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く、自分の意見や信
念をしっかり持った方
ばかりでとても尊敬で
きました。勉強面で辛
いことがあった時は優
しく励ましてくださり、と
ても助かりました。今
まで外国の学生以外
の方と接する機会が

夢だった海外留学にあきらめずにチャレン
ジした
高校生の時から、留学したいという思いが
ずっとありましたが、留学するための語学力、
金銭面共に厳しいと感じていました。大学の
留学プログラムにリーズ大学への語学+学
部留学の制度が導入されことをきっかけに、
挑戦してみようと決めました。多くの方々の
協力のおかげで留学することができ、本当に
感謝しています。

個性を尊重し、表現しやすいイギリスに感
銘を受けた留学生活
リーズ大学の先生は優しい人ばかりで、質
問にも優しく答えてくださいました。授業の担
当の先生だけでなくチューターの先生も優し
く、勉強以外の相談にも乗ってくれます。学
部に移ると、個別に担任の先生が就いてく
れます。定期的に二者面談があり、とても
心強いです。学習面では、大学のウェブサ
イトに授業中に使われたスライド等が掲載さ

あまりなかったので、とてもいい経験になったと
感じます。イギリスは、一人一人が個性を大
事にし、自分を表現しやすい社会であること
を知り、感銘を受けました。

たくさんの人や場所との出会い
大きく変わった着眼点
留学先ではたくさんの人たちとの出会いが
あり、たくさんの場所に旅行に行くことができ
ました。フラットメイトや友人にも恵まれ、有
意義な生活を送ることができました。
旅行先では、レストランやカフェによって支
払い方が違うことに戸惑い、二時間席に座
りっぱなし、なんてこともありました。訪れた国
の博物館や美術館へ行き、その国の歴史を
感じて学んだり、その国の料理を食べること
が楽しかったです。イギリスはヨーロッパ圏の
国に旅行しやすいので、是非色々な国へ足
を運んでみてください。私は様々な観光地を
訪れてみることで、日本の観光地に足りない
ところや、逆にいいところなどを身を以って知る
ことができ、日本に帰ってからの着眼点も大
きく変化しました。
留学先では今まで自分が培った知識を存
分に活かすことができます。インプットしたこと
をアウトプットできる絶好の機会です。語学
面では特にそう感じました。
今後の生活でも、留学中に経験したことを
大いに活かすことができると思います。

れているので、予習復習にも便利でした。ま
た、図書館の開館時間が長いので、勉強の
ためによく利用していました。
課外活動では様々なソサイエティがあり、大
学のウェブサイトで見ることができます。サーク
ルや部活だけではなく、イベントやフィールド
ワークの告知のほとんどはメールで行われま
す。私は友達に誘われて参加することが多
かったです。
学校の活動だけでなく、フラットメイトに誘わ
れて、毎週日曜日に教会にも行きました。ク
リスチャンの方々の考え方や行動をよく学ば
せていただきました。皆さん、優しいだけでな

The University of Leeds
in UK
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 〔ゆっくり起床〕

PM

〔グループ活動〕
週ごとに課題が渡され、
グループでプレゼンを行い
ます。

〔Linc〕
好きな分野について学び
ます。私は
「Music&Society」
を選択しました。

〔Crime Project〕
週ごとに課題が渡され、
グループでプレゼンを行い
ます。

〔Linc〕 〔図書館で勉強〕
〔フラットメイトと過ごす〕
BBQをしたり、誕生日を
お祝いしたりしました。

NIGHT 〔Societyに参加〕 〔イベントに参加〕 〔教会の集まり〕 〔教会の集まり〕 〔友達とごはん〕 〔友達とごはん〕 〔翌週の準備 〕

〔リスニング・スピーキング・ライティング・リーディングのクラス〕 〔教会へ〕
大人から子供まで交流
する事で大学とは違う刺
激を受けます。
ランチは教会の方が誘っ
てくれます。

SCHOOLDAY HOLIDAY

授業中に使われ

MON
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自分を変えたいと志した留学
留学を志したきっかけは、自分の現状を変
えたいというところからでした。将来の夢や目
標、これから何をしていけばいいのかという自
分自身への問いに対する答えを留学をする
ことで見つけることが出来るのではと感じたか
らです。
留学までの約半年間、IELTSの勉強に取
り組み、合格基準のスコアを目指しました。
不安になった時もありましたが、神戸学院大
学の献身的なサポートもあり、スコアを取得
する事が出来ました。

充実したオーストラリアでの授業
オーストラリアの大学では、授業で出され
る課題の量が日本に比べてはるかに多く、
課題の種類も様々でした。僕が主に履修し
ていたビジネスの授業では、グループワークや
クラスメイトとのディスカッションが頻繁に求め
られます。最初は語学力への不安や緊張か
ら、うまく議論に参加できなかったり、タイムマ
ネジメントの難しさに苦しみました。そのた
め、留学当初はずっと図書館にこもり勉強し
ていました。授業を重ねるうちに、友達が出
来、周りの学生と協力する機会が増え、

を自力でし、様々な人と寮やシェアハウスで
１年間過ごしたことで、以前より何事にも主
体的に取り組む事が出来るようになりまし
た。生活面において最も成長したことが自主
性だと思います。
ブリスベンという都市はオーストラリアでも今
発展が著しい都市で、街が活気に溢れてい
ます。世界中の人を魅了するビーチのある
ゴールドコーストも近く、マリンスポーツを楽し
むには最高の場所です。フォーティチュードバ
レーと呼ばれる繁華街もあり、休日はよく友
達とご飯を食べに訪れました。

挑戦する気持ちを大切に！
オーストラリアは、すべての人が自分に合っ
た方法で勉強ができる国です。もし語学力
に自信がなくても、挑戦したい気持ちがあれ
ば、オーストラリアへの留学経験はかけがえ
のないものになるはずです。
１年間は本当にあっという間で、楽しくもあ
り挑戦的でもありました。自分の知らない環
境に身を置くことで、今まで発見できなかった
考え方や違いが見えてきました。これからも、
この培った経験を活かして、どんどん新しいこ
とに挑戦していきたいです。

徐々にそうした不安や緊張は無くなっていき
ました。授業では、講義が中心の日本とは
異なり、クラス内でのディスカッションが活発に
行われます。1人1人に意見が求められるた
め、出来るだけ予習をする必要があります。
こうしてインプットした知識を授業内で発信す
ることによって、学習テーマに関する知識が
深くなり、課題もより効果的に進めることが
出来ます。授業や課題をこなしていくうちに、
英語力がはるかに成長しました。実際に聞
き、話すということの重要性を再認識させら
れました。語学力はもちろんのこと、自分の
専門分野である経営学に関する理解がより
深くなったのを感じ、以前にも増して自信が
出てきた様に思います。

