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世界に飛び出せ中大生！
グローバル社会で活躍 できる人になろう
世界に広がるネットワークを持つ中央大学。
41の国と地域の211校（2022年1月現在）と協定を締結しています。
その中で、以下大学と学生交換（学生交換協定締結を含む）を行い、お互いに交流を深めています。
グローバル社会で活躍できる人を、目指してみませんか？　中央大学から世界へ。

 インド
シンビオシス国際大学

 カンボジア
王立プノンペン大学

 スリランカ
スリジャヤワルデネプラ大学

 オーストラリア
フリンダーズ大学
オーストラリア国立大学
サンシャインコースト大学
アデレード大学
スウィンバーン工科大学
西オーストラリア大学
ニューサウスウェールズ大学
シドニー工科大学
西シドニー大学
ジェームズクック大学

 カナダ
フレーザーバレー大学
ウィニペグ大学
ニューファンドランドメモリアル大学

 アメリカ
チュレーン大学ロースクール
ベネディクティン大学
メアリヴィル大学
イリノイ州立大学
アリゾナ大学
セント ･トーマス大学
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
東テネシー州立大学
パデュー大学ウエスト・ラファイエット校
カリフォルニア大学バークレー校
サンディエゴ州立大学
カリフォルニア大学デイヴィス校
ハワイ大学マノア校
テネシー大学ノックスビル校
ハワイ大学ヒロ校
ミシシッピ大学
ノースカロライナ大学アシュビル校

 韓国
高麗大学
延世大学
成均館大学
中央大学
ソウル国立大学
檀國大学
淑明女子大学
梨花女子大学
江南大学
漢陽大学
慶熙大学
仁荷大学
建国大学
嶺南大学
仁川大学
済州大学校工学部・大学院（工学系）

 中国
雲南大学
雲南師範大学
昆明理工大学
南開大学
北京大学
中国政法大学
清華大学
重慶大学
大連大学
陝西師範大学
北京科技大学
中央民族大学
上海理工大学
大連外国語大学
河海大学
四川大学
上海交通大学
天津理工大学
香港大学
香港城市大学
北京師範大学
厦門大学
華東政法大学
武漢大学
首都師範大学
浙江工業大学

 台湾
国立政治大学
東呉大学
国立中山大学
国立中央大学
南台科技大学
国立台湾大学
国立台北大学
国立曁南国際大学人文学院
国立高雄師範大学

 ベトナム
ベトナム国家大学ハノイ校
ハノイ科学技術大学

 ミャンマー
ヤンゴン大学

 タイ
タマサート大学
カセサート大学
チュラロンコン大学経済学部
チェンマイ大学

 マレーシア
マラヤ大学
ウタラマレーシア大学
マレーシア科学大学

 シンガポール
南洋理工大学人文社会科学部
シンガポール・マネジメント大学

 インドネシア
ガジャマダ大学
インドネシア大学
バンドン工科大学土木環境学部
ハサヌディン大学

 フィリピン
フィリピン大学
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 アイルランド
ドーセット・カレッジ・ダブリン

 トルコ
中東工科大学

 ベナン
アボメ - カラビ大学工学部、水学部及び農学部

世界に飛び出せ中大生！
グローバル社会で活躍 できる人になろう

ノースカロライナ大学シャーロット校
ミネソタ州立大学マンケート校
ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校

 メキシコ
メキシコ自治工科大学
メキシコ国立自治大学

 ウルグアイ
モンテビデオ大学

 チリ
マゼラン大学

 イギリス
ヨーク大学
シェフィールド大学
カーディフ大学
マンチェスター大学人文科学部
サセックス大学
レスター大学
エッジヒル大学

 スペイン
アリカンテ大学
サンティアゴ・デ・コンポステラ大学
コルドバ大学
サラマンカ大学

 フランス
エクス・マルセイユ大学
ESCP Europe
リュミエール・リヨン第２大学
トゥールーズ - ジャンジョレス大学
ストラスブール大学
パリ・ナンテール大学
リヨン政治学院
パリ・シテ大学
ソルボンヌ・パリ・ノール大学
トゥール大学
イーエム・ノルマンディー・ビジネススクール

 ベルギー
ブリュッセル自由大学

ルーヴァン・カトリック大学
サンルイ（ブリュッセル）大学

 オランダ
エラスムス大学ロッテルダム法学部・
歴史文化コミュニケーション学部
フォンティス高等職業教育機関

 イタリア
ミラノ・ビコッカ大学
メッシーナ大学工学部

 スイス
西スイス応用科学大学
ジュネーヴ大学

 ドイツ
ヴュルツブルク大学
テュービンゲン大学
ミュンスター大学
ベルリン自由大学
オスナブリュック大学
ベルリン・フンボルト大学
フランクフルト金融経営大学
ミュンヘン大学法学部
アーヘン工科大学土木工学部・機械工学部

 デンマーク
コペンハーゲン大学
南デンマーク大学

 スウェーデン
ストックホルム大学
リンネ大学

 クロアチア
ザグレブ大学

 セルビア
ベオグラード大学

 マルタ
マルタ大学

C O N T E N T S
先輩たちの体験記�������� 3

留学への第一ステップ���� 8

留学制度��������������� 9

交換留学先一覧� ������� 18

渡航準備�������������� 19

中央大学学則・規定������ 28

STUDY ABROAD GUIDE BOOK 2023 ｜ 2



留学先で出会った親友と 筆者が所属した
バレーボール部の試合中の

１コマ（４番が筆者）

イギリスを象徴するビッグベンと
電話ボックスの前で

Experiences of seniors
先 輩 たちの 体 験 記

イギリス
レスター大学
国際情報学部
国際情報学科 アラン江玲奈
留学期間 2021 年 9 月〜 2022 年 6 月
留学時の学年 3 年次

England

　高校時代の短期留学、大学 2 年生のグローバルスタディーズプログラムの参加を経験し
海外に興味を持ちました。大学在学中に交換留学の制度を利用し長期間アメリカに行きた
いと考え、アメリカの東テネシー州立大学へ交換留学を決めました。
　留学中は留学生、現地の学生との交流やテネシー州の自然を生かしたアクティビティを
通じ、多くのことを学びました。また、留学先は、私が住んでいる東京の生活とは大きく
異なり、広大な敷地と自然に囲まれた生活でした。大学での講義や語学から得る知識の他
に、現地での生活で得たものが自分の中で貴重な経験になりました。
　新型コロナウイルス感染症流行の影響で帰国が早まり、帰国を余儀なくされました。予
定より早い帰国になりましたが、私がアメリカで生活した 7 ヶ月間の生活は、これからの
私が生きていく上での糧になると強く感じています。

アメリカ
東テネシー州立大学
理工学部
人間総合理工学科 佐治　恭眞
留学期間 2019 年８月〜 2020 年 5 月
留学時の学年 3 年次

America 大学の Fall Break キャンププログラム大学のフットボールの試合

　イギリス人の父と日本人の母を持つ私には、常にイギリスに行きたいという願望があり
ました。コロナによって予定通り 2 年生のうちに行くことはかないませんでしたが、3 年
次にメディアを勉強するために渡英しました。
　実際に留学に行って良かったと思うことを一つあげるとすれば、多様な背景や異なる人
種の人々に出会い、同じコミュニティの中で長期間接することができた点です。私が行っ
たレスターという場所は、もともと人口の半分近くの人の第一言語が英語ではないという
ほど多様性に富んだ地域だったのもあり、大学にも海外からの学生が多くいました。ヨー
ロッパも国々はそれぞれの距離が非常に近いため、行き交いが多くあります。実際にイギ
リスに留学生として行ったからこそ、イギリスだけではないさらに多くの文化に触れるこ
とができ、自らの視野を広げることが出来た点から、留学へ行ったことは人生の財産になっ
たと言えると思います。
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留学生の友人たちとのパリ旅行友人とミラノの
ドゥオモ大聖堂にて

帰国前日にパリの
オペラ座の前での写真

Experiences of seniors
先 輩 たちの 体 験 記

　私は幅広い法律・政治の学習とフランス語を上達させたいと思い、3 年次からフラン
スのリヨン政治学院に長期留学を行いました。中央大学では主に国際法の学習に力を
入れていましたが、国際政治も勉強したいと思い、現地では国際関係や地政学などを
勉強していました。
　留学に行くにあたって大変だったのは事前の準備です。語学はもちろんですが、興
味ある科目の専門的な知識がないとなかなか現地でも思ったように学習ができないと
思います。また、現地の生活でもパンデミックの中での留学生活だったので規制が厳
しい中なんとか生活していました。
　今回の留学は特殊な状況でしたが、留学をすることによって自らをもう一つ上のレ
ベルに成長できると思います。理不尽な状況での交渉力や国際的な集まりでの振る舞
い方など常に頭を使って生活していました。日本では経験したことがない状況に遭遇
することが大きな成長につながると思うので留学を考えている方には是非経験して欲
しいです。

　大学在学中のドイツへの長期留学を決意したきっかけは、高校時代の交換留学でした。
大学入学後もドイツでの生活を忘れられず、チャンスがあるならもう一度、と思い留学
を決めました。ヨーロッパの中でも特にグローバルな都市として知られるベルリンです
が、想像以上に多国籍多文化な環境でした。現地では寮生活で、国籍も年齢も様々なルー
ムメイト 5 人と暮らしていました。物や場所の利用方法、掃除についてなど、6 人も揃
えば意見はみんな同じというわけにはいかないこともありましたが、そこでは話し合い
で解決していました。まず私はどう考えるのか、そして人の意見を踏まえて再度私が何
を思うのかを考える習慣が身に付き、この話し合いの経験が私自身をより良く知ること
につながりました。ベルリンのとある学生寮に縁あって集まったルームメイト達との仲
を深められた時間は、私にとってこれからも大切な思い出です。

フランス
リヨン政治学院
法学部
国際企業関係法学科 キャパー　マイケル
留学期間 2021 年 8 月〜 2022 年 6 月
留学時の学年 3 年次

France

ドイツ
ベルリン自由大学
文学部
人文社会学科 永井　 麦
留学期間 2021 年 9 月〜 2022 年 8 月
留学時の学年 2 年次

Germany
ルームメイトとランチ 旅行先のポルトガルベルリンの広場
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学生寮対抗のバンドバトルにて 舞踏会で最終日のお見送り

教授とクラスメートと共に友人と
ウェルカムパーティーにて

大学の外観

　長期留学は大学に入って一番成し遂げたいことでした。私は留学を通して、大学生の
うちに長期間異国の地に身を置くこと、多様な価値観に触れることに非常に意味があっ
たと感じています。
　私の通っていたマルタ大学は他学部履修が可能で、興味があった経営学とジェンダー
学系の授業を中心に履修を組みました。また、座学だけではなく、実践活動を通して様々
な人と出会い、色々な経験をしたいという想いから、大学内の Degree Plus というプ
ログラムを利用して、現地 NGO でボランティアをしたりスポーツのクラスを取ったり
しました。
　コロナ禍真っ只中でホテル隔離からスタートした留学生活。その経験も今となっては
良い思い出です。日本で大学生活をしているだけでは決して味わうことのできない達成
感や焦燥感など様々な刺激を受け成長することができたと思います。留学に行くにはい
くつもの壁を乗り越えなければならないかもしれませんが、ぜひ諦めずに挑戦してみて
ください。

　高校生の時から海外留学に強い関心があり、中央大学の授業で興味を持った言語学を
学ぶために、西オーストラリア大学への交換留学を決めました。留学中は Language 
as a cognitive system や How language shapes society といった授業を履修し、英
語の勉強も継続して行いました。
　私は留学を通して、計画力と実行力を身に着けることができました。限られた時間
での留学生活において、より効率的に語学力の向上や様々なイベントに参加をするた
め、日々勉強や遊びなどスケジュールを立て、その通りに実行していくことを心がけ
ました。また、授業やスポーツ大会、パーティーといった学生寮・大学主催のイベン
トを通し、世界中様々な国や地域にバックグラウンドを持つ学生と交流ができ、文化観・
価値観を広げることができました。
　私にとって西オーストラリアでの 1 年間はかけがえのない時間になりました。この
経験を活かし、今後の語学学習や海外大学院進学への準備に励んでいきたいと思いま
す。

オーストラリア
西オーストラリア大学
文学部
人文社会学科 小川　瑠翔
留学期間 2019 年 12 月 ~2022 年２月
留学時の学年 3 年次

Australia

Experiences of seniors
先 輩 たちの 体 験 記

マルタ
マルタ大学
国際経営学部
国際経営学科 奥山　千波
留学期間 2021 年 9 月〜 2022 年 6 月
留学時の学年 3 年次

Malta
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友人たちと
バドミントン観戦

マラヤ大学の学生と
パーティーにて

マラヤ大学の
モニュメント前にて

　マーケティングについて学習するために、オランダ・フォンティス応用科学大学に 1 年
間の交換留学をしました。フォンティス応用科学大学では、グループワークやコンサルティ
ングプロジェクト等を通して実践的な知識を身につけることができ大変満足しています。
　留学を通して得ることのできた最大の成果は “ 自信 ” です。学術面はもちろんのこと、
慣れない土地での生活や人々との交流から多くを学び、気づきを得ることができました。
また、3 年次からの留学ということで就職活動にも現地から取り組み、納得のいく結果を
残すことができました。素晴らしい仲間たちに恵まれ、将来へと繋がる形で終えることの
できたこの留学は、今までの人生で最高の思い出です。

