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トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム

海外留学・研修
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プログラム
グローバルリーダー教育
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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！
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●海外留学・研修
Email :  kokusai@ofc.u-hyogo.ac.jp
Tel :  078-794-6683

国際交流機構

●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



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
することも可能です。

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！

留学への情報収集

留学までの５つのステップ

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。

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

留学相談予約

海外研修情報一覧

海外留 学奨学金について

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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■ 語学検定 試験について
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50日程度
（自宅受験）週に4日24時間受験可能

有

US ＄245（通常の申込締切以降はUS ＄285）

2年間

※2023年1月現在の情報を掲載しています。

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

無

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

IELTS公式テストセンターにて毎月実施
（大阪ではほぼ毎週実施）

 IELTS™

応  募
交換 留学は年に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。

p.10

語学研修p.9

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！

短期研修p.9

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！

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！

p.11 GLEP海外プログラム

p.10

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。

■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！

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？

留学費用は
どれくらいかな？

資金は
準備できるかな？

いつ・どれぐらいの
期間行こうかな？
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Cărturești Carusel
旧市街地にあり世界一美しい

書店として有名で、たくさんの本
と雑貨があり、本屋とは思えな
いほど魅かれるものがありまし
た。日本のアニメ、漫画やグッズ
も売っていました。

Bran Castle 
ドラキュラ城と呼ばれるブラ

ン城に行きました。本物のハロ
ウィンを体験することができ、一
生に残る思い出になりました。
仮装すれば良かったと後悔しま
した。

お金のことだったり、語学力だったりと、留
学することにいまいち踏み込めない方もいる
と思います。僕自身もそうでした。ですが、や

るとやらないでは180度違います。もし、少しでも留学を考えてい
るなら、今すぐ行動してみてください。その行動は決して間違って
いないと思います。僕はそう思います。なんでも挑戦してみてくだ
さい。それはきっと良いものになると思います。

ヘラストラウス湖
寮から歩いて5分くらいのと

ころに大きな湖がある公園があ
ります。そこをヒーリングスポッ
トにしていました。自然を感じら
れてとてもよかったです。

留学を考えている

学生へ

アメリカといえばバスケ。ポー
トランドにNBAの試合を見に行
きました。初めて体験するあの
壮大なスケール、チームと観客
の一体感は今でも忘れられませ
ん。

長期休暇を利用して、小さい
頃からの夢だったニューヨーク
に行くことができました。世界の
中心に圧倒されました。旅行中、
各地で出会った友達と一緒に出
かけたり、ご飯を食べて時間を
共にしたりしたこともいい思い
出です。

留学への道のり

留学前 留学後留学中

語学だけじゃない！世界は広い！
やはり日本で英語を学ぶことと、海外で学ぶことは

根本的に違うと思います。語学を学ぶだけなら日本で
もできますが、世界を体感したいなら留学がおすすめ
です。異国の地で生活をすることで、私は日本のイン
フラや社会保障制度がどれだけ整っているかを身を
もって体験することができました。メディアで見る世界
は世界のほんの一部に過ぎません。海の外にはまだ
まだ私たちの知らない世界が沢山広がっています。

交換留学（エバーグリーン州立大学／  アメリカ）
  すぎ むら たく み
国際商経学部3年 杉村  拓海さん

行って損はしません。留学のせいで就活が
遅れる、卒業が遅れる、お金がかかる、そんな
ネガティブ要素を打ち消すほど、若い頃の留

学は、成功、失敗が糧になり、その後の人生に大きくプラスになると
思います。金銭的に厳しければ奨学金があります。周りと同じタイ
ミングで就活や卒業ができなくても関係ありません。大学を出れば
年齢なんて関係ありません。無理をしてでも行く、その価値はある
と思います。学生の間は自分のためにお金と時間をかけることが
できる時期だと思います。

