
国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

アメリカ合衆国

ポートランド州立大学 1946年 http://www.pdx.
edu/

秋学期：　9月～12月
冬学期：　1月～　3月
春学期：　3月～　6月

英語 英語
TOEFL CBT 197
TOEFL iBT: Reading15,Listenin
g16,Speaking14, Writing15
IELTS 6.0（各セクション6.0）

なし

マサチューセッツ大学
アマースト校 1863年 http://www.

umass.edu/ipo/
秋学期:　9月～12月
春学期:　1月～　5月 英語 英語

TOEFL PBT 550
TOEFL CBT 80
IELTS（アカデミック）6.5 

GPA3.0以上（最大4.0か
ら）
英語が母国語ではないこと

アラスカ大学
フェアバンクス校 1917年 http://www.uaf.

edu/

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語 TOEFL iBT 52
IELTS  5.5 なし

ウィスコンシン大学
マディソン校 1848年

https://www.
studyabroad.wisc.
edu/

秋学期:　9月～12月
春学期:　1月～　5月 英語 英語 TOEFL 95

IELTS 6.5 なし

オハイオ州立大学 1870年
https://oia.osu.
edu/exchange-
students/application-
instructions.html

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語
iBT TOEFL 79
MELAB 79
IELTS 6.5

学部3年生以上（授業が始ま
るまでに）

ハワイ大学マノア校 1907年 http://manoa.
hawaii.edu/mix/

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語

学部：TOEFL iBT 68（80以上推奨），
TOEFL iPT 520（550以上推奨）,  IELTS 
6.0（6.5推奨）
CELA B2 or C1　修士：TOEFL iBT 68（80
以上推奨）, IELTS 6.0（6.5推奨）
※UHM courses in Second Language 
Studies （SLS） はTOEFL iBT 100以上必要

学部：GPA2.5以上（最大4から）、24
単位以上終了していること，または申請
する段階で12単位取得していること
修士：GPA3.0以上（最大4から）

ハワイ大学ヒロ校 1941年
https://hilo.hawaii.
edu/exchange/
International/

秋学期：　8月～12月
春学期：　1月～　5月 英語 英語 TOEFL iBT 61　PBT500

IELTS 5.5
学部2年生以上
平均B以上の成績

オレゴン大学 1876年 https://www.
uoregon.edu/

秋学期：　9月～12月
冬学期：　1月～　3月
春学期：　3月～　6月
夏学期：　6月～　8月

英語 英語 TOEFL iBT 60、IELTS 6.0 なし

オクラホマ大学 1890年
http://www.ou.edu/
content/cis/iss/
exchange.html

秋学期：　8月～12月
春学期：　1月～　5月 英語 英語

学部：TOEFL iBT 61、TOEFL PBT 500、IELTS 6.0
（いくつかの学部でTOEFL79以下だと受けられな
いものがある，以下参照）http://ou.edu/content/
cis/iss/exchange/enrollment-academics.html）
修士：TOEFL iBT 79、TOEFL PBT 550、IELTS 
6.5（法学をとりたい方はTOEFL90以上必要）

学部2年生以上
本学において成績優秀者であること
※法学をとる方は本学で法学を学ん
でいること

マサチューセッツ大学
ボストン校 1965年

https://www.umb.edu/
academics/global/
exchange/incoming_
exchange_students

秋学期:　9月～12月
春学期:　1月～　5月 英語 英語

学部：TOEFL iBT 79，IELTS6.0
修士：TOEFL PBT 600, TOEFL 
IBT 90（PhD:100）, IELTS 6.5 
（PhD:7.0）, PTE 61 （PhD:68）
※科目によって変動ありhttps://
admissions.umb.edu/graduate-
students/apply/international-
graduate-applicants

学部2年生以上
本学において成績優秀者であ
ること

サンディエゴ州立大学 1897年

http://go.sdsu.edu/
student_affairs/
internationalstudents/
isj1studentaudience.
aspx

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語
IELTS 6.5, TOEFL PBT 
550, TOEFL CPT 213, 
TOEFL IBT 80

アメリカ国籍でないこと

ワシントン大学 1861年 http://www.
washington.edu/

秋学期：　9月～12月
（2019）
冬学期：　1月～　3月
（2020）
春学期：　3月～　6月
（2020）
夏学期：　6月～　8月
（2020）

英語 英語

学部：TOEFL iBT 83、IELTS 7.0
修士：TOEFL iBT 92，IELTS 7.0
※いくつかの修士課程の科目は上よ
り高いスコアが必要になる場合があ
る
※本学から承認された語学を証明
するものがあればスコアがなくても
良い場合がある（要相談）

GPA3.0以上
※いくつかの修士課程の科目
は上より高いGPAが必要に
なる場合がある

カナダ アルバータ大学 1908年 http://ualberta.
ca/

秋学期：　9月～12月
冬学期：　1月～　4月 英語 英語

学部：TOEFL iBT 90（各セクション21
以上，スピーキングは26）,  IELTS 6.5
（各セクション5.5以上，スピーキングは
7.5），CAEL 70, CanTSET 4.5（各セ
クション4以上），CAE 180, CPE 180, 
MELAB 85, PTE 59
※TOEFL PBTは受け付けていない
修士：TOEFL PBT 550, iBT88（各セク
ション20以上）、IELTS 6.5（各セクショ
ン5.5以上）, MELAB 85, CAEL 60（各
セクション60以上），PTE Academic 59
※TOEFL IBT の合計スコアは足りていて
speakingとlisteningが18,19なら受入可
能性あり、電話やスカイプで能力の確認

GPA2.5以上（最大4から）
工学：GPA3 .0以上（最大4か
ら），Faculty of Engineering
を受けたい方はセメスターが始
まる前までに2年のEnginer ing　
programを本学で終えていること

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

  4月1日 申請書類到着後6～
10週間

英語能力が十分でない場合に
は英語研修を受講する（費用
は個人負担）

通常の開講科目を履修
（科目リストhttp://www.pdx.edu/
degrees_alpha.html ）

2名 1,826USドル 夏：23℃
冬：7.8℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：28,407人
留学生は主に日本、インド、中
国、サウジアラビアから
日本人：9％

秋学期：  3月1日
春学期：10月4日
（候補者の推薦）
秋学期：  2月15日
春学期：  9月13日

秋学期：  3月中旬～
下旬
春学期：10月下旬

なし

通常の開講科目を履修（Art, Dance, Music, Nursing, 
Computer Science,　Continuing & Professional 
Education　coursesを除く，またUpper level 
courses in economics, communication, the 
Isenberg School of Management （ISOM）, 
Engineeringは制限がある可能性あり）

5名 1学期につき
8,881USドル

夏：29℃
冬：-10℃

キャンパスに留学
生寮あり（部屋は必
ず提供される）

学生数：30,037人
留学生数：140人以上
（主に中国，インド，韓国）
日本人：20人
（2018年のデータ）

秋学期：  4月1日
春学期：  9月1日

秋学期：  7月31日
春学期：11月25日 留学生対象の英語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 1,400USドル 夏：17℃

冬：-23℃
キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約10,000人
留学生数：約200人
（主にインド、中国、カナダ）
日本人：9人

秋学期：  2月15日
春学期：  8月15日 申込書類到着後随時 なし 通常の開講科目を履修 5名

年間
約9,550～
11,500USD

夏：16～27℃
冬：-11～-3℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：44,411人
留学生：2,276人
（主に中国，インド，マレーシア）
日本人は数人

秋学期と1年間：
  2月15日

春学期：  6月1日
  4月1日 なし The College of Arts and 

Sciencesの開講科目を履修 2名 1,800USドル 夏：24～34℃
冬：-9～9℃

キャンパス内外に留学生
寮あり（要申込）
※キャンパス内寮は空い
てない可能性あり

学生数：61,170人
留学生数：6,739人
日本人：48人

秋学期：  3月1日
春学期：10月1日
（候補者の推薦）
秋学期：  2月1日
春学期：  9月1日

締切後1ヶ月 留学生対象の英語コースあり

通常の開講科目を履修（ただ
し、Medicine, Nursing, Law, 
Dental Hygienelを除く，the 
Shidler College of Businessを
とりたい学生はビジネス専攻で，ま
た高い英語力が必要）

2名
セメスター
7,000～
7,600

夏：30℃
冬：24℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：17,710人
留学生は，主にフィリピン，日
本，中国から
日本人：17％

秋学期：  4月1日
春学期：10月1日

秋学期：  3月1日～  
5月1日
春学期：10月1日～
11月15日

留学生対象の英語コースあり

通常の開講科目を履修
（voluntary Na ‘Ala ’Ike 
Hawai’i program の参加は推
奨しない）

2名

セメスター
キャンパス内
寮4,100～
6,200USD
キャンパス外寮
4,700～
5,700USD

年間：
17～29℃

キャンパス内に留
学生寮あり
（要申込）

学生数：3,500人
留学生数：247人
（主にミクロネシア、日本、
マーシャル諸島）
日本人：51人

秋学期：  5月半ば 申請書類到着後3週
間以内 留学生対象の英語コースあり 通常の開講科目を履修（dgree-

seeking studentsと同じ） 2名 1,557USドル 夏：29℃
冬：2℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：24,000人
留学生数：3,000人
（主に中国、サウジアラビア、韓国）
日本人：0.3％

秋学期：  4月15日
春学期：10月10日

秋学期：  6月上旬
春学期：11月中旬 なし Norman campusで開講され

ている科目を履修 2名 セメスター
7,500USドル

夏：30℃
冬：-10℃

留学生寮とアパー
トがあり（要申込）

学生数：20,000人
留学生数：2,000人

1　年：   3月1日
秋学期：  4月1日
春学期：10月1日

締切後3～4週間 留学生対象の英語コースあり
（有料）

通常の開講科目を履修（ただ
し、Nursingは制限有り、 CAPS 
（College of Advanced & 
Professional Studies），ESL 
courses を除く）

5名 1,500USドル 夏：22℃
冬：-2℃

大学提携の集合住宅
あり，またキャンパス
外に留学生寮あり
https://offcampushousing.
umb.edu/ 

学生数：約17,000人
留学生数：2,400人
（主に中国、インド、韓国）

秋学期：  3月1日
春学期：  9月15日

秋学期：11月のclass 
registrationの前
春学期：  4月のclass 
registrationの前

なし

通常の開講科目を履修（Arts all 
of the Performance majors，
Nursing, Journalism and Media 
Studies，Film Production 
coursesは制限あり）

2名 セメスター
約9,144USドル

夏：21℃
冬：13℃

キャンパス内に留学
生寮あり（要申込）
※VERY limited！

学生数：34,828人
留学生：8％
（主にオーストラリア、スぺイ
ン，イギリス）
日本人：10～30人

秋学期：  4月1日
冬学期/春学期：
  8月1日

秋学期：  5月下旬～  
6月上旬
冬学期：10月
春学期：12月～  1月

留学生対象の英語コースあり
（有料）

College of Arts & Sicience
の中での開講科目を履修
（ただし，Bisiness, 
Communications, 
Economics, Psychology, 
Law, Societies& Justiceは
とることが難しい）

5名 1,800USドル 夏：24℃
冬：2℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：46,165人
留学生：15.9％
（2018年のデータ）

秋学期：  3月1日
冬学期：  9月1日
（候補者の推薦）
秋学期：  2月1日
冬学期：  8月1日

メールでの承認通知
後8～10週間 なし 通常の開講科目を履修 5名

8ヶ月間
1,480CAドル
（家賃除く）

夏：23℃
冬：-11℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：約39,000人
留学生数：約7,000人（133ヵ国）
（2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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創立年
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（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

カナダ

ブリティッシュ
コロンビア大学 1908年

http://students.
ubc.ca/about/go-
global/coming-
ubc-exchange/
apply-exchange

1学期：　9月～12月
2学期：　1月～　4月 英語 英語

IELTS 6.5（各セクション6.0）, 
TOEFL  iBT90（Read i ng22 ,  L i s t e -
ning22,Writing21,Speaking21）
TOEFL PBT55（各セクション55，writing4.0）
IELTS 6.5 （各セクション6.0以上）
※TOFFL CBTとIPTは受け付けない
※その他にも受け付ける英語能力テストあり
http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/
index.cfm?page=deadlines 
※大学院では高いスコアが必要になる場合あり

GPA2.8（最大4.33から）

モントリオール大学 1878年
http://www.international.
umontreal.ca/echange/
cap-udem/guide-eng.html

秋学期：　9月～12月
冬学期：　1月～　4月 フランス語 フランス語 フランス語 B2

学部：セメスターが始まる前ま
でに学部2年生以上であること
修士：セメスターが始まる前ま
でに修士1年生の2学期終了者

英国

シェフィールド大学 1905年
https://www.sheffield.
ac.uk/studyabroad/
overseas 

1学期：　9月～　2月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

英語 英語

IELTS 6.0 （各セクション5.5
以上）
TOEFL iBT 80
（Reading18, Listening17, 
Writing17, Speaking20）

GPA3.0以上（最大4から）

エジンバラ大学 1583年
http://www.ed.ac.
uk/global/study-
abroad

1学期：　9月～12月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

英語

英語
※学部3年と4
年のｈonou r s 
c ou r ses  （ i n 
L anguages , 
L i t e r a tu r es , 
Cultures） はスペ
イン語やドイツ語
などのその研究
言語で行われる

IELTS 6.5（各セクション5.5以上）
TOEFL iBT　92 または　各セクショ
ン20以上
※学部3年と4年のｈonours courses 
（in Languages, Literatures, 
Cultures） はIELTS6.5（各セクショ
ン6.5以上），TOEFL IBT 92　また
は各セクション23以上

GPA3.0以上（最大4から）
学部2年生以上
強い動機

ウォリック大学 1965年 http://www2.
warwick.ac.uk/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　3月
（2020）
夏学期：　4月～　6月
（2020）

英語 英語

B a n d A , B , C を設けてい
て，学部学科を区分して
表示している，リスト以下
warw ick .ac .uk /study/
undergraduate/apply/
language

学部2年生と3年生

イーストアングリア大学 1963年 http://www.uea.
ac.uk/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語

IELTS6.5以上（各セクション6.0）
modu l es  i n  L anguage  and 
Communication Studies and / 
or the School of Economicsは
IELTS6.0（各セクション5.5）以上

GPA3.0以上（最大4から）

ニューカッスル大学 1834年 https://www.ncl.
ac.uk/mobility/

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　1月～　6月
（2020）

英語 英語 協定に同じ 協定に同じ

アバディーン大学 1495年

https://www.
abdn.ac.uk/study/
international/
international-
study-abroad.php

1学期：　9月～12月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語

学部生：　IELTS6.0（各セクション5.5，
writing6.0），
Medicine （MB ChB）：IELTS7.0（Liste
ning&Reading5.5,Speaking7.0,Writing
6.0）　※その他にも承認される英語力テス
トあり以下参照http://www.abdn.ac.uk/
study/international/undergraduate-
degrees-english-requirements-268.php

GPA3.0以上（最大4から）
※GPA2.8以上（最大4か
ら）ある者は本学からの承認
があれば考慮される場合あり

オーストラリア連邦

タスマニア大学 1890年 http://www.utas.
edu.au/

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～12月
（2019）

英語 英語

学部：IELTS（Academic）6.0（各セク
ション5.5）,TOEFL（iBT）72（Reading 
10; Listening 9; Speaking 16; Writing 
19）
※その他に承認の英語能力試験あり
※学部学科により高いレベルを要求され
る場合あり　以下参照http://www.utas.
edu.au/global-engagement/student-
mobility/outbound/exchange-partner-
institutions

GPA2.5以上（最大4から）

オーストラリア国立大学 1946年 http://www.anu.
edu.au/

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～11月
（2019）

英語 英語

IELTS6.5（各セクション
6.0），TOEFL（iBT）80
（20 in reading/writing 
and 18 in speaking and 
listening）

Visual artsとMusic
：当校での自分の作品を提出すること
Law,Business,Economics
：当校で法学，ビジネス，経済を専攻し
ていること
Australian NationalInternships 
Program：学部3年生以上，成績が優秀
であること

ニューサウスウェールズ大学 1949年

http://www.
international.
unsw.edu.au/
study-abroad-at-
unsw

1学期：　2月～　6月（2019）
2学期：　6月～　8月（2019）
3学期：　9月～12月（2019）
1学期（2）：　1月～　5月
3学期（2）：　8月～ 12月