　私は「日系企業のアジア進出を支援する人材」になりたいと考え、東南アジアの経
済を学ぶためにマレーシアのマラヤ大学への交換留学を行いました。留学先大学では
マレーシア経済やイスラム金融の授業を履修し、加えて日本語教室を行いました。
　私が留学を通して得たものは、「広い視野で物事を見る思考力」です。経済学の授業
だけでなく、宗教や文化に関して多様な学生と学んだことで伸ばすことができました。
特に、イスラム金融の講義は印象的でした。イスラム教の知識がなかった私にとって
一から学ぶことは大変でしたが、クラスメートと教授に積極的に質問をし、主体的に
行動することで多くの知識を得ることができました。さらに、授業において自分の意
見や考えを求められる機会が多く、しっかりと伝える対話力・議論する力も培うこと
ができました。
　今後も留学で得た知識と経験を生かし、社会の一員として貢献できる人になりたい
です。

オランダ
フォンティス
応用科学大学
国際経営学部
国際経営学科 松村　 岳
留学期間 2021年 8 月から 2022 年８月
留学時の学年 3 年次

Netherlands

マレーシア
マラヤ大学
経済学部
経済学科 多田　淳平
留学期間 ２０２１年９月〜２０２２年９月
留学時の学年 ４年次

Malaysia

Experiences of seniors
先 輩 たちの 体 験 記

留学中は様々な国を訪れました
（写真はウィーン）

近所の公園にて1 年間過ごした街
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 どんな留学制度がありますか？ 

▲ ▲

P.8，9
 交換留学ではどこの大学に留学できますか？ 

▲ ▲

 P.31~
 どのような手続きが必要ですか？ 

▲ ▲

 P.13，14
 いつまでに語学力試験を受ければ出願に間に合いますか？ 

▲ ▲

 P.24
 留学するにはどのような条件がありますか？ 

▲ ▲
 P.10

 認定留学出願時の機関別条件が知りたいです。 

▲ ▲

 P.11，12
 どのようなスケジュールで出願すればいいですか？ 

▲ ▲

 P.13，14
 留学中に修得した単位は、中央大学での修得単位になりますか？ 

▲ ▲

 P.15
 後期から留学する場合、中央大学で前期に履修した通年科目はどうなりますか？ 

▲ ▲

 P.15
 奨学金の制度はありますか？ 

▲ ▲

 P.16-17
 どのように留学の準備をすればいいですか？ 

▲ ▲

 P.19-26
 留学後の就職活動はどうなりますか？ 

▲ ▲

 P.27
 その他よくある質問FAQ 

▲ ▲

 P.30

大切な人生のピースを
見つけるために
新たな世界へ踏み出そう
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First step to study abroad
留 学 への 第 一ステップ

1.留学の目的
留学を計画するにあたって最も大切なことは明確な目的意識を持つことです。広い意味で留学をとらえれば、異文化体験、語学力向上、専攻分
野の研究を深めるなど、多様な目的が考えられます。
どのような目的を設定するにしても、帰国後の人生設計と合わせて、その目的を明確にすることが第一です。その目的に照らして、留学先、留学
形態を慎重に考えることが求められます。
また、留学に際しては、肉体的・精神的・経済的な負担も少なからず伴いますから、最初に明確な目的・目標を設定することにより、途中で挫折
することなく、留学経験を実りあるものとすることができるでしょう。

2.中央大学の留学制度
中央大学には以下の留学制度があります。

 交換留学
本学の許可を得て、中央大学の協定校に半期または1年間
留学する際に適用されます。募集時期は年に２回（春派遣

〈オーストラリア・韓国〉：留学する前年の6月、秋派遣：同
11～12月頃）で、希望者は応募書類を学部事務室・大学院
事務室に提出します。
その後、各学部・研究科における選考、国際センターにおけ
る全学的な調整を経て留学が決定します。半期（セメスター）
の場合も1年間の場合も、留学開始時期は同時期となります。
最終学年に留学する場合は卒業認定に影響が出る可能性が
あります。また、所属学部・研究科のカリキュラムによっ
ては、留学年度の科目履修に制限がかかる場合があるので、
注意が必要です。

 ISEP（アイセップ）
本学の許可を得て、57カ国350大学以上の高等教育機関の
ネットワークを有する1979年に米国で設立された世界最
大級のコンソーシアムである ISEP（International Student 
Exchange Programs）加盟大大学に留学する制度です。
募集時期及び選考方法は交換留学と同様です。学内応募の
際、交換留学協定校との併願は可能です。

 認定留学
協定校以外でも学生各自が留学希望校を選定・応募し、受
入承諾を受け、また、本学が認定留学先として認めた海外の
大学に留学する場合に認められます。認定留学においては、

出願校選定・留学希望先への各種問い合わせなど、基本的
には学生自身がすべて行うことになりますので、早い段階
から留学先国の言語能力を高め、応募時期、応募要件、必
要書類など含めて情報収集する必要があり、相当のエネル
ギーを要します。
期間は原則1年間ですが、研究および教育上成果が得られ
ると認められる場合には半期（セメスター）からの留学も認
められます。

 短期留学
年2回（春季・夏季）実施をする、1ヶ月の語学講座と文化
体験により構成されるプログラムです。
春季短期留学への参加で2単位、夏季短期留学への参加で
4単位／2単位が、履修者に対して付与されます。詳細は「短
期留学プログラム募集要項」（国際センター発行）を参照し
てください。
例年9月下旬～10月上旬頃に翌年春のプログラム、3月下
旬～4月上旬頃に夏のプログラムの募集要項が配布され、
説明会が行われます。

 学部が主催する海外派遣プログラム
各学部においても、語学の修得だけでなく、インターンシッ
プやフィールドワーク等を組み込んだ多彩な留学プログラ
ムを展開しています。実施プログラム概要については、中
央大学 web サイト GO GLOBAL のページをご覧ください。
各プログラム詳細・履修可否については、各学部事務室に
お問い合わせください。
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3.どの制度を利用して留学するのか
前頁のうち、どの制度を利用して留学するかは、各自の目的によって異なってきます。目的のほか、所要費用、留学期間などによっても選択は変わっ
てくるでしょう。選択する際の判断基準としては、大きく以下のように分けられます。

交換留学 ISEP 認定留学 短期留学 

目
的
・
目
標

● 1年間又は半期（セメスター）留
学したい。

● 協定校の中に行きたい大学・学
部・コースがある。

● 中大の協定関係を活用したい。

● 1年間又は半期（セメスター）留
学したい。

● 協定校の中に行きたい大学・学
部・コースがない。

● 1年間（またはそれ以上）留学し
たい（半期（セメスター）留学は
各所属機関に確認すること。）

● 協定校の中に行きたい大学・学
部・コースがない。

● 費用はかかっても行きたい大
学・地域がある。

● 留学には関心があるが、長期間、
また、一人で行くことには不安
もある。

● 現地の語学研修を受けてみたい。

情
報
収
集

●  国際センター設置（又は manaba
から閲覧可能）の交換留学生によ
る報告書、協定校からの資料等。

● 中央大学 web サイト留学希望
者の項目から体験談をチェック。

● 国際センター主催の「留学説明
会」等への出席。

● ISEP ウェブサイト（https://
www.isepstudyabroad.org/）
を参照。

● 留学先国の留学情報機関、留学
関係の書籍・雑誌、インターネッ
ト等で情報収集。

● 国際センターで実施する「短期
留学説明会」（春季：10月上旬
頃、夏季：4月上旬頃実施予定）
における職員からの説明、当該
年度参加学生からの体験談等。

● 国際センター発行の「短期留学
プログラム手引き」を参照。

準
備
・
費
用

● 出願する協定校の出願要件（語
学力等）を満たすよう準備。

● 留学先（協定校）の学費は原則
免除。中大の学費は原則納入。

● 留学先学費納入の場合は認定留
学に準ずる。

● 生活費は留学先によって異なる。

● 留学先の出願要件（語学力等）
を満たすよう準備。

● ISEP Exchange（ 授 業 料 免 除
型）と ISEP Direct（費用負担型）
の２つのタイプのプログラムが
ある。

● ISEP Exchange の 場 合、留 学
先の学費は原則免除。

● ISEP Direct の場合、留学先の
学費は原則全学支払。

● 生活費は留学先によって異なる。

● 留学先の募集要件、応募締切に
応じて準備。

● 応募書類はすべて各自で手配
（推薦状、personal statement
など早めの準備が必要。）

● 留学先の学費は原則全額支払。
● 留学先学費が無料の場合、中大

の学費は納入。

● 日常からネイティブの教員によ
る語学の授業に出席するなど
語学力向上へ向けて努力するこ
と。TOEFL など特定の語学要
件は原則として必要としない。

● 現地研修の費用はプログラムに
より異なるが、40万～80万円
程度。

申
込
方
法

● 年に2度の募集期間（募集要項は
毎年4月、10月頃配布）に応募。
学部事務室に必要書類を提出、 
その後学部での面接を受ける。
■ 春派遣：応募時期
▶6月

オーストラリア・韓国
■ 秋派遣：応募時期
▶11月～12月

北米・欧州・中国等
上記以外の国・地域

● 交換留学と同時に、年に2度の
募集期間に応募。所属学部・大
学院事務室に所定の応募書類提
出後、各所属学部・大学院にお
ける選考を受ける。

● 学内選考では「ISEP への出願」
が決定するに留まり、留学が決
定する訳ではない。

● 留学先には各人でコンタクト
し、応募する。（外部の留学斡旋
団体を利用する学生もいる。）

● 留学先から受入承諾書を受け
取った後、認定留学願等を所属
学部・大学院事務室に提出（原
則として留学開始3ヶ月前ま
で。）

● 春季は9月下旬～10月上旬頃、
夏季は3月下旬～4月上旬に募
集。Cplus のアンケートを利用
して応募。

9 ｜ STUDY ABROAD GUIDE BOOK 2023



1.留学条件
中央大学の制度を利用して半期（セメスター）以上の留学を計画する場合には、交換留学・ISEP・認定留学の3種類があります。
交換留学・ISEP の場合、大学の制度を利用するためには、以下の条件・要件を満たす必要があります。
認定留学の場合には、この条件の中で成績や選考について学部ごとで異なる基準を設けていることもありますので、後述の条件（機関別 認定留
学条件）を参照ください。
また、半期（セメスター）留学は所属学部によって対応が異なりますのでご注意ください。

 交換・ISEP・認定留学の条件〔原則〕

学年・取得単位数
● 留学の基本となる資格は、派遣の時点で「学部学生については、本学に1年以上在学し、かつ、在学1カ年につき

28単位以上の単位を修得した者。大学院生については、本学の大学院に1学期以上在学し、かつ、博士課程前期課
程または修士課程の学生にあっては、修得すべき授業科目6単位以上を修得した者」（出願時単位修得見込みで可）。

成績
学業成績平均点 GPA で 
条件が決まっています

● 受入れ先大学で基準がある場合はそれに準ずる。それ以外は以下の基準とする。 
【学部生】GPA が2.00以上
【大学院生】GPA が3.00以上

※ GPA の算出方法については P.12参照。 
※交換留学の場合、留学先によって要件が異なるので留意すること。 
※募集要件については、P31からの募集条件一覧を参考にして下さい。また、詳細は募集要項を確認して下さい。

留学期間
● 交換留学・ISEP の場合は半期（セメスター）又は１年間。
● 認定留学の場合、原則1年間（但し、研究及び教育上成果が得られると認められる場合には、半期（セメスター）

以上の留学も認められる。）

留学先大学 ● 交換留学の場合は本学の協定校で、学生交換を実施している大学。認定留学の場合は、「本学学長が認定した学
士及び学位の授与権を持つ大学」。大学院生の場合、「大学に相当する高等教育・研究機関」を含めることができる。

Study abroad system
中 央 大 学 の 留 学 制 度
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 機関別　認定留学条件
出願校に入学を許可された場合でも、学部・大学院内の選考・基準を満たさない場合、留学を認められないことがあります。
事前によく所属学部・大学院事務室に確認してください。

法学部 
● 学部の国際交流委員会委員による面接審査あり
● 出発日の3ヵ月前までに法学部事務室への申請が必要。ただし、出発予定日が本学の休業期間中にかかるときは、休業期間

の始まる日の2ヵ月前まで。

経済学部 

● 学部の国際交流委員会委員による面接審査あり
● 出発日の3ヶ月前までに経済学部事務室への申請が必要
● 出願時に「語学能力検定試験」能力証明書の提出が必要。但し、「語学能力検定試験」を受けていない場合は、その理由書を

提出し、教員による推薦状を用意する。なお、学内の「基礎学力試験」がある場合は必ず受けること。

商学部 

学部独自の基準あり。
（1）留学開始の時点で本学に1年以上在籍し、かつ在学1カ年につき28単位以上の単位を修得した者。
（2）出願時における最新の GPA が原則として2.0以上の者
（3）  次の語学能力を満たす者 

英語…TOEFL iBT68点以上または IELTS5.5以上 
※ TOEFL iBT の My Best Score は使用できません。 
ドイツ語…ドイツ語検定試験３級程度 
フランス語…フランス語検定３級程度、または DELFA2取得程度 
中国語…HSK4級程度、または中国語検定試験3級程度 
スペイン語…スペイン語技能検定4級程度、または DELE A2以上の合格者 
朝鮮語…ハングル能力検定試験3級程度、または韓国語能力試験（韓国文教部）3級程度 
ロシア語…東京ロシア語学院のロシア語能力検定試験3級程度またはロシア語検定試験入門レベル 
上記以外の言語…各語学能力証明書

