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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大学ﾓﾝﾄﾚｰﾍﾞｲ校

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

-

交換留学関係

https://csumb.edu/international/programs/semester-gapyear/

コースリスト・シラバス

https://csumb.edu/international/student-resources/admitted/nondegree/course-enroll/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
カリフォルニア大学モントレーベイ校は、カリフォルニア州立大学２１番目のキャンパスとして、１９９４年に創設された。モントレーは、漁港の町であるが、米陸軍の基地の町でもあった。１９９４年
に基地が閉鎖されたことに伴い、その海沿いの広大な敷地がそのまま同大学のキャンパスとなり、以来、教育機関としての設備の整備を続けてきた。１２の学部レベルプログラムと４大学院プログラムを
提供している。カリフォルニア州は、教育レベルが高く、日本への関心も高い地域であり、また、その温暖な気候から、生活しやすい土地である。

有 - As long as they apply by the priority deadline and complete their housing applications by the housing application deadline.

都市

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ｼｰｻｲﾄﾞ

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

【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://csumb.edu/international/student-resources/admitted/nondegree/housing-dining/

経費 寮費：$3,600-$7,100/semester、Meal Plan（必須）：$1,400-$2,300/semester、その他生活費はそれぞれ
https://csumb.edu/international/student-resources/payment-finances/program-fees/

他学部履修 不可

備考 学費：$5,739/semester(2022）、要CSUMB保険$650/semester加入

https://csumb.edu/international/student-resources/admitted/nondegree/important-dates/学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

※納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 Nursing, Masters of Business Administration (MBA)

募集人数

2→3
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾃﾞｲｳﾞｨｽ校

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆80以上: Full-time Academic
◆71以上 : Guided Full-Time Academic (12-13 academic 
units including one fixed commnunication related coursse 
class)
◆61以上 : ESL Preparation Program （A full load of ESL 
coursework) 

※注意
-UC Davisはクォーター制（Fall Quarter 9-12月、Winter 
Quarter 1-3月、Spring Quarter 3-6月）です。半年留学の場合
は、Fall Quarter + Winter Quarterに在籍し、1年間留学の場合
は、Fall Quarter + Winter Quarter+ Spring Quarterに在籍し
ます。最初のQuarterがESL Preparation Program[A full load 
of ESL coursework]の場合、学期中のテストで合格点を満たさな
ければ次のQuarterでGuided Full-Time Academic[12-13 
Academic units + 1ESL]に進めません。交換留学は専門科目を履
修することが目的であるため、半年留学の場合は、Fallと
Winter Quarter両方とも、ESL Preparation Programに在籍する
こと（半年間語学コースのみ履修）は本学として認められませ
ん。その点を留意した上で応募してください。

語学要件：IELTS(Academic)

◆6.5以上 : Full-time Academic
◆6.0以上 : Guided Full-Time Academic (12-13 academic 
units including one fixed commnunication related coursse 
class)
◆5.5以上 :  ESL Preparation Program （A full load of ESL 
coursework) 

※注意
-UC Davisはクォーター制（Fall Quarter 9-12月、Winter 
Quarter 1-3月、Spring Quarter 3-6月）です。半年留学の場合
は、Fall Quarter + Winter Quarterに在籍し、1年間留学の場合
は、Fall Quarter + Winter Quarter+ Spring Quarterに在籍しま
す。最初のQuarterがESL Preparation Program[A full load of 
ESL coursework]の場合、学期中のテストで合格点を満たさなけれ
ば次のQuarterでGuided Full-Time Academic[12-13 Academic 
units + 1ESL]に進めません。交換留学は専門科目を履修すること
が目的であるため、半年留学の場合は、FallとWinter Quarter両
方とも、ESL Preparation Programに在籍すること（半年間語学
コースのみ履修）は本学として認められません。その点を留意し
た上で応募してください。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://globalstudy.ucdavis.edu/

コースリスト・シラバス

https://catalog.ucdavis.edu/courses-subject-code/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
カリフォルニア大学デイヴィス校は、1905年にカリフォルニア大学バークレー校の農学専門学校 (The University Farm School ) としてのデイヴィス市に創設された。その後、4年制の学位授与カリキュ
ラムが制定され、新学部創設等を経て、1959年にリバーサイド校とともに、カリフォルニア大学の独立した1キャンパスとなった。その後の工学部設置や各種大学院設置を以って、完全な総合大学となっ
た。
現在では、アメリカで最高水準の高等教育を提供する研究大学として知られ、世界的にも卓越した州立大学機構であるカリフォルニア大学群１０校の中の１校である。デイヴィス校は、地域社会における
貢献度と研究費の潤沢さでは、全米でも８位にランクされる総合研究機関でもある。約３０，０００人（学部生：約２３，５００名、大学院学生：約７，０００名）の学生を擁し、４カレッジ及び、６専
門職大学院で提供する科学、医学、法学、ビジネスほか１００以上の専攻がある。

無 - We help students find housing but are not responsible for it.

都市

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ﾃﾞｲｳﾞｨｽ

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

【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 最初のquarterは、例年ホームステイをする学生が多い。
https://globalstudy.ucdavis.edu/tags/living-davis

経費 宿舎費：$900-1,200/month
食費：$425/month
書籍代：$160-475/quarter
その他

他学部履修 可-at undergraduate level

備考 ■学費（2023-2024予定）
$24,600(3クォーター）
$16,400(2クォーター）
■現在は、UC Davis保険の加入を免除されていますが変更になる場合があります。

https://registrar.ucdavis.edu/calendar/quarter学年暦

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

可

留学先学費

※納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 有 - See the program information for details

募集人数

2→3
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ｾﾝﾄ･ﾄｰﾏｽ大学

授業使用言語

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

―

交換留学関係

https://www.stthom.edu/Academics/Study-Abroad/Index.aqf

コースリスト・シラバス

https://www.stthom.edu/Academics/Course-Descriptions.aqf

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
セント・トーマス大学は、カトリック系の最高学府として１９４７年に信仰と理念の追求を掲げ、創立された。アメリカ第４の都市、ヒューストンに位置し、同市が誇る文化・芸術の豊かな環境の中で約
５，０００人の学生が学んでいる。研究・教育面ともに全米で高い評価を得ており、米国南部の州にある大学の中では、トップ・クラスの大学である。同大学は、カトリックの伝統を重んじる校風を持つ
一方で、最新の研究成果を生み出すため、キャンパス内の諸施設の近代化に努めている。

有 - We can generally accommodate our exchange students to live on campus if they submit their application and housing agreement in a timely manner.

都市

ﾃｷｻｽ州ﾋｭｰｽﾄﾝ

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://www.stthom.edu/Campus-Student-Life/Housing/Index.aqf

経費 生活費（宿舎費、食費、書籍代など）：約$16,172/year
https://www.stthom.edu/Admissions/Undergraduate_Admissions/Index.aqf

他学部履修 不可

備考 現在は、ｾﾝﾄﾄｰﾏｽ大学保険の加入を免除されていますが変更になる場合があります。

https://www.stthom.edu/Public/getFile.asp?File_Content_ID=120137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

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

1
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ大学ｱｯｼｭﾋﾞﾙ校

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80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://studyabroad.unca.edu/international-students/why-unc-asheville/

コースリスト・シラバス

https://www.unca.edu/schedules/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ノースカロライナ大学アシュビル校は、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、バンコム郡のアシュビル（Asheville）市に所在する。バンコム郡の郡庁所在地であるアシュビル市は、ノースカロライナ州西
部では最大の都市であり、現在でも成長を続けている。ノースカロライナ大学アシュビル校は、1927年に創設された。学部学生数は、3,700人と規模は小さいが、30の専攻プログラムを提供している。学生
の人数に対しる教員の人数は多く（330人）、１クラスの学生人数はかなり少人数（20人）の構成となっている。ノースカロライナ

有

都市

ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州ｱｯｼｭﾋﾞﾙ

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://housing.unca.edu/

経費 宿舎費：$2,900-5,800/semester
食費：　$2,302～/semester
書籍費、交通費、その他：約$2,250/year
https://www.unca.edu/admission/tuition/

他学部履修 不可

備考 現在は、UNC保険の加入を免除されていますが変更になる場合があります。

https://www.unca.edu/academics/academic-calendar/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

学部生のみ

出願制限 有 - Engineering, some Education classes, Senior Capstone classes

募集人数

4
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾊﾟﾃﾞｭｰ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80 (各セクション20)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

https://www.purdue.edu/IPPU/SA/Incoming/index.html

コースリスト・シラバス

https://www.purdue.edu/IPPU/SA/Incoming/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
パデュー大学は、１８６９年にインディアナ州に創設され、メインキャンパスは、インディアナポリスの約９０km北のウェスト・ラファイエットに位置する。この他に州内に４キャンパスがあり、総計約
７０，０００人の学生が在籍している。パデュー大学は、研究・教育の面ともに世界的に高い評価を受けている教育機関である。メインキャンパスは、アカデミックな雰囲気を持つすばらしい環境の中に
ある。

無 - Students must apply for University Residences by posted deadlines.

都市

ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ州ｳｴｽﾄﾗﾌｧｲｴｯﾄ

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.housing.purdue.edu/

経費 $7,230/semester(寮費、食費、書籍費、個人経費など）

他学部履修 可 - Most, if not all, classes should be chosen from the same academic area.

備考 ■Businessの分野は履修可
■要Purdue保険加入$1,360/year(2022)

https://www.purdue.edu/IPPU/SA/Incoming/importantDate.html学年暦

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

一時的に可　"TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator"　ただし変更の可能性あり

留学先学費

免除

募集対象

学部3年以上のみ

出願制限 有 - Aviation, Education, Nursing, Pharmacy, and Vet Med excluded.

募集人数

1

6/53 ページ



国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾊﾜｲ大学ﾋﾛ校

授業使用言語

英語

GPA要件

2.8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

―

交換留学関係

https://hilo.hawaii.edu/exchange/international/

コースリスト・シラバス

https://www.sis.hawaii.edu/uhdad/avail.classes?i=HIL

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ハワイ大学ヒロ校（University of Hawaiʻi at Hilo、略称：UHHまたはUH Hilo）は、アメリカ合衆国ハワイ州の州立大学であるハワイ大学（University of Hawaiʻi、略称：UH）の一校で、ハワイ州・ハワ
イ島西部ヒロ市に位置し、115エーカーのメインキャンパス、110エーカーの農地（Pana‘ewa Farm）等を有している。他に、ハワイコミュニティカレッジが併設されている。1947年、ハワイ大学マノア校
（University of Hawaiʻi at Mānoa）の分校としてHilo Programが創始され、1970年にthe University of Hawaiʻi at Hiloとなった。ハワイ大学ヒロ校は特に海洋科学、天文学、火山学、持続的農業の分
野では全米トップレベルの大学である。また、ハワイ言語・ハワイ文化研究において、全米で唯一博士課程を設けおり、全米における先住民言語・文化研究のセンターになっている。学士課程は36専攻、
修士課程は6専攻、博士課程は4専攻を擁している。少人数教育が特徴であり、教授1人当たりの学生数は18名、平均的なクラス人数は22名である。学生数は4,100人以上で、うち留学生は281人。

無 - We cannot guarantee accommodation, but we typically have adequate accommodation for all exchange students who want on-campus housing.