「多様性」を感じるオーストラリア
自主性を成長させることが出来た
オーストラリアという国を一言で表すとすれ
ば、それは「多様性」だと考えています。様々
なバックグラウンドを持った人々の異なった意
見、考え方や視点が社会で共有されていま
す。日本にいれば出会うことが無かった人た
ちと、シェアハウスや大学でのグループワーク
で出会うことが出来ました。家事や料理など

Griffith University
in Australia
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〔Organisational
Behaviour〕
組織での行動学

〔Branding and
Promoting New
Business Ventures〕

〔買出し〕
〔Intercultural
Management〕
経営戦略を学びます。

〔ジムでトレーニング〕
〔図書館で勉強〕
予習復習をしっかりしま
す。

〔課題〕
グループセッション、エッセ
イなどをこなします。

〔図書館で勉強〕
大学の図書館は、24時
間使えます。
パソコンも充実！

〔図書館で勉強〕 〔図書館で勉強〕 〔図書館で勉強〕
〔外出〕
ゴールドコーストや、友達
とランチに行きます。

〔フラットメイトと食事〕 〔ソーシャルスポーツ〕 〔授業〕 〔イベントに参加〕 〔大学のパーティに参加〕 〔買出し〕 〔図書館で勉強〕

HOLIDAY SCHOOLDAY HOLIDAY

〔遠出〕
一日オフなので、友達と
ゴールドコーストに行った
り、ブリスベンシティで買い
物をします。

りの学生と協力す

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM

PM

NIGHT

SCHOOLDAY

交換・派遣留学　リーズ大学　イギリス
交換留学

グリフィス大学　オーストラリア



文通を通じて深めた友情
もっと韓国語を学びたい
高校生の時に、母が見ていた韓国ドラマが
きっかけで韓国に関心を持ちました。韓国人
の高校生と文通を始めたことで、もっと韓国
語を身につけたいと思い、独学で勉強を始
めました。韓国に旅行に行った際に、3年間
文通をしていた友達に会いましたが、いざ話
すとなるとなかなか韓国語が出てこず、とても
もどかしい思いをしました。大学の授業だけ
ではなく、もっと韓国語を話す環境に身を置
いて勉強しようと思ったのが留学に行こうと
思ったきっかけです。

様々な文化を学べる韓日文化コンテンツ
私は韓日文化コンテンツ学科に所属して
いたので、日本語を学んでいる韓国人の学
生とたくさん交流することができました。授業
も友達と話すのも全て韓国語なので、話し
ているうちにいろいろな単語を自然に覚える
ことができました。クラスでは、日本人留学生
よりも、中国人留学生が多かったので、授
業も日中韓の文化や国家について比較する
ことが多かったです。その結果、韓国の文化
だけでなく、中国の文化についても学ぶこと
ができました。
どの授業も文化等を比較して考えることが
多かったので、日本で当たり前に感じていた
ことが外国ではあたりまえではないと知りまし
た。自分の考え方とはまるで違う考え方を持
つ人と交流することで、物事のとらえ方が変
わったことがこの留学で一番成長したと感じ
ることです。
韓国の大学は少人数授業なので意見を
求められることがとても多く、自分の意見を
しっかり主張する能力も付きました。

たくさんの異文化や人との出会い
韓国ならではの留学生活
はじめは自分の語学力にとても不安があり
ましたが、授業を通して友達もでき、語学
力が徐々についてくることを実感できると、楽
しく過ごすことができました。また、時間がある
時は可能な限り外出して、市場に行ってみ
たり、観光地ではない、地元の大学生に人
気のスポットに行ったりしていたため、たくさん
の異文化や人との出会いがありました。
神戸学院大学の授業では授業発表をす
ることがほとんどなかったのですが、祥明大学
校ではどの授業もグループを組み、取り組ん
だ課題の成果を発表する場がありました。
PPTの作り方や発表の仕方等どれをとっても
新しい学びがあり、とても勉強になりました。
休日はプサンや済州島に旅行をしたり、ホ
ンデのゲストハウスに泊まるなど、いろいろな

体験をしました。ドラマで見てから、ずっと行き
たいと思っていた小劇場にも行き、最後まで
韓国ならではの留学生活を送ることが出来
ました。

友人が教えてくれる韓国
とにかく外に出て、異文化を体験しよう
留学はじめは、授業内での専門用語など
についていくことが大変だと思います。です
が、授業までに教科書の翻訳や、関連する
日本の出来事などの予習をすれば、心配す
る必要はありません。また、韓国人の友人を
可能な限り早く作ることをおすすめします。授
業がない日や週末の過ごし方を教えてもらっ
たり、色々なところに連れて行ってもらえます。
　寮で週末を過ごすのではなく、用事がなく
ても、とにかく外に出てみてください。そして、
たくさんの異文化体験をしてください！

Sangmyung University
in South Korea
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〔図書館で勉強〕
大学の図書館は24時
間使えます。

〔カフェで勉強〕
〔韓日大衆文化コンテンツ〕
韓日のドラマや映画など大
衆文化を比較します。

〔ゆっくり起床〕 〔スーパーで買い物〕

〔異文化コミュニケーション〕
日中韓の文化の違いを学
びます。

　　〔友達と外出〕
地元ならではの市場など
ディープなスポットも行き
ました。

〔異文化コミュニケーション〕 〔カフェで勉強〕 〔カフェで勉強〕

〔カフェで勉強〕 〔授業の予習〕 〔友達とごはん〕 〔友達とごはん〕 〔市場でごはん〕 〔友達とごはん〕 〔授業の予習〕

〔カフェで勉強〕

〔友人と外出〕
休日はプサンやチェジュ
島にも旅行に行きまし
た！
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM

PM

NIGHT

SCHOOLDAY HOLIDAY SCHOOLDAY HOLIDAY SCHOOLDAY HOLIDAY

を見ることが出来ました。それは必ずしも良
いことばかりではないかもしれません。しかし、
本当の姿を知ることこそ最も意義があること
だと思いました。そして、これらは今後の自分
の財産になると思います。

有意義な留学生活を送るためには、自分
の目標を明確にして、その目標にどうすれば
近づけるのかを模索することが大切だと思い
ます。これから留学を考えている皆さん、頑
張ってください！