理工学部 

（1） 理工学部に1年以上在学し、かつ、在学1ヵ年につき28単位以上の単位を修得した者、または留学までに修得する見込み
の者。

（2）前年度までの通算 GPA が、原則として2.0以上の者。
（3） 留学予定大学の授業で必要とされる言語について、原則として次の言語能力を満たしていることが証明できる者。 

英語…TOEFL iBT58（PBT493）以上または IELTS5.0以上 
ドイツ語…ドイツ語検定試験3級程度 
フランス語…フランス語検定試験3級程度 
中国語…HSK4級程度または中国語検定試験3級程度 
上記以外の言語…上記言語圏が求める語学能力を勘案し、個別に判断する

● 出発前に理工学部事務室および所属学科の交換・認定留学相談担当教員へ事前に確認いただく事項がありますので、出願を
検討する場合は、まずは理工学部事務室へお問い合わせください。

文学部 
● 応募書類として指導教員（専任）の推薦状が必要
● 3か月前までに文学部事務室への申請が必要

総合政策学部 

● 出願時における GPA が原則として2.50以上の者
● 次の語学能力を満たす者  

英語…TOEFL iBT 58または PBT 493または IELTS5.0以上  
ドイツ語…独検3級合格者で、2級合格を目指す者  
フランス語…フランス語検定（DAPF）3級合格程度または DELF、DALF、TCF で B1取得程度  
中国語…HSK4級合格程度または中国語検定試験3級合格程度  
韓国・朝鮮語…ハングル能力検定試験3級合格程度または韓国語能力試験3級合格程度  
アラビア語…以下の2条件を満たすこと：①辞書を使ってアラビア語の新聞を読むことができる／②正則アラビア語による
簡単な日常会話ができる  
マレー・インドネシア語…以下の3条件を満たすこと：①インドネシア語の基本的な文法を習得していること／②身近な事
がらについてインドネシア語で簡単な会話ができること／③辞書を使えば、ごく普通の読み物が理解でき、自分の意思や関
心事について簡単な文が書けること  
ロシア語…東京ロシア語学院のロシア語能力検定試験3級合格程度  
ペルシア語…以下の4条件を満たすこと：①ペルシア語文法をほぼ理解していること／②ペルシア文字を読解できること／③
ペルシア語による簡単な日常会話ができること／④ペルシア語1、2年次の単位を取得していること、または取得予定であること  
ヒンディー・ウルドゥー語…以下の3条件を満たすこと：①ヒンディー語の基礎的会話に支障のない程度の会話力が身につ
いていること／②基本的な文法をマスターし、中等教育程度の文章を理解できること／③1、2年のヒンディ・ウルドゥー語
の単位を修得していること、または取得予定であること  
上記以外の言語…各語学能力証明書

国際経営学部

（1）出発日または留学開始日の3ヵ月前までに国際経営学部事務室に申請が必要
（2）原則として以下の要件を満たす者

●留学開始の時点で、本学に1年以上在学しかつ、在学1ヶ年につき28単位以上の単位を修得した者
●出願時における最新の GPA が原則として 2.0以上の者
●  次の語学能力を満たしていることが証明できる者 

英語…TOEFL iBT 60点以上 (CBT190点以上 ) 又は IELTS 5.0以上 
中国語…HSK 4級程度、又は中国語検定試験 3級程度 
スペイン語…スペイン語技能検定 4級程度、又は DELE A2以上の合格者 
上記以外の言語…各語学能力証明書
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 GPA （Grade Point Average、学業成績平均点） 算出方式

GPA ＝
（科目①の換算ポイント × 単位数）＋（科目②の換算ポイント × 単位数）＋・・・

総単位数（全科目の単位の合計。但し、不合格、未受験を含む）

成績証明書に基づき、随意科目、教職科目、及び不可の科目を除き、下記基準に基づき計算。（小数点第3位を四捨五入）
2021年度入学生まで
学部学生

中央大学の成績評価法 ポイント換算
A 90-100 4ポイント
B 80-89 3ポイント
C 70-79 2ポイント
D 69-60 1ポイント
E 59 以下 0ポイント
F 未受験 0ポイント

例 （科目） （成績） （4 ポイント制への換算） （単位数）

科目① A 4ポイント　　× 4 ＝ 16
科目② D 1ポイント　　× 2 ＝ 2
科目③ F 0ポイント　　× 1 ＝  0

7 18
GPA ＝18÷7＝2.5714･･･ ≒ 2.57 （小数点第3位を四捨五入）

大学院学生
中央大学の成績評価法 ポイント換算

A 90-100 4ポイント
B 80-89 3ポイント
C 70-79 2ポイント
D 69-60 1ポイント

例 （成績） （4 ポイント制への換算） （単位数）

A 4ポイント　　　× 16 ＝ 64
B 3ポイント　　　× 4 ＝ 12
C 2ポイント　　　× 8 ＝ 16
D 1ポイント　　　× 7 ＝ 4

32 96
GPA = 96÷32＝3.00

国際情報学部 

●出発の3ヶ月前までに申請が必要（夏季・冬季休業期間をはさむ場合は休業の2ヶ月前まで）。
●英語教員等による面接審査あり。
● 次の語学能力を満たす者。 
・TOEIC L&R600以上、又は TOEFL iBT61以上、又は IELTS 5.0 
・英語以外の外国語は語学能力検定試験能力証明書等を提出

大学院 詳細は大学院事務室（理工学研究科は理工学部事務室）にお問い合わせください。

専門職大学院 詳細は各専門職大学院事務室にお問い合わせください。

2022年度以降入学生
学部学生

中央大学の成績評価法 ポイント換算
S 90-100 4ポイント
A 80-89 3ポイント
B 70-79 2ポイント
C 69-60 1ポイント
E 59 以下 0ポイント
F 未受験 0ポイント

例 （科目）（成績）（4 ポイント制への換算） （単位数）

科目① S 4ポイント　　× 4 ＝ 16
科目② C 1ポイント　　× 2 ＝ 2
科目③ F 0ポイント　　× 1 ＝  0

7 18
GPA ＝18÷7＝2.5714･･･ ≒ 2.57 （小数点第3位を四捨五入）

大学院学生
中央大学の成績評価法 ポイント換算

S 90-100 4ポイント
A 80-89 3ポイント
B 70-79 2ポイント
C 69-60 1ポイント

例 （成績） （4 ポイント制への換算） （単位数）

S 4ポイント　　　× 16 ＝ 64
A 3ポイント　　　× 4 ＝ 12
B 2ポイント　　　× 8 ＝ 16
C 1ポイント　　　× 7 ＝ 4

32 96
GPA = 96÷32＝3.00
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2.留学手続き
留学の手続きについては、交換留学・ISEP の場合と認定留学の場合で異なります。春派遣・秋派遣別のタイムテーブルは以下の通りです。

（応募期間は変更になる場合があります。出願の際は、事前に必ず募集要項を確認して下さい。）

2024年　春派遣の場合

交換留学・ISEP

留学決定

募集要項配布

協定校への出願

応募書類提出
学部／研究科選考
全学的調整

情 報 収 集
語 学 学 習
留学先認定
申　　　請

入学許可書受領

渡航（時期は行き先による。）

前

航

渡

後
国
帰

ビザ申請 ビザ申請個人で申請

保険加入手続き 保険加入手続き国際センターから申請

渡航準備（航空券手配など） 渡航準備（航空券手配など）個人で手配

認定留学願等提出
（学部／大学院事務室）

留学開始３ヶ月前

所属学部／大学院事務室

入学許可書

単位認定・継続履修
に関する指導

（学部／大学院事務室）

留学許可審査・通知

単位認定・継続履修
に関する指導

（学部／大学院事務室）

中
学
留

帰国届

届け出

報告書

証明書

出発届（出発便決定後）・住所届（現地到着後）

中間報告書（１学期終了後）

単位認定に必要な証明書等を留学先大学に発行してもらう

帰国日決定次第提出

留学終了届
単位認定願

最終報告書・国外留学生アンケート

届け出

報告書

履修上（留学修了・単位認定等）手続き

＠学部事務室／大学院事務室

認 定 留 学

２～６月

2024年
１月中旬

2023年
４月下旬

６月上旬
オーストラリア・
韓国
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2.留学手続き
留学の手続きについては、交換留学・ISEP の場合と認定留学の場合で異なります。春派遣・秋派遣別のタイムテーブルは以下の通りです。

（応募期間は変更になる場合があります。出願の際は、事前に必ず募集要項を確認して下さい。）

2024年度　秋派遣の場合

交換留学・ISEP

留学決定

協定校への出願

応募書類提出
学部／研究科選考
全学的調整

情 報 収 集
語 学 学 習
留学先認定
申　　　請

入学許可書受領

前

航

渡

認定留学願等提出
（学部／大学院事務室）

留学開始３ヶ月前

所属学部／大学院事務室

入学許可書

単位認定・継続履修
に関する指導

（学部／大学院事務室）

留学許可審査・通知

単位認定・継続履修
に関する指導

（学部／大学院事務室）

募集要項配布

中
学
留

帰国届

届け出

報告書

証明書

出発届（出発便決定後）・住所届（現地到着後）

中間報告書（１学期終了後）

単位認定に必要な証明書等を留学先大学に発行してもらう

帰国日決定次第提出

後
国
帰

留学終了届
単位認定願

最終報告書・国外留学生アンケート

届け出

報告書

履修上（留学修了・単位認定等）手続き

＠学部事務室／大学院事務室

渡航（時期は行き先による。）

ビザ申請 ビザ申請個人で申請

保険加入手続き 保険加入手続き国際センターから申請

渡航準備（航空券手配など） 渡航準備（航空券手配など）個人で手配

８～10月

６月

2023年
10月中旬

１２月上旬

２～4月

2024年
２月上旬

認 定 留 学
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M I N I  I N F O R M AT I O N  2
留学相談のご案内
多摩キャンパス11号館2階にある国際センターでは、留学に関する相談を受け付けています。事
前に本誌「STUDY ABROAD GUIDE BOOK（国外留学の手引き）」を読み、詳しく知りたい部分
や質問などがあれば、お気軽に相談にお越しください。
国や地域によって担当者が異なることもあるので、下記オンラインフォームから事前にカウンセ
リング予約をとっていただくと、時間を設けて相談にのることができます。
なお、留学相談はオンラインで実施することもできます。申込から相談までの流れ、ルール・留
意点をよく読んでお申し込みください。フォーム：https://forms.gle/TiWwctM8aLmZz6RZ8

国際センターの開室時間：月～金曜日9：30～11：30、12：30～17：00

1 留学中に取得した単位

3.留学に伴う単位の認定と継続履修

4月 9月／10月～ 翌年9月
〈留学先〉

❷留学期間❶本学で履修 ❸前年度の科目を継続して履修

〈本　学〉 〈本　学〉

継続履修届提出履修届提出

2 継続履修制度 この制度は、9月／10月から新学期が始まる国へ留学するために本学の年度途中に出発する
とき、出発する年度の本学における出発時までの履修が無駄にならないように便宜をはかる
制度です。この制度と留学先で修得した単位の認定によって、4年間で卒業することも可能と
なるように配慮されています。実際の手続きや適用は各学部・研究科によって異なりますので、
事前に各事務室で履修上の相談をして下さい。
但し、半期（セメスター）留学を希望する学生は留学する年度は通年科目の履修に制限がある
場合がありますので、注意して下さい。

認定できる単位数
留学先での修得単位は、60単位を超えない範囲で、各学部の定めるところにより認定することができます。ただし、他学部履修によ
る修得単位、他大学での修得単位、および大学以外の教育施設等における学修の認定単位と合算して60単位までの認定となります。
大学院においては留学先での修得単位は15単位まで（法・経・商・文学・総合政策研究科の博士後期課程にあっては4単位まで）
となります。なお、大学院における留学先で修得した授業科目の単位認定は、国内の他大学院との特別聴講学生制度（単位互換）と
合算して最高20単位までとなります。
半期（セメスター）留学の場合、各学部・大学院の半年ごとの履修上限単位数が定められている場合はそれを上限とします。半期ご
との履修上限単位数が定められていない場合は1年間の留学で認定される単位数の限度に準じます。
但し、留学先での履修科目がすべて単位認定されることではございません。また、留学中に語学科目のみを履修し、専門科目の単位
を取得できなかった場合には、単位認定をすることができない学部もありますので、注意してください。さらに、留学する年次によっ
て、卒業認定、卒業論文（演習論文）、就職活動、教育実習、ゼミ募集等との関係も出てきますから、これらとの関係も考慮に入れる必
要があります。
留学計画を立てる段階で留学先の学期制、履修要項、コースカタログ等を確認し、留学先で履修する科目と本学で履修する科目との関
係を事前に把握し、学部事務室または大学院事務室において帰国後の履修登録を含め十分な履修指導を受けておくことが必要です。

本学の留学制度による留学は、留学先での修得単位を本学での修得単位として設定し、本学
を卒業することを目的としています。留学期間中に修得した授業科目の単位は、所属する学
部の教授会または大学院の研究科委員会の定める基準に基づき、本学で修得すべき授業科目
の単位として認定することができます。
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4.留学に伴う奨学金

