
ドイツ語

2023年度 交換留学〔秋派遣〕

中央大学　国際センター事務室　2022年10月20日発行
　　　　　　　　　　　　　　　2022年10月31日更新
                            　                  

協定校別募集条件一覧

主たる授業使用言語

 

（別添）協定校別募集条件一覧 

（v1.01.01）

1/8 ページ



国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ｳﾞｭﾙﾂﾌﾞﾙｸ大学

授業使用言語

ドイツ語

GPA要件

学部生2.5以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

―

語学要件：その他

以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

交換留学関係

https://go.uniwue.de/xchange

コースリスト・シラバス

https://go.uniwue.de/courses

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1987年10月協定締結。1582年に創立されたドイツにおける最も古い大学のひとつ。フランクフルトの東約100ｷﾛに位置するヴュルツブルク市近郊の丘陵地帯にキャンパスを持ち、10学部において約400人の
教員のもと約28,000人（うち外国人留学生約2,300人）の学生が学んでいる。伝統ある医学部、神学部が特に有名だが、他の学部も充実しており、極めて均衡のとれた総合大学である

有 - Previous and timely application and payment of deposit required.

都市

ｳﾞｭﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://go.uniwue.de/living

経費 https://go.uniwue.de/costs

他学部履修 可 - Depends on the students' qualification and subject areas taken at the home university.

備考

https://go.uniwue.de/semesterdates学年暦

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

―

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

5

2/8 ページ



国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ｵｽﾅﾌﾞﾘｭｯｸ大学

授業使用言語

ドイツ語、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)

72(R18,L17,S20,W17)以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：その他

以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

交換留学関係

https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/exchange-and-erasmus-students/?no_cache=1

コースリスト・シラバス

■Veranstaltungssuche: https://bit.ly/3MdiXvX
■Degree programs and study courses in English：https://bit.ly/3fMclZf

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1998年6月協定締結。ニーダーザクセン州オスナブリュック市に立地し、学生数約12,000人（内交換留学生150人）、専任教職員1,200人を擁している。その起源は古く、西暦1628年に遡るが（当時の名称は
アカデミッア・カロリーナ）、「80年戦争」の煽りを受けて設立5年にして閉鎖され、新たに蘇ったのは1973年である。現在は10学部（法学部、経済学部、社会科学部、教育・文化学部、文化・地理学部、
言語・文学部、心理学部、数学・情報技術学部、物理学部、生物学･化学部）と1研修部（保険研修部）から成る総合大学で、博士論文の指導は各学部で行われている。

有 - We have a contingent of rooms at our student dorms (limites number of rooms). Provided the students apply immediately after they have received our 
information mail, we can guarantee a room.

都市

ｵｽﾅﾌﾞﾘｭｯｸ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/exchange-and-erasmus-students/accommodation/

経費 https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/fees-and-financing/cost-of-living/

他学部履修 有 - subject to availability

備考

https://www.uni-osnabrueck.de/studium/termine-und-fristen/学年暦

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

―

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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国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ大学

授業使用言語

ドイツ語、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)

72(R18,L17,S20,W17)以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：その他

＜法律・民族学以外＞
以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

＜法律・民族学＞
・ドイツ語技能検定試験：2級（CEFR B1）以上
・ゲーテドイツ語試験：CEFR B1以上
・Test DaF：CEFR B1以上

交換留学関係

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/

コースリスト・シラバス

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-and-preparation/#c452766

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1990年9月協定締結、1992年8月学生交換覚書交換。1477年創立のドイツにおける最も古い大学の一つ。フランクフルト南約170ｷﾛに位置する町テュービンゲンは人口の4分の1が学生。7学部で約28,500人の
学生が学ぶ。学生総数の15%が留学生。天文学者ケプラー、哲学者ヘーゲル、シェリング、文学関係ではヘルダーリン、ハウフ、メーリケなど多くの優秀な人物を輩出しており、伝統の雰囲気の中で国際感
覚を備えた知的な学生の育成を目的としている。

無 - Not guaranteed, but in most cases possible.

都市

ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-and-preparation/#c452769

経費 €800/月

他学部履修 不可

備考

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/academic-calendar-for-international-students/学年暦

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

―

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - The Faculty of Science needs a study plan and a transcript of the student for the pre-approval of courses. Medicine is restricted for exchange students.

募集人数

1
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国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ﾍﾞﾙﾘﾝ自由大学

授業使用言語

ドイツ語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

―

語学要件：その他

以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

交換留学関係

https://www.fu-berlin.de/en/studium/international/studium_fu/auslandssemester/index.html

コースリスト・シラバス

■General course list: http://www.fu-berlin.de/vv/en/fb
■German language courses: https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/en/sprachangebot/sprachen/deutsch/index.html

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
東西冷戦の象徴としてのベルリンをめぐるイデオロギー論争から解放された学識を追求する場となることを目標として、1948年に創立された。ドイツを代表する大学で、学生数は約29,000人。上述の学部
の他、J.F.ケネディ北アメリカ研究所、ラテンアメリカ研究所、社会科学中央研究所、専門職業研究所、女性研究促進研究所などがある。

無

都市

ﾍﾞﾙﾘﾝ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 http://www.fu-berlin.de/en/sites/unterbringung/index.html

経費 Depends on the monhtly rent. Approximately 1000€ - 1200€ per month. 

