
留学の種類について 

短期留学プログラム 【夏・春休み】 

夏休みや春休みを利用して、2週間～1ヶ月程度の期間、海外の大学等で語学を学ぶとともに異文化を肌で
感じることのできる海外研修です。研修先は5種類あり、全ての研修が毎年実施されるわけではなく、いくつか
の研修は隔年の実施となります。短期海外研修に参加して、十分な成果を上げた場合、所定の手続きをとる
ことで、本学の単位として認定を申請することが可能です。また、「大学主催短期海外研修参加費補助金支給
規程」により、参加費用の一部補助が受けられます。 「大学主催短期海外研修参加費補助金」の詳細につい
ては13ページを確認してください。 

長期留学プログラム 【半期or１年】 

長期留学プログラムには3種類の留学形式があり、受入れ先で修得した単位は、本学の単位として認定され
ます。（ただし、所属学部の教授会で適当と認められたものに限ります。）また、「神戸学院大学交換・派遣奨
学金支給規程」並びに「同取扱細目」に定められた選考基準を満たせば、奨学金が支給されます。 「神戸学
院大学交換・派遣奨学金」の詳細については13ページを確認してください。 

•協定大学との間で、留学生を相互に派遣・受け入れる
制度です。半年から1年間協定校に留学し、語学や専
門教育科目を受講します。 

交換留学 

•派遣留学と交換留学を組み合わせた制度です。前半
の半期は語学のみを集中的に学び、後半の半期は主

に専門教育科目を受講します。 
語学＋交換留学 

•協定大学等に、本学からのみ留学生を派遣する制度
です。半年から1年間協定校に留学し、語学や専門教
育科目を受講します。  

派遣留学 

区分 
短期留学プログラム 長期留学プログラム 

短期海外研修 交換留学 語学+交換留学 派遣留学 休学留学 

留学先 
カナダ、オーストラリア 

アメリカ、中国 
イギリス、オーストラリア

中国、韓国 
イギリス 

オーストラリア 
イギリス 
中国 

学生自身が決定 

期間 
夏休み又は春休み 
２週間～１カ月 

半期又は1年 1年 1年 休学期間中の期間 

本学への授業料 納付 納付 納付 在籍料 

留学先への授業料 
プログラム費用に含ま

れる 
免除 

語学：納付 
納付 自己負担 

交換留学：免除 

語学要件 なし あり あり あり 留学先による 

在学年数への算入 ○ ○ ○ ×（4年間での卒業不可） 

留学プログラム一覧表 
 



言語 大学名 国名、地域 留学の種類 
留学 
期間 

募集説明
会 

出願締切 選考 出発 帰国 語学要件等 

英語 

リーズ大学 
イギリス 
リーズ 

交換 

1年 

9月下旬 11月30日 12月上旬 2018年9月 2019年6月 
IIELTS for UKVI 6.0以上（各セク
ション5.5以上） 

語学 
＋ 
交換 

5月上旬 6月30日 7月上旬 2018年3月 2019年1月 
IELTS for UKVI 5.0以上（各セク
ション4.5以上） 

9月下旬 11月30日 12月上旬 2018年9月 2019年6月 
IELTS for UKVI 5.5以上（各セク
ション5.0以上） 

グリフィス大学 
オーストラリア 
ブリスベンほか 

交換 

1年 

5月上旬 6月30日 7月上旬 2018年2月 2019年2月 
IELTS6.0以上(各セクション5.5以
上) /TOEFL iBT 71 (ライティング
19以上、その他17以上 ） 

語学 
＋ 
交換 

5月上旬 6月30日 7月上旬 2018年3月 2019年2月 IETLTS5.5以上(各セクション5.0以
上)/TOEFL iBT64以上(各セクショ
ン15以上) 9月下旬 11月30日 12月上旬 2018年9月 2019年6月 

アルスター大学 
イギリス 
コルレーンほか 

派遣 1年 9月下旬 11月30日 12月上旬 2018年9月 2019年6月 
IELTS for UKVI 6.0以上（各セク
ション5.5以上） 

中国語 

東北師範大学 
中国 
長春 

交換 1年 4月下旬 5月12日 5月下旬 2017年8月 2018年7月 
学部生はHSK5級以上、大学院生
は6級以上、あるいは中国語圏へ
の留学経験（通年）を有する者 

大連理工大学  
中国 
大連 

交換 

1年 

4月下旬 6月30日 7月上旬 2018年2月 

2019年1月 
本学取得科目の評価がB平均、
またはそれ以上の成績を有する
者。中国語検定試験4級／HSK4
級以上の資格を有する者、またそ
れと同等以上の中国語の能力を
有する者。 
 

半年 2018年6月 

南開大学 
中国 
天津 

派遣 1年 5月上旬 6月30日 7月上旬 2018年2月 2019年1月 

本学取得科目の評価がB平均、
またはそれ以上の成績を有する
者。本学が開講する中国語初級
Ⅰ及びⅡの評価がSまたはA評価
である者。または、中国語検定協
会の実施する検定試験において、
4級以上の資格を有する者。 

