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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 アイルランド  ダブリンシティ大学 

Dublin City University  (URL:http://www.dcu.ie/international/ ) 

募集人数 3 名 

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９月～１月 

第２学期 ２月～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 TOEFL-iBT61、又は IELTS 5.5以上が望ましい 

※留学先大学において、その専門とする学問分野について学習または研究

を行うに十分な語学力を有すること 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書 
４．TOEFL iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 
 
＊派遣決定後は、ダブリンシティ大学のサイトよりオンライン登録 
その他、以下の書類も必要です。 
１．成績証明書（英文） 
２．Learning Agreement 
３．語学力証明書 
 

募集分野 Humanities & Social Science 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先のダブリンシティ大学では学費を

徴収されませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を

納める必要があります。 

宿舎は大学の学生寮(およそ 300 ﾕｰﾛ～/月)あります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきダブリンシティ大学で修得した単位は、教授会の審議を

経て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定   

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail  econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ドイツ  ベルリン経済法科大学 

Berlin School of Economics and Law  

(URL: http://www.hwr-berlin.de/en/) 

募集人数 経済 5 名  

派遣時期・期間 

 

毎年１０月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

Summer semester 4 月～7 月  

※3 月～約 2 週間ドイツ語講座を受講できます。（無料） 

Winter semester 10 月～3 月 

※9 月～約 2 週間ドイツ語講座を受講できます。（無料） 

 

申請資格 TOEFL-iBT61、又は IELTS 5.5以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書 
５．TOEFL iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 
 
＊ 派遣決定後はベルリン経済法科大学のサイトよりオンライン登録 
その他、以下の書類も必要です。 
１．写真１枚（オンライン登録完了後に印刷した書類に貼付のこと） 
２．パスポートコピー（顔写真ページ） 
３．成績証明書 
４．TOEFL/IELTS スコアシート 

 

募集分野 Economics, Business Administration 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先のベルリン経済大学では学費を徴

収されませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納

める必要があります。その他別途 Semester fee/約€225（ID カード・

通学定期券）、寮の保証金/約€250 が必要です。（金額は変更する場合有） 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきベルリン経済法科大学で修得した単位は、教授会の審議

を経て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail  econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ドイツ キール大学 

Kiel University 

 (URL: http://www.uni-kiel.de/index-e.shtml ) 

募集人数 3 名  

派遣時期・期間 

 

毎年１０月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

Summer semester 4 月～7 月  

Winter semester 10 月～2 月 

申請資格 TOEFL-iBT61、又は IELTS 5.5以上が望ましい 

※留学先大学において、その専門とする学問分野について学習または研究

を行うに十分な語学力を有すること 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

申請書類を大学 HP よりダウンロードし、志望動機書などその他の 

必要書類を揃えて郵送する。 

募集分野 Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、キール大学では学費を徴収されませんが、本学に

在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生

活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきキール大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ドイツ マールブルク大学 

Philipps-Universität Marburg 

 (URL: https://www.uni-marburg.de/en ) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年１０月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

Summer semester 4 月～7 月  

Winter semester 10 月～2 月 

申請資格 TOEFL-iBT61、又は IELTS 5.5以上が望ましい 

※留学先大学において、その専門とする学問分野について学習または研究

を行うに十分な語学力を有すること 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

５．申請用紙 

６．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
７．成績証明書（和文） 
８．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

申請書類を大学 HP よりダウンロードし、志望動機書などその他の 

必要書類を揃えて郵送する。 

募集分野 Business and Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、マールブルク大学では学費を徴収されませんが、

本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要がありま

す。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきマールブルク大学で修得した単位は、教授会の審議を経

て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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経済学部・経済学研究科 

国際文化学部・国際文化学研究科  

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー ルーヴェン大学（オランダ語系） 

KU  LEUVEN  Faculty of Arts 

(URL: http://www.kuleuven.be/english/ ) 

募集人数 1，2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

申請資格 ・経済学部／経済学研究科、国際文化学部／国際文化学研究科の学生 

・一定レベルの英語力を必要とします。 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.kuleuven.be/admissions/exchange/instructions.html 

