学生が多く、留学生同士で話すことは
自分の知見を広げる良い機会でした。豊かな食文化や芸術、自然に加
え、長期間にわたるストライキなど、フランスのいろいろなお国柄につ
いて知ることができた貴重な体験でした。

寮費　　 
食費 
通信費 
保険代（学研災付帯の海外留学保険）
奨学金

■費用と奨学金
5万円／月
5万円／月
7,000円／月
8.8万円
受給なし

自分の知見を広げる良い機会

2020年1月に、パリ東大学マルヌ・ラ・ヴァレ大学からギュスターヴ・エッ
フェル大学に名称変更されました。パリ東郊外のセーヌ・エ・マルヌ県にあ
る学生数1万人を超える総合大学です。

2020年1月に、パリ東大学マルヌ・ラ・ヴァレ大学からギュスターヴ・エッ
フェル大学に名称変更されました。パリ東郊外のセーヌ・エ・マルヌ県にあ
る学生数1万人を超える総合大学です。

渡邉  まゆさん（看護学部）2019/3

エンデラン大学／フィリピン

今回が私にとって初めてのインターンシップでした。私が行った
病院は、フィリピンの中でもトップクラスの私立総合病院で、様々
な国から患者を受け入れています。異なる言語、文化を持つ人たち
が集まる病院で、どのような医療を提供しているのか、また、フィ
リピンの明るくポジティブな国民性、ホスピタリティにあふれた
サービスなどたくさんのことを学ぶことができました。エンデラン
大学での語学研修では1日8時間、英語に触れ、楽しみながらスピー
キングやリスニングの能力を鍛えることができました。

フィリピンの病院で初めてのインターンシップ

マニラでも安全な地区にあるエンデラン大学付属のランゲージセンターで英
語を学びます。4週間の語学研修または3週間の語学研修＋1週間のインターン
シップが選べ、どちらも1日3コマの個人レッスン付です。

短期研修体験談
 ぜん
森園  然さん（理学部）2018/8

NTU Plus Academy +N1 Summer Program for Biotechnology

国立台湾大学／台湾

2週間という短い期間で各自研究課題をこなし、プレゼンテーショ
ンを行うなど研究の大きな流れを経験できるプログラムです。私は
ショウジョウバエの遺伝子に関連した課題を行いました。土日には
台湾の観光地を巡るイベントもありました。参加者にはTAがついて
くれるので生活にはあまり困ることはありません。自分が困ってい
る意思表示をすればいつでも助けてくれました。結果として非常に
有意義な2週間を過ごさせてもらいました。とても学びが多いプログ
ラムだと思うので、ぜひ参加してみることをおすすめします。

自分の研究に集中できる2週間

■参加プログラム
えのきど
榎戸  耕太郎さん（工学部）2020/3

ハワイ大学マノア校／アメリカ

ハワイ大学語学研修ではスピーキングの授業がメインで行われま
した。ハワイ大学の学生との交流では、お互い価値観が全く違うの
で新鮮で楽しかったです。また同時に、うまく伝えられないことも
多く、もどかしさを感じました。授業後にはクラスメイトと一緒に
色々な場所へ出掛けました。ホームステイ先の夕食での会話も毎日
楽しみでした。コロナウイルス感染症の影響でイレギュラーなこと
もありましたが、無事にプログラムを終了することができて良かっ
たです。現地の文化にも触れることができ、ハワイの魅力にどっぷ
り浸かった刺激的な３週間でした。

ハワイの魅力にどっぷり浸かった3週間

ハワイ州ホノルルにあるハワイ大学マノア校付属の語学学校で英語を学びま
す。現地学生との交流プログラムのほかフラダンス体験、文化施設や学校訪
問など課外授業も盛りだくさんです。滞在期間中はホームステイで現地の生
活を体験することが可能です。