中央大学の長期留学制度（交換留学・ISEP・認定留学）を利用して留学する学生が出願可能で、選考により奨学生を決定します。前年度（2022年度）
の支援内容は以下のとおりです。なお、今年度（2023年度）長期留学支援奨学金の募集内容は変更になる可能性がありますので、ご注意ください。

＜前年度（2022年度）の支援内容（参考）＞

留学形態 留学先学費 支援内容

交換留学
ISEP Exchange

免除 留学期間１年間の場合：30万円の奨学金を支給
留学期間１セメスターの場合：15万円の奨学金を支給

納入

留学先に納入した学費（授業料）について、中央大学の所属学部・大学院の留学年度
の授業料（在学料）および実験実習料を上限として、奨学金を給付認定留学

ISEP Direct

免除※1

納入

※ 1　 学生本人の努力等により留学先大学の授業料が免除となる場合（例：政府奨学金、公的機関からの奨学金等）、本来負担すべき留学先大学の授業料を負担したと見
做し、留学先学費「納入」となる場合と同様の取扱いとします。

※ 2　 他の奨学金との併給について、中央大学外国人留学生奨学金の除く、学内の給付奨学金との併給は可。学外奨学金については、海外留学支援奨学金及び協定校等
から支給される奨学金との併給は可。ただし、派遣年度の所属学部・大学院の本学授業料（大学院生：在学料）及び実験実習料を超える場合は不可。

※ 3　 在留資格「留学」で在籍する外国人留学生が長期留学する場合、留学年度の私費外国人留学生向け奨学金・学費減免制度に応募できません。
※ 4　 支援内容等、今後内容が変更になる可能性があります。詳細は別途発行する募集要項にて必ずご確認ください。　

1 長期留学支援奨学金
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2 本学以外の国外留学奨学金 日本学生支援機構では、国内の大学等に在籍中に、海外の短期大学・大学・大学院へ短期留
学（3ヶ月以上1年以内）をする人を対象とした、「第二種奨学金（短期留学）」の貸与（有利子）
を行っています。留学開始月によって申込期限も異なるほか、書類の準備も必要になります。
希望者は、早めに奨学課へご相談ください。
※ 留学が正式に決定していない場合であっても、本奨学金の利用を希望している方は、予め申

し込みをしてください。後日、奨学金の予約を取り消すことも可能です。

 中央大学以外の国外留学奨学金の例（注：寮費免除等及び往復航空券は奨学金の一部とみなして取扱う。）

対象 奨学金名称 奨学金給付額 備考

交換留学生 TOMODACHI 住友商事 
奨学金プログラム

年間　180万円 アメリカの大学へ交換留学をする学部生対象

交換留学生 業務スーパージャパンドリーム財団 
奨学金

月額　150,000円～200,000円
※他に留学一時金も給付あり

語学研修を含まない交換留学のみ対象

上記以外にも多種多様な奨学金があります。詳細は下記 URL または QR コードからご参照ください。

https://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/
※日本学生支援機構運営 HP へのリンクです。

その他奨学金情報について
参考

【問い合わせ先】

◇法学部生
Myogadani Student Hub
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=48

◇経済・商・文・総合政策・国際経営学部生
学生部事務室奨学課 
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=48

◇理工学部生
学生部事務室都心学生生活課
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=44

◇国際情報学部生
学生部事務室都心学生生活課（市ヶ谷田町担当） 
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=138

※お問い合わせの際は、学籍番号・氏名を必ず入力してください。
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5.2023 年 交換留学生派遣先大学 募集校一覧（実績）

募集条件については、年2度発行される募集要項を参照して下さい。
春派遣募集要項は例年4月下旬、秋派遣募集要項は同10月上旬～中旬頃に配布予定です。

 【交換留学：春派遣】派遣時期 2 ～ 3 月

オーストラリア（5） フリンダース大学、ニューサウスウェールズ大学、西オーストラリア大学、アデレード大学、ジェームズクック大学

韓国（11） 延世大学、ソウル国立大学、漢陽大学、高麗大学、梨花女子大学、中央大学、檀國大学、成均館大学、淑明女子大学、仁荷大学、建国大学

中国（1） 清華大学法学院 【法学部・法学研究科のみ】

 【交換留学：秋派遣】派遣時期 8 ～ 10 月 但し、夏期休暇中に語学コースに参加する場合は 8 月

アメリカ（13）

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校（学費納入）、カリフォルニア大学デイヴィス校（学費納入）、セント・トーマス大学、 
テネシー大学ノックスヴィル校、ノースカロライナ大学アッシュビル校、パデュー大学、ハワイ大学ヒロ校（学費納入）、 
ハワイ大学マノア校（学費納入）、東テネシー州立大学（学費納入）、ミシシッピ大学（学費納入）、ミネソタ州立大学マンケート校（学費納入）、 
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）】、ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校

アイルランド（1） ドーセット カレッジ

カナダ（3） ウィニペグ大学（ESL コースは学費納入）、ニューファンド ランド メモリアル大学（ESL コースは学費納入）、フレーザーバレー大学

英国（5） サセックス大学、シェフィールド大学、マンチェスター大学（人文科学部）、ヨーク大学（学費納入）、エッジヒル大学

スウェーデン（1） リンネ大学

デンマーク（2） コペンハーゲン大学、南デンマーク大学

クロアチア（1） ザグレブ大学

オランダ（1） エラスムス・ロッテルダム大学法学部【法学部のみ】

トルコ（1） 中東工科大学

マルタ（1） マルタ大学

ベルギー（3） ルーヴェン・カトリック大学、ブリュッセル自由大学、サンルイ（ブリュッセル）大学

ドイツ（8） フランクフルト金融経営大学、ヴュルツブルク大学、オスナブリュック大学、テュービンゲン大学、ベルリン自由大学、ミュンスター大学、 
ミュンヘン大学法学部【法学部・法学研究科のみ】、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】

シンガポール（2） シンガポール・マネジメント大学、南洋理工大学人文社会科学部

香港（2） 香港城市大学、香港大学

フィリピン（1） フィリピン大学ディリマン校

インドネシア（3） インドネシア大学、ガジャマダ大学、ハサヌディン大学文化科学学部【総合政策学部・総合政策研究科のみ】

タイ（2） タマサート大学、チェンマイ大学

マレーシア（2） ウタラマレーシア大学、マレーシア科学大学

カンボジア（1） 王立プノンペン大学【総合政策学部・総合政策研究科のみ】

ベトナム（1） ハノイ国民経済大学

フランス（10） エクス・マルセイユ大学、ストラスブール大学 、トゥールーズ大学 ジャンジョレス、パリ・ウエスト・ナンテール・ラ・デファンス大学、パリ大学、 
リュミエール・リヨン第2大学、リヨン政治学院、トゥール大学、パリ13大学、イーエム・ノルマンディー・ビジネススクール

スイス（2） ジュネーヴ大学、西スイス応用科学大学

中国（5） 厦門大学、中央民族大学、北京科技大学、華東政法大学、北京大学国際関係学院【総合政策学部・総合政策研究科のみ】

台湾（8） 国立政治大学、国立中山大学、東呉大学、南台科技大学、国立高雄師範大学、国立台湾大学法律学院【法学部・法学研究科のみ】、 
国立台北大学法律学院【法学部・法学研究科のみ】、国立曁南国際大学人文学院【文学部・文学研究科のみ】

スペイン（2） アリカンテ大学、コルドバ大学

メキシコ（2） メキシコ自治工科大学（ITAM）、メキシコ国立自治大学（UNAM）
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Preparation for studying abroad
留 学 に際しての 準 備

1.留学準備〜まず何から始めるか（認定・休学による留学の場合）

留学を考えた時最初にするべきことは、いつ、どこで、何を学びたいのか（目的）を明確にすることです。そのためには、情報収集、留学するため
に必要な語学力条件をクリアすることが必要です。また、認定留学や休学しての留学など、留学希望先大学に自分でアプリケーションを提出す
る場合は、personal statement、recommendation letter などの書類を準備する必要がありますので、準備には相当の時間、エネルギーを費や
すことになります。
以下に参考として、留学準備の一例を示します。なお、次頁の出願手続きについては交換留学ではなく、認定・休学による留学を前提にしています。

 留学するまで　Timeline

留学目的を検討　
　（将来の目標などを含む）

留学先国を検討

語学のテストを受験

留学希望国・地域の高等教育・留学情報を外部機関から収集
●�在京各国大使館の教育部・留学情報担当部へのコンタクト、ホームページ
を確認。留学説明会への参加。
●�米・英等は大使館とは別の留学情報機関があります。（日米教育委員会、ブ
リティッシュカウンシルなど）
年に定期的に開催される各種留学説明会へ参加すると、効率的に情報収集できます。留
学説明会情報はホームページに掲載されるので、まめに確認して下さい。

●��留学斡旋業者から一般的な情報を収集。（各種説明会、ホームページなど）
留学仲介業者を利用するか否かにかかわらず、最初にイメージを把握する場合には、話
を聞いてみるのも一案。費用や準備に必要な内容などを、日本語で情報収集できます。

過去に中大生で希望留学国に留学した学生から情報を収集
●��国際センター（多摩キャンパス11号館2階）

国際センターでは、留学経験者の中間報告書・最終報告書を閲覧できます。そこから大
学で何が学べるのか、費用がいくらかかるのか、など詳しく調べることができます。但し、
報告書が提出されていない場合もあるため、すべての情報が得られる訳ではありません。

（manaba でも報告書を閲覧できます。詳細は P.21をご覧ください）

語学のテスト
●�各種語学試験申込・受験

留学先大学が要求する語学レベルは、大学により異なります。準備、学習、受験は早めに
開始して下さい。
※各種語学試験については P.22以降参照。

1 年以上前
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留学志望先を選定

出願書類請求

語学レベルをクリアする

出願書類記入・提出

●�志願校にE-mail、Fax 等でコンタクト、アプリケーション（出願書類）を入
手する。
ホームページで Admission 等担当部署に連絡、質問事項があれば E-mail 等で問い合せ
て下さい。

●�出願書類を揃える
出願書類は大学により異なります。Personal Statement など、時間のかかるものもあ
るので注意が必要です。
Recommendation Letter など教員に依頼する必要があるものは、早めに先生にコンタ
クトをとり依頼して下さい。

●�語学レベルをクリアする（TOEFL、IELTSなど各種試験を受験）
大学によっては、要求水準に達していなくても事前の語学研修受講などを条件に、受入
を認めてくれるところもあります。

●�出願書類を送付
送付する際は Fedex や DHL、UPS などクーリエサービスを利用すると確実かつ早く送
ることができます。

渡航

1 年前〜半年前

●�合格決定通知受領後、留学を決めた大学宛に必要書類を送付する
ビザ取得のために財政能力証明書の提出などを求められることもあります。

●�大学のハウジング・インフォメーションを入手、寮の申込を開始する
早めに申し込むことをおすすめします。質問等があればハウジング・オフィスに E-mail
等で照会して下さい。

●�渡航手続きを開始する
・パスポートの取得、ビザの申請等
・航空券の手配
・ 海外旅行傷害保険への加入

但し、認定留学の場合は原則として中央大学の海外旅行傷害保険及び留学生トータル
サポートへの加入が必須となります。詳しくは国際センターへお問い合わせください。

・ 別送品の発送など

●�現地生活情報を上記同様留学情報機関、大使館等から入手する

合格決定通知受領

寮、アパートなど宿泊の手配

渡航手続き

現地での生活について情報収集

認定留学の場合、受入許可証等の書類
は、出発の3ヶ月前までに所属学部・
大学院事務室に提出して下さい。

半年前〜 3 ヶ月前
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留学 info ライブラリー（登録制 manaba コース）登録方法

下記フォームから登録してください。
https://forms.gle/tgFtbtH9ypaXPVFt9

M I N I  I N F O R M AT I O N  3
都心キャンパスでのサポート
国際センターは多摩キャンパスにありますが、都心
キャンパスに国際センタースタッフが赴き対面での留
学相談会（留学相談デー）や留学に関する説明会を実
施することがあります。日程など詳細は、国際センター
web ページにてご確認ください。具体的な内容の留
学相談については、都心キャンパスでの留学相談デー
や Webex または電話による留学相談をご活用くださ
い。
なお、後楽園キャンパスでは留学相談員が理工学部事
務室に常駐しています（月～金、窓口開室時間内）。一
般的な留学相談は常時対応可能です。

【認定留学に関する相談等】
SAF（スタディ・アブロード・ファウンデーション）

本学は、協定締結大学以外での英語圏ならびにヨーロッパ言語圏への留学を希望している学生への支援の一つとして、教育機関として
運営されている SAF（スタディ・アブロード・ファウンデーション）と協力提携をしました。これにより、本学が主催している各種プロ
グラムとは別に、英語圏ならびにヨーロッパ言語圏への留学を検討する場合の選択肢の一つとして、SAF へ相談することができるよう
になりました。
この場合、従来の認定留学同様、留学相談から留学手続きまで、SAF と留学を希望する学生との間で直接行います。その際、学生のみ
なさんは留学に対して、SAF の個別留学相談を無料で受けることができます。海外経験豊かな SAF のアドバイザーが個別の留学相談
や大学選びなどを通して、スムーズな留学準備ができるようサポートしています。
日程は国際センターのホームページに随時掲載します。

