
神戸大学交換留学（受入）入学願書（様式３－２） 

 Exchange Student Application Form  
1. Personal Information 

氏名 
*パスポートに記載

の通り氏名を書いて

ください 

姓（英字） 名（英字） ミドルネーム(英字) 

写真 

   

姓・名・ミドルネームのカタカナ表記を書いてください 

   

漢字がある場合は、漢字での表記も書いてください 

   

生年月日 年         月     日 性別  

パスポート番号  国籍  

現住所 
*正しい連絡先を省

略せずに書いてくだ

さい(住所は郵便番

号・棟番号・部屋番

号を含む) 

住所  

電話番号  

E-mail  

緊急時の連絡先 
*緊急時に連絡が取

れるよう、正しい連

絡先を省略せずに書

いてください。メー

ルアドレスも必ず書

いてください 

氏名  あなたとの関係 
(例 父親)  

 

住所  

電話番号  

E-mail  

在籍大学   

在籍大学での  

学部/研究科 
 

在籍大学での専攻  

副専攻(ある場合)  

在籍大学での学年 

(申請時) 

Bachelor/Undergraduate/1stCycle                                          Master/Graduate/2ndCycle 

Doctoral/Graduate/3rdCycle                                                   その他(                            ) 
年 

在籍大学での学年 

(留学開始時) 

Bachelor/Undergraduate/1stCycle                                          Master/Graduate/2ndCycle 

Doctoral/Graduate/3rdCycle                                                    その他(                            ) 
年 

在籍大学からの 

卒業予定日 
年          月        日 

日本語能力試験

(JLPT) 

*受験した人のみ 

レベル  点数 受験日 

 /  180                 年          月        日 

*日本語能力試験

を受験したことが

ない場合は日本語

のレベルを自己申

告してください。 

N1同等レベル      N2同等レベル      N3同等レベル      N4同等レベル      N5同等レベル 
 

なし       

 【N1】むずかしい ⇔ やさしい【N5】 

参考: Official Worldwide Japanese-Language Proficiency Test Website  
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html 

*この申請書に記入された個人情報は、申請手続き及びプログラム実施期間中のサポートをする目的にのみ使用されます。 
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2. Study Plan at Kobe University

1. 学修計画

在籍大学からノミネートされた学部、大学院、または GEC(グローバル教育センター)を選択してください。

学部 / 研究科: http://www.kobe-u.ac.jp/en/faculties_graduate_schools/index.html 
GEC: http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/english/ (2022年4月以降、組織変更のためURLが変更になる可能性があります)

留学期間 
 2022年 10月～2023年 3月   2022年 10月～2023年 9月 

[1学期間]  [1年間]

希望する学部/研究科 

または GEC 
*自身の専攻分野に近い学部/研究科にすること。GECは日本語学習に集中したい学生向けです

希望する専攻 

/関心のある学術分野 
1 2

2. なぜ上記の学部/研究科、またはGECを希望しますか？また、そこで何を勉強したいですか？

3. 神戸大学での希望指導教員の氏名を記入してください。

上記の教員から、既に内諾を得ていますか? 

  Yes           No 
*希望指導教員について、希望が必ず通るという保証はありません。

*神戸大学は「安全保障輸出管理規則」を制定しています。この規則により、特に工学部、工学研究科、システム情報研究

科の教員に関しては、教員の専門分野によってはあなたの指導教員になることが難しい場合があります。 

4. 講義を受けることに加え、指導教員のもと、研究指導を受けることを希望しますか?

  Yes           No 
*希望が必ず通るという保証はありません。

5. 大学が求める交換留学中の学習要件がある場合、記入してください。

6. 交換留学中に神戸大学で取得しなければいけない最小単位数が、所属大学によって決められていますか?

    はい     いいえ 

上で「はい」と答えた場合、それは何単位ですか? 

7. 在籍大学では何を勉強していますか。詳しく教えてください。
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8. 履修予定の授業科目を挙げてください。

留学の在留資格を得るためには 1クォーターに最低 6～7科目の履修 が必要です。

<参考> シラバス（学外公開用） / シラバスでの授業科目検索方法 

* 次年度開講科目の情報は現在公開されていません。現在公開されている科目の情報を参考にしてください。

* 【キーワード検索】にて「授業における使用言語」を選択すると英語での開講科目が検索できます。

* 春学期(第 1セメスター)は第 1・第 2クォーター、秋学期(第 2セメスター)は第 3・第 4クォーターです。

* 交換留学生は主に所属する学部/研究科または GECの授業科目を履修することになりますが、許可を得られた場合は所属

する学部/研究科以外の授業科目も履修できます。

* 履修登録は来日後に行われ、事前の登録はありません。ここに記載した希望履修科目はあなたの興味や関心を示すもので、

必ず履修できるとはかぎりません。履修登録期間に変更も可能です。履修登録手続きについては、所属する学部/研究科、

または GECから通知されます。

開講区分 所属 科目名 時間割コード 単位数 

3. Accommodation
大学寮への入寮を希望しますか？この申請書によって、寮の申請は完了します。結果は、各学期開始の約１カ月前に発

表されます。 ※交換留学生には優先的に大学寮を割り当てますが、保証はできません。 

    はい                     いいえ 

<神戸大学大学寮一覧>  
 https://www.kobe-u.ac.jp/en/campuslife/housing/accommodation.html 

※各大学寮の定員には上限があるため、大学寮の種類は選べません。あらかじめご了承ください。
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