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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

Undergraduate programs
◆Most courses
  72(S18,W18)以上
◆Laws/Science/Science/Physiotherapy
  94(R19,L20,S20,W24)以上
◆Education/Social Work
  94(R24,L24,S23,W27)以上

Postgraduate programs
◆Most courses
  72(S18,W18)以上
◆Accounting/Business/Language
　79(R13,L12,S18,W21)以上 

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必
ずご確認ください。
https://bit.ly/3wWtq6K

語学要件：IELTS(Academic)

Undergraduate programs
◆Most courses
  6.0(W6.0,S6.0)以上
◆Laws/Science/Science/Physiotherapy
  7.0(各セクション6.5)以上
◆Education/Social Work
  7.0(各セクション7.0)以上

Postgraduate programs
◆Most courses
  6.0(W6.0,S6.0)以上
◆Accounting/Business/Language
　6.5(各セクション6.0)以上 

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必ず
ご確認ください。
https://bit.ly/3wWtq6K

語学要件：その他

-

交換留学関係

https://www.flinders.edu.au/international/apply/study-abroad/inbound

コースリスト・シラバス

https://www.flinders.edu.au/webapps/stusys/index.cfm/timetable/main/

大学概要
1992年5月協定締結。1966年に創立された南オーストラリア州の大学。州都アデレードの中心地からバスで約30分南の、緑豊かな郊外と青い海が一望に収められる丘の中腹にある。4学部9学科において、
1,600人の教職員のもと、約16,000人の学生が学ぶ。このうち外国人留学生は約10％を占め、出身国は約80カ国に及ぶ。宇宙飛行士の毛利衛氏が学んだ大学としても有名である。

無- If students apply early, housing is usually not an issue.

都市

ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.flinders.edu.au/living

経費 https://studyadelaide.com/why-adelaide/life-in-adelaide/living-costs

他学部履修 可 - Some restrictions apply.

備考

https://students.flinders.edu.au/key-dates/semester-dates学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Only "IELTS Indicator"

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - Some restrictions apply. 

募集人数

1

2/16 ページ



※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

西ｼﾄﾞﾆｰ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

82(R13,L13,S18,W21）以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.5(各セクション6.0）以上

語学要件：その他

-

交換留学関係

westernsydney.edu.au/studyabroad

コースリスト・シラバス

hbook.westernsydney.edu.au

大学概要
西シドニー大学は、NSW州の中でも発展著しい西部地域に位置する公立大学。シドニー中心部から電車と最寄駅からのシャトルバスで30分のパラマッタのメインキャンパスがあり、他シドニー中心地および近
郊に８キャンパス、計９キャンパスからなる。起源は1800年代にあり、大学としての設立は1989年。学生数は約45,000人。外国人率は10％で160の国籍の学生がいる。

無

都市

ｼﾄﾞﾆｰ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.westernsydney.edu.au/future/student-life/accommodation

経費 westernsydney.edu.au/international/costofliving

他学部履修 可 - Student can take subjects from other schools/disciplines however cannot study across different campuses.

備考

https://www.westernsydney.edu.au/currentstudents/current_students/dates学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - Students cannot be approved for subjects within the Schools of Medicine, or Nursing and Midwifery.

募集人数

4
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆Law
　100(R26,L26,S28,W26)以上
◆Most programs
　82(R18,L20,S20,W22)以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必
ずご確認ください。
https://goo.gl/3WM6MF

語学要件：IELTS(Academic)

◆Law
　7.0（各セクション6.5）以上
◆Most programs
　6.5(各セクション6.0）以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必ず
ご確認ください。
https://goo.gl/3WM6MF

語学要件：その他

-

交換留学関係

https://www.uwa.edu.au/study/courses-and-careers/study-abroad-and-student-exchange/completing-exchange-at-uwa