本場のハロウィン。アメリカで
はみんなハロウィンに全力で、
色々な仮装を楽しむことができ
ました。中には日本のアニメキャ
ラクターの仮装をしている人も
いました。

学部1年
交換留学参加コロナウイルスの影響で楽しみにしていたフィリピンの語学留学がなくなり、ほと

んどの授業がオンライン受講となりました。寮内で集まることも禁止されるなど様々
な規制がされた一年を過ごしました。どこかのタイミングで留学には行きたいとぼ
んやり考えていて、一年生の授業でエバーグリーン州立大学の交換留学のことを知
りました。交換留学は比較的お金をかけずに行くことができるので、これなら自分で
も行けるのではないかとワクワクしていました。

2年
ざっくりと、英語圏の留学先に行きたいと決めていました。前年度のほとんどの交

換留学が延期、中止になったのを見て本当に予定時期に派遣されるのか不安でし
たが、その時に備え留学先の大学の授業や特徴について調べたり、TOEFLの演習
を始めたりしました。また、日本の授業単位も、毎学期できる限り履修するようにし
て、出発前にほぼ卒業必要単位を履修し終えていました。

3年
出発が近づくと、30年ぶりと言われる円安が続き、予定していた留学費用の約1.5

倍の費用がかかることを知りました。出発前にできる限りアルバイトをして、ギリギリ
までお金を貯めていました。また、帰国したらすぐに就活しなければいけないという
状況になるかもしれないと思い、日本にいる友人との時間も大切にしました。

4年

エバーグリーン州立大学には学部、学科という概念がなく、好きな授業を自由に
受けることができました。GBCで受けることができなかった心理学の授業や、現地の
地理的要因を活かした環境やネイティブアメリカンについての授業なども受けまし
た。多様性に長けており様々な友人関係を築くことができました。また、休日を利用
して他の州に行くこともありました。

留学前 留学後留学中

パイオニア精神で挑戦
留学先としてはマイナーな国であるルーマニア

は、情報がほとんどなく、新規協定校でもあり、前
例もありませんでした。しかし、その分すべてが新
しいことばかりでした。自分にとって、斬新で新鮮
で、何もかもが挑戦でした。学ぶこともたくさんあ
り、間違いなく人生において、かけがえのない経
験となりました。

交換留学（ルーマニア・アメリカ大学／ルーマニア）
  うし まど りく
国際商経学部3年 牛窓　陸さん

学部1年
交換留学参加1年生の時に、GBCのコースにあるフィリピン研修がコロナウイルスの影響でなく

なり、オンラインで受けました。この時は、仕方ないと思い、特に他の留学は考えてい
ませんでした。しかし、人生で一度は経験したいとも考えていました。

2年
周りの友達がみんな交換留学に応募すると言うのを聞いて、焦りと勢いで留学に

ついて調べ、相談、応募しました。TOEFL iBTの基準に達するように勉強しましたが、
思うように伸びず何度も受験しました。その分受験料もたくさんかかりました。

3年
面接を受けて、学内推薦をいただきましたが、その時はまだ基準の語学スコアを

取得できていませんでした。提出ギリギリで受けた最後の試験で、ようやく基準に達
することができ、無事、正式に派遣が決定しました。

4年

寮生活で不便に思うこともありましたが、普通に生活できました。授業もGBCとほ
ぼ同じで、特に苦労することもなく取り組めました。日本語を勉強している現地の学
生とも交流をし、異文化交流を楽しみました。ハロウィンやクリスマス、年越し、さら
にはサッカーのワールドカップが開催された年だったので、様々なイベントを体験
することができました。

留学前 留学中

ついに叶った交換留学
コロナウイルスの流行とバッチリ重なってし

まった留学期間。準備はおそらく通常時の百倍難
航したと思いますが、その分行けたときの感動は
大きかったです。たった半年ではありますが、困
難な状況の中一人きりの外国生活をやり遂げた
ということは語学も勉強も一人暮らしも、何もかも
に自信のなかった私にとって大きな自信になりま
した。

