
大手前大学 大手前大学・短期大学

さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス

国際交流センター 学生課（留学担当）

☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

見つけよう- 自分にあった「留学」を
Challenge the world !

2020年度は新型コロナウイルス拡大により、全ての研修は中止となりました。

✉kokusaic@otemae.ac.jp

ご相談は随時受付ます。
まずはメールを！

お問い合わせ

mailto:kokusaic@otemae.ac.jp


見つけよう！自分に合った「留学」を！ Challenge the world !

なぜ行きたいのか？
どの国に行きたいのか？
どれくらいの期間留学したいのか？

基礎がしっかりしていると、研修地に到着してから不安もなく力を発揮
できます。渡航前から積極的に力をつける努力をしよう。

日本とは全く異なります。カルチャーショックもあるでしょう。
しかし「違い」を経験すること、理解することも留学のひとつです。
語学の修得だけでなく「日本と違う」ことを受け入れ楽しみましょう。
それが成功への秘訣です。

研修地では日本について多く質問を受けるでしょう。
語学をブラッシュアップするだけでなく、渡航前に日本の歴史や
文化について本を読むなど理解を深め、留学先で説明できるよう
準備しましょう。日本を知ることはとても大切です。

「いつから」「どのくらい」「どこに」「なぜ」をきっちりと話し合い、
留学することに了承を得ておきましょう。
留学には資金が必要です。保護者の支えがなければ成立しません。

留学を成功させるポイント

1



プログラム名称 研修先機関名 実施時期 対象者
（学部・学年）

募集
人数

応募
締切

詳細

ニュージーランド
語学短期研修

ワイカト大学 新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
全学年

10名程度 2020
5/15

P5.6

韓国夏季短期研修 建国大学（予定） 新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
全学年

20名程度 2020
5/15

P7.8

オーストラリア
短期研修

マードック大学 新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
全学年

10名程度 2020
10/2

P9.10

インターンシップ
フィリピン・セブ島

①H.I.S
②マクタン空港

新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
全学年

10名程度 2020
10/2

P11.12

タイ日本語教師
インターンシップ

マヒドン高校
①日本語で教える
②日本文化を英語で教える

新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

①日本語教師
養成課程受講者

②LEO,GJS受講者

①②
各2～3名

2020
10/2

P13.14

アメリカ長期研修 エベレット
コミュニティカレッジ

新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
大学2年次以上

2020
4/24

P15.16

アメリカ交換留学
プログラム

①チェメキタ
コミュニティカレッジ

②アルバーノカレッジ
（女子校）

新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
大学2年次以上

2020
4/24

P17.18

アジア圏交換留学
プログラム

韓国：世宗大学・カチョン大学
中国：山東大学・東北大学

広東東軟大学
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：フィリピン大学セブ校
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：プノンペン大学

新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

全学部
大学2年次以上

2020
4/24

P19.20

フランス交換留学
プログラム

パリ国立高等美術学校 新型コロナ
ウィルスの
影響により
中止

ﾒﾃﾞｨｱ・芸術学部
大学2年次以上

1名 2020
10/2

P21.22

上記内容は、実施年度により多少異なります。詳細につきましては、各ページをご覧ください。

海外研修・交換留学一覧
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プログラム概要 研修内容

申込みから出発まで

申込方法・期日

ここがおすすめ

◆募集人数 １０名程度
定員に達しなかった場合は、プログラムが
遂行できない場合があります。

◆募集資格 学年学部に関係なく応募可
ただし、参加にあたり、グループワークの
参加が必要です。

◆研 修 費 420，000 円（予定）
（海外研修保険料 含む）

費用に含まれないもの ①現地交通費
②お小遣い
③通信費など

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。
③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

◆月～金 英語研修

◆滞在先 ホームステイ
（1人1家庭、 日本人以外の留学生が
いる場合がありますが、その場合でも
個室は保証されます）

◆食 事 １日３食付

１．申込み
↓

２．グループワーク（あるいは面接）
↓

３．参加者決定
↓

４．オリエンテーション（出発まで３回程度）
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費振り込み
↓