英語 英語

学部：IELTS 6.5（各セクション6.0以上）
大学院：IELTS7.0（各セクション6.0）※学
部学科により高いレベルを要求される場合あり
※その他にも承認の英語能力試験あり，以下参
照http://sydney.edu.au/secretariat/pdfs/
governance-instruments/UG_ELR.pdf
http://sydney.edu.au/secretariat/pdfs/
governance-instruments/UG_ELR.
pdf#page=1

GPA3.0以上（最大4から）

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

候補者の推薦
ラウンド1（1学期、2学期両方と1年間）：  
1月15日～  3月15日（2019）
ラウンド2（2学期）：  7月1日～  8月25
日（2019）※ラウンド1で間に合わな
かった生徒
申込締切　ラウンド1：  4月1日
（2019）、ラウンド2：  9月15日
（2019）

ラウンド1：  5月半ば
ラウンド2：10月半ば なし

通常の開講科目を履修（Audiology 
and Speech Sciences,Journalism, 
Medicine,Nursing,Pharmaceutical 
Sciences,Rehabilitation Sciences，
UBC Vantage Collegeを除く，
the Peter A. Allard School of 
LawはLaw-specific exchange 
agreementsを通して応募）

5名
1学期につ
き6,500-
8,500CAドル

夏：22℃
冬：0℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※1学期は混雑す
る

学生数：約63,000人
留学生数：16,188人（156ヵ国）
（主に，中国，アメリカ，インド）

候補者の推薦
秋学期、冬学期、または1年あ
わせて：  3月10日※間に合わ
なかった場合  9月1日
申込締切　秋学期：  4月1日
冬学期：  9月15日

秋学期、冬学期と1
年：  7月前までに

留学生対象のフランス語コー
スあり（有料）

通常の開講科目を履修（履
修制限あり，履修制限科目リス
ト以下https://admission.
umontreal.ca/programmes-
detudes/）

5名 1,225CAドル 夏：25℃
冬：-15℃

キャンパス内外に留学生寮
あり（要申込）※冬は特に混
み合うhttp://www.bei.
umontreal.ca/english/
mtl_logement.htm

学生数：45,630人
留学生数：9,000人
日本人：15人

1学期：  5月1日
2学期：10月1日 申請受付後随時

集中コースはないが，授業直
前対策英語コース（IELTS）
が無料，また，授業でも英語
クラスを取ることができる

通常の開講科目を履修（履
修制限あり，科目リスト以下
shef.ac.uk/studyabroad/
overseas/prospective/
choosing）

2名 1,015ポンド 夏：15℃
冬：3℃

キャンパスに留学生寮あ
り（要申込）※申込日に
遅れなければ，部屋は必
ず提供される

学生数：19,386人
留学生数：7,388人
（主に中国〔香港含む〕、マ
レーシア，インド）
日本人：65人

1学期：  5月31日
2学期：10月31日

1学期：  6月下旬～  
7月初旬
2学期：11月下旬～
12月初旬

なし

通常の開講科目を履修（履修制
限あり，科目リスト以下https://
www.ed.ac.uk/global/
study-abroad/courses-
credits）

2名 695-1,370
ポンド

夏：15℃
冬：3℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※申込日に遅れな
ければ，部屋は必ず
提供される

学生数：39,576人
留学生数：30％
（主に，アメリカ，フランス，
中国）

候補者の推薦
秋学期（2019）  1月21日～  4月30日
春学期（2020）：  1月21日～  7月31日
申込締切
秋学期：  3月1日～  5月31日
春学期：  3月1日～  9月30日

申請後6週間
留学生対象の集中コースがあ
り、また授業として英語クラ
スがある

通常の開講科目を履修（履修制限あり）
※Politics & International Studieを
とりたい者は1年を通してとる方がよい
（科目リストhttps://warwick.ac.uk/
study/studyabroad/inbound/
moduleinformationandcredits/）

3名

1週間
275～345ポンド
（ 教 材 1年 で
500ポンド，
交通費1学期で
100ポンド）

夏：19℃
冬：5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：38,071人
留学生数：33％

秋学期：  6月1日
春学期：10月31日 調査中

INTOという大学とは別のパー
トナー機関で留学生対象の英
語コースがある（有料）

通常の開講科目を履修（科目
リスト以下http://www.uea.
ac.uk/study/study-abroad/
incoming/modules）

5名 650～750
ポンド

夏：20℃
冬：5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：15,000人
留学生数：3,500人
（2018年のデータ）

秋学期：  4月中旬～下旬 秋学期：  6月～  7月 なし 協定に同じ 2名 753～
1,438ポンド

夏：15～25℃
冬：0～10℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：24,696人
留学生数：6,312人
（2018年のデータ）

1学期：  7月  1日
2学期：10月15日
（候補者の推薦）
1学期：  6月  1日
2学期：  9月15日

締切後2週間後 なし

通常の開講科目を履修〔履修制
限がある。また，コースがレベ
ル分けされており，交換留学生
は基本的にLevel1または2の
科目を履修）

2名 1,015ポンド 夏：18℃
冬：0℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※申込日に遅れな
ければ，部屋は必ず
提供される

学生数：14,500人
（2018年のデータ）

1学期：10月31日
2学期：   4月30日 調査中

英語能力が十分でない場合は
有料のthe English pathway 
programsを利用できる

通常開講科目履修（科目リス
トhttp://www.utas.edu.au/
courses）

5名 1年間
20,290AUD

夏：17～23℃
冬：3～11℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：37,647人
留学生数：5,861人
（主に，中国，マレーシア，シ
ンガポール）
（2018年のデータ）

1学期：11月1日
2学期：   4月1日 申請書類到着後4週間 なし

通常の開講科目を履修（科
目リストhttp://www.anu.
edu.au/students/careers-
opportunities/global-
programs/exchange-study-
abroad-study-guide-for-
incoming）

5名
1週間
400AUD
（家賃除く）

夏：25℃
冬：5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：16,677人
留学生数：7,001人
（主に，中国，インド，シンガ
ポール）

1学期、1学期（2）：
10月1日
3学期と3学期（2）：  
6月1日

調査中 留学生対象の英語コースあり
（有料と無料のものがある）

通常の開講科目を履修（M B A 
Coursework，Courses that are 
part of the Honours degree，
The Australian Defence Force 
Academy, UNSW Canberra or 
courses starting with ‘z’は除く，Law
とArts＆Social Siencesは制限あり，
参照https://www.handbook.unsw.
edu.au/）

5名
半年につき
9,000～
11,000
AUDドル

夏：18～35℃
冬：8～18℃

キャンパスに内外
に留学生寮あり
（要申込）

学生数：52,583人
留学生数：14,607人
（主に中国，アメリカ，インド
ネシア）
日本人：各学期20名程度
（2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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北海道大学
線



国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

オーストラリア連邦

シドニー大学 1850年 http://sydney.
edu.au/

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　8月～11月
（2019）

英語 英語

IELTS 6.5（各セクション6.0以上）
※その他に承認の英語能力試験あり　※学
部学科により高いレベルを要求される場合
ありhttp://sydney.edu.au/secretariat/
pdfs/governance-instruments/ELS_
conversion.pdf 
ht tps : / /sydney .edu.au/study/
admissions/apply/admission-criteria/
english-language-requirements.html

学部2年生以上

サンシャインコースト大学 1996年
http://www.usc.edu.
au/learn/international-
students

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～11月
（2019）

英語 英語
学部：IELTS 6.0（各セクション5.5以上）
修士と博士：IELTS 6.5（各セクション
6.0以上）
※その他にも承認される語学能力試験あり

学部：学部1年生2学期以降

マードック大学 1975年 http://www.
murdoch.edu.au/

1学期：　2月～　6月
1年：　　2月～11月 英語 英語 TOEFL iBT 68、IELTS 5.5

学部2年生以上
大学院生は留学資格はある
が、学部生として入学するこ
とになる

メルボルン大学 1853年
http://www.
mobility.unimelb.
edu.au/ 

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～11月
（2019）

英語 英語

学部： IELTS 6.5（各セクション6.0以上）
※他にも承認される英語能力試験あり
（TOEFL，PTE，CAE）
大学院：学部により異なる　参照https://
study.unimelb.edu.au/how-to-apply/
english-language-requirements/graduate-
english-language-requirements/course-
specific-requirements

成績C以上
学部2年生以上

ニュージーランド

オークランド大学 1883年
https://www.
auckland.ac.nz/
studyabroad

1学期：　3月～　7月
（2019）
2学期：　7月～11月
（2019）

英語
マオリ語 英語

学部：IELTS 6.0（各セクショ
ン5.5以上）
修士：IELTS6.5（各セクショ
ン6.0以上）
※その他にも承認される英語
試験あり　以下参照http://
www.auckland.ac.nz/is-
english

学部2年生以上
成績B以上
※Fine Arts, Architecture
を受けるものは自分の作品 
portfolioやDVD audition）
を送る必要がある

オタゴ大学 1869年
http://www.otago.ac.nz/
study/studentexchange/
otago001485.html

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～11月
（2019）

英語 英語

学部：T O E F L  i B T  8 0
（Writing 20以上）、IELTS 
6.0（各セクション6.0以上）
修士：IELTS6.5（各セクショ
ン6.0以上），TOEFL IBT 95
（writing 22）※コースによっ
ては高いレベルが必要になる
※その他にも承認の英語能力テ
ストあり

成績B以上（70％）

ベルギー王国 ゲント大学 1817年 http://www.
ugent.be/en

1学期：　9月～　2月
（2019）
2学期：　2月～　7月
（2020）

オランダ語 オランダ語
英語

TOEFL IBT87-109, PBT 
510-559, IELTS 6.0, TOEIC 
785-944
※その他にも受け入れられる英
語能力テストあり，オランダ語
の授業をとる者は授業を履修
するのに十分なオランダ語能力

なし

エストニア共和国 タルトゥー大学 1632年 http://www.ut.ee/
en

秋学期：　9月～　2月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

エストニア語 エストニア語
英語

英語 B2，TOEFL: 75; IELTS: 
5.5（各セクション5.5以上） 学部2年生以上

リトアニア共和国 ヴィルニュス大学 1579年 http://www.vu.lt/
en

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

リトアニア語 リトアニア語
英語 CEFR B1以上 交換留学がスタートする前ま

でに学部2年生以上

ラトビア共和国 ラトビア大学 1919年 http://www.lu.lv/
eng/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

ラトビア語 英語
英語 B1
※ただし、Faculty of Humanities
とFaculty of MedicineにはB2が
必要な科目あり

なし

ドイツ連邦共和国

ルートヴィヒ・
マクシミリアン大学
ミュンヘン

1472年
https://www.
en.uni-muenchen.
de/index.html

冬学期：10月～　2月
（2019）
夏学期：　4月～　7月
（2020）

ドイツ語
英語

ドイツ語
英語

推薦段階ではB1，留学先に着
くまでにB2 なし

ブレーメン大学 1971年 http://www.uni-
bremen.de/en/

冬学期：10月～　2月
（2019）
夏学期：　4月～　7月
（2020）

ドイツ語 ドイツ語
英語

最低B2（C1推奨）,TOEFL 
iBT 90相当の英語力 なし

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

1学期：11月30日
（2018）
2学期：  4月30日
（2019）
（候補者の推薦）
1学期：11月15日
2学期：  4月15日

調査中 留学生生対象の英語コースあり

通常の開講科目を履修（Postgraduate 
Medicine,Dentistry&Phychology
を除く）※Law,Veterinary Science， 
Media&Communicationsはその
科目を専攻してる方のみ，科目リス
トhttps://sydney.edu.au/study/
study-abroad-and-student-
exchange/study-in-australia/your-
study-options.html

2名 1年間
20,290AUD

夏：28℃
冬：15℃

キャンパスに留学生
寮あり※申込日に遅
れなければ部屋は必
ず提供される

学生数：60,000人
留学生数：11,896人
（2018年のデータ）

1学期：11月30日
2学期：  4月30日 書類到着後随時 なし

留学生に開講された科目を履
修（ホームページでstudy 
abroad course>choice list
を参照）

5名
1,440AUドル
（2018年の
データ）

平均25℃ キャンパスに留学生
寮あり（要申込）

学生数：11,602人
（2018年のデータ）
留学生数：12％
日本人：10～15人
（主にヨーロッパとアメリカ）

1学期と1年：11月30日
（2学期は募集なし）※  9
月から10月推奨

申請書類到着後2～
3週間後

英語集中コースはないが、日
本人のためのspecial support 
classがある

通常の開講科目を履修（参照
http://handbook.murdoch.
edu.au/units/）

2名 1,000～
1,200AUドル

夏：18～32℃
冬：8～18℃

キャンパスに留学生
寮あり（要申込）

学生数：23,200人
留学生数：1,400人
（主に，シンガポール，マレーシ
ア，中国）
日本人学生：5から10人

1学期：11月1日
（2018）
2学期：  4月1日
（2019）

1学期：10月～  1月
2学期：  4月～  6月 なし

通常の開講科目を履修（履修制限あり，
ホームページの中で Study>How 
to apply>International 
Exchange and Study 
Abroad applicants>Program 
options>Faculty-specific 
requirments and restrictionsへ）

5名
1年間
26,000～
36,500AUD

夏：14～24℃
冬：7～14℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：65,000人
留学生数：3分の1より少し多い
（留学生は主に，中国，イン
ド，インドネシアから）
日本人：数人

1学期：  9月15日～
10月15日（2018）
2学期：  3月1日～  
4月1日（2019）
※候補者の推薦含む

調査中 学期開始前に留学生対象の英
語コースあり（有料）

通常の開講科目※Stage I Engineering courses（全部で
はない），the Faculty of Law（全部ではない），Medicine, 
Surgery, Pharmacy and Optometry.Courses ending 
with the letters F or H，BUSINESS 101 and BUSINESS 
102，Courses running for the whole academic year，
Graduate School of Management courses running on 
a quarterly basisを除く，またNursing，Courses showing 
the letter “G”、Biological Science, Psychology and 
Computer Science courses、700 level Finance and 
Accounting coursesは制限あり、Fine Arts, Architecture
は本学でそれについて学んでいること）

1名
1週間
362～
526NZD

夏：20～30℃
冬：10～15℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：42,100人
留学生数：6,351人
（主に中国、アメリカ、マレー
シア）
日本人：123人
（2018年のデータ）

候補者の推薦
1学期：10月1日（2018）、
2学期：  4月1日（2019）
申込締切は推薦された生徒
に直接Eメールで報告

申請受付後4週間以内

集中コースはないが、2月11
日～15日の間でPrepare for 
Otago course（ focusing 
on study, language and 
cultural skills）が開講される
（人数制限あり）

通常の開講科目を履修（ただし、
Medicine, Dentistry, Psychiatry, 
Physiotherapy, Pharmacology, 
Pharmacy or any other clinical 
course を除く，また Some Otago 
courses such as MBA, Wildlife 
Management, Master of Science 
Communicationは制限あり）

3名
1年につき
15,610～
18,145
NZドル

夏：18～30℃
冬：0～ 14℃

キャンパス近くに留
学生寮（Uniflats）
あり（要申込）

学生数：約20,000人
留学生数：2,800人

1学期：  5月15日（2019）
2学期：11月15日（2019）
（候補者の推薦）
1学期：  4月15日
2学期：10月15日

調査中 調査中 通常の開講科目を履修 2名 1年間で約
1,300ユーロ

夏：12～22℃
冬：-1～5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：42,872人
留学生数：1,340人

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：11月1日
（2019）

締切後約4週間 なし 通常の開講科目を履修 5名 350ユーロ 夏：21℃
冬：-8℃

大学が紹介するホ
ステルに滞在
（要申込）

学生数：13,000人
留学生数：1,500人
（主にウクライナ、フィンラン
ド、ロシア）
日本人：11人

秋学期：  6月1日
春学期：11月15日

申請締切の約2週間
以内

留学生対象リトアニア語コー
ス（夏季）有り（有料）

通常の開講科目を履修
（Medicineは人数に制限があ
り、とるのが難しい）

5名 450ユーロ 夏：15～25℃
冬：5～-8℃

キャンパス近くに学
生寮有り
（要申込み）

学生数：約22,000人
留学生数：700人
（主に韓国、グルジア、ウクラ
イナ）
日本人：7人

秋学期：  5月15日
（2019）
春学期：11月15日
（2019）

締切後約1ヶ月半
8月に留学生対象のラトビア語
コース有り
※別に申込が必要だが無料

留学生に開講された科目を履修
https://www.lu.lv/en/
admissions/for-international-
students/exchange/courses/