韓国語 

韓国航空大学校 
韓国 
高陽 

交換 1年 

9月下旬 10月16日 10月下旬 2018年2月 

2019年1月 

生活に必要な韓国語の能力又は
それ以上の能力を有する者（韓国
語能力試験2級以上） 

祥明大学校 
韓国 
ソウルほか 

交換 1年 

生活に必要な韓国語の能力又は
それ以上の能力を有する者（韓国
語能力試験1級又は2級程度） 
 朝鮮大学校  

韓国 
光州  

交換 

1年 

半年 2018年7月 

研修名 国名 研修期間 期間 滞在形式 語学要件等 2017年度実施 

ジョン・アボット・カレッジ（JAC）夏期語学研修 カナダ 8月11日～9月3日 24日間 ホームステイ 毎年実施 ○ 

グリフィス大学 夏期研修 オーストラリア 8月16日～9月10日 26日間 ホームステイ 隔年実施 ○ 

アデレード大学 春期研修 オーストラリア 2月下旬～3月上旬 約24日間 ホームステイ 毎年実施 ○ 

アメリカ薬学研修 アメリカ 2月～3月 約2週間 ホテル 隔年実施 × 

中国研修セミナー 中国 8月～9月 約4週間 寮 隔年実施 × 

長期留学募集スケジュール 

短期留学募集スケジュール 



2017年度募集 
短期留学プログラム 

語学力にはまだ自信はないけれど、夏休
み・春休みを利用して３～４週間ほど語学
研修に参加したいという方には短期留学が
おすすめ！是非チャレンジしてみてください。 

ジョン・アボット・カレッジ（ＪＡＣ）夏期語学研修 

カナダ／モントオール 

 カナダのケベック州モントリオールでの研修です。モントリオールは英語とフランス語の2カ国語が話されている
地域で、街のいたるところで英語だけでなくフランス語の標識を見かけます。キャンパス内には綺麗な芝生があ
り、野生のリスたちが駆け回る自然豊かな環境です。研修では2クラスに分かれて、生活の中で使用する実践的
な英語を学びます。ただ座って授業を聞くのではなく、教師や学生と積極的にコミュニケーションをとることで英語
力を磨きます。また、JACの学生と放課後に交流する機会も多くあり、例年参加者は国境を越えた友人ができる
ようです。 
 また、本研修ではナイアガラの滝やトロントへの研修旅行、Japan Nightという日本の文化を紹介するイベントな
ど、授業だけでなくアクティビティも非常に充実しています。夏のカナダを満喫しながら英語学習に励みましょう！ 

＜研修概要＞ 
研修期間：2017年8月11日（金）～9月3日（日） 24日間 
募集説明会：KPC /4月18日（火） KAC/4月20日（木） 
研修内容：授業（月～金曜）、郊外での研修 
       （モントリオール市内見学、ナイアガラ・トロント研修旅行等） 
宿泊：ホームステイ（ナイアガラ・トロント研修旅行はホテル泊） 
募集人員：20名 
研修費用：約460,913円（航空運賃、研修費、空港税諸費用含む。） 
選考方法：書類、面接 

グリフィス大学夏期研修 

オーストラリア／ブリスベン 

＜研修概要＞ 
研修期間：2017年8月16日（水）～9月10日（日） 26日間 
募集説明会：KPC /4月18日（火） KAC/4月20日（木） 
研修内容：授業（月～金曜）、小旅行、現地企業訪問 
宿泊：ホームステイ 
募集人数：20名 
研修費用：約402,303円（航空運賃、研修費、空港税諸費用含む。） 
選考方法：書類、面接 

 オーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンにあるグリフィス大学付属語学学校で学ぶ研修です。クイーンズ
ランド州は、オーストラリアでもっとも急速な発展を続ける州です。特にビジネス、貿易、産業分野が急成長した
理由は、年間を通して温暖な気候、美しい森林とビーチ、安全で清潔な環境などが海外でも知られるようになっ
たことにあります。クイーンズランド州の州都、ブリスベンは人口160万人以上を有するオーストラリア第３の都市
です。街の中心をブリスベン川が流れ、川の両岸に広がる市街地には、19世紀に建てられた歴史的建造物と近
代的な建物が混在しており、新旧それぞれの趣がバランス良くかもし出されています。 
 語学学校では世界各地から集まった学生と同じクラスで英語を学習するので、多くの刺激を受けることができ
ます。授業の他には様々なアクティビティが楽しめる小旅行等が企画されており、オーストラリアの自然を楽しむ
ことができます。また、現地企業への訪問も企画されており、現地のビジネスについて学ぶこともできます。語学
学習だけでなく、オーストラリアの自然やビジネスも体験できる本研修で国際感覚を身につけましょう！ 

※短期海外研修参加費補助金有。詳細については13ページをご覧ください。 



アデレード大学春期研修 

オーストラリア／アデレード 

 アデレード大学はオーストラリア・南オーストラリア州アデレードにあるオーストラリアで最も伝統ある名門校で
あり、世界80カ国からの留学生が学んでいます。アデレードは丘と海に囲まれ、伝統と近代、都市と緑がバラン
スよく調和した街であり、開拓時代の建物が今なお大切に保存されています。 
 本研修ではホームステイをしながら、英語とオーストラリアの文化や歴史を学びます。また、アデレード市内散
策や野生の動物に出会うことができるカンガルー島ツアー、オーストラリア伝統のブッシュダンス等も楽しむこと
ができます。寒い日本を飛び出して、暖かいオーストラリアで自然を満喫しながら英語学習に励みましょう！ 

 
＜研修概要＞ 
研修期間：2018年2月上旬～3月上旬  約24日間 
募集説明会：10月上旬予定 
研修内容：授業（月～金曜）、小旅行（カンガルー島等） 
宿泊：ホームステイ 
募集人数：24名 
研修費用：約489,230円（昨年度。航空運賃、研修費、空港税諸費用含む。） 
選考方法：書類、面接 