交換留学（国立台湾大学／台湾）
  ゆ あさ りん か
環境人間学部4年 湯浅  梨花さん

学部1年

トビタテ！留学JAPANで交換留学参加入学した時から「留学してみたいな」という思いはずっとありました。大学主催の
国際交流イベント（オックスブリッジサマーキャンプ）に参加しましたが、当時の英語
力はTOEIC500程度。海外に行くなんて考えられないくらいのレベルでしたが、参加
後異文化交流の楽しさを知り、交換留学を目指すようになりました。

2年
専攻が農村計画であったため、農業の研究に強いフランスへの交換留学を目指

し始めました。交換留学は県大の学費を納めれば留学先大学の学費が必要ないと
はいえ、金銭面での不安があり、奨学金を探していたところ、「トビタテ！留学
JAPAN」の募集を国際交流機構の方から紹介していただき、夏休みいっぱいを使っ
て準備しました。

3年
フランスへの派遣に合格したものの3年になってすぐにコロナウイルスが流行し、

断念せざるを得なくなりました。そこで、コロナウイルスの対策が先進的である台湾
に留学先を変更。交換留学に再度応募し、機会を待つことにしました。渡航までの期
間は語学の練習や図書館で台湾の情報を集めたりして過ごしていました。特にオン
ライン英会話を利用したことで話す力が伸びたと感じます。

4年

1年間待ち、2022年8月に台湾のビザ交付が再開された時は本当に嬉しかったで
す。渡航後は毎日午前に中国語の授業を受けるほか、他学部の授業を受けたり英
語で専門の授業を取ったりしました。クラスやサークルで知り合った友達と毎週末
観光に行ったのは忘れられない思い出です。

週末には必ずプチ旅行をして
いました。台湾の公共交通機関
は非常に安く、遠くに行っても日
本の5分の1ほどで済みます。こ
の写真にあるように、台北にある
陽明山の頂上には牛がたくさん
おり、時間がゆっくりと流れてい
てのんびりした台湾の雰囲気を
存分に味わうことができました。

「まだ語学もできないし、今じゃなくても、
社会人になってから留学すればいいや」。こ
れは私自身が入学当初に考えていたことです

が、いま私は大学生での留学に大きな価値を感じています。早く
に多様な文化に触れることもいい経験になりますし、何より費用・
準備の面での利点は計り知れません。大学の支援で準備も効率
的です。このように社会人になると失われるメリットは沢山ありま
す。大学での留学ならではの利点を理由にして思い切って踏み出
すと新しい世界が開けると思いますよ！

台湾では毎年10月
に焼肉パーティーをす
るという習慣があり、友
達に招待されて参加し
ました。友達一人以外
は全員初対面、かつ中
国語以外話 せないと
いう超絶ハードな状況

でしたが、みなさんが陽気に話しかけてくれたおかげで
すぐに打ち解けることができました！

英語論文読解の授
業で撮影した同級生と
の写真です。全員台湾
人ですが、中国語では
なく英語を使いながら
様々な課題に一緒に取
り組みました。国籍も
言語も違う同級生と困

難を分かち合いなが ら勉強できた日々は一生の宝物
です。

留学を考えている

学生へ

留学を考えている

学生へ
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交換留学体験談
 ゆ あさ りん か
湯浅 梨花さん（環境人間学部）2022/9→2023/1

■費用と奨学金
寮費 4.5万円／月
食費 4万円／月
通信費 2,000円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 3.8万円
奨学金（トビタテ！留学JAPAN） 12万円／月