コースリスト・シラバス

https://handbooks.uwa.edu.au/ 

大学概要
西オーストラリア州の州都パースに位置し、1911年2月に設立された西オーストラリア州で最も古い大学である。
"Group of Eight"の中でも先導的役割を担っている公立大学のひとつである。大学は、建築・景観建築・視覚芸術学部、美術・人文・社会科学学部、経済・商業学部、教育学部、工学・コンピュータ・数学
部、法学部、生命・物理学部、医歯学部、自然・農学部からなる。

有

都市

ﾊﾟｰｽ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.uwa.edu.au/study/student-life/accommodation

経費 https://www.uwa.edu.au/study/student-life/cost-of-living 
https://insiderguides.com.au/cost-of-living-calculator/
https://www.unihall.uwa.edu.au/Rooms/Fees-and-Charges

他学部履修 可 -  Medicine, dentistry, core law and graduate psychology units are not available to exchange/study abroad students. Students may apply to take any other 
units that they meet the prerequisites for. 

備考

https://www.governance.uwa.edu.au/structure/academic-dates学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Only "TOEFL iBT Home Edition"

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 無

募集人数

3
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

90以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.5以上

語学要件：その他

-

交換留学関係

https://www.student.unsw.edu.au/learningabroad

コースリスト・シラバス

https://www.handbook.unsw.edu.au/

大学概要
２０１４年１２月協定締結。オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州シドニーにある公立大学。学生は53,000人（内留学生数13,000人）、600の学部、院プログラムがある。 ニューサウスウェールズ
大学は、“Group of Eight”に属している。学術的な成果、教授法、研究により、オーストラリアとアジア太平洋地域で最良の大学の1つとされる。2004年の"タイムズ高等教育補足”の世界部門で36位、
ヨーロッパ、北アメリカ以外の地域で8位にランクされた。オーストラリア国内で、常に5本の指に入る名門大学。

無

都市

ｼﾄﾞﾆｰ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://accommodation.unsw.edu.au/

経費 $3000 AUD per month

他学部履修 可 - Please refer to the factsheet: https://sway.office.com/LUMxAzRKDvS7n8nE?ref=Link

備考 ニューサウスウェールズ大学の学年暦は 3Term制（Term1:2-5月、Term2:5-8月、Term3:9-12月）です。1セメスター（半年間）の留学を希望する場合、Term1 + Term2の期間に留
学することとなります。

https://www.student.unsw.edu.au/calendar学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Only "TOEFL iBT Home Edition"

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - Please refer to the Factsheet: https://sway.office.com/LUMxAzRKDvS7n8nE?ref=Link 

募集人数

4
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

ｼﾄﾞﾆｰ工科大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆Most programs
　79-93(W21）以上
◆All Teacher Education
　94-101(W23）以上
◆Australian Language and Culture Studies
　59(W17)以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必
ずご確認ください。
https://bit.ly/3vo8bLs

語学要件：IELTS(Academic)

◆Most programs
　6.5(W6.0）以上
◆All Teacher Education
　7.0(W7.0）以上
◆Australian Language and Culture Studies
　5.5(W5.0)以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必ず
ご確認ください。
https://bit.ly/3vo8bLs

語学要件：その他

-

交換留学関係

https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students

コースリスト・シラバス

https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/subjects-and-academic-information

大学概要
２０１６年協定締結予定。シドニー工科大学（UTS）は、オーストラリアニューサウスウエールズ州シドニー市にある州立大学で、前身のニューサウスウエールズ工学院(New South Wales Institute of 
Technology)が1988年にシドニー工科大学（UTS）となった。キャンパスは２つあり、メインのキャンパスであるシティキャンパスは市街の中心部にあり、セントラル駅から徒歩5分の近さに位置する。 
Kuring-gaiキャンパスは、静かなシドニーの北部の郊外に位置する。人文社会学、ビジネス、工学、法学、科学等の分野の学部を擁する。学生数は約37,000人で、うち10,000人余りが留学生という国際色豊
かな環境である。工科大学という名称であるが、ビジネス分野の学生が1/4を占める。工学やコンピュータの分野でも、ビジネス分野でも評価が高い。
　

無 - UTS housing gives a priority guarantee for up to 150 study abroad and exchange students, who apply before the deadline. Places are given on a first come 
first serve basis. 