 モントリオールは涼しく、とても過ごしやすい場所で、スーパーでずらっと陳列されたカラフルな商品や道行く人々、
私たちにとっては何もかもが新鮮に感じられました。平日は毎日学校に通い、現地の先生方と共に英語を学びます。
そこで学んだ英語をホストファミリーや現地の方々との会話の中で実際に使えた瞬間、それはとても嬉しいものでし
た。 
 ホストファミリーや現地の友人には、どこに行きたい、何がしたいなど自分の意志とは違って伝わることも多々あり
ました。日本では、言葉で伝えなくても理解してもらえるだろうという暗黙の了解が存在しますが、海外では言葉にし
て伝えなければ、伝わりません。現地の方々に私が何をしたいのか、何を食べたいのか、どうしたいのかをうまく伝
えられるかという不安のなか、少しの勇気をもって伝えたとき、彼らはいつも私の意志を尊重してくれました。 
最も重要なことは、英語力でも単語数でもなく、伝えたいという意志、 
姿勢をもち、示し、伝えようと努力することだと学びました。 
これらは実際に現地の方々と交流することなしには、学び得なかったことです。 
 この研修を通して私にとっての一番の収穫は、お世話になった方々やその他 
海外の方々にもっと日本を知ってもらいたい、好きになってもらいたいと強く感 
じている自分に気づかされたことです。そしてその思いはまだ明確ではありま 
せんが、今の私の目標、夢となり、日々、残された貴重な学生生活を過ごして 
います。 

2016年度 ジョン・アボット・カレッジ（ＪＡＣ）夏期語学研修参加者 
現代社会学部 児島 実和さん 

何もかもが新鮮に感じた初めての留学。 
最も重要なことは伝えようと努力することだと学びました。 

Japan Nightでの日本文化紹介の様子▶ 



1. 所在地   
  イギリス／西ヨークシャー州リーズ   
2.学生数   

   約32,000人 
3.募集人数 

   4名以内 
4.学年暦 
   Semester1: 9月中旬～1月中旬 
   Semester2: 1月下旬～6月中旬   
5.宿舎形態 
  寮 

6.募集概要及び留学費用(1￡ =140円で計算）  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.所在地 
  オーストラリア／クィーンズランド州 
  ブリスベーンまたはゴールドコースト 
2.学生数   
    約45,000人 
3.募集人数 
   4名以内 
4.学年暦 
   Trimester1: 2月下旬～6月中旬 
   Trimester2: 7月上旬～10月中旬   
   Trimester3:10月下旬～2月中旬 
5.宿舎形態 
 寮、アパート、ホームスティ 
6.募集概要及び留学費用（1AU$=87円で計算） 
 

 
 
 
 
 

グリフィス大学 Griffith University  

2017年度募集 
長期留学プログラム 

リーズ大学  The University of Leeds   

様々な留学制度を利用して長期留学へ行く
ことができます。海外の大学への長期留学
を憧れだけでは終わらせないでチャレンジ
してみませんか？ 

留学の
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願 
締切 

選考 出発 帰国 語学要件等 
学費 

家賃（1ヵ月） 

本学 派遣先 

交換 

1年 

9月 11月末 12月 2018年9月 2019年6月 
IELTS for UKVI 6.0以上
（各セクション5.5以上） 

納付 免除 

約4.6～10.3万円 語学 
＋ 
交換 

5月 6月末 7月 2018年3月 2019年1月 
IELTS for UKVI 5.0以上 
（各セクション4.5以上） 

納付 約73万円 

9月 11月末 12月 2018年9月 2019年6月 
IELTS for UKVI 5.5以上 
（各セクション5.0以上） 

納付 約43万円 

7.特色   
質の高い教育を行っていることで、国
際的に評価の高い大学。卒業生の多
くは産業界、商業界、政府機関などの
重要なポストで活躍しています。また、
留学生のために様々な施設や設備を
提供しています。  
現在100カ国以上から約4,000人の留
学生がリーズ大学で学んでいます。 

7.特色   
リゾート地ゴールドコーストに近い、ブリス
ベーンにある公立大学。その教育・研究方
法は高い評価を受けており、10の研究分野、
300以上の学位プログラムを提供していま
す。 
アジア国際関係学部を中心に、学生支援プ
ログラムを実施しています。  

 

留学の 
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願締
切 

選考 出発 帰国 語学要件等 

学費 

家賃（1ヵ月） 

本学 派遣先 

交換 

1年 

5月 6月末 7月 2018年2月 2019年2月 
IELTS6.0以上(各セクション5.5以
上) /TOEFL iBT 71以上 (ライティ
ング19以上、その他17以上 ） 

納付 免除 

約5.8～11.8万円 
語学 
＋ 
交換 

5月 6月末 7月 2018年3月 2019年2月 IETLTS5.5以上(各セクション5.0以
上)/TOEFL iBT 64以上(各セクショ
ン15以上) 

納付 約45万円 

9月 11月末 12月 2018年9月 2019年6月 

※交換・派遣留学奨学金有。詳細については13ページをご覧ください。 



東北師範大学  Northeast Normal University   

1.所在地   
  中国／長春 
2.学生数   
  約20,000人  
3.募集人数 
  若干名 
4. 学年暦 
   Fall Semester: 9月～1月 
   Spring Semester: 2月～7月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1RMB=16円で計算） 
 

 
 
 
 
 

大連理工大学  Dalian University of Technology   

1.所在地 
   中国／大連   
2. 学生数   
   約24,000人  
3.募集人数 
   3名以内 
4.学年暦 
   Fall Semester: 9月～1月 
   Spring Semester: 3月～7月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1RMB =16円で計算） 
 

 
 
 
 
 

