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国際交流ガイドブック
発刊によせて

はじめに

20万対10万。ドラゴンボールのスカウターではありません。実は、20万人と10万人、
海外から日本の高等教育機関への留学生（インバウンド）と、日本から海外への留学生
（アウトバウンド）の人数です。留学は大学生ができる国際交流です。日本の高等教育
機関の在学者はおよそ360万人ですから、1/9がインバウンド、アウトバウンドの留学
生ということになります。多いと思いますか、それとも少ないと思いますか？
「留学」といわれると身構える人もいるかもしれませんが、アウトバンドの人数には、

1か月以内の留学者も含まれていますので、海外で「少し」勉強をしただけ、という人
も含まれています。兵庫大学・兵庫大学短期大学部の国際交流は、基本1か月以内の短
期プログラムです（授業における留学には、より長期のプログラムもあります）ので、
世界を知る一歩に向いた内容になっています。
本学の国際交流の相手がどこにあるのか、このパンフレットを見てください。アジア、
アメリカ、ヨーロッパと多様であり、いずれも治安が安定し、安全であり、いろいろと
学ぶことの多い国々です。これらに学生を派遣し、あるいは学生の派遣を受け入れてい
ますが、その数は2018年度で48人（授業における中期プログラム受講者も含む）。本
学の学生数が1,640人ですから、インバウンド、アウトバンドの割合は3％です。全国並
みになるためには、あと140人の学生が海外の大学に出向き、あるいは海外の大学等か
ら本学に来る必要があります。
本学の国際交流の歴史は必ずしも長いものではありません。しかし、国際交流に参加
することで、学生一人ひとりの視野が広がり、人生に豊かさと深みを与えることを経験
として認識をしています。本学としては、より多くの学生が国際交流に参加するために、
後押しする制度とともに、安全を守るために必要な措置を設けています。
安心して「少し」勉強をして、グローバル化への新しい扉を開いてみましょう。

国際交流事業推進委員会
委員長 田端和彦
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まで！！

あなたのチャレンジをサポートします！



兵庫大学のパートナー大学は、世界各地に！

韓国
釜慶大学校

アメリカ
カリフォルニア州立大学
ベーカーズフィールド校

タイ
マハサラカム大学

ドイツ
NRWカトリック大学

フィンランド
ラウレア応用科学大学

ルクセンブルク
Brussels Business 

Institute-Lux

オーストラリア
クイーンズランド大学
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どんなプログラムがあるの？

兵大から世界へ！

派遣プログラム
世界から兵大へ！

受入れプログラム
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海外で語学や専門研修、現地の文化等を
学ぶプログラムです。
派遣先：
アメリカ、韓国、フィンランド

詳しくはP4.～9へ➡

海外の協定大学等から留学生が来学する
プログラムです。

協定大学所在国:
アメリカ、韓国、タイ、ドイツ、
ルクセンブルク

詳しくはP.10～12へ➡



〇派遣プログラム〇 ＊CSUB＝カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校、
PKNU=釜慶大学校

アメリカ
CSUB語学研修

韓国
PKNUサマースクール

アメリカ
社会福祉ツアー

フィンランド
ラウレア応用科学大学
幼児教育ツアー

募集時期 3月～6月中旬 4月～5月中旬 6月～7月中旬 4月～6月下旬

派遣日程
夏期休暇中

8月中旬～9月中旬
(4週間)

8月中旬
(2週間)

8月中旬～下旬
(10日間)

3月上旬
(1週間) 

対象学科 全学科 全学科 主として社会福祉学科 こども福祉学科

費用 約55万円 約10万円 約25万円 約25万円

内容 英語研修 韓国語研修、文化体験
医療・福祉施設研修、
ホームステイ体験

施設見学、授業受講

4※プログラムの内容等は変更、中止になる場合があります。



アメリカ
カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校
インテンシブイングリッシュランゲージセンター

語学研修
先輩の声

初めての海外が留学でした。心配や緊張もありましたが、ワ
クワクした気持ちもありました。1カ月間の留学ということも
あり、寮に入ることを選びました。
学校は週に4日SpeakingとWritingに分かれていて、全部英

語でした。僕は大学で、英語の授業を受けているので、ちょっ
と慣れていると思っていましたが、全くそんなことはありませ
んでした。やはり、日本人と現地の外国人とは流暢さが全然違
うので、すごく苦労しました。でもわからないと授業も生活も
できないので、わからない単語が出てきたときには、すぐに調
べて、理解しようとしていたので、日本で授業を受けている時
よりも英語が身についているなと感じました。