テイでしか感じられない台湾の文化に触れる
ことができました。
私たちの台湾での生活を常にサポートして
くれたのは長栄大学の学生のTA
（Teaching Assistant）達です。寮でも
一緒に生活をしてくれて、授業中もわからな
いところがあると丁寧に教えてくれました。同
い年とは感じられないくらい、頼れる存在で
した。TA達には感謝しかありません。
研修中は、自分の伝えたいことを表現する
言葉がなかなか出てこず、もっと中国語や英
語を話せるようになりたいと感じました。日本
にいた時は、言葉に困るという経験がなく、こ
のような気持ちを抱くことがありませんでした。
この経験はこれから語学の勉強をする上で
のモチベーションになると思います。この研修
を通して一緒に楽しめる仲間が出来、挑戦
していくことの大切さも実感しました。長栄大
学で得たことを、今後の自分の人生に活か
していきたいです。

学んだり、水墨画のオリジナルうちわの作成
するなど、とても充実したものでした。
土日のホームステイではマンゴー農家に泊
まりました。私のために、袋に包んだマンゴー
を１つ残しておいたものを収穫させてくれまし
た。不安だった言葉の壁が、ホストファミリー
の笑顔や優しい気遣いで無くなり、ホームス

台湾を知ることで日本の良さもあらためて
知ることができた
台湾での2週間は、いろいろなことが詰まっ
た充実した時間だったと思います。語学力の
向上だけでなく、台湾の文化に触れて、感じ
ることがたくさんありました。
授業内容は、文法や会話を体を動かして

もっと勉強したいと思えた中国への留学
もともと好きだった中国語を伸ばし、中国に
ついてより詳しく知りたいと思ったのが留学を
決めたきっかけでした。
留学中は、日々色々な国の学生と生活
を共にし、授業を一緒に受けることで国際的
な知識を得ることが出来ました。他国への理
解も深まり、留学後はかなりの語学力が身
につきました。
大連理工大学は素晴らしい学校です。国
際教育学院の先生方もみんな親切で、留
学生の生活全般から、勉強に関することま
でサポートしてくれます。環境は整っているの
で、あとは自分次第です。留学先では初め
て寮生活を体験し、食事面、健康面、掃
除、洗濯など全て自己管理しないといけな
いため、自己管理能力も身につけることがで
きました。また、この留学で中国の様々な姿

Chang Jung Christian University
in Taiwan

Dalian University of Technology
in China
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交換留学　祥
しょうめい

明大学校　韓国 夏期短期研修　長
ちょうえい

栄大学　台湾

交換留学　大
だいれんりこう

連理工大学　中国



01 説明会に参加
掲示板や学内情報サービス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。

02 申込
留学プログラムにより申込期間は異なります。期間中に以下の書類を窓口に提出してください。
申込書等は、各キャンパスの窓口で入手できます。
・申込書
・誓約書
・志望理由書
・語学能力を示す証明書のコピー ……等
また、学部指導教員、教務委員に留学希望の意思を伝え、十分に相談した上で申し込んでください。

03 学内選考
申込受付後、筆記・面接試験を行います。選考に合格すれば、派遣候補生として内定します。但し、期限までに
留学に必要な語学要件を満たす必要があります。その後、派遣生として正式に決定します。

04 事前オリエンテーション
事前オリエンテーションでは、留学までのスケジュール、準備や危機管理などについて重要な説明を行いますので必ず
出席してください。

05 渡航・査証申請手続き
パスポート、査証（ビザ）の取得が必要です。パスポートを所有していても、有効期間が不十分なものは、更新す
る必要があります。また、査証（ビザ）の申請も必要となります。必要書類を揃えて早めに手続きを行いましょう。

06 海外旅行保険への加入
渡航中の病気、怪我、携行品の盗難、紛失時に備えるため本学では、留学する際、必ず海外旅行保険に加入
することを義務付けています。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。

07 渡航前
渡航前に必要な提出物等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大学に提出し、家族の方にも渡してください。

08 留学中
各種報告書を国際交流支援事務室へ提出してください。

09 帰国後 単位認定
留学先で修得した科目は、合計60単位を超えない範囲で、本学において単位認定の申請が出来ます。

0101 説明会に参加

0202 申込

0303 学内選考

0404 事前オリエンテーション

0505 渡航・査証申請手続き

0606 海外旅行保険への加入

0707 渡航前

0808 留学中

0909 帰国後 単位認定
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派遣先の大学の学部専門科目を履修します。

前半期に派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に学習し、後半期に学部専門科目を履修します。

派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に学習します。

英語圏への留学に有効な英語力証明試験。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採用する教育機関が多い。英
語力証明のグローバルスタンダードテスト。
☆英国ビザを取得するためにはBritish Councilが主催する「IELTS for UKVI」のスコアが必要です。

□日本英語検定協会 IELTS事務所　　　　　　　□British Council
http://www.eiken.or.jp/ielts/　　　  　　　　　　　https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts

英語を母国語としない人々の英語力を測るテスト。主に大学の授業やキャンパス内等の、留学中のコミュ
ニケーションに特化した内容。「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能を総合的に測定する。

□ETS（Educational Testing Service）
https://www.ets.org/jp/toefl

中国語検定
日本人向けの中国語検定試験。問題は日本語で出題される。試験の特徴として通訳・翻訳能力を問う
傾向が強く、日本企業での活躍を目指す学習者向けとなっている。

□日本中国語検定協会
http://www.chuken.gr.jp/

中国語能力の公的証明として通用する資格。全世界114カ国で実施されている。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。筆記は1
級から6級、口頭試験は初、中、高級がある。

□HSK 日本実施委員会
http://www.hskj.jp/

日本人向けに行われる民間の検定試験。TOPICと並んで、韓国への留学、大学進学、就職などする時
の語学力の評価基準となっている。

□ハングル能力検定協会
http://www.hangul.or.jp/

大韓民国政府が認定・実施する唯一の韓国語試験。韓国語の普及や、留学・就職等の活用などを目
的に、世界70カ国以上で実施されている。リーディングとリスニングで構成され、6つのレベルに分けられる。

□韓国教育財団
https://www.kref.or.jp/examination

交換留学制度

□日本中国語検定協会
http://www.chuken.gr.jp/

□
http://www.hangul.or.jp/

語学＋学部留学

学部留学

派遣留学制度

語学留学

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
交換留学協定により、留学先大学への学費納入は必要ありません。更に、一定の条件を満たせば、交換留学奨学金の受給が可能です。
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
本学の学費及び留学先大学への学費納入が必要です。但し、一定の条件を満たせば派遣留学奨学金の受給が可能です。
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

http://www.hangul.or.jp/
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長期留学までのロードマップ 留学制度

