
国名また
は地域名

大学名 派遣時期・期間 申請資格 申請締切 その他 問い合わせ先

3月から1年間 (1

学期間)
・学部生及び大学院生

法学研究科 学部・大
学院教務係

春学期: 3月上旬
～6月中旬

Tel: (078) 803-7234

秋学期: 9月上旬
～12月下旬

・韓国語の基礎的な学力があること
が望ましい

E-mail: law-kyomu-

kenkyuka@office.

3月から1年間 (1

学期間)
・学部生及び大学院生

第1学期: 3月上
旬～6月下旬
第2学期: 8月下
旬～12月上旬

・韓国語の基礎的な学力があること
が望ましい

春学期：3月～6月 ・大学院生 １０月下旬

秋学期: 9月～12

月

詳細はキャンパスアジア室へお問い
合わせください。 5月中旬

・学部生及び大学院生 10月中旬

・政治・国際関係に興味のある学生 4月中旬

8月から1年間 (1

学期間)
・学部生及び大学院生 Tel: (078) 803-7234

第１学期:３月～７
月

E-mail: law-kyomu-

kenkyuka@office.

3月または9月から1年

間 (1学期間)
・学部生及び大学院生

第1学期: 9月～1月

第2学期: 3月～7月

2月または9月から1年

間 (1学期間)
・学部生及び大学院生

第1学期: 9月～1月

第2学期: 2月～7月

1月または8月から1年
間（1学期間） ・大学院生 9月中旬

第1学期: 8月～12月 4月中旬

第2学期: 1月～5月

・大学院生 9月中旬

4月中旬

・学部生及び大学院生

・語学の要件なし
・学部生及び大学院生

・中国語の基礎的な学力があること
が望ましい

2月または7月か
ら1年間 (1学期

・学部生（派遣時3年次以上）及び法
科大学院生（派遣時2L・3L）

第1学期: ２月下
旬～６月
第2学期: 7月下
旬～11月

・TOEFL iBT 90 以上およびWriting

スコア21以上
8月または2月より原則

として1学期間
・学部生及び大学院生

第1学期: 8月～1月
・インドネシア語の基礎的な学力が
あることが望ましい

第2学期: 2月～6月

・学部生及び大学院生

2月または9月から1年
間 (1学期間) ・学部生及び大学院生

第1学期: 9月～1月

第2学期: 2月～6月

・大学院生
最長1年

10月中旬
5月中旬

2月または9月より
原則として１年間

10月中旬
5月中旬

2月または9月から1年

間 (1学期間)

交換留学プログラム　部局間協定

法学部・法学研究科

大韓民国

成均館大学 5月中旬

全南大学 5月中旬

高麗大学 大学寮あり

キャンパスアジア室
Tel: (078) 803-7160
http://www.edu.kobe
-u.ac.jp/gsics-cp-
asia/index.html

韓国カトリック大学

2月または8月から1年

間 (1学期間)

第1学期: 8月～12月

第2学期: 2月～6月

法学研究科 学部・大
学院教務係

ブラジル
リオデジャネイロ

州立大学
11月中旬

第２学期:８月～１
２月

・ポルトガル語の日常会話が堪能な
こと

11月中旬
5月中旬

厦門大学
10月中旬
5月中旬

汕頭大学

2月または9月より
原則として１年間

10月中旬
5月中旬

10月中旬
3月中旬

ベトナム UEL
9月から1年間(1学期
間) 5月中旬

モンゴル オトゴンテンゲル大学 未定

インドネシア インドネシア大学
10月中旬
4月中旬

中国

蘭州大学

国立台北大学

マカオ大学

マレーシア マレーシア国立大学

オースト
ラリア

シドニー大学

台湾

国立政治大学
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http://eng.skku.edu/
http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx
http://gsis.korea.ac.kr/
http://www.catholic.ac.kr/english/main/main.html
http://www.uerj.br/modulos/kernel/home.php
http://www.uerj.br/modulos/kernel/home.php
http://www2012.xmu.edu.cn/english/
http://english.stu.edu.cn/index.php
http://en.uel.edu.vn/
http://www.otgontenger.edu.mn/
http://www.ui.ac.id/
http://en.lzu.edu.cn/
http://www.ntpu.edu.tw/chinese/
http://www.umac.mo/
http://www.ukm.my/v6/
http://www.usyd.edu.au/
http://www.nccu.edu.tw/?locale=en


国名また
は地域名

大学名 派遣時期・期間 申請資格 申請締切 その他 問い合わせ先

交換留学プログラム　部局間協定

法学部・法学研究科

・学部2～4年生

・成績評価係数2.3以上

・TOEFL iBTスコア70又は同等以上 Tel: (078) 803-7234

2月または9月から1年

間 (1学期間)
・学部生及び大学院生

E-mail: law-kyomu-

kenkyuka@office.

第1学期: 9月～1月

第2学期: 2月～6月

4月または10月から1

年間 (1学期間)
・学部生及び大学院生

第1学期: 10月～3月

第2学期: 4月～9月

4月または10月から1
年間 (1学期間) ・学部生及び大学院生

第1学期: 10月～3月

第2学期: 4月～9月

・学部生及び大学院生

2月または10月から1

年間 (1学期間)
・学部生及び大学院生

第1学期: 10月～1月

第2学期: 2月～6月

・学部生及び大学院生 9月中旬
5月中旬

ダブルディグ
リープログラム

１０月から原則として１
年間（実質１０ヶ月）

原則10月から1年間

1月または9月から原
則1年間

12月中旬
5月中旬

5月中旬

ダブルディグ
リープログラム

派遣校にプログ
ラム参加費を支

払う

法学研究科 学部・大
学院教務係

リエージュ大学
10月中旬
5月中旬

ダンディー大学
9月から1学期間
第1学期：9月～12

月
11月中旬

エセックス大学

イギリス

ベルギー

オスナブリュック大学

ポーランド ヤゲウォ大学

１０月から原則とし
て１年間（実質１０ヶ
月）

５月上旬・大学院修士課程学生

ドイツ

リール政治学院フランス

イタリア ミラノ大学
10月中旬
5月中旬

・大学院修士課程学生 ５月上旬

ハンブルグ大学

ベルリン経済法科大学

11月中旬
5月中旬
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http://www.droit.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home
http://www.dundee.ac.uk/
http://www.essex.ac.uk/
http://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
http://www.en.uj.edu.pl/en
http://www.sciencespo-lille.com/
http://www.unimi.it/ENG/
https://www.uni-hamburg.de/en.html
http://www.hwr-berlin.de/en