CSUBには日本人の先生がいて、外国のことやCSUBのこと
が分からない僕たちに色々と教えてくれました。CSUBの先生
や他の外国人留学生たちはとてもフレンドリーで毎回の休み時
間に僕たちを訪ねてきてくれていました。仲良くなると少々英
語が分からなくても時間をかけて伝えることができたし、話す
機会が多かったので、英語での会話も上達したと思います。休
みの日にはホストマザーやCSUBの先生方が色々なところに連
れていってくれました。
今回の留学は1カ月という短期間でしたが、外国の生活を知

り、英語を学び、日本とは違う人と人との付き合いなどたくさ
んのことを学びました。僕の忘れられない思い出です。また行
ける機会があれば、是非参加したいです。

(現代ビジネス学科2年(参加時) T.Mさん)

学生時代の今がチャンス！
世界への一歩を踏み出そう！

英語を学べば、
世界が広がる
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所在地：
9001 Stockdale Highway, Bakersfield, 

California, 93311 America 

URL : http://www.csub.edu/

CSUB



韓国 釜慶大学校サマースクール
全学科生対象

先輩の声

私は中学2年の時に韓国のアイドルを知り、韓国に興味を持ち始めました。何年も前からずっと韓
国に行きたいと思っていた時に兵庫大学の釜山での短期留学のパンフレットを見て、留学に行く事
を決意しました。
留学では語学の勉強だけでなく、韓国での様々な文化について学ぶことができました。また、勉

強だけでなく、韓国人の友達もたくさんでき、日本のことを教えてあげたり、韓国のことを教えて
もらったりと、文化の違いを一緒に話したりとても素敵な2週間を過ごすことができました。また、
韓国語の授業でお世話になったダンスの先生も私が好きなアイドルの先輩だったので、とても驚き
ました。現地だけでの出会いではなく、昔から仲が良かった友達にも偶然でしたが、再会すること
ができたりと私にとってとても貴重な2週間になりました。
この留学で私が得られたものは、友情や語学だけではなく釜山の歴史や韓国ならではの食、伝統

的な楽器、スポーツ、ダンスなどさまざまなことを学ぶことが出来たので良かったです。また、旅
行だけでは味わえないことを、この2週間という短い期間でしたが学ぶことができ、私にとってかけ
がえのない思い出になりました。2年生になると、私は就職活動が始まりますが、機会があれば是非
また参加させていただきたいなと思います。

（保育科第一部 1年生(参加時) Y.0さん）

所在地：45, Yongso-ro, Nam-Gu. 
Busan, Korea 

URL : http://www.pknu.ac.kr/ 

国立釜慶大学校

韓国語研修、文化体験、現地学生及び他大学からの参加者との交流

伝統楽器、スポーツ、料理、
書道など
体験学習が盛りだくさん！

お隣の国で
異文化体験
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アメリカ 社会福祉ツアー

社会福祉学科生対象

先輩の声（2017年度参加者）：

今回アメリカ留学をして、とても貴重な体験をさせていた
だきました。
日系人の歴史もほとんど知りませんでしたが、日本人が
アメリカに来て、住むまでにどれほどの苦労があったのだろ
うか、と考えさせられました。

そしてアメリカの方はとても優しかったのが印象に残って
います。「どこから来たの？」と聞かれ「Japan」と
答えると「Welcome to America!」とどこでも言って
下さいました。
ホームステイ先の方もとても優しく、充実した日々を

過ごすことが出来ました。
（社会福祉学科 1年生(参加時) S・Fさん）

医療・福祉施設研修、ホームステイ体験

所在地：
32965 Alvarado Niles Rd., Union City, California 94587-3165, America 

URL : http://umenokihome.com/ja/

梅野木庭園老人ホーム

参加者からは、
「アメリカに住みたく
なった！」との声も。

日米の繋がりに
触れる
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フィンランド 幼児教育ツアー
こども福祉学科生対象

フィンランドの教育制度や福祉に関する講義受講、
現地学生との交流、保育現場の視察

先輩の声（2017年度参加者）：

・日本と異なり移民が多い国であることから、言語の通じない子どものために手話が保育
現場で使われていました。また、施設内の壁には様々な指示が絵で描かれており、文字よ
りも理解しやすい工夫がされていました。 （こども福祉学科４年A.Tさん）

・保育室に大人が座りやすい高さの椅子がある点も日本と違うと思いました。日本は子ど
もに合わせた低い椅子や机がほとんどで、腰痛が保育士の悩みの一つになっています。日
本でもフィンランドのような配慮が行き届いたらいいなと思いました。

（こども福祉学科３年U.Yさん）

・フィンランドでは３〜５歳も個別カリキュラムを作っています。教員や保育士だけでな
く、保護者とも相談しながらカリキュラムを考えていくことがとても印象に残っています。