都市

ﾊﾜｲ州ﾋﾛ

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://hilo.hawaii.edu/housing/

経費 $16,776/year(寮費、食費、書籍代、交通費、保険代など）
https://hilo.hawaii.edu/admissions/documents/admissions/2022-23EstimatedBudgetIN.pdf

他学部履修

備考 ■学費:$10,152/semester、$20,304/2semesters (2022)
■要Hilo校保険加入
https://hilo.hawaii.edu/international/newstudents.php

https://hilo.hawaii.edu/registrar/currentterm.php#ay22-23学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

※納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

2→3
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾊﾜｲ大学ﾏﾉｱ校

授業使用言語

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)

68以上
（到着時に英語のPlacement testを受ける必要あり。点数によっ
て、専門科目に加えIntermediate or advanced ELI courses を1
～3科目履修する必要あり。TOEFL100以上の場合はPlacement 
testの必要なし）

※修得単位要件あり
学部生は出願時点（2022年12月）で24単位（語学科目除く）を修
得していること（24単位履修中では認められない）。大学院生は
国際センターに問い合わせること。

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上
（到着時に英語のPlacement testを受ける必要あり。点数によっ
て、専門科目に加えIntermediate or advanced ELI courses を1
～3科目履修する必要あり。IELTS7.0以上の場合はPlacement test
の必要なし）

※修得単位要件あり
学部生は出願時点（2022年12月）で24単位（語学科目除く）を修
得していること（24単位履修中では認められない）。大学院生は
国際センターに問い合わせること。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://manoa.hawaii.edu/mix/

コースリスト・シラバス

https://manoa.hawaii.edu/mix/inbound/academics/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1907年、国有地付与大学として設置された農業工科大学のハワイ・カレッジHawaii Collegeを創始とするが、1920年に文理系カレッジThe College of Arts and Sciencesを付設し、The University of 
Hawaiiとなった。その後、四年制カレッジやコミュニティ・カレッジの発展に伴い、1972年から地名（Manoa）が付されるようになった。
マノア校は、特に外国語教育研究、植物バイオテクノロジー、海洋学、天文学等の分野では全米トップレベルの大学である。伝統的にハワイの地理的・文化的背景を生かした学問分野に力が入れられてお
り、なかでも熱帯農業、アジア太平洋研究、海洋研究などが知られている。学生数は、20,000人以上（学部14,000、大学院6,000）で、専任教員は1,200人以上である。92の学士課程、84の修士課程、51の
博士課程を持ち、3専門職大学院を擁する。

無 - Unfortunately, on-campus housing has become extremely limited, to the extent that it may be best for students to apply for on- and off-campus housing at 
the same time rather than waiting to find out if an on-campus housing assignment is possible.

都市

ﾊﾜｲ州ﾎﾉﾙﾙ

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://manoa.hawaii.edu/mix/inbound/housing-meals/

経費 ■学部生　 $18,940 /semester or $37,880 /year(授業料、寮費、食費など）
■大学院生　 $22,172 /semester or $44,344 /year(授業料、寮費、食費など）
※Hoakipa visiting studentsという身分で在籍
https://manoa.hawaii.edu/mix/inbound/costs-and-fees/

他学部履修 可 - Students can take courses across subjects, provided they meet prerequisites for the courses. Some restrictions may apply. See here for details: 
https://manoa.hawaii.edu/mix/inbound/academics/

備考 ■学費（2022実績）
学部：$ 8,478(Tuition) + $441(Fees)/semester
          $16,956(Tuition) + $882(Fees)/year
大学院：$23,400(Tuition）+ $902(Fees）/year
※いずれもGeneral分野の金額
■現在は、ハワイ大学マノア校保険の加入を免除されていますが変更になる場合があります。

https://manoa.hawaii.edu/registrar/academic-calendar/学年暦

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

学部生のみ可　"TOEFL iBT Home Edition" and "IELTS Indicator"

留学先学費

※納入

募集対象

学部3年以上のみ／大学院生

出願制限 無

募集人数

1→2（学費免除1名）
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

東ﾃﾈｼｰ州立大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

※学費免除1名は、二次選考（全学調整）の際に決定します。選考
の結果によって、現地大学の学費納入になる場合がありますの
で、この点を考慮して応募するようにしてください。

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

※学費免除1名は、二次選考（全学調整）の際に決定します。選考
の結果によって、現地大学の学費納入になる場合がありますの
で、この点を考慮して応募するようにしてください。

語学要件：その他

―

交換留学関係

We are currently working on our exchange website which will be updated here: https://www.etsu.edu/global-engagement/education-abroad/bilateralstudents.php
In the meantime, students can visit the International Student and Scholar Services website here: htt

コースリスト・シラバス

サイトの左上のメニュー「Advanced search」をクリック
 https://catalog.etsu.edu

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
東テネシー州立大学が位置するジョンソンシティーは、州内で第５番目に人口が集中する文化都市である。リベラル・アーツ系のカレッジとしての歴史を持つこの大学は、１９６３年に州立総合大学と
なった。現在は、8カレッジと2スクールで構成されている。学部・大学院を併せて200プログラムを提供している。学生数約１２，０００人、教員約２，０００人を擁する。

有 - Students who apply for housing before the recommended due date will have accommodations. However, we cannot guarantee accommodations if students apply 
very late.

都市

ﾃﾈｼｰ州ｼﾞｮﾝｿﾝｼﾃｨ

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 Students can see accommodation information here: https://www.etsu.edu/students/housing/prospectivestudents/viewhalls/default.php

Students will be automatically enrolled in the silver dining plan: https://www.etsu.edu/students/housing/diningplans.php

経費 生活費　約$7,363/semester (寮費、meal plan代、書籍代、保険代含む）

他学部履修 可 - We can ask for permission for other courses or programs. Please note that students must fulfill the prerequisite requirements of courses they would like 
to take.

備考 学費：約$5,000/semester(2022/2023実績）, 要ETSU保険加入

https://www.etsu.edu/ehome/academicdates/default.php?y=23&s=spr&t=fl学年暦

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

可

留学先学費

※納入(1名のみ免除）

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

2(学費免除1名）→3(学費免除1名）
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾐｼｼｯﾋﾟ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆79以上（各セクション19以上）: Full-time Academic

◆69以上 : Academic Course + ESL1科目

※「Academic Course + ESL1科目」は1セメスター留学でも応募
可能です。

語学要件：IELTS(Academic)

◆6.0 以上 : Full-time Academic

◆5.5以上 : Academic Course + ESL1科目

※「Academic Course + ESL1科目」は1セメスター留学でも応募可
能です。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgramAngular&id=10918

コースリスト・シラバス

https://my.olemiss.edu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://abb5f6b011a303275bcb6ae4831889d2
https://catalog.olemiss.edu/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
ミシシッピ大学は、1848年にミシシッピ州で、初めて設立された公立大学で、南部では最も早期に女子学生を受け入れ、女性教員を採用したことで知られる。現在は、国際的レベルの公立研究大学として
位置づけられている。ミシシッピ州の重点大学として教育・研究レベルも高評価を受けており、連邦上院議員、連邦下院議員、州議会上院議員、州議会下院議員、市長、判事などの多くがこの大学の卒業
生である。21,500人の学生を擁し、州内一の規模の大学である。有名な医学部やLaw Schoolを始めとして、15の学術分野から構成されている。
College of Liberal Artsの中の現代言語学科に日本語副専攻のコースがあり、学部・大学院レベルを併せて２３科目が提供されている。日本語を履修する学生の数も多い。

有 - Students must sign up for housing by the deadline in order to be guaranteed housing on campus.

都市

ﾐｼｼｯﾋﾟ州ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ

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

【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://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Parent_ID=0C64CA47-5056-BA1F-7103C1DBD4F35BA8&Link_ID=0C70C370-5056-BA1F-7142D64127F6CE8C

経費 生活費（寮費、食費、保険料含む）：約$9,100/semester
https://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Parent_ID=0C64CA47-5056-BA1F-7103C1DBD4F35BA8&Link_ID=0C6E8887-5056-BA1F-719A18AB23C65048

他学部履修 可

備考 ■学費：約$5,300/semester（2022/2023実績）
■要ミシシッピ大学保険加入

https://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Parent_ID=0C64CA47-5056-BA1F-7103C1DBD4F35BA8&Link_ID=0C6E8887-5056-BA1F-719A18AB23C65048

https://registrar.olemiss.edu/academic-calendar/

学年暦

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

不可

留学先学費

※納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 Most departments and classes are open to exchange students. Some specialized programs are restricted, such as Education, Pharmacy, School of Law (graduate-
level, not the Legal Studies Department), School of Medicine, and BFA programs that require portfoli

募集人数

2→3
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾐﾈｿﾀ州立大学ﾏﾝｹｰﾄ校

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

※学費免除２名は、二次選考（全学調整）の際に決定します。選
考の結果によって、現地大学の学費納入になる場合がありますの
で、この点を考慮して応募するようにしてください。

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

※学費免除1名は、二次選考（全学調整）の際に決定します。選考
の結果によって、現地大学の学費納入になる場合がありますの
で、この点を考慮して応募するようにしてください。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.mnsu.edu/academics/global-education/centers-of-global-education/international-student-services/
We currently do not have a specific exchange website- please reach out with specific questions!

コースリスト・シラバス

https://www.mnsu.edu/academics/degree-programs-and-certificates/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ミネソタ州立大学マンケートは、31キャンパスで構成するミネソタ州立大学システムの一つのキャンパスで、2番目に大きい州立大学である。ミネアポリスSt.Pauls 空港から南西130キロに位置している。
約15,000人の学生を擁し、その内の約1,100人が世界90カ国以上から集まっている留学生である。以下の6カレッジで130の学部プログラム、95以上の大学院プログラムが提供されている。
College of Allied Health and Nursing/College of Arts and Humanities/College of Business/College of Education/College of Graduate Studies & Research College of Science, Engineering 
and Technology/College of Social and Behavioral Sciences

有 - If they apply before the priority deadline

都市

ﾐﾈｿﾀ州ﾏﾝｹｰﾄ

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.mnsu.edu/university-life/housing/

経費 生活費（寮費・食費含む）：約$14,161/year 
https://www.mnsu.edu/future-students/international-admissions/international-bachelors-students/international-undergraduate-cost-of-attendance/

他学部履修 可 - Students can take courses from multiple disciplines but they should be at the undergraduate level

備考 ■学費（納入学生のみ）: $5,380/semester(2022)
■要ミネソタ州立大学マンケート校保険加入

https://admin.mnsu.edu/globalassets/academic-affairs/forms/22-23_academic_calendar.pdf学年暦

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

可

留学先学費

※納入（２名のみ免除）

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

3(学費免除2名）→4(学費免除2名）
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾆｭｰﾖｰｸ市立大学ｽﾀﾃﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ校

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.csi.cuny.edu/campus-life/student-services/center-global-engagement

Although, we do not yet have exchange student specific information posted.  Also see the main page:

コースリスト・シラバス

All courses:  https://www.csi.cuny.edu/academics-and-research/catalog

Courses by term offered: https://globalsearch.cuny.edu/CFGlobalSearchTool/search.jsp

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
アメリカ合衆国ニューヨーク市スタテンアイランド区にある公立総合大学である。キャンパスは、スタテンアイランド北端にあるスタテンアイランド・フェリーターミナルからバスで30分程の島の中域に
位置する。ニューヨーク市内にある大学の中で最も広いキャンパス（敷地面積）を持ち、その広いキャンパス内には美しい校舎群が配置され、スクールバスが巡回する郊外型の大学である。1956年設立の
スタテンアイランド・コミュニティ・カレッジと1965年設立のリッチモンドカレッジが合同合併し、1976年にニューヨーク市立大学スタテンアイランド校となった。

有 - If requested and applied on time.  In rare cases our on-campus housing is full and we will work to assist the students with off-campus options.