大学 HP よりオンライン登録。 

募集分野 ルーヴァン大学の Faculty of Arts との協定であるため、募集分野は人

文科学に限定されます。 

授業料等について 交換協定に基づき、ルーヴァン大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきルーヴァン大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 29 年 11 月 24 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 29 年 12 月 6 日（水）12:20～予定 

経済学研究科にて国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、

教授会に付議し決定する 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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 経済学部（経済学研究科）  

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー ルーヴェン大学（オランダ語系） 

KU  LEUVEN Economics and Business 

(URL: http://www.kuleuven.be/english/ ) 

募集人数 1 名   

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

申請資格 ・経済学部／経済学研究科の学生 

・一定レベルの英語力を必要とします。 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.kuleuven.be/admissions/exchange/instructions.html 

大学 HP よりオンライン登録。 

募集分野 Economics and Business 

授業料等について 交換協定に基づき、ルーヴァン大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきルーヴァン大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 

http://www.kuleuven.be/admissions/exchange/instructions.html


2017-10 更新 

 

       経済学部・経済学研究科 

国際文化学部・国際文化学研究科、法学部・法学研究科 

 派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー ルーヴェン大学（オランダ語系） 

KU  LEUVEN Social Sciences 

(URL: http://www.kuleuven.be/english/ ) 

募集人数 1 セメスターで各研究科 1 名   

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

 

申請資格 ・経済学部／経済学研究科、国際文化学部／国際文化学研究科、法学

部／法学研究科の学生 

・一定レベルの英語力を必要とします。 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.kuleuven.be/admissions/exchange/instructions.html 

大学 HP よりオンライン登録。 

募集分野 Social Sciences 

授業料等について 交換協定に基づき、ルーヴァン大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきルーヴァン大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 29 年 11 月 24 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 29 年 12 月 6 日（水）12:20～予定 

経済学研究科にて国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、

教授会に付議し決定する 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 

http://www.kuleuven.be/admissions/exchange/instructions.html
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経済学部（経済学研究科）  

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー UCL 

Université Catholique de Louvain  

(URL: http://www.uclouvain.be/en-index.html) 

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 ２～６月 

申請資格 ・経済学部／経済学研究科の学生 

・一定レベルの英語力を必要とします。 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

オンライン登録で申請後、必要書類を揃え郵送する。 

募集分野 Economics and Management  

授業料等について 交換協定に基づき、ルーヴァン・カトリック大学では学費を徴収され

ませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必

要があります。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきルーヴァン・カトリック大学で修得した単位は、教授会

の審議を経て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部（経済学研究科） 

国際文化学部（国際文化学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー ヘント大学 

UNIVERSITEIT GENT  Economics & Business Administration 

(URL: http://www.ugent.be/en ) 

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より 1 学期間もしくは１年間間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 TOEFL-iBT 87－109 以上 又は IELTS6.0 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 
※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.ugent.be/en/exchange/ 

オンライン登録で申請後、必要書類（語学力証明書・志望理由書等）

を揃え、E-mail で出願。 

募集分野  

Economics & Business Administration 

授業料等について 交換協定に基づき、ヘント大学では学費を徴収されませんが、本学に

在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生

活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきヘント大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 

http://www.ugent.be/en/exchange/


2017-10 更新 

経済学部（経済学研究科） 

国際文化学部（国際文化学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベルギー ヘント大学 

UNIVERSITEIT GENT  Faculty of Arts and Philosophy 

(URL: http://www.ugent.be/en ) 

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より 1 学期間もしくは１年間間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 TOEFL-iBT 87－109 以上 又は IELTS6.0 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 
※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.ugent.be/en/exchange/ 

オンライン登録で申請後、必要書類（語学力証明書・志望理由書等）

を揃え、E-mail で出願。 

募集分野  

Faculty of Arts and Philosophy 

授業料等について 交換協定に基づき、ヘント大学では学費を徴収されませんが、本学に

在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生

活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきヘント大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 29 年 11 月 24 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 29 年 12 月 6 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 

http://www.ugent.be/en/exchange/


2017-10 更新 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

派遣大学 ベルギー リエージュ大学 

Université de Liège  

(URL: http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil  ) 

募集人数 マネージメントスクール：1 名 

人文学部：2 名    

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 １～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 マネージメントスクール：フランス語レベル B2 以上もしくは TOEFL-iBT80、