（保育科第一部２年T.Sさん）

所在地：Ratatie 22, 01300 Vantaa, Finland

URL : https://www.laurea.fi/

ラウレア応用科学大学

「教育・福祉の先進国」
に学ぶ

世界が注目！
「子供が自ら考えて学ぶ」
フィンランド式教育って
どんなもの？
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〇受入れプログラム〇

６月24日(月)～７月5日(金)(２週間)

日本語研修、文化体験、工場見学
ホームステイ体験 等

サマーキャンプ

ホストファミリー、留学生サポーター
募集中！！

※スケジュールは変更になる可能性があります。

受入れ留学生出身大学

・タイ マハサラカム大学
・韓国 釜慶大学校
・アメリカ CSUB

・ドイツ NRWカトリック大学
・ルクセンブルク BBI

9

土 日 月 火 水 木 金

オリエンテーション

（学生主体）

学長表敬訪問

アイスブレーキング 日本語 学生交流

日本語 日本語
プレゼンテーション
＜発表準備＞

学生交流

専門科目 仏教
プレゼンテーション

＜発表＞

専門科目 日本語

日本語 日本語

7月6日 日本語 専門科目

日本語 専門科目

フェアウェル
パーティー

休憩

7月5日7月1日

書道

休日

7月2日 7月4日

日本語

留学生入国
ホームステイ先へ

6月29日

休日

帰国

日本語

6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日6月22日

フィールドワーク

茶道

休日

空手

7月3日6月30日

和食

工場・施設見学



留学生サポーター

ホストファミリー

日本語、書道や茶道の授業、和食の調理実習補助等、
留学生が楽しく快適に過ごせるよう、サポートをお願いします。
授業の空き時間等、空いている時間のみの協力でOKです。

【受入れ期間】2019年6月22日（土）～7月6日（土）の2週間
【内容】留学生との交流、個室及び食事（朝・夕）の提供
【条件】 ①自宅から通学している学生(寮生及び一人暮らしの学生を除く)

②同居している保証人の承諾が得られる学生
【謝礼】40,000円/2週間

キャンパス内が、
国際色豊かになる2週間 留学生受入れをサポートしてくれる

ボランティア、ホストファミリーを募集！
学科・学年・英語力不問です☺

国際交流に興味がある！英語を学びたい！という方、
ぜひチャレンジしてみてください。

サマーキャンプ
ボランティア募集中！！

【お問合せ・申込先】
13号館2階

学事・国際交流課 津村(つむら)
079-427-9931

2週間と短期の滞在ですが、別れ際には涙を流す
留学生とホストファミリーの姿が多くみられます。
留学生と、素敵な思い出を作ってみませんか。
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タイ マハサラカム大学 (隔年で実施、次回は2020年度を予定)

ドイツ NRWカトリック大学

【内容(2018年実績)】
・タイ及び本学教員による講義
・研究発表
・施設見学 (神戸低侵襲がん医療センター他)

・学生間交流 等

【受入れ時期】2019年5月23、24日

【内容(2018年実績)】

・施設見学 (障がい者支援センター他)

・学生間交流 等

11※上記の他に、韓国釜慶大学校より交換留学生を2名受け入れる予定です。



☺学事・国際交流課からのお知らせをチェック☺

LINE
登録は簡単！

①QRコードで検索

②IDを検索
ID：「@bil9384f」

『兵庫大学
教学部学事課(国際交流)』

で検索！！

その他
学内掲示板のチラシ、
大学HPでも情報を配信しています！

国際交流のイベント情報、
プログラム募集開始告知などを配信中！

ぜひご登録ください！
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学事・国際交流課では、
海外に関する書籍を貸出し中！

『世界旅ガール 70億人と友だちになる』
『雑貨めぐりヘルシンキガイド』
『イギリスの小学校教科書で

楽しく英語を学ぶ』
etc…

気軽に読めて、
思わず旅に出たくなるような作品を
取り揃えています📖

ご興味のある方はぜひ
【13号館2階学事・国際交流課】へ！！
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書を「読み」、
旅に出よう✈🌏



海外に行くには必須！

「もしも」に備えて

何よりも大切

海外に行ってみたい！！
・・・でも、まず何をすればいいの？
どんなことに気を付けなければいけないの？

重要！！だけど忘れがち

【パスポート】

期日にゆとりをもって取得手続きを行ってください。

※必要残存期間に注意！
入国時にパスポートの有効期間が数か月必要という国もあります。
国によって異なりますので、すでにパスポートを持っている場合
にもよく確認しましょう。

更新は、原則として期限切れの1年前から手続き可能です。

【保険】
事故や病気に備えるため、
本学が主催するプログラムに参加する
学生に対しては、海外旅行保険の加入
を義務付けます。
＊クレジットカードに付帯されている海外保険特約は、
保証限度額やサービスの範囲がカードにより様々ですので、
十分な保険とは言えない場合があります。