都市

ﾆｭｰﾖｰｸ

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.americancampus.com/student-apartments/ny/staten-island/dolphin-cove

経費 生活費（寮費含む）：
～$24,000 per year (12 months)
～$10,000 per semester (5 months)
～$2,000 per month

他学部履修 不可

備考 要ﾆｭｰﾖｰｸ市立大学ｽﾀﾃﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ校保険加入

https://www.csi.cuny.edu/academics-and-research/academic-calendars-and-final-examination-schedule学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

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

2

12/53 ページ



国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ大学ｼｬｰﾛｯﾄ校

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)

学部生：70以上
大学院生： 83以上

語学要件：IELTS(Academic)

学部生：6.0以上
大学院生： 6.5以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://isso.charlotte.edu/exchange-students/exchange-application

コースリスト・シラバス

Most courses in the university catalogue are only offered one semester per academic year. Use the instructions described in the "備考欄" section below when selecting your courses: Go 
to Banner Self Service https://selfservice.uncc.edu

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1946年に設立された総合州立大学で、7カレッジあり、75の学士課程プログラム・139の専攻、65の修士課程プログラムと24の博士課程プログラムを提供している。また、College of Businessにおいては
AACSB認定を取得している。学部生及び大学院生を合わせて、約3万人学生が在籍し、Charlotte Research Institute Campus、またUNC, Charlotteの所在地であるCharlotteには、Bank of Amerika の 
Head Quartersやその他の金融機関なども所在している地域でもあり、短期留学等で企業訪問などを希望する学部にとっては好立地な所在地でもある。

無 - While we cannot guarantee housing, we provide students with guidance regarding how to apply for housing and the early deadline to provide them with the 
best opportunity for securing housing.  So far, students who have followed our instructions have been able to secure on-campus housing.

都市

ｼｬｰﾛｯﾄ

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://housing.charlotte.edu/

Students are eligible to apply for on-campus housing after they have been admitted. Students will be emailed further instructions upon admission.

経費 寮費：$4,400/semester, Meal Plan：$2,250/semester, UNC保険代：$1,350/semester, その他雑費（各人によって異なる）：$3,000/semester
https://isso.charlotte.edu/exchange-students/exchange-application

他学部履修 可 - In order to be approved for any UNC Charlotte course, students must show that they meet the prerequisite or major requirements based on the information 
on their home university transcript.

備考 ■The instructions for selecting your courses
select """"Class Schedule"""", choose the upcoming term (Fall 2022 or Spring 2023) then click """"Submit."""" Choose the subject you are searching for in the 
""""Subject:"""" box. Then scroll to the bottom of the screen and click 'Class Search.' (Note - you can only search for 1 subject at a time).
*NOTE, estimating courses to be offered in a future term:  If the semester list isn't yet available, you can *guess* what may be offered for an upcoming term 
(ex. Spring 2023) by reviewing courses that were offered the previous year with the same term  (ex. Spring 2022).

■要ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ大学ｼｬｰﾛｯﾄ校保険加入

https://registrar.charlotte.edu/printable-calendar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 有 - We cannot accept students into nursing classes.

募集人数

3
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国・地域

ｶﾅﾀﾞ

大学名

ｳｨﾆﾍﾟｸﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

86(各ｾｸｼｮﾝ20以上）以上: Full Admission
61(R:15,L:15,W:14)以上 : English Language Program(ELP)（1
学期目)（※有料）

※注意：「ELP」について
■ELPは有料の語学コース（≒低スコア者向けの準備コース）で
すが、１科目程度導入レベルの専門科目を履修することができま
す。 この専門科目を履修することを強く推奨します。
■語学コース(ELP)のみの交換留学は認められません（＝留学期
間が1セメスターの人はELPに参加できません）。
■語学コースの結果次第でアカデミックコースに参加できない可
能性もあります。

語学要件：IELTS(Academic)

6.5 以上: Full Admission
5.5以上 : English Language Program(ELP)（1学期目)（※有料）

※注意：「ELP」について
■ELPは有料の語学コース（≒低スコア者向けの準備コース）です
が、１科目程度導入レベルの専門科目を履修することができま
す。 この専門科目を履修することを強く推奨します。
■語学コース(ELP)のみの交換留学は認められません（＝留学期間
が1セメスターの人はELPに参加できません）。
■語学コースの結果次第でアカデミックコースに参加できない可
能性もあります。

語学要件：その他

https://www.uwinnipeg.ca/future-
student/international/lang-req.html

交換留学関係

https://www.uwinnipeg.ca/inbound-exchange/

コースリスト・シラバス

https://www.uwinnipeg.ca/academics/calendar/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
ウィニペグ大学は、カナダのマニトバ州ウィニペグ市にある公立の大学である。1871年創立のマニトバ・カレッジと1888年創立のウェスリー・カレッジが、1938年に合併してユナイティド・カレッジとな
り、1967年に認可を受けてウィニペグ大学となった。2014年11月現在の学生数は、学部学生9,094名（うち留学生501名）、大学院学生265名（うち留学生57名）、計9,359名。教員数は約350名である。芸
術、ビジネス・経済、科学、教育学等の学部を設けている。なお、副専攻として、East Asian Languages and Cultures (EALC) programにおいて、日本語を履修する学生がいる。Undergraduate Degrees: 
Arts, Business & Economics, Science, Education, Theology, Kinesiology

無 - Estimate found here:  https://www.uwinnipeg.ca/future-student/viewbooks/intl-undergrad-viewbook.html 

都市

ﾏﾆﾄﾊﾞ州ｳｨﾆﾍﾟｸﾞ

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://www.uwinnipeg.ca/campus-living/

経費 Viewbook page 22
https://www.uwinnipeg.ca/future-student/viewbooks/intl-undergrad-viewbook.html

他学部履修 不可

備考 ELP Program （1学期目 - 14weeks）有料 (2022実績)
Tuition $4,400/semester, Health insurance $190.80/semester
https://www.uwinnipeg.ca/elp/

https://www.uwinnipeg.ca/academics/calendar/index.html学年暦

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

不可

留学先学費

※ELP納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 有 - Students cannot take courses in Education.  Students must meet the pre-requisite requirements, determined by the department.

募集人数

3
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国・地域

ｶﾅﾀﾞ

大学名

ﾆｭｰﾌｧﾝﾄﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾒﾓﾘｱﾙ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.5以上

語学要件：TOEFL(iBT)

Full Admission: 79（各セクション20以上）以上
Intensive English Bridge Program(IEBP)（1学期目） （※有
料）
Level 1: 61 - 69 (W:16)
Level 2: 70 - 78 (W:18)

※注意：「Intensive English Bridge Program(IEBP)」について
■Intensive English Bridge Programは有料の語学コース（≒低
スコア者向けの準備コース）ですが、１～２科目程度導入レベル
の専門科目を履修することができます。 この専門科目を履修する
ことを強く推奨します。
■語学コースのみの交換留学は認められません
（＝留学期間が１セメスターの人はIEBPに参加できません）。
■語学コースの結果次第でアカデミックコースに参加できない可
能性もあります。
Students in IEBP-G Level 1 take one pre-selected 
undergraduate course.Students in IEBP-G Level 2 take one 
pre-selected undergraduate course and choose their second 
undergraduate course from a limited list.

語学要件：IELTS(Academic)

Full Admission:6.5（各セクション6.0以上）以上
Intensive English Bridge Program(IEBP)（1学期目）（※有料）
Level 1: 5.5 (W:5.5 他ｾｸｼｮﾝ5.0)
Level 2: 6.0 (W:6.0 他ｾｸｼｮﾝ5.5)

※注意：「Intensive English Bridge Program(IEBP)」について
■Intensive English Bridge Programは有料の語学コース（≒低
スコア者向けの準備コース)ですが、１～２科目程度導入レベルの
専門科目を履修することができます。 この専門科目を履修するこ
とを強く推奨します。
■語学コースのみの交換留学は認められません
（＝留学期間が１セメスターの人はIEBPに参加できません）。
■語学コースの結果次第でアカデミックコースに参加できない可
能性もあります。
Students in IEBP-G Level 1 take one pre-selected 
undergraduate course.Students in IEBP-G Level 2 take one 
pre-selected undergraduate course and choose their second 
undergraduate course from a limited list.

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.mun.ca/goabroad/visiting-students-inbound/

コースリスト・シラバス

https://www.mun.ca/regoff/registration-and-final-exams/course-offerings/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ニューファンドランド・ラブラドール州にある唯一の大学であるメモリアル大学は、第1次、第2次世界大戦で命を落としたこの州の人々を追悼し、よりよい未来を建設することを目的として創設された大
学である。1925年にその前身であるMemorial University Collegeとして開学し、1949年にMemorial University of Newfoundland として総合大学となった。St. John’sキャンパスとMarine Institute
キャンパスの他に、島の西海岸（Corner Brook市）にGrenfellキャンパスがあり、それに英国のHarlowキャンパスを加えて計4キャンパスを構え、総計18,500名の学生を擁する。

無 - As soon as students indicate an interest in living on-campus at Grenfell Campus, they should apply for on-campus housing. Students who apply before 
March 1 are guaranteed housing for the following Fall semester.

都市

ﾆｭｰﾌｧﾝﾄﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙ州ｺｰﾅｰﾌﾞﾙｯｸ

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 www.grenfell.mun.ca/housing
www.mun.ca/residences

経費 On-campus Housing $1,711-$1,953/semester
Groceries/Personal Expenses: $1,500-2,000/semester (this varies tremendously amongst different students)
Health INsurance: $261.59/semester（必須）

他学部履修 可

備考 Intensive English Bridge Program （1学期目 - 14weeks）有料
https://www.grenfell.mun.ca/academics-and-research/Pages/esl/iebp.aspx
学費
Level 1:約$3,400
Level 2:約$2,800

https://www.mun.ca/regoff/calendar/学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

※Intensive English Bridge Program
納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 有 - Medicine, Pharmacy, Nursing, Social Work. Some departmental limitations (Music, Computer Science, Business).

