
１0．必要経費

１１．その他

＊本学に入学金および１年分の授業料を支払います。

＊ナバラ大学に１年分の授業料を支払います。

＊その他、渡航費用、ビザ取得に係る費用、生活費等は本人の負担となります。

＊ナバラ大学においてティーチング・アシスタント業務を行うことで、最長10ヶ月間

月額200ユーロが支給されます。

＊本学からの派遣学生に対し、１名分の渡航費がナバラ大学より支給されます。

（１）本プログラム修了後、本学博士課程に出願することができます。

（２）応募用紙等に記載されている個人情報は、入学者選抜、合格者発表等を行う

ために利用します。取得した個人情報は適切に管理し、利用目的以外に使用し

ません。

【問合せ先】

　神戸市外国語大学　研究所グループ大学院担当　

　〒651-2187　神戸市西区学園東町９丁目１　　

　Tel: 078-794-8238  Fax: 078-794-8160  e-mail: grad_kcufs@office.kobe-cufs.ac.jp

選抜料　  26,000円

入学金　423,000円
（神戸市民297,000円）

授業料 535,800円/年

その他、本学修士課程募集要項参照

授業料11,648ユーロ

本　　学 ナバラ大学

Primer Máster de 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en Japón

Programa de doble Máster
ofrecido por la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe
y la Universidad de Navarra

Si quieres formarte como profesor de español, 

apúntate a este programa pionero.

En colaboración con uno de los programas punteros en España, el del 

Instituto de Lengua y Cultura Española de la Universidad de Navarra.

　2018年11月、本学大学院は、スペインのUniversidad de Navarraスペイン言語文化研究所（ILCE）との間

でダブル・マスタープログラムに関する協定を締結しました。

　このプログラムでは、本学大学院の修士課程イスパニア語学専攻に入学後、１年生の後期よりスペイン、

ナバラ大学大学院へ留学し、１年間スペイン語教育法を学びます。帰国後、本学での学修と併せて２年間の

課程修了時に本学大学院とナバラ大学大学院の２つの修士の学位を同時に取得できる日本で唯一のスペイン

語教育法マスター・プログラムです。



1．対象学生 本学大学院修士課程イスパニア語学専攻

※本学大学院修士課程への出願については、「修士課程募集要項」をご覧ください。

http://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/graduate/requirements/

2．派遣先大学 ナバラ大学（スペイン　ナバラ州　パンプローナ市）
スペインを代表する私立総合大学で1952年創設。
ILCEは1967年に設立。学生数約13,000名。
うち大学院生約3,000名（修士2,000名、博士1,000
名）。 THEランキング301－350（2017）

3．派遣人数 ２名程度

4．プログラム期間 ２年間

5．応募要件

７．取得学位 両大学の学位授与の要件を満たす者は、以下の２つの修士の学位を取得することが

できます。

　・神戸市外国語大学大学院　修士（文学）

　・ナバラ大学大学院　修士（外国語としてのスペイン語教育法）

８. 学位授与の要件 ⑴ 神戸市外国語大学：所定の科目より30単位以上取得

　　（10単位はナバラ大学で履修、20単位以上は本学で履修）

　　　修士論文または課題研究の提出（及び最終試験に合格すること）

⑵ ナバラ大学：所定の科目を履修、実習を完了し、課程修了課題を提出すること

＊ナバラ大学で履修した科目のうち、指定の科目（最大10単位まで）を本学の単位

として認定します。

９．プログラム内容

ナバラ大学での履修科目はナバラ大学ホームページからご確認ください。
https://www.unav.edu/en/web/master-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/plan-de-estudios/asignaturas

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月

１年目

２年目

前期（神戸市外国語大学）
・Lingüística para profesores 
de español
・Lingüística comparada del 
español y el japonés
・Literatura en español para 
nativos de japonés

後期（神戸市外国語大学）
・Adquisición del lenguaje
・Literatura y filosofía 
españolas
・Otras asignaturas optativas

前期（ナバラ大学）
外国語としてのスペイン語教育法
マスタープログラム（MELE）
・MóduloⅡ
・MóduloⅢ

後期（ナバラ大学）
外国語としてのスペイン語教育法
マスタープログラム（MELE）
・MóduloⅠ

試
験

双
方
の
大
学
か
ら
学
位
授
与

前　　期 後　　期

１年目 神戸市外国語大学 ナバラ大学

２年目 ナバラ大学 神戸市外国語大学

本学大学院修士課程イスパニア語専攻への出願資格を満たす者。なお、入学試験におい
てナバラ大学が求めるスペイン語能力（CEFR C1レベル）を有しているかを判定する。
また、出願時に英語能力（CEFR Ｂ2レベル）を証明できるものを提出することが望まし
い。