5名 450～650
ユーロ

夏：18～24℃
冬：-7～0℃

キャンパスの近くに
学生ホテルあり
（要申込）

学生数：15,500人
留学生数：約500人
（主に，ドイツ，イタリア，ス
ペイン）
日本人：11人

冬学期：  5月15日
夏学期：11月15日

申請書類到着後1～
2ヶ月

留学生対象のドイツ語コー
ス，ドイツの文化が学べる
コースがセメスターが始まる4
週間前にあり（有料）

通常の開講科目を履修 5名 500-1,000
ユーロ

夏：18.5℃
冬：0℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：53,000人
留学生数：8,400人
（主にオーストリア、中国、イ
タリア）
日本人：3%

冬学期：  5月31日
（2019）
夏学期：11月15日
（2019）
（候補者の推薦）
冬学期：  4月30日
夏学期：10月31日

冬学期：  6月1日以降
夏学期：11月15日以降

留学生対象のドイツ語コース
あり
学期開始前に集中コース，学
期間集中コースあり
※どちらか一つは無料になる

通常の開講科目を履修（履修制
限あり，科目リスト以下https://
www.uni-bremen.de/en/
studies/starting-your-
studies/course-catalog.
html）

5名 850-1,050
ユーロ

夏：17℃
冬：0℃

キャンパス内に留
学生寮あり
（要申込）

学生数：20,000人
留学生数：2,200人
（主にヨーロッパ、アジア、ア
フリカ）
（2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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ドイツ連邦共和国

ミュンヘン工科大学 1868年
https://www.
international.tum.
de/en/home/

冬学期：10月～　3月
（2019）
夏学期：　4月～　9月
（2020）

ドイツ語 ドイツ語
英語（博士）

ドイツ語コース：授業を履修するのに
十分なドイツ語能力　英語コース：
日常オランダ語ができることが望ま
しい，英語 B1※TUM School of 
Management, School of Education 
and Center of Life and Sciences in 
WeihenstephanはB2

なし

ハイデルベルグ大学 1386年
http://www.uni-
heidelberg.de/
index_e.html

冬学期：10月～　2月
（2019）
夏学期：　4月～　8月
（2020）

ドイツ語 ドイツ語
一部英語

授業を履修するのに十分なドイ
ツ語能力 なし

バイロイト大学 1975年
http://www.international-
office.uni-bayreuth.de/en/
index.html

冬学期：10月～　3月
（2019）
夏学期：　4月～　9月
（2019）

ドイツ語 ドイツ語
英語

ドイツ語 B2
英語 B2 なし

ケルン大学 1388年
http://www.portal.
uni-koeln.de/uoc_
home.html?&L=1

冬学期：10月～　3月
（2019）
夏学期：　4月～　9月
（2020）

ドイツ語 ドイツ語
英語

ドイツ語コース：B2推奨
英語コース：B2推奨 なし

ポーランド共和国

AGH科学技術大学 1913年

http://www.
international.
agh.edu.pl/
eng/exchange-
programmes/

冬学期：10月～　2月
（2019）
夏学期：　2月～　9月
（2020）

ポーランド語 ポーランド語
英語 英語：B1かB2レベル なし

ワルシャワ工科大学 1915年
https://www.cwm.pw.edu.
pl/index.php/en/Education-
programmes/Bilateral-
exchange/Incoming-students

1学期：10月～　2月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2019）

ポーランド語 ポーランド語
英語

英語B2、TOEFL iBT 87、TOEFL 
CBT  180（Spe a k i n g50）、
T O E F L  P B T  5 1 0
（Writing3.5,Speaking50）、TOEIC 
700、IELTS 6.0※その他にも承認さ
れた英語能力テストあり

なし

ポーランド共和国 ワルシャワ大学 1816年 www.uw.edu.pl
1学期：10月～　2月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

ポーランド語 ポーランド語
英語

英語かポーランド語B2レベル
か同等レベル 調査中

ポルトガル共和国 アルガルヴェ大学 1979年 http://www.ualg.
pt/en

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

ポルトガル語 ポルトガル語
英語 英語B1 なし

ルーマニア ブカレスト大学 1864年 http://www.
unibuc.ro/e/

秋学期：10月～　2月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

ルーマニア語
ドイツ語
英語

フランス語
授業を履修するのに充分な英
語能力 なし

フランス共和国

ストラスブール大学 1538年
http://www.
unistra.fr/index.
php?id=english

1学期：　9月～12月
（2019）
2学期：　1月～　6月
（2020）

フランス語 フランス語
フランス語 B1必須（B2推奨）
Performing and Visual Arts 
: C1必須

なし

（グルノーブル大学連合）
グルノーブルアルプス大学
グルノーブル理工科大学
グルノーブル政治学院
サヴォワ大学

2014年
（連合設立年）

https://www.
communaute-
univ-grenoble-
alpes.fr/en/ 

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フランス語 フランス語
英語

CEFR　B2レベルを推奨
※学部によっては英語能力テス
トの結果がいる

学部2年生以上
※学部によって異なる場合あ
り

レンヌ政治学院 1991年
http://www.
sciencespo-
rennes.fr

1学期：　8月～12月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

フランス語 フランス語
英語

フランス語コース：授業を履修
するのに十分なフランス語
英語コース：授業を履修するの
に十分な英語能力

なし

パリ政治学院 1872年 http://www.
sciencespo.fr/en

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2019）

フランス語
英語

フランス語
英語

キャンパスによって区分
Dijon：フランス語B2（the remedial French 
programmeはフランス語A2〔1学期のみ〕）
Le Havre：英語C1　
Menton：英語C1，フランス語B2，または両方
Nancy： フランス語，ドイツ語，英語のうちど
れか2つがB2
Poitiers：フランス語B2と英語B2,
Paris：フランス語B2と英語B2
Reims：フランス語コース:フランス語C1，英
語コース:英語C1, フランス語と英語コース:フラ
ンス語B2と英語B2 

学部：学部3年生以上
修士：学士号取得者

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

冬学期：  5月15日
（2019）
夏学期：10月31日
（2019）

冬学期：  7月始め
夏学期：12月始め

集中コースではないがドイツ
語コースあり

通常の開講科目※学部によって
制限がある場合あり（要確認） 5名

500-600
ユーロ
（家賃除く）

夏：20～30℃
冬：-10～0℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：41,500人
留学生数：12,205人
（主に，中国，オーストラリ
ア，インド）

冬学期：  6月15日
（2019）
夏学期：12月15日
（2019）

調査中 留学生対象のドイツ語コース
あり

通常の開講科目を履修（ただし、
Medicine, Dentistryを除く） 2名 735～800

ユーロ
夏：24℃
冬：-1℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：30,787人
留学生数：5,793人

冬学期：  5月15日
（2019）
夏学期：11月15日
（2019）

調査中 留学生対象のドイツ語コース
あり 通常の開講科目を履修 5名

700ユーロ
（2018年の
データ）

夏：23℃
冬：-4℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：13,306人
留学生数：1,028人
（2018年データ）

冬学期：  7月15日
（2019）
夏学期：  1月15日
（2020）

調査中 留学生対象のドイツ語コース
あり

Arts & Humanities，Mathematics 
& Natural Sciences,Law, Human 
Sciences,Medicine（制限あり），
Management, Economics & Social 
Sciences（制限あり），Cologne 
Global Study Program 〔CGSP〕 ‒
Contemporary European Studies 
in Englishが開講

2名 890～
950EUR

夏：24～13℃
冬：6～0℃

International Office
で提供された部屋があ
るが部屋数が少ないの
で，自分自身で部屋を探
す方を推奨

学生数：約50,000人
留学生数：約4,000人

冬学期と1年：  6月
30日（2019）
夏学期：11月30日
（2019）

受付後順次 留学生対象のポーランド語
コースあり 留学生に開講された科目を履修 5名 350-550

ユーロ
夏：18～30℃
冬：3℃～-6℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：31,956人
（2018年のデータ）
留学生数：452人
（主にスペイン、フランス、ト
ルコ，イタリア，ポルトガル，
ドイツ）
日本人：4人

1学期：  5月1日
（2019）
2学期：10月15日
（2019）

締切後数週間後 留学生対象のポーランド語
コースあり

留学生に開講された科目を履修
https://www.cwm.pw.edu.
pl/index.php/en/Education-
programmes/Bilateral-
exchange/Incoming-
students

5名
500ユーロ
（2018年の
データ）

夏：18℃
冬：-4℃

キャンパス外に学
生寮あり（要申込）

学生数：32,877人
留学生数：1,683人
（主にインド、ウクライナ、ベ
ラルーシ）

1学期と1年：  5月
15日（2019）
2学期：11月15日
（2019）

調査中 留学生対象のポーランド語
コースあり

通常の開講科目を履修（学部3
年生，修士2年生，修士5年生
（PsychologyとLaw），博士
3年か4年が開講）

5名 350～
550EUR

夏：25℃
冬：-4℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：45,000人
留学生数：1,622人
（主にドイツ、スペイン、イタリア）
（上記は昨年2018年のデータ）

1学期：  5月31日
（2019）
2学期：10月31日
（2019）

締切後30日以内 留学生対象のポルトガル語
コースあり 通常の開講科目を履修 5名 235～355

ユーロ
夏：30℃
冬：15℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約9,000人
留学生数：732人
（2018年のデータ）
（主にポーランド、ブラジル、
スペイン）

調査中 調査中 なし 通常の開講科目を履修 2名 400ユーロ
（家賃と食事代）

夏：25～30℃
冬：-5～-10℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約30,000人
留学生：約1,200人
（上記は2018年のデータ）
留学生は主に中国，韓国、日本から

1学期と1年：  5月
15日（2019）
2学期：10月1日
（2019）

1学期と1年：6月
2学期：11月

留学生対象のフランス語コー
スあり（詳しくはht t p : / /
www .un is t r a . f r / i ndex .
php?id=22186）

通常の開講科目を履修（Department　of 
Teaching French as Foreign Language，
International Institute for French Studies，
Translation & Interpretation and International 
Relations，Plastic Arts，School for Journalism，
Center for international intellectual property 
studiesを除く）

5名 332～625
ユーロ

夏：20～25℃
冬：0～15℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：51,000人
留学生数：20％

1学期：  4月15日
（2019）
2学期：  9月15日
（2019）

1学期：11月中旬
2学期：  6月中旬

留学生対象のフランス語コー
スあり 通常の開講科目を履修 5名 500-1,000

ユーロ
夏：25～30℃
冬：0～5℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：63,700人
留学生数：9,000人

1学期：  5月31日
（2019）
2学期：10月31日
（2019）

申請書類到着後随時
留学生対象のフランス語コー
スあり（週2時間と学期前20
時間）

通常の開講科目を履修 2名 550-650
ユーロ

夏：23～25℃
冬：4～5℃

キャンパスの近くに
学生寮あり
（要申込）

学生数：1,300人
留学生数：130人
（主にドイツ，中国，ブラジ
ル，アメリカ）
日本人：2人

秋学期：  3月～  4月
春学期：  9月～10月 締切後数週間で発送 留学生対象のフランス語コー

スあり 通常の開講科目を履修 2名 1,150ユーロ 夏：26℃
冬：2℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：13,000人
留学生数：2,200人
（上記は2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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フランス共和国

パリ市立工業物理化学
高等専門大学 1882年 http://www.espci.

fr/en 調査中 フランス語 調査中 調査中 調査中

機械航空高等国立大学 1948年 http://www.
ensma.fr/en

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）
※学年等により多少異な
る，上記は学部2年生

フランス語 フランス語
英語

フランス語コース：DELF B2
レベルまたはフランス語能力を
証明するもの
英語コース：TOEFLスコア

学士号取得者

スペイン

バルセロナ大学 1450年
http://www.
ub.edu/web/ub/
en/index.html?

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

カタルーニャ語
スペイン語

カタルーニャ語
スペイン語

カタルーニャ語，スペイン語，英語でどれか1
つまたは2つがB1～B2
※学部で詳しく規定あり　ホームページで  
Exchange students > Incoming students 
> Erasmus+ language requirements in 
UB facultiesに詳細あり

なし

リェイダ大学 1300年 http://www.udl.
es/ca/en/

1学期：　9月～　2月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

カタルーニャ語
スペイン語
英語

カタルーニャ語
スペイン語

B1（スペイン語かカタルー
ニャ語）を推奨 なし

ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク大学 2003年 http://wwwen.uni.
lu/

冬学期：　9月～　2月
夏学期：　2月～　7月

フランス語
ドイツ語
英語

フランス語
ドイツ語
英語

そのコースの主用言語でB2レ
ベルか同等レベルの語学力
※授業は2種類の言語，または
3種類すべてで行われる

なし

オランダ王国 アムステルダム自由大学 1880年 https://www.
vu.nl/en/ 

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

オランダ語 オランダ語
英語

学部：英語C1、TOEFL iBT 92
IELTS 6.5（学部生はテストの結
果の提出はない，修士は必要有り）
オ ラ ン ダ 語 コ ー ス ： C 1 
（advanced level, NT2），オラ
ンダ語で2年以上授業をうけたこと
がある方は免除）

学部：学部2年生の1学期終
了者以上
修士：交換留学が始まるまで
に学士号取得している者

イタリア共和国

トリノ工科大学 1859年

http://
international.
polito.it/
admission/
exchange_
programmes

1学期：10月～　2月
（2019）
2学期：　3月～　7月
（2020）

イタリア語 イタリア語
英語

イタリア語開講のコース：イタ
リア語B1とIELTS 5.0
英語開講のコース：IELTS 
5.0（Master of Science in 
Automotive Engineeringは
5.5）

学部2年生以上

ミラノ・ビコッカ大学 1998年
https://www.
unimib.it/unimib-
international

秋学期：10月～　1月
（2019）
春学期：　3月～　6月
（2020）

イタリア語 イタリア語
英語 イタリア語 B1または英語 B2 なし

ヴェネツィア・カ・
フォスカリ大学 1868年 http://www.unive.

it/pag/13526/

（クオーター制の学部）
1学期：　9月～10月（2019）
2学期：11月～12月（2019）
3学期：　2月～　3月（2020）
4学期：　3月～　5月（2020）
（セメスター制の学部）
1学期（2）：　9月～12月（2019）
2学期（2）：　2月～　5月（2020）

イタリア語 イタリア語
英語 イタリア語B2もしくは英語B2 なし

スイス連邦

ジュネーブ大学 1559年 www.unige.ch/
geneva/start

秋学期：　9月～　2月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

フランス語 フランス語
英語

交換留学スタート時：B2レベル　
French Literature courses：フ
ランス語のC1レベルを推奨
the Ecole de langue et de 
civilisation françaises：フランス
語でB1レベル

学部により異なる

スイス連邦工科大学 1855年 https://www.ethz.
ch/en.html

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　2月～　5月
（2020）

ドイツ語 ドイツ語
英語

TOEFL iBT 80 （Speaking18）
IELTS 5.5，TOEIC　780，
CEFR　B2，Cambridge: FCE
（英語能力テスト結果の提出はな
い，ドイツ語能力があれば尚可）

学部3年生以上
本学で科学，工学を専攻しているもの
※社会科学や人間医学などを学んでい
るものは除く

スウェーデン王国

スウェーデン王立工科大学 1827年
https://www.kth.
se/en/studies/
exchange

秋学期：　8月～　1月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

スウェーデン語
英語

スウェーデン語
（学部1
～3年）
英語

（学部4年、
修士1年）

授業を履修するのに十分な英
語能力

授業での使用言語が学部1～
3年はスウェーデン語のみの
ため，学部4年生と修士1年
を推奨（応募は3年生からで
きる）

ウメオ大学 1965年 https://www.umu.
se/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