募集人数

2
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国・地域

ｶﾅﾀﾞ

大学名

ﾌﾚｰｻﾞｰﾊﾞﾚｰ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.33以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆ 88（各ｾｸｼｮﾝ20）以上 : Full-time academic programs 
◆ 80（各ｾｸｼｮﾝ19）以上 : Qualifying Studies（専門3科目程度
＋語学）
◆ 71（各ｾｸｼｮﾝ16）以上 : ELS-University Foundation（専門1
科目＋語学）  
https://international.ufv.ca/future-students/apply-to-
ufv/english-language-requirements/

※注意
■「Qualifying Studies」は1セメスター留学でも応募可能で
す。
■「ELS-University Foundation」のみ参加の交換留学は認めら
れません（＝留学期間が1セメスターの人はELS-University 
Foundationに参加できません）。
■「ELS-University Foundation」を履修する場合でも専門科目
を履修することを強く推奨します。
■「ELS-University Foundation」の結果次第で、次のセメス
ターで履修できる専門科目数が限定される可能性があります。

語学要件：IELTS(Academic)

◆ 6.5（各ｾｸｼｮﾝ6.0）以上 : Full-time academic programs  
◆ 6.0（各ｾｸｼｮﾝ5.5）以上 : Qualifying Studies（専門3科目程
度＋語学） 
◆ 5.5（各ｾｸｼｮﾝ5.0）以上 : ELS-University Foundation（専門1
科目＋語学）
https://international.ufv.ca/future-students/apply-to-
ufv/english-language-requirements/

※注意
■「Qualifying Studies」は1セメスター留学でも応募可能です。
■「ELS-University Foundation」のみ参加の交換留学は認められ
ません（＝留学期間が1セメスターの人はELS-University 
Foundationに参加できません）。
■「ELS-University Foundation」を履修する場合でも専門科目を
履修することを強く推奨します。
■「ELS-University Foundation」の結果次第で、次のセメスター
で履修できる専門科目数が限定される可能性があります。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://international.ufv.ca/study-abroad-students/exchange-students/

コースリスト・シラバス

https://www.ufv.ca/registration/semester-info/timetables/
https://www.ufv.ca/calendar/current/CourseDescriptions/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
フレーザーバレー大学は、ブリティッシュコロンビア州立の総合大学で、バンクーバーから車で東に1時間ほど離れたアボッツフォードという街にメインキャンパスがある。この街は、フレーザー川、ベイ
カー山や多くの湖が周辺にあるカナダらしい自然に恵まれた治安の良い土地環境である。幅広い科目を持つ専門プログラムやキャリアプログラム、ＥＳＬ（第二外国語としての英語）プログラムを持ち、
約14,000人もの学生が学んでいる。キャンパス内にはカフェテリア・ジム・コンピューターラボなどが整っており、学習する環境としても非常に恵まれている。フレーザー・バレー大学は1974年にユニ
バーシティーカレッジとして設立され、2008年4月からユニバーシティーとしてスタートした。現在カナダには、９０数校のユニバーシティーがあり、全体的に高い教育水準を維持している。こうした高水
準の大学の中でフレーザー・バレー大学は、2010年Globe and Mail Canadian University Reportの小規模大学のカテゴリーにおいて、①教育の質、②学生の満足度が最も高い、③教員と学生の交流が多
い、④最少クラス人数、の各部門でトップにランキングされている大学である。

無

都市

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ｱﾎﾞｯﾂﾌｫｰﾄﾞ

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

【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.ufv.ca/housing/

経費 生活費（寮費、食費、保険料含む)：約$6,541(Fall semester), 約$5,561(Winter semestser)
https://www.ufv.ca/housing/incoming-students/fee-information/
Costs will vary if living off campus.

他学部履修 可 - Exchange students can take courses in any program, with the exceptions of Nursing and Trades and Technology, as long as the meet an equivalent of the 
pre-requisites.

備考

https://www.ufv.ca/calendar/current/学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

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

1
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ｶｰﾃﾞｨﾌ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

◆School of Modern Languages(MLANG)
6.0（各セクション5.5）以上

◆Business School(CARBS)
6.5（各セクション5.5）以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.cardiff.ac.uk/study/international

コースリスト・シラバス

■School of Modern Languages : http://www.cardiff.ac.uk/modern-languages/
■Business School : https://www.cardiff.ac.uk/business-school

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1883年に創立。英国の南西部に位置するウェールズの首都カーディフ市の中央にある、28学部、学部・大学院含めて、学生数約28,000名の総合大学で、留学生数は2，900名。キャンパスはカーディフの中
心街に位置している。世界でトップレベルの研究センターが集まっている。

Only guaranteed for students here for the whole year. Not guaranteed for one semester stays.

都市

ｶｰﾃﾞｨﾌ

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.cardiff.ac.uk/study/international

経費 https://www.cardiff.ac.uk/study/student-life/living-costs

他学部履修 可 - Students can take a limited number of credits with Cardiff Business School and the School of English.

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

https://www.cardiff.ac.uk/public-information/corporate-information/semester-dates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 無

募集人数

2
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ｻｾｯｸｽ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.8以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（各セクション5.5）以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.sussex.ac.uk/study/study-abroad-at-sussex

コースリスト・シラバス

https://www.sussex.ac.uk/study/study-abroad-at-sussex/our-programs/semester-and-year-abroad-programs

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1961年に設立され、ノーベル賞受賞者も輩出。 教育の質では、英国でトップ20位,ヨーロッパでトップ50位、また世界ランキングでも150位に入る大学。スタッフの3分の1が英国以外の国の出身で占めてお
り、国際色豊かな大学でもある。

無-Housing is not guaranteed but we do try and house as many students as we can. For anyone we cannot house we will provide assistance and resources 
regarding finding accommodation in the private sector.

都市

ﾌﾞﾗｲﾄﾝ

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://www.sussex.ac.uk/study/study-abroad-at-sussex/accommodation

経費 https://www.sussex.ac.uk/study/fees-funding/living-costs

他学部履修 可 - Exchange and visiting students are allowed to take a combination of modules from different schools, however not all modules are open to those students. 
We have a vast selection of modules that exchange and visiting students can take and the full list can be found below:
https://www.sussex.ac.uk/study/study-abroad-at-sussex/our-programs/semester-and-year-abroad-programs

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

https://www.sussex.ac.uk/about/term-dates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 無

募集人数

3
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ｼｪﾌｨｰﾙﾄﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

◆Chemical and Biological Engineering: 6.0（各セクション
5.5）以上
◆Economics: 6.5（各セクション6.0）以上
◆English: 7.0（各セクション6.5）以上
◆Management School(Business): 6.5（各セクション6.0）以上
◆Sociological Studies: 6.5（各セクション6.0）以上

*上の基準は一部抜粋。Department別の語学要件は以下のウェブ
ページ参照。
Https://bit.ly/2Svxisu

*各セクションの要件が定められていない場合、各セクション5.5
以上を満たす必要があります。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound

コースリスト・シラバス

https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/what

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
19世紀後半に教育の場をオクスフォード、ケンブリッジの伝統の地から他の都市に広げようという民間の要望に応えて、市民大学として創設され、1906年にUniversity of Sheffieldとして開校。ロンドン
から列車で約2時間半、ロンドンとエジンバラのほぼ中間点に位置するシェフィールドにキャンパスがある。東アジア研究センターでのアジア及び日本研究の分野が有名。

有 - Students must meet the accommodation application deadline to be guaranteed, however students are still offered housing who apply after the deadline.

都市

ｼｪﾌｨｰﾙﾄﾞ

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

【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.sheffield.ac.uk/accommodation

経費 https://www.sheffield.ac.uk/undergraduate/fees-funding/living-costs
Students can expect living costs of approximately 1,023 GBP per month

他学部履修 可 - We allow students to request courses from across the University, provided that those courses have capacity for exchange students and those students 
fulfil any academic requirements to take those courses.

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

https://www.sheffield.ac.uk/about/dates/current-and-future-semester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 - We cannot accept exchange students into our Department of Education, School of Law, or Faculty of Medicine, Dentistry and Health. Our Department of 
Politics has extremely limited capacity, so students will need to be willing to consider other department.

募集人数

4
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ大学（人文科学部）

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

◆Business : 6.5 以上（各セクション5.5）以上
◆Chemistry : 6.0（各セクション5.5）以上
◆Education : 6.5 (LRS6.0,W6.5)以上
◆History : 7.0以上（各セクション5.5）以上
◆Law : 7.0（各セクション6.5）以上
◆Social Sciences : 6.5（各セクション6.0）以上

*上の基準は一部抜粋。Subject area別の語学要件は以下のウェブ
ページ参照。
Https://bit.ly/2GSmAcR

*各セクションの要件が定められていない場合、各セクション5.5
以上を満たす必要があります。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.manchester.ac.uk/study/international/study-abroad-programmes/non-eu/

コースリスト・シラバス

https://www.manchester.ac.uk/study/international/study-abroad-programmes/non-eu/course-units/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1824年に設立。23人ものノーベル賞学者を輩出している世界トップレベルの国立大学。学部生数は約25,000人、大学院生数は10,000人。留学生数は、大学院レベルでは、全学生の35％，3,000人近くに及
ぶ。

Guaranteed for year-long students. Semester students (whilst not guaranteed) are almost always allocated housing providing they meet all deadlines.

都市

ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ

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.accommodation.manchester.ac.uk/

経費 https://www.manchester.ac.uk/study/experience/student-life/living-costs/

他学部履修 可 - Students can select course units from different departments within the Faculty of Humanities only.

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

https://www.manchester.ac.uk/discover/key-dates/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 無

募集人数

3
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ﾖｰｸ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

◆Law : 6.5（各セクション6.0）以上
◆Politics : 6.5（各セクション6.0）以上
◆Sociology : 6.5（各セクション6.0）以上

*上の基準は一部抜粋。Subject別の語学要件は以下のウェブペー
ジ参照。
Https://bit.ly/3nHKH1m

*各セクションの要件が定められていない場合、各セクション5.5
以上を満たす必要があります。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.york.ac.uk/study/international/applying/visiting-students/

コースリスト・シラバス

https://www.york.ac.uk/study/international/applying/visiting-students/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
1963年に創立された大学。ロンドンの北約300ｷﾛ、ロンドンとエディンバラの中間地点にあり、高速列車インターシティでロンドンから約2時間の、イギリスで最も古い町のひとつであるヨークにある。広
大なキャンパスには21の学部と研究機関がある。

Provided students apply and accept their place by the dates published on the Accommodation pages.

都市

ﾖｰｸ

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.york.ac.uk/study/accommodation/visiting/

経費 https://www.york.ac.uk/study/undergraduate/fees-funding/living-costs/

他学部履修 可

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

■Fees and living costs for visiting students
https://www.york.ac.uk/study/international/applying/visiting-students/fees/

https://www.york.ac.uk/about/term-dates/学年暦

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

不可

留学先学費

※納入

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

2
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国・地域

ｲｷﾞﾘｽ

大学名

ﾚｽﾀｰ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

◆Law modules: 6.5（L6.0, R5.5, W5.5, S5.5）以上
◆Science* modules: 6.0（各セクション5.5）以上
*Chemistry, Computer Science, Engineering,
Geology, Mathematics, Physics
◆All other modules: 6.5（各セクション5.5）以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://le.ac.uk/cite/study-abroad-unit

コースリスト・シラバス

https://le.ac.uk/cite/study-abroad-unit/modules-on-offer

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ロンドンから電車で75分、英国のほぼ中央に位置した国際色豊かな大都市である。市内中心部はヴィクトリア建築の美しい町並みが保存されており、運河や大聖堂、古代ローマ時代の遺跡などがある。各
学部棟が互いに徒歩数分の距離に位置するコンパクトな大学でありながら、キャンパス内にある大学図書館には1500もの自習スペースや、プラズマディスプレイのあるグループスタディ用のスペースな
ど、充実した学習環境を提供している。

有 - Apply by published deadline (31 August for Fall)

都市

ﾚｽﾀｰ

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://le.ac.uk/study/undergraduates/accommodation

経費 https://le.ac.uk/study/undergraduates/fees-funding/budget-calculator

他学部履修 可 - Students are not confined to study their major and can select from a range of subjects to compose a multi-disciplinary programme. Modules available are 
strictly limited to those on our module lists.

