
京都外国語大学 

交換留学プログラム〔派遣留学 A:大学院生対象〕 

（2023 年度秋学期留学開始分）選考試験募集要項 

 

＜留学制度の実施基準について＞ 

本学では、学生の健康と安全を守る目的を以て、留学制度の実施基準を、渡航先の国・地域における外

務省発出の危険情報（治安）および感染症危険情報のレベルが 4 段階中レベル 1（十分注意してくださ

い。）以下としています。それ以外にも日本からの留学生に対する、留学先国における入国制限および入

国後の行動制限、査証発行の制限、フライトの大幅な減便などの影響により、正常な留学を開始できな

い、または、安心で安全な留学環境を確保できないと本学が判断した場合も、留学中止の決定をするこ

とがあります。 

 

◎ 外務省 海外安全ホームページ  https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

※選考試験に合格をしても、状況によっては留学先国・地域への渡航は認められず、留学辞退もしくは 

留学期間変更をしていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 

 

1. 事前申出期間 

2022 年 9 月 29 日（木）～ 10 月 6 日（木）17 時 

上記の期間に下記の書類を国際部（outgoing_oips@kufs.ac.jp）へメール添付で提出し

てください。その後、国際部から志望大学へ出願の可否について確認します。 

 

① 事前申出書（所定用紙） 

② 留学中の研究内容（A4・1 枚。書式自由） ※志望大学毎に作成 

③ ②の翻訳文（A4・1 枚。書式自由） ※志望大学毎に作成 

 

 

2. 出願期間 

2022 年 10 月 31 日（月）～ 11 月 4 日（金）17 時 

※志望大学から出願可能と回答を得た事前申出者にのみ、「願書」および「確約書 

（所定用紙）」を渡しますので、上記の期間に国際部へ提出してください。 

 

3. 試験日 

2022 年 11 月 14 日の週 

 

4. 選考結果発表日 

2022 年 12 月 6 日（火） 

※「選考結果」および「合格者対象の第 1 回オリエンテーションの案内」は、出願者の

京都外大 Gmail 宛にメールで通知します。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/


5. 出願資格 

次の項目のすべてに該当する人 

（1）出願時から留学終了まで、正規生として本学の大学院博士前期課程 1 年次または 

博士後期課程 1・2 年次に在学している人 

※長期履修制度を認められた者についても、出願の機会は 1 年次（春学期・ 

秋学期）の 2 回に限る。 

（2）留学先大学が定めた条件を満たす人 

（3）心身共に留学に充分耐えうる健康状態であり、今年度の健康診断（二次検査を 

含む）を受診していること 

 

6. 試験科目 

口頭試問 

 

7. 選考方法 

出願書類、口頭試問により総合的に合否を判定します。 

 

8. その他 

国際部による説明会に参加および下記の情報をすべて確認の上、出願してください。 

 

【留学先大学の紹介】 

本学 HP（https://sites.google.com/kufs.ac.jp/exchange） 

または、QR コードから確認してください。 

 

【留学の手引き】 

本学 HP（https://www.kufs.ac.jp/interchange/guidance_top.html） 

または、QR コードから確認してください。 

 

【本学からの奨学金】 

本学 HP（https://www.kufs.ac.jp/interchange/scholarship.html） 

または、QR コードから確認してください。 

 

 

 

https://sites.google.com/kufs.ac.jp/exchange
https://www.kufs.ac.jp/interchange/guidance_top.html
https://www.kufs.ac.jp/interchange/scholarship.html


【留学先大学・人員等】 

留学先 大学名 国名 期間 人員 

英語圏 

ジョージア大学 アメリカ 1または 2学期間 

若干名 

ダブリンシティ大学 アイルランド 1または 2学期間 

ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院 イギリス 1または 2学期間 

スペイン語圏 

グアダラハラ自治大学 メキシコ 1または 2学期間 

メキシコ大学院大学 メキシコ 1または 2学期間 

グアナフアト大学 メキシコ 1または 2学期間 

プエブラ・イベロアメリカ大学 メキシコ 1または 2学期間 

サラマンカ大学 スペイン 1または 2学期間 

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学 スペイン 1または 2学期間 

ラファエル・ランディバル大学 グアテマラ 1または 2学期間 

フランス語圏 パリ政治学院 フランス 2学期間 

ドイツ語圏 
マンハイム大学 ドイツ 1または 2学期間 

バイロイト大学 ドイツ 1または 2学期間 

ポルトガル語圏 
コインブラ大学 ポルトガル 1または 2学期間 

マカオ大学 中国（特別行政区） 2学期間 

中国語圏 

上海師範大学 中国 1または 2学期間 

大連外国語大学 中国 1または 2学期間 

同済大学 中国 1または 2学期間 

イタリア語圏 
フィレンツェ大学 イタリア 1または 2学期間 

ボローニア大学 イタリア 1または 2学期間 

その他 

オランダ国立南大学 オランダ 
1または 2学期間 

※2 

プーラ大学 ※1 クロアチア 1または 2学期間 

ハノイ大学 ベトナム 1または 2学期間 

※1 国籍は問いませんが、日本語母語話者であることが要件となります。 

※2 日本語教育実習を主たる目的とする留学の場合は、留学期間は 1 学期間に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都外国語大学 国際部 

【派遣留学の趣旨と目的】 

 

京都外国語大学の派遣留学制度は、大学間交流協定に基づく協定大学に留学することで、相互交流と親睦を深

め、外国での学びと修学等の実体験を通して、国際社会の平和に貢献し、次世代を担うことのできる人間力豊かなリー

ダーの養成を目的としている。人間力とは国際社会の一員としての責任を自覚し、教養豊かな魅力ある人間として、力

強く生きていくための総合力である。 

 

派遣留学生に選抜された皆さんは、上記の派遣留学の趣旨と目的を十分に理解したうえで、各部署（国際部・教務

部・学生部・キャリアセンター）から、留学前・留学中・留学終了後（帰国後）までの注意事項全般、単位認定、就職

活動等の説明をよく聞き、主体的に考え、価値ある留学を実現しましょう。 



京都外国語大学 

交換留学プログラム〔派遣留学 A:大学院生対象〕 

（2023 年度秋学期留学開始分）選考試験事前申出書 

外国語学研究科 異言語・文化専攻 

博士（前期・後期）課程                           コース・領域 

年次  学籍番号   

氏名 

漢 字 姓  名  

ローマ字 姓  名  

生年月日 （西暦）    年   月   日 性別 ☐ 男 ・ ☐ 女 

携帯電話  携帯メール  

志望大学 
第 2～7志望が無い場合は、 

「なし」と記入すること 

 

 

第 1 志望  

第 2 志望  

第 3 志望  

第 4 志望  

第 5 志望  

第 6 志望  

第 7 志望  

留学期間 
いずれかにチェックすること 

□1 学期間   □2 学期間 

志望大学での大学院の 

施設の利用 

いずれかにチェックすること 

□必要      □不要 

志望大学での 

指導教員 

いずれかにチェックすること 

□必要      □不要 

志望大学での 

履修 

いずれかにチェックすること 

□大学院の授業の履修を希望   □学部の授業の履修を希望 

□大学院、学部両方の授業の履修を希望 

語学能力試験の成績 （    年  月受験） 

研究分野  

 

京都外国語大学 国際部 

                                                         受付日   /   受付     