都市

ｼﾄﾞﾆｰ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.uts.edu.au/current-students/support/uts-housing-service

経費 https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/entry-requirements-and-costs

他学部履修 可 - Subjects from the following Programs are generally not available for Study Abroad students: Nursing; clinical and education placements; Midwifery; all 
Graduate Health subjects; Master of Clinical Psychology; MBA Executive; Chinese Medicine; Engineerin

備考

https://www.handbook.uts.edu.au/dates_academic.html学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - refer to the Additional English language tests : https://bit.ly/37iWUUz

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 無

募集人数

2
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

大学名

ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆Most programs
　79(R13,L13,S18,W21）以上
◆Education
　94(R24,L24,S23,W27）以上
◆Law
　94(R20,L20,S23,W27)以上
◆Amimal and Veterinary Science
　94(R24,L24,S23,W27)以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必
ずご確認ください。
https://goo.gl/WiDPk5

語学要件：IELTS(Academic)

◆Most Programs
　6.5(各セクション6.0）以上
◆Education
　7.0(各セクション7.0）以上
◆Law
　7.0(W7.0, S7.0, R6.5, L6.5）以上
◆Amimal and Veterinary Science
　7.0(各セクション7.0）以上

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の情報を必ず
ご確認ください。
https://goo.gl/WiDPk5

語学要件：その他

-

交換留学関係

Inbound Homepage: https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/
Exchange Specific: https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/exchange

コースリスト・シラバス

https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/

大学概要
２０１４年１月協定締結。オーストラリア全土で3番目に古く国際的にも有名な大学です。優秀な教授陣が学生一人ひとりをきめ細かく指導できる規模を保ちながらも、多岐に渡る分野のプログラムや優れた
学術研究の機会を提供しています。また、アデレード大学は国内トップレベルの研究助成金を獲得する大学の１つで、アジア太平洋地域において最も研究に特化した大学として常にランキングされていま
す。

無

都市

ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/accommodation

経費 https://international.adelaide.edu.au/life-in-adelaide/cost-of-living

他学部履修 可 - Some courses may have pre-requisites, limited availability or may require pre-approval by the School/Faculty. Students should ensure that they have an 
appropriate academic background. Postgraduate students are only able to study coursework. 

備考

https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/key-dates学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 無

募集人数

3
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

延世大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

79以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.5以上

語学要件：その他

KLAT4級、TOPIK4級

交換留学関係

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exApp.asp

コースリスト・シラバス

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCourse.asp

大学概要
1997年４月協定締結。1885年創立された私立大学で、韓国で最も評価の高い大学のひとつ。ソウル特別市に位置し、17学部83学科（人文科学、経営・経済、理学、工学、神学、社会科学、法学、音楽、生態
学、教育学、医学、歯学、看護学、教養、商学・法学、保健学、薬学）、大学院11研究科、27研究所を擁する。学生数35,000人。

無

都市

ｿｳﾙ特別市西大門区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://dorm.yonsei.ac.kr/en/

経費 https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exApp.asp

他学部履修 可 - Course registration at Yonsei is very competitive. Therefore, students should not plan to complete the courses that are required for the graduation at 
their home university. 
Restricted Majors: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Music, MBA, Law 

備考 韓国籍学生の出願：可

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCalendar.asp学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Only "TOEFL iBT Home Edition"

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ ※1年生の応募不可
（留学開始時3年生以上）

出願制限 学部1年生の応募不可

募集人数

1

8/16 ページ



※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

漢陽大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

72以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

TOPIK 3級

交換留学関係

www.hanyangexchange.com

コースリスト・シラバス

https://portal.hanyang.ac.kr/sugang/sulg.do#!UDMxMDI3OCRAXnN1Z2FuZy8kQF4wJEBeTTAwNjYzMSRAXuyImOqwle2OuOuejCRAXk0wMDY2MzEkQF5lOTA2ODU5ODUyNGUwMDRhNGFmNmQ5NmQzNDQxMGZhNTY3MDVlNzZiYjJmN2
ZjMmRmMzU3Mjk0NzFiMGYzYjQ1IA==!

