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Itʼs a piece of  cake!

 
国際商経学部3年  中山  大輝さん

忍耐力UP！

学部 1 年 2 年 3 年 4 年

交換留学p.5

p.9

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、兵庫県立大学の
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。

■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！

語学研修

p.9

p.11

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。

■期間… ３週間～４週間

語学力の向上を目指したい方に！

GLEP海外プログラム

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。
　副専攻GLEPの履修者が優先です。

海外実務体験　
■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。
　GLEP履修者のみ参加できます。

海外で主体的に活動する力を身に付ける！

　インターネットが 普及し、家でスマホを眺めるだけで
情報が入ってくるよ うな時代だからこそ、自らの足で行
動し、能動的に知識 を蓄えるという作業の付加価値が大
きくなっていると感 じます。僕もこれから留学に行く後
輩たちに負けないよ うに、英語はもちろん他の勉強も続
けるつもりです。

留学前

留学前

留学中

交換留学参加

とにかく行ってみましょう。「時間やお金がかかる」「英語力に自信がない」「友達や家族に会えないのが寂しい」など、行か
ない言い訳はたくさんできます。実際、「留学に行くか悩んでいる」という学生のうち、本当に行く学生はほんのわずかだと思
います。だからこそ、行くことに価値があります。行ってから悩みましょう。帰国後には全ていい思い出になるはずです。

少し早めに渡米して
ロサンゼルスに寄り道し
ました。大谷翔平選手を
直接見ることができて大
興奮でした。当時、「もし
かしたら渡米初日である
今日が一番の思い出に
なっちゃうんじゃないか」
とドキドキしました。

Integrated Natural 
Sciencesを履修し、毎
週あるいは隔週で実
験をしました。チームで
行うことも多く、実験を
通して仲良くなるクラ
スメイトも多かったで
す。しかし報告書は毎
週本当に大変でした。

友達と放課後
や 早朝にジムに
行きました。授業
に負けない熱意
と頻 度で 取り組
み、結果として授
業のやる気にも
つながっていたと
思います。

　留学では語学力はも ちろんのことながら、忍耐力も身につけ
ることができると思いま す。留学当初は全てが新鮮であったた
め毎日楽しく過ごしてい ましたが、2ヵ月目頃から、目に見えた語
学の成長を感じることが できず、不安を感じました。また、何ヵ月
も親元から離れることが 初めての経験であったため、家族に会え
ない寂しさもとても苦し かったです。しかしその辛さを乗り越え、
その後は留学生活を心 から楽しんで送ることができました。

留学中

　私は何事も先延ばしに考えがちな性格のため、ビザの手続や飛行機の準備を後回しにしすぎて、危うく韓国に入国できないところで
した。今思えば交換留学の申込も最終日ギリギリに提出したりと、当時のゼミの教授にはご迷惑をお掛けしてしまいました。ビザの発給
に思った以上に日数がかかったり、飛行機の運賃がすぐに高くなったりするので、何事も早めの行動を心掛けることをおすすめします！

留学を
考えている
　 学生へ

留学を
考えている
　 学生へ

一瞬で過ぎる、　一生の宝物になる時間

留学前

交換留学の募集があると聞いてすぐに、必要な書類
や語学スコアなどの情報を集めました。この時点では
IELTS™を受けたことがなかったため、重点的に取り組
みました。また、志望理由書はゼミの教授に何度も添削
をお願いしました。

　International Management という学科に所属し、
講義やグループワークを通じて経済や経営についての
知識を深めました。授業終わりや休日には、パリ市内
に遊びに行き、フランスの生活を満喫しました。

学部 1 年 2 年 3 年 4 年

　夢だった交換留学。理想と現実はかけ離れ、言葉が全く
通じず挫けそうになる 時もありました。しかしどんな時にも
優しく寄り添ってくれ る新しい友達の存在が、私の重い気
持ちを吹き飛ばしてく れました。そして国籍も性別もさまざ
まな友達から聞く話は どれも新鮮で、私の視野を大きく広
げてくれています。こ の出会いは私の一生の宝物です。

