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  募集対象： 2017 年 1 月～12 月の間に派遣留学開始を希望する学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○応 募 締 切： ①交換留学：   2016 年 9 月 28 日（水） 

      ※１年生は 9 月 23 日（金）までに事前登録書もあわせて提出すること 

        ②長期派遣留学：   〃 10 月 27 日（木） 

※１年生は１０月 2１日（金）までに事前登録書もあわせて提出すること 

○派遣者選考： 2016 年 10 月～11 月 

 



 

神戸市外国語大学 海外派遣留学制度概要 
 
※留学の諸手続きは、原則として学生が各自で行います。      201６.６現在 

区分 
海 外 派 遣 留 学 

交換留学 長期派遣留学 スペイン派遣留学 短期派遣留学 

許可の種類 学長の留学許可を受けたもの 

留学先機関 交換協定締結校 

交流協定締結校 

または 

その他正規の４年制大学 

スペインの指定校 

UCLA Extension 

（米国／ロサンゼルス） 

アメリカ･インスティテュート 

（オーストリア／ウィーン） 

モスクワ大学ロシア語ロシア文化学院

（ロシア／モスクワ） 

北京語言大学(中国／北京) 

セゴビア市及び国立通信教育大学 

（スペイン／セゴビア） 

募集対象者 

（留学時） 
全学科・２年生以上 イスパニア学科２年生以上 全学科・全学年 

応募要件 

応募時に留学希望

大学の入学要件を

満たしていること 

英語圏留学者は、TOEFL 

iBT 61 または IELTS 

5.5 を満たしていること 

特になし 特になし 

留学期間 

原則として１年間 

（半年間も可） 
半年間または１年間 

約３ヶ月間 

(秋季または冬季) 
３週間～６週間 

留学期間は、在学期間に算入される 夏季または春季休暇中 

本学の授業料 納入が必要 ― 

留学先の授業

料 
免除 納入が必要 納入が必要 

留学費用の補

助 

本学授業料相当の留学費用の補助  

 １年間…50 万円 

 半年間…25 万円 

 

留学費用の一部 

15 万円 
一部、同窓会による補助制度あり 

(５万円) 

予算の範囲内 10 名 

滞在先 学生寮、ホームステイなど各校によって異なる 
学生寮、ホームステイなど各校によっ

て異なる 

単位認定 

留学先で取得した単位は、本学の基準に換算して、審査のうえ認定 

（原則として「専攻語学」「研究指導（国際関係学科は「卒業論文指導」）」

※それ以上の時間を履修した場合は、「海外派遣留学科目１～４」の単位として認定 

「海外協定校短期研修１」「海外協定

校短期研修２」の計２～４単位 

選考方法 学内成績・面接等に基づき選考 ― 

説明会 6 月中旬 4 月上旬 各プログラム実施前 

  

※上記は 201６年６月現在の内容であり、今後、内容や補助額が変動することがあります。 

 

  

荻野スカラシップ 
神戸市外国語大学卒業生の荻野 正明（おぎの まさあき）氏より御恵贈いただいた篤志を活用して、

チャレンジ精神の旺盛な大学院生・学部生の海外留学を支援する奨学金制度を、2014 年度より開

始しました。1 人当たりの上限が最大 250万円と、国内の大学では最高水準の奨学金であることが

大きな特色です。2014 年度派遣分（第 1 期）は３名が、2015 年度（２期）は計２名、2016

年度（第 3期）は 6名が選ばれました。詳しくは募集要項を参照してください。 

 



 

     
 

 交換留学 
留学先大学：交換協定を締結している 17大学 

留 学 期 間：原則として１年間（半年間も可）。開始時期は大学によって異なる。別紙参照 

授 業 料 ：本学の授業料の支払いが必要 ですが、交換留学先大学の授業料は免除 

応 募 要 件：留学希望大学の入学要件を満たしていること 
 

 長期派遣留学 
留学先大学：本学の海外派遣留学協定締結校 または その他の正規の４年制大学 

留 学 期 間：半年 または １年間（2016年 1月～12月の間に出発） 

授  業  料 ：本学の授業料と留学先大学の授業料、両方の支払いが必要  

※基本的に学期途中の出発は認めず、前期・後期試験終了後に出発とします。 

（４月、９月が主な出発時期）  

応 募 要 件：英語圏留学者は、TOEFL iBT 61 または IELTS 5.5 を満たしていること 
※ただし、最終的には留学先大学の入学要件を満たす必要があります。なお、選考の

時点で留学先大学の入学要件を満たしていない場合は、「条件付合格」となります。 

 

交換留学及び長期派遣留学の留学期間は、在籍期間中に合計して１年間を上限とします。 

（ただし、Elmira College のダブル・ディグリー制度は除く） 

Point！ 

英米学科、２部英米学科、国際関係学科→４年制大学で学部の授業を英語で受講すること 

ロシア学科、中国学科、イスパニア学科→各言語圏の４年制大学または相当教育機関の語学コースまたは 

学部授業を受講すること。もしくは、英語圏の大学学部で専攻語学の授業を受講すること。 

 