【留学情報収集】
「留学 info ライブラリ―」（登録制 manaba コース）にて、
過去に長期留学（交換・認定・ISEP) した学生の留学報告
書を閲覧できます。留学報告書では、留学した学生がどの
ような授業を履修したか、現地でどのような生活を送って
いたかを知ることができますので、長期留学を目指す学生
はぜひ参考にしてください。
また、「留学 info ライブラリー」では、国際センター主催の
留学説明会のスライド資料、動画も掲載し、説明会に参加
されていない学生も説明会動画を閲覧することができるよ
うになっています。さらに、この manaba 内で外部団体か
ら来る留学や国際交流に関する情報を順次流しています。
留学に関する様々な情報を受け取ることができる「留学
info ライブラリー」の登録をお勧めします。
ご希望の方は下記登録フォームから登録してください。

過年度の長期留学（交換留学・ISEP 留学）募集要項を参考
までに国際センター web ページに掲載しています。過年
度の各協定校の募集条件（毎年変更になる可能性あり）を
確認することができますので、交換留学や ISPE 留学を目
指す学生は参考にしてください。
https://www.chuo-u.ac.jp/international/outbound/material/

過年度の長期留学募集要項
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2.語学力判断テスト
希望留学先大学によって、入学審査で要求される語学力の水準、試験の種類は異なりますので、確認の上、下記機関にコンタクトして受験手続を
早めに行うことが大切です。なお、各語学力判断テストは、最新の情報を確認して下さい。

 英語圏

TOEFL（Test of English as a Foreign Language）

内 容 大学レベルの英語を使用および理解する能力をテスト。試験内容は Reading、Listening、Speaking、Writing の4セクションで構成され、
コンピューター上で受験する。テスト所要時間は約3時間。受験料は245米ドル（申込日により異なる）。

実 施 機 関 Educational Testing Service（ETS）

試 験 場 日本各地のテストセンター

試 験 日 テストは年間50回以上実施され、実施日は⼟・日。

連絡先／ URL
1）TOEFL テスト全般　https://www.ets.org/jp/toefl
2） TOEFLiBT の申込、受験に関する一般情報について　プロメトリック（株） 

TEL：03-6204-9830　http://ac.prometricjp.com/toefl/jp/online.html

IELTS（International English Language Testing System）

内 容
海外留学や研修のための英語力を証明するテスト。試験内容は Reading、Listening、Speaking、Writing の4セクションで構成される。
また、TOEFL より記述式で回答する問題が多い点も特徴。
テスト所要時間は約2時間45分。受験料は25,380円。

実 施 機 関 公益財団法人日本英語検定協会、一般財団法人日本スタディ・アブロード・ファンデーション

試 験 場 全国15都市（札幌、仙台、埼⽟、東京、横浜、長野（松本、長野）、静岡、金沢、名古屋、京都、大阪、神⼾、岡山、広島、福岡、熊本）等で実施。

試 験 日 テストは月最大４回実施。最新情報は、以下 Web サイトで確認して下さい。

連絡先／ URL 1）日本英語検定協会　https://www.eiken.or.jp/ielts/
2）日本スタディ・アブロード・ファンデーション　https://www.jsaf-ieltsjapan.com/

 フランス語圏
TCF（Test de Connaissance du Français）

内 容 フランス国民教育省が行うフランス語学力テスト〔欧州評議会が定めた6段階（A1、A2、B1、B2、C1、C2）で示す〕

実 施 機 関 CIEP　Center international d'études pédagogiques（国際教育研究センター）

試 験 場 東京、京都、福岡、横浜、名古屋、大阪、仙台、札幌

試 験 日 以下連絡先に問い合わせて下さい。

連絡先／ URL http://www.delfdalf.jp/tcf_jp.htm

フランス文部省認定・フランス語資格試験（DELF、DALF）
内 容 唯一の公式フランス語資格（ディプロム）。一度取得すれば無期限有効。6段階のレベルでフランス語の知識を証明する。

実 施 機 関 フランス国民教育省 Commission Nationale

試 験 場 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡、徳島、沖縄

試 験 日 DELF、DALF ともに年2回（春季・秋期）

連絡先／ URL 日本フランス語試験管理センター　http://www.delfdalf.jp/

文部科学省認定・実用フランス語技能検定試験（仏検 DAPF）

内 容 フランス語能力テスト（例：2級―日常生活や、社会生活を営む上で必要なフランス語を理解し、一般的なフランス語を聞き、話し、読み、
書くことができる。）

実施機関 フランス語教育振興協会

試 験 場 日本各地

試 験 日 年2回（6月、11月）

連絡先／ URL フランス語教育振興協会　http://apefdapf.org/
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 ドイツ語圏
ドイツ語技能検定試験（独検）

内 容 ドイツ語能力テスト

実 施 機 関 公益財団法人ドイツ語学文学振興会

試 験 場 日本各地

試 験 日 年2回（6月、11月）

連絡先／ URL http://www.dokken.or.jp/

 スペイン語圏
文部科学省認定スペイン語技能検定

内 容 スペイン語能力テスト（例：4級 - スペイン語の4技能（読む、書く、聞く、話す）を活用し、日常生活において状況に即したやり取りができる。）

実 施 機 関 公益財団法人日本スペイン協会

試 験 場 日本各地

試 験 日 年2回（6月、10月）

連絡先／ URL http://www.casa-esp.com/

スペイン語検定試験（DELE）

内 容 スペイン国セルバンテス協会（Instituto  Cervantes）が全世界で実施する外国語としてのスペイン語検定試験（A1、A2、B1、B2、C1、
C2）。

実 施 機 関 セルバンテス協会（Instituto Cervantes）

試 験 場 東京、仙台、大阪、名古屋、広島、福岡、沖縄

試 験 日 年3回（5月、7月、11月）（レベルによって異なる。）　

連絡先／ URL DELE 運営事務局セルバンテス文化センター東京　https://tokio.cervantes.es/jp

 アジア
中国語能力認定試験（HSK）

内 容 中国語を母国語としない中国語学習者の語学力を評価するために開発された、中国政府公認の試験

実 施 機 関 中国国家漢語水平考試（HSK）委員会

試 験 場 全国主要都市

試 験 日 年10回程度（HP で確認のこと）

連絡先／ URL HSK 日本実施委員会　http://www.hskj.jp/

「ハングル」能力検定試験
内 容 韓国・朝鮮語に関する学習意欲を高め、学習到達度に対する社会的評価を与えるためのテスト

実 施 機 関 ハングル能力検定協会

試 験 場 日本各地

試 験 日 年2回（6月、11月）

連絡先／ URL 「ハングル」能力検定協会　http://www.hangul.or.jp/

韓国語能力試験（TOPIK）
内 容 韓国文化の理解及び留学などの学術的性格に必要な能力の測定・評価を目的とする。

実 施 機 関 公益財団法人団体　韓国教育財団

試 験 場 日本各地

試 験 日 年3回（4月、7月、10月）

連絡先／ URL 公益財団法人団体 韓国教育財団　http://www.kref.or.jp/examination
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 語学能力証明書について
協定校への交換留学出願時には、語学試験の証明書の提出が求められる場合があります。
必要なスコアを調べた上で、出願に間に合うよう、指定された最終受験日までに試験を受けてください。
英語の語学能力試験の最終試験日は以下日程を参考にして下さい。

（最終受験日は下記日程から変更になる可能性があります。出願準備の際に必ず、募集要項を確認してください。）
その他の言語能力試験についても必ず募集要項で確認し、早めに準備してください。

 2024年春派遣
オーストラリア・韓国（6 月募集）
TOEFL�iBT：2023年5月中旬までのいずれかの受験日（募集要項にて発表）のものまで認めます。

それ以降に受験したものについては認めません。
注 1：TOEFL ITP のスコアは認めません。
注 2：TOEFL iBT の MyBest スコアは使用できません。
注 3：留学希望先大学が認める場合に限り、TOEFL iBT Special Home Edition または IELTS Indicator の試験結果で応募可能です。詳細は募集要項で必ず確認して下さい。

IELTS：2023年5月中旬までのいずれかの受験日（募集要項にて発表）のものまで認めます。

それ以降に受験したものについては認めません。

 2024年度秋派遣
TOEFL�iBT：2023年11月中旬までのいずれかの受験日（募集要項にて発表）のものまで認めます。
IELTS：2023年11月中旬までのいずれかの受験日（募集要項にて発表）のものまで認めます。

それ以降に受験したものについては認めません。
注 1：TOEFL ITP のスコアは認めません。
注 2：TOEFL iBT の MyBest スコアは使用できません。
注 3：留学希望先大学が認める場合に限りTOEFL iBT Special Home Edition または IELTS Indicator の試験結果で応募可能です。詳細は募集要項で必ず確認して下さい。
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M I N I  I N F O R M AT I O N  5
G²（Gスクエア）
多摩キャンパスヒルトップ２階の異文交流ラウンジ「G²（G スクエア）」は、学内に居ながら異文
化や多様性に触れることのできる国際的な人材育成のきっかけ作りの場所として、中央大学在学
生が参加可能な「国際交流・異文化理解に関するイベント」や「学生同士の言語交換を目的とす
るランゲージ・ラボ（ランラボ）」を開催しています。G スクエアの活動情報は Instagram「中央
大学 G スクエア（chuog2）」で発信していますので、お気軽にご参加ください。

 2023年度開講講座
講座 内容

TOEFL 講座 留学するために必要な、TOEFL または IELTS 試験の問題形式とテスト傾向を把握し、スコアアップに必要なスキルの取得と、留学後も役
立つ英語力を養うことを目的とした講座です。IELTS 講座

TOEIC 講座 TOEIC 演習問題を解きながら、TOEIC 必須の語彙、語法、文法等を学び、英語力を養うとともに、TOEIC の攻略法を身につける講座です。

実践トレーニング講座 上記の他に、アウトプットを中心とした接客英会話、ビジネス英語などの実践トレーニング講座に加え、「スタディサプリ ENGLISH」「DMM 
英会話」「ELSA Speak( 発音矯正アプリ )」などのオンラインサービスを中大生割引価格で提供します。

＊受講料（5,000円～16,000円）や開講時期は講座毎に異なりますので、詳細は国際センター窓口またはウェブサイトよりご確認ください。

国外留学を目指す皆さんにとって、欠かすことのできな
い語学力強化。国際センターでは、春季・夏季休暇中と
授業期間中（前期・後期）にさまざまな課外講座を実施
し、自慢の講師陣が豊富なノウハウをもとに、みなさん
の語学学習を徹底的にサポートします。中大生のみな
さんは、大学の補助により低価格の受講料で受講するこ
とができますので、留学、資格取得、海外インターンシッ
プ、就職活動などに是非お役立てください。

 資格取得・スキルアップ講座について

中央大学国際センター 資格試験・外国語講座担当
TEL：042-674-2221　　E-mail：ic-gogaku-grp@g.chuo-u.ac.jp
URL：https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/

問 合 せ 先

●2023年度外国語講座スケジュール　

春学期 夏期集中 秋学期 春期集中

TOEIC 講座 TOEIC 講座 TOEIC 講座 TOEIC 講座

スタディサプリ ENGLISH TOEIC®L&R TEST 対策

スタディサプリ ENGLISH　新日常英会話コース 英会話セットプラン
DMM英会話＋リスニング＆スピーキングサポートレッスン

ELSA Speak　発音矯正アプリ

接客英会話 ビジネス英語接客英会話

TOEFL/IELTS 講座
基礎

TOEFL講座
攻略

IELTS講座
攻略

TOEFL講座
攻略

IELTS講座
攻略

TOEFL講座
攻略

IELTS講座
攻略

TOEFL/IELTS 講座
基礎

TOEFL/IELTS 講座
基礎

TOEFL/IELTS 講座
基礎

 TOEIC®L ＆ R 公開テスト 割引受験申込手続
就職活動やインターンシップ申込みの際に、TOEIC スコアが必要となる場合が多い現状を踏まえ、国際センターでは年間を通して、一般の受験
料（7,810円税込）よりも安い特別価格（6,710円税込）で TOEIC®Listening ＆ Reading 公開テストを受験することができる団体一括受験申込
制度を導入しています。バウチャーコードの利用により、全国のテスト会場で、特別価格にて公開テストを受験することができますので、是非積
極的にお申込みください。
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3.渡航準備〜留学が決まったら
留学希望先大学から受入承諾を受け取り、留学が決まってから、現地に到着してすぐに必要となる諸手続きについて下記にまとめました。
パスポートについては、TOEFL など語学試験を受験する段階で身分証明書用に取得済みの人も多いでしょう。ビザの申請手続きは国によってこ
となりますので、各大使館で早めに確認して下さい。
以下とあわせて P.13・14の留学学内手続きのタイムテーブルもご参照ください。

 出発準備〜到着後まで

1 パスポートの取得

通常、申請してから発給まで約 10 日間かかります。
●申請場所：住所登録をしている都道府県庁旅券課

〔東京都在住者の場合〕
・都庁旅券課（新宿駅西口徒歩10分　都庁都民広場 B1）TEL：03-5908-0400
・有楽町分室（JR 有楽町駅徒歩1分　東京交通会館2F）
・池袋分室（JR 池袋駅徒歩15分　サンシャインシティ内ワールド・インポートマート5F）
・立川分室（FR 立川駅駅ビル　ルミネ立川9F）
●必要書類
・旅券発給申請書（旅券課にある所定用紙）正副各1通
・⼾籍抄本又は謄本1通（発行の日から6ヶ月以内のもの
・住民票1通
・ 写真1葉（4.5×3.5cm ふちなし、顔の縦の長さ：3.4±2mm、正面、肩口まで写っているもの、無帽。6ヶ

