
University of Pittsburgh 都市 国

ピッツバーグ大学
神戸大学における対象学部・研究科
全学部　　※経営学部を除く

募集分野
1. School of Arts and Sciences

2. College of Business Administration 
3. Swanson School of Engineering

申請資格
語学要件

IELTS: 6.5 (overall) 以上
or 
TOEFL iBT: 80以上

成績・その他要件
GPA 3.0以上

Academic Calendar
Fall Term 8月下旬～12月上旬（試験期間：12月中旬～）
Spring Term1月上旬～4月中旬 （試験期間：4月下旬～）

※学期開始前にオリエンテーションがあります。

大学について

別添資料をご覧ください。（University Exchange Program Fact Sheet)

履修科目について

単位互換について

Pittsburgh, 
Pennsylvani

U.S.A.

　（アフリカ学、人類学、建築学、生命倫理学、生物学、化学、児童文学、古典学、古典・哲学・古代
科学、通信学、コンピューター科学、カルチュラルスタディーズ、東アジア言語・文学、経済学、英語
学、環境学、フランス及びイタリア言語学・文学、歴史学、科学史・哲学、芸術・建築史、知的システ
ム、ユダヤ学、言語学、数学、中世・ルネッサンス学、音楽、神経科学、哲学、物理・天文学、政治
学、心理学、宗教学、スラブ言語・文学、社会学、スペイン語、統計学、スタジオ芸術、舞台芸術、都
市学、女性学）

出願時に希望履修科目を選択する必要があります。
交換留学生は、School of Arts and Sciences, College of Business Administration, Swanson School 
of Engineeringのいずれかの学部に所属し、所属学部内の授業の履修が可能です。他学部の授業の履
修が可能な場合もあります。交換留学生（学部生）は、1学期間に最低12単位～最高18単位（4~6科目
程度）、履修します。履修登録は渡航前に事前登録し、本登録は現地にて行います。

International students to the U.S. must maintain full-time status as a part of their visa status 
requirements.  At Pitt, this is at least 12 credit hours, which is typically 4 courses.  It is important 
that students look at providing their list of desired courses through our COURSE REQUEST 
FORM, which is embedded into the online application.  Students ought to provide at 10 courses, 
in the event that their first choice courses are full.  Descriptions of the courses can be found here 
- http://www.courses.as.pitt.edu/.  Students should use Fall 2015 courses as a reference for 
courses for the Fall 2016 term, but note that courses are subject to change from term to term. 

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。
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住まいについて

ビザについて

米国大使館
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox

保険について

http://www.hr.pitt.edu/benefits/student-in

Useful Links
Pittホーム

http://www.pitt.edu/
Pitt Academic Calendar（学事暦）

http://www.provost.pitt.edu/information‐on/calendar.html.
Application Link

http://www.abroad.pitt.edu/intlnondegreeapp
Choice of courses

Dietrich School of Arts and Sciencehttp://www.asundergrad.pitt.edu/
College of Business Administration:http://www.cba.pitt.edu/
Swanson School of Engineering: http://www.engineering.pitt.edu/

Course description
http://www.courses.as.pitt.edu/

Housing
http://www.pc.pitt.edu/housing/
http://www.pc.pitt.edu/publications.php
http://www.ocl.pitt.edu/

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。
http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-programs/support/index.html

ピッツバーグ大学から発行されるCertificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1)Statusを持って、学
生ビザ（J１ビザ）を申請します。
ビザに関する情報は大使館HPで確認し、申請取得は各自が責任を持って行います。

アメリカの保険への加入が義務付けられています。受入れ決定後、ピッツバーグ大学が提供する
"University of Pittsburgh Medical Center Health Plan (UPMC Health Plan)"への加入手続きが可能
です。海外旅行保険はピッツバーグ大学には認められません。

有事の際の医療救助や帰国に伴う移動費は上記健康保険では補償されませんので、追加で海外旅行
保険（付帯海学）に加入すること。

ピッツバーグ大学寮が割り当てられる可能性があります。出願後、各自で申し込みをします。（学部生の
み）
Although housing is not guaranteed, the students will have an opportunity to apply for on-campus 
and off-campus University housing once they are admitted.  The fact sheet has information on the 
link to housing.  Students will be contacted directly by the Housing department regarding how they 
may submit an application.  University housing will typically open a few days before Orientation 
begins, so this will allow for students to settle into their accommodations before the term. 
 

Dining services and meal plans can be purchased for students who would prefer to have meals 
provided.  Details can be found on the following link: https://www.pc.pitt.edu/.  Details for off-
campus (non-university) housing may be found here: http://ocl.pitt.edu/

The average rent per semester is around $3100‐$4200, which equals around $775‐$1050 a 
th
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・「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 3月15日（水）まで（Spring開始の場合は9/1～9/30まで）にOnline Applicationを完了。

現地出願〆切：　Fall開始　3月25日／Spring開始　10月15日
出願書類 1 Online application

2 パスポート（写し）
3 英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）

既に提出している場合は不要。スコアが上がった場合は提出。
4 成績証明書（英文）
※Online Applicationで出願終了後、上記の書類のPDFを国際交流課へ送付してください

1 学内選考に合格 2月中旬 6月中旬

2 派遣大学別オリエンテーション参加 7月上旬

国際交流課よりピッツバーグ大学へ交換留学生として推薦する 3月1日〆 9月30日〆

3 出願
4 ～4月 ～10月

5 ピッツバーグ大学から入学許可書が到着（メール） 4月中旬 11月中旬

6 寮の申込み 4月頃 9月頃

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 “お金“について

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

3月18日〆 9月30日〆

アメリカ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。

※寮の申込みは、ピッツバーグ大学の自分のページからオンラインで申込む。
（第1希望、第2希望を事前に決めておく。）　Admission officeが出願データを受
取り次第、housing等の手続きが可能となる。
※大学院生の寮はありません。各自でOff Campus Housigを探します。

留学開始の3ヵ月前から申請可

年5回開催のうちい
ずれかに参加（6, 7, 

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

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

渡航前（フライト確定後）

2月下旬

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。

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
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13 渡航（International Student Check-in）
14 現地オリエンテーション（参加必須）
15 授業開始
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）

2017.8.28 2018.1.3

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

8月下旬 2018.1.2

2017.8.18-20 2018.1.2
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