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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

◆The Faculty of Arts, Humanities, Languages 
 and Social Sciences : C1(TOEFL 95）以上

◆Law and Political Science, Economics and 
Management, Science and technology：B2（TOEFL

  72）以上
※英語でのコースを受ける場合

語学要件：IELTS

◆The Faculty of Arts, Humanities, Languages and 
 Social Sciences : C1(IELTS 7.0）以上

◆Law and Political Science, Economics and 
Management, Science and technology：B2(IELTS 

 5.5）以上
※英語でのコースを受ける場合

語学要件：その他

◆Full Academic：
仏語：B1（仏検2級）以上
※B2（仏検準1級）以上が望ましい。LawはB2
以上必須。
※B1（仏検2級）の場合、履修できる
コースが限定されます

交換留学関係

https://www.univ-amu.fr/en/public/exchange-eligibility-and-admissions

コースリスト・シラバス

フランス語　https://www.univ-amu.fr/index.php/en/public/courses-taught-french
英語　https://www.univ-amu.fr/index.php/en/public/courses-taught-english

大学概要
エクス＝マルセイユ大学は、2012年に創設された南フランスの公立大学である。エクス＝マルセイユ第1大学（プロヴァンス大学）、エクス＝マルセイユ第2大学（地中海大
学）とエクス＝マルセイユ第3大学（ポール・セザンヌ大学）の合併により設けられた。創立は、1409年にプロヴァンス伯でもあったルイ2世・ダンジューによって設立された
エックス大学に遡る。本学は、1978年に当時の名称が、「エクス＝マルセイユ法・経済・科学大学」であった機関との間に協定を締結し、以来、学生交換・教員交換ともに活
発な活動を続けている。現在、約7万人の学生を擁し、フランスおよびフランス語圏の最大大学であるとされる。キャンパスの大部分はマルセイユとエクス＝アン＝プロヴァン
スにあるが、本部はマルセイユのファロ宮殿にある。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｴｸｻﾝﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

有宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.univ-amu.fr/en/public/housing

経費 約800ユーロ/月(学生寮の場合)　　
https://www.univ-amu.fr/en/public/cost-living-france

他学部履修 不可

備考

Fall Semester: Beginning of September - End of December / Spring semester: Mid of January - End of June学年暦

出願制限 ―

大学名

ｴｸｽ･ﾏﾙｾｲﾕ大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

◆DEFLE（The department of French as 
Foreing Language offers courses for non-
native French speakers in order to 
improve their knowledge
of the French language)
仏語：A2（仏検準2級)以上
◆その他の機関
仏語：B1（仏検2級）以上

交換留学関係

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/international/venir-a-l-ut2j/

コースリスト・シラバス

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/international/venir-a-l-ut2j/catalogue-des-cours-304705.kjsp?RH=1323165007559

大学概要
トゥールーズは、フランス南西部ミディ・ピレネー地方の中心都市であり、エアバスなど航空機産業の中心地である。トゥールーズ大学ジャンジョレスは、トゥールーズ大学
の3校のうちの1校で2014年まで「トゥールーズ第2ル・ミライユ大学」と呼ばれていた。トゥールーズ大学そのものは中世に遡るフランス最古の大学の一つである。文学・人文
科学系を中心とする13学科があり、約24,000人の学生を擁する。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾄｩｰﾙｰｽﾞ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.univ-tlse2.fr/home/navigation/welcome-to-ut2j-/practical-information-for-foreign-students-427282.kjsp?RH=UTM-EN

経費 約600-750ユーロ/月
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/international/venir-a-l-ut2j/vie-pratique-37269.kjsp?RH=1323165007559

他学部履修 They can follow all courses in our catalogues for exchange students except selective, professional and post graduate courses

備考

Mid Sep.-Jan. / Mid Jan.-June
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/calendrier-universitaire

学年暦

出願制限 ―

大学名

ﾄｩｰﾙｰｽﾞ大学 ｼﾞｬﾝｼﾞｮﾚｽ校
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

仏語：B1（仏検2級）以上

交換留学関係

https://www.parisnanterre.fr/etudiant-international-venir-etudier-a-paris-nanterre/