Q：留学しても4年間（薬学部は6年間）で卒業できますか？ 

A：4年間（または6年間）での卒業の可否は、所属する学部・学科や留学時期に  
よって異なります。協定校への留学の場合、留学中の在学期間も修業年限に通算さ
れ、留学先で取得した単位は帰国後に本学の卒業所要単位に認定することが可能で
す。ただし単位認定は所属学部の教授会で適当と認められたものに限ります。 

7.特色   
中国の国家教育部直属の重点大学の一つ。 
現在19の学部を有する教育系総合大学。教育学、
歴史学、生命科学、生態学などの学科に強みを持
ち、歴史、中文、生物分野における人材教育や科
学研究の拠点となっています。 

留学の
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願 
締切 

選考 出発 帰国 語学要件等 
学費 家賃 

（1ヵ月） 本学 派遣先 

交換 1年 4月下旬 5月12日 5月下旬 2017年8月 2018年7月 

学部生はHSK5級以上、大
学院生は6級以上、あるい
は中国語圏への留学経験
（通年）を有する者 

納付 免除 約1.5万円 

留学の 
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願締切 選考 出発 帰国 語学要件等 

学費 

家賃（1ヵ月） 

本学 派遣先 

交換 

1年 

4月下旬 6月30日 7月上旬 2018年2月 

2019年1月 
本学取得科目の評価がB平均、
またはそれ以上の成績を有す
る者。中国語検定試験4級／
HSK4級以上の資格を有する
者、またそれと同等以上の中

国語の能力を有する者。 
 

納付 免除 
約1～2.6万

円 

半年 2018年6月 

7.特色   
中国全土の理系大学の中でも入学基準が非常
に高い難関校であり、国家重点大学にも選定さ
れています。 
約200名の外国人留学生のうち、日本人学生を
70名以上受け入れるなど、日本の大学との交
流も盛んです。市の中心部から離れた立地条
件は, 留学に適した静かな落ち着いた環境です。  



祥明大学校 Sangmyung University  

1.所在地 
   韓国／ソウルほか  
2. 学生数   
   約10,400人  
3.募集人数 
   2名以内 
4. 学年暦 
   Fall Semester: 9月～12月 
   Spring Semester: 3月～7月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1KRW=0.1円で計算） 

 
 
 
 
 
 

Q：語学力に自信がないのですが大丈夫ですか？ 

A：出発の約6ヶ月前には各留学先が設定している語学要件を満たす必要がありま
す。目標を持って早めに学習を開始し、継続することで、語学力は確実に向上しま
す。なお、申込時には当要件を満たしている必要はありませんが、申込時点での語
学力を証明する書類が必要ですので、各留学先の募集要項にて確認してください。 
本学では、英語圏への留学を目指している人を対象としたIELTSテスト対策講座を
開講しています。興味のある方は募集説明会に参加してみましょう。 

7.特色   
1937年に女子教育から始まり、現在
は共学の私立総合大学です。 
合計12学部と幅広い分野で研究が
盛んです。特にＩＴと芸術デザイン分
野の教育に力を入れています。  

留学の 
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願締切 選考 出発 帰国 語学要件等 
学費 

家賃（1学期） 
本学 派遣先 

交換 1年 9月下旬 10月16日 10月下旬 2018年2月 2019年1月 

生活に必要な韓国語
の能力又はそれ以上
の能力を有する者
（韓国語能力試験1級
又は2級程度） 

納付 免除 約3.9～10.5万円 

韓国航空大学校  Korea Aerospace University   

1.所在地 
  韓国／高陽  

2.学生数   
   約6500人  
3.募集人数 
   2名以内 
4. 学年暦 
   Fall Semester: 9月～12月 
   Spring Semester: 3月～6月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1KRW =0.1円で計算） 

 
 
 
 
 
 

7.特色   
1952年に国立大学として創立され、現
在は私立大学です。航空関係のエキス
パートを輩出している大学。 
工学部、航空経営学部、教養学部の3
学部にそれぞれ3～5の専門学科を持
ち、学校名に「航空」とつくが教養学部
等の科目で航空関係以外のことも学ぶ
ことが出来る。 

留学の
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願 
締切 

選考 出発 帰国 語学要件等 

学費 
家賃 

（1学期） 
本学 派遣先 

交換 1年 9月下旬 10月16日 10月下旬 2018年2月 2019年1月 

生活に必要な韓国語の
能力又はそれ以上の能
力を有する者（韓国語
能力試験2級以上） 

納付 免除 約13万円 



朝鮮大学校  Chosun University   

1.所在地   
   韓国／光州 
2.学生数   
   約25,000人 
3.募集人数 
   3名以内 
4. 学年暦 
   Fall Semester: 9月～12月 
   Spring Semester: 3月～6月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1KRW=0.1円で計算） 
 

 
 
 
 
 

アルスター大学  University of Ulster   

1.所在地   
  イギリス／北アイルランド・コルレーンほか   
2.学生数   
   約24,000人 
3.募集人数 
   3名以内 
4.学年暦 
   Fall Semester: 9月下旬～1月下旬 
   Spring Semester: 1月下旬～6月中旬 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1￡=140円で計算） 

 
 
 
 

Q：留学前に学内で留学準備を行う場はありますか？ 

A：欧米圏への留学を考えている方はEnglish Plaza “い～ぷ
ら”をぜひ活用してください。“い～ぷら”は「英語を楽しみな
がら学ぶ」というコンセプトで両キャンパスに2016年4月にオー
プンしました！ネイティブのスタッフと英語でチャットやアク
ティビティを楽しむことができます。また月1回季節にあわせた
ハロウィーンイベントやクリスマスパーティーなどのイベントも
行われます。英語が苦手な人でも楽しめる初級者限定レッスンを
受けることもできます。積極的に利用して留学準備をしましょう。 