 ひろ き
秋山  洋輝さん（経済学部）2019/8→2019/9

ワシントン大学／アメリカ

私はワシントン大学夏期語学研
修に参加して大きな成長を実感し
ました。まずテストで英語力に合
わせたクラスに振り分けられま
す。それぞれのクラスの担当の先
生たちは明るく陽気な方々でとて
も接しやすく、楽しかったです。
授業では、ゲームをしたり、イ
ディオムを学んだり、フィールド
トリップとして、勉強をしながら
観光名所をまわったりしました。
またホームステイを経験し、日本
にはない文化の違いを感じまし
た。今回の語学研修でホストファ
ミリーや新しい友達との出会い、
これまでにない経験を数多くする
ことができ、数週間があっという
間に感じられました。

多くの出会いと数々の経験
藤井  祐花さん（看護学部）2019/8

サセックス大学／イギリス

レベルが高い授業で、リスニング力、スピーキング力が確実に高
まりました。最終日にショッピングをした時、以前よりも相手の話
すことを理解できる自分に驚きました。研修では、スペイン、イン
ドなど様々な国の人たちと一緒でした。それぞれの国の訛りはあり
ますが、本当の意味で世界の人たちと交流する事ができたように思
います。様々な体験をすることができたので、次はどんな国でも行
けそうな気持ちになりました。

本当の意味での世界の人たちとの交流

バンガー大学／イギリス

バンガー大学はウェールズ北部のグウィネズ州バンガーに位
置する総合大学です。日本人の英語学習の弱点を熟知した大
学教員が指導する多彩な授業に加え、フィールドトリップでは
世界遺産の城群なども訪れます。英国文化や歴史も学ぶことが
できる充実した約3週間のプログラムです。研修中は、日本人学
生の受け入れ経験が
豊富なホストファミ
リーでのホームステ
イとなります。豊かな
自然に囲まれたバン
ガ ー で 、英 語 をブ
ラッシュアップする
ことが可能です。

イーストサセックス州ブライトンに位置するサセックス大学の語学センター
にて、午前は英語プログラム、午後は週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るなど、イギリスを満喫できる3
週間です。

ワシントン大学はワシントン州シアトルにある歴史ある名門校です。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2回アクティビティに参加し
ます。
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海外留学奨学金
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

兵庫県立大学からのトビタテ生

先輩の体験談

HUMAP*（兵庫・アジア太平洋大学間ネットワーク）奨学金
*Hyogo University Mobility in Asia and the Pacific

その他の奨学金

寺浦さよ子記念奨学金

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。
※実践活動（インターンシップ等）が必須です。語学学習のみの留学計画では応募できません。
※2022年度の応募要件は変更される見込みです。

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
学生に支給されます。

対　象：1ヵ月以上4ヵ月以内の海外インターンシップと授業受講
奨学金：月額8万円
※大学公式サイトより募集内容をご確認ください。奨学金内容

●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ります

●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、
その他の地域25万円）

●授業料（1年以内30万円）
　※語学の授業料のみの場合は支援対象外です

応募方法

大学公式サイト「トビタテ！留学JAPAN」のページ（下記
QRコードを参照下さい）に掲載の学内締切期日までに、応
募書類を国際交流機構へ提出して下さい。募集は年に2回
（前期・後期）あります。

【前期】10月応募締切、翌４月～10月にかけて留学開始
【後期】２月応募締切、８月～翌３月にかけて留学開始

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
 てる み
看護学部　藤永  瑛美さん

第１期生

エバーグリーン州立大学
交換留学
 まな み
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
 しょう じ
石塚  昇路さん