国立台湾大学／台湾

国立台湾大学は、台湾のトップ大学の1つであり、世界中から優秀な学生が集まっ
て学んでいます。たくさんの言語を流暢に話せる人、一瞬で難解な数式を解いてしまう
人など、まるで漫画に出てくるようなクラスメイトが何人もおり、毎日が驚きの連続でし
た。台湾は活気にあふれていて、生活面でも楽しいです。少し早起きして朝市に行くと
みずみずしいフルーツや温かくて種類豊かなご飯がずらりと並び、はじける笑顔の台
湾人に会うことができます。授業の内容が難解でへとへとになった次の日でも、その生
き生きとした雰囲気に感動してまた頑張ろう、と元気をもらいました。また、大好きな友
達ができたのも大切な経験です。フィンランドから来た女の子と授業で出会い、よく一
緒にご飯を食べたり、深い話をしたり、旅行に行ったりしました。最後は空港で別れると
きにお互い泣いてしまうほど仲良くなり、留学に来てよかったなと心から感じました。

驚きと感動、そして出会い

 なる せ
成瀬 ひなのさん（環境人間学部）2022/9→2023/6

■費用と奨学金
寮費 12万円／月
食費 6.5万円／月
通信費 4,000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） 10万円／5万円
奨学金（HUMAP） 8万円／月

エバーグリーン州立大学／アメリカ

初めての留学ということもあり、始めは環境の違いに圧倒されること
が多かったです。今ではそうした日本との違いも楽しみながら、充実した
毎日を過ごしています。大学の授業では、特にクラスメイトの積極性に
驚かされました。授業の半分以上が学生からの質問や意見で終わること
もあるほど、多くの学生が臆することなく自分の意見を述べます。授業だ
けでなく日常の会話の中でも人種など様々なトピックについて話し合う
機会が多くあり、自分には無い視点を持つ人と出会う度に貴重な経験を
させてもらっているなと感じます。日本に興味のある友人が多いため、日
本の魅力を再確認する機会もたくさんあります。不安を抱えながらも自
分を信じて、留学をするという決断をして良かったと心から思います。

新しい環境に一歩踏み出す勇気！

■費用と奨学金
寮費 4万円／月
食費 2万円／月
通信費 2,000円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 12万円
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

フランス人は傲慢で冷たいと耳にしていた私は、到着した当初、10ヵ
月間やっていけるのか不安な気持ちでいっぱいでした。そんな思いも一
週間後には払拭されるほどフランスの現地学生はとても親切でした。日
本に興味を持つ学生も多く、フランス語と日本語を教え合ったり、休日に
は観光名所であるエッフェル塔や凱旋門に連れて行ってもらったりしま
した。長期休暇には友人宅にお邪魔し、家庭でも前菜、メイン、デザート
が三食必ずついてきたことには驚きました。フランス人の寛大なおもてな
しは留学でしか味わえない貴重な経験だったと感じています。留学生含
めギュスターヴ・エッフェル大学の学生は授業に対し熱心で、学生の質問
だけで2時間の授業が終わってしまうほどです。また留学生の受け入れ
態勢も整っており、充実した留学生活を送れていると感じています。

自分の価値観を変える交換留学

■費用と奨学金
寮費 2万円／月
食費 2万円／月
通信費 1,000円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 11.5万円
奨学金 受給なし

ルーマニア・アメリカ大学／ルーマニア

東欧という日本には馴染みのない国だからこそ、出会うことのできた
友達や経験がたくさんありました。寝台列車に乗って別の国へ20時間か
けて旅をしたり、サウジアラビアの挨拶を教えてもらったり、スペインの
友達と地元チームのハンドボール観戦に行ったり、ここでしか経験でき
ないことがたくさんありました。最初は緊張や遠慮で断りそうになる気
持ちをグッとこらえて、何事にも「イエス」で飛び込むことで得た経験は
一生の財産です。また、自らの順応力やチャレンジ精神の強さ、私の留
学を応援し支えてくれる友人や家族への感謝など、今まで気づけなかっ
た自分の力や恵まれた環境にもたくさん気づくことができました。