7.特色   
朝鮮大学校は17学部、学生総
数25,000人を数える韓国トップ
クラスの総合大学です。 
朝鮮大学校の卒業生からは、
財界・政界ともに優秀な人材を
多数輩出してきた韓国有数の
名門大学です。  

留学の
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願 
締切 

選考 出発 帰国 語学要件等 

学費 
家賃（1学期） 

本学 派遣先 

交換 

1年 

9月下旬 10月16日 10月下旬 2018年2月 

2019年1月 
生活に必要な韓国語の
能力又はそれ以上の能
力を有する者 
（韓国語能力試験1級又
は2級程度） 

納付 免除 約5.6～7.8万円 

半年 2018年7月 

7.特色   
アルスター地方最大の大学。世界
60ヵ国以上の国々から集まった留
学生が約1,000人という国際色に富
んだ環境です。 
演劇、アイルランド文学、食品学の
分野が注目されています。 

留学の
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願 
締切 

選考 出発 帰国 語学要件 

学費 

家賃（1ヵ月） 

本学 派遣先 

派遣 1年 9月下旬 11月30日 12月上旬 2018年9月 2019年6月 
IELTS for UKVI 6.0以上 
（各セクション5.5以上） 

納付 約100万円 約5.7～7.9万円 



南開大学  Nankai University   

1.所在地 
  中国／天津 
2. 学生数   
  約22,300人 
3.募集人数 
  3名以内 
4. 学年暦 
   Fall Semester: 9月～1月 
   Spring Semester: 2月～7月 
5.宿舎形態 
  寮 
6.募集概要及び留学費用（1RMB=16円で計算） 
 

 
 
 
 
 

2014年度 南開大学 
派遣留学生 
松本 伍朗さん 成長を続ける都市、天津。 

充実した1年間の留学経験を将来に生かしたい！ 

 2年前の短期研修で中国へ行き、魅力を感じ、派遣留学制度を利
用して再び中国へ。 
 私が中国語を学んだ天津市の南開大学がある場所は、中国の中
でも大きな都市のひとつです。2年前に訪れたときよりも街の成長を
感じることができました。高層ビルが立ち並び、今もなお建設中の建
物が多くあり、人も街も活気がありました。ビルには日本企業を含め
た外資企業が多く在籍していました。まだまだ成長が見込まれる都
市だと思います。地元の方との交流は本当に楽しく、みんなに優しく
してもらいました。友達にも恵まれ、皆さんのお陰で充実した留学生
活が送れたと思います。 
 今後は本学研究員を経て、大学院への進学を考えています。中国
を含めたアジア諸国の法律を研究したいと思います。 

Q：留学と就職活動を両立させることはできますか？ 

A：インターネット環境があれば、企業へのエントリーや情報収集等、留学と就職活動をあ
る程度両立させることは可能です。多くの企業が自社サイトで採用情報を公開しています。
自社サイト以外にも、リクナビ、マイナビ等の就職情報サイトを利用してエントリーする
こともできます。ただし、長期留学は滞在期間が長く、留学先により帰国の時期が異なり
ますので、出発前に就職活動に関してはキャリアセンターで相談し、計画的に就職活動を
進めてください。留学先でどのようなことを経験し学んだかが、就職活動にも大きく影響

することでしょう。 

長期留学にチャレンジした先輩が留学
を決めたきっかけや苦労したことなど
を見てみよう！ 

7.特色   
国内有数の名門大学で、故周恩来総理の
母校として知られています。21学部を有し、 
特に哲学社会科学分野には定評がありま
す。 
海外54大学と交流協定を結んでおり、 
留学生の受入も盛んで国際色豊かなクラス
で中国語を学ぶことができます。  

留学の 
種類 

留学 
期間 

募集 
説明会 

出願締
切 

選考 出発 帰国 語学要件等 
学費 

家賃（1ヵ月） 
本学 派遣先 

派遣 1年 5月上旬 6月30日 7月上旬 2018年2月 2019年1月 

本学取得科目の評価がB平均、
またはそれ以上の成績を有す
る者。本学が開講する中国語
初級Ⅰ及びⅡの評価がSまた
はA評価である者。または、中
国語検定協会の実施する検
定試験において、4級以上の
資格を有する者。 

納付 約23万円 約2.6～5.8万円 



 基本的に授業は韓国語の文法、作文、聞きとり、問題演習(主に韓国語能力試
験の問題がメイン)でした。僕は社交的な性格なのでクラスに僕しか日本人がいな

い、それどころか自分以外はみんな中国人という状況でも頑張れたと思います。
そして、その状況が自分を強くしてくれました。そうしているうちに本当に仲の良い
ドイツ人や中国人の友達が出来ました。毎日のように行動を共にし、本当に充実
した生活でした。また、光州の国際交流センターで積極的にワークショップに参加
して、英語を学んだり、一人でテジョンにも旅行に行ったりしました。とにかく留学
中はいろんなことにチャレンジして、たくさん友達も出来ました。そうしている内に、
韓国語は自然と伸びていました。 

 帰国してからもアルバイトがない日は常に21時まで図書館に居座り勉強しました。
その結果、たった４カ月の留学でしたが「韓国語能力試験」で216/300点 を取るこ
とができ、5級(190点以上)を取得できました。6級(一番高い級)には14点足りませ
んでしたが、満足のゆく結果でした。 

 韓国に留学して韓国の航空会社の客室乗務員になりたいという夢が膨らみ、
もっと専門的に航空の勉強をしてから就活に挑みたいと思ったので、専門学校に
行くことを決意しました。 