月以内に撮影されたもの）
・身元確認の書類（有効な原本。運転免許証等は1点、健康保険証、学生証等は計2点）

2 ビザの取得
（留学先大学の受入承諾書受領後）

申請は留学先国の在日大使館領事部になるため、  
各大使間のウェブサイト等で確認すること
・申請には通常、大学からの受入承諾書、留学中の財政能力証明書の提出などが求められる
・申請期間、対応なども大使館によって異なるため、早めに調べておいた方がよい

3
渡航準備
・航空券購入
・海外旅行傷害保険への加入
・健康上のチェック
・別送品の発送 等

・ 航空券購入時は、コンファームの必要性、払い戻し・途中立ち寄り・ルート変更制限などを確認して
おくこと。

・ 中央大学の留学制度を利用する場合、中央大学が指定する海外旅行傷害保険及び留学生トータルサ
ポートプログラムに加入すること。加入申請は国際センターへ。

・ 留学先国での医療保険制度を確認しておくこと。治療費が高額になることも多いため、加入している
保険でカバーできるのか、事前に確認する。また、歯の治療などは日本で済ませておくこと。

4 国際センター
出発前オリエンテーション出席

・出発前に実施する国際センターのオリエンテーションに必ず出席すること。
・出発便が決まったら、国際センターに届け出ること。
・ また、現地で住む場所が決まったら、住居届・連絡先を提出すること。危機管理の観点からも、住居

ないし、それが未定の場合は現地で使えるメールアドレスを届け出ること。

5 到着後
在外大使館への在留届の提出

・ 3ヶ月以上、海外に滞在する場合、最寄の日本大使館・総領事館への在留届の提出が義務付けられて
いるので、滞在場所確定次第在留届を提出すること。

・ 在留届は下記の外務省ホームページの電子届出システム（ORRnet）より提出できます。  
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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帰国時期が3年生の3月以降の場合は、自己分析・企業研究など、留学前や留学先でもできる準備
をし、帰国後すぐに就職活動が始められるようにしておきましょう。以下に留学期間中にできる就職
活動の準備例を示しますので、ぜひ参考にして頂き、着実に準備を進めてください。また、留学前に
キャリアセンターが実施しているプログラムに参加して、就職活動について理解をしておきましょう。

①ホームページを活用した企業研究
多くの企業は、自社のホームページに採用情報のページを設けており、企業理念や事業内容、先輩
社員の紹介など、採用に関するコンテンツを閲覧することができます。留学先からでも日本の企業・
機関のホームページにアクセスできる環境を整えることで、企業について知ることはできますの
で、志望する企業については必ず留学中から調べておきましょう。

② 就職情報サイトの活用・関心のある企業へのエントリー、インターンシップ参加
多くの企業は、就職情報サイトを活用して採用活動を行うため、就職情報サイトへの登録は必要不
可欠です。登録自体は、就職情報サイトがプレオープンする3年生から可能（その時期は、インター
ンシップの情報が主）です。できるだけ早い時期に登録し、就職情報サイトの使い方に慣れ、イン
ターンシップにも積極的に参加しましょう。現在は、オンラインで参加可能なインターンシップも
あります。企業・業界理解を深め、就業意欲を創造しましょう。

③留学先での企業訪問
留学先に、日本企業の海外現地支社、あるいは日本法人を有する外資系企業がある場合は、企業訪
問をしてみましょう。企業訪問をすることで、その会社の事業や今後の方向性など、働き方を具体
的にイメージできるようになるのでお薦めです。そのほか、留学生を対象に現地またはオンライ
ンで開催されるキャリアフォーラムなどのイベント（ボストンキャリアフォーラム等）もあります。
企業との接点を持つ機会は留学先でもありますので、ぜひ積極的に行動しましょう。

④自己分析、業界研究、筆記試験対策
自己分析や業界研究・企業研究は留学先でもおこなうことができます。就職活動は、「自分」のこ
とを企業に伝える場です。そのためにも、「自分を知ること」と「相手（= 企業）を知ること」は、早
めから取り組みましょう。
また、人気企業のほとんどが web テストまたは筆記試験を課しています。留学から帰ってきたば
かりだと、特に時事問題に疎くなりがちです。留学中もインターネット等で日本国内の動きなどを
チェックしておきましょう。

2 就職活動

産業構造の変化や、企業の国際化の促進などの要因により、企業は海外でも活躍できる人材を求
めています。しかし、留学経験を持つ人やTOEIC/TOEFL等の点数が高い人も年々増えているため、

「留学した」という経験だけで、無条件に就職活動が有利になるという時代ではありません。ただし、
異文化のなかで生活する経験は、単に語学の習得に留まらず、異なる背景や価値観をもつ人々と、
コミュニケーションを通じて関係を築くという経験を通じ、成長できるチャンスであることは間違
いありません。就職活動では、留学という経験を通して自分がどう成長したか、ということを意識
して伝えるとよいでしょう。

3 留学は就職活動に有利か ?

4.就職活動（情報提供：中央大学キャリアセンター）
帰国後の就職活動については、下記を参照して下さい。

1  就職活動のスケジュール  
（新卒学生の場合・例）

［2024年3月卒業生以降の就職活動スケジュール］
3年生3月～　 企業の採用広報活動本格化、Web エントリー開始、企業説明会への参加、ES 提出等
4年生6月～　面接試験開始
※ スケジュールは企業によって異なり通年採用や外資系企業は、3年生秋頃開始の企業もあります。

就職活動を行う学生は、上記のスケジュールを考慮しながら、自己分析、企業研究（OB/OG 訪問
等）、履歴書・エントリーシート作成、筆記 / 面接試験対策を行っていく必要があります。ただし、
企業によっては上記のスケジュールとは異なる流れでおこなう場合もあります。志望企業の採用
スケジュールは、常に把握しておくよう心がけましょう。また、もし次年度以降に就職活動をおこ
なう場合でも、志望する業界や企業が現時点でどのようなスケジュールで採用活動をおこなって
いるかを事前に調べておくと、留学後の就職活動についても見通しが立てやすくなります。
文部科学省の「トビタテ ! 留学 JAPAN」ホームページに、トビタテ支援企業で7月以降も採用活動
をおこなう企業のリストが掲載されますのでご参照ください。
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Chuo University rules and regulations
（ 参 考 ） 国 外 留 学 にかかる中 央 大 学 学 則 ・ 規 則 等

中央大学学則（抜粋）
（他の大学における授業科目の履修）
�第27条の2本大学は、教育上有益と認めるときは、別に定める細則によ
り、学生が他の大学の授業科目を履修することを許可することができる。

（留学）
�第27条の3前条の規定は、学生が外国の大学へ留学する場合に準用する。

（他の大学において修得した単位）
�第35条の2第27条の2の規定により履修した授業科目について修得し
た単位は、60単位を超えない範囲で各教授会が定めるところにより、本
大学において修得したものとみなすことができる。

（外国の大学において修得した単位）
�第35条の3前条の規定は、学生が外国の大学に留学する場合に準用する。

中央大学大学院学則（抜粋）
（留学）
�第25条の2本大学の定めに従って外国の大学院又はそれに準ずる高等
教育・研究機関で、研究又は学修を志願する者は、学長の許可を得て留
学することができる。
2��許可を得て留学した者が、外国の大学院で履修した授業科目について
修得した単位は、15単位（法学研究科、経済学研究科、商学研究科、
文学研究科及び総合政策研究科の博士課程の後期課程にあっては、4
単位）を超えない範囲で、本大学院において修得したものとみなし、
博士課程の前期課程若しくは修士課程又は博士課程の後期課程の修
了に必要な単位数に算入することができる。
3�留学の手続その他実施の細目は、別に定める。

中央大学学生国外留学に関する規程（規程第707号）
（趣旨）
�第一条��この規程は、中央大学学則第二十七条の三及び大学院学則第

二十五条の二第三項に基づき、中央大学（以下「本学」という。）
学生の国外への留学に関し、必要な事項を定める。

（留学の定義）
第二条��本学における留学とは、この規程で定める認定留学及び交換留

学、並びに別に定める国外短期留学及びダブルディグリー留学
をいう。

� 2��認定留学とは、研究又は修学の必要から本学の許可を得て、外
国の大学又はそれに相当する高等教育・研究機関において、
研究に従事し又は正規の授業を受けるために行う留学をいう。

� 3��交換留学とは、外国の大学との協定に基づき、本学の許可を
得て行う留学をいう。

� 4��国外短期留学とは、外国の大学との協定に基づき、本学の許
可を得て一学期未満で行う留学をいう。

� 5��ダブルディグリー留学とは、外国の大学との協定等に基づき、
ダブルディグリー・プログラムを定めて行う留学をいう。

（留学の対象大学）
第三条��留学の対象となる外国の大学は、学長が認定した学士及び学位の

授与権をもつ大学又は本学と協定を結んだ大学とする。
� 2��大学院の学生については、前項に定める大学に相当する高等

教育・研究機関を含めることができる。
（大学間協定の内容）
第四条��前条第一項に掲げる協定には、次の事項を定めなければならない。
� 一�協定期間
� 二��交換又は受入れについて依頼の条件

� 三�履修可能な授業科目の範囲
� 四�交換又は受入れ学生数
� 五�学費及び納入方法
� 六�奨学制度の有無
� 七�その他協定の実施に必要な事項

（留学の資格）
第五条��留学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。
� —��学部学生については、本学に一年以上在学し、かつ、在学一カ年

につき二十八単位以上の単位を修得した者
� 二��大学院学生については、本学の大学院に一学期以上在学し、

かつ、博士課程前期課程又は修士課程の学生にあつては、修
得すべき授業科目六単位以上を修得した者

（出願の手続）
第六条��留学を志望する者は、所定の留学願を在学する学部の学部長又

は大学院の研究科委員長に提出しなければならない。
� 2��前項の留学願には、留学先、滞在予定住所、専攻学部学科、留

学期間及び留学の目的を明記し、原則として、受入れ機関の入
学又は聴講の許可書を添えなければならない。

（留学の許可）
第七条��留学の許可は、在学する学部の教授会又は大学院の研究科委員

会の議を経て、学長が決定する。
� 2��学長は、留学生の受入れを外国の政府・教育機関等に依頼する。

（留学できる期間）
第八条��留学期間は、原則として一年とする。ただし、研究及び教育上

成果が得られると認められる場合には、一学期以上一年未満と
することができる。

� 2��研究及び教育上特に必要と認められる場合は、留学期間を延
長することができる。

� 3��留学期間の延長を希望する者は、留学期間終了の二カ月前まで
に、留学期間延長願を在学する学部の学部長又は大学院の研究
科委員長に提出しなければならない。

� 4��学長は、在学する学部の教授会又は大学院の研究科委員会の
議を経て、留学期間の延長を許可することができる。

� 5�第一項及び前項の留学期間は、修業年限に算入する。
（留学終了の手続）
第九条��認定留学生及び交換留学生は、帰国の日から一カ月以内に、所

定の留学修了届に履修期間及び成績が明記されている単位取得
証明書を添付し、在学する学部の学部長又は大学院の研究科委
員長を経て、学長に提出しなければならない。

（修得単位の取扱い）
第十条��留学期間中に修得した授業科目の単位は、在学する学部の教授

会又は大学院の研究科委員会の定める所定の基準に基づき、本
学で修得すべき授業科目の単位として認定する。

� 2��前項により認定する単位数は、中央大学学則第三十五条の二
及び大学院学則第二十五条の二第二項の定めるところによる。

（卒業の取扱い）
第十一条� �前条の単位認定によつて卒業要件を備えた者は、留学期間終

了の年度に卒業させることができる。
（履修手続の取扱い）
第十二条� �学年暦の差異によつて生ずる履修手続上の取扱いについて

は、在学する学部の教授会又は大学院の研究科委員会の定め
るところによる。

（留学許可の取消し）
第十三条� �学長は、次の各号に該当する認定留学生又は交換留学生につ

いて、学生が留学している外国の大学の学長と協議し、在学
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する学部の教授会又は大学院の研究科委員会の議を経て、留
学の許可を取消すことができる。

� —��研究又は修学の実があがらないと認められる者
� 二�この規程の定める義務を怠つた者
� 三�学生査証が認められない者
� 四�その他、学生としての本分に反した者

（学費の減免）
第十四条� �特に学力が優れている学生には、留学期間中の本学の授業料、

在学料及び実験実習料を減額又は免除することができる。
� 2��前項の減額又は免除は、国際委員会の議を経て、学長が決

定する。
� 3�減額又は免除の期間は、二年を限度とする。
� 4��減額する額は、授業料、在学料及び実験実習料の二分の一

を限度とする。
� 5��前条の規定によつて留学の許可が取り消された場合は、第

二項の決定は効力を失う。
� 6�減額又は免除のために必要な細目は、別に定める。

（奨学）
第十五条� �認定留学生及び交換留学生には、国外留学生奨学金を貸与又

は給付することができる。
� 2��前項の給付は、特に学力が優れている者について行う。
� 3��国外留学生奨学金の貸与又は給付は、国際委員会の議を経

て、学長が決定する。
� 4��国外留学生奨学金の貸与及び給付のために必要な細目は、

別に定める。
� 5��学生の国外留学に係る奨学金に関する事項は、奨学委員会

に報告するものとする。
（交換留学生への特例）
第十六条� �交換留学生の取扱いについては、この細則の定めによるほか

第四条に定める大学間協定の内容に基づき、特別の取扱いを
することができる。

（事務の所管）
第十七条� �学生の国外留学に関する事務は、国際センター事務室が所管

する。
（改正）
第十八条� �この規程の改正は、教授会、大学院の研究科委員会及び国際

委員会の議を経なければならない。
附則

（施行期日）
1�この規程は、昭和五十六年七月二十日から施行する。

（経過措置）
2��学生の国外留学に関する事務は、第十七条の定めにかかわらず、セン
ター事務室が設置されるまでの間、学長室学事課が所管する。

附則（規程第八百六十八号）
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則（規程第千号）
（施行期日）
1�この規程は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