留学後

留学後

留学中

交換留学参加

　「自分の心躍ることに蓋をしない」ということが私のモットーです。留学には語学力、時間、費用など、さまざま
な面で不安を抱くと思います。ですが、案ずるより産むが易し。留学では日本で経験することのできない楽しいこと
がたくさん待っています。この素敵な留学生活を一人でも多くの学生に体験してほしいです。

授 業 開 始 前
にUFACという
2週間のフラン
ス語 講座があ
りました。そこ
で 出 会った 友
達とパリ観光！

国籍がバラバラだからこそ、自国とフランスの
ギャップ話に花が咲きました。

アメリカの大
学とZoomでの
合同授業があり
ました。３ヶ月か
けてプロジェクト
を進め、プレゼン

テーションを行いました。知識不足や言語の壁な
ど困難はたくさんありましたが、無事に成功し達成
感を味わうことができました。

隣の国が陸続きで旅行に行きや
すいという点がヨーロッパの醍醐
味。長期休暇には友達と一緒に旅行
に行くこともあります。またヨーロッ
パにある大学に通っている学生は、
どの国でも美術館や博物館が無料
のことが多いため、芸術に興味のあ
る私にとってヨーロッパは天国です！ 

（写真は旅行先で撮ったもの）

留学を
考えている
　 学生へ

英語を独学で進めているうちに、ぼんやりと行っ
てみたい気持ちが湧いてきたので、2年生の夏にワシ
ントン大学語学研修へ参加しました。英語力不足を
痛感し、もう一度長期でアメリカに行くことを目標
にし、一から勉強をやり直しました。

募集要項を調べ、TOEFL　iBT®で
一定以上の点数が必要だと分かった
ので、その対策を始めました。受験
料が高いため、1回目で基準の点数
を超えたかったので、やりすぎくら
いに演習をしました。

自然科学や数学の授業を履修しました。どれだけ
日常英会話ができるようになっても、実験や計算な
どの専門的な場面では苦労します。

留学は大学入学前からの夢でしたが語学力に不安
があり、コロナの状況も相まって大学在学中の留学は
諦めていました。代わりに、将来働き始めてからワーキ
ングホリデーに行くことができればいいなと考え始め
ていました。

ヨーロッパのコロナの状況は常に悪かったため、行
けたら儲けものくらいの気持ちでいました。交換留学
に派遣できるという連絡が来た時には家で一人で飛び
跳ねるくらい喜びました。

留学への道のり

予定されていた2020年9月の派遣がコロナの影響
で延期となりましたが、「延期のおかげでより留学
が有意義になった」と自分に言い聞かせるために、
英語を猛勉強しました。大学間協定校であるガジャ
マダ大学（インドネシア）が開催したオンラインプ
ログラム「12th International Students VIRTUAL 
SHORT PROGRAM DREaM 2020」では、仲の良い友
達ができ、最高の思い出になりました。

なかいえ　すず  の

なかやま　だい  き

国際商経学部3年  中家  鈴乃さん

環境人間学部4年  坂本　壮さん
そうさかもと

ワ
シ
ン
ト
ン
大
学

語
学
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参
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釜山からソウルまで飛行機
で1時間ほどで着き、日本円
で片道約2,000円で利用でき
ることから、釜山の学生はよく
ソウルへ遊びに行きます。ソ
ウルは釜山と街並みは大きく
変わりませんが、有名な観光
スポットが多く存在するので、
何回行っても楽しめました。

私は日本語を学びたい
学生たちが集うサークルに
メンターとして所属し、そこ
で多くの韓国人の友達を
作ることができました。サー
クル内は日本に興味を持っ
ている学生が多いので、親
しい関係になるまでがすご
く早かったと思います。

語学堂（大学付属
の韓国語学校）には
日本人が少ないの
で、韓国語を学ぶの
にピッタリな環境で
す。私のクラスはイ
ギリスやベトナム、ド

イツ、インドネシアから来た学生で構成されていて、文化や考え
方の違いを体感し、自身の考え方も多角的に広がりました。

　交換留学の募集を大学のホームページで見つけ、締
切が迫っていたことから、「諦めようかな」という思い
がよぎりながらも、「やっぱり行きたい！」という気持
ちが頭から離れませんでした。急いで書類を準備し、
その頃から韓国語を本格的に勉強し始めました。