応募書類 
 ・「2017 年度海外派遣留学申請書」（交換留学、長期派遣留学それぞれの様式） 

 ・添付書類：英語圏の学部留学希望者は、TOEFLiBT®/IELTS スコアのコピー 

              エッセイ 英米学科・2 部英米学科・国際関係学科の学生は英語で記載 

            ロシア学科・中国学科・イスパニア学科の学生は日本語で記載＋各言語での要約 

       既に入学許可書を取得している場合は、そのコピー 

 ・一年生は、「2017 年度海外派遣留学事前登録書」（交換留学、長期派遣留学それぞれの様式）も提出 

 

選考基準（各 100 点 満点）     （ ）内は配点 

英米学科・２部英米学科 

国際関係学科 

前年度の成績（専攻語学）（２０） 

TOEFL/IELTS（２０） 

Application Essay（３０） 

面接（３０） 

ロシア学科 
前年度の成績（専攻語学）（７０） 

面接（３０） 

中国学科 
前年度の成績（専攻語学）（７０） 

面接（３０） 

イスパニア学科 
前年度の成績（専攻語学）（７０） 

面接（３０） 

 

 

 

 

海外派遣留学制度とは？ 

学内選考を経て大学から留学許可を受けた

者が、在学したまま海外大学協定校などへ 

留学すること 

 単位認定が可能！ 
 4 年間で卒業が可能！ 
 留学費補助制度あり！ 

海外派遣留学の種類 

１）交換留学 

２）長期派遣留学 

３）スペイン派遣留学 

４）短期派遣留学 

※1 年生の応募者は、1 年生前期の中間点を用います。 

※ロシア学科・中国学科・イスパニア学科の学生が、英語圏の大学学部で各言語の勉学をする場合は、

英米学科・国際関係学科の選考基準による。 

※ロシア学科・中国学科・イスパニア学科のエッセイは、面接時の参考資料として取り扱われます。 

今回の募集対象 



 

留学費用の目安（１年間 留学する場合） 
 

交換留学 本学授業料＋留学先生活費＋渡航費＋雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期派遣留学 本学授業料＋留学先授業料・生活費＋渡航費＋雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学費補助制度（本学） 
交換留学・長期派遣留学選考結果の順に、留学費用の補助が受けられます。 

 １年間で 50 万円 、半年で 25 万円  

※1 月～3 月出発者は、補助金の振込は 201７年 4 月以降となります。予めご了承ください。  

※語学スコア未達成等による条件付合格の場合は、正式合格後に割当ての対象となります。 

 
荻野スカラシップ（本学） 

チャレンジ精神旺盛な学部生・大学院生の海外留学を支援する本学独自の奨学金。休学留学も対象と

なります。 

留学先大学の授業料補助 150 万円（上限）＋留学準備金 100 万円で、支給額は最大 250 万円。 

2016 年度は 6名に支給されました。詳しくは募集要項を参照してください。 

 
外部奨学金について 

海外に留学する学生に対し、様々な奨学金支給団体が返済不要の給付型の奨学金を支給しています。

以下の奨学金は、本学の海外派遣留学制度を利用して協定校などに留学する学生を、本学が推薦する

奨学金です。申請は大学経由で行います。 

応募要件、スケジュールなどを募集要項でよく確認して応募してください。 

(1)学生からの応募を大学が取りまとめて推薦・申請する奨学金 
①トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム 
 2014 年度から実施されている官民協働の海外留学支援奨学金です。「世界トップレベル大学等
コース」、「新興国コース」、「多様性人材コース」などのコースがあります。 
支給額：１２～２０万円／月×留学期間など（給付型）＊支給額はコース等によって異なる 

     渡航費と授業料の一部も支給されます   ＊http://www.tobitate.mext.go.jp/ 
     実績：2014年度 1名、2015 年度 1 名、２０１６年度 4名 
 

国名 合計費用 

U.S. 

Canada    
約 200 万円 

Germany 

Spain 

ロシア    
約 150 万円 

中国 
 

約 130 万円 

国名 合計費用 

U.K. 

Australia   
約 350～400 万円 

U.S. 

Canada   
約 250～350 万円 

Spain 

 

約 200～250 万円 

ロシア 
 

約 150～200 万円 

中国 

 

約 130～150 万円 

メキシコ 

 
約 150 万円 

本学補助金（1 年間留学の場合

50 万円、半年間の場合２５万

円）や学内・学外の奨学金（本頁

下段以下参照）を受けた場合は、

その分、負担が軽減されます。 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg


 
②業務スーパー・ドリーム財団海外留学プログラム 
 支給額：１５万円／月×留学期間（給付型） ＊http://www.kobebussan.or.jp/overseas.html 

 実績：2014年度 4 名、2015 年度 3名、２０１６年度 4名 
  

(2)派遣留学の選考結果に基づき大学が支給団体に申請する奨学金（学生の申請は不要） 
①日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ） 「海外留学支援制度（協定派遣）」  
支 給 額：6 万円, ８万円, 10 万円／月×留学期間（給付型） ＊支給額は地域によって異なる 
留学先大学： 協定締結校 ＊http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_a/scholarship/jasso.html 