留学に必要な語学試験

留学プログラム



語学 学部

ー A 1年 9月 9月 11月15日 12月

B A 1年 9月 9月 11月15日 12月

B A 1年 4月 4月15日 6月14日 7月

B ー 半期 4月 4月15日 5月中旬 5月

ー B 1年 4月 4月15日 6月14日 7月

B B 1年 9月 9月 11月15日 12月

B B 1年 9月 9月 11月15日 12月

B ー 半期 4月 4月15日 6月14日 7月

ー B 1年 9月 9月 11月15日 12月

B B 1年 9月 9月 11月15日 12月

B ー 半期 4月 4月15日 5月中旬 5月

ー B 1年 9月 9月 11月15日 12月

B B 1年 4月 4月15日 6月14日 7月

B ー 半期 9月 9月 11月15日 12月

カナダ トロント B ー 半期 9月 9月 11月15日 12月

韓国　高陽 A A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

A A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

ー A 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

ー A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

ー A 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

A ー 1年 5月 4月15日 6月28日 7月

A ー 半期 5月 4月15日 6月28日 7月

※　　上記のプログラムは変更・中止となる場合があります。

英語

韓国語

祥明大学校
※3

韓国　ソウル/チョナン

韓国航空大学校
朝鮮大学校
※3

韓国　光州

サザンクロス大学

A :交換留学制度

ソノマ州立大学
※1

B :派遣留学制度
プログラム

期間 説明会 出願開始 出願締切 選考

アメリカ
カリフォルニア

東亜大学校
※2

韓国　釜山ほか

言語 大学名 国名・地域

A ー 1年 5月 4月15日 6月14日 7月

A ー 半期 5月 4月15日 6月14日 7月

A ー 半期 5月 4月15日 6月14日 7月

中国　長春 ー A 1年 4月 4月15日 5月10日 5月

B ー 1年 5月 4月15日 6月14日 7月

B ー 半期 5月 4月15日 6月14日 7月

B ー 半期 5月 4月15日 6月14日 7月

中国語

南開大学
※2

中国　天津
東北師範大学

中国　大連大連理工大学
※2

A A 3ヶ月半 ４月 4月15日 6月14日 ７月

A A 3ヶ月半 10月 9月 11月15日 12月

EMBA・ISUGA
大学

フランス カンペール
フランス語
／英語

ヨーク大学

オーストラリア
リズモア/ゴールドコースト

イギリス　リーズリーズ大学

ミシシッピ大学 アメリカ
オックスフォード

A :交換留学制度 B :派遣留学制度

07 STUDY ABROAD 2019 08

2020年9月 2021年6月 ・IELTS for UKVI 6.0以上（各セクション5.5以上）

2020年9月 2021年6月 ・IELTS for UKVI 5.5以上（各セクション5.0以上）

2020年4月 2021年1月 ・IELTS for UKVI 5.0以上（各セクション4.5以上）

2019年10月 2020年3月 ・IELTS4.0以上　・TOEFLiBT45点（PBT450点）以上　・TOEIC500点以上　・実用英語技能検定準2級以上

2020年2月 2020年10月 ・IELTS6.0以上(各セクション5.5以上)

2020年9月 2021年6月 ・IELTS4.5以上(各セクション4.0以上) 

2020年11月 2021年6月 ・IELTS5.0以上(各セクション4.5以上)

2020年2月 2020年8月 ・IELTS4.0以上　・TOEIC500点以上　・実用英語技能検定準2級以上 

2020年8月 2021年5月 ・IELTS6.0以上　・TOEFLiBT 79点（PBT550点）以上/及び米式GPA2.0以上

2020年8月 2021年5月 ・IELTS5.5以上　・TOEFLiBT 69点（PBT523点）以上/及び米式GPA2.0以上

2019年8月 2019年12月 ・IELTS4.0以上　・TOEFLiBT45点（PBT450点）以上　・TOEIC500点以上　・実用英語技能検定準2級以上

2020年8月 2021年5月 ・IELTS6.0以上（各セクション5.5以上）　・TOEFLiBT 61点以上

2020年3月 2020年12月 ・IELTS5.0以上（各セクション4.5以上）　派遣前にTOEFLiBT 56点以上、もしくはIELTS5.5以上であることが望ましい

2020年3月 2020年8月 ・IELTS4.0以上　・TOEFLiBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定準2級以上

2020年3月 2020年8月 ・IELTS4.0以上　・TOEFLiBT 45点（PBT450点）以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定準2級以上

※1　語学+学部留学のみ、応募者が募集人数に満たない場合は、後期に再募集を行います。
※2　2月・8月･9月出発ともに応募者が募集人数に満たない場合は、後期に再募集を行います。
※3　8月出発のプログラムのみ応募者が応募人数に満たない場合は後期に再募集を行います。

2020年2月 2021年1月

2020年2月 2020年6月

2020年9月 2021年1月

2019年8月 2020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

2020年2月 2021年1月

2020年2月 2020年6月

2020年9月 2021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
・上記と同等以上の中国語の能力を有する者。

・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
・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

2020年2月 2021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（TOPIK）2級以上）

2020年2月 2021年1月

2020年8月 2021年7月

2020年2月 2020年7月

2020年8月 2021年1月

2020年2月 2021年1月

2020年8月 2021年7月

2020年2月 2020年7月

2020年8月 2021年1月

2020年2月 2021年1月

2020年2月 2020年7月

2020年8月 2021年1月

2020年2月 2021年1月

2020年8月 2021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（TOPIK）1級または2級程度）

①学部授業を受講する場合：韓国語能力試験（TOPIK）3級以上、またはそれ以上の能力を有する者
②語学堂（大学付属の語学学校）の場合：語学能力は問わない
①②ともにGPA2.0以上

出発

2019年9月 2019年12月

2020年9月 2020年12月
・IELTS4.0以上　・TOEFLiBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定準2級以上

帰国 語学要件等
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長期留学プログラムスケジュール



世界各国にある神戸学院大学の海外協定校をご紹介します。!

UK
L リーズ大学
UK

CHINA
L 大連理工大学
L 南開大学
L 東北師範大学

CHINA

TAIWAN
S 長栄大学

USA
S ニューヨーク州立大学フレドニア校
S デュケーン大学
L ミシシッピ大学
L ソノマ州立大学

USA

L ... ... P09-P13
S ... ... P14短期海外研修プログラム

長期留学プログラム

CANADA
S ジョン・アボット・カレッジ（JAC)
L ヨーク大学

CANADA

SOUTH KOREA
L 朝鮮大学校
祥明大学校

L 韓国航空大学校
L 東亜大学校

S/L

SOUTH KOREA

AUSTRALIA
S グリフィス大学
L サザンクロス大学

AUSTRALIA

FRANCE
エンバ・イスガ大学S/L

FRANCE

Semester1：9月中旬～1月中旬 学 生 数 約33,000人

Semester2：1月中旬～6月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学

宿 舎 寮

イギリス 西ヨークシャー州
リーズ

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。留学生の受け入れに積極的で、100カ国以上から約
4,000人の留学生が学ぶ。本学との学生交流も盛んで、
毎年数名のリーズ大学生を受け入れている。留学中は、
十分な語学力があれば専門科目を受講することができる。
また、専門科目受講に必要な語学力をつけるためのアカデ
ミック英語集中コースも用意されている。