６．研修へ出発

ホストファミリーと毎日英語を使うことで、英語力
がアップ。
さらには、食事や生活習慣などニュージーランド
の家庭の中でたくさんの異文化体験ができます。

ニュージーランド語学短期研修プログラム

研修地：ワイカト大学付属語学学校（ハミルトン）

日程：2020年8月22日（土）～9月13日（日）（帰国）
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研修スケジュール（参考）

週23時間 月 火 水 木 金

午前 9：00～12：00 英語研修

12：00～13：00 昼休み

午後 13：00～15：00 英語研修 Friday 
sports
(自由

参加）

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

ワイカト大学

ニュージーランド国立ワイカト大学は、北島の
中心地・オークランドから約 130 km南にある
ハミルトン市にあります。
ワイカト大学の学生数 13,000人のうちおよそ
2,800人が留学生で、その出身地は 70ヵ国にも
及ぶインターナショナルな環境が特徴です。

ワイカト大学HP : https://www.waikato.ac.nz/

ハミルトン市は、オークランド市内から車で
2時間程の場所にあります。ニュージーランド
全体では4番目に人口が多い街です。
ハミルトン市内・周辺にはたくさんの見所が
あります。

・ワイカト博物館
・ハミルトンガーデン（植物園）
・ハミルトンレイク（湖）
・ハミルトン動物園 など

ハミルトン（Hamilton)の平均気温
２月 平均最高気温 28℃

平均最低気温 7℃
降水量（mm） 61
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韓国夏季短期研修プログラム

研修地：建国大学（ソウル）予定

日程：2020年8月実施予定

プログラム概要

◆募集人数 ２０名程度
定員に達しなかった場合は、プログラムが
遂行できない場合があります。

◆募集資格 学年学部に関係なく応募可
ただし、参加にあたり、グループワークの
参加が必要です。

◆研 修 費 180，000 円（予定）
（海外研修保険料 含む）

費用に含まれないもの ①現地交通費
②お小遣い
③食費など

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。
③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

研修内容

申込みから出発まで

申込方法・期日
ここがおすすめ

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

◆月～金 韓国語研修（語学堂）と文化授業

◆滞在先 大学寮（予定）

１．申込み
↓

２．グループワーク（あるいは面接）
↓

３．参加者決定
↓

４．オリエンテーション（出発まで３回程度）
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費振り込み
↓

６．研修へ出発

韓国語の勉強だけではなく、文化体験授業もあり、
充実した研修内容。
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研修スケジュール（参考）

週23時間 月 火 水 木 金

午前 9：00～12：50 韓国語研修

12：50～14：00 昼休み
各自、自由にランチ

午後 14：00～17：00 韓国文化授業
文化体験など

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

お問い合わせ

建国大学

設立：1946年
学部数：23学部
学生数：約25,000人
位置：ソウル市廣津区、地下鉄2号線と7号線の

「建大入口駅」（ソウル市内の主要な
ダウンタウンに20～30分でアクセス可能）

建国大学HP：http://www.konkuk.ac.kr/do/Index.do

「建国大学」地下鉄駅周辺はソウルでも有数の
繁華街でとても便利な場所です。百貨店、大型
スーパー、映画館、食堂が連なっています。

韓国の平均気温
８月 平均最高気温 30℃

平均最低気温 23℃
降水量（mm） 364

※昨年度予定のため、異なる場合があります。

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp
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プログラム概要 研修内容

◆募集人数 １０名程度
定員に達しなかった場合は、プログラムが
遂行できない場合があります。

◆募集資格 学年学部に関係なく応募可
ただし、参加にあたり、グループワークの
参加が必要です。

◆研 修 費 420，000 円 （予定）
（海外研修保険料 含む）

費用に含まれないもの ①お小遣い

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。
③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