IELTS6.0以上 

人文学部：フランス語レベルB1以上もしくはTOEFL-iBT61、IELTS5.5以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．フランス語の語学力がわかるもの、又は 

TOEFL-iBT又は IELTSスコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

大学 HP よりオンライン登録後、成績証明書・Learning Agreement

などその他の必要書類を揃えて郵送する。 

 

募集分野  Management School 

Philosophy and Letters 

授業料等について 交換協定に基づき、リエージュ大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきリエージュ大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 



2017-10 更新 

 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 スペイン バルセロナ大学 

University of Barcelona 

(URL: http://www.ub.edu/web/ub/en/index.html? ) 

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～７月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります 

申請資格 TOEFL-ibt80 又は IELTS5.5 以上 

スペイン語の場合は、B1 レベル以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

５．申請用紙 

６．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
７．成績証明書（和文） 
８．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 
※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/accep_a.htm#B.

オンライン登録で申請後、必要書類を揃え郵送する。 

募集分野 Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、バルセロナ大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきバルセロナ大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 



2017-10 更新 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 オランダ ティルブルグ大学 

Tilburg University 

 (URL: https://www.tilburguniversity.edu ) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 9～1 月 

第２学期 2～7 月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります 

申請資格 派遣時に学部 3年生以上であること 

学部生：TOEFL-iBT80以上もしくは IELTS 6.0以上（各項目 5.5以上ある

こと） 

大学院生：TOEFL-iBT90以上もしくは IELTS 6.5以上（各項目 6.0以上

あること） 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

申請書類を大学 HP よりダウンロードし、志望動機書などその他の 

必要書類を揃えて郵送する。 

募集分野 Economics and Management 

授業料等について 交換協定に基づき、ティルブルグ大学では学費を徴収されませんが、

本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要がありま

す。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきティルブルグ大学で修得した単位は、教授会の審議を経

て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 



2017-10 更新 

 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ポーランド グダニスク大学 

University of Gdańsk 

 (URL: http://en.ug.edu.pl/ ) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年１０月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 １０～１月 

第２学期 ２～６月 

※１０月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります 

申請資格 TOEFL-iBT61、又は IELTS 5.5以上が望ましい 

※留学先大学において、その専門とする学問分野について学習または研究

を行うに十分な語学力を有すること 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

５．申請用紙 

６．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
７．成績証明書（和文） 
８．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

大学 HP よりオンライン登録後、成績証明書などその他の必要書類を

揃えて郵送する。 

募集分野 Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、グダニスク大学では学費を徴収されませんが、本

学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきグダニスク大学で修得した単位は、教授会の審議を経て

卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 



2017-10 更新 

 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ポーランド ワルシャワ経済大学 

Warsaw School of Economics 

 (URL:http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx ) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります 

申請資格 TOEFL-iBT79、又は IELTS 6.0以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

９．申請用紙 

１０． 指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
１１． 成績証明書（和文） 
１２． TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

大学 HP よりオンライン登録後、成績証明書などその他の必要書類を

揃えて郵送する。 

募集分野 Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、ワルシャワ経済大学では学費を徴収されませんが、

本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要がありま

す。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきワルシャワ経済大学で修得した単位は、教授会の審議を

経て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 



2017-10 更新 

 経済学部・経済学研究科 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ルーマニア バベシュ・ボヨイ大学 

Babeș-Bolyai University  

(URL: http://www.ubbcluj.ro/en/ ) 

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～２月 

第２学期 ２～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 TOEFL-ibt 70 以上、又は IELTS 6.0 以上が望ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア ※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

申請書類を大学 HP よりダウンロードし、成績証明書などその他の 

必要書類を揃えて郵送する。 

 

募集分野 Business 

授業料等について 交換協定に基づき、バベシュ・ボヨイ大学では学費を徴収されません

が、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があ

ります。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきバベシュ・ボヨイ大学で修得した単位は、教授会の審議

を経て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

 

様式１ 



2017-10 更新 

経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 インドネシア インドネシア大学 

UNIVERSITAS INDONESIA 

 (URL: http://www.ui.ac.id/en ) 

募集人数 3 名 

派遣時期・期間 

 

毎年８月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ８～１月  第２学期 ２～６月 

※８月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります 

申請資格 インドネシア語の基礎的な語学力があることが望ましい 

TOEFL-ibt 61 以上、又は IELTS 5.5 以上が望ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１３． 申請用紙 