学 年 暦
（留学対象期間）

州
ズ
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Session1: 3月上旬～4月下旬 学 生 数

Session2: 5月上旬～6月下旬 留学プログラム 語学

Session3: 7月上旬～8月下旬 宿　　舎 寮 ホームステイ

Session1: 2月下旬～6月中旬 学 生 数 約15,000人

Session2: 6月下旬～10月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学

Session3:10月下旬～2月下旬 宿　　舎 寮 ホームステイ等（キャンパスによる）

アメリカ ミシシッピ州
オックスフォード

Spring Semester：1月上旬～5月上旬 学 生 数 約18,000人

Fall Semester：8月初旬～12月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学

宿　　舎 寮

学 年 暦

1994年に設立された比較的新しい大学。学生へのサポー
トの充実度が高く評価されている。メインキャンパスのリズモ
アは世界遺産にも指定されている自然に囲まれている街。
地方都市のため、滞在費は比較的安価。附属語学学校
を併設しており、英語力を高めてから、教養科目や学部専
門科目を受講することができる。リズモア、またはゴールド
コーストのどちらか好きなキャンパスで学ぶことができる。

学 年 暦

カナダ オンタリオ州
トロント

オーストラリア クィーンズランド州 ゴールドコースト/
ニューサウスウェールズ州リズモア

カナダ最大の都市トロントにある総合大学。カナダ最大の
キャンパスを持つ。大学内に5,000人の留学生が在籍。
大学内の附属英語学校（YUELI）で「アカデミックプログ
ラム」を受講する。9つのレベルに分かれたプログラムで語学
を集中的に学びながら、現地の大学生と交流できるクラブ
活動などに参加できる。大学内はショッピングモールがあり、
地下鉄が直結。充実した設備を備えた国際的な大学で
ある。

（留学対象期間）
約55,000人（YUELIは年間約3,000人）

学 年 暦

総合研究大学として国内外に知られている。米国南部に
おいて、最も早期に女子学生を受け入れた革新的な大
学。卒業生には多くの連邦議員、州議会議員、市長、判
事、研究者を輩出している全米の一流大学。留学生向け
にIntensive English Program(IEP)を開講しており、
レベル別クラスで英語を集中的に学習した後、学部の授業
を受講することが可能。

（留学対象期間）

（留学対象期間）

ド

州
ト
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長期留学プログラム　短期海外研修プログラム

長期留学プログラム　一覧

1　リーズ大学

2　ヨーク大学

3　サザンクロス大学

4　ミシシッピ大学



アメリカ カリフォルニア州
（ソノマ郡） ローナートパーク

Spring Semester：1月上旬～5月上旬 学 生 数 約9,400人

Mid Spring Semester：3月下旬～5月上旬 留学プログラム 語学+学部、語学

Summer：6月中旬～8月初旬 宿　　舎 寮 ホームステイ

Fall Semester：8月初旬～12月中旬

フランス
カンペール

1st Semester：9月～12月 学 生 数 約530人

留学プログラム 語学+学部

宿　　舎 寮 アパート

韓国
光州

Spring Semester：3月～7月 学 生 数 約20,000人

Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学、学部

宿　　舎 寮

（留学対象期間）

（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

韓国南東部の都市、釜山（プサン）にある70年の伝統
のある名門私立大学。釜山は首都ソウルにつぐ韓国第二
の都市であり、最大の港町。グルメ、ショッピング、レジャー
など、観光の拠点として知られている国際都市。
語学留学では大学附属の語学堂で韓国語をはじめとする
韓国の文化を学ぶことができる。レベル別に分かれ、毎日4
時間受講する。学部留学では医学部以外を一定の語学
条件の下、受講可能。留学中は日本語堪能な学生がボ
ランティアに付き、生活全般をサポートしてくれる。

アメリカ北カリフォルニアにある総合大学。大学のあるロー
ナートパーク市は人口4万人の小都市。サンフランシスコか
ら車で約一時間の場所にある。地中海性のマイルドな気
候で生活しやすく、街はアットホームな雰囲気。語学留学
では、大学付属の語学教育施設（SSALI）にて受講。
語学＋学部留学では、条件付で学部の科目を受講でき
る。学内施設も充実しており、現地大学生と触れ合えるカ
ンバセーションパートナー制度など、留学生のサポート体制
も整っている。

学 年 暦

フランス西部、カンペール市にあるビジネススクール。
庭園を囲んだ静かな環境で、フランス語の授業（毎日1コ
マ）と英語でヨーロッパ社会、文化、ビジネス等についての
授業を受講する。日本人講師が在中し、いざという時には
日本語で相談にのってくれる。カンペール市運営のスポーツ
施設に EMBA学生と同じ条件（学割）で利用できるな
ど、サポート体制も充実。ケルトの影響を深く感じられる、カ
ンペールは歴史と文化と食を楽しむこができる。

学 年 暦

韓国
光州

年の伝統

1st Semester：9月～12月
（留学対象期間）
学 年 暦

Spring Semester：1月上旬～5月上旬学 年 暦
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韓国
光州

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約30,500人

Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学（専門科目も受講可）

宿　　舎 寮

韓国
ソウル/チョナン

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約10,400人

Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学（専門科目も受講可）

宿　　舎 寮

韓国
高陽

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約6,500人

Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学（専門科目も受講可）

宿　　舎 寮

（留学対象期間）
学 年 暦

（留学対象期間）

韓国の首都ソウルに位置する。明洞（ミョンドン）や東大
門（トンデムン）などの繁華街や、史跡名所等にも近い。
韓国語の授業の他、韓日文化コンテンツ学科では、日本
語を学ぶ現地学生と一緒に授業を受けることができ、交流
の機会が多い。その他にも様々な学部、学科の中から自
分の所属学部を選択できるので、自分の興味にあった分
野を学ぶことができる。

学 年 暦

学生数3万人超の総合大学。韓国の協定校の中で本学
との学生交流実績が最も多い。また、光州は味の都とも言
われており、食事が美味しいことでも有名である。日本人留
学生がほとんどいない環境であるため、韓国語学習には最
適の環境。韓国語の授業の他に、現地学生と専門科目
も受講可能。広大なキャンパスにはバラ園もあり、自然豊
かな環境である。