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

第11期生

デンマーク工科大学
研究留学
 あつし
工学研究科　石本  睦さん

第11期生

カーネギーメロン大学
情報ネットワーク研究所
ダブルディグリー・プログラム
応用情報科学研究科
石川  太一さん

環境人間学部
湯浅  梨花さん

第12期生

ギュスターヴ・エッフェル
大学交換留学

HUMAPに参加している海外の大学等に、協定等に基づいて留学する学生に支給されます。

対　象：６ヵ月以上１年以内の本学協定校への交換留学
奨学金：月額6～10万円（派遣先地域ごとに異なる）
※詳しくは各キャンパス学務課へお問合せください。

※派遣先大学と本学または所属部局が交流協定を締結している必要があります。詳しくは大学公式サイトをご確認ください。

宇田  圭佑さん（理学部）2019/3

エンデラン大学語学研修（インターンシップ）参加

春休みにフィリピンのエンデラン大学にて語学留学＋イン
ターンシップの４週間留学をしました。海外でのインターン
シップはなかなかハードルが高く思われがちですが、HUMAP
奨学金の後押しもあり、この機会に思い切って参加しました。
エンデラン大学では語学学習のほかに、徹底したインターン
シップのための授業もあり、十分に準備したうえで臨めるの
で、海外での仕事を体験してみたい人は１つの選択肢として考
えてみるといいと思います。私は法律事務所に行きましたが、
車のディーラーや看護師など多岐にわたって受け入れがあり、
将来外資系企業や海外で働きたいと考えている学生にはお勧め
です。

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）。
※詳細・申し込みについては各キャンパス学務課へお問合せください。

日本学生支援機構（JASSO)
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

留学先で「修士」または「博士」の学位取得可能な分野
（芸術の実技分野を除く）での留学を志望する学生対象。
語学要件あり。
※詳細・申し込みについては日本学生支援機構（JASSO）公式

サイトをご覧ください。

理系全般（IT系含む）を専攻する学生（学部3年生以上または
大学院に在籍予定）を対象とした、最短8週間から最長52週間
までの海外有給インターンシッププログラム。ある程度の英語力
が求められます。（研修は英語で行われます。）
※詳細・申し込みについてはIAESTE Japan公式サイトを
　ご覧ください。

海外有給インターンシッププログラム
IAESTE Japan（日本国際学生技術研修協会）

日本国籍の理工系学生を対象とした、1年間の奨学金付プ
ログラム。 欧州での4ヵ月間の語学研修と8ヵ月間の企業イ
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
　公式サイトをご覧ください。

奨学金付  在EU企業インターンシッププログラム
ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ

●以下の奨学金の他、JASSOが実施する奨学金制度や、
　政府・地方公共団体等が実施する奨学金情報が検索できます。

●本学のトビタテ生の体験談は大学公式サイトをチェック！

※詳細・申し込みについては国際交流機構（国際交流センター内）までお問い合わせください。

海外インターンシップ体験支援（給付型海外留学奨学金）

短期留学生支援

※新型コロナウイルス感染症の影響により未渡航。
現在、留学計画の変更を検討中。
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兵庫県立大学には、所属学部の主専攻以外にも学びの機会を広げる副専攻プログラムがあります。国際コミュニケーション力とリー
ダーシップを身につけることができる副専攻グローバルリーダー教育プログラム（GLEP: Global Leader Education Program）では、
海外研修や海外インターンシップの機会を設けています。
※毎年前期（5月）に、各学部1年生を対象にGLEPを履修する学生を募集します。 ●グローバルリーダー教育プログラム

（GLEP）の詳細はこちらから

●国際交流センターのプログラムの詳細は
こちらから

オックスブリッジ英語サマーキャンプ 国際交流センター／Center for Global Engagement

グローバルリーダー教育プログラム（GLEP）海外プログラム

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たちと交流を深める！

―キャンパスにいながら生きた英語を学ぶ―

イギリスの名門大学の現役学生たちと過ごす5日間、オールイングリッシュの英会話授業と学外活動を行います。神戸商科キャンパ
スと姫路工学キャンパスで実施しています。自分の所属にかかわらず、参加キャンパスを選ぶことができます。