（経過措置）
2��この規程による改正後の第十四条第三項は、昭和六十年九月一日以降
の留学生から適用する。

附則（規程第千二百五十五号）
（施行期日）
1�この規程は、平成四年二月二十四日から施行する。

（経過措置）
2���この規程による改正後の第五条第二号の規定は、平成三年四月一日以
降の文学研究科博士課程の後期課程入学生から適用し、平成二年四月
一日以前の入学生については、なお従前の例による。

附則（規程第千三百五十一号）
（施行期日）
1�この規程は、平成五年四月一日から施行する。

（経過措置）
2��前項の規定にかかわらず、改正後の第五条第二号の規定は、平成五年
四月一日以降の入学生から適用し、平成四年四月一日以前の入学生に

ついては、なお従前の例による。
附則（規程第千五百三十二号）
この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則（規程第千六百六十八号）
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

附則（規程第千七百五十六号）
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（規程第千七百八十九号）
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（規程第千九百五十三号）
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

附則（規程第二千七十八号）
この規程は、平成十七年二月七日から施行する。

附則（規程第二千四百六十四号）
この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則（規程第二千七百四十二号）
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

中央大学国外留学生奨学金の給付に関する取扱基準
1��この基準は、中央大学学生国外留学に関する規程第15条に規定する国
外留学生奨学金（以下、『長期留学支援奨学金』という）の給付について、
必要な事項を定める。
2�長期留学支援奨学金の給付を受ける者を、奨学留学生という。
3��長期留学支援奨学金は、中央大学学生国外留学生に関する規程第2条第
2項に定める交換留学生及び認定留学生を対象とする。
4��長期留学支援奨学金の給付額は申請者が所属する学部・研究科の授業
料（在学料）および実験実習料を上限として、留学期間に応じて決定する。
5��長期留学支援奨学金の給付方法は、留学経費の一部として本人に給付す
る。
6�長期留学支援奨学金の給付期間は、留学期間1学期以上1年までとする。
7��長期留学支援奨学金の給付を申請しようとする者は、所定の書類を提出
しなければならない。
8�奨学留学生は、国際委員会が出願者を審査して、決定する。
（2）奨学留学生の選考は、提出書類又は面接等による審査とする。
9�奨学留学生に決定したときは、本人に通知する。
（2）前項の通知を受けた者は、所定の誓約書を提出しなければならない。
10��奨学留学生が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに届出な
ければならない。� �
1）本人又は保証人の氏名、住所等に変更があったとき� �
2）休学、退学又は除籍されたとき� �
3）国外留学を取りやめたとき� �
4）留学期間を短縮するとき

11��奨学留学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。�
1）留学期間中に休学又は退学したとき� �
2）国外留学を取止めたとき� �
3）停学又は退学の処分を受けたとき� �
4）国外留学の許可を取消されたとき� �
5）所定の書類に虚偽の事実を記載したとき� �
6）国際委員会が奨学留学生として適当でないと認めたとき

12��奨学留学生がその資格を辞退するときは所定の手続きをしなければな
らない。

13��奨学留学生がその資格を失ったとき又はその資格を辞退したときは、
給付金の支給を停止する。

14��奨学留学生の資格を失った者は、給付金を返還しなければならない。
ただし、相当の理由がある場合は、その全部又は一部の返還を免除す
ることができる。

15�奨学留学生は、留学終了後に所定の報告書を提出しなければならない。
（2）�奨学留学生が前項の義務を怠ったときは、その資格を喪失し、相当

の理由がある場合を除き、奨学金の全部または一部を返還しなけれ
ばならない。

16��この基準に関する事務は、国際センター事務室が所管する。� �
この基準は、平成15年4月1日から実施する。

附則
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この基準は、平成24年7月1日より実施する。この基準の実施に伴い、中
央大学留学生奨学金の給付に関する取扱基準は廃止する。
附則
この基準は、平成29年1月1日より実施する。
附則
この基準は、令和4年4月1日以降の出願者より実施する。

交換留学募集先大学 募集概要一覧（資料）
次頁より、資料として2023年度秋派遣交換留学および
2023年春派遣交換留学の募集協定校について、募集条
件一覧を添付します。
応募する際には本誌とは別に配布される募集要項（春・
夏）を参照し、必ず最新情報を確認して下さい。
GPA に関する要件は交換留学を希望する場合、共通とな
ります。
交換留学先によってはそれ以上の要件を要求している大
学もありますので注意してください。その他の要件（語
学力、留学年次）については大学、専攻によって異なりま
すので、必ず募集要項を参照して下さい。
前年度の協定校別の募集要項は国際センターで閲覧でき
ます。

F A Q

A

A

A

A

A

Q

Q

Q

Q

Q

GPA が 3.00 または 2.00 以上に満たなかった場合はどうなりますか。
交換留学の場合、学内選考で選抜されたものの、留学直前の学年次までの GPA が基準に満たなかった場合は、留学
資格を取り消します。

留学期間を延長したいのですが。
留学期間は原則として１年または１学期間（セメスター）です。認定留学に限り、これを延長することもできますが、許
可が必要です（延長の２ヶ月前までに申請してください）。

選考の際の競争率はどのくらいですか。
選考は2段階になっています。まず、学部・研究科で推薦する学生を選考します。次に、全学部・研究科から推薦さ
れた学生の中から、最終的な募集人数枠分の候補者を国際センターで調整後、学内の国際委員会にて最終決定します。
競争率は年によって異なりますので、一概には言えません。

選考基準は何ですか。
客観的基準としての、GPA と語学力に加えて、留学目的・留学計画を見て、総合的に判断されます。

海外旅行傷害保険は大学で加入できますか。
中央大学の制度を使って留学する場合、中央大学の指定する保険への加入が原則として必須となります。留学決
定後に、国際センターより加入に関する案内があります。
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 アメリカ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

パデュー大学 1 免除 学部3年以上のみ 英語 3.0以上 80 (各セクション20)以上 6.5  (各セクション6.0）以上 ― ■Businessの分野は履修可
■要Purdue保険加入$1,360/year(2022)

ミシシッピ大学 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.5以上

◆79以上（各セクション19以上）:Full-timeAcademic
◆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。

◆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。

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

東テネシー州立大学 2(学費免除1
名）

※納入 (1名のみ
免除） 学部生のみ 英語 2.5以上

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。

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。

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

ハワイ大学マノア校 1 ※納入 学部3年以上のみ
／大学院生 英語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上

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。

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。

―

■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。

ハワイ大学ヒロ校 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.8以上 61以上 5.5以上 ―
■学費 :$10,152/semester、$20,304/2semesters (2022)
■要Hilo校保険加入
https://hilo.hawaii.edu/international/newstudents.php

ノースカロライナ大学シャー
ロット校 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上
学部生：70以上
大学院生： 83以上

学部生：6.0以上
大学院生： 6.5以上 ―

■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

ニューヨーク市立大学スタテン
アイランド校 2 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 61以上 6.0以上 ― 要ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校保険加入

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）】

2 免除 学部3年以上、大
学院生（修士） 英語 3.0以上 90以上 7.0以上

※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。

・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

ミネソタ州立大学マンケート校 3(学費免除2名） ※納入（２名の
み免除） 学部生のみ 英語 2.5以上

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。

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。

― ■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

ノースカロライナ大学アッシュ
ビル校 4 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 80以上 6.5以上 ― 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。

セント・トーマス大学 1 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 79以上 6.5以上 ― 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。

2023年度 秋派遣協定校別募集条件一覧（実績）
● 応募要件は、昨年（2022年）の募集条件です。10月に発行される最新の募集要項を必ず確認してください。
●  応募要件（GPA）については、特に記載がない限り、以下の本学が定める基準を共通要件とする。 

学力要件①（対象：アメリカ・カナダの協定校、ISEPの加盟校） 
【学部生】2022年度前期（春学期）までの通算GPAが留学希望先大学のGPA要件を満たす者 
【大学院生】2021年度後期（秋学期）までの通算GPAが3.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA要件を満たす者 
※１年生応募可。ただし、留学先大学の出願手続き（2023年2月頃）までにGPAを保有していない者は応募不可。 

（例）2022年度前期休学した学部1年生、国際経営学部9月入学1年生等 
学力要件②（対象：上記以外の協定校） 

【学部生】2022年度前期（春学期）までの通算GPAおよび2022年度後期（秋学期）までの通算GPAが2.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA基準を満たす見込みの者 
【大学院生】2021年度後期（秋学期）までの通算GPAおよび2022年度後期（秋学期）までの通算GPAが3.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA基準を満たす見込みの者 
※派遣留学生として推薦された者の「2022年度後期（秋学期）までの通算GPA」が、留学希望先大学のGPA要件を下回る場合、派遣留学生の資格を失う 
※1年生応募可（2022年度の修得見込み単位数等を勘案する）

● 語学要件について、協定校の定める基準がない場合、応募基準をTOEFL iBT 59、IELTS 5.5以上とする。 
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 アメリカ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

パデュー大学 1 免除 学部3年以上のみ 英語 3.0以上 80 (各セクション20)以上 6.5  (各セクション6.0）以上 ― ■Businessの分野は履修可
■要Purdue保険加入$1,360/year(2022)

ミシシッピ大学 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.5以上

◆79以上（各セクション19以上）:Full-timeAcademic
◆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。

◆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。

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

東テネシー州立大学 2(学費免除1
名）

※納入 (1名のみ
免除） 学部生のみ 英語 2.5以上

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。

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。

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

ハワイ大学マノア校 1 ※納入 学部3年以上のみ
／大学院生 英語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上

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。

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。

―

■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。

ハワイ大学ヒロ校 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.8以上 61以上 5.5以上 ―
■学費 :$10,152/semester、$20,304/2semesters (2022)
■要Hilo校保険加入
https://hilo.hawaii.edu/international/newstudents.php

ノースカロライナ大学シャー
ロット校 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上
学部生：70以上
大学院生： 83以上

学部生：6.0以上
大学院生： 6.5以上 ―

■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

ニューヨーク市立大学スタテン
アイランド校 2 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 61以上 6.0以上 ― 要ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校保険加入

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）】

2 免除 学部3年以上、大
学院生（修士） 英語 3.0以上 90以上 7.0以上

※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。

・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

ミネソタ州立大学マンケート校 3(学費免除2名） ※納入（２名の
み免除） 学部生のみ 英語 2.5以上

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。

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。

― ■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

ノースカロライナ大学アッシュ
ビル校 4 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 80以上 6.5以上 ― 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。

セント・トーマス大学 1 免除 学部生のみ 英語 2.5以上 79以上 6.5以上 ― 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。

2023年度 秋派遣協定校別募集条件一覧（実績）
● 応募要件は、昨年（2022年）の募集条件です。10月に発行される最新の募集要項を必ず確認してください。
●  応募要件（GPA）については、特に記載がない限り、以下の本学が定める基準を共通要件とする。 

学力要件①（対象：アメリカ・カナダの協定校、ISEPの加盟校） 
【学部生】2022年度前期（春学期）までの通算GPAが留学希望先大学のGPA要件を満たす者 
【大学院生】2021年度後期（秋学期）までの通算GPAが3.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA要件を満たす者 
※１年生応募可。ただし、留学先大学の出願手続き（2023年2月頃）までにGPAを保有していない者は応募不可。 

（例）2022年度前期休学した学部1年生、国際経営学部9月入学1年生等 
学力要件②（対象：上記以外の協定校） 

【学部生】2022年度前期（春学期）までの通算GPAおよび2022年度後期（秋学期）までの通算GPAが2.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA基準を満たす見込みの者 
【大学院生】2021年度後期（秋学期）までの通算GPAおよび2022年度後期（秋学期）までの通算GPAが3.00以上、且つ、留学希望先大学のGPA基準を満たす見込みの者 
※派遣留学生として推薦された者の「2022年度後期（秋学期）までの通算GPA」が、留学希望先大学のGPA要件を下回る場合、派遣留学生の資格を失う 
※1年生応募可（2022年度の修得見込み単位数等を勘案する）

● 語学要件について、協定校の定める基準がない場合、応募基準をTOEFL iBT 59、IELTS 5.5以上とする。 
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カリフォルニア大学デイヴィス
校 2 ※納入 学部生のみ 英語 3.0以上

◆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。

◆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。

―

■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。

カリフォルニア州立大学モント
レーベイ校 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.5以上 61以上 6.0以上 ― 学費：$5,739/semester(2022）、要CSUMB保険$650/semester加入

 カナダ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ニューファンド　ランド　
メモリアル大学 2

※ Intensive 
English Bridge 
Program納入

学部生のみ 英語 2.5以上

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.

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.