コースリスト・シラバス

https://www.parisnanterre.fr/cours-proposes-aux-etudiants-d-echange/cours-proposes-aux-etudiants-en-echange-universitaire-
612377.kjsp?RH=1430205150832

大学概要
パリ西郊外のナンテール市にキャンパスを構える現在のパリ・ウエスト・ナンテール・ラ・デファンス大学は、第二次世界大戦後の１９６４年に文学部、１９６８年に法学部
が創設され、１９７０年に“パリ第１０大学”として誕生した。現在では、フランスでも有数の名門総合大学である。９学部、６研究科、４研究所を擁し、７８におよぶ学
科・研究科には約３４,０００人の学生が在籍しており、約１,０００人の教員・スタッフが教育・研究活動にあたっている。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾊﾟﾘ

留学先学費

免除

募集対象

学部３年以上／大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.parisnanterre.fr/logement/logement-899688.kjsp?RH=1580893060627

経費 約1,100ユーロ/月
https://university.parisnanterre.fr/faq-exchange-students-1002859.kjsp?RH=ANGLAIS

他学部履修 可

備考

https://www.parisnanterre.fr/agenda/学年暦

出願制限 ―

大学名

ﾊﾟﾘ･ﾅﾝﾃｰﾙ大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

仏語：DELF B1 以上(DELFの証明書が必要)

交換留学関係

https://u-paris.fr/en/admission-as-an-exchange-student/

コースリスト・シラバス

https://formation.univ-paris-diderot.fr/offre-formation-par-domaine

大学概要
２０１９年にパリ・デカルト大学、パリ・ディドロ大学、IPGP(Institut de physique du globe de Paris)が統合しパリ大学（Université de Paris）を創設した。学生総数は
58,000人。
旧パリ・デカルト大学は１７６０年創立され、医学部・歯学部・薬学部・法学部を初めとして、人文社会科学・心理学・生物医学・数学と情報学・スポーツ・工学などの学部
で構成されていた。本部棟は、由緒ある歴史的建造物であり、アドミニストレーションの各部門の他に、医学大学間図書館と医学歴史博物館がある重厚な建物である。IUT 
(University Institute of Technology :Institut universitaire de technologie) は同大学の１部門で、社会キャリアー学科、企業・アドミニストレーション管理学科、情
報コミュニケーション学科（文学・映画史・書物の職業などあり）、情報科学学科、統計・決定情報工学学科、コマーシャリゼーション技術学科の６つの学科で構成され、3年
間でProfessional Bachelorが取得できるプログラムを提供している。本学との学生交換はこのIUTとの間で実施され、英語で提供されている科目もある。
旧パリ・ディドロ大学は１６の学部（UFR）から成り、政治学・法学・経済学の一部を除くほとんどすべての学問分野を網羅している。医学・歯科学・物理・工学・地球科学・
数学・歴史学・文学・芸術・映画・哲学・社会学・精神分析学・東アジア言語文明などを擁した総合大学である。キャンパスは１３区にあり、日本研究学科があることから、
日本の他の大学との交流も盛んで毎年日本からの交換留学生１２-１５名程度在籍している。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾊﾟﾘ

留学先学費

免除

募集対象

学部３年以上／大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://u-paris.fr/en/accomodation/

経費 約1,000ユーロ/月

他学部履修 不可
※人文科学部(Faculty of Sciences and Humanities)、科学部(Faculty of Sciences)での受入のみ。

備考

Sep.-Jan. / Jan.-May学年暦

出願制限 - Courses in Film studies are restricted to students in Film studies at their home institution. Workshops cannot be attended.
- Courses from the Psychology Department are restricted to students enrolled in Psychology studies at their home institution. Workshops cannot be attended.
- Workshops of Lettres pour l’écrit in the French Literature Department cannot be attended.
- Medical studies are available only for students coming on a Medical agreement.
- Engineering studies are only available if there is an agreement with the Engineering School.