　午前は語学堂の授業を受け、午後は大学での授業を受
けたり、サークル活動に励んだりと毎日充実した留学生
活を送りました。日本ではできない様々な経験をしたこと
で、人間として大きく成長することができたのではないか
と思います。

学部 1 年 2 年 3 年 4 年

交換留学参加

交換留学（エバーグリーン州立大学／  アメリカ）

幼い頃から韓国に関心があったことから、韓国への
交換留学は大学入学当初からの夢でした。とは言って
もそこまで韓国語が当時できたわけではなく、勉強も
せず何となく毎日を過ごしていました。

元々予定されていた2020年9月の派遣がコロナの
影響で延期となり、韓国語の学習に対するモチベー
ションが下がりつつも、韓国ドラマや音楽を通してな
るべく毎日韓国語に触れるように努力しました。

交換留学（東亜大学校／韓国）

交換留学（エバーグリーン州立大学／  アメリカ）

交換留学（ギュスターヴ・エッフェル 大学／フランス）
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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
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、大学公式サイトで受け付けています。
対面、Zoomミーティング、電話等で相談が可能
です。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。 留学相談予約

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。積極的に情報収集しましょう。

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。

応  募
交換留学では年に 2 回、一括募集が行われます。
● 5 月～ 6 月募集……翌年春出発　  ● 12 月募集……翌年秋出発（一部次年度春出発）　
指定の Web フォームより出願となり、書類選考、面接（オンライン）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
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。

海外留学・研修について 交換留学を経験した学生の帰国後報告書

■ 語学検定試験について

※2021年12月1日現在の情報を掲載しています。

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？

海外留学奨学金について   p.10

海外研修情報一覧

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？

Step 1
TOEFL iBT® 

概 　 要

ス コ ア

試 験 日

受 験 料

所 要 時 間

自 宅 受 験

テストの内容

スコア有効期限

主に大学・大学院レベルのアカデミックな場面で必要と
される英語運用能力を測定する試験。2020年より、自宅
で受験できるTOEFL iBT®Home Editionも開始。

0～120（1ポイント刻み）

約３時間

Listening／Reading／Speaking／Writing 

（会場受験）ほぼ毎週末、年間45回以上
（自宅受験）週に4日24時間受験可能

 IELTS™

世界各国への留学や移住を目指す人の英語力を判定する
テスト。一般的に、大学や大学院において英語で学びた
い場合はAcademic Moduleの結果が必要となる。

1.0～9.0（0.5ポイント刻み）

約３時間

Listening／Reading／Speaking／Writing

有 無

US ＄245（通常の申込締切以降はUS ＄285） 25,380円（ペーパーで受験するIELTS）
25,380円（コンピューターで受験するIELTS）

2年間 2年間

JSAF IELTS公式テストセンター大阪にて毎月実施

留学
START!

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

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貸出を行っています。
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。

？
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交換留学体験談交換留学

●この他の大学間協定校の交換留学体験談
　（GO GLOBAL 2021）

●交換留学を経験した学生の帰国後報告書

 お だ ほ の み
小田 穂乃実さん（国際商経学部）2021/8→2022/6

■費用と奨学金
寮費 2.3万円／月
食費 3万円／月
通信費 1,900円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 12.5万円
韓国国民健康保険 4,000円／月
奨学金 受給なし

東亜大学校／韓国

沢山の文化や価値観に触れることができる、という点が魅力的だと感じ
ています。韓国人だけでなくインドネシアやベトナムの友人からも様々な
刺激を受け、自分の価値観や興味の幅を広げることができました。また、
韓国人の友人の家族の集まりに招待されることもあり、ネットやドラマなど
からでは断片的にしか知ることのできなかったリアルな韓国の文化や、韓
国の方々の日本に対するありのままの意見を肌で感じました。現地のいろ
いろなコミュニティに飛び込み、様々な思想から韓国の現状について知
り、現地の人から話を聞くことのできる留学は、私にとって本当に特別で
貴重な機会となりました。留学へ行くにあたって、応援し助けてくださった
周りの方々には本当に感謝しています。

