
 
 
 

Erasmus + KA107 Grant Program(Cracow University of Economics) 
 
1. General Information 
Hiroshima University of Economics (HUE) and Cracow University of Economics (CUE) have a long 
history of international student exchange. In order to expand this exchange to include faculty and staff 
members, both institutions applied for the Erasmus+ KA107 Grant in 2020.  The Erasmus 
Headquarters approved one faculty teaching position for HUE to send to CUE.  The grant was valid 
from 2020 to 2022, however, the COVID-19 pandemic prevented us from sending a representative to 
CUE. Due to these uncontrollable and unexpected circumstances, the Erasmus Headquarters approved 
an extension of this grant until the period of June 2023.  The difference in the academic calendars of 
Europe and Japan does not give us much of a choice in establishing the timing for the exchange. The 
Spring vacation period of mid-March matches up with the beginning of the Summer Semester for CUE. 
Therefore, those interested in applying for this teaching opportunity at CUE should submit their 
applications to the Center for International Exchange by the requested deadline. 
 
 
2. Offer details 

- Hosting Partner Institution  Cracow University of Economics 
- Numbers to be Recruited  1 Faculty member 
- Dates and Period of Stay  7 days during Mid-March, 2023;  

(5 days of teaching (8-10 hours), and 2 days of travelling) 
*No extension of teaching & travelling period  

- Language to be used for Lecture English 
- Erasmus+ Grant Details Stipend for faculty member 980 Euro (140 Euro per day  

for 7 days, and lump sum for travel expenses (up to 1500 
Euro depending on distance). Erasmus + KA 107 grant 
money will be taxed by Polish Government 

   - Title of Course (or Topic) to be Taught Subjects related to economics or business management 
   - Interview(After Application Submission) Required by HUE lecturers 
   - Deadline for Application  August 5th, 2022, submit to Center for International  

Education Exchange of HUE 
   - Contacts or Further details  Center for International Education Exchange of HUE 
     (Tel: 082-871-1002 or int-sc@hue.ac.jp) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ポーランド・クラクフ経済大学との教員交流プログラム 
 
1. 概要 
 広島経済大学とクラクフ経済大学は⻑年の学⽣交流を実施し、2020 年に教員及びスタッフ交流を
実施すべく Erasmus+ KA107 補助金を申請しました。双方向の教員・スタッフ交流を申請し、日本
からポーランドへの 1 名の教員派遣枠が認められました。 
 当初の派遣期間は 2020 年〜2022 年でしたが、新型コロナウィルスの蔓延のため、派遣はできま
せんでした。Erasmus 本部に状況を説明し、派遣期間の延⻑を申請したところ、2023 年 6 月まで延
⻑が認められました。 
 日本とヨーロッパの学期期間の関係で、2 月から 6 月の夏学期しか派遣できません。また、本学の
休暇期間中での派遣を考慮し、かつポーランドは 3 月下旬からイースター・ホリデーに入るため、3
月中旬での派遣を予定しています。ついては、以下の条件で教員 1 名を派遣しますので、応募条件を
確認の上、奮って応募してください。 
 
 
2. 募集内容 

- 派遣先大学  クラクフ経済大学（ポーランド） 
- 派遣枠   教員 1 名（ただし、非常勤教員は応募できない） 
- 派遣時期   2023 年 3 月中旬の 7 日間 

  （クラクフ経済大学で授業 5 日間（合計 8 時間）、小旅行 2 日間） 
 ※滞在期間の延⻑不可 

- 講義実施言語  英語 
- Erasmus＋手当  Erasmus＋手当(1 日 140 ユーロ、7 日間で 980 ユーロ）＋交通費

（EU 基準で決められる上限は 1,500 ユーロまで）[税引前額] 
- 担当科目  経済・経営の科目（自由） 
- 面接試験  申請資料等を提出の上、本学教員による面接試験あり 
- 申込締切  2022 年 8 月 5 日（金）までに、国際教育交流センターに提出 
- 照会、担当  国際教育交流センター 
   （Tel: 082-871-1002 または int-sc@hue.ac.jp） 
 


