
University of Barcelona 都市 国

バルセロナ大学
神戸大学における対象学部・研究科
全学部・研究科　　※経済学部･経済学研究科を除く（別途部局間協定により募集有り）

募集分野
1 Faculty of Biology
2 Faculty of Chemistry
3 Faculty of Earth Sciences
4 Faculty of Education
5 Faculty of Fine Arts
6 Faculty of Geography and History
7 Faculty of Law
8 Faculty of Library and Information Science
9 Faculty of Mathematics and Computer Science

10 Faculty of Pharmacy and Food Science
11 Faculty of Philology
12 Faculty of Philosophy
13 Faculty of Physics
14 Faculty of Psychology

申請資格
語学要件

IELTS: 5.5 (overall) 以上
or 
TOEFL iBT: 72以上

 分野によっては要件が異なる場合があるため、詳細は各自下記HPにて確認すること。

成績・その他要件
なし

Academic Calendar
Fall semester 9月中旬～1月下旬（試験期間：1月上旬～）

2月中旬～6月下旬（試験期間：6月上旬～）
※ほとんどの学部で学期開始前にオリエンテーションがあります。（9月上旬・2月上旬）

大学について

詳しくはこちらをご覧ください。http://www.ub.edu/web/ub/en/

履修科目について

http://www.ub.edu/sl/en/socio/transparencia.php?angles=1
履修単位数に制限はありませんが、30 ECTS/1学期が理想です。

カタルーニャ語コース

バルセロナ大学での授業を受講するのに十分なスペイン語またはカタルーニャ語（B1以上）ある
いは英語能力（B2以上）を有する者。
英語で授業を受講する場合：英語での開講科目が限られているため、各自の専門分野の英語で
の開講科目が十分かどうか、単位互換に問題がないかどうかを確認のこと。

Barcelona Spain

学期中にカタルーニャ語コースを受講することができます。レベル別で開講されており、有料です（30
時間コースは60ユーロ、40時間コースは80ユーロ）。30時間のコースは3ECTS、40時間のコースは
4ECTSに相当します。またオンラインコースもあります（有料）。申込は現地の Language Services 

65％の科目はカタルーニャ語で開講されます。30％の科目はスペイン語で開講され、残り5％が英語や
他の言語で開講されます。英語での開講科目一覧は下記のサイトを参照ください。

Spring semester

http://www.ub.edu/web/ub/en/sites/llengues/estudiants_de_mobilitat/estudiants_arribada/arribada/requeriments_linguistics.html
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http://www.ub.edu/sl/en/acollida/cursos.html
単位互換について

住まいについて

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_a.htm#allotjar

ビザについて

在日スペイン大使館：

保険について

Useful Links
バルセロナ大学 ホーム

http://www.ub.edu/web/ub/en/
Academic Calendar（カタルーニャ語）

http://www.ub.edu/acad/noracad/
学部・学科情報

交換留学プログラムについて
http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/estades_temporals.html
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/accep_a.htm

英語開講科目
http://www.ub.edu/sl/en/socio/transparencia.php?angles=1

Language Services（語学コース）
http://www.ub.edu/sl/en/acollida/

住居について
http://www.ub.edu/sae/serveis/allotjament/en/index.html

奨学金について
派遣交換生に決定した学生が申請できる奨学金が数種類あります。
奨学金については、下記のサイトを参照してください。

相 す。 ラ あり す（有料）。申 現 g g
Secretary’s Officeで行います。オンラインコースはオンラインでの申込が可能です。
詳細は下記HPをご参照ください。

履修予定科目が神戸大学で単位互換可能かどうか、予め指導教員に相談することを推奨します。単位
互換は帰国後申請し、各学部・研究科の教授会により承認されます。

交換留学生は大学寮は提供されません。 Resa Housingというサイトを通して民間宿舎を探します。詳細
については下記のサイトを参照ください。

東京の在日スペイン大使館において「留学、研究、研修用ビザ（6ヶ月未満は短期、6ヶ月以上は長期）」
を申請する必要があります。ビザに関する情報は大使館へ確認し、申請取得は各自が責任を持って行
います。ビザ発給は時間を要する場合がありますので、入学許可書が届いたらすぐに手続きができるよ
う、必要書類を予め用意しておくことをお勧めします。長期ビザの場合は、渡航後30日以内に居住予定
の警察署で、学生としての滞在許可（Tarjeta de Estudiante）を取得する必要があります。

海外旅行保険（付帯海学）に加入すること。

All international students must take out medical, accident and repatriation, insurance for their stay 
at the UB.