●授業は、ディスカッションやディベート、ゲームなど内容豊富です！

●学外活動では、学生が企画したアクティビティをしながら、1日キャンパス外で過ごします。

■参考日程等（2019年度）

第１日程：8/6 ㈫ ～ 10 ㈯
第２日程：8/13 ㈫ ～ 17 ㈯
参　加　費：3,500円

※2021年度は主催団体（OSCA: Oxbridge Summer Camps Abroad）側の意向により中止が決定しました。（新型コロナウイルス感染症の状況改善の見通しが立たないため）
　2022年度以降の開催方針が分かり次第、大学公式サイトでお知らせいたします。

●初日は耳が慣れていないこともあり、
聞き取りにくいことが多かったが、日
にちを追うごとに聞き取れる部分が増
え、イギリスの学生と 1 対 1 で話すこ
とができた。

●たとえ英語ができなくても海外の同年
代の大学生と話すことで良い刺激にな
り、もっと英語を勉強しようと思え
た。

●留学するよりも手軽で、かつ密度の濃
い時間を過ごせた。

●以前よりも英語を話すことに抵抗がな
くなった。

現地大学生との交流を通じて大切な仲間を得ることができた。また
ムエタイ体験やタイ料理教室、現地調査を通じてタイ文化をより深く
理解することができた。充実した英語教育で知られるチェンマイ大学
での英語研修も受講できてよかった。

1年次2月～3月や2年次8月～9月に、1～2週間で実施する海外研修
（必修）です。所定の科目の単位を修得すれば助成金が支給されます。

■体験談（タイ）

■実施国（予定）
アメリカ
オーストラリア
ジンバブエ
タイ
中国
フィリピン
ラオス
リトアニアなど

現地中学生の日本語授業の補助や日本祭りの準備、ゲームの運営な
ど様々な業務を担当した。多言語、多文化な環境での就業を経験し社
会で働くマナーを学んだ。ミスを恐れずに外国語でコミュニケーション
をとる勇気と自信を身につけることができた。

■体験談（オーストラリア）

グローバルプロジェクト入門（海外）（GLEP生限定）
兵庫県の海外事務所や海外の大学・企業などで就業体験をしま

す。所定の科目の単位を修得することで助成金が支給されます。

■実施国
アメリカ
オーストラリア
中国
フランス

海外インターンシップ（GLEP2～4年生限定）

海外での安全対策・危機管理 ～自分の身は自分で守る～
4. 安否確認アプリ（Pro Finder）

海外滞在中は緊急事態が発生した際に、速やかに安否確認ができる
アプリ（Pro Finder）の登録を義務付けています。

6. 海外渡航届

出発前に海外渡航届を学務課に必ず提出してください。

5. たびレジ・在留届の登録

【たびレジ】学研災付帯の海外留学保険と危機管理支援サービスに加
入すれば自動的に外務省の「たびレジ」にも登録されます。外務省から
緊急時の情報提供や安否確認が受けられます。

【在留届】渡航期間が３ヵ月以上の場合は在留届の届出が必要です。
2. 危機管理セミナー

国際交流機構では、海外における安全対策について、セミナーを開
催していますので、留学を予定している学生は必ず参加してください。

7. 出発前オリエンテーション

安心して留学に出発できるように、出発前オリエンテーションを実施
していますので、必ず参加してください。

治安に関する注意点、現地の生活情報、留学の心構えなどについて
アドバイスが受けられます。

8. 心のカウンセリング

海外では日本にいるときに比べて、不安になることがありますが、学
研災付帯の海外留学保険のサービスとして、心のカウンセリングが用
意されており、メールや電話で相談することができます。

3. 海外留学保険

兵庫県立大学のプログラムで留学する学生は、学研災付帯の海外留
学保険及び危機管理支援サービスへの加入が義務付けられています。

留学中は思わぬ病気やケガに見舞われることがあります。医療事情が
異なる海外では高額な医療費が請求されることもありますが、重篤な病
気やケガの場合の日本からの救援者費用や日本への緊急移送費用など
も補償されます。