大学名

ﾊﾟﾘ大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

仏語：B1（仏検2級）以上
※B2（仏検準1級）以上が望ましい
※B1（仏検2級）の場合、履修できる
コースが限定されます

交換留学関係

https://www.univ-lyon2.fr/international/venir-a-l-universite-en-programme-d-echange

コースリスト・シラバス

https://www.univ-lyon2.fr/international/choisir-ses-cours

大学概要
6学部（文学・言語学・芸術学、外国語学、地理・歴史・芸術史・観光学、法学、人類学・社会学、経済・商学）、5研究所（政治学、心理学、コミュニケーション、教育学、
労働・産業、労働・社会保障）を擁する総合大学であり、約21,000人の学生が学んでいる。理系の学問教育機関はないが、社会科学系、人文科学系の学問はほぼ網羅されてい
る。2つのキャンパスを有しており、中核となるキャンパスはフランス第2の都市であるリヨン市内の中心部近くのローヌ河沿いに位置し、リヨンの2大国鉄駅ペラシュとパー
ル・デュの中間にあるので交通の便がいたってよい。もう一つのキャンパスはリヨン近郊のブロンにある。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾘﾖﾝ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

3

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.univ-lyon2.fr/international/trouver-un-logement

経費 約850ユーロ/月
https://www.univ-lyon2.fr/international/prevoir-son-budget

他学部履修 条件有

備考

Sep.-Jan. / Jan.-May学年暦

出願制限 Exchange students are free to choose any class they want from any regular undergraduate programme (L1 to L3) and master’s programme classes. Students may 
not enrol in professionalizing undergraduate programme classes (L2 & L3 pro), university technical degree programme classes (DUT), or DU programme classes.

大学名

ﾘｭﾐｴｰﾙ･ﾘﾖﾝ第2大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

 ◆英語でのコースを受ける場合：79以上
 ※英語で提供されるプログラム：DFES 

https://www.sciencespo-
lyon.fr/sites/default/files/fiches_dfes_study

 program_20201216_0.pdf
英語で提供される科目は、科目数が限定されてい
るため、よく確認すること。

語学要件：IELTS

 ◆英語でのコースを受ける場合：6.0以上　
 ※英語で提供のプログラム：DEFS

https://www.sciencespo-
lyon.fr/sites/default/files/fiches_dfes_studyprog

 ram_20201216_0.pdf
※英語で提供される科目は、科目数が限定されている
ため、よく確認すること。

語学要件：その他

仏語：B1（仏検2級）以上
※B2（仏検準1級）以上が望ましい
※B1（仏検2級）の場合、履修できるコース
が限定されます

交換留学関係

https://www.sciencespo-lyon.fr/en/education/programmes-international-students

コースリスト・シラバス

【英語で受講できるプログラム】
https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/fiches_dfes_studyprogram_20201216_0.pdf
https://www.sciencespo-lyon.fr/en/education/programmes-international-students

大学概要
1993年にリュミエール・リヨン第2大学と協定締結し、2011年まではこの協定の枠内でリヨン政治学院との学生交換を実施していた。リュミエール・リヨン第2大学の組織改編
により、2012年度からリヨン政治学院とは、別の新たな協定に基づく学生交換を実施することになった。政治学院は、Grande Ecoleと呼ばれる教育機関で、フランス全土に計
９校ある通称Sciences Poと呼ばれるエリートの養成機関である。政治学院という名称だが、政治、政策に関係する分野（法学、政治、経済、歴史、国際関係学、公共政策等）
を総合的に学ぶ5年間のカリキュラムを提供する。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾘﾖﾝ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.sciencespo-lyon.fr/en/student-life/living-lyon

経費 800-900ユーロ/月
https://www.sciencespo-lyon.fr/en/student-life/living-lyon

他学部履修 不可

備考

Mid September – beginning of January / Mid January – end of May
https://www.sciencespo-lyon.fr/fr/international/etudiants-internationaux

学年暦

出願制限 Exchange students can take courses quite freely, if they have previous knowledge in the subject area.