１４． 指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
１５． 成績証明書（和文） 
１６． TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

・申請書類（大学 HP よりダウンロード） 

・在学証明書   ・成績証明書（英文）  ・推薦書２通（英文） 

・パスポートコピー・パスポートサイズ写真 

・健康診断書   ・留学費用証明書（残高証明書など） 

・留学志望理由書（500words,英文） 

・インドネシア大使館による推薦書     

・Housing form   ・Learning Agreement 

募集分野 Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、インドネシア大学では学費を徴収されませんが、

本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要がありま

す。生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきインドネシア大学で修得した単位は、教授会の審議を経

て卒業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベトナム 貿易大学 

Foreign Trade University 

 (URL: http://www2.ftu.edu.vn/index.php/vi/ ) 

募集人数 1 名  

派遣時期・期間 

 

毎年８月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ８～１月 

第２学期 １～６月 

※８月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 ベトナム語の基礎的な語学力があることが望ましい 

TOEFL-ibt 65 以上、又は IELTS 5.5 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

お問合せください。 

募集分野 Economics, International Economics  

授業料等について 交換協定に基づき、貿易大学では学費を徴収されませんが、本学に在

籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生活

費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき貿易大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業に

必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 ベトナム 国民経済大学 

National Economics University 

 (URL: http://www.en.neu.edu.vn/ ) 

募集人数 3 名  

派遣時期・期間 

 

毎年８月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ８～１２月 

第２学期 １～５月 

※８月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 ベトナム語の基礎的な語学力があることが望ましい 

TOEFL-ibt 70 以上、又は IELTS 5.5 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

お問合せください。 

募集分野 Economics, International Economics, Business administration  

授業料等について 交換協定に基づき、貿易大学では学費を徴収されませんが、本学に在

籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生活

費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき貿易大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業に

必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 台湾 国立台湾大学 

National Taiwan University 

 (URL: http://www.ntu.edu.tw) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年８月より 1 学期間もしくは１年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 ２～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 中国の基礎的な語学力があることが望ましい 

TOEFL-ibt 70 以上、又は IELTS 6.0 以上が望ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

お問合せください。 

募集分野 Social Sciences 

授業料等について 交換協定に基づき、台湾大学では学費を徴収されませんが、本学に在

籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生活

費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき台湾大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業に

必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 中国 中央財経大学 経済学院 

Central University of Finance and Economics 

 (URL: http://en.cufe.edu.cn/) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年９月より 1 学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 ２～６月 

※９月派遣で定員を満たさなかった場合は、 

２次募集（２月派遣（１学期間））を行うことがあります。 

申請資格 中国の基礎的な語学力があることが望ましい 

TOFEL 550 or IELTS 6.0 以上が望ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

５．申請用紙 

６．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
７．成績証明書（和文） 
８．TOEFL 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

お問合せください。 

募集分野 Economics 

授業料等について 交換協定に基づき、中央財経大学では学費を徴収されませんが、本学

に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。

生活費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき中央財経大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒

業に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部（経済学研究科） 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 中国 北京大学 

Peking University 

 (URL: http://english.pku.edu.cn/) 

募集人数 2 名  

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より１学期間もしくは 1 年間 

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 ２～６月 

申請資格 中国国籍以外の学生であること 

中国語で履修する場合は HSK6 級（180 点以上） 

英語で履修する場合は TOEFL-ibt 61 以上、又は IELTS 5.5 以上が望

ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書（指導教員がいる場合のみ） 
３．成績証明書（和文） 
４．TOEFL-iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 

 

＊派遣決定後の手続きについて 

お問合せください。 

募集分野 Economics 

授業料等について 交換協定に基づき、北京大学では学費を徴収されませんが、本学に在

籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必要があります。生活

費、医療保険等はすべて学生の負担です。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき北京大学で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業に

必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

 

様式１ 
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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 韓国 漢陽大学校 経済金融学部 ソウルキャンパス 

HANYANG UNIVERSITY 

(URL: http://www.dic.hanyang.ac.kr/) 