学 年 暦
（留学対象期間）

韓国
光州

中 本学

韓国
ン

） 東大

韓国
高陽
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ソウル北西部に位置し、ソウルから地下鉄で約15分とアク
セスも良好。市民憩いの公園を中心に、周辺には大型シ
ョッピングモールや百貨店が並んでいる。工学部、航空経
営学部、教養学部の3学部を持ち、「航空」大学校らしく
敷地内に滑走路を有する。留学生は必修の韓国語授業
の他、経営学部の専門科目を受講する。

5　ソノマ州立大学 8　朝鮮大学校

6　エンバイスガ大学 9　祥明大学校

7　東亜大学校 10　韓国航空大学校



中国
大連

第一学期：9月～1月 学 生 数 約24,000人

第二学期：3月～7月 留学プログラム 語学

宿　　舎 寮

中国
天津

第一学期：9月～1月 学 生 数 約22,000人

第二学期：2月～7月 留学プログラム 語学

宿　　舎 寮

中国
長春

第一学期：9月～1月 学 生 数 約25,000人

第二学期：2月～6月 留学プログラム 学部・大学院

宿　　舎 寮

（留学対象期間）

（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

大連は遼寧省（りょうねいしょう）第二の都市で国際貿
易都市。海に面した町であるため、北京と比べると空気が
澄んでおり、中規模都市で住みやすい。大学から町の中
心までバスが通っており移動は便利。各国から多くの留学
生が在籍しており、様々な国の人と交流できる。現地で
は、語学レベルによってクラス分けされ、自分の実力に合っ
た授業が受講できる

学 年 暦

天津は北京や上海と比べ、比較的中規模都市で、治安
もよく生活しやすい。留学生の受け入れに積極的で様々
な国の留学生と共に中国語をレベル別で学習できる。太
極拳・二胡などの文化講座やビジネス中国語、中国文化
里的故事、詩文朗読なども受講でき、留学生の行事
（運動会・旅行・スピーチコンテスト）も盛んである。

学 年 暦

吉林省の長春市にある教員養成大学。地方都市という
特徴から、日本人学生が比較的少なく、中国語漬けの環
境で勉強できる。学部または大学院の授業を履修する。
大学からバスで10分程度の距離には市場や商業施設、
飲食街があり、便利。
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　　カナダ モントリオール
募集人員 20名（最小催行人数16名）
研修期間 2019年8月9日（金）～9月1日（日） 24日間 予定
募集説明会 KPC /4月16日（火） KAC/4月18日（木） 予定
研修内容 ・授業（月～金曜） ・モントリオール市内見学　

・郊外での研修 ・ナイアガラ研修旅行
宿泊 ホームステイ（ナイアガラ研修旅行はホテル泊）
選考方法 書類、面接
研修費用 約500,000円【2018年度】航空運賃、空港税諸費用含む

オーストラリア ブリスベン
募集人員 20名（最小催行人数10名）
研修期間 2019年8月16日（金）～9月7日（土） 23日間 予定
募集説明会 KPC /4月17日（水） KAC/4月15日（月） 予定
研修内容 ・授業（月～金曜) ・小旅行（日帰り） ・現地企業訪問
宿泊 ホームステイ
選考方法 書類、面接
研修費用 約420,000円【2017年度】航空運賃、空港税諸費用含む

韓国 ソウル
募集人員 15名（最小催行人数8名 予定）
研修期間 2020年3月 21日間 予定
募集説明会 10月 予定
研修内容 ・韓国語の授業 ・韓国文化プログラム

宿泊 寮
選考方法 書類、面接
研修費用 約200,000円（未定） 航空運賃、研修費含む

フランス カンペール
募集人員 12名程度
研修期間 2020年2月下旬～3月下旬 26日間 予定
募集説明会 10月 予定
研修内容 ・授業（月～金曜） ・フランス語学習 ・文化体験

・校外学習 ・プレゼンテーション
宿泊 ホテル
選考方法 書類、面接　
研修費用 約480,000円【2018年度】（うち授業料200,000円免除枠有り）

オーストラリア アデレード

世界約30カ国

世界約30カ国、800以上の多彩なボランティアプログラムです。1週間から参加でき、内容は環境保護、チャイルドケア、社会福祉、教師アシスタント、イベント運営など
様々です。世界各国から集まる仲間たちと共同でボランティアを行います。

本学以外の機関が主催する短期留学やボランティアプログラム。参加希望者は外部機関へ直接応募し、各自が責任を持って渡航準備を進めます。
本学が推奨する次の2つのプログラムでは、安全に海外渡航できるよう、学内募集説明会や渡航前オリエンテーション等を通して本学がサポートします。
※本学を通して申込が可能です。ただし、渡航の手配・準備は各自で行います。

フランス、カンペールのエンバ・イスガ大
学にて、フランス語に加え、様々な文
化学習を行う研修。講義は英語で行
われる。テーブルマナー、絵画鑑賞、ダ
ンスなどの文化体験や、工場、要塞、
衣料品メーカー、中世の村の見学をす
る校外学習など、バラエティに富んだ授
業を受けることができる。

本学で一番の歴史がある研修。
（1987年開始）モントリオール郊外
にあるジョン・アボット・カレッジでの英語
研修。ホームステイや野外研修を通じ
て、カナダの人々や自然と思い切り触
れ合うことができる。

ソウル、祥明大学校の附属語学施設
で韓国語を3週間学ぶ短期研修。ソ
ウルキャンパスとは別の場所に位置して
いるが、日本語を学ぶ現地学生との交
流プログラムも研修に組み込まれてい
る。文化体験などを通じて、日韓の文
化の違いを学ぶことができる。

ブリスベンにあるグリフィス大学附属語
学学校（GELI）での英語研修（約
3週間）。レベル別のインターナショナ
ルクラスで授業を受けるため、他国から
の留学生とも交流できる。また、現地
企業訪問や、アボリジニー文化体験
等、ユニークな企画に参加できる。

･フィールドトリップ ・日本語を学ぶ現地学生のとの交流

本学の交流協定校であるアデレード大学English Language Centreが提供する5週間の語学留学（General English Program）です。各自のレベルに応じた
クラスで、各国の留学生とともに集中的に英語を学ぶと同時に、ホームステイを行います。

ル

に
研修
て
れ

ル

行います。
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11　大連理工大学

12　南開大学

13　東北師範大学

短期海外研修プログラム　一覧

ジョン・アボット・カレッジ（JAC）夏期語学研修

グリフィス大学夏期研修

ソウル短期研修（NEW！）

エンバイスガ大学春期研修（NEW！）

外部機関主催プログラム

1　アデレード大学短期留学

2　 CIEE海外ボランティア
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○神戸学院大学学部留学規程

制定 1994年4月1日
改正　2017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) 