授業における英語レポートやプレゼンテー
ション、スピーチのサポートを英語インストラ
クターから受けることができます。

●英語サポートプログラム／English Language Support Program

●留学生交流プログラム／Exploring Hyogo Program

●ペチャクチャナイト／PechaKucha Night

●ゲストイベント／Guest Event

●センターアシスタント・イベント／Center Assistants' Event

●多文化交流イベント／
Multicultural Event

●日本文化ワークショップ／
Japanese Culture Workshop

本学の日本人学生と留学生がお互いの言語
を交換したり、本学の学生と海外協定大学の
学生との間で英語を使って日本語を教えた
り、英語を教えてもらったりすることにより、
国際コミュニケーション力の向上を図ります。

●カンバセーションパートナー・プログラム／Conversation Partners Program

英語インストラクターが、毎回、テーマを選
んでショートレクチャーを行い、その内容に
沿ったディスカッションを参加学生が行うこ
とで、英語で意見を言うことに慣れることが
できます。

兵庫県の魅力・文化を体験するツアーです。
地域文化への理解を深めるとともに留学生と日
本人学生の交流を図ります。

●英語チャット／English Chat

国際交流 多文化理解

1. 海外研修・留学の手引き（危機管理マニュアル）

大学公式サイトに掲載している「海外研修・留学の手引き（危機管理
マニュアル）」を必ず熟読して、危機管理の重要性を理解してください。

外務省「海外安全ホームページ」の危険情報又は感
染症危険情報のレベルが２以上になった国・地域へは
留学することはできません。

国際コミュニケーション力の向上
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種類 受入先・プログラム 国・地域名等 言語 対象 語学要件 滞在 派遣人数 応募期間 出発 派遣期間 申込み方法 費用概算 補助金 取得単位寮費（1ヵ月）

交　
換　
留　
学

東亜大学校 韓国 韓国語・英語 全学
学部聴講の場合 韓国語：TOPIK4級 英語：TOEFL 
iBT® 70以上、IELTS™ 5.5以上、TOEIC® 700点以上
韓国語語学講座受講の場合は要件なし
ただし英語での意思疎通がとれることが望ましい

学生寮 3名 ①5-6月
②12月

①2月
②9月 半年又は1年

各キャンパス学務課へ必要書類を提出
（成績、面接等に基づき選考）

交換留学は年2回一括募集を行います。

（春出発 ①5-6月
　秋出発 ②12月　※注①

（申し込み時に留学先大学を第4希望まで
挙げることができます）

2万円

留学先の
授業料免
除、本学授
業料の納
付が必要

—
留学先で取得した単位
は、各学部の基準に換
算して、審査のうえ認定

国立台湾大学 台湾 中国語・英語 全学（2年生以上） 派遣先大学が要求する中国語能力又はTOEFL 
iBT® 70、IELTS™ 5.5、若しくはTOEIC® 725 学生寮 若干名 ②12月 ②次年度

2月 4ヵ月又は1年 3万円

曁南大学 中国 中国語・英語 全学
基礎的な中国語能力
学部聴講の場合、HSK5級程度又は十分な英語力
語学講座受講の場合は要件なし

学生寮 2名 ①5-6月
②12月

①2月
②9月 半年又は1年 2019年度は

無料

蘇州大学 中国 中国語 全学 学部聴講の場合、HSK 4級
語学講座受講の場合は要件なし 学生寮 1名 ①5-6月

②12月
①2月
②9月 半年又は1年 1.5万円

蘇州城市学院
（旧蘇州大学文正学院） 中国 中国語 全学 学部聴講の場合、HSK 4級

語学講座受講の場合は要件なし 学生寮 2名 ①5-6月
②12月

①2月
②9月 半年又は1年 1.5万円

天津外国語大学 中国 中国語・英語 全学
学部聴講の場合、HSK 4級程度
中国語講座：中国語を学んでいること
英語の経済系科目：IELTS™ 6 又はTOEIC® 725

