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大学間交流協定校一覧（学生交換協定を締結している協定校） 2022年10月現在

派遣
実績※1 国・地域名 大学名 学事暦 語学要件 備考（成績要件※2，その他）

1 ● 韓国 漢陽大学
秋学期 ９月～12月
春学期 ３月～６月

【英語】
TOEFL iBT: 72～，TOEFL ITP: 543～
IELTS : 5.5～，TOEIC : 785～
【韓国語】
TOPIK: ３級～
※上記のいずれかの資格を満たす必要あ
り。

学業成績平均60点以上

2 ● 韓国 仁荷大学
秋学期 ８月～12月
春学期 ２月～６月

【英語の授業を履修する場合】
TOEFL iBT: 71～
IELTS: 5.5～
Duolingo English test : 90～
【特定の科目を専攻する場合※】
TOPIK: 4級～
※詳細はファクトシートで確認すること。

学業成績平均75点以上

3 ● 台湾 国立中央大学
秋学期 ９月～１月
春学期 2月～６月

・通常科目を履修する場合は，学部2
年生は，授業履修に支障ない十分な
英語力および中国語力を有しているこ
と，学部3，4年生は，授業履修に支障
ない十分な英語力を有していることが
求められる。
※Language Centerで開講する中国語
を学ぶ科目のみを履修する場合に
は，上記の要件はなし。
・英語で行われる科目のほとんどは大
学院生レベルである。

学部生の場合，2セメスター以
上を修了していること（学部2
年生以上が募集対象となる）

4 ● アメリカ ロードアイランド大学

秋学期 9月～12月
春学期 1月～5月
※春学期から留学を開始する
場合は， 原則として1 学期間
のみの留学となる。

IELTS : 6.5以上
TOEFL iBT : 79以上
実用英語技能検定準１級

学業成績平均70点（100点満
点）以上
学部生のみ

5 アメリカ
カリフォルニア州立大
学ソノマ校

秋学期 8月中下旬～12月中
旬
春学期 1月下旬～5月下旬

IELTS :6.0以上
TOEFL iBT: 61以上

学業成績平均70点（100点満
点）以上

6 ●
オーストラ
リア

シドニー工科大学
秋学期 2月～6月
春学期 8月～11月

【オーストラリア言語文化課程コース】
IELTS 5.0以上  （Writing:5.0以上）
TOEFL iBT 35以上(Writing 17以上）
【正規履修科目コース】
IELTS 6.5以上  （Writing:6.0以上）
TOEFL iBT 79以上(Writing 21以上）
*All teacher education, Pharmacy は
別基準

学業成績平均70点（100点満
点）以上

7 ● フランス ナント大学

秋学期：9月～12月中旬
冬学期：1月中旬～5月下旬
※冬学期から留学を開始する
場合は， 1 学期間のみの留学
となる。

【フランス語コース】
i-FLEに所属しフランス語を学ぶ者に
ついては語学要件無し。
【通常履修科目コース】
フランス語B１レベル以上
（専攻によってはB2レベル以上）

【募集対象校（2022年度第Ⅱ期）】

※1　2017年度～2022年度までの交換留学派遣実績（短期派遣除く）
※2　備考欄の「成績要件」における「GPA」は協定校の定める計算式による
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https://www.hanyang.ac.kr/web/eng
https://eng.inha.ac.kr/
http://oia.ncu.edu.tw/index.php/en/
https://www.uri.edu/
https://www.sonoma.edu/
https://www.sonoma.edu/
https://www.uts.edu.au/
https://english.univ-nantes.fr/universite-de-nantes-welcome-2405740.kjsp?RH=1519225964635&RF=INSTITUTIONNEL_EN


（機１）

派遣
実績※1 国・地域名 大学名 学事暦 語学要件 備考（成績要件※2，その他）

8 インド
インド理科大学院大
学

ⅠTerm 8月～12月
ⅡTerm 1月～4月
Summer Term 5月～6月

特段の定めなし

特段の定めはないが，専門分
野を学ぶためには，学部３・４
年生もしくは大学院１年生で
あることが望ましい。

9 インド
インド工科大学ルー
キー校

秋学期 7月～11月
春学期 2月～５月

10 インド
インド宇宙科学技術
大学

Even Semester 1月～7月
Odd Semester 7月～12月

11 ● スリランカ ペラデニア大学
1学期 3月～8月
2学期 8月～2月

IELTS(Academic Module): 6.0 Overall
with no individual band less than 5.0

12 タイ コンケン大学
1学期 7月～11月
2学期 12月～４月

TOEFL iBT: 61～
IELTS Overall band: 5.5～(all band
scores ≥4.0)