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。

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。

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。

種類 出願資格

半期 １年間

【交換留学対象】
①第１種交換留学奨学金

・TOEFLiBT 61点(PBT 500点)以上
・IELTS 5.5以上
・韓国語能力試験 3級以上
・ハングル能力検定 3級以上
・中国語検定 3級以上
・HSK 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

30万円 60万円

【交換留学対象】
②第２種交換留学奨学金

・TOEFLiBT 52点(PBT 470点)以上
・IELTS 5.0以上
・韓国語能力試験 2級以上
・ハングル能力検定 4級以上
・中国語検定 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

15万円 30万円

【派遣留学対象】
③第１種派遣留学奨学金

・TOEFLiBT 61点(PBT 500点)以上
・IELTS 5.5以上
・韓国語能力試験 3級以上
・ハングル能力検定 3級以上
・中国語検定 3級以上
・HSK 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および30万円

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および60万円

【派遣留学対象】
④第２種派遣留学奨学金

・TOEFLiBT 52点(PBT 470点)以上
・IELTS 5.0以上
・韓国語能力試験 2級以上
・ハングル能力検定 4級以上
・中国語検定 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および15万円

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および30万円

【派遣留学対象】
⑤第3種派遣留学奨学金

・TOEFLiBT 45点(PBT 450点)以上
・IELTS 4.0以上
・TOEIC 500点以上
・実用英語技能検定 準2級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）

※平均点算式は20ページを参照してください

支給金額

3万円

1.5万円B地域
（ＡＳＥＡＮおよびアジア諸国）

支給金額

研修地域

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）

本学では学生の自発的な長期留学を奨励するために交換・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。詳細は、18～20ページを確認してください

本学では学生の海外留学を推進するため、地域ごとに参加費の一部を補助しています。
詳細は21～22ページを確認してください。

※奨学金の内容は変更される場合があります。 詳しくは各年度の募集説明会で確認してください。

15 STUDY ABROAD 2019

奨学金・補助金制度
 【長期留学】
交換・派遣留学奨学金

 【短期海外研修】
大学主催短期海外研修参加費補助金
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(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。 

―省略― 

附 則 

この規程は、2017年4月1日から施行する。 
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○神戸学院大学交換・派遣留学奨学金支給規程 

制定 1995年12月1日 

改正 2017年9月21日 

(目的) 

第1条 この規程は、神戸学院大学学部留学規程(以下「留学規程」という。)第9条及び神戸学院大学

国際交流基金運用規程第2条に基づき、留学に関する奨学金の支給に必要な事項を定め、本学の国

際交流の発展を図ることを目的とする。 

(留学の種類) 

第2条 この規程において、留学の種類を次の通りとする。 

(1) 交換留学 協定校との間で相互に交換する留学 

(2) 派遣留学 本学からのみ協定校に派遣する留学又は教授会が認定する外国の大学又は短期大

学に派遣する留学 

(名称) 

第3条 この規程により、支給する奨学金を神戸学院大学交換・派遣留学奨学金(以下「留学奨学金」

という。)といい、支給を受ける学生を神戸学院大学留学奨学生(以下「留学奨学生」という。)とい

う。 

(資格) 

第4条 留学奨学金は、交換・派遣留学生に採用された学生の中から、学業、人物ともに優秀な者に

対して支給する。 

2 本学の学生で交換・派遣留学中に卒業となる場合は、その資格を認めない。 

3 他の奨学金等(神戸学院大学同窓会寄贈事業・留学経費補助金を除く。以下同じ。)の支給をすでに

受けている場合は、本留学奨学金の支給を受けることはできない。ただし、交換・派遣留学生に採

用された学生であつて、他の奨学金等の支給が決定した後に、本留学奨学金の受給資格を取得し、

かつ、本留学奨学金の支給額が他の奨学金等の支給額を上回る場合は、本留学奨学金の支給額と他

の奨学金等の支給額との差額の支給を受けることができる。 

(支給額) 

第5条 留学奨学金の支給額は、交換・派遣留学奨学金取扱細目(以下「取扱細目」という。)に定める。 

(支給期間) 

第6条 留学奨学金の支給期間は、1学期又は1か年の留学期間とする。秋期出発で翌年度帰国の2年度

にわたる場合も留学期間は1か年とする。 

(支給人数) 

第7条 留学奨学金の支給人数は、取扱細目に定める。 

(募集及び出願) 

第8条 本学から送り出す交換及び派遣留学奨学生の募集は、交換・派遣留学生選考委員会の終了後
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すみやかに行う。 

2 留学奨学金の支給を希望する者は、所定の期日までに「神戸学院大学交換・派遣留学奨学生願書」

(以下「留学奨学生願書」という。)を提出しなければならない。 

(選考基準) 

第9条 留学奨学生の選考は、語学検定成績、学業成績及び面接とし、選考基準は取扱細目に定める。 

(選考及び決定) 

第10条 留学奨学生の採用は、出願者の中から国際交流支援委員会(以下「委員会」という。)の選考

を経て学長が決定する。 

(採用通知) 

第11条 留学奨学生の採用の決定は、本人及び保証人に通知する。 

(採用の取消) 

第12条 留学奨学生が採用決定の通知を受けたのち、所定の期日までに手続きをしないときは、採用

を取り消す。 

(廃止) 

第13条 留学奨学生が次の各号の一に該当するときは、留学奨学金の支給を廃止する。 

(1) 留学規程第8条の規定により、留学を取り消されたとき。 

(2) 留学奨学生願書に虚偽の記載があつたとき。 

(3) その他、留学奨学生としてふさわしくない行為があつたとき。 

2 前項の規定による廃止の処分は、委員会の議を経て学長が決定する。 

(取消及び廃止の通知) 

第14条 留学奨学生の採用の取り消し又は支給を廃止した場合は、本人及び保証人に通知する。 

(支給方法) 

第15条 留学奨学金は、留学奨学生が指定する本人名義の銀行口座に振り込むものとする。 

(返還) 

第16条 留学奨学生は、留学奨学金の返還の義務を負わない。ただし、第13条第1項の各号により廃

止になつたときは、当該留学奨学金は全額を返還しなければならない。 

(所管) 

第17条 留学奨学金に関する事務は、国際交流支援グループで取り扱う。 

 

附 則 

この規程は、1995年12月1日から施行する。 

―省略― 

附 則(2017年9月21日) 

この規程は、2017年9月21日から施行する。 
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神戸学院大学交換・派遣留学奨学金取扱細目  
制定 1995 年 12 月 1 日 

改正 2018 年 4 月 1 日 
 

1. 留学奨学金の支給額は次のとおりとし、国際交流支援委員会の議を経て学長が決定する。ただし、次の(1)および(2)におい

て、交換・派遣留学奨学金支給規程第3条第3項の事由に該当した場合には、当該の金額を減額して支給する。 

(1) 交換留学生 

 