実績：2014 年度 14名、2015 年度 16名、２０１６年度 15 名 
 

②ＨＵＭＡＰ留学生推進制度（派遣）  
支 給 額：6 万円, ８万円, 10 万円／月×留学期間（給付型） ＊地域によって異なる  
留学先大学：Eastern Washington U、Augustana C、U of New South Wales、天津外国

語大学、復旦大学、東北師範大学、 
実績：2014 年度 2名、2015 年度 1 名、２０１６年度 1 名 
 

※いずれも 2016年 4月 1 日以降に出発する学生が対象です。 
※奨学金と本学留学補助費との併給はできません。奨学金間の併給も、不可ないし制限つきです。 
※その他、各国政府や財団等が提供している奨学金が多数あります。各自で応募してください。 

 

 

派遣留学決定後の出願手続きについて 
留学先大学への出願手続きは、原則として派遣留学生が各自で行います。  

 申込 → 面接 → 合格 → 留学先大学への出願  

 派遣留学生として決定した場合も、希望先大学の入学許可が下りなければ留学できません。 

 留学情報は、インターネット、国際交流センター備付資料、各学科教員に聞くなどにより収集し

てください。  

参照HP：・日本学生支援機構（留学情報および奨学金） 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info.html 

・各国大使館・総領事館 

 準備は早めに！！ 

 留学先の出願期限やビザ申請に必要な期間を確認の上、準備を進めてください。国によっては

学生ビザの申請に２ヶ月～３ヶ月かかる国もあります。 

 

派遣留学生としての役割 
 大学で選ばれた学生としての心構え 

 毎月の在籍確認と、定期レポートの提出 

 帰国後に留学経験者として体験談等に協力 

 
申込から決定までの流れ 

201６年  9 月 28 日（水） 交換留学 申込受付締切 

 ※1 年生は 9月 23日（金）までに事前登録をあわせて行う 

201６年 10 月１２日（水） 交換留学 面接選考 ⇒ 10 月 20日（木）発表 

 

201６年 10 月 27日（木） 長期派遣留学 申込受付締切 

 ※1 年生は 10 月 21日（金）までに事前登録をあわせて行う 

201６年 11 月 9日（水） 長期派遣留学 面接選考 ⇒ 12 月上旬発表 

 

201６年 12 月 14日  交換留学・長期派遣留学 決定者オリエンテーション(合同) 

 

2017 年 2～4 月  春季出発 

 

2017 年 8～10 月  秋季出発 

 

 



 

 

申請方法 

交換留学 

１）事前登録（１年生や編入生等、昨年の専攻語学の成績が出ていない者のみ） 

登録期限：2016 年 9 月 23 日(金) 17:00（登録用紙を提出） 

２）必要書類を、神戸市外国語大学消費生活協同組合（外大生協）に提出 
 申込書（担当指導教員の署名・押印を忘れずに！） 

 エッセイ（様式は後日ＨＰに掲載します。英米・２部英米・国際関係学科は選考の資料

となります。ロシア・中国・イスパニア学科については、面接の参考資料とします。） 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/international/abroad.html 

 英語学部留学の方は、TOEFL/IELTSスコアのコピー（正式な証明書が望ましい） 

 すでに入学許可書を取得している場合は、そのコピーを添付 

提出期限：2016 年 9 月 28 日（水） 17:00 

３）面接選考 
応募者は、全員面接選考を受けてください。順番は、申込締切の翌週に通知します。 

2016 年 10 月 12 日（水）午後 

待合室：共同研究棟１階 611・612 教室 

４）結果発表 
2016 年 10 月 20 日（木）（学内掲示・GAIDAI PASS） 

 

長期派遣留学 

１）事前登録（１年生や編入生等、昨年の専攻語学の成績が出ていない方のみ） 

登録期限：2016 年 10 月 21 日(金) 17:00（登録用紙を提出） 

２）必要書類を、神戸市外国語大学消費生活協同組合（外大生協）に提出 
 申込書（担当指導教員の署名・押印を忘れずに！） 

 エッセイ（様式は後日ＨＰに掲載します。英米・２部英米・国際関係学科は選考の資料

となります。ロシア・中国・イスパニア学科については、面接の参考資料とします。） 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/international/abroad.html 

 英語学部留学の方は、TOEFL/IELTSスコアのコピー（正式な証明書が望ましい） 

 すでに入学許可書を取得している場合は、そのコピーを添付 

提出期限：2016 年 10 月 27 日（木）17:00 

３）面接選考 
応募者は、全員面接選考を受けてください。順番は、申込締切の翌週に掲示します。 

2016 年 11 月 9 日（水）午後 

待合室：4AV教室 

４）結果発表 
2016 年 12 月１日（木）or12 月８日（木）（学内掲示・GAIDAI PASS） 

 

 決定者オリエンテーション 

※交換留学もしくは長期派遣留学に合格した方は、全員必ず出席してください。 
 

2016 年 12 月 14 日(水)13:00～14:00（予定） 
  