大学概要
漢陽大学は前身である東亜工科学院が1939年に開校され、その後建国技術学院、漢陽工科大学を経て1959年３月に総合大学である現在の漢陽大学となった。
現在はソウルと安山の２ヶ所にキャンパスを構えており、25の学部を有する総合大学である。学生数は約3万人で約1割が留学生を占める。得意とする理工系の分野だけでなく、文科の分野においても多くの
著名人を輩出している。

無

都市

本部：ｿｳﾙ特別市城東区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 none

経費 none

他学部履修 不可

備考 韓国籍学生の出願：確認中　
Business専攻の場合、履修希望科目が履修できない可能性があります。

https://www.hanyang.ac.kr/web/eng/academic-calender?p_p_id=calendarView_WAR_eventportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_calendarView_WAR_eventportlet_action=view

学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有ｰ* College of Medicine, Division of Industrial convergence, School of Intelligence, School of Nursing, Graduate School (All departments)

募集人数

1
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

慶熙大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

82以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.5以上

語学要件：その他

TOPIK4級

交換留学関係

http://oiak.khu.ac.kr/eng/

コースリスト・シラバス

sugang.khu.ac.kr

大学概要
「文化世界の創造」を創立精神として1949年に設立され、現在学生数約3万人、24学部を有する総合大学である。韓国の数多くの大学の中で、キャンパスの整備が最も進んでいる大学のひとつで、サイバー大
学としてもその完成度は高い。国際交流に関しても積極的で、世界約50カ国の200箇所以上の大学・教育機関と友好関係を結んでいる。

有

都市

ｿｳﾙ市東大門区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 Seoul - https://sewhahall.khu.ac.kr/
Global - https://wjwdorm.khu.ac.kr/

経費 500USD approximately per month.

他学部履修 可 - Graduate school courses are not available for the exchange students

備考 韓国籍学生の出願：確認中　

Spring: March ~ June
Fall: September ~ December

学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有ｰCollege of Law, (Oriental) Medicine, Pharmacy, Nursing, Dancing, Dentistry is not open to the exchange students. 

募集人数

3
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

梨花女子大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

TOPIK3級

交換留学関係

http://oia.ewha.ac.kr/oia/1145/subview.do 

コースリスト・シラバス

undergraduate) https://eureka.ewha.ac.kr/eureka/my/public.do?pgId=P531005520
graduate) https://eureka.ewha.ac.kr/eureka/my/public.do?pgId=P531005522

大学概要
梨花女子大学は１８８６年、韓国初の女子教育機関として設立された。現在１４の学部、１３の大学院、国際関係学部のもとに６７の専攻・コースが開設され、一つの専攻部門に限られることなく、いくつ
かの学科、専攻にわたって受講し、広い視野に立つ学際的教育を受けることができる。
外国人留学生に対しては男女を問わず広く門戸を開き、英語で受講できるコースも多く設けて、韓国・アジア研究を中核においたクロス・カルチュラル・スタディーズの可能性が提供され、現在、１７ケ
国、３００以上の大学からの留学生が美しいキャンパス内の寮に住み、韓国人学生との交流を図りながら学ぶことができる。

無-Most of the student (e.g. more than 90% for 2022 Spring) will be provided with dormitory,but it is based on first-come-first-served system, so there are 
also possibilities student will not be provided with dormitory.