All other students must take out private medical insurance for the duration of their stay at the 
University of Barcelona. Confirmation should be obtained from the insurer, in Spanish or Catalan 
if possible, indicating that coverage applies for the duration of the study period in Spain.

All students must prove an insurance that covers accidents and repatriation. It can be taken out at 
the home country at individual level or by the home institution.

http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/responsables_ub/responsables_UB.html

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Paginas/inicio.aspx
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http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-programs/support/index.html

・「日本学生支援機機構(JASSO)海外留学支援制度（協定派遣）」

・「HUMAP留学生交流推進制度」

・「神戸大学基金による学生の海外派遣補助」
上記サイトに募集要項を掲載しますので、期日までに申請してください。

・「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」

http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-programs/tobitate.html

出願について（学内選考後）
出願〆切 4月末（Spring開始の場合は9月末）までに下記の出願書類を国際交流課へ提出。

現地出願〆切：　Autumn開始　6月15日／Spring開始　11月15日
※国際交流課よりメールで必要書類を送付

出願書類 1 願書 http://www4.giga.ub.edu/acad/estada/sol_alumne/identificacio_2017.php?lang=3

2 成績証明書（英文）
3 言語能力を証明する書類（TOEFLまたはIELTSのスコアレポートのコピー）
4 写真（パスポートサイズ）
5 推薦状

1 学内選考に合格 12月下旬 6月中旬

2 派遣大学別オリエンテーション参加 1月～2月 7月中旬

3 国際交流課よりバルセロナ大学へ交換留学生として推薦する 3月 7月
4 出願
5 ～5月 ～10月

6 入学許可書到着
7 学生ビザの申請
8 神戸大学での留学に伴う諸手続き（「海外渡航届」、「留学願い」など）

所属学部の教務学生係へお問合せください
9 危機管理オリエンテーションに参加

10 航空券の予約
フライト確定次第、OSSMA Locatorに旅程を登録する。

11 海外旅行保険への加入
出発前に保険会社名等をOSSMA Locatorに入力してください。

12 “お金“について

13 渡航
14 Welcome sessions
15 授業開始 9月中旬 2月中旬

9月上旬 2月上旬

年5回開催のうちい
ずれかに参加（6, 7, 

12, 1or2月）
危機管理制度登録のための必要書類やオリエンテーションについては所
属学部へお問合せください。

渡航の2ヶ月前頃ま
で

留学期間や留学先などを考慮し、現地でのお金についてクレジットカードの
準備や銀行送金等について確認しておく

9月上旬 2月上旬

渡航前（フライト確定後）

毎年3月に翌年度派遣の奨学金の割当が決定します。詳細は、3月以降、国際交流課または所
属学部で確認してください。割当てがない年度もあります。

この奨学金は交換留学生向けの奨学金ではありませんが、”実践活動”を伴う交換留学の場合、
申請が可能となります。但し、派遣交換生に決定する前に準備・申請する必要があります。詳しく
はこちらのサイトをご覧ください。

留学準備の流れ
時期

Fall開始 Spring開始

4月末まで9月末まで

スペインへの学生ビザについて大使館のHPで情報を収集し、学生ビザ申請
必要書類や方法について理解しておく。

入学許可書到着後

上記よりアクセスし、願書を作成、出力後サインをして国際交流課へ提出（２枚）

毎年2月頃に翌年度派遣の奨学金の割当が決定します。詳細は、2月以降、国際交流課または
所属学部で確認してください。割当てがない年度もあります。

3 / 4 2017/10/3 更新



渡航後
・ 国際交流課へ無事到着の旨、emailで連絡。OSSMA安否確認に応答。
・ 管轄する日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提出する(web）

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
在留届を提出後、OSSMA Locator内の「在留届」の項目に「登録済」と入力

・ 住所（Off-campusで到着後に決定する場合）、連絡先、携帯番号等をOSSMA Locatorへ入力
・ 履修科目が決定次第、国際交流課へ連絡
・ 近況報告書の提出（渡航後２～３ヶ月以内）

所定の様式はこちらからダウンロード

・

・ 留学が終了し帰国する際は、フライトが確定次第OSSMA Locatorへ帰国日程入力
・ 帰国報告書の提出（帰国後1ヶ月以内）

http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-programs/exchange/index.html#download
その他、現地到着後に必要な手続きについては、現地のオリエンテーションや、現地国際オフィスの
職員に確認し各自で行う
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