
Sofia University St. Kliment Ohridski 都市 国

ソフィア大学
神戸大学における対象学部・研究科
全学部・研究科　　※経営学部･経営学研究科を除く

募集分野
1 Faculty of History
2 Faculty of Classical and Modern Philology
3 Faculty of Law
4 Faculty of Pre-School and Primary School Education
5 Faculty of Economics and Business Administration
6 Faculty of Physics
7 Faculty of Medicine
8 Faculty of Slavic Studies
9 Faculty of Philosophy

10 Faculty of Education
11 Faculty of Journalism and Mass Communication
12 Faculty of Mathematics and Informatics
13 Faculty of Chemistry and Pharmacy
14 Faculty of Geology and Geography
15 Faculty of Biology

申請資格
語学要件

ソフィア大学での授業を受講するのに十分なブルガリア語あるいは英語能力を有する者

IELTS: 6.0 (overall) 以上
or 
TOEFL iBT: 70以上

成績・その他要件
派遣時に１年以上の学士課程教育を終えていること。

Academic Calendar
第1学期 (Fall/Winter) 10月初旬～2月中旬（試験期間含む）
第2学期 (Spring/Summer) 2月下旬～7月初旬 （試験期間含む）

大学について

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng

履修科目について

Sofia Bulgaria

Faculty of Theologyを除く全ての分野の履修が可能です。英語での開講科目もありますが限られてい
ます。

The Sofia University St. Kliment Ohridski is the first higher educational institution in Bulgaria. Its
history is an embodiment and a continuation of centuries of cultural and educational tradition in
this country.
Public teaching activities in Bulgaria date back to the second half of the 9th century.
During the Bulgarian Renaissance, a new idea for opening a School of Higher Education was
conceived.
The prestige of the School of Higher Education grew rapidly with the cultural and educational
mission it acquired after the Liberation in 1878.
Year by year the Sofia University has developed into an important academic and scientific centre
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ブルガリア語コース

単位互換について

住まいについて

ビザについて

ブルガリア共和国大使館:
http://www.mfa.bg/embassies/japan/ll/912/index.html

保険について
 海外旅行保険に加入すること。

Useful Links
ソフィア大学ホーム

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng
Academic Calendar（学事暦）/　学部・研究科別情報

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/education
Bachelor's Degree Programmes

Master's Degree Programmes

ソフィア大学交換留学プログラムについて（願書ダウンロード）

学生ビザを取得する必要があります。（D タイプビザ）
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。

宿舎は、大学宿舎になりますがスペースに限りがあるため、全ての申請者に保証されていません。

寮(On-campus housing)の申込みは、入学許可書が届いてから各学生が直接行います。寮はＥＵのプ
ログラムの学生が優先ですので、交換留学生が寮に入れる保証はされていません。入れなかった場合
はホームステイや民間宿舎を探します。

寮費：月100レバ（約50€）～（2～3人部屋）
留学生は1つの寮（(Block8, Studentski Grad）で生活します。

Rooms in the student dormitory are furnished with desk, bed, wardrobe, lamps, chair and shelves.
There are only two-bed rooms. There is a cable internet in each room. Bedding is available. The
monthly price is about 50 EURO (appr. 100 LV.) with CONSUMPTIONS (water, central heating
and electricity included in price).
You could make use of fitness hall, hair-dresser’s, solarium, launderette and a café.
For your accommodation you must pay a deposit of one month in case of any damages.

留学生は、Faculty of Slavic Studies（スラブ学部・言語学習部）が提供するブルガリア語コースの受講
が可能です。

また、夏休み期間（7月～8月）にブルガリア語サマーセミナーがソフィア大学、ヴェリコ・タルノボ大学で開
催されます（有料）。最低限のブルガリア語を習得するためにもぜひ参加をお勧めします。

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。

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/learning_bulgarian_as_a_foreign_language

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_relations/exchange_students

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/education/bachelor_s_degree_programmes/bachelor_s_degree_programmes

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/education/master_s_degree_programmes/master_s_degree_programmes
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General Information for International Students
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students

Courses for International Students (Courses taught in English)
Bachelor:
Master:

ブルガリア語コース

Accommodation
http://uni-campus.net/

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

・「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

現地出願〆切：　Fall開始　5月31日／Spring開始　11月30日郵送必着

出願書類 1 願書
2 成績証明書（英文）
3 パスポート（写し）

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 3月下旬 7月上旬

3 出願
4 ～6月 ～11月

5 ソフィア大学から、入学許可書が到着 6月頃 11月頃

6 学生ビザの申請
7 寮の申請
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 年5回開催のうち

いずれかに参加
（2016/6/23,7/8,8/9,12

月,2017/1or2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。

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

4月15日 10月15日

ブルガリア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

4月15日まで（Spring開始の場合は10月15日まで）に下記の出願書類を国際交流課へ
提出。

入学許可書到着後

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bachelor_s_degree_programs_in_english

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/master_s_degree_programs_in_english_or_other_foreign_languages

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/learning_bulgarian_as_a_foreign_language
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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。

13 渡航
14 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）

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）

10月初旬 2月下旬

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

9月下旬 2月中旬
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