◆月～金 英語研修

◆滞在先 ホームステイ

◆食 事 １日３食付

申込みから出発まで

１．申込み
↓

２．グループワーク（あるいは面接）
↓

３．参加者決定
↓

４．オリエンテーション（出発まで３回程度）
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費振り込み
↓

６．研修へ出発

ここがおすすめ

ホストファミリーと過ごすことで、授業では習わない
言い回しや会話を生活しながら自然と覚えられる。
豊富なアクティビティ。

オーストラリア短期研修プログラム

研修地：マードック大学付属語学学校（パース）

日程：202１年２月1２日（金）～2月２８日（日）

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）
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研修スケジュール（予定）

週23時間 月 火 水 木 金

午前 9：00～12：00 英語研修

12：00～13：00 昼休み

午後 13：00～15：00 英語研修

授業後の予定：自由時間やアクティビティ
Scavenger Hunt

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

マードック大学

マードック大学は、パース市内から車で約20分
のマードックエリアにある大学で、オーストラ
リア一、敷地面積の広い大学です。
マードック大学の学生数 13,000人のうちおよそ
2,000人が留学生です。

マードック大学HP:https://www.murdoch.edu.au/

パースは西オーストラリア州の州都で、インド洋
をのぞみ、スワン川沿いに都市を形成しています。
川沿いに緑が多く、公園も点在しているため、世
界で最も美しい街と言われています。
パースの見どころ。

・カバシャム ワイルドライフパーク
・フリーマントルなど

パース（Parth)の平均気温
２月 平均最高気温 31℃

平均最低気温 18℃
降水量（mm） 12
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プログラム概要 研修内容

申込みから出発まで

◆募集人数 １０名程度
定員に達しなかった場合は、プログラムが
遂行できない場合があります。

◆募集資格 学年学部に関係なく応募可
ただし、参加にあたり、グループワークの
参加が必要です。

◆研 修 費 266，000 円（予定）

費用に含まれないもの ①海外旅行保険
②現地交通費
③お小遣い
④食事

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。
③10月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 １．申込み

↓
２．グループワーク（あるいは面接）

↓
３．参加者決定

↓
４．オリエンテーション（出発まで３回程度）
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費振り込み
↓

６．研修へ出発

インターン先① 旅行会社H.I.S

期間：1週間
内容：店舗内業務補助

添乗ツアー同行補助
課題：大学生の視点で新しいツアーの提案

接客やサービスのアイデアの提案

インターン先② セブ マクタン空港

期間：１週間
内容：搭乗アシスタント

館内アナウンス
接客対応

宿泊先：セブのスタンダートなホテルの個室

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）
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海外インターンシッププログラム

研修地：フィリピン・セブ島

日 程：202１年２月実施予定（２週間）

※ 新型コロナウィルスの影響により中止 ※



研修スケジュール（参考）

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

お問い合わせ

2月16日 日本出発→セブ到着
2月17日～21日 H.I.S インターンシップ開始
2月22日～23日 週末
2月24日～28日 マクタン空港でインターンシップ
2月29日 セブ出発→日本帰国

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

インターンシップの様子

H.I.Sでインターンシップの様子

マクタン空港でインターンシップの様子
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プログラム概要 研修内容

申込みから出発まで

◆募集人数 ①②各２～３名程度
定員に達しなかった場合は、プログラムが
遂行できない場合があります。

◆募集資格 ①日本語教師養成課程受講者

②LEO,GJS受講者

◆研 修 費 120，000 円（予定）

費用に含まれないもの ①海外旅行保険
②現地費用
③お小遣い
④食事

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。

③10月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。
１．申込み

↓
２．グループワーク（あるいは面接）

↓
３．参加者決定

↓
４．オリエンテーション（出発まで３回程度）
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費振り込み
↓

６．研修へ出発

①日本語で教えるインターンシップ

②日本文化を英語で教えるインターンシップ

宿泊先：実習先の学寮

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

日本語教師インターンシッププログラム

研修地：タイ マヒドン高校

日程：202１年２月実施予定（10日間）
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研修スケジュール（参考）