都市

ｿｳﾙ特別市西大門区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 http://my.ewha.ac.kr/dorm/

経費 年額$8,500 

他学部履修 可

備考 韓国籍学生の出願：確認中　

http://oia.ewha.ac.kr/oia/1143/subview.do学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 無

募集人数

2
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

中央大学

授業使用言語

英語、韓国語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

教員による韓国語能力証明書（但し、
TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

交換留学関係

https://oia.cau.ac.kr/sub03/sub02.php

コースリスト・シラバス

n/a

大学概要
1998年7月協定締結。1947年にキリスト教女子単科大学として創立され、1953年に総合大学に昇格、現在では11分野の大学院、16の学部、64の学科をもつ総合大学である。学部としては教養学部・自然科学
部・工学部・教育学部・法学部・政治経済学部・経営管理学部・産業学部・薬学部・医学部・芸術学部・外国語学部・社会科学部・家政学部・音楽学部・建築学部があり、大学院として社会開発・国際経
営・教育・マスコミュニケーション・建築・公共政策・情報産業・薬学の分野がおかれている。卒業生数は学部・大学院合わせて約2万人、教員スタッフは800人である。各分野にわたる32の研究所が設置さ
れている。また、現在アメリカ、イギリス、タイ、台湾、オーストラリア、ロシアなどの29大学と国際交流協定を結び、活発な活動を展開している。

無（All students will get the opportunity to apply for on-campus housing）

都市

ｿｳﾙ京畿道安城市

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=350

経費 https://cauexchange.blog/2017/09/29/unexpected-costs-at-cau/

他学部履修 可 - Students may take courses from different departments and colleges with certain restrictions. 

備考 韓国籍学生の出願：確認中

https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=40学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有 - The following colleges and schools are not available for international exchange students.
- Medicine, Pharmacy, Nursing, Law   - Graduate School (*All Graduate schools)

募集人数

2
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

檀國大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

教員による韓国語能力証明書（但し、
TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

交換留学関係

https://www.dankook.ac.kr/web/international/overview1

コースリスト・シラバス

https://www.dankook.ac.kr/web/international/courses-in-english

大学概要
檀国大学は、1947年に創立された私立総合大学で、竹田キャンパス（京畿道龍仁市））と天安キャンパスの二つのキャンパスを有する。学生数は両キャンパス併せて約39，000人である。現在、竹田キャンパ
スに10学部（人文、法科、社会科学、商経、建築、理工、教育、芸術造形、音楽、国際関係）40学科、天安キャンパスに11学部（語文、公共、自然科学、先端科学、生命資源科学、芸術、体育学、医学、歯
学、薬学、健康科学）54学科が開設されている。
大学院は、一般大学院と専門大学院に分かれており、一般大学院には、人文・社会科学、自然科学、工学、芸術・体育、医科の各研究科がある。

有

都市

京畿道龍仁市

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.dankook.ac.kr/web/international/j

経費 https://www.dankook.ac.kr/web/international/fees2

他学部履修 可

備考 韓国籍学生の出願：確認中

https://www.dankook.ac.kr/web/international/overview1学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

3
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

淑明女子大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.8以上

語学要件：TOEFL(iBT)

71以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

教員による韓国語能力証明書（但し、
TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

交換留学関係

https://e.sookmyung.ac.kr/sookmyungen/index.do

コースリスト・シラバス

English Taught Course – Undergraduate Program
http://e.sookmyung.ac.kr > Academics > Search for Course Time Schedule> Type of lecture > English
English Taught Course – Graduate Program
*Please find the courses that their language are marked in English.

大学概要
1906年に設立された韓国初の民族系女子大学で、韓国で最も有名な女子大学の一つである。2006年に創立100周年を迎え、情報時代に活躍できる国際的な女性リーダを育成するという目標のもと、約1万5千人
の学生が学んでいる。8学部（経商、文科、政法、科学、家政、薬学、音楽、美術）、大学院12研究科で構成され、女子大学ではあるが大学院は男女共学となっている。

有-International housing is prioritzed for incoming exchange students.