スウェーデン語 スウェーデン語
英語

授業を履修するのに十分な英
語能力 なし

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

調査中 調査中 調査中 調査中 5名 調査中 夏：26℃
冬：3℃ 調査中

学生数：18,500人
留学生数：900人
（上記は2018年のデータ）

1学期と1年：  5月
15日（2019）
2学期：10月15日
（2019）

締切後1ヶ月後 集中コースではないが，フラ
ンス語コースあり週1.5時間

Engineering Degree, MSc 
Aeronautical Mechanics 
and Energetics, MSc 
Turbulence, Research 
Project in ISAE-ENSMA 
laboratoriesが開講

5名 約600ユーロ 夏：25-30℃
冬：5℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：700人
（留学生は主にインド、ブラジ
ル、ベトナムから）
日本人：2人

1学期：  6月15日
（2019）
2学期：11月15日
（2019）

調査中 留学生対象のカタルーニャ語
とスペイン語コースあり

通常の開講科目を履修※
Bachelor’s degree in 
Medicineには制限あり

5名
600-900
ユーロ
（2018年の
データ）

夏：30℃
冬：14℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約63,000人
うち留学生数：約11,000人
（上記は2018年のデータ）

1学期：  7月1日
（2019）
2学期：12月1日
（2019）

書類到着後10日以内 留学生対象の集中コースあり 通常の開講科目を履修 5名 550-800
ユーロ

夏：30～38℃
冬：-4～10℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：12,538人
留学生数：1,406人
（主に，イタリア，メキシコ，
ブラジル）

冬学期：  5月15日
（2019）
夏学期：10月15日
（2019）
（候補者の推薦）
冬学期：  4月15日
夏学期：  9月15日

調査中

留学生対象のコースあり
（フランス語，英語，ドイツ語，
ルクセンブルク語，Multilingual 
courses，ポルトガル語があり，
すべて無料で受講できる）

通常の開講科目を履修 5名 約1,000
ユーロ

夏：21℃
冬：-2℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：6,153人
留学生数：EU加盟国　54.31％
EU非加盟国　15.52％
（上記は2018年のデータ）

1学期と1年：  4月15
日
2学期：10月15日
（候補者の推薦）
1学期と1年：  4月1日
2学期：10月1日

調査中 留学生対象のオランダ語コー
スあり

通常の開講科目を履修
（ChemistryとPhysics
の分野は除く， Businessと
Economicsは，それらを専攻
している方に限る，オランダ語の
コースは制限があり）

5名 約1,000-
1,100ユーロ

夏：20℃
冬：5℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約23,000人
（2018年のデータ）

まだ確定していない  
7月に詳細がでる。
秋学期：  5月から  6
月あたり
（候補者の推薦）
秋学期：おそらく  4月
あたり

受付後随時 留学生対象のイタリア語コー
スあり

通常の開講科目を履
修（Bachelor’s Degree 
programmesは学部4年生
は受けられない）ホームペー
ジでoffering>Bachelors or 
Masters of Scienceに詳細
あり

5名 約600-800
ユーロ

夏：16～25℃
冬：-3～8℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：約32,000人
（2018年のデータ）
留学生数：14％
（主に中国、イラン、パキスタン）

（候補者の推薦）
秋学期と1年：  5月20
日
春学期：10月20日

調査中

1ヶ月間の留学生対象のイタリア
語コースあり※B1レベルのイタ
リア語，またはB2レベルの英語
能力がないものは必修）

通常の開講科目を履修 3名 700-900
ユーロ

夏：29℃
冬：-2℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約32,000人
留学生数：約2,200人
（2018年のデータ）

1年，1学期，2学期，1学期
（2）：  4月30日
3学期と4学期と2学期
（2）：10月30日
（候補者の推薦）
1年と1学期と2学期と
1学期（2）：  4月1日
3学期と4学期と2学期
（2）：10月1日

締切後順次 留学生対象のイタリア語コー
スあり

通常の開講科目を履修
（履修制限有） 4名 約750ユーロ 夏：18～28℃

冬：0～13℃
学生寮有り
（要申込）

学生数：約23,000人
留学生数：約1,300人
（主に，中国，アメリカ，ロシア）
日本人：年間30人以上
（上記は2018年のデータ）

秋学期：  3月31日
（2019）
春学期：  8月31日
（2019）

秋学期：  5月31日
春学期：11月30日

留学生対象のフランス語コー
スあり

通常の開講科目を履修
（Master of Advanced 
Studies，Continuing 
Education programmes，
Research Project courses
を除く）

5名 1,900CHF 夏：30℃
冬：0℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：16,500人
（2018年のデータ）
留学生数：37％

秋学期：  4月1日
春学期：  9月1日
projects：4ヶ月前

調査中
留学生対象のドイツ語コース
あり

通常の開講科目を履修（履
修制限あり，ホームページ内，
Studies＞Conditions set 
by the department 参照）

5名
1,400-
1,750
スイスフラン

夏：25℃
冬：5℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：19,800人
留学生数：6,888人
（上記は2018年のデータ）

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）

締切後1ヶ月後 夏季に留学生対象のスウェー
デン語コースあり

留学生に開講された科目を履修
（英語で開講された科目），※建
築コースは除く

5名
約7,260‒
10,110
スウェーデン
クローナ

夏：20～25℃
冬：-7～2℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約17,000人
留学生数：約2,000人
（主に，中国，インド，ヨー
ロッパ）
日本人：30人以下

秋学期：  4月1日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月1日
春学期：10月1日

秋学期：  5月中旬～
下旬

なし
※スウェーデン語を学べる授
業あり

留学生対象の開講科目を履
修（ホームページ内Start
＞ Education Exchange 
studies ＞Search Courses）

5名
約8,000
スウェーデン
クローナ

夏：16℃
冬：-8℃

キャンパス近くに学
生寮あり（要申込）

学生数：約33,000人
留学生数：750人
（2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

フィンランド共和国

オウル大学 1958年
http://www.oulu.
fi/university/
studentexchange

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語 フィンランド語
英語 英語 B2 なし

ヘルシンキ大学 1640年
https://www.
helsinki.fi/
en/studying/
exchange-studies

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語
スウェーデン語
英語

フィンランド語
スウェーデン語
英語

TOEFL iBT 79，TOEFL PBT 550，IELTS 
6.0，TOEFL PBT: 550，CPE: Pass 
levels A, B or C，CAE: Pass levels A, B 
or C，PTE Academic: 58, a minimum 
score of 51 in each communicative 
skills section （listening, reading, 
speaking and writing） 

なし

ラップランド大学 1979年
http://www.
ulapland.fi/EN/
Admissions/
Exchange-studies

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語 英語 CEFR　B2（IELTS6-6.5, 
TOEFL 72） なし

アールト大学 2010年 http://www.aalto.
fi/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語
英語

フィンランド語
英語

英語：CEFR B2,  IELTS 
6.5,TOEFL 92か同等レベル
だと証明できるもの

学部3年生以上推奨

トゥルク大学 1920年
http://www.utu.fi/en/
studying/exchange-
students/Pages/
home.aspx

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語 フィンランド語
英語

CEFR　B2，TOEFL iBT 92
TOEFL PBT 575，PTE　62
IELTS 6.5

学部3年生か4年生

東フィンランド大学 2010年 http://www.uef.fi/
en/uef

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

フィンランド語 フィンランド語
英語

授業を履修するのに十分なフィ
ンランド語または英語能力 学部3年以上

ハンガリー共和国 ブダペスト工科経済大学 1782年 https://www.kth.
bme.hu/en

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　7月
（2020）

ハンガリー語 ハンガリー語
英語

英語 B2に相当するレベルの英
語能力テストの結果

学部学科によりことなる
以下参照https://www.
bme.hu/available-
programmes?language=en

ノルウェー王国 ベルゲン大学 1946年 http://www.uib.
no/en

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

ノルウェー語 ノルウェー語
英語

・General courses: Level 
B2
・English language and 
literature: Level C1 

学部2年生以上

デンマーク王国 オーフス大学 1928年
http://www.au.dk/
en/exchange/
welcome/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

デンマーク語 デンマーク語
英語

TOEFL  iBT  83 , TOEFL  PBT 
560,IELTS 6.5,CEFR　C1 
※ Faculty of Health, Science and 
Technology, the English Degree 
Programは結果の提出が必要になるが
それ以外は提出する必要はない

なし

ロシア連邦

モスクワ国立大学 1755年 http://www.msu.
ru/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

ロシア語
ロシア語
英語
中国語

MCER B1（ロシア語）または
B2（英語）

学部学科により異なる（ホー
ムページ内　Prospective　
Students参照）

サハリン国立大学 1949年 http://www.
sakhgu.ru/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

ロシア語 ロシア語 ロシア語が堪能であること 学部2年生以上

極東連邦大学 1899年
https://www.dvfu.ru/en/
admission/pre-university-
courses/exchange/ 

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

ロシア語 ロシア語
英語 なし 学部2年生以上

イルクーツク国立大学 1918年 http://www.isu.
ru/en/index.html

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

ロシア語 ロシア語 ロシア語 B1 学部2年生以上
および大学院生

北東連邦大学 1956年 http://www.s-vfu.
ru/en/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

ロシア語 ロシア語
英語

もしあれば英語能力テストの結
果
ロシア語コースをとる者はロシ
ア語能力テストの結果が必要

なし

サンクトペテルブルグ
国立大学 1724年 http://ifea.spbu.

ru/index.php/en/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　2月～　5月
（2020）

ロシア語 ロシア語
英語

ロシア語 B2または英語 B2
（フルタイムでロシア語コースを
とる者はどの言語レベルでもOK）
※英語能力テストの結果が必要

なし

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）
（候補者の推薦）
各申請締切の2週間
前まで

秋学期：  5月
春学期：11月

留学生対象のフィンランド語
コースあり

留学生に開講された科目
を履修（http://www.
oulu.fi/university/
studentexchange/studies
参照）

5名 約600-900
ユーロ

夏：15～32℃
冬：-30～0℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：14,000人
留学生数：1,500人
（主にドイツ、フランス、スペ
イン）
日本人：3人

1年と秋学期：  4月
15日（2019）
春学期：  9月30日
（2020）

締切後約6週間
留学生対象のフィンランド語
およびスウェーデン語コース
あり

通常の開講科目を履修（Medicine，
Veterinary Medicine，Law，Bachelor's 
Programme in Languages （study track: 
English） and Master's Programme 
in English Studies，Politics, Media 
and Communcation, Global Political　
Communcationを除く）

5名 700-1,000
ユーロ

夏：25℃
冬：-5℃

留学生寮あり（要申
込）※申込に遅れな
い限り部屋は必ず
もらえる

学生数：31,300人
留学生数：6％
（主にドイツ，フランス，イタ
リア）
日本人：25－30人

秋学期：  5月15日
（2019）
春学期：10月15日
（2020）

締切後2～3週間以内

留学生対象のフィンランド語コー
スあり，またドイツ語，フランス
語，ロシア語，スペイン語，イタ
リア語，中国語の選択肢もある）

留学生に開講された英語科
目を履修（ホームページ内
Admissions＞Exchange 
students＞Plan your 
exchange studies参照）

5名 560-930
ユーロ

夏：20℃
冬：-18℃

キャンパス外に学
生寮あり（要申込）
※申込に遅れない
限り部屋は必ず提
供される

学生数：4,600人
留学生数：390人
（主にスペイン，ドイツ，オラ
ンダ，イタリア，フランス，日
本，中国）
日本人：5人

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）

秋学期：  6月初旬
春学期：11月中旬

留学生対象のフィンランド語
コースあり

通常の開講科目を履修
https://into.aalto.fi/
display/enuudet/Studies参
照

4名 600-1,000
ユーロ

夏：17℃
冬：-1℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：11,916人
留学生数：1,803人
（主に，ドイツ，フランス，ス
ペイン）
日本人：18人

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）

書類受付後随時

留学生対象の語学コースあ
り以下参照https://opas.
peppi.utu.f i/en/degree-
programme/12024

留学生に開講された科目を
履修（以下参照https://
opas.peppi.utu.fi/en/
courses-for-exchange-
students/24345）

5名 600-900
ユーロ

夏：22℃
冬：-8℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：約20,000人
留学生数：2,406人

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：  9月30日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月15日
春学期：  9月15日

申請締切後2ヶ月以内 留学生対象のフィンランド語
コースあり

通常の開講科目を履修（履修
制限あり，ホームページ内　
Studies＞New students
＞study programmes 
in English>Studies for 
Exchage students参照）

5名 500-800
ユーロ

夏：25℃
冬：-20℃

キャンパスに学生
寮がないが、非営利
業者がアレンジして
くれる

学生数：15,500人
留学生数：1,200人
（主にドイツ、スペイン、フラ
ンス）

秋学期：  5月31日
（2019）
春学期：11月30日
（2019）

締切後2～3週間後 なし

通常の開講科目を履修（履修
制限あり，https://www.kth.
bme.hu/en/oie/exchange/
academic_information/参照）

5名 600-700
ユーロ

夏：23℃
冬：0℃

なし
住居は自分で手配
する

学生数：22,000人
留学生数：2,000人
（主にアメリカ、フランス，中国）
日本人：0.3％

秋学期：  5月1日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月15日
春学期：10月1日

申請書類到着後順次

留学生対象のノルウェー語
コースあり（以下参照http://
www.uib.no/en/exchange-
courses）

通常の開講科目を履修（履
修制限あり，ホームページ内　
Find Studies＞Exchange 
studies＞Course List 参照）

5名
10,400
ノルウェークローネ
（2018年の
データ）

夏：19℃
冬：0℃

留学生寮あり（要申
込）※申込に遅れな
い限り部屋は必ず
提供される

学生数：16,400人
留学生数：1,550人
（2018年のデータ）

秋学期：  5月1日
（2019）
春学期：11月1日
（2019）

秋学期と1年：  5月
～  6月
春学期：11月～12
月

なし

通常の開講科目を履修（以下参
照
http://kursuskatalog.
au.dk/en/）

2名 600～950
ユーロ

夏：20℃
冬：5℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：39,000人
留学生数：12％

秋学期：  5月30日
（2019）
春学期：10月30日
（2019）

調査中

留学生対象のロシア語コース
あり（有料）https://www.
msu.ru/en/admissions/参
照

通常の開講科目を履修
（ホームページ内　
Prospective　Students参
照）

2名 800～950
ユーロ

夏：20.4℃
冬：-6.9℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：約40,000人
留学生数：約8,000人

秋学期：  5月15日
（2019） 調査中 留学生対象のロシア語コース

あり 通常の開講科目を履修 5名 800USドル
（家賃と食費）

夏：19～10℃
冬：-6～-24℃

キャンパス外に学
生寮あり（要申込）

学生数：7,000人
留学生数：15人
（上記は2018年のデータ）
（主に韓国、中国、日本）

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：10月30日
（2019）

締切後90日以内 なし 通常の開講科目を履修 5名 26,100
ルーブル

夏：25℃
冬：-12℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約24,000人
留学生数：約3,000人
（主に中国，インド、日本）

1学期：  6月30日
（2019）
2学期：12月10日
（2020）

1学期：  7月
2学期：12月

留学生対象のロシア語コース
あり 通常の開講科目を履修 2名

1,200～
1,500RUB
（家賃のみ）

夏：25℃
冬：-20℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：14,500人
留学生数：750人
（主に中国、韓国、モンゴル）
日本人：2 %

秋学期：  6月30日
（2019）
春学期：10月30日
（2020）

書類受付後30日後

有料のロシア語コースあり
（特別にリクエストが必要）
授業でロシア語コースをとる
ことも可能

通常の開講科目を履修 5名 300USD
（主に家賃）

夏：25℃
冬：-35℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：18,000人
留学生数：190人
（主に中国、キルギスタン、タ
ジキスタン）
日本人：3人

秋学期と1年：  5月1日
春学期：10月10日
（候補者の推薦）上記と
同日

締切後1ヶ月後
留学生対象のロシア語コース
あり（授業でも取ることが可
能）

通常の開講科目を履修 1名 4,900 RUR
（家賃のみ）

夏：20℃
冬：-10℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：30,000人
留学生数：3,000人
（2018年のデータ）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