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

お問い合わせ

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

インターンシップの様子

月 火 水 木 金

午前 授業見学や文化授業体験

12:00～13：00 昼休み

午後 インターンシップ

12



プログラム概要 研修内容

申込から出発まで

◆月～金 英語研修
クラスはレベル別

◆滞在先 ホームステイ （目安＄550/月）

◆単位認定 研修大学での取得単位を本学規定
に従い単位認定します。

留学中の本学への学費
「授業料」⇒免除 とします。
「施設設備費」（12万円）は徴収します。

◆応募資格 大学２年次以上であること
健康栄養学部、国際看護学部の学生は
対象外となります。

◆選 考 英語のエッセイ（課題）、面接、
学内成績

◆研 修 費 1学期の場合：1,900,000円程度
１年間の場合：2,500,000円程度

費用に含まれないもの ①現地交通費
②食費
③お小遣い

注意
①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。
②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、

研修費が変動します。

③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

その他：ビザ申請時：英文残高証明書が必要。
（1年300万円程度、1学期180万円程度）

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

１．申込み
↓

２．選考
↓

３．参加者決定
↓

４．オリエンテーションの参加
★1回目オリエンテーション時に予約金として

40,000円徴収。(研修費の一部)
↓

５．残りの研修費の支払い（秋出発７月頃に案内）
↓ （春出発1月頃に案内）

６．ビザ申請
↓

７．出発

アメリカ長期研修プログラム

研修地：エベレットコミュニティカレッジ

日程：３月出発あるいは９月出発
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研修スケジュール（参考）

① 感想文の提出
② 報告会の出席
③ 学内スピーチ大会への参加

帰国後の流れ

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

Everett Community College

エバレットコミュニティカレッジは、ワシン
トン州の中心地シアトルから車で40分ほどの
場所にあります。
エバレット市自体はすごく都会というわけで
はありませんが、ワシントン州で6番目に人口
が多く、田舎過ぎず都会過ぎない都市です

ｴﾍﾞﾚｯﾄｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞHP:https://www.everettcc.edu/

英語のレベルチェックを受け、自分のレベルに合った
クラスで授業を受けることができます。
また、全部の課程を修了すれば、エベレットコミュニ
ティカレッジの正規授業を取得する事ができます。

14
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◆応募資格 大学２年次以上であること
※健康栄養学部、国際看護学部の学生は

対象外となります。

【Alverno Collegeへ留学の場合】
TOEFLスコアの提出が必要です。
TOIECスコアの場合は650点以上。
詳細はお問合せください。

◆選 考 英語のエッセイ（課題）、面接、
学内成績、Writingテスト
現地大学関係者とスカイプ面談

◆研 修 費 大学間の協定により現地での
授業料は必要ありません。

【別途必要なもの】
・現地宿泊費（およそ550＄/月）
・食費
・航空運賃（往復23万円程度）
・海外旅行保険（半年10万円程度

１年24万円程度）
・お小遣い
・ビザ申請にかかる費用
※ビザ申請時：英文残高証明書が必要。
（1年300万円程度、1学期180万円程度）

募集要項 留学について

申込から出発まで

◆留 学 先 ①Chemeketa Community College
(共学/オレゴン州）

②Alverno College
（女子大学/ウィスコンシン州)

◆留学期間 １学期 あるいは １年
※留学期間は、留学先関係者との面談、

あるいはwriting テストにより決まります。

◆授 業 月曜日～金曜日
①英語研修 ②正規授業
※大学により異なります。

◆滞 在 先
①Chemeketa Community College：ホームステイ
②Alverno Collegeの場合：学寮

◆単位認定 留学先での取得単位を本学の規定
に従い単位認定します。

◆留学中の本学への学費 通常通り

◆留学費用 1学期：180万程度
1年間：300万程度

アメリカ交換留学プログラム

日程：３月出発あるいは９月出発

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

１．申込み
↓

２．学内選考（英語のエッセイ（課題）・面接等）
↓

３．スカイプ面談
↓

４．Writingテスト
↓

５．参加者決定
↓

６．オリエンテーションの参加
↓

７．ビザ申請
↓

８．出発
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留学を成功させる最大のポイントは、早い段階から
計画的に準備を進めることです。