リアルな韓国文化を肌で感じています

 こま だ もも か
駒田 百香さん（国際商経学部）2021/8→2022/6

■費用と奨学金
寮費 2.3万円／月
食費 3-3.5万円／月
通信費 1,900円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 12.5万円
韓国国民健康保険 4,000円／月
奨学金 受給なし

東亜大学校／韓国

週5日の韓国語の授業をオンラインで、大学の授業を対面で受講してい
ます。2学期の中頃まで大学の授業もオンラインで受講していました。しか
し遠隔授業に特化したアプリや、講義やサークルのレビューが見られるア
プリがあるなど設備が充実しており、コロナ禍でも自分のやりたいことを
見つけ、挑戦できる環境であると感じます。対面授業が再開されてから
は、サークル活動が盛んになり、国際交流イベントも多数行われ、様々な
学生達との関わりの中、新しい価値観に触れることができました。行動が
制限されるコロナ禍でもできることを模索し、自分で工夫して楽しんだ経
験は人間的な成長にも繋がりました。コロナ禍でしか見えない文化もあ
り、誰にもできないユニークな体験をすることができます。

コロナ禍でしか見えない文化もある

■費用と奨学金
寮費 10万円／月
食費 6万円／月
通信費 3,000円／月
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） 11万円／10万円
奨学金（（公財）業務スーパージャパンドリーム財団） 15万円／月

エバーグリーン州立大学／アメリカ

エバーグリーン州立大学は、四方を背の高い木々に囲まれた、自然あふ
れる大学です。少し周りを散歩するだけでも、綺麗な空気と緑でリフレッ
シュできます。日本ではあまり考える機会のない、人種や性別について考
える機会が多いのも特徴です。学生にはLGBTQの人が多く、自己紹介の
際には自分の三人称も伝えるのが一般的です。初めは慣れませんでした
が、日本では手に入りづらい視点を手に入れることができたと感じていま
す。また、アメリカは移民の国であるため、いろいろな国の出身の人と知り
合うことができます。特に、ラテン系移民について一学期間勉強したこと
で、様々な人種がいることの面白さ、アメリカの抱える移民問題、日本の問
題点との相違などを知ることができました。価値観を変える体験をしたい
人には、ぴったりの大学だと思います。

自分の価値観を変える交換留学

■費用と奨学金
寮費 4万円／月
食費 4万円／月
通信費 1,300円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 12.5万円
奨学金（HUMAP） 8万円／月

ギュスターヴ・エッフェル大学／フランス

言語、食べ物そして文化。全てが日本とは異なるフランスでの留学生活
の中、刺激的な毎日を送っています。現地の学生、留学生ともに関わりや
すい環境のため、一つの物事に対して様々な考え方を得ることができま
す。また授業はグループワークが多く、協力しながらも自分の意見を述べ
る場が多くあります。積極的に意見を述べることは難しくもありますが、自
身の成長につながっていると実感しています。カルチャーショックなど大
変なことももちろんありますが、それ以上に自分の視野が広がる貴重な経
験が盛り沢山です。

自分を見つめ直す異国での大切な時間

 たね い さ ら
種井 彩良さん（国際商経学部）2021/9→2022/6

 なか いえ すず の
中家 鈴乃さん（国際商経学部）2021/8→2022/6

交換留学とは、兵庫県立大学と学術交流協定を締結している海外の大学へ派遣・受入を行う制度です。交換派遣留学生
は、語学力向上や異文化体験のみにとどまらず、協定校での授業履修や研究を通して各自の専門分野をさらに学修する
ことが可能です。また、学修面だけではなく、外国語コミュニケーション能力、異文化適応力、行動力、柔軟な思考力など自
身の成長につながる学びを得ることが期待できます。

プログラムの
特徴・内容

学内での応募受付時に、志望する大学の応募資格（募集時に大学公式サイトに掲載される募集要項を参照）を満たしてい
る必要があります。留学先にて英語で学修をする場合は、TOEFL iBT®、IELTS™のスコア等が必要です。英語以外の言語
で学修する場合も、語学レベルを証明するスコアなどが必要となる場合もあります。事前に該当する語学検定試験の受検
計画を立て、応募時までにスコアなどの提出書類を準備してください。