ロシア連邦 太平洋国立大学 1958年 http://pnu.edu.ru/
en/ 

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

ロシア語 ロシア語 授業を履修するのに十分なロ
シア語能力

学部：2年生以上
大学院：2年生と3年生

大韓民国

ソウル大学校 1946年
http://oia.snu.
ac.kr/page/
exchange_
program.php

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語

韓国語KLAT Level 5、TOPIC 
Level 5
英語TOEFL　iBT88、IELTS　
6.0，TEPS　560
※必須ではない

GPA3.0以上 （最大4か
ら）
学部2年生以上

全北大学校 1947年 http://chonbuk.
ac.kr/eng/

1学期：　3月～　6月
（2019）
2学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語

授業を履修するのに十分な英
語能力または韓国語能力 なし

嶺南大学校 1947年 http://www.yu.ac.
kr/

春学期：　3月～　6月
秋学期：　9月～12月
（2018年のデータ）

韓国語 韓国語
英語 調査中 調査中

釜慶大学校 1996年 http://www.pknu.
ac.kr

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語 なし 学部生のみ

江原大学校 1947年
http://www.
kangwon.ac.kr/
english/contents.
do?key=1407&

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語

韓国語コース又は英語コースを
履修するのに十分な韓国語又
は英語能力

学部2年生以上

忠北大学校 1951年
http://www.chungbuk.
ac.kr/site/english/
main.do

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語
英語

韓国語
英語 なし 学部1年生1学期終了者

GPA70％

忠南大学校 1952年 http://plus.cnu.
ac.kr/html/en/

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語 TOPIK Level3または同等レベ
ルの韓国語能力 なし

韓京大学校 1939年
http://www.hknu.
ac.kr/web/eng/
home

春学期：　3月～　6月
秋学期：　9月～12月
（2018年のデータ）

韓国語 韓国語 調査中 調査中

東義大学校 1977年 www.deu.ac.kr
春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語 なし 学部2年生以上

韓国海洋大学校 1945年
http://www.kmou.ac.kr/global/
cm/cntnts/cntntsView.
do?mi=2664&cntntsId=2342

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語 調査中 調査中

高麗大学校 1905年
https://gsc.
korea.ac.kr/
usr/exchange/
overview.do

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　3月～　6月
（2020）

韓国語
英語

韓国語
英語

授業を履修するのに十分な韓
国語又は英語能力

GPA2.5以上（最大4から）
学部2年生以上，修士1学期
終了者

延世大学校 1885年 http://oia.yonsei.
ac.kr

春学期：　3月～　6月
（2019）※オリエン
テーション　2月下旬）
秋学期：　9月～12月
（2019）※オリエン
テーション　8月下旬

韓国語 韓国語
英語（30%）

韓国語：KLAT level 4、KLPT 
level 4、TOPIK level 4
英語：TOEFL　 iBT79、 
IELTS　6.5

学部2年生以上（申込時に学
部2年生であること）

公州大学校 1948年 http://english.
kongju.ac.kr/

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語（一部） 調査中 学部：1学期終了者

仁川大学校 1979年

http://interui.
incheon.
ac.kr/html/
intermational/
c040101.php

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語 なし なし

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

秋学期：  3月15日と  
4月15日
春学期：11月25日と
12月5日
（2段階で書類提出が
ある）

秋学期：  5月20日-  
5月31日
春学期：  1月20日-  
1月25日

なし
（授業でとることが可能）

以下のエリアで開講
HUMANITARIAN AREA，，
ECONOMIC AREA，
ENGINEERING AREA，
MEDICAL AND BIOLOGICAL 
AREA，SCIENTIFIC AREA

5名 約15,000RUB
（食費）

夏：25.8℃
冬：-21.5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※申込に遅れない
限り部屋は必ず提
供される

学生数：13,788人
留学生数：937人
（主に，主に中国、韓国，北朝鮮）
日本人：約0．1%

春学期：  9月20日
（2018）
秋学期：  3月20日
（2019）

春学期：11月中
秋学期：  5月中

留学生対象の韓国語コースあり
（韓国語専攻の方は無料，その他
の学生は協定校から30％～50％
の返済金がもらえる※パーセン
テージは入学生の人数による）

通常の開講科目を履修 6名 1,000,000KRW 夏：28℃
冬：-3℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：28,102人
留学生数：1,839人
（主にカナダ・中国 ・アメリカ）
日本人：44人

1学期：12月31日
（2018）
2学期：  6月28日
（2019）
（候補者の推薦）
1学期：11月29日
2学期：  5月31日

セメスターが始まる
2ヶ月前

留学生対象の韓国語コースあり
※満員の場合とれない場合あり，
有料のものもある

通常の開講科目を履修 5名
300USドル
（2018年の
データ）

夏：30℃
冬：5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：35,000人
留学生数：3,000人
（主に中国・モンゴル ・ベトナム）
日本人：約5%
（2018年のデータ）

調査中 調査中 調査中 調査中 5名
約600USドル
（2018年の
データ）

夏：30～40℃
冬：-5～5℃

キャンパスに留学生寮あ
り（交換留学生入寮必須）
（2018年のデータ）

学生数：30,000人
（2018年のデータ）

春学期：11月25日
（2018）
秋学期：  5月25日
（2019）

春学期：  9月10日
秋学期：  7月10日

なし
（留学生対象の韓国語と韓国
文化の授業がある）

通常の開講科目を履修 5名 800USドル 夏：25.9℃
冬：3.2℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：約21,899人
留学生数：1,620人
（主に中国、ベトナム､日本）
日本人：87人

春学期：11月20日
（2018）
秋学期：  5月20日
（2019）
（締切を延長するには前
もってリクエストする）

春学期：11月20日
秋学期：  5月20日

留学生対象の韓国語コースあり
（単位認定はなし） 通常の開講科目を履修 5名

セメスター
1,150,000
ウォン

夏：25～30℃
冬：0～10℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約28,000人
留学生数：1,130人
（主に中国・ウズベキスタン・
モンゴル）
日本人：1.06%

春学期：11月20日
（2018）
秋学期：  5月20日
（2019）

春学期：12月31日
までに
秋学期：  6月30日
までに

留学生対象の韓国語コースあり
（単位に認定される） 通常の開講科目を履修 5名 200ドル 夏：27℃

冬：-5℃
学生寮あり
（要申込）

学生数：16,000人
留学生：1,000人
留学生は主に中国・モンゴル
数人の日本人が在籍

春学期：12月1日
（2018）
秋学期：   6月1日
（2019）

調査中 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 約600USドル 夏：37℃
冬：-3℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：18,019人
留学生数：1,091人

調査中 調査中 調査中 調査中 5名
300USドル
（2018年の
データ）

夏：25℃
冬：-2.5℃

学生寮あり
（要申込）
（2018年のデータ）

学生数：7,500人
留学生は主に中国・モンゴル
（2018年のデータ）

1学期：11月末
（2018）
2学期：  5月末
（2019）

1学期：12月半ば
2学期：  6月半ば 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 約500,000

ウォン
夏：25～32℃
冬：-5～10℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：17,000人
留学生数：270人
（主に中国・日本・ベトナム）
日本人学生：16人

春学期：11月30日
（2018）
秋学期：  5月31日
（2019）

申請書類到着後順次 留学生対象の韓国語コースあり
（有料） 調査中 5名 調査中 夏：29℃

冬：-1℃

キャンパスに学生寮
あり（要申込）※申込
に遅れなければ部屋
は必ず提供される

学生数：約9,000人
（2018年のデータ）

秋学期：  4月20日
（2019）
春学期：10月20日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  3月30日
春学期  9月30日

締切後約8週間 留学生対象の韓国語コースあり

通常の開講科目を履修（履
修制限あり，ホームページ
内，Exchange/Visiting 
Students＞Notice参照）

5名 約
1210.000KRW

夏：25～32℃
冬：-5～5℃

キャンパス内に学
生寮あり（要申込）

学生数：35,620人
留学生数：約18,669人
（主にアメリカ、日本，イギリス）
日本人：7％

春学期：10月31日
秋学期：  4月30日

春学期：12月
秋学期：  6月 留学生対象の韓国語コースあり

通常の開講科目を履修（た
だし、Medicine, Dentistry, 
Nursing, Music, MBA, Law 
School, some courses 
offered at the Songdo 
International Campus除く）

5名
セメスター
5,000,000
ウォン

夏：25℃
冬：0℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：40,000人
留学生数：1,500人
（主にアメリカ40％，カナダ，
オランダ）
日本人：3％

春学期：11月30日
（2018）
秋学期：  5月31日
（2019）

調査中 調査中 調査中 5名
セメスター
1,425,000～
842,000KRW
（家賃のみ）

夏：25℃以上
冬：10℃以下

留学生寮あり
（要申込）

学生数：21,000人
うち留学生数：750人
（主に中国・モンゴル・日本）
（2018年のデータ）

春学期：11月30日
（2018）
秋学期：  5月30日
（2019）
（候補者の推薦）
春学期：11月15日､
秋学期：  5月15日

春学期：12月半ば
秋学期：  6月半ば 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修

（履修制限あり） 5名
約300,000
～500,000
ウォン

夏：20～35℃
冬：1℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：18,639人
留学生数：764人
（主に中国、ベトナム、モンゴル）
日本人：3.4％

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

大韓民国

漢陽大学校 1939年
http://www.
hanyangexchange.
com/

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2020）

韓国語 韓国語
英語

韓国語：TOPIK Level3　また
は英語：IELTS 5.5、TOEFL 
i B T  72、TOE IC785，　
ITP543

学部2年生以上（推薦時に本
学に1学期以上在籍している
こと）

成均館大学校 1389年
https://www.skku.
edu/eng/International/
StudySKKU/Introduction.
do

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語

TOEFL iBT 80、TOEFL ITP 
550、IELTS 6.0、CEFR 
B2､CET 4､TOPIC Level 3の
うち1つ

GPA2.7以上（最大4.3か
ら）
学部2年生以上

ソウル市立大学校 1918年
http://global.uos.
ac.kr/
http://www.
visitkorea.or.kr/

1学期：　3月～　6月
（2019）
2学期：　9月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語（一部） なし なし

韓国科学技術院 1971年
https://ssogw18.kaist.ac.kr/menu/
io.do?mguid=72CD2D0A-21E5-
E511-940C-2C44FD7DF8B

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　8月～12月
（2019）

韓国語 韓国語
英語

TOEFL iBT 80､または同等レ
ベルの英語能力テストの結果 学部2年生以上

中華人民共和国

北京科技大学 1952年 http://en.ustb.
edu.cn/index.asp

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　3月～　7月
（2020）

中国語 中国語
英語

中国語：HSK　Level 4
英語：IELTS 6.0､TOEFL 80 GPA2.5以上（最大4から）

浙江大学 1897年 http://www.zju.
edu.cn/english/

秋学期：　9月～　2月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

中国語 中国語
英語

liberal arts, law： HSK grade 
5, HSK（new） score 210, 
grade 4 　その他の中国語授
業：HSK grade 4
HSK（new） score 190, 
grade4　※スコアの提出はない

なし

北京大学 1898年 http://english.pku.
edu.cn/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語

中国語を学ぶコース：なし
中国語コース：HSK 6（各セク
ション70点）かそれと同等レベル
※英語能力テストの結果を授業に
よって提出の可能性あり

学部2年生以上（最終学年に
在籍するものは交換留学を勧
めない）
中国国籍以外で18～45歳
であること

復旦大学 1905年
http://www.fso.
fudan.edu.cn/en/
index.htm

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

中国語 中国語
英語

C h i n e s e  L a n g u a g e　
Program：中国国籍以外
Chinese Taught Courses：
HSK　6級（score220以上）
English Taught Courses：
TOEFL　iBT80；IELTS　
6.0（全セクション6.0）

GPA3.0以上（最大4から）

吉林大学 2016年 http://www.jlu.
edu.cn

春学期：　3月～　1月
（2019）
秋学期：　9月～　7月
（2019）

中国語 中国語
英語 HSK level3 なし

南開大学 1919年 http://www.
nankai.edu.cn/

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　6月
（2018年のデータ）

中国語
中国語

英語（一部）
（2018年
のデータ）

HSK5級（2018年のデータ） 学部2年生以上
（2018年のデータ）

南京大学 1951年 http://www.nju.
edu.cn/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

中国語
英語

中国語
英語

中国語コース：HSK5級
英語コース：I E L T S 6，
TOEFL70

中国国籍ではないこと

西安交通大学 1896年 http://www.xjtu.
edu.cn/

秋学期：　7月～　2月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020） 

中国語 中国語 HSK 5級,6級か同等レベルの
語学力を証明するもの 学部2年生以上

清華大学 1911年 http://www.
tsinghua.edu.cn/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語

中国語コース：HSK（old）
Grade 6, （new） Grade 5
英語コース：授業を履修するの
に十分な英語能力

学部2年生以上

東北師範大学 1946年 http://www.nenu.
edu.cn/

秋学期：　8月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

中国語 中国語 HSK　5級 GPA 3.0以上（最大4か
ら）

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

春学期：10月30日
（2018）
秋学期：  4月30日
（2019）

春学期：12月までに
秋学期：  6月までに 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 950,000～

1,150,000KRW
夏：20～30℃
冬：10～-10℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：35,000人
留学生数：5,000人
日本人：5％

春学期：11月15日
秋学期：  5月15日
（候補者の推薦）
春学期：11月1日
秋学期：  5月1日

調査中 留学生対象の韓国語コースあり

通常の開講科目を履修
（School of Medicine，School 
of Pharmacy，Global Business 
Administration，Global Economics，
Special Graduate School，Specialty 
Graduate School 〔Except for ASIA 
MBA program〕を除く）

5名 約450～
600ドル

夏：25～32℃
冬：-5～5℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：26,149人
留学生数：3,000人
（主に中国、フランス、オランダ）
日本人：3％
（2018年のデータ）

春学期：10月31日
（2018）
秋学期：  4月30日
（2019）
（候補者の推薦）
1学期：10月15日
2学期：  4月15日

春学期：12月初旬
秋学期：  6月初旬 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修 2名

700,000-
1,000,000
ウォン

夏：30℃
冬：-6℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：10,000人
（2018年のデータ）

春学期：10月15日
（2018）
秋学期：  4月15日
（2019）

春学期：11月下旬
秋学期：  5月下旬 留学生対象の韓国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 400ドル

（家賃除く）
夏：27℃
冬：5℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：11,688人
留学生数：915人

秋学期：  5月15日
（2019）
春学期：11月15日
（2019）

調査中 留学生対象の中国語コースあり
（有料） 通常の開講科目を履修 5名 3,000RMB 夏：30～37℃

冬：1～10℃

キャンパス内に留
学生寮あり
（要申込）

学生数：27,371人
留学生数：829人
（主に韓国、マレーシア、南ア
フリカ）
（上記は2018のデータ）

秋学期：  5月1日
春学期：11月1日

秋学期：  6月
春学期：  1月 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 3,000元 夏：35℃

冬：5℃
キャンパス内か近く
に留学生寮あり

学生数：48,762人
留学生数：6,237人

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：11月15日
（2019）

秋学期：  5月下旬
春学期：12月上旬 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 5,000-

7,000元
夏：25～27℃
冬：-5～10℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：42,655人
留学生数：3,579人
（主に韓国、アメリカ、日本）
日本人：7.6%

秋学期：  5月1日
（2019）
春学期：11月1日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月20日
春学期：10月20日

秋学期：  6月始め～
半ば
春学期：12月始め
～半ば

留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 約
4,370RMB

夏：25℃
冬：1℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：25,000人
留学生数：3,000人
（主に日本、韓国、アメリカ
（2018年のデータ）

春学期：11月30日
（2018）
秋学期：  5月31日
（2019）

春学期：12月31日
までに
秋学期：  6月30日
までに

留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目，中国語研修が
履修できるが，ほとんどの生徒
は中国語研修を履修するため，
通常の開講科目を履修する場合
は要相談

5名 3,000CNY 夏：27℃
冬：-23℃

キャンパス内に留
学生寮あり（住居は
キャンパス内に限ら
れる）

学生数：70,000人
留学生数：2,354人
（主に韓国、インド，日本）
日本人：112人

秋学期：  4月30日
春学期：11月30日
（2018年のデータ）

申請書類到着後1ヶ月
以内
（2018年のデータ）

留学生対象の中国語コースあり
（2018年のデータ）

通常の開講科目を履修
（2018年のデータ） 5名

3,000元
（2018年の
データ）

夏：38℃
冬：-8℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：12,000人
留学生数：2,894人
（主に韓国・日本・アメリカ）
日本人：684人
※2018年のデータ