英語の授業を履修したり、検定試験を受験するなど
日ごろから英語力の強化を心がけましょう。

情報収集や相談は、国際交流センターまで。

※留学していた先輩たちの情報などは、
大手前大学ＨＰで紹介しています。
ぜひ、参考にしてください。

① 報告会の出席
② 学内スピーチ大会への参加
③ 単位認定

帰国後の流れ

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

②ALVERNO College
1887年に創立されたカトリック系の女子大学です。
ウィスコンシン州の都市ミルウォーキーの西側に
位置しています。
アルバーノカレッジHP:http://www.alverno.edu/

ポイント

1969年に創立された２年生の公立大学です。
オレゴン州の州都であるセーラムに位置しています。
ﾁｪﾒｷﾀｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞHP: https://www.chemeketa.edu/
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◆応募資格 大学２年次以上であること
※健康栄養学部、国際看護学部の学生は

対象外となります。

※フィリピン大学セブ校と王立プノンペン大学
留学の場合は、TOEFLスコアの提出が必要
となります。TOIECスコアの場合650点以上。
詳細はお問合せください。

◆選 考 留学先言語のエッセイ（課題）
面接、学内成績、
現地大学関係者とのスカイプ面談

◆研 修 費 大学間の協定により現地での
授業料は必要ありません。

【別途必要なもの】
・現地宿泊費（およそ450＄/月）
・食費
・航空運賃
・海外旅行保険
・お小遣い
・ビザ申請にかかる費用
※ビザ申請時：英文残高証明書が必要
（1年160万円程度、半年80万円程度）

韓 国 ： 世宗大学、カチョン大学
中 国 ： 山東大学、東北大学、広東東軟学院
フィリ ピ ン： フィリピン大学セブ校（秋学期のみ）
カンボジア： 王立プノンペン大学（秋学期のみ）

留学について

◆留学期間 １学期 あるいは １年

◆授 業 月～金
語学クラスと正規授業の履修
※大学により異なります。

◆滞 在 先 大学指定の学寮
それ以外の宿舎は認めません。

◆単位認定 研修大学での取得単位を本学規定
に従い単位認定します。

◆留学中の本学への学費 通常通り

アジア圏交換留学プログラム

日程：３月出発あるいは９月出発

募集要項 留学先について

申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

申込から出発まで
１．申込み

↓
２．学内選考（留学先言語のエッセイ・面接等）

↓
３．スカイプ面談

↓
４．参加者決定

↓
５．オリエンテーションの参加

↓
６．ビザ申請

↓
７．出発 17
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留学を成功させる最大のポイントは、早い段階から
計画的に準備を進めることです。

留学先の言語を強化するよう、日ごろから心がけま
しょう。

情報収集や相談は、国際交流センターまで。

※留学していた先輩たちの情報などは、
大手前大学ＨＰで紹介しています。
ぜひ、参考にしてください。

① 報告会の出席
② 学内スピーチ大会への参加
③ 単位認定

大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

留学先

ポイント

帰国後の流れ

韓国：世宗大学
https://eng.sejong.ac.kr/index.do

韓国：カチョン大学
https://www.gachon.ac.kr/english/

中国：山東大学
http://www.sdu.edu.cn/

中国：東北大学
http://www.neu.edu.cn/

中国：広東東軟学院
https://www.nuit.edu.cn/

フィリピン：フィリピン大学セブ校
https://www.up.edu.ph/

カンボジア：プノンペン大学
http://www.rupp.edu.kh/

●フィリピン大学
セブ校附属高校

●世宗大学
建国大学
カチョン大学

●山東大学

●東北大学

●広東東軟学院

●プノンペン大学
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申込方法・期日

◆申込期日

◆申込先：さくら夙川キャンパス
国際交流センター
（アートセンター２F)