備考 ■英語を母国語としない人が学生ビザ（6か月以上）を申請する場合、IELTS5.5（各セクション5.5）以上を満たす必要があります。

https://le.ac.uk/about/info/term-semester-dates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 - See module listings for any academic background prerequisites.

募集人数

4
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国・地域

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ

大学名

ﾄﾞｰｾｯﾄ ｶﾚｯｼﾞ

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

―

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

School of Business - https://dorset.ie/business/
School of Computing  - https://dorset.ie/computing/

コースリスト・シラバス

School of Business - https://dorset.ie/business/
School of Computing  - https://dorset.ie/computing/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1983年アイルランド共和国ダブリン市に設立された私立大学。学生と教員の比率が15対1で、小規模クラスを提供していることが特徴。在籍学生の国籍は75か国で、多様性を重視する小規模な大学である。

無

都市

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ

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 https://dorset.ie/international-students/accommodation/

経費 The cost of living is approximately €1,014 - €1,500 / month, considering accommodation + meals and social life.

他学部履修 可

備考

https://dorset.ie/academic-calendar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

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

1
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国・地域

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

大学名

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ大学

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)

79以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（各セクション5.5）以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.su.se/english/education/exchange-students

コースリスト・シラバス

https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?eventopenforinternationalstudents=true&notforcedreason=0&q=&xpanded=

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1878年に創立された国立の総合大学。首都にある唯一の総合大学で、学部・修士を合わせた学生数は70,000人（内交換留学生1,500人）と、スカンジナビア最大である。ウプサラ大学（1477年創立）やルン
ド大学（1666年創立）に比べると新しい大学で、それだけに進取の気性に富む趣があり、研究レベルの高さは国際的にも知られている。言語や文化の研究に力を入れており、特に東ヨーロッパと東アジア
の言語と文化の研究に伝統を有することで有名である。

有

都市

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ

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.su.se/english/education/student-life/housing-for-international-students
■studyinsweden.se/moving-to-sweden/accommodation-budget/#typicalstudentbudget

経費 https://studyinsweden.se/plan-your-studies/fees-costs/

他学部履修 可 - If students meet the requirement for the course.

備考

https://www.su.se/english/education/student-support/term-dates?open-collapse-boxes=ccbd-spring2023,ccbd-autumn2023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 Courses at the Department of Law are not offered to students.

募集人数

2
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国・地域

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

大学名

ﾘﾝﾈ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0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

―

交換留学関係

https://lnu.se/en/education/exchange-studies/

コースリスト・シラバス

https://lnu.se/en/education/exchange-studies/courses-and-programmes-for-exchange-students/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
2010年1月にﾍﾞｸｼｮｰ大学とｶﾙﾏｰ大学が統合して設立された新しい大学｡1967年設立のﾍﾞｸｼｮｰ大学は､7学部を有する大学で､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ南西部に位置し､毎年40ｶ国･地域から1,000名近くの留学生を受け入れていた｡
1977年に設立されたｶﾙﾏｰ大学は､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ東部のﾊﾞﾙﾄ海に面しており､ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙをはじめ5つの学部から構成されていた｡統合後の学生数は約31,000名。

有

都市

ｳﾞｪｸｼｮｰ

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://lnu.se/en/education/exchange-studies/plan-your-studies/

経費 https://lnu.se/en/student/preparing-for-your-stay/student-finances/

他学部履修 可

備考

https://lnu.se/en/education/study-at-linnaeus-university/academic-calendar/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 無

募集人数

2
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国・地域

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

大学名

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ大学

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)

◆English/American Language and Culture：80以上
◆Political Science：80以上
◆上記以外：59以上

※詳細は以下のウェブページ参照
https://studies.ku.dk/visiting/overseas/how-to-apply/

※大学院生向けのコース「Information Science」は現在募集中
止

※語学要件の他にコースにより出願制限が設けられています。詳
細は「出願制限」欄に掲載しているウェブサイトを必ずご確認く
ださい。

語学要件：IELTS(Academic)

◆English/American Language and Culture：6.0以上
◆Political Science：6.0以上
◆上記以外：5.5以上

※詳細は以下のウェブページ参照
https://studies.ku.dk/visiting/overseas/how-to-apply/

※大学院生向けのコース「Information Science」は現在募集中止

※語学要件の他にコースにより出願制限が設けられています。詳
細は「出願制限」欄に掲載しているウェブサイトを必ずご確認く
ださい。

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://studies.ku.dk/visiting/overseas/

コースリスト・シラバス

https://kurser.ku.dk/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1479年に創立されたデンマークで最高の高等教育機関であり、北ヨーロッパで最も古い歴史を誇る大学。6学部（人文科学、神学、法学、社会科学、自然科学、医療保健学）100学科において高いレベルの
研究・教育が行われている。教職員約9,100人、学生約37,000人。このうち留学生数は6,000名を占める。他のヨーロッパの大学やスカンジナビア諸国の大学と活発な学生交流を行っている。英語で行われ
ている授業もある（但し専攻によっては選択肢が少ない）。許可を得たうえで、留学生はマスターの授業も履修可能。

無

都市

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ

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://housingfoundation.dk/

経費 https://studies.ku.dk/visiting/practical-matters/

他学部履修 可 - Most faculties and departments require academic background in their fields of study.

備考

https://studies.ku.dk/visiting/overseas/academic-matters/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 コースにより要件や制限があります。詳細は次のウェブページで必ずご確認ください。
https://studies.ku.dk/study-abroad/overseas/course-information/restrictions-and-acdemic-reqirements/

募集人数

3
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国・地域

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

大学名

南ﾃﾞﾝﾏｰｸ大学

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)

88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.sdu.dk/en/uddannelse/exchange_programmes

コースリスト・シラバス

https://www.sdu.dk/en/uddannelse/exchange_programmes

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、オデンセ大学、南デンマーク商工大学、南ジュットランド大学が合併し、南デンマーク大学となった。その後、Odense University College of Engineering、National Institute of Public 
Health、Business Schoolも統合され、現在はOdense、Kolding、Esbjerg、Sønderborg、Slagelse, Copenhagenの６つのキャンパスを有する。学生数は27,000人、教職員数は4,000人。多くのコースが英語
でオファーされている。

有

都市

ｵｰﾃﾞﾝｾ

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.sdu.dk/en/uddannelse/information_for_international_students/accommodation

経費 https://www.sdu.dk/en/uddannelse/information_for_international_students/life_in_denmark

他学部履修 可 - Up to 1/3 of course load can be from a different faculty

備考

https://www.sdu.dk/en/uddannelse/information_for_international_students/academic_information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 - For the faculties of Engineering, Science and Health Science students must have completed 2 years of studies at university level by the time they 
commence their exchange at SDU.

募集人数

2
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国・地域

ﾄﾞｲﾂ

大学名

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ金融経営大学

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)

90以上

語学要件：IELTS(Academic)

7.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.frankfurt-school.de/en/home/programmes/international-office/incoming

コースリスト・シラバス

https://www.frankfurt-school.de/en/home/programmes/international-office/incoming
* Courses are subject to change

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1957年に設立された銀行員養成機関とその機関が母体となって設置したカレッジが統合され2007年にFrankfurt School of Finance & Management（略称FS）が発足した。FSは2000年のボローニャ会議
Bologna Processを受け入れ学士・修士システムを持つ国際的基準に適合した私立大学である。FSの主要部は、修士課程でM.Sc.,LL.M.(Law),M.A.の他に病院経営でMBAを発行する。国際地域ビジネス、開発
金融などのコースのほか、Sino-German School of Governanceを併設した中国および北東アジアのビジネス研究教育に主眼を置いている。

無

都市

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ

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.frankfurt-school.de/en/home/about/campus/dorms

経費 ―

他学部履修 不可

備考 ※学部生　：留学時に3年次以上、且つ、2年以上BusinessまたはEconomicsを学習している方が対象
※大学院生：学部課程を修了し、大学院レベルで少なくとも1学期以上学んでいる方が対象

冬学期：9月上旬-1月下旬、夏学期：2月上旬-8月下旬学年暦

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 - Students should have studied for at least two years in a business or economics related programme to enrol in our Bachelor programme. To enrol in one of 
our Master programmes, students need to have finished their undergraduate studies and should have studied for at least one semester at graduate level.

募集人数

2
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国・地域

ﾌﾗﾝｽ

大学名

ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ大学 

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

語学要件：TOEFL(iBT)

◆Business School (EM Strasbourg)で英語コース又は、その他
の学部で英語で行われている科目履修希望の場合: B2(TOEFL 72)
以上
※C1(TOEFL 95)以上が望ましい
※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

語学要件：IELTS(Academic)

◆Business School (EM Strasbourg) で英語コース又は、その他
の学部で英語で行われている科目履修希望の場合: B2(IELTS 5.5)
以上
※C1(IELTS 7.0)以上が望ましい
※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

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

コースリスト・シラバス

◆大学全体
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-facultes-ecoles-instituts
◆EM Strasbourg
https://intranet.em-strasbourg.eu/views/list_cours_visitants.php?

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

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。

無 - Students can apply for University housing during the online application. Please follow the application deadline to increase your chances to obtain the 
requested accomodation

都市

ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ

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.unistra.fr/vie-des-campus/logement 
https://www.unistra.fr/logement-a-strasbourg-housing-in-strasbourg

経費 生活費：約700-1,100ユーロ/月

他学部履修 可 - To be discussed with the faculty international academic coordinator: 

備考 ■主に英語の科目を受講する学生へ
大学内では英語を使用することが可能ですが、ビザの手続き、到着後の諸手続き（ビザを有効にする手続き、社会保険、銀行口座など）、現地での生活において、フランス語に
触れる場面が多くなります。この点を考慮した上で応募してください。フランス語、フランス文化に興味のある学生の応募が望ましいです。

◆EM Strasboug　September to December/ January to Late April
◆その他　　　　September to January/ January to June
https://www.unistra.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/calendrier-universitaire

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3年以上／大学院生

出願制限 ◆留学前に本学において2年間在籍していることが必要です。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).