【健康面について】
環境の変化から、健康面に影響が出ることがあります。
持病のある人や健康上心配のある人は、出発前にかかりつ
けの医師に相談し、アレルギーや常備品等について
アドバイスを受けておきましょう。自分がこれまで受けた
予防接種等についても把握しておき、それらの英語訳を
調べておくと、いざという時に役立ちます。

【情報共有】
渡航前に、家族など保証人にパスポート控え、
海外旅行保険の控え、航空便の情報の控え、

滞在先の住所や連絡先を渡しておきましょう。
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安全の確保と危機管理

偽ガイドが空港で出迎え、
大金を脅し取られた

話しかけられ
気を取られている隙に、
荷物を盗まれた

※何よりも命が大切
例）パスポートがひったくりに遭っても取り返さない
（抵抗することでけがを負わされる可能性があります）

◎パスポートは再発行可能です。

※用心を怠らない、
自分の身は自分で守る

・危険な場所には近寄らない
・むやみに他人を信用しない
・目立たない(派手な服装、高価な携行品は避ける)

・行動を予知されない(時間やルートの固定化を避ける)

ケガや病気で重症の場合
①すぐに病院へ（必ず、加入している

海外保険会社に連絡する。)
②状況に応じて、警察、派遣先の大学、
日本大使館・領事館、本学に連絡する。

盗難・紛失事故等
①クレジットカードの場合：カード会社に連絡
②状況に応じて、警察や海外保険会社、派遣先の
学校、本学に連絡する。

※あくまでも参考例です。状況に応じて適宜判断してください。

本学はEmergency Assistance Japan社と契約し、

OSSMA（オスマ）という危機管理サービスに加入しています。

本学主催プログラムにおいて、医療支援をはじめ、連絡が取れな

い場合や行方不明時の捜索、海外における身近な問題の解決支援

など、幅広く皆さんを支援するサービスです。

‣ Emergency Assistance Japan社ホームページ
URL: https://emergency.co.jp/service/education/
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禁止・注意事項

×
運転の禁止
海外での運転は交通ルール
の違いもあり、とても危険
です。留学先での車の運転
（自動二輪も含む）は禁止
しますので、公共交通機関
を利用してください。

20歳未満の飲酒・喫煙の禁止
現地の法律で可能年齢に該当して
いたとしても、20歳未満の学生は
飲酒・喫煙はしないでください。

薬物の使用・所持の禁止
薬物の使用・所持及び海外から薬物を
持ち込むことは「犯罪行為」です。
自分で使用しなくても、知らぬ間に
「運び屋」として利用され、薬物密輸等で
逮捕された例もあります。国によっては
死刑など重い懲罰を課せられます。

日本に帰るときに、
これをついでに持って行って
くれない？友達への
プレゼントなんだ

※他人の荷物は預からない！
※自分の荷物の管理は万全に！

テロ対策
テロの標的となりやすい場所（※）を
訪れる際には、
周囲の状況に注意を払い、不審な人物や
状況を察知したら速やかにその場を離れ
る等、安全確保に努めてください。

（※）イベント会場，観光施設，レストラン，ホテル，
ショッピングモール，スーパーマーケット等人が多く
集まる施設，教会・モスク等宗教関係施設，公共交通
機関，政府関連施設（特に軍，警察，治安関係施設）
等

「ここは日本ではない」という意識を
常に持ち、行動しましょう！

参考パンフレット）
（１）「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Ｑ＆Ａ」
（２）「海外旅行のテロ・誘拐対策」
（パンフレットはhttp://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html に掲載）

（外務省海外安全ホームページ
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日程・滞在先・連絡先
などを登録

PCやスマートフォンで
登録可能

滞在先の
最新渡航情報

緊急事態発生時
の連絡メール

旅先で情報メールを受け取れます📱

レベル1：十分注意してくださ
い。

その国・地域への渡航、滞在に当たって危険を避けていただくため
特別な注意が必要です。

レベル2：不要不急の渡航は止
めてください。

その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合
には特別な注意を払うとともに、十分な安全対策をとってください。

レベル3：渡航は止めてくださ

い。（渡航中止勧告）

その国・地域への渡航は、どのような目的であれ止めてください。
（場合によっては、現地に滞在している日本人の方々に対して退避
の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。）

レベル4：退避してください。
渡航は止めてください。
（退避勧告）

その国・地域に滞在している方は滞在地から、安全な国・地域へ退
避してください。この状況では、当然のことながら、どのような目
的であれ新たな渡航は止めてください。

※レベルが２以上であれば、
渡航を見送りましょう！

国全体や地域別の治安情勢などが書かれています。
よく確認し、渡航の是非や現地での安全対策を検討
してください。

安全対策は情報収集から！！
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