学生寮 2名 ①5-6月
②12月

①2月
②9月 半年又は1年 3万円

天津理工大学 中国 中国語・英語 全学 学部聴講の場合、HSK 4級程度
語学講座受講の場合は要件なし 学生寮 2名 ①5-6月

②12月
①2月
②9月 半年又は1年 2.5万円

カーティン大学 オーストラリア 英語 全学（2年生以上） TOEFL iBT® 68　IELTS™ 6 　※注② ホームステイ
学生寮など 2名 ②12月 ②次年度

1-3月 10ヵ月 7.5万円

エバーグリーン州立大学 アメリカ 英語 全学 TOEFL iBT® 79 学生寮 2名 ②12月 ②9月 10ヵ月 9万円

ギュスターヴ・エッフェル大学 フランス フランス語・英語 全学 英語CEFR B2　又は
フランス語CEFR B1 　※注③ 学生寮 2名 ②12月 ②9月 4ヵ月又は10ヵ月 4-5万円

語　
学　
研　
修

曁南大学
又は
蘇州大学

中国 中国語 全学

特になし

学生寮
プ ログ ラ
ムにより
異なる

5月又は
11月

9月又は3
月 3週間 大学公式サイトに掲載予定

22万円
18万円

（航空券代含まず）

後援会より
1.5万円

中国語として単位認定
（2単位）

エンデラン大学 フィリピン 英語 全学 学生寮 20名程度 4-5月又は
12月

8-9月又は
2-3月 4週間 大学公式サイトに掲載予定

国際交流機構に必要書類を提出（先着順）
25万円

（航空券代含まず） なし

ハワイ大学 アメリカ 英語 全学 ホームステイ
又は学生寮 プ ログ ラ

ムにより
異なる

11-12月 2-3月 3週間
大学公式サイトに掲載予定
留学先大学公式サイトより各自申込

（国際交流機構へも連絡）（先着順）

50万円
英語として単位認定

（2単位）ワシントン大学 アメリカ 英語 全学 ホームステイ
又は学生寮 4-6月 8月 3週間 50万円

サセックス大学 イギリス 英語 全学 学生寮 4-5月 8月 3週間 50万円

短　
期　
研　
修

東亜大学校（KSS） 韓国 韓国語・英語 全学 年度により異なる 学生寮 2名程度 4-5月 8月 2週間 各キャンパス学務課へ必要書類を提出
（成績、書類等に基づき選考）

年度により異なる
（2018年度　無料
 　2019年度　10万円）

—

なし国立台湾大学 台湾 中国語・英語 全学 プログラムにより異なる 学生寮又は
ホテル プ ログ ラ

ムにより
異なる

①3-5月
②9-10月

①7-8月
②12月

1週間-4週間
（プログラムにより
異なる）

大学公式サイトに掲載予定
留学先大学公式サイトより各自申込

（国際交流機構へも連絡）
プログラムにより異なる 後援会より

1.5万円

バンガー大学 NEW イギリス 英語 全学 特になし ホームステイ 4-6月 8-9月 3週間 大学公式サイトに掲載予定
国際交流機構に必要書類を提出（先着順） 50万円 後援会より

