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国・地域

ｽﾍﾟｲﾝ

大学名

ｱﾘｶﾝﾃ大学

授業使用言語

スペイン語

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

次の要件を全て満たす必要があります。
①　学内応募時点で、スペイン語の基礎を習得しており、かつ、優秀な
成績を収めていること。
②　スペイン語技能検定試験、DELE(Diploma de Español como Lengua 
Extranjera)等を受験している場合はその写しを提出。ただし、いずれ
の試験の結果も提出できない場合は、本学教員によるスペイン語の能力
に関する「語学能力証明書（所定様式）」を提出。
③ 願書提出後に「スペイン語基礎学力試験」を受験することができる
者。なお、取得点数は「参考」であって、留学資格を決定する「絶対的
基準」ではない。

＜スペイン語基礎学力試験＞
【日　時】　2022年12月8日（木）　6限（18:50～）
【場　所】　中央大学多摩キャンパス　11号館2階11210教室
【内　容】　読解、文法、作文（持込み・参照一切不可）

交換留学関係

https://sri.ua.es/en/movilidad/incoming-students.html

コースリスト・シラバス

https://sri.ua.es/en/movilidad/incoming-students/exchange/choosing-your-subjects.html
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大学概要
アリカンテ大学はスペイン南部バレンシア州に1979年に設立された。キャンパスは広大な敷地に広がるアメリカンスタイルで、スペイン国内では最も近代的な大学として知られている。

無

都市

ｱﾘｶﾝﾃ

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://sri.ua.es/en/movilidad/incoming-students/accommodation.html

経費 https://sri.ua.es/en/movilidad/incoming-students/fact-sheet-2022-23.html#useful_info

他学部履修 可

備考

https://sri.ua.es/en/movilidad/incoming-students/academic-calendar.html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 - Graduate programme courses are not available for exchange students.

募集人数

1
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国・地域

ｽﾍﾟｲﾝ

大学名

ｻﾝﾃｨｱｺﾞ･ﾃﾞ･ｺﾝﾎﾟｽﾃﾗ大学

授業使用言語

スペイン語、ガリ
シア語

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

次の要件を全て満たす必要があります。
①　学内応募時点で、スペイン語の基礎を習得しており、かつ、優秀な
成績を収めていること。
②　スペイン語技能検定試験、DELE(Diploma de Español como Lengua 
Extranjera)等を受験している場合はその写しを提出。ただし、いずれ
の試験の結果も提出できない場合は、本学教員によるスペイン語の能力
に関する「語学能力証明書（所定様式）」を提出。
③ 願書提出後に「スペイン語基礎学力試験」を受験することができる
者。なお、取得点数は「参考」であって、留学資格を決定する「絶対的
基準」ではない。

＜スペイン語基礎学力試験＞
【日　時】　2022年12月8日（木）　6限（18:50～）
【場　所】　中央大学多摩キャンパス　11号館2階11210教室
【内　容】　読解、文法、作文（持込み・参照一切不可）

交換留学関係

https://www.usc.gal/es/perfis/internacional/mobilidade/bilateral.html

コースリスト・シラバス

https://www.usc.gal/es/estudios/grados

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
サンティアゴ・デ・コンポステラの旧市街は世界遺産に指定され、大学都市としても有名。同大学は２つのキャンパス（サンティアゴ、ルゴ）を有し、１３学部（生物学、情報科学、化学、経済経営、教
育、地理歴史、法、数学、医科歯科、薬学、言語学、哲学、心理学）に加え、カレッジ、技術大学（工業技術分野）、短期大学（職業教育中心の短期大学）、そして４つの大学院研究科からなる総合大
学。教職員数３,０００人、学生数４４,０００人を擁する。

無

都市

ｻﾝﾃｨｱｺﾞ･ﾃﾞ･ｺﾝﾎﾟｽﾃﾗ

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.usc.es/en/servizos/sur/index.html

経費 https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/descargas/covii.pdf

他学部履修 可

備考 ■ガリシア語で開講されるクラスもあるので、授業を選ぶ際には注意が必要。

https://www.usc.gal/es/servizos/oiu/calendarios.html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 - Specific Limits, as well as subject to Faculty’s decision: Medicine, Nursing, Dentistry, Media Studies, Journalism, Psychology (1 exchange student per 
year each partner University), Degree in Social Work, All Masters’degrees