いたみ稲野キャンパス
学生課（留学担当）

◆応募資格 メディア芸術学部の
大学２年次、３年次生

◆選 考 英語のエッセイ（課題）、面接、
学内成績、
作品集（ポートフォリオ）

◆研 修 費 大学間の協定により現地での
授業料は必要ありません。

【別途必要なもの】
・現地宿泊費 （およそ7万円/月）
・食費
・航空運賃
・海外旅行保険
・お小遣い
・ビザ申請にかかる費用
※ビザ申請時：英文残高証明書が必要。
（半年： 万円程度）

留学について

◆留 学 先 パリ国立高等美術学校

最高峰の難関といわれる一流校。350年以上にわたる歴史が
あり、ドロクロワ、ルノワール、モネ、ドガなど、美術史を飾る巨匠
たちもこの学校の卒業生です。

◆留学期間 秋学期 １学期間

◆授 業 月～金曜日
実技、フランス語

◆滞 在 先 学 寮 あるいは 外部宿舎

◆単位認定 研修大学での取得単位を本学規定
に従い単位認定します。

◆留学中の本学への学費 通常通り

◆留学費用

募集要項

申込から出発まで
１．申込み

↓
２．学内選考（英語のエッセイ・面接等）

↓
３．参加者決定

↓
４．オリエンテーションの参加

↓
５．ビザ申請

↓
６．出発

フランス交換留学プログラム

日程：９月出発
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大手前大学 大手前大学・短期大学
さくら夙川キャンパス いたみ稲野キャンパス
国際交流センター 学生課（留学担当）
☎0798-32-5018 ☎072-770-6483

✉kokusaic@otemae.ac.jp

お問い合わせ

本国の学生でも入学が難しいとされる由緒ある学校。
交換留学制度を利用してチャレンジしよう。

フランス語力は必須です。フランス語の授業を履修
だけでなく、日ごろからの語学強化に努めましょう。

情報収集や相談は、国際交流センターまで。

※留学していた先輩たちの情報などは、
大手前大学ＨＰで紹介しています。
ぜひ、参考にしてください。

① 報告会の出席
② 学内スピーチ大会への参加
③ 単位認定

帰国後の流れ パリ国立高等美術学校

ポイント

17世紀に創立。ルーブル美術館のすぐ近くに位置し、
芸術的に恵まれた環境にある。学校の建物は、遺産
となっている。

ｴｺｰﾙﾃﾞﾎﾞｻﾞｰﾙHP: http://www.beauxartsparis.fr/fr/
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国際交流センターでは、学部留学生・協定大学から
の交換留学生と交流できるイベントを１年を通して
実施しています。是非ご参加ください。
４月 留学生交流会

交換留学生歓迎会

５月 国際交流バスツアー

６月 ランチタイムアクティビティ
７月 交換留学生送別会

10月 ハロウィーンパーティ

11月 スピーチ大会

12月 クリスマスパーティー

EVENT

留学生と一緒にランチしましょ

お昼ご飯を持ち寄り、留学生と一緒に食べながら
自由にお話する機会です。本学の学生は誰でも無
料で参加できます。
世界各国から大手前大学に来ている留学生と出会
い、交流できる素晴らしいチャンスです。
是非参加してください。

留学生支援制度

①日本語会話パートナー
留学生が日本語を楽しく学べるように、そして
日本語会話が上達するお手伝いをしてくれる
本学の学生ボランティアを募集しています。
週1回程度、授業の合間などを利用して留学生
と日本語で交流してください。

②留学生受入れボランティア
留学生受入れのお手伝いをしてくれる本学の
学生ボランティアを募集しています。
☆ 留学生来日時、空港への出迎え
☆ オリエンテーションでの運営補助、通訳補助
☆ 市役所等での各種手続きのサポート
☆ 歓迎会等の運営補助 21
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