何事にも飛び込む

 あお えつ し ほ
青悦 志歩さん（国際商経学部）2022/8→2023/6

たか せ な な
高瀬 奈々さん（国際商経学部）2022/9→2023/6

 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

私は留学中、常に貴重な「出会い」を逃さないよう、様々なコミュニティに飛び込
むことに挑戦し続けました。大学はもちろんのこと、韓国の伝統的な村や市場な
ど、様々な状況の中で暮らしている人々と向き合うことで、ニュースや写真からは
感じることのできない人々のリアルな感情と触れ合うことができました。国同士の
問題には未だ解決していないことも多くありますが、現地で知り合ったある韓国
人の家族は、私を日本人としてではなく私自身と常に向き合ってくれ、沢山の話を
してくれました。お互いの話をしていく中で、それぞれの国の文化や歴史について
勘違いしていることや偏見などが、一つひとつほぐれていくのを感じました。沢山
の人との出会いに支えられた韓国留学は、私にとってかけがえのない時間であ
り、今後さらに様々な問題や人々に向き合いたいと思うきっかけになりました。

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

韓国と日本は同じ東アジアに位置し、似ている部分が多いからこそ違い
に気づくと面白いです。例えば韓国は学歴重視の過酷な競争社会です。そ
れが原因で格差が生じ貧富の差が拡がっているという問題を肌で感じま
した。しかし、マイナス面だけでなく、プラスの面に働いている部分もありま
す。競争心が強く、「負けたくない」という精神を持つ人が多いです。そして、
成果を上げた分だけ評価されるので、それがやりがいとなり、物事に積極
的に取り組むことができます。競争社会で戦い抜いてきた学生たちとの交
流はとても刺激になり、積極性や向学心が高まりました。挑戦することで、
失敗もありましたが、それ以上に成長を遂げることが出来ました。留学中は
いっぱい挑戦していっぱい恥をかいて、失敗を成功に変えていきましょう。

失敗から成長できる留学

■費用と奨学金
寮費 5,000円／月
食費 4万円／月
通信費 2,800円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 11.5万円
奨学金 受給なし

国立嘉義大学／台湾

留学をするきっかけとなったのは「留学生音楽祭」に参加したことです。
当日、中国人男性2人のお世話をすることになり、そのときに中国語で話せ
たことがとても楽しかったです。大学1年の時に中国語を履修しHSK3級を
もっていたのですが、留学をしてみると台湾は中国と発音が違い、最初は
まったく話すことも聞くこともできませんでした。中国語を早く習得したい
人には語学学校もありますが、サークルに参加するのもお勧めです。国立
嘉義大学はスポーツが盛んで、サークルもお茶、漫画など多種多様です。
留学生のためのイベントも毎月のようにあり、台南に行ったりクリスマス
パーティーをしたり、近くで有名な阿里山に行ったりと盛りだくさんです。
留学に行く前はとても不安でしたが、行ってみると自力で行動する楽しさ
がありました。是非参加してみることをお勧めします。

自分で決断する楽しさ

■費用と奨学金
寮費 8,000円／月
食費 3万円／月
通信費 2,800円／月
保険代（学研災付帯の海外留学保険） 11.5万円
奨学金 受給なし

国立嘉義大学／台湾

台湾の嘉義市は都会の喧騒とはかけ離れた静かで落ち着いた街です。
私は現在、語学堂で週5日のクラスを受講しています。留学生は比較的少な
いですが、在学生の語学レベルが高く日々刺激を受けています。その他に
も、大学主催で様々なイベントが開催されるため台湾現地の学生との交流
の機会が多くあり、学んだことのアウトプットの場として非常に有意義な時
間を過ごしています。また、寮生活では3人のルームメイトとルームシェアを
するため、自然と中国語を話す練習ができ、語学勉強においてとてもいい
環境にあると思います。日本と台湾は文化が似ているとはいえ、慣れなけ
ればいけない部分もたくさんあり大変ではありますが、異国で生活し新し
い言語を学ぶことの楽しさを充分に感じられる留学生活を送っています。