募集人数

2

29/53 ページ



国・地域

ﾌﾗﾝｽ、ｲｷﾞﾘｽ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ

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

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3.2以上

語学要件：TOEFL(iBT)

◆英語でのコースを受ける場合
学部生（第2・3学年のコース）　：72以上
大学院生（第4・5学年のコース）：83以上
※留意点：ｷｬﾝﾊﾟｽが5つ（<ﾌﾗﾝｽ>CAEN,LE HAVRE,PARIS/<ｲｷﾞﾘｽ
>OXFORD/<ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ>DUBLIN）あり、1ｾﾒｽﾀｰ中は1つのｷｬﾝﾊﾟｽにて授
業を履修。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（授業）やﾚﾍﾞﾙによって履修するｷｬﾝﾊﾟｽが変
わります。2ｾﾒｽﾀｰ留学の場合、2ｾﾒｽﾀｰ目にｷｬﾝﾊﾟｽ（国）を変更す
る場合、ﾋﾞｻﾞ申請を含む諸手続きが必要。提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、取得す
るﾋﾞｻﾞの関係上、授業を受けるｷｬﾝﾊﾟｽと留学期間の組み合わせは
次の①～③いずれかになるため、どのｷｬﾝﾊﾟｽでどのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを履
修するかよく考えてください。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供期間は学部生か大学
院生のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより多少異なる場合あり。①ﾌﾗﾝｽ（CAEN,LE 
HAVRE,PARISのいずれか）のｷｬﾝﾊﾟｽで1学年間（8月下旬～4月中旬
or5月上旬）＊本学では「1学年間の留学」として定義、②Fall 
semesterはﾌﾗﾝｽ（CAEN,LE HAVRE,PARISのいずれか）のｷｬﾝﾊﾟｽ（8
月下旬or 9月上旬～12月）→Spring semeterはｲｷﾞﾘｽのｷｬﾝﾊﾟｽ（1
月～3月下旬）又はｱｲﾙﾗﾝﾄﾞのｷｬﾝﾊﾟｽ（1月～4月中旬）＊Spring 
semesterにｲｷﾞﾘｽへの留学の場合は本学において「半年間の留
学」として定義、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞへの留学の場合は「1学年間の留学」と
して定義、③ｲｷﾞﾘｽのｷｬﾝﾊﾟｽで1学年間（10月～3月下旬）＊本学
では「半年間の留学」として定義

語学要件：IELTS(Academic)

◆英語でのコースを受ける場合
学部生（第2・3学年のｺｰｽ）：5.5 (各ｾｸｼｮﾝ5.0）以上
大学院生（第4・5学年のｺｰｽ）：5.5 (各ｾｸｼｮﾝ5.0）以上
※留意点：ｷｬﾝﾊﾟｽが5つ（<ﾌﾗﾝｽ>CAEN,LE HAVRE,PARIS/<ｲｷﾞﾘｽ
>OXFORD/<ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ>DUBLIN）あり、1ｾﾒｽﾀｰ中は1つのｷｬﾝﾊﾟｽにて授
業を履修。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（授業）やﾚﾍﾞﾙによって履修するｷｬﾝﾊﾟｽが変わ
ります。2ｾﾒｽﾀｰ留学の場合、2ｾﾒｽﾀｰ目にｷｬﾝﾊﾟｽ（国）を変更する
場合、ﾋﾞｻﾞ申請を含む諸手続きが必要。提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、取得するﾋﾞ
ｻﾞの関係上、授業を受けるｷｬﾝﾊﾟｽと留学期間の組み合わせは次の
①～③いずれかになるため、どのｷｬﾝﾊﾟｽでどのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを履修する
かよく考えてください。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供期間は学部生か大学院生のﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑにより多少異なる場合あり。①ﾌﾗﾝｽ（CAEN,LE HAVRE,PARIS
のいずれか）のｷｬﾝﾊﾟｽで1学年間（8月下旬～4月中旬or5月上旬）
＊本学では「1学年間の留学」として定義、②Fall semesterはﾌﾗﾝ
ｽ（CAEN,LE HAVRE,PARISのいずれか）のｷｬﾝﾊﾟｽ（8月下旬or 9月上
旬～12月）→Spring semeterはｲｷﾞﾘｽのｷｬﾝﾊﾟｽ（1月～3月下旬）又
はｱｲﾙﾗﾝﾄﾞのｷｬﾝﾊﾟｽ（1月～4月中旬）＊Spring semesterにｲｷﾞﾘｽへ
の留学の場合は本学において「半年間の留学」として定義、ｱｲﾙﾗﾝ
ﾄﾞへの留学の場合は「1学年間の留学」として定義、③ｲｷﾞﾘｽのｷｬﾝ
ﾊﾟｽで1学年間（10月～3月下旬）＊本学では「半年間の留学」とし
て定義

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

https://www.em-normandie.com/sites/default/files/2022-07/course-offer-2022-2023.pdf

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

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。

無 - We have an on-line platform for housing and a person dedicated to help students find housing

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

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.em-normandie.com/en/exchange-programmes

経費 生活費はそれぞれのキャンパスで異なる：Le havre campus 約800ユーロ/month, Caen campus 約800ユーロ/month, Paris campus 約1,200ユーロ/month, Dublin campus 700-
1,200ユーロ/month, Oxford campus 約1,000ユーロ/month

他学部履修 不可 - We only offer business courses 

備考 ■フランスキャンパスで英語の科目を受講する学生へ
大学内では英語を使用することが可能ですが、ビザの手続き、到着後の諸手続き（ビザを有効にする手続き、社会保険、銀行口座など）、現地での生活において、フランス語に
触れる場面が多くなります。この点を考慮した上で応募してください。フランス語、フランス文化に興味のある学生の応募が望ましいです。

■日本国籍以外の学生が、オックスフォード又はダブリンキャンパスで履修する場合はビザ上の制限があるかもしれません。該当する学生は早めに国際センターに相談してくだ
さい。

プログラムやキャンパスによって学期の期間が異なります。よく確認をしてください。
https://www.em-normandie.com/sites/default/files/2022-06/academic-calendar-2022-2023.pdf

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 - Please note that some restrictions may apply if you send us students other than Japanese if they want to study in Oxford or Dublin.

募集人数

2
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国・地域

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

大学名

ﾙｰｳﾞｪﾝ･ｶﾄﾘｯｸ大学

授業使用言語

英語、オランダ語

GPA要件

学部生2.5以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

78以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.arts.kuleuven.be/english/education/leuven/index

コースリスト・シラバス

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_50074694.htm#bl=all
※ Faculty of Artsの受入れのため、登録総単位数の50％をこの学部設置の科目から選ぶこと。

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
ル―ヴァン・カトリック大学（KUL）は、1425年ローマ教皇Martin５世によって創設された。エラスムスが教鞭をとり、メルカトールが卒業したヨーロッパで最も古い大学の一つであり、カトリック系の大
学としては世界最古である。ブリュッセルから列車で２０分のところに位置し、オランダ語圏内に属する。３つの分野[人文・社会（哲学、法学、経営学、経済学など）、バイオ医学（医学、薬学など）、
科学技術(理学、工学など）]14学部、50学科から組織される総合大学である。人文学部には日本研究学科がある。学生数は38,640人(2011年2月時点)で、教員数 6,817人。ベルギーで最も伝統と歴史があ
り、高度な研究教育の質と規模を誇っている。KULはTimes Higher Educationの “The World University Ranking 2011-2012”において67位であり、ベルギー第１位の大学である。またＥＵの中心に位置
するため、多くのEU域内の大規模研究プロジェクトの主要なメンバーとして活躍している。

無

都市

ﾙｰｳﾞｪﾝ

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://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven/housing/find-housing/students/index.html

経費 https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven/money-matters/cost-of-living-in-belgium

他学部履修 制限有

備考

https://www.arts.kuleuven.be/english/education/leuven/academic_calendar_2022-2023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3年以上／大学院生

出願制限 無

募集人数

2
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国・地域

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

大学名

ｻﾝﾙｲ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ)大学

授業使用言語

フランス語、英語

GPA要件

2.0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

◆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/1055.html

コースリスト・シラバス

以下のサイトで、それぞれの学部において英語またはフランス語で行われる科目を確認することができる。
https://www.usaintlouis.be/sl/3992.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
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。

無 - no guarantee but we offer priority for accomodation on our campus to exchange students (the first who asks, the first he is served).

都市

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ

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.usaintlouis.be/sl/1045.html

経費 約 1,200ユーロ(生活費 + 宿舎費)/month
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

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

可

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

1
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国・地域

ｸﾛｱﾁｱ

大学名

ｻﾞｸﾞﾚﾌﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

79以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/how-to-apply/

コースリスト・シラバス

http://www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/degrees-studies-and-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
2004年に学生交換締結。1669年に設立され、南東欧で最古の大学。現在は29学部を有する総合大学で、学生数は72,000名に上る。クロアチア研究センターもあり、芸術系では演劇、音楽等のアカデミーも
ある。

有 - Due to the limited number of vacancies, only oversees students and students from countries with a visa regime with Croatia will be guaranteed 
accommodation in student hall of residence.

都市

ｻﾞｸﾞﾚﾌﾞ

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.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/student-services/housing/

経費 http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/living-studying-in-zagreb/

他学部履修 可 - International students are allowed to take some courses at another faculty of our UNI. 

備考

http://www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/academic-information/academic-calendar/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

2
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国・地域

ｵﾗﾝﾀﾞ

大学名

ﾌｫﾝﾃｨｽ応用科学大学

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)

80以上

*プログラムにより、上記以上の語学力を求められる場合がありま
す。
*各プログラム毎の語学要件は以下のウェブページ参照。
https://bit.ly/3TA35pi

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

*プログラムにより、上記以上の語学力を求められる場合がありま
す。
*各プログラム毎の語学要件は以下のウェブページ参照。
https://bit.ly/3TA35pi

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://fontys.edu/Short-term-programmes/Exchange-programmes.htm

コースリスト・シラバス

https://fontys.edu/Short-term-programmes/Exchange-programmes.htm
*Start moment(s)、Location、Duration、Admission requirements等、プログラムの詳細を必ずご確認ください。

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
28のschoolがあり、学生数は学部が約44,000人、修士が約4,500人。留学生は約5,000人在籍しており、そのうち約600人は交換留学生。Eindhoven、Tilburg、Venloにキャンパスを構えている。

無

都市

ｱｲﾝﾄﾎｰﾌｪﾝ/ﾃｨﾙﾌﾞﾙﾌ/ﾌｪﾝﾛｰ

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://fontys.edu/Study-at-Fontys/Practical-information-1/Arriving-in-The-Netherlands-1/Accommodation.htm

経費 Living expenses (all-inclusive):€ 600-950/月、Accommodation rent:€ 350-630/月、Visa costs:€ 207 first year、All-in insurance (optional):€ 440-690/月

他学部履修 不可

備考

秋学期：8月下旬-2月上旬、春学期：2月上旬、7月下旬学年暦

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

可

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

2
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国・地域

ﾏﾙﾀ共和国

大学名

ﾏﾙﾀ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80(W:20）以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0（W:6.0, R:5.5, L:5.5, S5.5)以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.um.edu.mt/international/incomingvisiting/

コースリスト・シラバス

https://www.um.edu.mt/studentlife/internationalopportunities/courselists/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
82か国750名の留学生を含む11,500名の学生が、フルタイムまたはパートタイムで学位取得課程、またはディプロマコースを受講。メインキャンパスはMsidaにあり、バレッタとマルタの姉妹島ゴゾにも
キャンパスがある。教員（教授など）数1,100名、14学部（※）、研究所、センター、舞台芸術学校がある。図書館は100万冊を所蔵、電子ジャーナル60,000部、雑誌および電子書籍308冊を購読している。
※14学部：芸術、構築環境、口腔外科学、経済学、管理・会計、教育、エンジニアリング、健康科学、情報通信技術、法律、メディア・知識科学、医学・外科、科学、社会福祉・神学

無 - Students need to book online for accommodation themselves.

都市

ｲﾑｼｰﾀﾞ

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://maltauniversityaccommodation.com/campus-hub/

経費 生活費：約1,100ユーロ/month
https://www.um.edu.mt/international/students/livingcosts/

他学部履修 不可 - Students can only select study-units from this link: https://www.um.edu.mt/studentlife/internationalopportunities/courselists/

備考

https://www.um.edu.mt/study/datesdeadlines/importantdates/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

学部生のみ

出願制限 有 - Exchange Students cannot follow classes from the Faculty of Health Science, The Faculty of Medicine and Surgery and the Faculty of Dental Surgery.