募集人数

2
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国・地域

ｽﾍﾟｲﾝ

大学名

ｺﾙﾄﾞﾊﾞ大学

授業使用言語

スペイン語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

―

語学要件：その他

次の要件を全て満たす必要があります。
①　学内応募時点で、スペイン語の基礎を習得しており、かつ、優秀な
成績を収めていること。
②　スペイン語技能検定試験、DELE(Diploma de Español como Lengua 
Extranjera)等を受験している場合はその写しを提出。ただし、いずれ
の試験の結果も提出できない場合は、本学教員によるスペイン語の能力
に関する「語学能力証明書（所定様式）」を提出。
③ 願書提出後に「スペイン語基礎学力試験」を受験することができる
者。なお、取得点数は「参考」であって、留学資格を決定する「絶対的
基準」ではない。

＜スペイン語基礎学力試験＞
【日　時】　2022年12月8日（木）　6限（18:50～）
【場　所】　中央大学多摩キャンパス　11号館2階11210教室
【内　容】　読解、文法、作文（持込み・参照一切不可）

交換留学関係

http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/

コースリスト・シラバス

http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/courses#courses
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大学概要
学生数は約1万9千人、10学部を有する。キャンパスは4つあり、歴史地区を含めたコルドバ中心地区に建物が点在する2キャンパスHumanities and Legal-Social Sciences CampusとHealth Sciences 
Campus、コルドバ駅から専用路線で6分のメインキャンパスRabanales Campus、そして、コルドバ県北部のBelmezにあるTechnical College of Belmezがある。

無 - Accommodation is manage by students themselves. Usually are helped by Erasmus tutors (in every Faculty) to find another classmates who are looking for 
to share a flat. 

都市

ｺﾙﾄﾞﾊﾞ

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 http://www.uco.es/servicios/alojamiento/es/

経費 http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/about-uco/10-withoutcategory/48-practical-information

他学部履修 可

備考

http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/about-uco#calendar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

学部生のみ

出願制限 有 - Placements in Health Sciences (Medicie, nursing, Vet, etc.) are under specific approval of every department. 

募集人数

2
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国・地域

ﾒｷｼｺ

大学名

ﾒｷｼｺ自治工科大学(ITAM)

授業使用言語

スペイン語、英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

90以上

※英語での授業を受講する場合"

語学要件：IELTS(Academic)

7.0以上

※英語での授業を受講する場合

語学要件：その他

次の要件を全て満たす必要があります。
①　学内応募時点で、スペイン語の基礎を習得しており、かつ、優秀な
成績を収めていること。
②　スペイン語技能検定試験、DELE(Diploma de Español como Lengua 
Extranjera)等を受験している場合はその写しを提出。ただし、いずれ
の試験の結果も提出できない場合は、本学教員によるスペイン語の能力
に関する「語学能力証明書（所定様式）」を提出。
③ 願書提出後に「スペイン語基礎学力試験」を受験することができる
者。なお、取得点数は「参考」であって、留学資格を決定する「絶対的
基準」ではない。

＜スペイン語基礎学力試験＞
【日　時】　2022年12月8日（木）　6限（18:50～）
【場　所】　中央大学多摩キャンパス　11号館2階11210教室
【内　容】　読解、文法、作文（持込み・参照一切不可）

交換留学関係

https://intercambio.itam.mx/en/international-students-undergraduate-students

コースリスト・シラバス

https://intercambio.itam.mx/en/international-students-undergraduate-students#:~:text=ITAM%20Undergraduate%20courses%20Spring%C2%A02022%20and%20Fall%202021%20taught%20in%20English
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大学概要
１９４６年に創立されたメキシコ自治工科大学は、メキシコの経済及び工業の革新に貢献する人材の育成を目標に掲げ、経済・技術・経営の分野に重点を置いている。キャンパスは首都メキシコシティに
位置し、教員約５４０人、学生約５,５５０人を擁する。学士課程と修士・博士課程があり、メキシコ国内で最も評判の高い大学の一つ。特に強い分野は経済学、会計学、法学、経営学などであり、中でも
経済学部はITAMの中でも最も長い歴史を持つ。

有

都市

ﾒｷｼｺｼﾃｨ

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 Housing is not owned or operated by ITAM but the International Office provides assistance by finding off-campus housing options. There are many fully 
furnished student residences within walking distance from ITAM. 

経費 https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/vinculacioninternacional/international_student_guide_2022_version_electronica.pdf

他学部履修 可 - All Undergraduate faculties, as long as they have the necessary previous knowledge.

備考 Students must have an international medical insurance with a coverage of at least $100,000 USD with a repatriation clause valid in Mexico and a COVID 19 
clause.

https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/vinculacioninternacional/undergraduate_academic_calendar_2023.pdf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

学部生のみ

出願制限 有 - Undergraduate candidates should have completed 50% of their university studies.

募集人数

2
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