13 タイ カセサート大学

<International Programs>
1学期 8月～12月
2学期 1月～5月
<English Programs>
1学期 6月～11月
2学期 12月～5月

IELTS : 5.5 ～，TOEFL ITP: 500～，も
しくは所属大学が発行する英語力の
証明書

GPA2.0（4.0scale)以上

14 タイ チェンマイ大学
1学期 6月～10月
2学期 11月～４月

TOEFL iBT: 61～
IELTS : 5.0 ～
TOEIC : 600～

GPA
【学部生】3.0/4.0 以上，また
は 2.3/3.0以上
【大学院生】3.25/4.0以上

15 ● タイ チュラロンコン大学
1学期 8月～12月
2学期 1月～5月
夏学期 6～7月

TOEFL iBT: 79～
IELTS  Overall band: 6.0～

GPA 2.75以上

16 タイ タマサート大学
1学期 8月～12月
2学期 1月～5月

現地での専攻により異なる。詳細は各
学部/大学院のファクトシートで確認す
る。

GPA 3.0 (out of 4scale) 以上

17 タイ
モンクット王工科大学
トンブリ校

1学期 8月～12月
2学期 1月～5月

TOEFL ITP:500～，IELTS: 5.0 ～，もし
くは所属大学が発行する英語力の証
明書

18 カンボジア 王立プノンペン大学
1学期 9月第3週～1月
2学期 2月第1週～7月

IELTS Overall band: 6.0, TOEFL iBT:
75～, TOEFL PBT 550. 現地での専攻
により異なる。

GPA 3.0 (out of 4scale)

19 ベトナム ハノイ工科大学
秋学期 8月下旬～1月中旬
春学期 1月中旬～6月

CEFR B1～
(IELTS : 6.0～）

GPA2.5/4.0　or 3/5

20 ● フィリピン
アテネオ・デ・マニラ
大学

1学期 8月～12月
2学期 1月～5月

【学部生】
TOEFL iBT: 79～
IELTS : 6.0～
【大学院生】
TOEFL iBT:80～
IELTS : 6.5～

GPA 3.0/4.0以上

21 マレーシア
トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学

1月中旬～5月下旬
5月下旬～10月中旬
10月中旬～1月中旬

・英語で授業を受ける場合：IELTS5.0
以上，もしくは同等の英語力が必要
・英語学，英語教育について学ぶ場
合：IELTS : 6.0～

22 中国 黒竜江大学
秋学期：9月～12月
春学期：3月～6月

【中国語で受講する場合】
HSK4級に相当する語学力が必要

23 中国 ハルビン工業大学
秋学期：9月～1月
春学期：3月～6月
夏学期：6月～8月

本募集が対象とする留学期間に該当しない，又は出願の対象とならない場合があるため，以下の大学を希望する場合は，必ず事前の問合せ期限までに留学交流推進課
に申し出ること。

【その他協定校】

2

https://www.iisc.ac.in/
https://www.iisc.ac.in/
https://www.iitr.ac.in/
https://www.iitr.ac.in/
https://www.iist.ac.in/
https://www.iist.ac.in/
https://www.pdn.ac.lk/
https://www.kku.ac.th/?l=en
https://www.ku.ac.th/th
https://www.cmu.ac.th/en/
https://www.chula.ac.th/en/
https://tueng.tu.ac.th/
https://global.kmutt.ac.th/
https://global.kmutt.ac.th/
http://www.rupp.edu.kh/
https://en.hust.edu.vn/
https://ateneo.edu/admissions
https://ateneo.edu/admissions
https://utar.edu.my/home.php
https://utar.edu.my/home.php
http://hi.hlju.edu.cn/dmissions_en/admissions/Orientation.htm
http://www.hit.edu.cn/
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24 中国 中央民族大学
秋学期：9月～1月
春学期：3月～6月