新しい出会いと挑戦

 おお つじ たく と
大辻 拓仁さん（工学部）2022/9→2023/7

 おく だ ち ひろ
奥田 千尋さん（国際商経学部）2022/9→2023/7

●交換留学を経験した学生の帰国後報告書
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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。

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。

上海財経大学／中国
上海財経大学は1917

年に南京高等師範学校
に設置された商業専修
科を前身とする国立大
学です。学生数は約１
万５千人で、11学部38
専攻を設置していま
す。金融・経済・経営分野において有数の難関大学であり、他分
野ともに協調し発展する研究型の重点大学となっています。

国際文化交流学院（学部）で中国語を学ぶコースが用意され
ています。また、専門科目が英語で行われる学科が多数あり
ます。

国際文化交流学院（学部）で中国語を学ぶコースが用意され
ています。また、専門科目が英語で行われる学科が多数あり
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。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。

8月～9月にフランス語の講座を受講することができます。
（有料）
8月～9月にフランス語の講座を受講することができます。
（有料）

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
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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。

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。

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）

経済的に学資の支弁が困難と認められる優秀な
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

アメリカへの交換留学、または学位取得を目的とし
た留学をする学生
留学するにあたって財政援助の必要性を証明でき
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

修士または博士の学位取得を
目的として海外の大学院へ留学
する学生
学士以上の学位を取得した方ま
たは取得見込みの学生
※その他、語学・学業成績・年齢制限等

があります。

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

航空運賃など70万円と現地に
おいて5,775ユーロ(2023年度
派遣の場合）

（欧州での4ヵ月間の語学研修
と7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）
※期間は派遣国により異なる。

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）、ビジネ
ス、マーケティングなどを専攻
する学生（研修時に学部3年生
以上または 大学院に在籍）

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、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。

●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！

※2023年1月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。

 い とう あさ ひ
伊藤 麻妃さん（看護学部）2022/8→2022/9

バンガー大学／イギリス

バンガー大学英国研修では、授業で英語の表現や会話の楽しさを感
じ、現地を小旅行するプログラムでバンガーの文化と歴史を学びました。
ホストファミリーや現地の人と過ごした時間は、英語力の向上だけでな
く現地の人々の生活や文化に触れることができた貴重な経験です。コロ
ナの流行により他者との距離は遠く、海外はさらに遠い存在のように感
じていましたが、バンガーを訪れ人 と々交流したことで、他者との繋がり
や世界の広さを再認識することができました。多くの制限を経験した今
だったからこそ学びと感動の多い留学経験になったと思います。

「今」だから感じた留学の魅力

 い ざわ はる き
伊澤 陽希さん（社会情報科学部）2022/8→2022/9

バンガー大学／イギリス

バンガー大学英国研修に参加して、英国の文化や歴史を肌で感じることができ
ました。授業はすべて英語で行われ、議論も活発に行い、フィールドトリップでは
授業で学んだ場所を実際に訪れ、英国の建物や自然の壮大さを知りました。滞在
中は目に入るすべての光景が新鮮で、英語を用いて学び、生活するという日本では
できない体験をすることができました。ホストファミリーや現地の人 、々先生方など
たくさんの人との出会いもありました。もし参加していなければ会うことがなかった
方 だ々と思うと改めて人との“出会い”について考えることができました。この研修に
参加して、私にとってかけがえのない時間を過ごすことができ、感謝しています。

忘れられない3週間

「自ら社会に変革を起こしていくグローバルリーダー」として日本の未来を創る人材を育成する新たなプログラムです。2023年度～2027年
度までの第2ステージが開始しました。留学計画の内容により３つのコースがあり、実践活動に焦点を当てた幅広い留学を支援しています。
※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。

