
2013-10-4 更新 

経済学部経済学部経済学部経済学部    ((((経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科))))    

派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド        ダブリンシティ大学ダブリンシティ大学ダブリンシティ大学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月より毎年９月より毎年９月より毎年９月より 1111 年間年間年間年間( 1( 1( 1( 1 学期間学期間学期間学期間))))    

≪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 なし 

申請書類 

 

 

＊学部内選考＊学部内選考＊学部内選考＊学部内選考用用用用    

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 
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＊派遣決定後は、ダブリンシティ大学のサイトより＊派遣決定後は、ダブリンシティ大学のサイトより＊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オンライン登録オンライン登録オンライン登録    
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 26 年 1 月 31 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 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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経済学部経済学部経済学部経済学部    ((((経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科))))    

派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 デンマークデンマークデンマークデンマーク        オーフス大学オーフス大学オーフス大学オーフス大学    

AARFUS UNIVERSITET (URL:http://www.au.dk/en/students.htm ) 

募集人数 2 名 

派遣時期・期間 

 

毎年９月より毎年９月より毎年９月より毎年９月より 1111 年間年間年間年間( 1( 1( 1( 1 学期間学期間学期間学期間))))    

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９月～ １月 

※8 月上旬に Introduction week があるため、出発は 8 月となります。 

※8 月に約 2 週間、デンマーク語講座 Denmark Today を受講する事が 

 できます。（無料） 

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 なし 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用    

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 
３．成績証明書 
４．TOEFL iBT または IEKTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 
 
 
＊＊＊＊    派遣決定後は、オーフス大学のサイトより派遣決定後は、オーフス大学のサイトより派遣決定後は、オーフス大学のサイトより派遣決定後は、オーフス大学のサイトよりオンライン登録オンライン登録オンライン登録オンライン登録    
その他、以下の書類も必要です。 
１．成績証明書（英文） 
  ※PDF ファイルを Online application にアップロード 

募集分野 Humanities 

Social Sciences 

Economics 

授業料等について 神戸大学との協定に基づき、留学先のオーフス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 230 ﾕｰﾛ～/月)あります。 

取得単位認定につ

いて 

協定に基づきオーフス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 26 年 1 月 31 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 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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経済学部経済学部経済学部経済学部    ((((経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科))))    

派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 ドイツドイツドイツドイツ        ベルリン経済ベルリン経済ベルリン経済ベルリン経済法科法科法科法科大学大学大学大学    

Berlin School of Economics and Law 

(URL:http://www.fhw-berlin.de/fhw2000/international ) 

募集人数 ５名 

派遣時期・期間 

 

毎年毎年毎年毎年 4444 月または１０月より月または１０月より月または１０月より月または１０月より 1111 年間年間年間年間( 1( 1( 1( 1 学期間学期間学期間学期間))))    

≪学業カレンダー≫ 

Summer semester 4 月～9 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 なし 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用    

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 
３．成績証明書 
４．TOEFL iBT または IELTS スコア（写し） 

※半年以内に受験したもの 
 
＊＊＊＊    派遣決派遣決派遣決派遣決定後は定後は定後は定後はベルリン経済法科ベルリン経済法科ベルリン経済法科ベルリン経済法科大学のサイトより大学のサイトより大学のサイトより大学のサイトよりオンライン登録オンライン登録オンライン登録オンライン登録    
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） 
 

 

募集分野 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。 

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 

10 月派遣募集：平成 26 年 1 月 31 日（金）17 時  

申請先：経済学研究科 学部・大学院教務係 

（4 月派遣募集：毎年 7 月～9 月上旬まで）   

選考方法 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・経済学研究科経済学部・経済学研究科経済学部・経済学研究科経済学部・経済学研究科    

国際文化学部・国際文化学研究科国際文化学部・国際文化学研究科国際文化学部・国際文化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交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 ベルギーベルギーベルギーベルギー    ルーヴァン・カトリック大学（オランダ語系）ルーヴァン・カトリック大学（オランダ語系）ルーヴァン・カトリック大学（オランダ語系）ルーヴァン・カトリック大学（オランダ語系）    

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

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

募集人数 1，2 名   

派遣時期・期間 

 

９月より７月まで９月より７月まで９月より７月まで９月より７月まで    

≪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＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用    

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 

３．成績証明書（和文） 

４．TOEFL-iBT または 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＊派遣決定後の手続きについて＊派遣決定後の手続きについて＊派遣決定後の手続きについて 

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

募集分野 ルーヴァン・カトリック大学の 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・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 26 年 1 月中旬 17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 各部局において申請書類および面接による選考を行います。 

※国際文化学部・国際文化学研究科の申請者は筆記試験も行います。 

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）経済学部（経済学研究科）経済学部（経済学研究科）経済学部（経済学研究科）    

派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 ベルギーベルギーベルギーベルギー    ヘント大学ヘント大学ヘント大学ヘント大学    

UNIVERSITEIT GENT 

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

募集人数 2 名   

派遣時期・期間 

 

９月より９月より９月より９月より１年間（１学期間）１年間（１学期間）１年間（１学期間）１年間（１学期間）    

≪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 79-80 以上 又は IELTS6.0 以上 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用    

１．申請用紙 

２．指導教員の推薦書 
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＊派遣決定後の手続きについて＊派遣決定後の手続きについて＊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 で出願します。 

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 26 年 1 月 31 日（金）17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 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・経済学研究科経済学部・経済学研究科経済学部・経済学研究科経済学部・経済学研究科、、、、国際文化学部・国際文化学研究科国際文化学部・国際文化学研究科国際文化学部・国際文化学研究科国際文化学部・国際文化学研究科    

法学部・法学研究科法学部・法学研究科法学部・法学研究科法学部・法学研究科    派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項派遣交換学生募集要項    
 

派遣大学 フランスフランスフランスフランス    リール第三大学リール第三大学リール第三大学リール第三大学    

Université Lille 3 

(URL: www.univ-lille3.fr/defi/  ) 

募集人数 1，2 名   

派遣時期・期間 

 

９月より７月まで９月より７月まで９月より７月まで９月より７月まで    

≪学業カレンダー≫ 

第１学期 ９～１月 

第２学期 １～６月 

フランス語は 1学期間のみ外国語としての週 16 時間履修することが可

能。または、9 月初旬にフランス語集中講義を受講することが可能です。 

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 
・フランス語レベル B2 以上が望ましい。(授業のほとんどがフランス語のため） 

申請書類 

 

 

＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用＊学部内選考用    

１．申請用紙 

２．指導教員推薦書 

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＊派遣決定後の手続きについて＊派遣決定後の手続きについて＊派遣決定後の手続きについて 

 

募集分野  Humanities & Social Science 

授業料等について 交換協定に基づき、リール第三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 

協定に基づきリール第三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 26 年 1 月中旬 17 時 

経済学研究科 学部・大学院教務係 

選考方法 各部局において申請書類および面接による選考を行います。 

※国際文化学部・国際文化学研究科の申請者は筆記試験も行います。 

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 