応募に当たっての
注　意

交換留学制度は、留学期間中も授業料を兵庫県立大学に納入することにより、派遣先大学の授業料が免除となる制度で
す。（休学することはできません。） 授業料以外の費用（ビザ申請費、渡航費、現地滞在費、生活費、語学コース等の授業料、
学研災（学生教育研究災害傷害保険）付帯の海外留学保険（加入必須）、危機管理支援サービス（加入必須）、その他個人
的な活動に関わる費用等）については自己負担となります。月々の生活費は各自の生活スタイル、為替相場、国や年によっ
て大きく異なりますので、留学を計画する段階で、寮費や物価等を各自で調べておきましょう。

費　用

単位認定 留学先大学で取得した単位は、各学部の基準に準拠して、審査の上で本学の単位として認定される場合があります。

応募期間
（年2回一括募集）

5月－6月募集 翌年春出発
12月募集 翌年秋出発（一部次年度春出発）

●指定のWebフォームより出願となり、書類選考、面接（オンライン）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。
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交換留学協定校
東亜大学校／韓国
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。また英語開
講の授業も提供され
ています。

韓国人学生による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。
韓国人学生による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。

国立嘉義大学／台湾
国立嘉義大学は台湾

中南部の嘉義に位置
し、学生数1万2千人を
超える総合大学です。
現在7学部39学科を有
し、特に農学分野は世
界的に高い地名度を誇
ります。一部の授業は英語でも受講ができます。

語学学校で中国語を学ぶことができます。（約13万円/3ヵ月が
必要）
語学学校で中国語を学ぶことができます。（約13万円/3ヵ月が
必要）

曁南大学／中国
曁南大学は1906年に

設立された華僑を対象
とした大学で、広東省
広州に位置します。華
僑の最高学府といわ
れ、長い間中国語教育
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す。

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。

蘇州城市学院／中国
蘇州城市学院は江蘇

省蘇州の郊外に位置し
ます。2021年蘇州大学
より独立し、名称変更
されました。中国語が
学部レベルに満たない
場合、午前は中国語講
座を受講し、午後に学部授業を聴講することができます。

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。
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。

ナレースワン大学／タイ
ナレースワン大学は

1990年に設立された国
立大学であり、北部の
ピッサヌローク県に位
置します。学生数は約
2万人で、医療系、文
系、理系群の下に16学
部ある総合大学です。名称はこの地出身でアユタヤ王朝期に王に
なったナレースワン大王に由来しています。

BEC学部（ビジネス・経済・コミュニケーション学部）のみ交換
留学が可能です。
BEC学部（ビジネス・経済・コミュニケーション学部）のみ交換
留学が可能です。

国立台湾大学／台湾
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
であり、学生数3万人
以上、11学部54学科を
有する総合大学です。
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
科目を受講することも可能です。

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
科目を受講することも可能です。

蘇州大学／中国
蘇州大学は多くの世

界遺産がある江蘇省蘇
州に位置します。1900
年に設立され、学生数
4万8千人以上、36学部
を有する大規模総合大
学です。毎年60数ヵ国
から留学生3千人余りを受け入れています。

語学要件を満たせば中国語で学部の科目が受講できます。満
たさない場合は蘇州大学海外教育学院で中国語講座を受講で
きます。

語学要件を満たせば中国語で学部の科目が受講できます。満
たさない場合は蘇州大学海外教育学院で中国語講座を受講で
きます。

天津外国語大学／中国
天津外国語大学は天

津市街の旧租界地（外
国人居留地）に位置し
ます。1964年に設立さ
れた国際色豊かな大学
で、中国で最も早く設
立された外国語専門の
8大学のうちの一つです。

語学はもちろん、経済・経営の専門分野も受講することが
できます。
語学はもちろん、経済・経営の専門分野も受講することが
できます。

カーティン大学／オーストラリア
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ヵ
国以上から約1万4千人
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。

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。
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。