１．対象学生 本学大学院修士課程イスパニア語学専攻

※本学大学院修士課程への出願については、「修士課程募集要項」をご覧ください。

http://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/graduate/requirements/

２．派遣先大学 ナバラ大学（スペイン　ナバラ州　パンプローナ）
　スペインを代表する私立総合大学で1952年創設。
　ILCEは1967年に設立。学生数約13,000名。
　うち大学院生約3,000名（修士2,000名、博士1,000名）。
　THEランキング301－350（2017）

３．派遣人数 ２名程度

４．プログラム期間 ２年間

５．応募要件 本学大学院修士課程イスパニア語学専攻への入学を許可された者で、

以下の⑴及び⑵に該当する者 

⑴ 神戸市外国語大学において１年目前期に10単位を取得見込みの者

⑵ 語学能力：英語（CEFR B2レベル）及びスペイン語（CEFR C1レベル）

６．応募方法・期間等 本学大学院修士課程に入学後、選考試験を実施します。

詳細は、入学後にご案内します。

6．取得学位 両大学の学位授与の要件を満たす者は、以下の２つの修士の学位を取得することが

できます。

・神戸市外国語大学大学院　修士（文学）

・ナバラ大学大学院　修士（外国語としてのスペイン語教育法）

7. 学位授与の要件 ⑴ 神戸市外国語大学：所定の科目より30単位以上取得

（10単位はナバラ大学で履修、20単位以上は本学で履修）

　　　修士論文または課題研究の提出（及び最終試験に合格すること）

⑵ ナバラ大学：所定の科目を履修、実習を完了し、課程修了課題を提出すること

＊ナバラ大学で履修した科目のうち、指定の科目（最大10単位まで）を本学の単位

として認定します。

8．プログラム内容

ナバラ大学での履修科目はナバラ大学ホームページからご確認ください。
https://www.unav.edu/en/web/master-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/plan-de-estudios/asignaturas

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月

１年目

２年目

前期（神戸市外国語大学）
・Lingüística para profesores
de español
・Lingüística comparada del
español y el japonés
・Literatura en español para
nativos de japonés

後期（神戸市外国語大学）
・Adquisición del lenguaje
・Literatura y filosofía
españolas
・Otras asignaturas optativas

前期（ナバラ大学）
外国語としてのスペイン語教育法
マスタープログラム（MELE）
・MóduloⅡ
・MóduloⅢ

後期（ナバラ大学）
外国語としてのスペイン語教育法
マスタープログラム（MELE）
・MóduloⅠ

試
験

双
方
の
大
学
か
ら
学
位
授
与

前　　期 後　　期

１年目 神戸市外国語大学 ナバラ大学

２年目 ナバラ大学 神戸市外国語大学



9．必要経費

10．その他

＊本学に入学金および１年分の授業料を支払います。

＊ナバラ大学に１年分の授業料を支払います。
＊その他、渡航費用、ビザ取得に係る費用、生活費等は本人の負担となります。

＊ナバラ大学においてティーチング・アシスタント業務を行うことで、最長10ヶ月 間   

　月額200ユーロが支給されます。  

＊本学からの派遣学生に対し、１名分の渡航費がナバラ大学より支給されます。

(１)本プログラム修了後、本学博士課程に出願することができます。

(２)応募用紙等に記載されている個人情報は、入学者選抜、合格者発表等を行う

ために利用します。取得した個人情報は適切に管理し、利用目的以外に使用し

ません。

【問合せ先】

　神戸市外国語大学　研究所グループ大学院担当　

　〒651-2187　神戸市西区学園東町９丁目１　　

　Tel: 078-794-8238  Fax: 078-794-8160  e-mail: grad_kcufs@office.kobe-cufs.ac.jp

選抜料　  26,000円

入学金　423,000円
（神戸市民297,000円）

授業料 535,800円/年

その他、本学修士課程募集要項参照

授業料11,648ユーロ

本　　学 ナバラ大学

Primer Máster de 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en Japón

Programa de doble Máster
ofrecido por la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe
y la Universidad de Navarra

Si quieres formarte como profesor de español, 

apúntate a este programa pionero.

En colaboración con uno de los programas punteros en España, el del 

Instituto de Lengua y Cultura Española de la Universidad de Navarra.

　2018年11月、本学大学院は、スペインのUniversidad de Navarraスペイン言語文化研究所（ILCE）との間

でダブル・マスタープログラムに関する協定を締結しました。

このプログラムでは、本学大学院の修士課程イスパニア語学専攻に入学後、１年生の後期よりスペイン、

ナバラ大学大学院へ留学し、１年間スペイン語教育法を学びます。帰国後、本学での学修と併せて２年間の

課程修了時に本学大学院とナバラ大学大学院の２つの修士の学位を同時に取得できる日本で唯一のスペイン

語教育法マスター・プログラムです。

2020年9月1日改定
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