大学名

ﾘﾖﾝ政治学院
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

◆英語でのコースを受ける場合
78以上
※英語で提供される科目は、科目数が限定されて
いるため、よく確認すること。

語学要件：IELTS

◆英語でのコースを受ける場合
5.5以上
※英語で提供される科目は、科目数が限定されている
ため、よく確認すること。

語学要件：その他

仏語：B1（仏検2級）以上
※B2（仏検準1級）以上が望ましい
※B1（仏検2級）の場合、履修できる
コースが限定されます

交換留学関係

https://international.univ-tours.fr/english-version/admission-process-for-exchange-students

コースリスト・シラバス

http://cces.univ-tours.fr/?language=EN

大学概要
トゥール・フランソワ=ラブレー大学（以下、トゥール大学）は，芸術、文学、ルネサンス、法学から工学、医学、理学まで総数11の学部を擁する総合大学で、フランス・ルネ
サンスを代表する人文主義者フランソワ=ラブレーがこの地に生まれたことに因み、このような大学名称になった。設立は1970年と新しく、芸術、文学、ルネサンス、法学、工
学、医学、理学まで11学部を擁する総合大学である。本学とは2017年に協定を締結し、今後学生、教員の交換プログラムを推進していく。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾄｩｰﾙ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

3

有宿舎の保証

宿舎関連情報 https://international.univ-tours.fr/english-version/admission-process-for-exchange-students/2-accommodation

経費 700-800ユーロ/月
https://international.univ-tours.fr/english-version/international-student-welcome-guide

他学部履修 可

備考 学期期間中、Academicコースと並行して、CUEFEE語学3コース（12単位）受講可能

Sep.-Dec. / Jan.-May 
https://international.univ-tours.fr/english-version/admission-process-for-exchange-students/7-calendar-and-timetable

学年暦

出願制限 Faculty of Medicineは履修できない

大学名

ﾄｩｰﾙ大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

仏語：B1（DELFまたはTCF）以上
※B2（DELFまたはTCF）以上が望ましい
※B1（DELFまたはTCF）の場合、履修できる
コースが限定されます

交換留学関係

https://www.univ-paris13.fr/en/exchange-programs/

コースリスト・シラバス

http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation.html

大学概要
パリ大学の起源は12世紀ごろであり，ソルボンヌ大学をはじめとする複数の大学群によってそれぞれ発展してきた。1970年に再編成され，パリ第1大学から第13大学までに分け
られ現在に至る。各大学は基本的に独立した枠組みになっているが厳密には分野別に分けられておらず，教員および学生の相互交流や単位互換等が行われている。法学・経済
学・文学・医学・理工学を主とした学部群から構成され，現在の学生数は約22,000名となっている。パリ郊外の緑豊かな4つのキャンパスを有し複数の研究所を持つ。特に
Institut Galilée では数学・物理学・化学・情報学の研究グループを有し，大学院生および研究員を受け入れて世界的に先駆的な研究を推進している。パリ13大学内の
Institut Galiléeでは以下の重点分野の研究所を所有している。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｳﾞｨﾙﾀﾇｰｽﾞ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.univ-paris13.fr/logement-et-restauration/

経費 約700ユーロ/月

他学部履修 Not recommended because there might be conflicts of timetables

備考 Please note that a student must get 30 credits (= ECTS - European Credit Transfer System) if they want to validate a full semester, and 60 credits for a full 
year.

Sep.- Jan. / Feb.- June
Each faculty has its own academic calendar, for more information choose the faculty of your interest https://www.univ-paris13.fr/composantes/

学年暦

出願制限 Depending on the department, some Master 1 & 2 courses are not open to exchange students. All the common field are open except for the Medicine department, 
unless specified in the agreement.

大学名

ﾊﾟﾘ13大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

◆Business School (EM Strasbourg)で英語コース
又は、英語で行われている科目履修希望の場合: 

 B2(TOEFL 72)以上
※Business School (EM Strasbourg)では英語、フ

 ランス語の両方の科目を履修することが可能。
https://www.em-strasbourg.com/exchange-

 programmes/type-of-exchanges-1
Facebook page : 
https://www.facebook.com/international.unistr
a

語学要件：IELTS

◆Business School (EM Strasbourg) で英語コース又
は、英語で行われている科目履修希望の場合: 

 B2(IELTS 5.5)以上
※Business School (EM Strasbourg)では英語、フラン

 ス語の両方の科目を履修することが可能。
https://www.em-strasbourg.com/exchange-

 programmes/type-of-exchanges-1
Facebook page : 
https://www.facebook.com/international.unistra