ギュスターヴ・エッフェル大学／フランス
ギュスターヴ・エッ

フェル大学はパリ東郊
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。

英語による授業にも力をいれています。日本語を学んでいる学
生も多く在籍しています。
英語による授業にも力をいれています。日本語を学んでいる学
生も多く在籍しています。

天津理工大学／中国
天津理工大学は工学

と科学を主軸とし、経
営学、人文科学などの
文系学部を含め17学部
がある総合大学です。
約2万7千人の学生が学
んでいます。

留学生の中国語教育に力をいれており、自分のレベルに合った
授業を受けることができます。
留学生の中国語教育に力をいれており、自分のレベルに合った
授業を受けることができます。

エバーグリーン州立大学／アメリカ
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。チームティー
チングによる小規模な
がらも領域横断的な教
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授業が行われていま
す。

広大な森の中にある自然豊かなキャンパスは、芝生が広がり落
ち着いた雰囲気です。
広大な森の中にある自然豊かなキャンパスは、芝生が広がり落
ち着いた雰囲気です。

ルーマニア・アメリカ大学／ルーマニア
ルーマニア・アメリ

カ大学は1991年に設立
された私立総合大学
で、首都ブカレストに
位置します。国際ビジ
ネスや経済情報工学を
英語で受講することが
できます。

付属機関の日本研究センターでは文化紹介のイベント運営な
ども行っており、日本語を学ぶ現地学生と交流することができ
ます。

付属機関の日本研究センターでは文化紹介のイベント運営な
ども行っており、日本語を学ぶ現地学生と交流することができ
ます。

新規
協定校

新規
協定校

新規
協定校
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語学研修 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することができます。語学研修を
経て、交換留学に参加する学生もいます。また、単位認定される研修もあります。

短期研修

英語研修

交換留学 大学院学位取得

中国語研修

エンデラン大学／フィリピン
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があります。

ハワイ大学マノア校／アメリカ
ハワイ州ホノルルに位置するハワイ

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。

曁南大学／中国
曁南大学華文学院が開講する、中

国語長期クラスの冒頭3～4週間の授
業に参加します。午前は語学の授業、
午後は語学以外の授業も選択制で
受講できます。クラスメートはいろい
ろな国から集まり、国際色豊かです。

蘇州大学／中国
蘇州大学海外教育学院が開講す

る、中国語長期クラスの冒頭3～4週
間の授業に参加します。授業は午前
に4コマ（45分×4コマ）となります。多
くの留学生が海外教育学院で学んで
います。

ワシントン大学／アメリカ
ワシントン大学はワシントン州シア

トルに位置す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。

サセックス大学／イギリス
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。

東亜大学校／韓国
東亜大学校では協定校の学生を

対象に毎年8月にKorean　Summer 
Sessionを開催しています。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
戦等のプログラムがあります。

国立台湾大学／台湾
国立台湾大学では春、夏、冬に短期プ

ログラムのプラスアカデミーを開催してい
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
語で学んだりす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。

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
彩な授業では、英国文化や歴史など
を学ぶことができます。

　語学のプログラムだけではなく、現地の文化などを体験するアクティビティも含まれています。

バンガー大学
英国研修オンラインプログラムを受講して

バンガー大学英国研修オンラインプログラムに参加し、日本に
いながらもリアルタイムで英国の講師やサポーターの方々から授
業を受けることができました。Zoomでの授業でしたが、ただ聞
くだけの受け身の授業ではなく、グループやペアになって意見を
交換したり、問題に取り組んだりする機会がとても多く、異文化
理解を深めるとともに、英語でのコミュニケーション能力、思考
力を鍛えることができます。授業はオールイングリッシュで行わ
れるため、初めは難しく感じましたが、講師、サポーターの方々
はフレンドリーで優しく、とても丁寧に説明してくださいまし
た。英国の歴史や社会、食文化、医療、教育など様々なトピック
について学ぶことができ、毎回楽しみながら有意義な時間を過ご
すことができました。

 たま だ うらら
玉田 麗さん（看護学部）2021/8→2021/9

※2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で
　現地渡航ではなく、オンラインでの実施になりました。