（候補者の推薦）
秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：10月30日
（2019）

秋学期：  6月下旬
春学期：12月下旬 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名

3,000元
※2018年
のデータ

夏：26℃
冬：10℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：32,999人
留学生数：3,216人

秋学期：  5月15日
春学期：11月15日
（候補者の推薦）
秋学期：  4月15日
春学期：10月15日

秋学期：  6月中旬～
下旬
春学期：12月中旬
～下旬

留学生対象の中国語コースあり

多くの留学生はChinese 
languageとculture learning 
coruseを受講
※一般のコースを受講する者は
要相談

5名
2,100元
※2018年
のデータ

夏：30～35℃
冬：0～10℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：30,000人
留学生数：2,000人
（主にパキスタン、韓国、マ
レーシア）
日本人：20人
※2018年のデータ

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：11月30日
（2019）

秋学期：  7月上旬
春学期：  1月上旬

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履
修（Physical Training，
Arts，moduleｓ of foreigh 
Languageを除く ）

3名 1,780～
4,270RMB

夏：23～32℃
冬：5～10℃

学生寮あり
（要申込） 学生数：25,900人

秋学期：  6月10日
（2019）
春学期：12月10日
（2019） 
（候補者の推薦）
秋学期：   5月30日
春学期：11月30日

秋学期：  6月30日
春学期：12月30日 留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修
（Intensive language course
をとる生徒はその他のコースは
取ることができない）

5名 RMB2,000-
3,000YUAN

夏：14～25℃
冬：-15～-5℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：28,024人
留学生数：1,521人
（主に韓国、モンゴル，パキス
タン）
日本人：20人

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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中華人民共和国

四川大学 1896年 http://www.scu.
edu.cn/

秋学期：　8月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語
中国語
英語

※2018年
のデータ

授業を履修するのに十分な英
語能力
※2018年のデータ

なし
※2018年のデータ

武漢大学 1893年 http://en.whu.edu.
cn/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020） 

中国語 中国語
英語

中国語を学ぶコース：なし
中国語コース：新HSK 5級以
上が望ましい
英語コース：IELTS 6.5か同等
レベル

なし

大連理工大学 1949年 http://www.dlut.
edu.cn/

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語 中国語
英語

文系：新HSK5級（180）
理系：新HSK4級（210）
※2018年のデータ

学部2年生以上
※2018年のデータ

北京師範大学 1902年 http://english.
bnu.edu.cn

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語 中国語
英語（一部）

一般コース：旧HSK6級もしく
は新HSK5級180点
※2018年のデータ

中国国籍ではないこと
※2018年のデータ

蘭州大学 1909年 http://en.lzu.edu.cn
春学期：　2月～　7月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2020）

中国語 中国語

Literature, History， Philosophy：
HSK5級か新HSK4 Science, 
Eng ineer ing ,  Agr icu l tu re , 
M e d i c i n e ,  E c o n om i c s，
Management：HSK4級 （195）
中国語コース：HSK3級（180）

なし

東南大学 1902年
http://www.seu.
edu.cn/english/
main.htm

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

中国語
英語
一部
中国語

中国語コース：HSK4級
英語コース：TOEFL　iBT61
（CBT173）　IELTS 5.0

なし

厦門大学 1921年 https://www.xmu.
edu.cn/

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語 中国語
英語

Chinese-medium programs：HSKの
結果を提出　 Humanities, Economics, 
Management,  Law,  Ar ts  and 
Traditional Chinese Medicine：HSK5
級（210）　Sciences, Engineering 
and Medicine：HSK4級（210）　
English-medium programs：TOEFL-
iBT80，IELTS6.0

中国国籍ではないこと

上海海洋大学 1912年 http://www.shou.
edu.cn

春学期：　2月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2020）

中国語 中国語
英語

Chinese-medium Academy 
courses：新HSK4級（180）　
English-medium Academy 
courses：IELTS6.0，TOEFL　
IBT80　Chinese language 
program：なし

成績が優秀であること

中国海洋大学 1924年 http://www.ouc.
edu.cn

春学期：　3月～　6月
（2019）
秋学期：　8月～　1月
（2019）

中国語 中国語 なし なし

香港中文大学 1963年
http://www.cuhk.
edu.hk/english/
index.html

1学期：　9月～12月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

中国語
（広東語）

英語
英語

TOEFL iBT 71,TOEFL CBT 
197,TOEFL PBT 530, 
IELTS 6.0か同等のレベルの
英語能力

学部2年生以上
GPA 3.0（最大4から）

西北農林科技大学 1934年 http://en.nwsuaf.
edu.cn

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語 中国語
英語

授業を履修するのに十分な中
国語能力またはIELTS 6.0
※2018年のデータ

学部3年生以上
※2018年のデータ

上海交通大学 1896年
http://isc.sjtu.
edu.cn/EN/
Default.aspx

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語

中国語コース：HSK 5級
英語コース：TOEFL iBT 90、
IELTS 6.0

学部2年生以上
GPA 3.0（最大4から）

華中科技大学 2000年 http://english.
hust.edu.cn

春学期：　2月～　7月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2019）

中国語 中国語
英語

授業を履修するのに十分な英
語能力､TOEFLやIELTS､GRE
など英語能力を証明するもの

なし

湖南大学 976年 http://hnu.ciss.
org.cn/Index

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　7月
※2018年のデータ

中国語
中国語
英語

※2018年
のデータ

調査中 調査中

香港城市大学 1994年
https://www.
admo.cityu.edu.hk/
exchange_visiting/
exchange/info/

A学期：　9月～12月
（2019）
B学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語

TOEFL iBT 79、IELTS 6.5，Chinese 
Mainland's College English Test Band 6 
（total score 450）※他にも承認される語学
試験ありhttps://www.admo.cityu.edu.hk/
international/international/entreq#eng参
照
法学部：TOEFL iBT 100、IELTS 7.0

学部2年生以上

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

  6月30日
※2018年のデータ

7月上旬
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履修
※2018年のデータ 5名

2,500～
3,000元
※2018年
のデータ

夏：26℃
冬：10℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：6,500人
留学生数：2,400人
（主にインド・アメリカ・韓国）
日本人：35人
※2018年のデータ

秋学期：  6月1日
（2019）
春学期：11月30日
（2020）
（候補者の推薦）
秋学期：  5月15日
春学期：11月15日

申請後4～5週間 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 2,700-
3,900RMB

夏：30℃
冬：4.2℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：54,084人
留学生数：約2,000人
日本人：9.6％
（主にフランス・韓国・ドイツ）
※2018年のデータ

秋学期：  5月30日
※2018のデータ

6月中
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履修（英語コー
スあり）
※2018年のデータ

5名
1,000-
2,000元
※2018年
のデータ

夏：23℃
冬：-3℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：34,764人
留学生数：1,025人
日本人104人
（主に韓国、ベラルーシ、日本）
※2018年のデータ

秋学期：  5月15日
春学期：11月15日
※2018年のデータ

申請書類到着後1ヶ月
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履修
※2018年のデータ 5名

4,000元
※2018年
のデータ

夏：23～26℃
冬：-3～4℃
※2018年の
データ

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：約20,000人
留学生数：1,700人
（主に韓国、インドネシア、日本）
※2018年のデータ

春学期：11月10日
秋学期：  6月10日 授業料納入後随時 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 1,000～

2,000RMB
夏：20℃
冬：0℃

キャンパスに留学
生寮あり※申込に
遅れなければ部屋
は必ず提供される

学生数：約32,283人
留学生数：548人
（主にカザフスタン，韓国，ド
イツ）
日本人：2人

秋学期：  6月10日
（2019）
春学期：  1月10日
（2020）

申請書類到着後順次
※2018年のデータ 留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修（履
修制限あり）※Chinese 
Language and Culture 以外
は英語で授業を行う

5名 3,500RMB 夏：28℃
冬： 5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：31,470人
留学生数：1,813人
日本人：5人（毎年）
※2018年のデータ

春学期：10月15日
（2018）
秋学期：  4月1日
（2019）
※紙媒体で提出する者
は以上から15日間後

申請書類到着後順次
※2018年のデータ 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名

1,600～
2,000RMB
（家賃のみ）

夏：25℃
冬：9℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：約40,000人
留学生数：2,800人
※2018年のデータ

春学期：11月31日
（2018）
秋学期：調査中，昨年
は  6月30日

春学期：12月中
秋学期：調査中，昨
年は7月中

留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名
450～
900CNY
（家賃のみ）

夏：30℃
冬： 2℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：14,300人
留学生数：300人
（主に，韓国，ベトナム，モンゴル）
日本人；2人
※2018年のデータ

春学期：12月20日
（2018）
秋学期：  6月20日
（2019）

申請書類到着後1ヶ
月後 なし 通常の開講科目を履修 5名 1,500-

3,000RMB
夏：21～27℃
冬：-3～5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：24,600人
留学生数：1,000人
（主に韓国、ジンバブエ，パキ
スタン）
日本人：2%

秋学期：  4月1日
（2019）
春学期：10月2日
（2019）

秋学期：  6月半ば～  
7月
春学期：10月下旬
～11月

なし 通常の開講科目を履修 5名 10,280
香港ドル

夏：26～30℃
冬：14～18℃

キャンパスに留学
生寮あり

学生数：約19,000人
留学生数：800人
日本人：50人
※2018年のデータ

調査中 申請書類到着後順次
2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ 調査中 5名

2,000元
※2018の
データ

夏：24℃
冬：2℃

キャンパスに留学生
寮あり（要申込）
※2018年のデータ

学生数：約20,000人
留学生数：170人
※2018年のデータ

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：11月15日
（2019）

秋学期：  6月30日
にまで
春学期：12月17日
まで

留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履修
（履修制限あり） 5名

2,000RMB
（食費、保険費
除く）

夏：35℃
冬：5℃

キャンパスに留学生寮あり
（要申込）※数に限りがあ
るため，キャンパス外の部屋
を自分で確保しなくてはな
らない場合あり

学生数：45,866人
留学生数：約6,000人
※2018年のデータ

春学期：12月31日
（2018）
秋学期：  6月30日
（2019）

申請書類受理後，5
営業日以内 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 1,500～

3,000RMB
夏：35℃
冬：5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約55,000人
留学生数：約4,000人
（主にタイ、パキスタン、イン
ドネシア）
日本人：5人

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名

800-1,000元
※2018年の
データ

夏：30℃
冬：-6℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）
※2018年のデータ

学生数：約30,000人
留学生数：約1,000人
※2018年のデータ

A学期：  5月15日
（2019）
B学期：10月15日
（2019）

申込締切後の4～8
週間後 なし

通常の開講科目を履修
（ホームページ内，Course 
information and class 
Scheduleを参照）

5名 4，000香港ドル
（家賃除く）

夏：28℃
冬：15℃

キャンパスに留学
生寮有り（要申込）

学生数：20,143人
留学生：25％
（主に韓国､インド､台湾）
日本人：0.1%

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

中華人民共和国

中国人民大学 1937年 http://www.ruc.
edu.cn/

春学期：　2月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2019）

中国語 中国語
英語 中国語：新HSK 6級 GPA3 .0以上（最大4か

ら），または評価B

中国科学院大学 1978年 http://english.
ucas.ac.cn/ 調査中 中国語

中国語
英語

※2018年
のデータ

中国語：HSK5級180点以上
英語：授業を履修するのに十分
な能力※2018年のデータ

調査中

東北大学 1923年 http://english.
neu.edu.cn/

春学期：　3月～　7月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2019）

中国語 中国語 なし なし

台湾

国立台湾大学 1928年 http://www.ntu.
edu.tw/english/

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語 英語B1または中国語B1 台湾国籍ではないこと

中央研究院 1928年
http://www.
sinica.edu.tw/
main_e.shtml

秋学期：　9月～　1月
春学期：　2月～　6月
※2018年のデータ

中国語
中国語
※2018年
のデータ

調査中 調査中

国立中正大学 1989年 http://ewww.ccu.
edu.tw/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語

授業を履修するのに十分な中国語
または英語能力　※Department 
o f  C h i n e s e  L i t e r a t u r e : 
C e r t i f i c a t e  o f  C h i n e se 
proficiency TOCFL 3 or HSK 3

学部2年生以上

淡江大学 1950年 http://www.tku.
edu.tw

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

中国語
（北京語）

中国語
英語

授業を履修するのに十分な中
国語能力
英語コース：TOEFL iBT 61

なし

国立中興大学 1919年
http://www.nchu.
edu.tw/en-index.
php

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語

授業を履修するのに十分な中
国語または英語能力（TOEFL 
iBT 61、TOEFL ITP 500、
IELTS 5.0、TOEIC 670, 
TOCFL level 3,HSK 5 推奨）

学部2年生以上

国立清華大学 1911年
http://nthu-en.
web.nthu.edu.tw/
bin/home.php

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語

英語：なし
中国語：学部によっては中国語
（北京語）能力が必要になる
ex. Department of Physical 
Education

なし

国立成功大学 1931年
http://web.ncku.
edu.tw/bin/home.
php?Lang=en

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語

学部学科により異なる※
http://ird.oia.ncku.edu.
tw/var/ f i le/67/1067/
img/2279/NCKUSEPd
epartmentrequirements
AY201819.pdf参照

学部2年生以上

国立交通大学 1896年 https://oia.nctu.
edu.tw/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語
英語 学部学科により異なる 学部学科により異なる

国立台湾師範大学 1922年
http://www2.
ntnu.edu.tw/en/
index.php

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語
（北京語）

中国語
（北京語）

De p a r t m e n t  o f  C h i n e s e , 
Department of East Asian Studies 
and Department of Taiwan Culture, 
Languages and Literature：TOCFL 
level4, 新HSK 4級
Department of  Chinese as a 
Second Languag：中国語コースを
180時間受講していることの証明

学部2年生以上

国立台湾海洋大学 1953年
http://english.
ntou.edu.tw/bin/
home.php

2学期：　2月～　6月
（2019）
1学期：　9月～　1月
（2019）

中国語
（繁体字）

中国語
（一部英語） なし 学部2年生以上

国立政治大学 1927年
http://www.
nccu.edu.
tw/?locale=en

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　6月
（2020）

中国語
（北京語）

中国語
（北京語）

英語

中国語開講のコース：TOCFL 
Superior、HSK （Level 4）か同
等レベル
英語開講のコース：TOEFL iBT 
79-80、 IELTS 6.0、 TOEIC 
700､CEFR B2

GPA2.5以上（最大4から）

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

秋学期：  5月15日
（2019）
春学期：11月15日
（2019）

春学期：  1月15日
秋学期：  7月15日 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 1日31～

80CNY
夏：30℃
冬：-9℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約22,000人
留学生数：約1,500人
（主に韓国、フランス、モンゴル）
日本人：44人

調査中 調査中 留学生対象の中国語コースあり
※2018年のデータ 調査中 5名 調査中 夏：30℃

冬：-9℃ 調査中
学生数：約45,479人
留学生数：1,321人
（82ヵ国・地域）
※2018年のデータ

春学期：12月30日
（2018）
秋学期：  6月30日
（2019）

春学期：12月～  1月
秋学期：  7月～  8月 留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修
※HSK 5級で180点以上ある者は中国語
でのBusiness, Science，artが受講可能
※英語でのsoftware engineeringは面接
の上，それを通過できれば受講可能

5名 1,000RMB 夏：26℃
冬：-5℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：40,000人
留学生数：1,151人
（主に，ロシア，韓国，朝鮮）
日本人：20人

1学期：  4月15日
（2019）
2学期：10月31日
（2019）

秋学期：  6月下旬
春学期：12月下旬
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
通常の開講科目を履修
（Department of 
Medicine,EMBA,EIMBAを除く）

5名
セメスター
100，000
台湾ドル

夏：33℃
冬：18℃

キャンパス内に留学生寮
あり（要申込）※申込に
遅れなければ部屋は必
ず提供される

学生数：31,801人
留学生数：約5,193人
（主に，中国，アメリカ，フランス）
※2018年のデータ

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名 調査中 夏：26℃

冬：13℃ 調査中 調査中

秋学期：  4月20日
（2019）
春学期：11月20日
（2019）

秋学期：  5月31日
春学期：12月31日 留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修
Academic program: http://kiki.ccu.edu.
tw/̃ccmisp06/Course
英語コース: https://kiki.ccu.edu.
tw/̃ccmisp06//Course/all_english.html