1.5万円

学
内

留
学

オックスブリッジ
英語サマーキャンプ

（2021年度は中止）

神戸商科キャン
パス
姫路工学キャン
パス

英語 全学 特になし — 70名程度 6月 8-9月 5日間 大学公式サイトより申し込み（先着順） 3500円（予定） — なし

Ｇ
Ｌ
Ｅ
Ｐ
海
外
プ
ロ
グ
ラ
ム

グローバルプロジェ
クト入門（海外）

（GLEP海外フィール
ドワーク）

オーストラリア、
ジンバブエ、リト
アニアなど 英語、その他

GLEP生 特になし
指 定ホテル 、
寮、ホームステ
イなど

5-20名
程度
プ ログ ラ
ムにより
異なる

5月 8-9月 1週間-2週間
（プログラムにより
異なる）

GLEP事務局に必要書類を提出 11-25万円 助成金
4万円 2単位アメリカ、タイ、

フィリピン、ラオ
ス、中国など

10月 2-3月

GLEP海外インター
ンシップ

アメリカ、オース
トラリア、フラン
ス、中国

英語、その他 各国2名
程度 6月 2-3月 4週間-6週間 GLEP事務局に必要書類を提出（書類・成

績・面接等に基づき選考） 25-35万円 助成金
8万円 なし

Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｐ
奨
学
金

海外インターンシップ
体験支援

HUMAP参加大
学等のある国・
地 域 又 はヨ ー
ロッパの兵庫県
姉妹・友好提携
先の地域

指定なし 全学

インターンシップ先により異なる
派遣先により
異なる

5名 4-5月 8-3月 1ヵ月-4ヵ月
各キャンパス学務課へ必要書類を提出

（成績、面接等に基づき選考） 派遣先により異なる

奨学金
月額８万円 なし

短期留学生支援 交換留学先（本学協定校）により異なる 2名程度 2-3月 通年 6ヵ月-1年
奨学金　月額6-10万円

（派遣先地域ごとに異
なる）

留学先で取得した単位
は、各学部の基準に換
算して、審査のうえ認定

ト
ビ
タ
テ
！
留
学

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ（
奨
学
金
）

トビタテ！留学
JAPAN日本代表
プログラム

希望地域 指定なし 全学 留学先により異なる 派遣先により
異なる — ①7月-9月

②12月-翌2月
①翌4月-10月
②8月-翌3月

28日以上1年以内
（留学期間を3カ月
以上とする計画を
推奨）

大学公式サイト「トビタテ！留学JAPAN」の
ページを確認の上、応募書類・家計所得確
認書類を国際交流機構まで提出
※インターンシップ（実践活動）が必須
※ 留学先における受入れ機関を確保する

必要あり

—

奨学金月額6・12・16万円
※ 所得や留学する地

域により異なる
その他（留学準備金
15・25万円、授業料30
万円）

なし
交換留学の場合は上記
のとおり

※注① 秋出発は一部次年度春出発を含む。
※注②  語学要件に満たない場合、カーティン大学の語学コース（授業料は私費負担）に参加し、規定のレベルをクリアすると、正規授業が受講できます。

（期間については、カーティン大学より指示あり。）
※注③ 英語：CEFR  B2（TOEFL® 72-94、IELTS™ 5.5-6.5）　フランス語：CEFR  B1（DELF  B1、実用フランス語技能検定試験 2級）

留学プログラム等情報一覧 下記の応募期間であっても、新型コロナウイルス感染症の影響で募集や派遣を中止することがあります。
大学公式サイトを確認して下さい。
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交換留学

語学研修

短期研修

オックスブリッジ英語サマーキャンプ

GLEP海外プログラム

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム

留学プログラム

2021
GO GLOBAL

●海外留学・研修
Email :  kokusai@ofc.u-hyogo.ac.jp

国際交流機構

グローバルリーダー教育
プログラム（GLEP）海外留学・研修

国際交流センターの
プログラム

※このパンフレットに掲載されている写真は、2020年３月以前に撮影されたものです。

Tel :  078-794-6683

●グローバルリーダー教育プログラム（GLEP）
Email :  global@ofc.u-hyogo.ac.jp
Tel :  078-794-6652

●国際交流センターのプログラム
Email :  cge@ofc.u-hyogo.ac.jp
Tel :  078-794-6615

〒651-2197
神戸市西区学園西町8丁目2-1
神戸商科キャンパス i-Square 1F  国際交流センター事務室

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！

情報科学研究棟

研究棟Ⅰ

本部棟

研究棟Ⅱ

研究棟Ⅲ

国際交流センター