海外留学奨学金

寺浦さよ子記念奨学金

月額：10万円、および支度一時金（60万円×留学月
数÷12）

経済的に恵まれない優秀な学生

支援内容
（奨学金等）

対　　象

米日カウンシル渡邉利三寄付奨学金

奨学金申請額による

米国の大学で単位を取得する予定である、または所
属大学に単位を互換できる授業を履修予定である
学生
留学のための財政援助の必要性が証明できる学生

支援内容
（奨学金等）

対　　象

HUMAP*奨学金（短期留学生支援）

月額：6～10万円（派遣先地域ごとに異なる）

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部生または大学院生
※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

る必要がある

支援内容
（奨学金等）

対　　象

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

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）

月　額：8万9千円～14万8千円
授業料：年間250万円を上限とする実費額

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

支援内容
（奨学金等）

対　　象

インターンシップ

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

5,775ユーロ(2022年度派遣の場合）
（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つ1年間の奨学金付プログ
ラム）

日本国籍の理工系学部生・大学院生等

支援内容
（奨学金等）

対　　象

IAESTE Japan（日本国際学生技術研修協会）

海外有給インターンシッププログラム

滞在費は原則として研修先が負担
（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）

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）

支援内容
（奨学金等）

対　　象

（公財）松下幸之助記念志財団
松下幸之助国際スカラシップ

月額：14万円 
航空運賃補助（往復） ※財団規定による

アジア、中近東、アフリカ、ラテンアメリカの大学、大
学院、研究機関に留学する学部生、大学院生等

支援内容
（奨学金等）

対　　象

●上記の奨学金の他、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。

※2021年12月1日現在の情報を掲載しています。詳しくは国際交流機構までお問合せください。
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海外での安全対策・危機管理 ～自分の身は自分で守る～

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。

4. 安否確認アプリ（Pro Finder）

【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。

5. たびレジ・在留届の登録

出発前に海外渡航届を学務課に必ず提出してください。

6. 海外渡航届

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。

7. 出発前オリエンテーション

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。

8. 心のカウンセリング

国際交流機構では、海外における安全対策について、セミナーなどで
周知しています。

2. 危機管理セミナー

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。

3. 海外留学保険

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。
※一部の留学プログラムについては、感染症危険情報がレベル2以上の

国・地域であっても、学生の安全確保に万全を期すことを前提として
渡航を再開しています。

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、
海外研修や海外実務体験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

グローバルリーダー教育プログラム（GLEP）海外プログラム

1年次春休みや2年次夏休みに、1週間～2週間で実施する海外研
修（必修）です。研修内容は派遣国によって異なりますが、現地学生
との交流や、協定校での講義の受講、途上国支援のNGO活動、企業
訪問、フィールドワークなど様々なプログラムが用意されています。
GLEP生は所定の科目の単位を修得すれば助成金が支給されます。
なお、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により日本国内
での代替科目の実施となりました。
派遣国：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

グローバルプロジェクト入門（海外）（GLEP生優先）

2019アメリカ研修　ワシントン大学での交流

2021中国研修（国内実施）　南京町でのフィールドワーク

選抜に合格したGLEP生が、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。派遣期間は2月～3月にかけての4週
間～6週間程度です。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。なお、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響
によりオンラインでの業務となりました。
派遣国：アメリカ、中国、フランスなど

海外実務体験（GLEP2～4年生限定）

2019アメリカ実務体験
（上）兵庫県ワシントン州事務所での交流
（下）現地高校での実務体験　　　　　　

「グローバルプロジェクト入門(海外)」や「海外実務体験」参加にかかる費用は基本的に自己負担。「グローバルプロジェクト入門
(海外)」の自己負担額（2019年度）は5～20万円程度（一部助成金支給あり）。新型コロナウイルス感染症の影響により費用に変更が
生じる可能性があります。

■参　考

国際交流センター／Center for Global Engagement

●国際交流センターのプログラムの
　詳細はこちらから

国際交流

多文化理解

国際コミュニケーション力の向上

本学の日本人学生や留学生、海外協定大学の学生がお互い
の言語を交換したり、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
ン力の向上を目指します。カンバセーションパートナー・プ
ログラムには以下の3つのプログラムがあります。