5名
セメスター
340～
700USD
（家賃のみ）

夏：25～33℃
冬：13～23℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約11,000人
留学生数：約637人
（主ににインドネシア、ベトナ
ム、マレーシア）
日本人2％

1学期：  5月1日～調査中
2学期：12月1日～調査中

1学期：  6月末
2学期：  1月上旬 留学生対象の中国語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 10,000

台湾ドル
夏：30～35℃
冬：10～15℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：25,343人
留学生数：2,000人
（主にマレーシア、日本、イン
ドネシア）
日本人72人

秋学期と1年：  4月
20日（2019）
春学期：10月31日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月2日
春学期：10月15日

秋学期と1年：  6月末
春学期：12月末

授業の中で中国語コースあり，
また，語学センターで有料の
コースもある

通常の開講科目を履修 5名 6ヶ月間
1,200USD

夏：32℃
冬：15℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：13,319人
留学生数：825人
（主にタイ，ベトナム，マレーシア）
日本人：1.33％

秋学期：  4月15日
春学期：11月1日
（候補者の推薦）
秋学期：  4月1日
春学期：10月15日

秋学期：  6月
春学期：12月
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり
（有料）

・通常の開講科目を履修（EMBA
プログラムを除く） 4名 USD500ドル 夏：32℃

冬：20℃
学生寮あり
（要申込）

学生数：16,000人
留学生数：1,000人

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：10月30日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  4月1日
春学期：10月15日

秋学期：  6月上旬
春学期：12月下旬 留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修（http://
course-query.acad.
ncku.edu.tw/qry/index.
php?lang=en参照）

5名 セメスター
13,700NT

夏：28℃
冬：18℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：21,000人
留学生数：500人

秋学期：  4月15日
（2019）
春学期：10月15日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  3月30日
春学期：  9月30日

秋学期：  6月上旬
春学期：12月中旬
※2018年のデータ

留学生対象の中国語コースあり 留学生に開講された科目を履修
（履修制限あり） 5名

170～
400USD
（家賃のみ）

夏：30℃
冬：15℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：13,000人
留学生数：1,200人

秋学期：  4月30日
（2019）
春学期：10月31日
（2019）

秋学期：  6月30日
春学期：12月31日

留学生対象の中国語コースあり
・週6時間の中国語コースは無料
・集中コースは有料

通常の開講科目を履修 5名 15,500
台湾ドル

夏：25～35℃
冬：11～21℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：16,077人
留学生数：約1,500人
（主に，日本，韓国，オランダ）

2学期：11月15日
（2018）
1学期と1年：  6月
15日（2019）
※締切延長は要相談

2学期：12月15日
1学期：  7月15日

留学生対象の中国語コースあり
※無料のコースと有料の集中
コースがある

通常の開講科目を履修 5名
6,000-
10,000
台湾ドル

夏：28℃
冬：16℃

キャンパスに留学
生寮あり
（要申込み）

学生数：8,700人
留学生数:400～500人
（主にマレーシア）

秋学期：  4月20日
（2019）
春学期：10月20日
（2019）
（候補者の推薦）
秋学期：  3月30日
（2019）

秋学期：  5月中旬か
ら下旬
春学期：11月中旬
から下旬

留学生対象の中国語コースあり

通常の開講科目を履修（IMBA
コースとOn-Job Training 
Programs, Extended Minor 
Courses with credit feeを
除く）
（博士課程の生徒で英語コース
を取る場合は制限あり）

3名
20,000～
30,000
台湾ドル

夏：21～34℃
冬：16～25℃ 

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：16,353人
留学生数：約1,150人
（主に韓国、ドイツ、フランス）

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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台湾

台北医学大学 1960年
http://www.tmu.
edu.tw/english/
main.php

秋学期：　9月～　1月
（2019）
冬学期：　2月～　6月
（2020）

中国語
（北京語）

中国語
（北京語）

英語
授業を履修するのに十分な英語
能力､北京語ができると尚良い

Medical Electivesをとる生徒は
最終2学年に在籍していること，
TEEP（Taiwan Exper ience 
Education Program）をとる者は
とるコースが自分の学部学科と関係
していること

国立東華大学 1994年
http://www.ndhu.
edu.tw/bin/home.
php?Lang=zh-tw 

春学期：　2月～　6月
（2019）
秋学期：　9月～　1月
（2019）

中国語 中国語 なし なし

中国医薬大学 1958年
http://cmucia.
cmu.edu.tw/
english/s_
exchange.html 

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

中国語 中国語

中国語コース：中級レベルの中
国語力の証明
英 語 コ ー ス ： u p p e r -
intermediateレベルの英語力
の証明

学部3年生以上

インド

デリー大学 1922年 http://www.du.ac.in
夏学期：　7月～12月
（2019）
冬学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語
英語が堪能であること
※英語能力試験の結果を提出
する必要あり

学部：学部2年生以上
修士：学士号取得者

マイソール大学 1916年
http://www.uni-
mysore.ac.in/
english-version/

1学期：　8月～11月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

カンナダ語 英語 授業を履修するのに十分な
英語能力 学部生

インド工科大学ボンベイ校 1958年 www.ir.iitb.ac.in
1学期：　7月～11月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

英語 英語

TOEFL 580（ 4.0 in the Test 
of Written English）, TOEFL
（CBT） 240（4.0 in essay
writing）,TOEFL（IBT） 95
（Writing20）, IELTS 6.5（各セ
クション6.0）

学部3年生以上
GPA3 .2（最大4.3から
75％）

インド工科大学マドラス校 1959年 http://www.oir.
iitm.ac.in/

春学期：　1月～　5月
（2019）
秋学期：　7月～11月
（2019）

英語 英語 授業を履修するのに十分な
英語能力 なし

インド工科大学ハイデラバード校 2008年 https://www.iith.
ac.in/

1年：12月～　5月
（2019） 英語 英語 授業を履修するのに十分な英

語能力 調査中

マレーシア

マレーシア科学大学 1969年 http://www.usm.
my/

1学期：　9月～11月
（2019）
2学期：　2月～　6月
（2020）

マレー語
英語 英語

TOEFL　PBT550
IELTS　5.0
※テストを受けていない方は
supporting letterを提出

なし

マレーシア・サバ大学 1994年 http://www.ums.
edu.my/pppg/en

1学期：　9月～　1月
（2019）
2学期：　2月～　5月
（2020）

マレー語
英語 英語 なし なし

インドネシア共和国

パランカラヤ大学 1963年 http://www.upr.ac.id/ 調査中 インドネシア語 調査中 調査中 調査中

ボゴール農業大学 1963年 http://ipb.ac.id/ 調査中 インドネシア語 調査中 調査中 調査中

ガジャマダ大学 1949年 http://www.ugm.
ac.id/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　2月～　7月
（2020）

インドネシア語 インドネシア語
一部英語

TOEFL（PBT） 550, （IBT）
70
IELTS 5.5

なし

バンドン工科大学 1920年
http://www.
international.itb.
ac.id/web/

1学期：　8月～12月
（2019）
2学期：　1月～　5月
（2020）

インドネ
シア語

インドネ
シア語
英語

英語能力テストの結果 学部3年生以上

バングラデシュ
人民共和国 ダッカ大学 1921年 http://www.

univdhaka.edu/ 1年：　1月～12月 ベンガル語
英語 英語 授業を履修するのに十分なベ

ンガル語または英語能力
修士：学士号取得者
※学部学科により異なる場合あり

スリランカ
民主社会主義共和国 ペラデニヤ大学 1942年 http://www.pdn.

ac.lk/ 学部により異なる
英語

シンハラ語
タミル語

英語 なし
最低レベル B　（G.C.E. 
Advanced Level 
Examination），学部4年生以上

ベトナム
社会主義共和国

ベトナム国家大学
ホーチミン校 2003年 https://hcmiu.

edu.vn/en/

秋学期：　9月～　1月
（2019）
春学期：　1月～　6月
（2020）

ベトナム語 英語

IELTS 6.0（各セクション5.5
以上）
TOEFL（PBT）550（CBT）
213，（IBT）61（各セクショ
ン19以上）
CEFR　B1

学部2年生以上
GPA2.5（最大4から）

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

Medical Electives:
プログラム開始の3
～6ヶ月前
TEEP：  3月～12月

申請受理から3～4
週間 留学生対象の中国語コースあり

Medical ElecivesとTaiwan 
Experience Education 
Program （TEEP）の中で履修

5名 310USドル 夏：29℃
冬：16℃

キャンパス外に学
生寮あり（要申込）

学生数：6,100人
留学生数:5％
（主にアメリカ､インドネシア、
ベトナム）
日本人：2.1％

春学期：11月
秋学期：  4月
（推薦の応募が始まる
1週間前に詳しい日
程発表）

申請書類到着1週間後 留学生対象の中国語コースあ
り 通常の開講科目を履修 5名

6,000～
8,000
台湾ドル

夏：25～32℃
冬：15～22℃ 

キャンパス内に留
学生寮あり※全て
の留学生に部屋を
提供

学生数：8,978人
留学生数：950人
（インド，ベトナム，モンゴル）
日本人：4人

秋学期：  3月31日
（2019）

秋学期：  8月31日
までに 有料で受講することは可能

開講科目以下
International Master 
program of Public Health, 
International Program of 
Biomedical Science,
International Program of 
Acupuncture

5名 14,000～
25,000NTD

夏：28～30℃
冬：17～22℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：7,500人
留学生数：507人
（主に，マレーシア，ベトナ
ム，中国）
日本人：4％

夏学期：  3月31日
（2019）
冬学期：  9月30日
（2019）

夏学期：  5月末
冬学期：11月末 なし 通常の開講科目を履修 5名 800USD 夏：35～45℃

冬：10～20℃
留学生寮あり
（要申込）

学生数：400,000人
留学生数：2,500人
（主にイラン，タイ，アフリカ）
日本人：数人

1学期：  5月の2週目
（2019） 1学期：  6月の1週目 留学生対象の集中コースあり

通常の開講科目
（Engineering and Medical
 Sciencesを除く）

5名 20,000ルピー 夏：32～35℃
冬：21～26℃

キャンパスに学生
寮あり（要申込）

学生数：10,000人
留学生数：1,400人
（主にイラン，中国，ヨルダン）
日本人：1人か2人

秋学期：  5月31日
（2019）
春学期：  9月30日
（2019）

秋学期：  5月半ば
春学期：11月半ば

留学生対象のヒンディー語
コースがあり 通常の開講科目を履修 5名

セメスター
400USD
（家賃）

夏：32～40℃
冬：20～25℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：10,000人
留学生：70人
（主に，ドイツ，フランス，ス
イス）
日本人：5％

春学期：11月末
（2018）
秋学期：  5月15日
（2019）

申請書類到着後順次
留学生対象の集中コースあり
（ドイツ語，フランス語，北
京語）

通常の開講科目を履修 5名 6,000ルピー 夏：35℃
冬：28℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：9,000人
留学生は主に，ドイツ，ポルト
ガル，フランスから
日本人：6～7人

春学期：11月7日
（2018）
秋学期：  4月16日
（2019）

調査中 留学生対象の集中コースあり 通常の開講科目を履修 5名 10,000ルピー 夏：40℃
冬：28℃

学生寮あり
（要申込） 学生数：約2,570人

1学期：  5月15日
（2019）
2学期：10月15日
（2019）

申請書類到着後順次 調査中
留学生に開講された科目を受講
※MedicineとDentistyは制
限あり

5名 約2,050
リンギット

夏：32℃
冬：25℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：20,000人
※2018年のデータ

1学期：  5月30日
（2019）
2学期：10月30日
（2019）

書類到着後4週間以内 留学生対象の集中コースある
が有料

通常の開講科目
科目リスト以下　http://
www.ums.edu.my/v5/en/
admission/undergraduate-
menu

5名 1,000ＲＭ 夏：34℃
冬：27℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：17,000人
留学生数：1,500人
（主に中国，ブルネイ，インド
ネシア）
日本人：20人

調査中 調査中 調査中 調査中 5名 調査中 年平均
27.6℃ 調査中 学生数：8,000人

※2018年のデータ

調査中 調査中 調査中 調査中 5名 調査中 夏：31℃
冬：24℃ 調査中 学生数：25,000人

※2018年のデータ

1学期：  3月31日
（2019）
2学期：  8月31日
（2019）

1学期：  7月31日
までに
2学期：12月31日
までに

インドネシア語と文化コース
あり（有料）
※2018年のデータ

Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences，Faculty 
of Economics and Business，
Faculty of Law，Faculty of 
Social and Political Sciences，
Faculty of Medicineが開講

5名 100-200
ＵＳドル

夏：36℃
冬：23℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：約55,000人
留学生数：約647人
※2018年のデータ

1学期：  3月28日
（2019）
2学期：調査中

1学期：  4月15日
2学期：調査中 なし

留学生に開講された科目を履
修，以下参照https://usm.itb.
ac.id/international/?page_
id=205

5名 350USドル 平均23℃ 留学生寮有り
（要申込）

学生数：23,859人
留学生数：296人
（主に，日本人，マレーシア）
日本人：10人

学部学科により異な
る

学期が始まる前まで
には

留学生対象のベンガル語コー
スあり 通常の開講科目を履修 5名 約30,000

タカ
夏：30～35℃
冬：18～25℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：40,000人
留学生数：200人
日本人：2人

学部により異なる 学部により異なる なし 通常の開講科目を履修 5名 17,500LKR 平均23℃ 学生寮あり
（要申込）

学生数：約12,000人
留学生数：約250人
（主に日本，韓国，中国）
日本人：10％

秋学期：  5月1日
春学期：10月1日
候補者の推薦は最低
締切日の1ヶ月前に

書類到着後1ヶ月 留学生対象のベトナム語コー
スあり 通常の開講科目を履修 5名 セメスター

3,000USD
夏：36℃
冬：21℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：約45,000人
※2018年のデータ

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。

96



国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

ベトナム
社会主義共和国

ベトナム国家大学
ハノイ校科学大学 1995年

 http://
admissions.vnu.
edu.vn/

秋学期：　9月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）

ベトナム語 ベトナム語
英語

TOEFL iBT: 80 IELTS: 5.5
同等のレベルの英語能力テスト
の結果

学部2年生以上
GPA2.8以上（最大4.0か
ら）

カントー大学 1966年 http://www.ctu.
edu.vn/en/

1学期：　8月～12月
2学期：12月～　4月

ベトナム語
英語

ベトナム語
一部英語

授業を履修するのに十分なベト
ナム語能力，English　B1 学部3年生以上

ベトナム国家大学
ホーチミン校工科大学 1957年 http://oisp.bku.

edu.vn/en/

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　7月
（2020）

ベトナム語
英語 英語

TOEFL iBT 79
IELTS　6.0　それか同等レベ
ルの英語力を証明するもの

GPA2.5以上（最大4.0から）

タイ王国

アジア工科大学 1959年 http://www.ait.
ac.th/

1学期：　1月～　7月
（2019）
2学期：　8月～12月
（2019）

英語 英語

TOEFL　iBT 76
TOEFL　PBT 550
TOEFL　CBT 210
IELTS　6.0，CEFR　B2,　
CET-4（中国語）560，AIT 
English Entry Test （AIT-
EET）: 6

大学院2年生以上

マヒドーン大学 1888年 https://www.
mahidol.ac.th/en/

MUIC：
1学期：　9月～12月
2学期：　1月～　4月
3学期：　4月～　7月
その他の学部：
1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月

タイ語
英語 英語

TOEFL　iBT79
IELTS　6.0　それか同等レベ
ルの英語力を証明するもの

GPA2.75以上（最大4.0か
ら）

カセサート大学 1943年 http://www.ku.ac.
th/english/

1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月 タイ語 英語

TOEFL PBT500 IELTS 
5.5，それか同等レベル，大学
院では異なる語学力レベルの
証明が必要になる可能性あり

GPA2.5以上（最大4.0から）
※学部により異なる

チュラロンコン大学 1917年 http://www.chula.
ac.th/en

1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月 タイ語 英語

TOEFL iBT 79
TOEFL CBT 213
TOEFL PBT 550
IELTS 6.0

学部2年生以上

モンクット王工科大学
トンブリ校 1960年

http://global.kmutt.ac.th/
academics/exchange-
programs/inbound-
exchange-student