都市

ｿｳﾙ特別市龍山区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 http://dorm.sookmyung.ac.kr/?ckattempt=1

経費 Students may refer to our website (e.sookmyug.ac.kr) > Notice > Pre-Arrival info each semester

他学部履修 可 -  If you are referring ie. Korean studies major exchange students taking Eng, lit courses, it is available. 
- All courses are open to Exchange Students except LCB Hospitality Management major, College of Pharmacy in undergraduate program

備考 韓国籍学生の出願：確認中

https://www.sookmyung.ac.kr/sookmyungkr/1146/subview.do
(Please use google chrome translation for Eng)

学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有ｰAll courses are open to Exchange Students except LCB Hospitality Management major, College of Pharmacy in undergraduate program
*In case of graduate student, we would like you to contact the professor in advance before the application.

募集人数

2
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

仁荷大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

71以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

以下を専攻する場合にはTOPIK4級
・Korean Language and Literature, 
Korean Language Education, Korean 
Language & Culture
それ以外の専攻の場合、教員による韓
国語能力証明書（但し、TOPIK3級・
KLAT3級程度が望ましい）

交換留学関係

http://dept.inha.ac.kr/user/indexSub.do?codyMenuSeq=5189&siteId=internationalcenter

コースリスト・シラバス

https://sugang.inha.ac.kr/sugang/

大学概要
仁荷大学は1954年に設立され、当初工科大学として科学技術者の教育を目的として‘仁川’（Incheon）に創設された私立大学である。
　伝統的に工科系が強く、ソウル大学、漢陽大学とともに工科大学の3強を誇っている。12の学部と7つの大学院を有する。先進的な研究環境のなかで、最先端の教育設備を誇り、20,000人の国内外の生徒が
日々、国際的なリーダーを目指して勉学に励んでいる。

有-Our dorm provides only the room for 4 persons and the bathroom is in use for public. 

都市

仁川広域市南区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://dormeng.inha.ac.kr/dormeng/index.do

経費 https://dormeng.inha.ac.kr/dormeng/index.do

他学部履修 可

備考 韓国籍学生の出願：確認中

https://eng.inha.ac.kr/eng/3679/subview.do学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有ｰdepartment of Art&Sports, college of Medicine, etc. 

募集人数

2
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※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。

2023年度交換留学〔春派遣〕協定校別募集条件一覧

国・地域

韓国

大学名

建国大学

授業使用言語

韓国語、英語

GPA要件

2.9以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

教員による韓国語能力証明書（但し、
TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

交換留学関係

http://www.konkuk.ac.kr/Administration/abroadOIA/jsp/inbound/in_exchange.jsp

コースリスト・シラバス

n/a

大学概要
1946年に朝鮮政治学館として創立され、1959年に建国大学に発展。
本学とは2008年6月に大枠協定締結後、2010年2月に学生交換覚書を締結。
15の学部と11の大学院を要し、約２万5000人の学生が通う韓国屈指の総合大学。建国大学は、特にバイオサイエンス＆テクノロジー、生命環境科学、獣医学、医生命科学、経済学および不動産学、そしてイ
ンターネットメディア工学（情報通信）の分野に高い競争力を持っている。
また、韓国語以外に英語、日本語、フランス語、中国語等言語教育プログラムを多数開発している。

無-Usually, every student applying for the dorm are accepted but it depends on the number of students applying for the dorm.

都市

ｿｳﾙ市広津区

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

宿舎の保証

宿舎関連情報 on-campus dormitory: https://kulhouse.konkuk.ac.kr/home/lan/chn/c_index_01.asp

経費 USD8,000/year

他学部履修 YesｰStudents can take other faculty's undergraduate courses.
Exchange students are not eligible to take graduate school courses

備考 韓国籍学生の出願：確認中

https://eng.konkuk.ac.kr/学年暦

TOEFL iBT Special Home Edition/IELTS Indicatorの利用可否

可 - Both "TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator" 

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有ｰCOLLEGE OF VETERINARY MEDICINE

募集人数

3
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