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

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。

■タンデム・プログラム/ Tandem Program
学びたい言語、教えられる言語により学生同士をマッチング

し、言語と文化の交流を図ります。（言語：日本語、英語、中国語、
韓国・朝鮮語など）

■ティーチングジャパニーズ・プログラム/ Teaching Japanese Program
本学の学生が、海外協定大学で日本語を学修する学生や本

学の留学生に、英語を使って日本語を教えることにより語学力
の向上を図ります。

■ラーニングイングリッシュ・プログラム/  Learning English Program
海外協定大学の学生から英語を学ぶことにより、本学の学生

の英語力の向上を図ります。

■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

■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

■カンバセーションパートナー・プログラム/
　Conversation Partners Program
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種類 受入先・プログラム 国・地域名等 言語 対象 語学要件等 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

ユニバーサルパスポートに掲載予定
指定のWebフォームより出願

（書類選考及び面接、学内成績、語学スコ
ア等の総合判断により決定）

交換留学は年2回一括募集を実施

（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
応募可能）

2.5万円

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、各学部の基準に準拠
して、審査のうえ認定さ
れる場合がある

 NEW
ナレースワン大学 タイ 英語 国際商経学部

（応募時2年生以上）
英語能力：CEFR B1（TOEFL iBT® 42、IELTS™ 
4.0）以上
GPA：2.75以上が望ましい

学外アパート
など 2名 ①5-6月

②12月
①11月
②6月 半年又は1年 0.9-2.5万

円

国立嘉義大学 NEW 台湾 中国語・英語 全学
学部聴講の場合、中国語：HSK４級 英語：TOEIC® 
550、英検2～準1級以上
中国語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-

国立台湾大学 台湾 中国語・英語 全学（2年生以上）
学部聴講の場合、中国語：HSK4級 英語：TOEFL 
iBT® 70、IELTS™ 5.5、TOEIC® 725以上
中国語語学講座受講の場合は要件なし

学外アパート
など 若干名 ①5-6月

②12月
①2月
②9月 4ヵ月又は10ヵ月 4万円-

曁南大学 中国 中国語・英語 全学 学部聴講の場合、中国語：HSK５級 英語：十分な能力
中国語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 4ヵ月又は10ヵ月 2019年度は

無料

蘇州大学 中国 中国語・英語 全学 学部聴講の場合、中国語：HSK４級 英語：十分な能力
中国語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 4ヵ月又は10ヵ月 1.5万円

蘇州城市学院 中国 中国語 全学 学部聴講の場合、中国語：HSK4級
中国語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 4ヵ月又は10ヵ月 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、中国語：HSK4級 英語：IELTS™ 
6 、TOEIC® 725以上
中国語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 4ヵ月又は10ヵ月 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、中国語：HSK4級 英語：IELTS™ 
6 、TOEIC® 725以上
中国語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 4ヵ月又は10ヵ月 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® 79　IELTS™ 6 　※注② 学生寮など 2名 ②12月 ②次年度
　2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 10万円

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

 NEW
ルーマニア・アメリカ大学 ルーマニア 英語

国際商経学部
社会情報科学部
社会科学研究科

TOEFL iBT® 65、IELTS™ 5.5 又はCEFR B2に相当
する英語スコア 学生寮 2名 ②12月 ②9月 半年又は1年 1.5万円

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 12月 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 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

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

全学（GLEP必修）
2年生以上

特になし
指 定ホテル 、
ホームステイ
など

5-20名
程度
国・地域に
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
（GLEP生優先。定員に余裕がある場合、ユ
ニバーサルパスポートを通じて一般学生を
募集。希望者多数の場合、抽選や選考を実
施）

11-25万円 4万円（GLEP生のみ） 2単位
アメリカ、タイ、
フィリピン、ラオ
ス、中国など

全学（GLEP必修）
1年生 10月 2-3月

GLEP海外実務体験 アメリカ、フラン
ス、中国など 英語、その他 GLEP生 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

※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 iBT® 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

GLEP海外プログラム

2022
留学プログラム

GO GLOBAL

GO GLOBAL
STUDY ABROAD 

2022

●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

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

法人本部棟

研究棟Ⅱ

研究棟Ⅲ

国際交流センター