＜先輩からのアドバイス＞ 

生活するのに最低限必要な初級単語は頑
張って覚えていってください。慣れるまでは授
業で分からないことはその日に解決するよう
に！また、日本語が流暢な韓国人の友達はい
るに越したことはありませんが、自分が何を学
びにいっているのかを考えるようにしましょう。
あとは何事もチャレンジ！ひとりで色々なこと
に突っ込んでいくことをオススメします！ファイ
ティン！ 

  月 火 水 木 金 土 日 

午前 
課題など 
主に自習 

課題など 
主に自習 

教養中国語 
課題など 
主に自習 

課題など 
主に自習 

  

市内で服などショッピングしたり、
自由に使っていた。 
  
旅行をしたこともある。 
  

基本的には外国人の友達と遊
んでいました。 
 
※赤字は授業 
  

午後 

教養中国語 
  韓国語時事 

討論と聴取 

韓国語 
発表と報告書 

韓国語 
語彙と表現 

韓国語 
作文と読解 初級漢文 

  

夜 

 
裏門でご飯(韓国は日本の大学と違い裏門に小さな繁華街がある) 

  

課題 
  

その日の復習 

就寝(毎日午前1時くらい) 

 留学を決めた理由は、やはりもともと韓国が大好きだったから、その一心でした。
そして韓国語と英語を使う仕事がしたく、準備を兼ねて、その両方が学べる韓国
の朝鮮大学校を選びました。 
「韓国語が出来なければ困る」という危機感と、「充実した留学生活にしたい」とい
う思いで、１ヶ月間は今まで以上に必死にアルバイトで向こうでの生活費を貯め、
休憩時間や移動時間は勉強に費やしました。そして、留学に行く１週間前からは
アルバイトのお休みを頂き、毎日留学の準備と勉強の日々でした。 

＜大谷さんの留学中の週間スケジュール＞ 

2016年度 朝鮮大学校 
交換留学生 
大谷 慶一さん 

留学を決めた理由は韓国が大好きだったから。 
留学を通してさらに自分の夢が膨らみました。 



留学までの流れ 
説明会への参加 １ 

掲示板で自分の興味のあ
る留学プログラムの説明
会日時を確認し、参加して
みましょう。 
説明会に参加できなかっ
た場合は国際交流窓口で
も随時留学相談を行って
いますのでお気軽にお越
しください。 

２ 申込 

すべての留学プログラム（短期・長期関係なく）に
面接選考があります。 
遅刻および無断欠席等、私的な理由による面接
不参加は不合格の原因となります。面接選考後、
1週間を目処に選考結果の通知と共に、事前研修
の日程を発表します。面接選考の日程や面接結
果の掲示のお知らせは学内情報サービスでメー
ル配信を行います。各自、必ず携帯電話へのメー
ル転送サービスの設定などを行い、メール確認漏
れのないようにしてください。 
 

３ 面接選考 

４ 
事前オリエンテーション 
(6回～7回程度) 

すべての留学プログラムに事前オリエンテーショ
ンがあります。事前オリエンテーションでは、渡航
先でのプログラムに対する準備や危機管理につ
いてなど重要な説明を行いますので必ず出席し
てください。やむを得ず事前オリエンテーションを
欠席する場合は、必ず事前に窓口へ欠席届を記
入しに来てください。 

５ 渡航・査証申請手続き 

海外へ渡航するためには、旅券（パスポート）が必要です。留学プログラ
ム参加決定後、すぐに航空券の手配を進めるため、パスポートを所有し
ていない方は参加決定後、速やかにパスポート申請手続きを行ってくだ
さい。また、パスポートを所有していても、留学中に失効するもの、あるい
は留学先に入国する日から有効期限が6ヶ月未満のものは、更新する必
要がある場合もあります。長期留学の場合は、入国査証（ビザ）の申請も
必要となりますので、必要書類を揃えて早めに手続きを行うようにしま
しょう。 

６ 海外旅行保険への加入 

申込期間は留学プログラムにより異な
ります。短期研修の申込の際には参加
申込書と誓約書の提出が必要です。長
期留学の出願の際には語学能力を示
す合格通知書ないしは得点通知書と交
換･派遣留学生申込書、誓約書の提出
が必要です。 
申込書は募集説明会で配布するほか、
各キャンパスの窓口で入手できます。
不備なく申込書類を用意し、提出期限
は厳守してください。 

海外旅行保険とは、渡航中に発病・怪我をした、またパス
ポートやパソコンなどの携行品の盗難や紛失した時に備え
るためのものです。保険に未加入の場合、これらで発生し
た費用は全て自己負担となります。また海外での医療費
は高額であるため、本学では、万一に備えて海外旅行保
険に加入することを義務付けています。 

７ 支払い・キャンセルの場合（短期留学） 

事前オリエンテーションの際に参加費をお知らせします。（募集
説明会で案内する参加費はあくまで目安です。為替レートの変
動により、参加費が前年度より値上がりする可能性がありま
す。）振込期限までに必ず支払いをしてください。また、参加決
定後にやむをえず参加辞退する場合は、参加費を支払う前で
あってもキャンセル料が発生する場合があります。 

８ 渡航前 

渡航前に必要な提出物や登録は各自で確認をして、不備のな
いようにしましょう。 
また、家族と連絡が取れるように留学中の連絡先や帰国便等
の情報は伝えておくようにしてください。なお、「海外旅行保険
証書」のコピーと「パスポート」のコピーは必ず出発前に家族の
方へ渡しておいてください。 

