
University of Wollongong 都市 国

ウーロンゴン大学
神戸大学における対象学部・研究科
全学部・研究科　　
募集分野
1. FACULTY OF LAW, HUMANITIES AND THE ARTS
2. FACULTY OF BUSINESS
3. FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
4. FACULTY OF SCIENCE, MEDICINE AND HEALTH
5. FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES

申請資格
語学要件

IELTS: 6.0 (Reading & Writing 6.0, Listening & Speaking 5.0)  以上
or
TOEFL iBT: 79 (Reading 18, Listening 17, Speaking 16, Writing 20)  以上

成績・その他要件
GPA 2.7以上

Academic Calendar
Autumn Semester 2月下旬～6月下旬（試験期間：6月上旬～下旬）
Spring Semester 7月中旬～11月中旬 （試験期間：11月上旬～中旬）
※学期開始前にオリエンテーションウイークがあります。

大学について

別添資料をご覧ください。(Fact Sheet)

履修科目について

Wollongong Australia

通常、1学期間に24 credit points(4科目相当)履修、最大32 credit points履修できます。
また、留学ビザの条件として、1学期間最低18 credit points以上（3科目相当）の単位取得が義務付けら
れています。
交換留学生は全ての学部から科目を選ぶことができます。但し、医学分野と教育分野は履修制限があ
り、履修要件がある科目もあります。
各科目の説明は、下記Handbookを参照してください。

学部対象科目は科目コードが100-400（1年生向けが100番台、2年生向けが200番台、3年生向けが
300番台・400番台）となり、大学院生対象科目は科目コードが800-900です。大学院生対象科目を履修
するためには、学部を卒業した証明が必要です。

Online ApplicationにSTUDY PLANの項目がありますが、履修が認められない場合もあります。その場
合は科目を追加する必要があります。また、オリエンテーション期間中に履修相談もできます。その際、
最新版の成績証明書や神戸大学のシラバスを持っていくことを強く推奨します。

授業は、講義、チュートリアルやセミナー、実験、実習の組み合わせで行われます。また、現地の学生と
同じ評価方法で評価されます。

One credit point has an implied workload of two hours per week. Six credit points represents a
minimum of 12 hours of work: this may be three hours of lectures, four hours of reading and five
hours of personal study or essay writing. Many full-time students will spend fewer than 15 hours a
week in contact with lecturers or tutors but will be expected to prepare for these classes with
reading and tutorial preparation.
Australian universities require students to be self-directed in their study and to submit a
considerable amount of written work in assignments and seminar or tutorial papers.
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単位互換について

住まいについて

ビザについて

オーストラリア日本大使館ビザ査証課
http://www.australia.or.jp/visa/

保険について

Useful Links
Wollongongホーム

http://www.uow.edu.au/index.html
Wollongong Academic Year（学事暦）

https://www.uow.edu.au/student/dates/UOW187066.html
Wollongong交換留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

http://www.uow.edu.au/future/studyabroad/index.html
Stdy Plan

http://www.uow.edu.au/future/studyabroad/yourprogram/index.html
Course Handbook （シラバス）

http://www.uow.edu.au/handbook/index.html
Study Abroad & Exchange Prospectus 

http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@unia/documents/doc/uow188996.pdf
Housing and Accommodation

http://www.uow.edu.au/future/studyabroad/housing/index.html
http://www.uow.edu.au/accommodation/index.html

Accommodation Portal（寮申請）
https://apply-accom.uow.edu.au/starrezportal/

Health and Culture Shock(OSHC)
http://www.uow.edu.au/future/studyabroad/healthandcultureshock/index.html

Wollongongが提供するOSHC providerのサイト(Wollongongへ加入手配を依頼する場合の保険会社）
http://www.bupa.com.au/

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。

寮の申込みは、下記のAccommodation Portalのサイトから各学生が直接行います。
基本的に締切までに申請すれば寮は保証されていますが、希望する寮に入るためには早めの申込が必
要です。（第1学期の寮申込〆切は10/31、第2学期の寮申し込みは5/1）

寮費: 1日3食付きはSingle RoomでAUD$385/week、Shared RoomでAUD$330/week
　　　　食事なしはAUD$260/week～

寮は7つあります。（うち2つは大学院生専用）
部屋は家具付き、バスルームは部屋に備え付けられている寮と何人かでシェアをする寮があります。

その他、Off-campus residence、民間アパート、シェアハウス等の住宅情報の提供を受けられます。
空港出迎えサービスもありますが、これらは全てオンラインで各自で直接予約します。

学生ビザはインターネットで申請(eVisa)。
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。

現地保険 "Overseas Student Health Cover (OSHC)"への加入が義務。ウーロンゴン大学を通じて手
続きを行います。
　1学期間: AUS$362（8ヶ月間）
　2学期間: AUS$696（15ヶ月間）
　※額は変更の可能性あり
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。
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OSHC FAQ (Department of Health, Australian Government)

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 9月30日（第2学期開始の場合は3月10日）までにOnline Applicationを完了。

現地出願〆切：　第1学期開始　11月1日／第2学期開始　4月1日

出願書類 1 願書（online） https://bps.uow.edu.au/suite/portal/login.jsp
2 成績証明書（英文）
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）
4 Study Abroad and Exchange Supporitng Statement Form （国際交流課が作成）

https://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@unia/documents/doc/uow232143
※Online Applicationで、1を作成し2～4の書類をuploadする。
Online Application完了後、1～4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 6月中旬 12月下旬

2 派遣大学別オリエンテーション参加 7月上旬 1月～2月
3 出願
4 学生寮の申込 ※学生各自で直接行う。

5 ～8月 3月

6
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

派遣決定後なるべく早く

オーストラ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。

留学準備の流れ
時期

第1学期開始 第2学期開始

3月10日〆

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/overseas+student+health+cover+faq-1

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。

9月30日〆

渡航の2ヶ月前頃

入学許可書、ビザ書類が到着（受入正式決定）
学期開始4ヶ月前から申請可能

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。

5月1日〆10月31日〆
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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 現地オリエンテーション
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）

7月下旬

2月下旬 7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

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月中旬 7月下旬

2月下旬
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