 
(2) 派遣留学生 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. 留学奨学金の支給人数は次のとおりとする。 

(1) 交換留学生 

第 1 種、第 2 種交換留学奨学金を合わせて、交流協定校に派遣する交換留学生総数以内とする。 

(2) 派遣留学生 

第 1 種、第 2 種、第3種派遣留学奨学金を合わせて、交流協定校に派遣する派遣留学生総数以内とする。 

 

3. 交換・派遣留学奨学金の選考基準は次のとおりとする。 

(1) 交換留学生 

 

 

 

 

 

 

(2) 派遣留学生 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
4. 前項の学業成績の平均点は、次の算式による。 

S……S 評価の修得単位数 
A……A 評価の修得単位数 
B……B 評価の修得単位数 

3S 3A + 2B + C + 2N 
n 

＝平均点 C……C 評価の修得単位数 
N……N 評価の修得単位数 
n……総修得単位数

第 1 種交換留学奨学金 …… 年額 60 万円（ただし、留学期間が１学期の場合は 30 万円） 
第 2 種交換留学奨学金 …… 年額 30 万円（ただし、留学期間が１学期の場合は 15 万円） 

第 1 種派遣留学奨学金 …… 派遣先大学における授業料相当額（ただし、本学の留学奨学生の学費相当額（ただ
し、留学期間が 1 学期の場合はその学費相当額）を上限とする。）および 60 
万円（ただし、留学期間が 1 学期の場合は 30 万円）を支給。 

第 2 種派遣留学奨学金 …… 派遣先大学における授業料相当額（ただし、本学の留学奨学生の学費相当額 
（ただし、留学期間が 1 学期の場合はその学費相当額）を上限とする。） 
および 30 万円（ただし、留学期間が 1 学期の場合は 15 万円）を支給。 

第3種派遣留学奨学金 …… 派遣先大学における授業料相当額（ただし、本学の留学奨学生の学費相当額（ただし
、留学期間が 1 学期の場合はその学費相当額）を上限とする。）を支給。 

第 1 種交換留学奨学金 …… TOEFL iBT 61 点以上/ TOEFL PBT 500点以上/ IELTS 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。 

第 2 種交換留学奨学金 …… TOEFL iBT 52 点以上/TOEFL PBT 470 点以上/ IELTS 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。 

第 1 種派遣留学奨学金 …… TOEFL iBT 61点以上/TOEFL PBT 500点以上/ IELTS  5.5 以上または中国語検定3 
級以上/HSK４級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
のいずれかを有し、学業成績の平均点が 2.0以上の者。 

第 2 種派遣留学奨学金 …… TOEFL iBT 52点以上/TOEFL PBT 470点以上/ IELTS 5.0 以上または中国語検定 
4 級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 級以上のいずれか
を有し、学業成績の平均点が 2.0 以上の者。 

第3 種派遣留学奨学金 …… TOELF iBT45点以上/TOEFL PBT450点以上/ IELTS4.0以上/TOEIC500点以上/実用
英語技能検定準2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。 

5.   この取扱細目は一定の年月をもって見直すものとする。この見直しについては関係部署と協議のうえ、
国際交流支援委員会において行う。 

 
附則 
この取扱細目は、1995 年 12 月 1 日から施行する。 
―省略― 
附則 
この取扱細目は、2018 年 4 月 1 日から施行する。 
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○神戸学院大学大学主催短期海外研修参加費補助金支給規程 

 

制定 2017年4月1日 

(目的) 第1条 この規程は、「神戸学院大学国際化ビジョン」に基づき「日本人学生の海外留

学の促進」を推進するため、神戸学院大学が主催する短期海外研修の参加学生に対する研修参加

費の一部を補助することに必要な事項を定める。 

(名称) 第2条 この規程による研修参加費の一部補助金を神戸学院大学大学主催短期海外研修

参加費補助金(以下「研修補助金」という。)といい、支給を受ける者を神戸学院大学大学主催短

期海外研修参加費補助金受給生(以下「受給生」という。)という。 

(資格) 第3条 受給生は、本学の学部学生であり、本学が主催し、国際交流センターが所管す

る短期海外研修の参加決定者(以下「参加者」という。)とする。 

(重複採用) 第4条 同一人が在学中に重複して受給生となることはできない。 

(支給額) 第5条 研修補助金の支給額は、別に定める。 

(支給人数) 第6条 受給生の人数は、別に定める。 

(申請) 第7条 研修補助金の支給を受けようとする者は、所定の期日までに別に定める申請書

類を提出しなければならない。 

(選考及び決定) 第8条 受給生の採用は、国際交流支援委員会(以下「委員会」という。)の選考

を経て学長が決定する。 

(支給方法) 第9条 研修補助金は受給生が指定する本人名義の銀行口座に全額を振り込むもの

とする。 

(廃止) 第10条 受給生が次の各号の一に該当するときは、研修補助金の支給を廃止する。 

(1) 当該海外研修の参加を取りやめたとき。 

(2) 申請書類等に虚偽の記載があったとき。 

(3) その他受給生としてふさわしくない行為があったとき。 

2 前項の規定による廃止の処分は、委員会の議を経て学長が決定する。 

(研修補助金の返還) 第11条 受給生は、第10条第1項の各号により研修補助金の支給が廃止に

なったときは、研修補助金の全額を返還しなければならない。 

(所管) 第12条 この規程に基づく研修補助金に関する事務は、国際交流支援グループが取り扱

う。 

 

附 則 

この規程は、2017年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、2018年4月1日から施行する。 
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○神戸学院大学大学主催短期海外研修参加費補助金支給取扱細目 

 

制定 2017年4月1日 

1．趣旨 

この取扱細目は、神戸学院大学大学主催短期海外研修参加費補助金支給規程の規定に基づ

いて、実施について必要な事項を定める。 

 

2．研修補助金の支給額は次のとおりとする。 

A地域への研修…3万円（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） 

B地域への研修…1.5万円（ＡＳＥＡＮおよびアジア諸国） 

 

3．研修補助金の支給人数は次のとおりとする。 

  大学が主催し、国際交流センターが所轄する短期海外研修参加者総数以内とする。 

  

4．研修補助金の支給を受けようとする者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければ

ならない。 

（1）大学主催短期海外研修参加費補助金受給願書 

（2）誓約書（本人および保証人連署のこと） 

（3）研修補助金振込口座届 

 

5．この取扱細目は一定の年月をもって見直すものとする。この見直しについては関係部署

と協議のうえ、国際交流支援委員会において行う。 

 

附則 

この取扱細目は、2017年4月1日から施行する。 

附則 

この取扱細目は、2018年4月1日から施行する。 

 

 