・HSK5に相応する語学力が必要。
・中国語プログラムの応募者は語学要
件について特段の定めなし。

25 中国 中国農業大学
秋学期：9月～1月
春学期：3月～6月

26 中国 中国地質大学武漢校

27 中国 中国地質大学北京校

28 ● 中国
北京師範大学珠海分
校

秋学期：9月～1月
春学期：2月～6月

特段の定めなし（出願時，英語及び中
国語の資格証明書を提出）

29 中国 東北師範大学
秋学期：9月～
春学期：2月～

【中国語で受講する場合】
HSK5級に相当する語学力が必要
【中国語を学ぶ科目を履修する場合】
特段の定めなし

GPA 3.0/4.0以上

30 中国 西安交通大学
秋学期：7月下旬～1月下旬
春学期：2月下旬～6月下旬

【中国語で受講する場合】
HSK4級 180点以上
【英語で受講する場合】
TOEFL80, IELTS6.0※その他，認めら
れる英語資格試験については要確認

31 中国 東北大学

32 中国 大連理工大学
秋学期：9月～
春学期：2月～

【英語で受講する場合】
TOEFL iBT80点以上，IELTS5.5以上の
証明書を提出。
【中国語で受講する場合】
・理学・工学・経済学・経営学を専攻す
る場合 : 新HSK４級で180点以上
・人文学，外国語を専攻する場合 : 新
HSK5級で180点以上
の証明書を提出。

2年生以上

33 中国 湖北大学
秋学期：9月～
春学期：2月～

【中国語で受講する場合】
HSK4級以上
【その他の言語で受講する場合】
語学試験証明書の提出が必要。また
は，面接があり。

34 中国 華中師範大学

35 中国 華中科技大学
秋学期：9月～1月
春学期：3月～7月

特段の定めなし

36 中国 天津外国語大学

37 中国 香港樹仁大学
秋学期：9月～12月
春学期：1月～5月

Overall band score of 6 with no band
lower than 5.5 in International English
Language Testing System (IELTS)

GPA of 2.5 and above

38 台湾 中原大学
秋学期：8月上旬～1月下旬
春学期：2月上旬～6月下旬

特段の定めはないが，語学の証明書
がある場合は，出願時に提出。

特段の定めなし

39 台湾 国立高雄師範大学
秋学期：
春学期：2月～6月

特段の定めはないが，一定の英語力
があることが望ましい。

40 台湾 国立高雄大学
秋学期：9月～1月
春学期：2月～6月

特段の定めはないが，基礎レベルの
中国語力があることが望ましい。

41 台湾 文藻外語大学
秋学期：8月～1月
春学期：2月～7月

42 台湾 義守大学
秋学期：9月～
春学期：2月～

IELTS Overall band（Academic
Module）: 4.5～5.0

特段の定めなし

43 台湾 静宜大学
秋学期：9月～1月
春学期：2月～7月

交換留学前に在籍大学で語学力を評
価してもらう必要有。

GPA2.50～
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https://www.muc.edu.cn/index.htm#1
https://en.cau.edu.cn/
https://en.cug.edu.cn/
https://en.cugb.edu.cn/
https://english.bnuz.edu.cn/
https://english.bnuz.edu.cn/
https://en.nenu.edu.cn/
http://en.xjtu.edu.cn/
https://english.neu.edu.cn/
https://en.dlut.edu.cn/
https://eng.hubu.edu.cn/
http://english.ccnu.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/
http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/
https://www.hksyu.edu/en/home
https://www.cycu.edu.tw/eng/
https://w3.nknu.edu.tw/en/
https://www.nuk.edu.tw/?Lang=en
https://c041.wzu.edu.tw/
https://www.isu.edu.tw/en1/
https://enroll.isu.edu.tw/DI/秋学期：9月～12月春学期：2月～6月
https://enroll.isu.edu.tw/DI/秋学期：9月～12月春学期：2月～6月
https://enpu.pu.edu.tw/
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44 台湾 南台科技大学

秋学期：
9月～1月
春学期：
2月～6月

TOEFL iBT:63～
IELTS （Academic Module）: 5.0～

GPA3.38～

45 台湾 東呉大学
秋学期：9月中旬～1月中旬
春学期：2月中旬～6月下旬

特段の定めなし。
特段の定めはないが，出願ま
でに少なくとも1セメスターを修
了している必要がある。

46 台湾 逢甲大学
秋学期：９月～1月
春学期：２月～6月

【英語で受講する場合】
TOEFL ITP : 500，TOEFL iBT : 70，
IELTS : 4.5
※Business Collegeの修士課程を希望
する学生は，TOEIC: 700
【中国語で受講する場合】
TOCFL  Level 5もしくは HSK Level 6