９ 単位認定の申請 

短期留学プログラムは帰国後に報告書を提出するとともに、①
単位認定申請書類②修了証書を教務の窓口に提出する必要
があります。長期留学については単位認定のために、①単位
認定申請書②留学先大学発行の成績証明書③成績の評価基
準を示す文書④講義内容が書かれた文書等の提出が必要で
す。所定の期間内に必ず申請を行ってください。 

※海外研修等届の提出について（個人留学の場合） 
個人で海外への語学研修などに参加する際には「海外研修等届」を必ず国際交流支援事務
室に提出してください。また渡航先の危険情報は自分で情報収集するように心がけ、安全
管理に努めましょう。 



本学の留学プログラム参加に必要な語学試験 

英語圏：リーズ大学、グリフィス大学、アルスター大学 

IELTS 

IELTSは海外留学や研修のために英語力を証明する必要のある方、お
よびイギリス、オーストラリア、カナダ等への海外移住申請に最適なテス
トです。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼ全ての
高等教育機関で認められており、アメリカでもTOEFLに代わる試験として
入学審査の際に採用する教育機関が3,000を超え、英語力証明のグロー
バルスタンダードテストとして世界中で受験者が増え続けています。 

IELTS  for UKVI 

イギリスの協定校であるリーズ大学、アルスター大学に留学を考えてい
る方は、IELTS for UK Visas and Immigration (IELTS for UKVI) を受験し
てください。IELTS for UKVIは英国政府が公認しており、英国ビザ申請の
ために必要な英語能力証明テストです。英国ビザを取得するためには、
IELTS for UKVIのスコアが必要です。※受験しなければならないタイプは
「IELTS for UKVI Academic」ですので間違えのないように！ 

漢語水平試験 （HSK） 

アジア圏：東北師範大学、大連理工大学、韓国航空大学校、祥明大学校、朝鮮大学校、南開大学 

数ある中国語検定の中でもHSKは、中国政府が公認しており、全世界で875か所以上、114の国と地域で
実施されているので、中国国内外で中国語能力の公的証明として通用する資格です。中国政府公認の信
頼できる資格だからこそ、HSKは幅広い用途に活用することができます。試験の内容は中国語を用いたコ
ミュニケーション能力の測定に特化しており、より実用的な中国語能力の測定が可能です。筆記は1級か
ら6級、口頭試験は初、中、高級があります。 

中国語検定  

中国語検定は英語で言うと、英検にあたる日本人向けに特化した検定試験です。問題は日本語で出題さ
れ、試験会場も多いので、中国語を学び始めた人など最初の力試しにも向いています。また、試験の特徴
として通訳・翻訳能力を問う傾向が強いため、日本企業での活躍を目指す方向けとなっています。 

韓国語能力試験 （TOPIK） 

韓国語能力試験は、大韓民国政府（教育省）が認定・実施する唯一の韓国語（ハングル）試験です。韓国
語の教育評価を標準化し、韓国語学習者に学習方法を提示するとともに、韓国語の普及や、留学・就職
等の活用などを目的に、世界70カ国以上で一斉に実施されています。試験はリーディングとリスニングで
構成されており、6つのレベルに分けられています。 

詳細については、各試験の
公式HPを確認してください。 

TOEFL 

TOEFLテストは英語を母国語としない人々の英語力を測るテストです。大学のキャンパスや教室といった実
生活でのコミュニケーションに必要な、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能を総合的に測定します。アメ
リカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなど英語圏の9,000以上の機関が英語を母国語としない入学申請者
にTOEFLスコアの提出を要求しています。各セクション0～30点で評価されます。 
申込はオンライン申込か郵送での申込が可能です。 

前期（5月～7月）と後期（10月～
12月）に各10回ずつ、両キャン
パスで開講します。講師とのコ
ミュニケーションを重視した授業
を通じて、留学に必要な英語の
４技能（リーディング、ライティン
グ、リスニング、スピーキング）
を学ぶことができます。 
開講スケジュールや応募方法
等の詳細は問い合わせ窓口で
確認してください。 

IELTSテスト対策講座 



＜奨学金支給金額＞ 

  
支給金額 

半期 1年間 

奨
学
金
の
種
類 

①第1種交換留学奨学金 30万円 60万円 

②第2種交換留学奨学金 15万円 30万円 

③第1種派遣留学奨学金 
派遣先大学の授業料相当額 
（ただし本学の学費相当額を上限とする） 
および30万円 

派遣先大学の授業料相当額 
（ただし本学の学費相当額を上限とする） 
および60万円 

④第2種派遣留学奨学金 
派遣先大学の授業料相当額の2分の1 
（ただし本学の学費相当額の2分の1を上限とする） 
および15万円 

派遣先大学の授業料相当額の2分の1 
（ただし本学の学費相当額の2分の1を上限とする） 
および30万円 

＜奨学金支給選考基準＞ 

①第1種交換留学奨学金    
TOEFL成績が500点（インターネット版テストで61点）以上/IELTS成績が5.5以上または韓国語能力試験3級以上
/ハングル能力検定3級以上または中国語検定3級以上/HSK4級以上のいずれかを有し、学業成績の平均点が
2.0以上の者。 

②第2種交換留学奨学金  
 TOEFL成績が470点（インターネット版テストで52点）以上/IELTS成績が5.0以上または韓国語能力試験2級以上
/ハングル能力検定4級以上または中国語検定4級以上のいずれかを有し、学業成績の平均点が2.0以上の者。 