募集人数

2
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国・地域

ﾄﾙｺ

大学名

中東工科大学

授業使用言語

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)

79以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

Medium of instruction at METU is 
English at all levels and all 
programs. Hence no other language 
proficiency except for English is 
required in professional/academic 
lives of the students. In their 
daily lives, basic level of 
Turkish language is suggested.

交換留学関係

https://ico.metu.edu.tr/application

コースリスト・シラバス

http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
トルコの大学には、国際政治、経済上の観点からばかりでなく、オスマン・トルコ帝国時代の（正負の）歴史への関心の広がりから、ロシア・中央アジア・イラン・ギリシャ・中東諸国など世界各地から
学生・院生が留学してきている。中東工科大学では、すべての授業が英語で行われており、またそのことが、学部学生・大学院学生の留学を容易にする理由ともなっており、多くの留学生が在籍してい
る。極めて国際的な雰囲気の中で研究・教育が行われている。工科大学となっているがMITと同様、理系学部ばかりでなく文系学部も擁するトルコ最難関の大学で、多くの政治家・官僚・外交官・学者・企
業経営者を排出している名門大学である。

有

都市

ｱﾝｶﾗ

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://ico.metu.edu.tr/accommodation
Information about on campus accommodation is sent to selected students after the application deadline (Dormitories may not be offered for every single 
student because of the quota limitation). Dormitories are open to exchange students starting from a week.

経費 生活費： 約400-700ユーロ/月
https://ico.metu.edu.tr/fees-and-costs

他学部履修 可

備考

https://oidb.metu.edu.tr/en/academic-calendar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

2
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国・地域

香港

大学名

香港城市大学

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上(法学部以外）
3.0以上（法学部）

語学要件：TOEFL(iBT)

79以上（法学部以外）
100以上（法学部）

語学要件：IELTS(Academic)

6.5（法学部以外）
7.0（法学部）

語学要件：その他

こちらも確認してください。
https://www.admo.cityu.edu.hk/intl/
international/entreq#eng

交換留学関係

http://www.cityu.edu.hk/geo/ies_introduction.htm

コースリスト・シラバス

https://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1984年に設立された、香港・九龍にある総合大学。6学部、約20,000名の学生が学んでおり留学生の受け入れも積極的に行っている。現在は約25カ国からの留学生が学んでいる。ビジネス関連を重点科目と
して強化したことから、ビジネス学部が有名。

無 - Students may apply for on-campus housing but room offerings are not guaranteed.

都市

香港

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.cityu.edu.hk/sro/

経費 http://www.cityu.edu.hk/geo/ies_costlivenfin.htm

他学部履修 可 - Students can take courses offered by different departments. However, they are not allowed to take courses offered by the School of Graduates Studies. 
Exchange students are only allowed to take undergraduate courses.

備考

https://www.cityu.edu.hk/arro/ac_calendar.asp学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

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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国・地域

香港

大学名

香港大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上（economics,business）
3.2以上（法学部）

語学要件：TOEFL(iBT)

93以上(法学部以外)
97以上(法学部)
※備考欄参照のこと

語学要件：IELTS(Academic)

7.0(with no subtest below 6.5)
※備考欄参照のこと

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://intlaffairs.hku.hk/avail_program.php?pid=5&type=incoming

コースリスト・シラバス

https://intlaffairs.hku.hk/avail_program.php?pid=5&type=incoming

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1911年に設置され、英語で授業を行う香港最古の大学。著名な卒業生では孫文がいる。
学生数は約22,000人（学部11,000人、大学院11,000人）。QS世界大学ランキングでは25位にランクインしている大学。

無

都市

香港

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.cedars.hku.hk/index.php?route=accommodation/accommodation

経費 https://www.cedars.hku.hk/index.php?route=information/download&hash=f0a3eff0b972fd1e18b67c1ea42f38d0

他学部履修 可 - Students should meet higher entry requirements if they are applying for Faculty of Law Faculty of Business & Economics

備考 語学要件は以下に詳細が記載されていますので、確認して下さい
https://intlaffairs.hku.hk/attachment/upload/files/HKU%20English%20Proficiency%20Proof%20Requirement.pdf

http://aao.hku.hk/sy3/plan-of-study/important-academic-dates/学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

免除

募集対象

学部生のみ

出願制限 有 - Programmes or courses offered by the following Faculties are not opened to exchange students: Faculty of Dentistry, Li Ka Shing Faculty of Medicine, BSc 
(Exercise and Health) Programme. Most final year project courses provided by all faculties.

募集人数

2
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国・地域

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

大学名

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80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://international.ui.ac.id/exchange/

コースリスト・シラバス

https://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-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
学生交換協定は2013年締結。1849年設立、13の学部を持つ総合研究型大学。インドネシアのデポック（ジャカルタ）に広大なキャンパスを持つ。インドネシアではトップの大学であり、現在では約35,000
人の学生が学んでいる。世界トップレベルの大学と強い協力関係を持っている。

無

都市

ﾃﾞﾎﾟｯｸ(ｼﾞｬｶﾙﾀ)

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 As the number of rooms available in our university dormitory are very limited, we suggest students to find off-campus housing

経費 Estimated Budget per month
- Housing: IDR 3.500.000/USD 248   - Meals: IDR 3.100.000/USD 229   - Books and supplies: IDR 750.000/USD 53 - Transportation: IDR 500.000/USD 36 
- Communication & Internet Connection: IDR 500.000/USD 36  - Photocopies: IDR 300.000/USD 21 - Personal monthly needs: IDR 1.000.000/USD 71
- Incidentals: IDR 500.000/USD 36 Total: IDR 10.150.000/USD 720

他学部履修 可 - With approval from their academic advisor at host faculty at Universitas Indonesia

備考

Semester 1 (tentative):End August/Early September-End December/Early January
Semester 2 (tentative): Early February-Mid June

学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 The following is a reference faculties that are offered for inbound exchange to Universitas Indonesia: 
1. Faculty of Medicine  2. Faculty of Public Health 3. Faculty of Engineering 4. Faculty of Law 5. Faculty of Economic and Business 6. Faculty of Computer 
Science 7. Faculty of Psychology 8. Faculty of Social and Political Science 9.Faculty of Humanities

募集人数

2
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国・地域

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

大学名

ｶﾞｼﾞｬﾏﾀﾞ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

70以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://admission.ugm.ac.id/

コースリスト・シラバス

https://admission.ugm.ac.id/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
古都ジョクジャカルタに位置し広大なキャンパスを持つ。ジャカルタにあるインドネシア大学と並んでインドネシアで学術的に水準の高い大学として評価されている。ジャワ島、スマトラ島、スラウェシ
島などインドネシア全域から優秀な学生が集まり、極めて水準の高い日本語学科を持つ。本学からの留学生は前期にINCULSプログラムを受講し、後期に学部の授業を受ける場合が多い。

無

都市

ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ

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://residence.ugm.ac.id/

経費 生活費 100-200USD/month  滞在許可申請等の費用 200-350USD (留学期間による）

他学部履修 可

備考

Semester 1　August – January   
Semester 2　February – June

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

2
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国・地域

ﾀｲ

大学名

ﾀﾏｻｰﾄ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

備考欄を確認してください

語学要件：TOEFL(iBT)

61-80 備考欄を確認してください

語学要件：IELTS(Academic)

5.5-6.5　備考欄を確認して下さい

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=381

コースリスト・シラバス

https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=364 (annually updated in March)

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1934年創立。バンコク市に位置する、タイの最も主要な大学のひとつ。26学部（法学、商学、会計学、政治学、経済学、ジャーナリズム、マスコミュニケーション、人文科学、理工学、社会行政学、工
学、医学、保健学、歯学、看護学など）を擁する総合大学。現在、約36,000人の学生が在籍している。中央大学の拠点が法学部棟内に設置されている。
　本学からの留学生はThai Studies Programで、タイ語及び英語で行われるタイ事情（タイの社会と文化、宗教、民族、メディア、歴史、法律、文学、建築等）に関する授業を受講する場合が多い。

無

都市

ﾊﾞﾝｺｸ

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://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=400

経費 You may refer to the fact sheet link: https://oia.tu.ac.th/images/Exchange/2021/TUFactSheet2021.pdf

他学部履修 可

備考 GPA requirement depends on the selected program, please refer to the criteria on our website: 
https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=487 (*This information is annually updated in March)

https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=472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

2
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国・地域

ﾏﾚｰｼｱ

大学名

ﾏﾗﾔ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

80以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://gem.um.edu.my/inbound-long-term-home

コースリスト・シラバス

https://gem.um.edu.my/inbound-long-term-module-selection

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
マレーシアの最高学府でクアラルンプール郊外に位置する総合大学。学生数約20,000人、教員数は2,500人を超える。これまでにマレーシアの首相やシンガポールの国家元首、最高裁長官を排出している名
門。2016年のQS世界大学ランキングでは133位。

無 - Student accommodation information will be provided but not guaranteed.

都市

ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ

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://gem.um.edu.my/inbound-long-term-info-package

経費 https://gem.um.edu.my/inbound-long-term-home   
> Fees & Cost of Living
Approximately starting from MYR1000 onwards per month

他学部履修 可

備考 90% of the courses will be taught in English except for the Introduction to Malay Language and the courses taugh under the Academy of Malay Studies will be 
fully in Malay Language.

https://gem.um.edu.my/inbound-long-term-info-package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 - 1. The university does not offer modules from the Faculty of Dentistry, Medicine and Pharmacy for mobility programmes.
2. Undergraduate students are not eligible to take postgraduate modules, but Postgraduate students are allowed to take both undergraduate and postgraduate 
modules.

募集人数

2

42/53 ページ



国・地域

ﾏﾚｰｼｱ

大学名

ｳﾀﾗﾏﾚｰｼｱ大学

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

59以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

交換留学関係

http://www.ciac.uum.edu.my/mobility

コースリスト・シラバス

未決定

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
マレーシアの国立大学でタイ国境近くに1984年に設立された大学。マレーシアでは唯一の全寮制の大学で治安がかなりよい。

有 - we provide a wide range of living accommodations with costs.

都市

ｹﾀﾞｰ州Sintok

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://drive.google.com/file/d/1ytSbLzFqnVm9sOqfsiAyA0anHqF2G6FH/view

経費 https://www.completeuniversityinfo.com/universities/asia/malaysia/kedah/sintok/universiti-utara-malaysia/

他学部履修 可

備考

http://hea.uum.edu.my/index.php/academic-calendar-ug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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国・地域

ﾏﾚｰｼｱ

大学名

ﾏﾚｰｼｱ科学大学

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)

79-80以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://imcc.usm.my/v2/services/

コースリスト・シラバス

https://imcc.usm.my/v2/services/

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
マレーシア科学大学は1969年に創設されたマレーシア北部ペナン州のペナン島に立地する国立の総合大学である。技術系、科学系、リベラルアーツ系、健康科学系に分かれて26学部を擁し、学生数は約
30,000人である。

備考欄参照

都市

ﾍﾟﾅﾝ州ﾍﾟﾅﾝ島

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://hac.usm.my/

経費

他学部履修 可

備考 Graduate student can take Undergraduate Courses. However, Undergraduate student cannot take Graduate Courses. 
  