他学部履修 可 - Please check if the courses your students are intersted in are open for other exchange students and please contact the docent before attending to class.

備考

http://www.fu-berlin.de/en/studium/studienorganisation/termine学年暦

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

―

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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国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ﾐｭﾝｽﾀｰ大学

授業使用言語

ドイツ語、英語

GPA要件

学部生2.5以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80(R18,L17,S20,W17)以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：IELTS(Academic)

6.5（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

※英語での授業を受講する場合
※ほとんどの授業はドイツ語で行われています

語学要件：その他

◆ドイツ語技能検定試験：2級以上
◆ゲーテドイツ語試験：B1以上
◆Test DaF：B1以上

交換留学関係

https://www.uni-muenster.de/studieninteressierte/en/austausch/index.html

コースリスト・シラバス

https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=user&type=0

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
2015年にミュンスター大学法学部と本学法学部で協定締結。15の学部に130の学科から構成されるドイツでも最も大きな総合大学のひとつである。教員数は約550人。学生数は約43,000人で、そのうち8％は
留学生が占めている。通称はミュンスター大学。大学の名称にその名を残しているのは、ミュンスター城をその居城としていたドイツ皇帝ヴィルヘルム2世である。
ミュンスターは、27万人の人口を擁する大きな都市で、そのうちの48,000人が学生である。

無

都市

ﾐｭﾝｽﾀｰ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://www.uni-muenster.de/studieninteressierte/en/austausch/wohnen.html

経費 about 850-900 Euro/month

他学部履修 不可

備考 ※法学部生２名枠含む。法学部生が募集人数に満たない場合、その枠は他の学部・大学院の応募者に充てる。

https://www.uni-muenster.de/studieninteressierte/en/fristenundtermine/index.html学年暦

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

不可

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（※備考欄参照）
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国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ﾐｭﾝﾍﾝ大学法学部【法学部・法学研究科のみ】

授業使用言語

ドイツ語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

―

語学要件：その他

以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

交換留学関係

■General website: www.lmu.de/en/international/incoming 
■Faculty of Law: https://www.en.jura.uni-muenchen.de/index.html

コースリスト・シラバス

https://lsf.verwaltung.uni-muenchen.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120212=1&P.vx=kurz

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
2013年にミュンヘン大学法学部と本学法学部で協定締結。1472年創立のドイツにおける最も古い大学の一つで、ドイツ・バイエルン州ミュンヘンに位置するドイツ有数の名門大学である。18学部に700人の
教員を擁し、学生数は50,000人。そのうち14％は留学生が占めている。2005年までに13人の卒業生、研究者がノーベル賞を受賞している。

無 - we are trying to make this possible, but unfortunately cannot guarantee. 

都市

ﾐｭﾝﾍﾝ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://bit.ly/3rGqXMu

経費 https://bit.ly/3edCbF4

他学部履修 可 - However, students have to select at least 60% of their courses from courses offered by the Faculty of Law and confirmation of other faculties may be 
required.

備考

https://www.lmu.de/en/workspace-for-students/abc-study-guide/lecture-periods/index.html学年暦

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

不可

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - As regards the language requirements in German. Furthermore, we have restrictions for Faculty of Dentistry, Pharmacy and Veterinary Medicine

募集人数

3

7/8 ページ



国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ｱｰﾍﾝ工科大学土木工学部・機械工学部【理工学部・理工学研究科のみ】

授業使用言語

ドイツ語、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)

72(R18,L17,S20,W17)以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

語学要件：その他

以下いずれかの証明書を提出
・ドイツ語技能検定試験３級（CEFR A2）以上の「合格
証書」及び２級（CEFR B1）以上の「試験結果通知表」
・ゲーテ・ドイツ語検定試験（CEFR A2以上）の証明書
・Test DaF証明書

交換留学関係

https://www.rwth-aachen.de/go/id/bqtq/lidx/1

コースリスト・シラバス

https://www.fb3.rwth-aachen.de/cms/Bauingenieurwesen/Studium/Internationales/Incomings/~ebpx/Studium/?lidx=1

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1870年に創立されたアーヘン工科大学は、工学・医学を中心とする9学部を擁し、学生数は約45,000名で、海外から約8,000名の留学生を受け入れている。ドイツの工科系9大学で構成されるTU9に属してお
り、ドイツにおけるエクセレンス・イニシアティブに指定された11大学の一つでもある。理学、工学、医学の全般において、非常に高い研究実績を有しており、ノーベル賞受賞者も5名を数えている。

無 - For international students in need of further guidance, the International Office Housing Advice Service offers individual advising as well as an 
international housing newsletter informing regularly about incoming private offers.

都市

ｱｰﾍﾝ

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

【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。

宿舎の保証

宿舎関連情報 https://bit.ly/3fMfDf3

経費 https://bit.ly/3MiHuzu

他学部履修 可 - Up to 50% of the courses from other faculties may be selected. 

備考

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/studium/Im-Studium/~egv/Semestertermine/?lidx=1学年暦

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

不可

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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