③第1種派遣留学奨学金   
TOEFL成績が500点（インターネット版テストで61点）以上/IELTS成績が5.5以上または韓国語能力試験3級以上
/ハングル能力検定3級以上または中国語検定3級以上/HSK4級以上のいずれかを有し、学業成績の平均点が
2.0以上の者。 

④第2種派遣留学奨学金   
TOEFL成績が470点（インターネット版テストで52点）以上/IELTS成績が5.0以上または韓国語能力試験2級以上
/ハングル能力検定4級以上または中国語検定4級以上のいずれかを有し、学業成績の平均点が2.0以上の者。 

＜語学＋交換留学の場合＞ 

  長期留学の一種である「語学+交換留学」の場合、「語学」部分は派遣留学とみなすため、対応する奨学金は、派遣留学奨学金（半
期）＋交換留学奨学金（半期）となります。 

＜授業料について＞ 

 交換留学の場合、授業料は本学に納入した学費で充当されますので、
留学先の授業料を支払う必要はありません。派遣留学の場合は、本学
の授業料、留学先授業料の双方を支払う必要があります。 

  本学授業料 留学先授業料 

交換留学 納付 免除 

派遣留学 納付 納付 

奨学金・補助金情報 本学では学生の自発的な留学・短期海外研修を奨励する
ために、奨学金制度と参加費補助金の制度があります。留
学の際にはぜひこれらの制度を利用してください。 

長期留学 ー神戸学院大学 交換・派遣留学奨学金ー   

短期研修 ー大学主催短期海外研修参加費補助金ー  

 本学では日本人学生の海外留学を推進するため、「大学主催短期海外研修参加費補助金支給規程」に基づき参加費の一部を補助
しています。ぜひ積極的に短期海外研修に参加してください。 

 本学では学生の自発的な長期留学を奨励するために、「神戸学院大学 交換・派遣留学奨学金」の制度があります。
長期留学の際にはぜひこの制度を利用してください。 

＜補助金支給金額＞ 
研修地域 支給金額 

A地域 
（欧州・北米・オセアニア地域を中心とし、B地域対象外の地域・国） 

3万円 

B地域 
（ＡＳＥＡＮおよびアジア諸国） 

1.5万円 

「学内情報サービス」に上記の規程を掲載していますので確認してください。 

学内情報サービス＞共有フォルダ＞規則集＞04.奨学金関係 



神戸学院大学学部留学規程 
制定 1994年4月1日 

 

(目的) 
第1条 この規程は、神戸学院大学学則(以下「学則」という。)第17条第4項により、本学学生の外国留
学について必要な事項を定める。 
(定義) 
第2条 この規程による留学とは、本学との間に協定を締結している外国の大学(以下「協定校」とい
う。)又は教授会が認定する外国の大学又は短期大学への留学をいう。 
(留学資格) 
第3条 留学を希望する者は、本学に原則として1年以上在学し、所定の単位を修得しておかなければ
ならない。 
(留学者の決定) 
第4条 留学者の決定は、所定の手続を経て当該学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。 
(留学の期間)(留学の期間) 
第5条第5条 留学期間は、原則として1学期又は1年とする。この間の本学学籍上の取扱いは、修業
年限に算入する。 
 留学期間は、原則として1年とする。この間の本学学籍上の取扱いは、修業年限に算入する。 
2 留学期間は、学則第5条に定める学期とし、学期の開始日又は終了日の前後に出国又は帰国する
場合は、いずれかの学期に読みかえるものとする。 
2 留学期間は、4月1日から翌年3月31日又は10月1日から翌年9月30日までとし、これらの日の前後に
出国又は帰国する場合は、いずれかの日に読みかえるものとする。 
3 前項の留学期間の読みかえは、教授会が行う。 
(単位の認定) 
第6条 留学期間中に修得した授業科目の単位の認定は、単位認定願により教授会が行う。 
2 教授会は、単位の認定のために必要がある場合は、単位認定願による審査のほか、面接又は試験
を行うことができる。 
(履修届の特別措置) 
第7条 留学する学年度に提出した履修届の効力は、次年度まで継続させることができる。ただし、留
学した者は、帰国後、所定の期日までに履修継続願を提出し、教授会の承認を得なければならない。 
2 留学した学年度の前期に履修した通年の授業科目が、帰国した学年度において不開講その他の
理由により前項の継続ができない場合は、教授会がその措置を決定する。 
3 留学した学生は、帰国後、所定の期日までに当該年度の履修届を提出しなければならない。 
(留学の取り消し) 
第8条 留学中の者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、教授会は留学を取り消すことが
できる。 
(1) 留学先において成業の見込がない者 
(2) 本学の学費等の納入を怠つた者 
(3) 留学生としてふさわしくない行為を行つた者 
(4) 本人の事情により留学を継続できなくなつた者 
(留学に対する助成) 
第9条 留学に対する助成は、別に定める。 
附 則 
この規程は、1994年4月1日から施行する。 
附 則(2013年4月1日) 
この規程は、2013年4月1日から施行する。 
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＜問い合わせ窓口＞ 

留学・国際交流
に関する問い合
わせはこちら！ 

今、このパンフレットを手にとってみて、漠然と留学に行ってみたいと感じたあなたは、「何が自分
に留学への興味を沸かせているのか」「なぜ留学したいのか」と自問自答してみてください。 

留学は楽しいことばかりではありません。授業についていけなかったり、容易に友人を作れず悩
むこともあるでしょう。しかし、留学に挑戦した先輩たちは、留学生活を振り返ってみて、たくさん
の試練が自己成長に繋がったと感じています。 
一度しかない大学生活を後悔のないように、チャレンジする気持ちを大切にしてください。 
All your  dreams can come true if you have the change to pursue them. 


