平成 30 年度 ベネチア大学（イタリア）交換留学募集要項
1.趣旨

１学年間、異なった環境の中で生活しつつ、専門科目の単位取得とともに、豊かな国際感覚を身
につけることを目的とします。

2.派遣先

ベネチア大学（イタリア）

ベネチア大学

3.プログラム
の魅力

ベネチア大学はイタリアのベネチアにある国立大学です。ベネチアは水の都と呼ばれ、観光地と
しても人気です。ベネチア大学は 1868 年、イタリアでは最初の、ヨーロッパでは２番目のビジネ
ススクールとして創立されました。学生数は約 20,000 人です。現在では８つの学部を擁し、30
言語以上の外国語クラスが開設され、さまざまなレベルの学際的な学位コースをイタリア語また
は英語で提供しています。対アジア貿易のためにアジアの言語を学ぶ学科がいち早く設置される
など、外国語教育に力を入れてきた大学でもあります。外国語学部にある東アジア学科にはイタ
リア随一の日本語専攻があり、日本語を勉強する学生は 800 人以上います。また、ベネチア国際
大学とも提携をしており、本プログラム参加者はベネチア国際大学の授業を履修することもでき
ます。

4.応募資格

（1）出発時に学部 2 年生以上、又は大学院に在籍する学生で、交換留学先の大学で教育を受ける
のに充分な能力と適性のある者。
（2）以下のいずれかの有効な英語スコアを有すること。
【1】TOEFL iBT 71 以上
【2】IELTS 6.0 以上
※TOEIC、TOEFL-ITP は受付不可。
（3）最低 1 学期相当（15 コマ程度）の入門イタリア語クラスの受講歴がある者又は出発までに
受講する（※）ことを確約する者。
※現在本学ではイタリア語のクラスがありませんので、エクステンション講座又は（エクステ
ンション講座が開催されない場合）自己手配となります。また、受講にかかる費用は自己負
担となります。

5.期間

１年間
※この間、本学は休学扱いとならず、学則に定める留学の扱いとなります。
※ベネチア大学の学年歴 （1 学期：9 月～12 月、2 学期：2 月～6 月）

6.派遣学生数

３名

7.必要経費

・授業料：免除（ただし、横浜市立大学の授業料を支払うことになります）

【目安】

・宿舎費：300～500 ユーロ / 月、食費、光熱費は別途
・海外旅行傷害保険加入保険料：約 25 万円（加入プランによる）
※その他、往復航空券、ビザ取得費用、交通費、生活費などが必要です。宿舎費は宿舎によって
異なり、費用はあくまで目安となります。1 ヶ月 500 ユーロ以上かかる可能性もありますのでご
了承ください。

8.補助金等

選考により、予算の範囲内で補助金及び助成金が支給される可能性があります。
（１）横浜市立大学…最大 12 万円の補助金の支給
（２）横浜市立大学後援会…最大 12 万円の助成金の支給
（但し、保護者が後援会に加入している場合のみ）

※（１）
、
（２）とも事前支給となりますが、要件を満たさない場合、返還を求めることがありま
す。
※【重要】補助金等の支給は、以下要件を満たすことを条件とします。
①学内オリエンテーションに出席し、出国前、帰国後にそれぞれ指定された提出物を期限まで
に提出すること
②毎年秋ごろに開催される海外研修プログラム体験報告会に出席すること
9.応募書類

書類はすべて A4 にそろえ、ホチキスどめすること。
（１）提出物確認シート
（２）願書（PC 入力可。手書きをする場合には、鉛筆書きは認めないので、ボールペン等で記入
すること。
）
（３）併願状況報告書（PC 入力可。手書きをする場合には、鉛筆書きは認めないので、ボールペ
ン等で記入すること。
）
（４）学習計画書（自由様式。A4 用紙 2 枚程度で横書き。日本語で記載すること。
）
（５）有効な英語スコアの写し（PE 合格以上のスコア）
（６）イタリア語学習履歴がわかる書類 又は イタリア語受講計画（A4 で 1 枚程度）
（７）パスポートの写し（カラー、白黒どちらでも可ですが、A4 にて印刷すること）
（８）誓約書
（９）同意書

10.応募締切

平成 29 年 12 月４日（月）13：00 厳守
（郵送可。ただし、その場合には１日まで必着のこと）

11.書類提出先

八景キャンパス YCU スクエア１階 グローバル推進室
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学グローバル推進室 ベネチア大学担当

12.選考

面接試験、提出書類から総合的に判断します。
面接試験は以下の通り実施します。時間帯は、書類受領後に連絡します。
日時：平成 29 年 12 月 12 日（火）18 時以降
場所：YCU スクエア ３階

13.選考後
の流れ

スチューデントオフィス 31

（１）選考結果発表
日時：平成 29 年 12 月 20 日（水）12：00 頃
場所：YCU スクエア 1 階 グローバル推進室掲示板に掲示
（２）第 1 回オリエンテーション （参加必須）
交換留学生として決定後、個別に調整します。

14．単位認定

ベネチア大学において取得した単位は、取得内容が教育的に有益であると認められた場合は、本
学の開講科目に読み替えて卒業要件を満たす単位として認定される場合があります。教育的に有
益かつ本学開講科目と内容が一致する場合は、本学の開講科目に読み替え、卒業要件を満たす単
位として認定される場合があります。教育的に有益にもかかわらず本学に内容が一致する開講科
目がない場合は、海外留学科目群として、卒業要件を満たす単位として認定される場合がありま
す。本学の開講科目及び海外留学科目群に読み替えられない場合は、卒業要件に含まれない自由
科目扱いとなります。

15.帰国後
の活動
16.その他

帰国後は、報告書の提出及び報告会の企画、次期派遣学生向けの説明会、オリエンテーション等
へ参加するとともに大学プログラム経験者として広報活動に協力してください。
（１）留学説明会について
留学フェアでは、留学体験者の体験談や交換留学生の大学説明を交えた大学紹介・留学説明会・
報告会を以下の日程で実施します。また、別途留学説明会も実施します。応募を考えている方
は、ご出席ください。

①留学フェア
日時：平成 29 年 10 月 11 日（水）16：10～17：50 留学経験者及び交換留学生による大学紹介
日時：平成 29 年 10 月 12 日（木）16：10～16：40 交換留学・セメスター留学説明会
日時：平成 29 年 10 月 12 日（木）18：00～20：00 YCU 海外プログラム体験報告会・相談会
場所：YCU スクエア ピオニーホール
②留学説明会
日時：平成 29 年 11 月８日（水）12：10～12：40 （昼食を食べながらの参加可）
場所：YCU スクエア 401
（２）本プログラムの出願に間に合う英語試験について（10 月 18 日更新）
①TOEFL iBT
実施日：11 月 12 日（日）
申込期限：11 月 5 日（日）
（Late registration（追加費用要）:11 月 8 日）
試験結果発表日：11 月 22 日（水）
実施日：11 月 18 日（土）
申込期限：11 月 11 日（土）
（Late registration（追加費用要）:11 月 14 日）
試験結果発表日：11 月 28 日（火）
②IELTS
実施日：11 月 11 日（土）
申込期限：10 月 23 日（月）…日本英検協会
11 月 8 日（水）…JSAF
試験結果発表日：11 月 24 日（金）
（３）留学手続きについて
出願手続き等、スムーズに進まないことがあります。グローバル推進室の指示に従い、 臨機応変
に対応・準備をすることが求められます。
17.問い合わせ

グローバル推進室 ベネチア大学担当
電話：045－787－2027
メール：ycuint01★yokohama-cu.ac.jp（★をアットマークへ変更してください。
）