語学要件：その他

◆Performing and Visual Arts : 
仏語：C1（仏検1級）以上
🔷Letters : 学部生　B2 (仏検準1級)以上
 / 大学院生　C1 (仏検1級)以上
◆その他の分野 : 
仏語：B2（仏検準1級）以上

交換留学関係

https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg/etudiants-en-programme-dechange/preparer-son-arrivee/how-to-prepare-your-arrival

コースリスト・シラバス

https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg/etudiants-en-programme-dechange/preparer-son-arrivee/how-to-prepare-your-arrival

大学概要
ストラスブール大学は、1621年に誕生し、発足当時から哲学・神学・医学・法学部が置かれていた。、法学部を中心とする自由な学問的雰囲気の伝統が、その後のロベール・
シューマン大学に引き継がれていた。1970年以降三大学[ルイ・パストゥール大学(ストラスブール第1大学)、マルク・ブロック大学(ストラスブール第2大学)、ロベール・
シューマン大学(ロストラスブール第3大学)]に分かれていたが、2009年に統合して一つの大学り、約5万人の学生を擁する巨大な大学となった。本学は、法学・政治学の分野を
中心とした旧ロベール・シューマン大学との間に協定を締結し、以来、学生交換を活発に行っている。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ

留学先学費

免除

募集対象

学部３年以上／大学院生

募集人数

2

有宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg/etudiants-en-programme-dechange/preparer-son-arrivee/how-to-prepare-your-arrival

経費 約700ユーロ/月

他学部履修 可

備考

September to January/ January to June 
https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg/etudiants-en-programme-dechange/preparer-son-arrivee/how-to-prepare-your-arrival

学年暦

出願制限   Areas of study NOT available to exchange students-Faculty of Languages : Department of Teaching French as Foreign Language (DLADL);-Faculty of Languages : 
  Department of Translation & Interpretation and International Relations at (ITIRI);-International Institute for French Studies (IIEF);-Center for 

international intellectual property studies (CEIPI).

大学名

ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ大学 
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

◆英語でのコースを受ける場合
学部生(year 2 & 3 at EM) ：72　以上
大学院生(year 4 & 5 at EM) ：83 以上

語学要件：IELTS

◆英語でのコースを受ける場合
学部生(year 2 & 3 at EM) ：5.5以上
大学院生(year 4 & 5 at EM) ：5.5 以上

語学要件：その他

◆フランス語でのコースを受ける場合:学部
生、大学院生- DELF, TCFのB2レベル

交換留学関係

https://www.em-normandie.com/en/exchange-programmes

コースリスト・シラバス

キャンパスが５つ（CAEN<フランス>, LE HAVRE<フランス>, PARIS<フランス>, OXFORD<イギリス>, DUBLIN<アイルランド>）あります。
履修する科目（レベル）によってキャンパスが違いますのでよく調べてください。セメスタ―中は１つのキャンパスにて授業を履修してください。
https://www.em-normandie.com/sites/default/files/2021-06/course-offer-2021-2022.pdf

大学概要
最も古いフランスのビジネススクールの一つ（1871年設立）であり、AACSB（米国フロリダに本部を持つ The Association to Advance Collegiate Schools of Business）と 
EQUIS（ベルギーンのブリュッセルに本部がある European Quality Improvement System）から認定されている。Financial Times におけるビジネススクールのランキングにお
けるヨーロッパのビジネススクールでは95位、ヨーロッパにおける Masters in Management で57位である。同校の主たる研究領域は、Management & Entrepreneurship、
Logistics-Land-Sea-Risk、Management of Intercultural Interactionsである。NormandyのCaenとLe Havreの2か所、パリ、オックスフォードおよびダブリンの合計5か所に
キャンパスを有している。約4,500人の学生が20のプログラムで勉強しており、その内700人が外国人留学生である。200校以上の提携校があり、900人の学生が毎年海外に留学
している国際志向が強い大学である。同校と提携を結べば、交換留学生になった中央大学の学生は、5か所のどのキャンパスにも留学できる。講義で使用されている言語は、フ
ランス語と英語である。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾌﾗﾝｽ

授業使用言語

英語、フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｶｰﾝ、ﾙ ｱｰﾌﾞﾙ、ﾊﾟﾘ、ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

4

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.em-normandie.com/sites/default/files/2021-05/welcome-guide-2021-2022.pdf

経費 約900ユーロ/月 (depends on campus choice)

他学部履修 EM only has Business courses

備考  キャンパスが５つ（CAEN<フランス>, LE HAVRE<フランス>, PARIS<フランス>, OXFORD<イギリス>, DUBLIN<アイルランド>）あります。
履修する科目（レベル）によってキャンパスが違いますのでよく調べてください。セメスタ―中は１つのキャンパスにて授業を履修してください。2セメスター留学の場合で、2
セメスター目にキャンパス（国）を変更する場合は、ビザ申請を含む諸手続きが必要です。

Sep.-Dec. / Jan - April or May 
https://www.em-normandie.com/sites/default/files/2021-06/academic-calendar.pdf

学年暦

出願制限 ―

大学名

ｲｰｴﾑ･ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

 ◆英語でのコースを受ける場合：72（B2)以上
※英語で提供される科目は、分野と科目数が限定
されるため、よく確認すること。

語学要件：IELTS

 ◆英語でのコースを受ける場合：5.5（B2)以上
※英語で提供される科目は、分野と科目数が限定され
るため、よく確認すること。

語学要件：その他

◆Full Academic：
仏語：B2（仏検準1級）以上

◆仏語・文化コース(ECOLE DE LANGUE ET 
DE CIVILISATION FRANÇAISES)：
仏語：B1（仏検2級）以上
https://www.unige.ch/lettres/elcf/fr/lel
cf/presentation/

交換留学関係

https://www.unige.ch/exchange/en/incoming/why-geneva/students/international-non-erasmus-students/

コースリスト・シラバス

https://pgc.unige.ch/cursus/programme-des-cours/web/home?year=2021

大学概要
ジュネーヴ大学は、１５５９年ジャン・カルヴァンが設立したジュネーブ学院を母体として発展した高等教育機関である。２００９年に創立450周年を迎えたこの大学は、ヨー
ロッパにおいてトップクラスにランキングされる由緒ある大学である。ジュネーブ大学で教えた有名な学者には、構造主義言語学のフェルディナン・ド・ソシュールや心理学

 のジャン・ピアジェがいる。
大学のあるジュネーブは、国際赤十字、国際労働機構(ILO)、世界貿易機構(WTO)、世界保健機構(WHO)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)など国際機関が多数ある国際都市で

 ある。ジュネーブ大学は、市の最も古い旧市街の近くに位置していることもあり、市や州の地域との結びつきが強く、市民向けの生涯プログラムも充実している。
学生数は、約１３５００人、うち留学生は、３０％を占め、スイスでは、チューリッヒに次ぐ規模である。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ｽｲｽ 

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｼﾞｭﾈｰｳﾞ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.unige.ch/exchange/en/incoming/why-geneva/students/international-non-erasmus-students/4-preparing-your-exchange/housing/

経費 約2,000 ｽｲｽﾌﾗﾝ/月

他学部履修 Courses may be chosen from two different Faculties/Institutes at the most.

備考

9月中旬-2月中旬
2月下旬-6月下旬

学年暦

出願制限   Please refer to our website for general and particular restrictions by facultieshttps://www.unige.ch/exchange/en/incoming/why-geneva/students/international-
non-erasmus-students/2-admission-conditions/restrictions/

大学名

ｼﾞｭﾈｰｳﾞ大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

72（B2)以上
※英語で提供されるのはビジネス系科目のみで、
科目数が少ないため注意

語学要件：IELTS

5.5（B2)以上
※英語で提供されるのはビジネス系科目のみで、科目
数が少ないため注意

語学要件：その他

仏語：B2（仏検準1級）以上

交換留学関係

https://heig-vd.ch/en/international/stay

コースリスト・シラバス

【The courses taught in French】
https://heig-vd.ch/formations/ 

大学概要
西スイス応用科学大学は、スイス政府主導の下で1997年に設立された。近年、スイスの高等教育システム改編に伴い、これまで工業、農業、経済等多様な分野の大学が統合さ
れた後、科学をベースとして高等教育、産業応用研究・開発を行う新しい形態を持つ教育研究組織として設立されたものである。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ｽｲｽ 

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ｲｳﾞｪﾙﾄﾞﾝ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

usually guaranteed if enrolment on time宿舎の保証

宿舎関連情報 The International Office assists incoming students in finding accommodation.