募集人数 2 名 

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より１学期間 

≪学業カレンダー≫ 

Spring semester 3 月～6 月 ※2 月にオリエンテーションあり 

Winter semester 9 月～12 月 

※漢陽大学国際語学院にて韓国語課程を受講できます。（無料） 

申請資格 TOPIK level 3、又は TOEFL iBT 72、IELTS5.5 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書 
４．TOEFL iBT、IELTS 又は KLPT（韓国語能力試験）のスコア

（写し）※半年以内に受験したもの 

募集分野 Economy and Financial 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先の漢陽大学校では学費を徴収され

ませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必

要があります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき漢陽大学校で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日・申請先 平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 韓国 漢陽大学校 経済経営学部 Erica キャンパス 

HANYANG UNIVERSITY (URL: http://www.dic.hanyang.ac.kr/) 

募集人数 2 名 

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より１学期間 

≪学業カレンダー≫ 

Spring semester 3 月～6 月 ※2 月にオリエンテーションあり 

Winter semester 9 月～12 月 

※漢陽大学国際語学院にて韓国語課程を受講できます。（無料） 

申請資格 TOPIK level 3、又は TOEFL iBT 72、IELTS5.5 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

５．申請用紙 

６．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
７．成績証明書 
８．TOEFL iBT、IELTS 又は KLPT（韓国語能力試験）のスコア

（写し）※半年以内に受験したもの 

募集分野 Business and Economics 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先の漢陽大学校では学費を徴収され

ませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必

要があります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき漢陽大学校で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日・申請先 平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 韓国 延世大学校 Wonju Campus 

YONSEI UNIVERSITY (URL: http://oia.yonsei.ac.kr/) 

募集人数 5 名 

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より１学期間 

≪学業カレンダー≫ 

Spring semester 3 月～6 月  

Winter semester 9 月～12 月 

※英語で開講されている科目を受講することができます。 

※大学内の韓国語学堂にて韓国語コースを受講できます。（無料） 

申請資格 TOEFL-iBT 79 以上又は IELTS6.5 以上 

韓国語で履修する場合は TOPIK level4 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書 
４．TOEFL iBT 又は IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 
※韓国語の授業を受講する場合は KLPT（韓国語能力試験）のスコア 
 
＊ 派遣決定後の出願書類 
オンライン登録で申請後、必要書類（語学力証明書・志望理由書等）
を郵送する。http://oia.yonsei.ac.kr/ 
http://www.yonsei.ac.kr/eng/academics/colleges/ 

募集分野 Department of Economics 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先の延世大学校では学費を徴収され

ませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必

要があります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき延世大学校で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 

様式１ 
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経済学部 (経済学研究科) 

派遣交換学生募集要項 

 

派遣大学 韓国 西江大学校 

SOGANG UNIVERSITY 

(URL: http://www.sogang.ac.kr/english/index.html) 

募集人数 2 名 

派遣時期・期間 

 

毎年 9 月より１学期間 

≪学業カレンダー≫ 

Spring semester 3 月～6 月  

Winter semester 9 月～12 月 

※英語で開講されている科目を受講することができます。 

※大学内の韓国語教育院にて韓国語コースを受講できます。（無料） 

申請資格 TOEFL iBT 79、IELTS 6.5 以上が望ましい 

韓国語で履修する場合は TOPIK level4 以上が望ましい 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用 

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 ※指導教員がいる場合のみ 
３．成績証明書 

４． TOEFL iBT、IELTS 又は KLPT（韓国語能力試験）のスコア
（写し）※半年以内に受験したもの 

 
＊ 派遣決定後の出願書類 
オンライン登録で申請後、必要書類（語学力証明書・志望理由書等）
を郵送する。 
http://goabroad.sogang.ac.kr/application/exchange/index.asp 

募集分野 School of Economics 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先の西江大学校では学費を徴収され

ませんが、本学に在籍したままなので、神戸大学に授業料を納める必

要があります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づき西江大学校で修得した単位は、教授会の審議を経て卒業

に必要な単位として認められることがあります。 

申請締切日 

申請先 

平成 30 年 1 月 9 日（火）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 面接日：平成 30 年 1 月 24 日（水）12:20～予定 

国際交流委員の教員による書類審査と面接を行い、教授会に付議し決

定する。 

問合せ先 経済学研究科 学部・大学院教務係 078-803-7247 

E-mail econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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