文部科学省と支援企業が官民協働で取り組む海外留学支援制度

奨学金内容
●毎月の支給金額　(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。
　※給付型奨学金です。（返還不要）
●留学準備金(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)
　※語学習得のみの場合は対象外です。
●支援期間　28日～1年以内(3ヵ月以上を推奨)

応募方法
大学公式サイト「トビタテ！留学JAPAN(下記QRコード)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へ提出
して下さい。

9 10



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）の登録が義務付けられています。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 心のカウンセリング

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。

2. 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。

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。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、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、国内外のグ
ローバルな環境の中で主体的に活躍することのできるグローバルリーダーの育成を目指します。プログラムにはグローバル課題の解決
に取り組むプロジェクト型科目や、海外研修、海外実務体験等があります。

※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NPO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。
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、
2022年度の春研修から、現地渡航のプログラムが再開されました。
派遣実績：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生必修）

グローバルプロジェクト入門（海外）
アメリカ

グローバルプロジェクト入門（海外）
タイ

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（いわゆるインターンシップ）をします。現地で
の実務内容は、学生が受け入れ機関と自主的に調整して決定しま
す。実務体験派遣期間は2月～3月にかけての2週間～1ヵ月程度で
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、2022年度から現地渡航の実務体験が再開されました。
派遣実績：アメリカ、オーストラリア、中国、フランス、ルーマニアなど

海外実務体験（GLEP2～4年生限定）

海外実務体験
香港

海外実務体験
フランス

「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（2022年度）は15～40万円程度（一部助成金支給あり）。社会情勢等の影響により費用や内容に変更が生
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

■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

留学生との交流ツアー
（姫路城）

留学生との紅葉狩り
（大山寺）

マレーシア人留学生との交流
（多文化交流イベント開催）
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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）
※必ず全大学の募集があるとは限りません。

180,000
ウォン～

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

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 2,500

バーツ～

国立嘉義大学 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 1,700

台湾ドル～

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：HSK5級 英語：TOEFL 
iBT® 71、IELTS™ 5.5、TOEIC® 725以上
中国語語学講座受講の場合は要件なし
GPA：3.0以上が望ましい

学生寮・
学外アパート 2名 ①5-6月

②12月
①2月
②9月 4ヵ月又は10ヵ月 12,000

台湾ドル～

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

上海財経大学 NEW 中国 中国語（英語） 全学
学部聴講の場合、中国語HSK3級 英語：IELTS6、
TOEFL80、TOEIC730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 確認中

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 900元～

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 900元～

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 1,800元～

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 1,500元～

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（R13,L13,S18,W21以上）
IELTS™ 6（4つのパートすべてにおいて6以上）
※注②

学生寮など 2名 ②12月 ②次年度
　2月 10ヵ月 752

豪ドル～

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 1,000
米ドル～

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 300

ユーロ～

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 又はその他の資格検
定試験においてCEFR B1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 100

ユーロ～

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

未定

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 インターン付コースの場合、TOEIC® 600相当の英語
スコア 学生寮 20名程度 12月 2-3月 4週間 52万円 なし

ハワイ大学 アメリカ 英語 全学

特になし

ホームステイ
プ ログ ラ
ムにより
異なる

11-12月 2-3月 3週間 54万円
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 73万円

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 60万円

短
期
研
修

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 なし

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 60万円

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、
台湾など

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

30名程度 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）

15-40万円 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 60名程度 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 8名 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 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、社会情勢等の影響で募集や派遣を中止することがあります。
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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

神戸商科キャンパス

GO GLOBAL
留学プログラム2023
交換留学
語学研修
短期研修
GLEP海外プログラム
トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム

海外留学・研修
国際交流センターの

プログラム
グローバルリーダー教育
プログラム（GLEP）

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！

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

……
……
………

……………　　GO GLOBAL  STUDY ABROAD 2023　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
………………………………………………

……
……
…

●海外留学・研修
Email :  kokusai@ofc.u-hyogo.ac.jp
Tel :  078-794-6683

国際交流機構

●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