経費 生活費（平均）　1,500ｽｲｽﾌﾗﾝ/月 （約1,400ﾕｰﾛ）
https://heig-vd.ch/en/international/practical-information

他学部履修 可

備考 ※大学院レベルで留学希望の場合は国際センターに問い合わせください。

9月中旬-2月中旬
2月中旬-7月上旬

学年暦

出願制限 ―

大学名

西ｽｲｽ応用科学大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

-

語学要件：IELTS

-

語学要件：その他

仏語：B1（仏検2級）以上

交換留学関係

https://www.ulb.be/en/incoming-mobility/sudents-coming-from-an-institution-outside-europe

コースリスト・シラバス

https://www.ulb.be/servlet/search?page=&l=1&RH=1571625035978711&beanKey=beanKeyRechercheFormation&q=

大学概要
1999年に研究者交流協定を締結し、2004年2月に全学協定を締結した。ブリュッセル自由大学はベルギー王国独立後まもない1834年に創立されたベルギー有数の総合大学であ
る。その名称に含まれている「自由」とは、国家およびカトリック教会からの自由を願った創設者たちの願いを表している。
現在は哲学・文学、法学、社会・政治・経済学、心理学・教育学、理学、工学、医学の７学部と、労働、ヨーロッパ研究、環境・都市計画、社会学など７つの研究所、２つの
スクールからなり、約1.8万の学生を擁している。スタッフは約4,500、うちフルタイムは約2,700、研究者は約1,500である。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

授業使用言語

フランス語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

都市

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

募集人数

2

無宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement

経費 約800ユーロ/月

他学部履修 for practical matters students will be registered in the faculty in which at least 60% of their classes are taught
（60%以上は、登録学部の授業を受講すること）

備考 8月上旬登録、中旬開始夏季講座有
https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-francais-langue-etrangere

9月中旬-1月下旬
2月上旬-6月下旬
https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/calendriers-et-agendas

学年暦

出願制限 for practical matters students will be registered in the faculty in which at least 60% of their classes are taught

大学名

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ自由大学
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2022年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧
【注】協定校の都合により、募集条件（GPA要件・語学要件）等の掲載情報が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。

語学要件：TOEFL(iBT)

72以上

語学要件：IELTS

5.5以上

語学要件：その他

◆法学部：仏語B2（仏検準1級）以上
◆その他：仏語B1（仏検2級）以上

交換留学関係

https://www.usaintlouis.be/sl/977.html

コースリスト・シラバス

https://www.usaintlouis.be/sl/3992.html

【The courses taught in English】

大学概要
サンルイ（ブリュッセル）大学は、ベルギーのブリュッセルの中心地にある公立の総合大学である。その起源は、1858年に法律と哲学の学校として設立された大学である。ベ
ルギーは、フランス語、オランダ語、ドイツ語が使われる複数言語社会である。その中で、同大学はフランス語圏に属する大学である。ベルギーの社会科学の分野においては
小規模ながら特に法学と商学に関する領域において定評がある名門の総合大学のひとつに位置付けられる。

語学要件 ※要件が記載されている"いずれか"の試験結果が必要

国・地域

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

2.0以上

都市

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

募集人数

2

有宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.usaintlouis.be/sl/986.html

経費 約 1,200ユーロ(生活費 + 宿舎費)/月
https://www.usaintlouis.be/sl/959.html

他学部履修 可

備考 ■Insurance必須
■仏語講座
学期始：4-5日（除初心者）
学期中：2時間/週（4レベル）

９月-１月
２月-６月
https://www.usaintlouis.be/sl/1051.html

学年暦

出願制限 ―

大学名

ｻﾝﾙｲ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ)大学
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