1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月 タイ語 タイ語

英語

英語が堪能であること
（英語能力テストの結果を提出。
無い場合はrecommendation 
letterが必要）

なし

モンクット王
ラカバン工科大学 1960年 https://oia.kmitl.

ac.th/
1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月 タイ語 タイ語

英語
授業を履修するのに十分な英
語能力 なし

タマサート大学 1934年 http://www.tu.ac.
th/en/

1学期：　8月～12月
2学期：　1月～　5月 タイ語 タイ語

英語
TOEFLとIELTS
学部により異なる

学部2年生以上
GPA3.0以上（最大4から）

フィリピン共和国

デラサル大学 1911年 http://www.dlsu.
edu.ph/

1学期：　9月～12月
2学期：　1月～　4月
3学期：　5月～　8月

フィリピン語 英語

TOEFL PBT 550（同等レベ
ルのIBTまたはCBT）
IELTS 6.0，Certif icate 
of English Proficiency or 
English as a Medium of 
Instruction

GPA3.0以上

フィリピン大学 1908年 http://www.
up.edu.ph/

秋学期：　8月～12月
春学期：　1月～　5月 英語

英語
一部

フィリピン語

TOEFL iBT 61
TOEFL CBT 173
TOEFL PBT 500
IELTS 6.0

GPA3.0以上が望ましい

シンガポール シンガポール
マネジメント大学 2000年 www.smu.edu.sg 秋学期：　8月～12月

春学期：　1月～　4月 英語 英語 IELTS 6.5
TOEFL　IBT　79 学部2年生以上

モンゴル国
モンゴル生命科学大学 1958年 www.muls.edu.mn 秋学期：　8月～12月

春学期：　1月～　6月 モンゴル語 モンゴル語
英語

授業を履修するのに十分なモ
ンゴル語か英語 なし

モンゴル国立大学 1942年 http://www.num.
edu.mn/

春学期：　2月～　8月
秋学期：　9月～　1月 モンゴル語 モンゴル語

英語
授業を履修するのに充分な英
語能力 学部2年生以上 

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

秋学期：  8月
（2019）
春学期：12月
（2019）

書類受付後1～2週
間後 なし

開講プログラムは Advanced 
Program in Chemistry，Advanced 
Program in Environmental Science， 
International Standard Program 
in Physics， International Standard 
Program in Biology， International 
Standard Program in Geology

5名 150ＵＳドル 夏：26～29℃
冬：16～18℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：約3,500人
留学生数：167人
（主にラオス，コロンビア，日本）
日本人：8%

セメスター開始の3ヶ
月前

セメスター開始の
2ヶ月前

留学生対象の集中コースあり
※留学生の人数によって開講
しない可能性あり，また入学
費がある

通常の開講科目を履修 5名 400USD 夏：40℃
冬：20℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：58,000人
留学生数：200人
（主に台湾、アメリカ、韓国）

秋学期：  5月半
（2019）ばまで
春学期：  9月末
（2019）まで

申請書類到着後順次
授業でElementary Vietnamese 
Language 1, 2 （3 credits）
をとることが出来る

通常の開講科目を履修 5名 250-500
ＵＳドル

夏：35℃
冬：25℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：27,000人
留学生数：35人
（主に，カンボジア，ラオス，
ナイジェリア）
日本人：1人

1学期：  9月（2018）
2学期：  3月（2019）

最低学期開始1ヶ月
前 なし 通常の開講科目を履修 5名 15,000

バーツ
夏：35℃
冬：25℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：1,611人
留学生数：457人
（主にタイ、インド，ミャン
マー）
日本人：6人

MUIC：
1学期：  7月半ば
2学期：10月半ば
3学期：  1月半ば
その他の学部：
1学期：  5月末
2学期：10月末

締切後2ヶ月後 なし 留学生対象の開講科目を履修 5名
5,000-
10,000
バーツ

夏：38～42℃
冬：25～30℃

学生寮あり
（要申込）

学生数：30,000人
留学生数：1,000人

1学期：  5月21日
2学期：10月19日 受付後4週間後 留学生対象の集中コースある

が有料
交換留学生対象の開講科目を
履修 5名 15,000-

20,000THB
夏：25～39℃
冬：15～30℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約72,000人
留学生数：約300人

秋（2019）：  3月8日
春（2020）：  8月2日
（候補者の推薦）
秋（2019）：  2月2日
春（2020）：  7月2日

受付後随時 なし 通常の開講科目 5名 約15,000
バーツ

夏：33～35℃
冬：28～30℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：37,000人
留学生は主に，中国，ドイツ，
日本から

1学期：  6月10日
2学期：10月31日 調査中 なし 留学生対象の開講科目を履修 5名 300USD

夏：35℃
冬：21℃
（2018年
のデータ）

キャンパスに留学
生寮あり（要申込） 学生数：24,990人

（2012年のデータ）

授業開始60日前 締切後1ヶ月後 なし

学部：Faculty of Administration 
and Management，Faculty of 
Engineering，International College，
Faculty of Information Technology，
Faculty of Science
大学院：Faculty of Administration 
and Management，International 
College，College of Advanced 
Manufacturing Innovation

5名 3,000THB
（家賃）

夏：31℃
冬：26℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）
※八月を除く

学生数：25,000人
留学生数：300人
（主に，日本，フランス，中国）
日本人：50％

1学期：  5月20日
2学期：  9月20日

1学期：  6月～  7月
2学期：11月～12月 なし 留学生対象の開講科目を履修 5名 16,000THB 夏：35～40℃

冬：25～35℃

キャンパス内外に
学生寮あり
（要申込）

学生数：37,841人
留学生数：625人

1学期：  5月30日
2学期：  9月30日
3学期：  1月30日　

締切後1ヶ月 なし 通常の開講科目を履修 2名 20,300
フィリピンペソ

夏：25～32℃
冬：28℃

大学所有または民
間アパート等

学生数：約13,000人
留学生数：約1,000人

秋学期：  5月30日
春学期：10月30日
（候補者の推薦）
秋学期：  4月15日
春学期：  9月15日

申請書類到着後1～
2ヵ月後

リクエストの上，機関の承認
があれば

通常の開講科目を履修
（Law, Medicine, Nursing, 
Dentistryを除く）

5名
15,000-
20,000
フィリピンペソ

夏：30℃
冬：25℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：55,397人
留学生数：894人
（主に日本、韓国、カンボジア）
日本人：約30%

秋学期：  4月初旬～
中旬 秋学期：  6月半ば なし

通常の開講科目（Business, 
Accountancy, Economics, 
Social Sciences, 
Information Systems and 
Law）

2名 2,200Sドル 夏：35℃
冬：25℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：10,000人
留学生：学部　　10％
　　　　大学院　60％

8月半ば 調査中 留学生対象の集中コースあり 通常の開講科目を履修 5名 約300～
500USドル

夏：22℃
冬：-22℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）

学生数：約10,000人
留学生数：82人（主に中国、ラ
オス、ベトナム）

春学期：12月25日
秋学期：  7月10日

春学期：  1月15日
秋学期：  8月15日

1年間もしくは半年間のモンゴ
ル語コースあり（単位として
認定される）

通常の開講科目を履修 5名 180,000
トゥグリク

夏：25～30℃
冬：-20～-25℃

留学生寮あり
（要申込）

学生数：18,000人
留学生数：400人

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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国･地域名 大学名 大学の
創立年

留学に関するHP
（URL） 学年暦 公用語 大学（授業にお

ける）使用言語 要求される語学能力 留学資格要件

ミ ャ ン マ ー 
連邦共和国 パテイン大学 調査中 調査中 調査中 ビルマ語 調査中 調査中 調査中

ネパール連邦
民主共和国 トリブバン大学 1959年 http://tribhuvan-

university.edu.np/ 調査中 ネパール語
ネパール語
英語

※2018年
のデータ

授業を履修するのに十分なネ
パール語または英語能力
※2018年のデータ

なし
※2018年のデータ

カザフスタン
共和国

アルファラビ・カザフ
国立大学 1934年 http://www.kaznu.

kz/en/

1学期：　9月～12月
2学期：　1月～　6月
※2018年のデータ

カザフ語
ロシア語

カザフ語
ロシア語 調査中 学部2～3年生

※2018年のデータ

ナイジェリア
連邦共和国

ナイジェリア大学 1960年 http://unn.edu.
ng/

1学期：10月～　2月
2学期：　3月～　7月
※2018年のデータ

英語 英語 調査中 大学院生以上

エボニ州立大学 1999年 http://www.ebsu-
edu.net/

1学期：10月～　2月
2学期：　4月～　8月
※2018年のデータ

英語 英語 なし 調査中

南アフリカ共和国

ヨハネスブルグ大学 2005年
http://www.uj.ac.
za/EN/Pages/
Home.aspx

1学期：　9月～12月
2学期：　1月～　6月
※2018年のデータ

アフリカ語
英語 英語

学部： IELTS　6.0
大学院： IELTS　7.0
※2018年のデータ

なし
※2018年のデータ

ノースウェスト大学 2004年 http://www.nwu.
ac.za/ 調査中 ツワナ語 調査中 調査中 調査中

プレトリア大学 1930年 http://www.up.ac.
za/

1学期：　1月～　6月
2学期：　7月～12月
※2018年のデータ

アフリカ語 アフリカ語
英語

授業を履修するのに十分なア
フリカ語または英語能力 なし

ブラジル連邦共和国

サンパウロ大学 1934年 http://www5.usp.
br/en/

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　8月～12月
（2020）

ポルトガル語 ポルトガル語 中級レベルのポルトガル語 学部2年生以上

リオグランデドスール
連邦大学 1895年 http://www.ufrgs.

br/relinter/english

1学期：　3月～　7月
（2019）
2学期：　8月～　1月
（2019）

ポルトガル語 ポルトガル語 授業を履修するのに十分なポ
ルトガル語能力

本学での学業の20％分を終
えていること

ザンビア共和国

ザンビア大学 1966年 http://www.unza.
zm/

1学期：　2月～　6月
（2019）
2学期：　7月～11月
〔2019）

英語 英語 授業を履修するのに十分なア
フリカ語または英語能力 学部2年生以上

カッパーベルト大学 1987年 http://www.cbu.
edu.zm/

1学期：　7月～12月
2学期：　1月～　6月
※2018年のデータ

英語
英語

※2018年
のデータ

調査中 調査中

ウズベキスタン共和国 世界経済外交大学 1992年 http://www.uwed.
uz/en/

秋学期：　9月～　2月
春学期：　2月～　6月
※2018年のデータ

ウズベク語
ロシア語

英語
ロシア語
※2018年
のデータ

授業を履修するのに十分な英
語またはロシア語能力
※2018年のデータ

成績優秀、強い動機
※2018年のデータ

サウジアラビア王国 キング・アブドゥルア
ジーズ大学 1967年 http://www.kau.edu.

sa/home_english.aspx 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

アラブ首長国連邦 UAE大学 1976年 https://www.
uaeu.ac.ae/en/

秋学期：　8月～12月
（2019）
春学期：　1月～　5月
（2020）
夏学期：　4月～　7月
（2020）

英語 英語
TOEFL　PBT　500
CBT173
IBT61
IELTS　5.0

学部2年生以上

【要求される語学能力について】

■ 協定校（大学間協定大学）応募情報一覧

■データ編

交換留学生の申請用件の一つとして、各協定校が要求する語学能力があります。英語圏（北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国等）につい
力の検定試験の受験を義務づけられていない場合は、語学の授業担当教員に語学能力を証明するレターを書いてもらってください。ただし、英語

※　2018年のデータと書いてあるものは昨年のデータであり、変更される可能性があります。
※　1ヶ月の生活費で日本円に換算したい方は、インターネットや銀行等の情報を参照してください。
※　European　LevelについてはP37を参照してください。
※　各大学の情報は、相手先大学の都合により変更になる場合があります。
※　各大学への候補者推薦締切は申請締切より2週間程度早く設定される場合があります。
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申請締切日 入学許可書送付 交換留学生のための
集中コース開講の有無

交換留学生が履修可能な
プログラム（専攻･コース等）

交換可能
学生数

1ヶ月の
生活費

平　均
気温等 寮について 学生数等

調査中 申請書類到着後順次 調査中 調査中 5名 調査中 年間：17～
36℃ 調査中 調査中

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ

ネパール語コースあり
※2018年のデータ

通常の開講科目を履修
※2018年のデータ 5名

300USドル
以上
※2018年
のデータ

夏：34～36℃
冬：2～3℃

留学生寮あり
（要申込）
※2018年のデータ

調査中

  8月10日
（個別対応有り）
※2018年のデータ

申請書類到着後順次
※2018年のデータ

留学生対象のカザフ語・ロシ
ア語コース有り※2018年の
データ

調査中 5名
350ユーロ
※2018年
のデータ

夏：27℃
冬：-10℃

キャンパスに留学
生寮あり（要申込）；
自炊可
※2018年のデータ

学生数：約20,000人
留学生数：約786人
（主にCIS諸国、中国、韓国）
※2018年のデータ

調査中 申請書類到着後順次 なし 通常の開講科目を履修 2名 400USドル 年間：25～
38℃

なし
住居は自分で手配する
（大学が情報提供）

学生数：36,000人
留学生は少ない

なし なし なし（必要に応じ、アレンジ
可能） 調査中 2名 500USドル 年間：29℃ 学生寮あり

（要申込）
学生数：25,426人
交換留学生：0人

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名

323USドル
※2018年
のデータ

夏：28℃
冬：17℃

キャンパス近くに留
学生寮あり
（要申込）
※2018年のデータ

学生数：約48,900人
留学生数：約2,200人
※2018年のデータ

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名 調査中 夏：32℃

冬：2℃ 調査中 学生数：63,000人
※2018年のデータ

1学期：  9月30日
2学期：  3月31日

申請書類到着後順次
※2018年のデータ なし 通常の開講科目を履修 5名 調査中 夏：19～28℃

冬：3～16℃
留学生寮あり
（要申込） 学生数：約50,000人

1学期：  5月5日
2学期：10月15日 締切後60日後 留学生対象のポルトガル語

コースあり 通常の開講科目を履修 5名 1,800レアル 夏：28℃
冬：18℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：88,823人
留学生数：3,100人
（主に，フランス，韓国，メキ
シコ）
日本人：28人

1学期と1年（3月～7
月）：11月5日
2学期と1年（8月～1
月）：  4月5日

申請書類到着後順次 留学生対象のポルトガル語
コースあり（有料） 通常の開講科目 5名 1,500-

2,000レアル
夏：30℃
冬：19℃

なし
住居は自分で手配
する
（大学が情報提供）

学生数：40,000人

1学期：10月31日
（2018）
2学期：  4月31日
（2019）

申請書類到着後順次 留学生対象の英語コースあり 通常の開講科目を履修 5名 300USD 夏：30℃
冬：6℃

キャンパス内外に
留学生寮あり
（要申込）

学生数：30,000人
留学生数：300人
（主に，フィンランド，ナミビ
ア，ノルウェー）

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名 調査中 夏：33℃

冬：7℃ 調査中 調査中

要相談
※2018年のデータ

申請書類到着後約
1ヶ月
※2018年のデータ

留学生対象の英語、ロシア
語、ウズベク語等コースあり
（要問合せ）
※2018年のデータ

語学コース、ウズベキスタンの
政治、歴史、経済、社会、文化
の講義を履修
※2018年のデータ

5名
300ドル
※2018年
のデータ

夏：35℃
冬：-5℃

留学生寮あり
（要申込）
※2018年のデータ

留学生数：全体の10%
（主に、カザフスタン、韓国、
ロシア、トルクメニスタン、日
本、スウェーデン）
※2018年のデータ

調査中 申請書類到着後順次
※2018年のデータ 調査中 調査中 5名 調査中 調査中 調査中 学生数：約42,000人

※2018年のデータ

秋学期：  3月31日
（2019）
春学期：10月30日
（2019）

受付後2週間後随時 なし 通常の開講科目 5名 セメスター
5,600AED

夏：40℃
冬：25℃

学生寮あり
（要申込） 学生数：約14,000人

ては、各大学が要求するTOEFLまたは、IELTSなどの語学能力の検定試験の点数をクリアしていることが必要です。英語圏以外に留学する方で、語学能
圏以外の大学でも英語で授業を履修する場合には、英語能力を示す語学能力証明書（TOEIC、またはTOEFL、IELTSなど）が必要です。
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