GPA2.8以上

47 モンゴル
モンゴル生命科学大
学

秋学期：8月～
春学期：2月～

特段の定めはないが，授業を十分に
理解できる程度の英語力があることが
望ましい。

48 モンゴル モンゴル国立大学

モンゴル語資格を証明する書類の提
出
https://www.num.edu.mn/en/content
/index/3510

49 モンゴル
モンゴル科学技術大
学

https://www.must.edu.mn/en/
page/209
モンゴル語による記載

モンゴル語資格を証明する書類の提
出
https://www.must.edu.mn/media/uplo
ads/2020/04/20/oyutan-elsuuleh-
juram-eng-converted.pdf

各学部ごとにGPA設定のため
要件を確認

50 ラオス ラオス国立大学
1学期 9月～12月
2学期 2月～6月

51 イタリア ラクイラ大学
10月1日開始9月30日終了（詳
細は，各学部ごとで異なる）

52 スペイン ナバーラ州立大学

秋学期：9月～1月
春学期：１月～５月
※大学院は異なる場合がある
ので要確認。

【英語の授業を受講する場合】
・CEFR　B2
・TOEFL iBT:87-109
・IELTS Overall band: 5.5-6.5
【スペイン語で授業を受講する場合】
・DELE B1

53 ドイツ
マグデブルク・オッ
トーフォンゲーリック
大学

冬学期：10月～３月
夏学期：４月～９月

ドイツ語で授業を受講する場合：ドイツ
語B2レベル

英語で授業を受講する場合：英語B2レ
ベル

54 ドイツ
ダルムシュタット工科
大学

冬学期：10月～2月
夏学期：４月～7月

TOEFL iBT: 72～
IELTS (Academic Module): 5.0～
TOEIC 785～ ，または， CEFR B2 と
同等レベル

55 ● ドイツ ミュンスター大学
冬学期：10月～３月
夏学期：４月～９月

DEFR B1（ドイツ語）レベル推奨

英語で授業を受講する場合：英語B2レ
ベル

原則として，学部生，大学院
生（修士課程）を対象とする。

56 フランス ボルドー大学
秋学期：9月～１月
春学期：１月～６月

フランス語B1レベル必須
（B２レベルを推奨）
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https://www.stust.edu.tw/en/
https://www-en.scu.edu.tw/
https://www.fcu.edu.tw/en/
https://en.muls.edu.mn/
https://en.muls.edu.mn/
https://www.num.edu.mn/en/
https://www.must.edu.mn/en/
https://www.must.edu.mn/en/
https://nuol.edu.la/
https://www.univaq.it/en/
https://www.unavarra.es/?languageId=1
https://www.uni-magdeburg.de/en/
https://www.uni-magdeburg.de/en/
https://www.uni-magdeburg.de/en/
https://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp
https://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp
https://www.uni-muenster.de/en/
https://www.u-bordeaux.com/
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57 ポーランド ウッジ大学 冬学期：10月～2月
夏学期：3月～6月

TOEFL iBT: B1
IELTS(Academic Module): B1レベル

学部生の場合２セメスター以
上，大学院生の場合１セメス
ター以上を修了していること。

58 ● リトアニア ヴィリニュス大学

秋学期：9～1月
春学期：2～6月
※冬学期から留学を開始する
場合は， 1 学期間のみの留学
となる。

英語・ロシア語・リトアニア語で授業が
行われるので，受講する授業により，
それぞれCEFR B1レベルが必要

59 ロシア
沿海地方国立農業ア
カデミー

秋学期：9月～
春学期：3月～

60 ロシア 極東国立農業大学

61 ● ロシア
サンクト・ペテルブル
ク大学

秋学期：9～1月
春学期：2～6月
※春学期から留学を開始する
場合は， 1 学期間のみの留学
となる。

【英語で授業を受講する場合】
英語CEFR B2以上
【ロシア語で授業を受講する場合】
ロシア語CEFR B２以上
【full-time Russian language coursesを
希望する場合】
語学試験スコアレポートの写しは必須
ではない。

62 ロシア 極東連邦大学
秋学期：9～1月
春学期：2～6月

ロシア語で学ぶプログラム：TORFL
Level 1
英語で学ぶプログラム：TOEFL
PBT500 or IELTS :5.0

63 トルコ アンカラ大学
秋学期：9月～１月
春学期：2月～６月

64 トルコ エーゲ大学
秋学期：9～1月
春学期：２～6月
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https://iso.uni.lodz.pl/
https://www.vu.lt/
http://www.primacad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=318
http://www.primacad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=318
https://www.dalgau.ru/
https://english.spbu.ru/
https://english.spbu.ru/
https://www.dvfu.ru/en
https://en.ankara.edu.tr/