So far, we only offer courses under Graduate School of Business for Graduate student.    Currently USM are promoting two type of rooms, Normal Room & Premium 
Room. 
For Normal Room, application to be made via IMCC and the place is guaranteed. 
However, for Premium Room, student need to apply directly via Housing & Accommodation Centre (HAC), https://hac.usm.my/ . It only offer upon availability.

https://imcc.usm.my/v2/services/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

44/53 ページ



国・地域

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

大学名

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ大学

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)

93以上

語学要件：IELTS(Academic)

7.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.smu.edu.sg/global

コースリスト・シラバス

https://publiceservices.smu.edu.sg/psc/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/SIS_CR.SIS_CLASS_SEARCH.GBL?&

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
社会のリーダーや起業家を輩出することを目的にシンガポール政府が出資して2000年設立。6つの学部とスクール、12の修士課程を提供している。学生数は約8,000人。シンガポールの中心部に位置し、実
業界とのつながりが強い。少人数制でゼミ形式の教育を特徴としている。学生は非常にストイックかつ勉強熱心のため、そういった中で自分を成長させたいという人にオススメ。

無

都市

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

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.smu.edu.sg/global

経費 https://www.smu.edu.sg/global

他学部履修 可

備考

https://inet.smu.edu.sg/sites/courses/Documents/Current%20or%20Future%20Academic%20Calendar/2021-2022/2021-22.pdf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

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

1
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国・地域

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

大学名

南洋理工大学人文社会科学部

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)

6.0以上(ただし、writingセクションについては、6.0以上)

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://www.ntu.edu.sg/education/student-exchanges

コースリスト・シラバス

https://www.ntu.edu.sg/education/student-exchanges

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1955年設立の国立大学であり、理工学系の研究が強いことが知られている。現在では4学部・大学院で12の学科と5つの独立した機関を有する。学生数は約33,000人（学部23,000人、大学院10,000人）で、
2016年のQS世界大学ランキングでは13位、同アジアランキングでは2位に入るトップランクの大学。学生は非常にストイックかつ勉強熱心のため、そういった中で自分を成長させたいという人にオススメ。

無 - Students are still able to submit their application for on-campus housing, however, it shall be on availability basis due to the current safe management 
measures implemented, which limits.

都市

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

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.ntu.edu.sg/life-at-ntu/accommodation

経費  https://gem.ntu.edu.sg/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgramAngular&id=10006 

他学部履修 可

備考 College of Humanities, Arts and Social Science(CoHASS)への留学のみ認められる。　

https://www.ntu.edu.sg/admissions/matriculation/academic-calendars学年暦

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

GEM-Trailblazer@ntu.edu.sg

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限  https://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/

募集人数

1
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国・地域

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

大学名

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾃﾞｨﾘﾏﾝ校

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)

61以上

語学要件：IELTS(Academic)

―

語学要件：その他

―

交換留学関係

https://drive.google.com/file/d/1i3zIqa8QaYFxzotzrYnnao5ClO2eXZNR/view

コースリスト・シラバス

https://our.upd.edu.ph/acadprog.php

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
フィリピン大学はフィリピンのみならず、東南アジア全域でもトップクラスの大学であり、フィリピン国内に１１のキャンパスがある。ディリマン校はマニラ首都圏のケソン市にあり、１１のキャンパス
の中でも最大規模。東京ドーム約100個分の敷地のため、キャンパス内はジプニー（乗合タクシー）で移動する。

有

都市

ｹｿﾝ

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 Acacia and Centennial Dormitory (https://studenthousing.upd.edu.ph/?page_id=1058)

経費 Please see Financial Matters: https://international.upd.edu.ph/programs/student-mobility/study-in-upd/

他学部履修 不可 - If the student is an undergraduate, who wishes to take graduate classes (classes numbered from 200 and above), they are to ask for the permission of 
the professor for that class.

備考

Fall/First Semester : September to December*
Spring/Second Semester : January to May*
Summer/Midyear Term : June to July*

学年暦

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

TOEFL iBT Home Editionのみ可

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 有 - Students can't take classes from College of Law.

募集人数

5
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国・地域

ｱﾒﾘｶ

大学名

ﾃｭﾚｰﾝ大学ﾛｰｽｸｰﾙ【法学部・法学研究科（修士課程のみ）】

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)

7.0以上

語学要件：その他

※注意
・本学の学部生が留学に行く場合でも、
現地ではマスタープログラム（大学院修
士課程）を履修することになります。
・交換プログラム参加前に、本学におい
て大学院生は少なくとも１年間、法学部
生は少なくとも５学期間の学部での学習
を修了していなければなりません。

交換留学関係

https://law.tulane.edu/academics/international/exchange

コースリスト・シラバス

https://law.tulane.edu/academics/course-descriptions

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
テュレーン大学は、1834年にアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズに創立の私立大学で、ヒドゥン・アイビー（グループ化されていないが高い教育レベルを誇る大学群）に数えられる。大規模な
研究型の大学だが、一人ひとりの学生に行き届いた指導が提供されている。平均的なクラスの人数は21人。200以上のクラブがあり、学生たちは、課外活動にも充実した生活を送っている。テュレーン大学
の主要部分はニューオーリンズの丘の上にある。

無

都市

ﾙｲｼﾞｱﾅ州ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞ

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://law.tulane.edu/students/new-orleans-living

経費 生活費：$12,073/semester, $24,219/year
https://law.tulane.edu/admissions/financial-aid/cost

他学部履修 法律系科目以外の科目は１科目のみ履修可 - Exchange students can take any course offered by the Law School, subject to the prerequisites for any given course, 
with the exception of certain clinical and skills-related courses.  Exchange students are allowed to take one non-law

備考 ・本学の学部生が留学に行く場合でも、現地ではマスタープログラム（大学院修士課程）を履修することになります。
・交換プログラム参加前に、本学において大学院生は少なくとも１年間、法学部生は少なくとも５学期間の学部での学習を修了していなければなりません。
・現地での科目履修には履修条件（本学での履修履歴）が必要になる場合があるのでご自身でよく調べてください。
・要テューレーン大学保険加入　$359/semester

https://law.tulane.edu/academics/calendar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3年以上、大学院生（修士）

出願制限 無

募集人数

2
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国・地域

ｵﾗﾝﾀﾞ

大学名

ｴﾗｽﾑｽ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ大学法学部【法学部・法学研究科のみ】

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)

90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

https://www.eur.nl/en/esl/education/exchange

コースリスト・シラバス

https://www.eur.nl/en/esl/education/exchange

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
7学部3機関があり、学生数は約26,000人。Health, Wealth, Governance, Cultureの4分野に力を入れており、Governanceの分野に法学部が含まれている。カリキュラムの特色は、academic thinking と
practical training の組み合わせ。法律事務所や国際裁判所、国際的企業へのfieldtripにより、法実務経験、特に国際ビジネス分野での法実務経験を積む機会が設けられている。

無

都市

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ

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.eur.nl/en/education/study-rotterdam/living-here/housing-international-students

経費 https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/financial-matters/costs-living-nl

他学部履修 不可

備考

https://www.eur.nl/en/esl/education/exchange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 - 留学前に中央大学で最低2年間の課程（法学部）を修了している方が対象（留学時に3年次以上）。

募集人数

1
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国・地域

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

大学名

ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ工科大学土木環境学部【理工学部・理工学研究科のみ】

授業使用言語

英語

GPA要件

2.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

59以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

交換留学関係

https://admission.itb.ac.id/exchange/#home

コースリスト・シラバス

https://admission.itb.ac.id/registration/nonreguler/mata_kuliah_exchange_web

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
バンドン工科大学の創立は1959年。インドネシア共和国・ジャワ島西部に位置する国立の理工系大学である。インドネシアにおける最も優れた理工系大学と評価される名門校として知られており、学生数
は約２万人で全12学部を有するほか、大学院、研究所が設置されている。

有 - We have dormitories for the foreign students, however he/she has to pay their monthly fees for the dormitories.

都市

ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ

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://asrama.itb.ac.id/

経費 https://partnership.itb.ac.id/accommodation-and-living-costs/

他学部履修 可

備考

https://admission.itb.ac.id/exchange/#schedule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

学部生のみ

出願制限 無

募集人数

3
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国・地域

ﾀｲ

大学名

ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ大学経済学部【経済学部のみ】

授業使用言語

英語

GPA要件

3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

79以上

語学要件：IELTS(Academic)

6.0以上

語学要件：その他

―

交換留学関係

http://exchange.econ.chula.ac.th/exchange/incoming

コースリスト・シラバス

http://exchange.econ.chula.ac.th/exchange/incoming

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
1917年に設立された、タイで最も歴史の古い国立大学でタマサート大学と並ぶタイの最高学府。首都バンコクのほぼ中心に広大で緑豊かなキャンパスを構えている。現在約3万人（大学院生1万人、学部生2
万人）の学生が在籍している。経済学部にはEBAプログラムという英語で授業が行われるコースが設置され、経済学関連のカリキュラムも充実している。

無

都市

ﾊﾞﾝｺｸ

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 http://www.sa.chula.ac.th/cu-i-house/ There or other surrounding condominiums and service apartments. You may choose among these alternatives on what best 
suits your condition and need.

経費 http://exchange.econ.chula.ac.th/exchange/incoming

他学部履修 不可

備考 Only Graduate exchange student not able to study across faculties.

http://exchange.econ.chula.ac.th/exchange/incoming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

4
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国・地域

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

大学名

王立ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ大学【総合政策学部・総合政策研究科のみ】

授業使用言語

英語

GPA要件

※確認中

語学要件：TOEFL(iBT)

※確認中

語学要件：IELTS(Academic)

※確認中

語学要件：その他

※確認中

交換留学関係

※確認中

コースリスト・シラバス

※確認中

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
※確認中

※確認中

都市

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ

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 ※確認中

経費 ※確認中

他学部履修 ※確認中

備考 応募を希望する場合、事前に総合政策学部事務室に相談すること。

※確認中学年暦

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

※確認中

留学先学費

免除

募集対象

学部生/大学院生

出願制限 ※確認中

募集人数

2
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国・地域

ｲﾀﾘｱ

大学名

ﾒｯｼｰﾅ大学工学部【理工学部・理工学研究科のみ】

授業使用言語

英語、イタリア語

GPA要件

学部生2.0以上、大学院生3.0以上

語学要件：TOEFL(iBT)

59以上

語学要件：IELTS(Academic)

5.5以上

語学要件：その他

イタリア語の語学能力証明書（様式G）

交換留学関係

https://www.unime.it/international/incoming-mobility/incoming-students-cooperation-agreement

コースリスト・シラバス

https://www.unime.it/international/foreign-students

2023年度交換留学〔秋派遣〕協定校別募集条件一覧

大学概要
イタリアのメッシーナにある公立大学。大学は11の学部（経済学、教育、工学、人文科学、法律、科学、医学と外科、薬学、政治学、統計学、獣医学）を擁し、学生数は約22,000名である。メッシーナ大
学は自然科学系が強く、特に自然災害に関する研究には数多くの実績がある。工学部のほとんどは英語で行われている。

無

都市

ﾒｯｼｰﾅ

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.unime.it/international/foreign-students
https://www.unime.it/sites/default/files/2022-07/Brochure-2022.pdf

経費 https://www.unime.it/international/foreign-students

他学部履修 可

備考 協定校が求める語学力はCEFR B2以上ですが、上記いずれかの語学要件を満たせば学内応募可能です。

https://www.unime.it/international/foreign-students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

4
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