―

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

フレーザーバレー大学 1 免除 学部生のみ 英語 2.33以上

◆ 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。

◆ 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。

―

ウィニペグ大学 3 ※ELP納入 学部生のみ 英語 3.0以上

86(各セクション20以上）以上 : Full Admission
61(R:15,L:15,W:14)以 上  :  Engl ish 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。

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。

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

 アイルランド
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
ドーセット　カレッジ 1 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 ― 6.0以上 ―

 イギリス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ヨーク大学 2 ※納入 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

―

■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/
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カリフォルニア大学デイヴィス
校 2 ※納入 学部生のみ 英語 3.0以上

◆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。

◆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。

―

■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。

カリフォルニア州立大学モント
レーベイ校 2 ※納入 学部生のみ 英語 2.5以上 61以上 6.0以上 ― 学費：$5,739/semester(2022）、要CSUMB保険$650/semester加入

 カナダ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ニューファンド　ランド　
メモリアル大学 2

※ Intensive 
English Bridge 
Program納入

学部生のみ 英語 2.5以上

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.

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.

―

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

フレーザーバレー大学 1 免除 学部生のみ 英語 2.33以上

◆ 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。

◆ 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。

―

ウィニペグ大学 3 ※ELP納入 学部生のみ 英語 3.0以上

86(各セクション20以上）以上 : Full Admission
61(R:15,L:15,W:14)以 上  :  Engl ish 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。

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。

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

 アイルランド
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
ドーセット　カレッジ 1 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 ― 6.0以上 ―

 イギリス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ヨーク大学 2 ※納入 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

―

■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/
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サセックス大学 3 免除 学部生のみ 英語 2.8以上 ― 6.0（各セクション5.5）以上 ― ■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。

マンチェスター大学（人文科学
部） 3 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

― ■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。

レスター大学 4 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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

― ■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。

シェフィールド大学 4 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

― ■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。

カーディフ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 ―
◆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

― ■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。

 スウェーデン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ストックホルム大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 79以上 6.0（各セクション5.5）以上 ―

リンネ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 72(R18,L17,S20,W17)以上 6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上 ―

 デンマーク
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

コペンハーゲン大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

◆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。

◆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。

―

南デンマーク大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 88以上 6.5以上 ―

 クロアチア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ザグレブ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 79以上 6.0以上 ―

 オランダ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
エラスムス・ロッテルダム大学
法学部【法学部・法学研究科のみ】 1 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 90以上 6.5（各セクション6.0）以上 ―

フォンティス応用科学大学 2 免除 学部生のみ 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

―

 マルタ共和国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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） 備考
TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

マルタ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 80(W:20）以上 6.0（W:6.0, R:5.5, L:5.5, S5.5)以上 ―
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サセックス大学 3 免除 学部生のみ 英語 2.8以上 ― 6.0（各セクション5.5）以上 ― ■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。

マンチェスター大学（人文科学
部） 3 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

― ■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。

レスター大学 4 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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

― ■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。

シェフィールド大学 4 免除 学部生のみ 英語 3.0以上 ―

◆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。

― ■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。

カーディフ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 ―
◆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

― ■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。

 スウェーデン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ストックホルム大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 79以上 6.0（各セクション5.5）以上 ―

リンネ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 72(R18,L17,S20,W17)以上 6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上 ―

 デンマーク
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

コペンハーゲン大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

◆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。

◆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。

―

南デンマーク大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 88以上 6.5以上 ―

 クロアチア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ザグレブ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 79以上 6.0以上 ―

 オランダ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
エラスムス・ロッテルダム大学
法学部【法学部・法学研究科のみ】 1 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 90以上 6.5（各セクション6.0）以上 ―

フォンティス応用科学大学 2 免除 学部生のみ 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

―

 マルタ共和国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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） 備考
TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

マルタ大学 2 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 80(W:20）以上 6.0（W:6.0, R:5.5, L:5.5, S5.5)以上 ―
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 トルコ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

中東工科大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 79以上 6.0以上

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.

 ベルギー
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ルーヴェン・カトリック大学 2 免除 学部3年以上／大
学院生 英語、オランダ語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上 78以上 6.0以上 ―

サンルイ（ブリュッセル）大学 1 免除 学部生のみ フランス語、英語 2.0以上 72以上 5.5以上 ◆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

■ 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）

ブリュッセル自由大学 2 免除 学部生／大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― 仏語：B1（仏検2級）以上 8月中旬開始夏季講座有

https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-francais-langue-etrangere

 シンガポール
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

南洋理工大学人文社会科学部 1 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 90以上 6.0以上 (ただし、writingセクションについては、6.0以上 ) ― College of Humanities, Arts and Social Science(CoHASS)への留学のみ認め
られる。　

シンガポール・マネジメント大
学 1 免除 学部生のみ 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 93以上 7.0以上 ―

 香港
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

香港城市大学 3 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 (法学部以外）
3.0以上（法学部）

79以上（法学部以外）
100以上（法学部）

6.5（法学部以外）
7.0（法学部）

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

香港大学 2 免除 学部生のみ 英語
3.0以上

（economics,business）
3.2以上（法学部）
2.0以上 (その他 )

93以上 (法学部以外 )
97以上 (法学部 )
※備考欄参照のこと

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

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%20
Proficiency%20Proof%20Requirement.pdf

 フィリピン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フィリピン大学ディリマン校 5 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 61以上 ― ―

 インドネシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
インドネシア大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 80以上 6.5以上 ―

ガジャマダ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 70以上 5.5以上 ―

バンドン工科大学土木環境学部
【理工学部・理工学研究科のみ】 3 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 59以上 5.5以上

 タイ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
チュラロンコン大学経済学部

【経済学部のみ】 4 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 79以上 6.0以上 ― Only Graduate exchange student not able to study across faculties.

タマサート大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 備考欄を確認してくだ
さい 61-80 備考欄を確認してください 5.5-6.5 備考欄を確認して下さい ―

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)

 マレーシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

マレーシア科学大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 79-80以上 5.5以上 ―

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.

マラヤ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 80以上 6.0以上 ―
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.
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 トルコ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

中東工科大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 79以上 6.0以上

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.

 ベルギー
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ルーヴェン・カトリック大学 2 免除 学部3年以上／大
学院生 英語、オランダ語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上 78以上 6.0以上 ―

サンルイ（ブリュッセル）大学 1 免除 学部生のみ フランス語、英語 2.0以上 72以上 5.5以上 ◆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

■ 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）

ブリュッセル自由大学 2 免除 学部生／大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― 仏語：B1（仏検2級）以上 8月中旬開始夏季講座有

https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-francais-langue-etrangere

 シンガポール
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

南洋理工大学人文社会科学部 1 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 90以上 6.0以上 (ただし、writingセクションについては、6.0以上 ) ― College of Humanities, Arts and Social Science(CoHASS)への留学のみ認め
られる。　

シンガポール・マネジメント大
学 1 免除 学部生のみ 英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 93以上 7.0以上 ―

 香港
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

香港城市大学 3 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 (法学部以外）
3.0以上（法学部）

79以上（法学部以外）
100以上（法学部）

6.5（法学部以外）
7.0（法学部）

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

香港大学 2 免除 学部生のみ 英語
3.0以上

（economics,business）
3.2以上（法学部）
2.0以上 (その他 )

93以上 (法学部以外 )
97以上 (法学部 )
※備考欄参照のこと

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

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%20
Proficiency%20Proof%20Requirement.pdf

 フィリピン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フィリピン大学ディリマン校 5 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 61以上 ― ―

 インドネシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
インドネシア大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 80以上 6.5以上 ―

ガジャマダ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 70以上 5.5以上 ―

バンドン工科大学土木環境学部
【理工学部・理工学研究科のみ】 3 免除 学部生のみ 英語 2.0以上 59以上 5.5以上

 タイ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
チュラロンコン大学経済学部

【経済学部のみ】 4 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 79以上 6.0以上 ― Only Graduate exchange student not able to study across faculties.

タマサート大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 備考欄を確認してくだ
さい 61-80 備考欄を確認してください 5.5-6.5 備考欄を確認して下さい ―

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)

 マレーシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

マレーシア科学大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 79-80以上 5.5以上 ―

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.

マラヤ大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 80以上 6.0以上 ―
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.
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ウタラマレーシア大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 59以上 5.5以上

 カンボジア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
王立プノンペン大学【総合政策
学部・総合政策研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 英語 ※確認中 ※確認中 ※確認中 ※確認中 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。

 ベトナム
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ハノイ国民経済大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 2.8以上 72以上 5.5以上
- Vietnamese Certificate (for Vietnamese courses): Vietnamese language 
certificate 4/6. VNU shall assign the training unit to test the Vietnamese 
language proficiency and provide consultancy for students.
  * For international students who come to Vietnam

英語で行われる科目は経済学・商学・経営学などの分野に限られます。

 イタリア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
メッシーナ大学工学部【理工学
部・理工学研究科のみ】 4 免除 学部生／大学院生 英語、イタリア語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 59以上 5.5以上 イタリア語の語学能力証明書（様式G） 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。

 ドイツ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フランクフルト金融経営大学 2 免除 学部生／大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 90以上 7.0以上 ―

※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

テュービンゲン大学 1 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

＜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

ベルリン自由大学 2 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

オスナブリュック大学 2 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

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

ヴュルツブルク大学 5 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

ミュンヘン大学法学部【法学部・
法学研究科のみ】 3 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

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

ミュンスター大学 3（※備考欄参
照） 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上

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

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

◆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

※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。

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】

3 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 72(R18,L17,S20,W17)以上 6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

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

 フランス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

トゥールーズ大学　ジャンジョ
レス校 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

◆DEFLE（The department of French as Foreing Language offers courses 
for non-native French speakers in order to improve their knowledge of the 
French language)

仏語：A2（仏検準2級 )以上
◆その他の機関
仏語：B1（仏検2級）以上

リュミエール・リヨン第２大学 3 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

パリ１３大学 3 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

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

パリ　シテ大学 2 免除 学部3年以上／大
学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―
仏語：B1 以上 (DELFまたはTCFの証明書が必要 )
※B2以上が望ましい
※履修するコースによってはB2以上が必須である場合があります
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ウタラマレーシア大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 59以上 5.5以上

 カンボジア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
王立プノンペン大学【総合政策
学部・総合政策研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 英語 ※確認中 ※確認中 ※確認中 ※確認中 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。

 ベトナム
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ハノイ国民経済大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 2.8以上 72以上 5.5以上
- Vietnamese Certificate (for Vietnamese courses): Vietnamese language 
certificate 4/6. VNU shall assign the training unit to test the Vietnamese 
language proficiency and provide consultancy for students.
  * For international students who come to Vietnam

英語で行われる科目は経済学・商学・経営学などの分野に限られます。

 イタリア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
メッシーナ大学工学部【理工学
部・理工学研究科のみ】 4 免除 学部生／大学院生 英語、イタリア語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 59以上 5.5以上 イタリア語の語学能力証明書（様式G） 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。

 ドイツ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フランクフルト金融経営大学 2 免除 学部生／大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 90以上 7.0以上 ―

※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

テュービンゲン大学 1 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

＜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

ベルリン自由大学 2 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

オスナブリュック大学 2 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

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

ヴュルツブルク大学 5 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

ミュンヘン大学法学部【法学部・
法学研究科のみ】 3 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

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

ミュンスター大学 3（※備考欄参
照） 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.5以上、大学

院生3.0以上

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

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

◆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

※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。

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】

3 免除 学部生 /大学院生 ドイツ語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 72(R18,L17,S20,W17)以上 6.0（L6.0,R6.0,W5.5,S6.5）以上

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

 フランス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

トゥールーズ大学　ジャンジョ
レス校 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

◆DEFLE（The department of French as Foreing Language offers courses 
for non-native French speakers in order to improve their knowledge of the 
French language)

仏語：A2（仏検準2級 )以上
◆その他の機関
仏語：B1（仏検2級）以上

リュミエール・リヨン第２大学 3 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

パリ１３大学 3 免除 学部生 /大学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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

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

パリ　シテ大学 2 免除 学部3年以上／大
学院生 フランス語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―
仏語：B1 以上 (DELFまたはTCFの証明書が必要 )
※B2以上が望ましい
※履修するコースによってはB2以上が必須である場合があります
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トゥール大学 2 免除 学部生／大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

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

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

■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。

パリ・ナンテール大学 2 免除 学部3年以上 /大学
院生 フランス語 学部生3.0以上、大学

院生3.0 ― ― 仏語：B1（仏検2級）以上

エクス・マルセイユ大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

英語でのコースを受ける場合
◆The Faculty of Arts and Humanities : C1(TOEFL 95）
以上

◆その他の分野（Law and Political Science, Economics 
and Management, Science and technology）：B2
（TOEFL 72）以上

英語でのコースを受ける場合
◆The Faculty of Arts and Humanities : C1(IELTS 7.0）以
上

◆その他の分野（Law and Political Science, Economics 
and Management, Science and technology）：
B2(IELTS 5.5）以上

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

リヨン政治学院 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

◆英語でのコースを受ける場合：79以上
※英語で提供されるプログラム：DFES 
　https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/

fiches_dfes_studyprogram_20201216_0.pdf
　英語で提供される科目は、科目数が限定されているた
め、よく確認すること。

◆英語でのコースを受ける場合：6.0以上　
※英語で提供のプログラム：DEFS
　https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/

fiches_dfes_studyprogram_20201216_0.pdf
　英語で提供される科目は、科目数が限定されているた
め、よく確認すること。

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

Most of our courses are taught in french but we have a diploma designed for 
exchange students fully taught in English called the Diploma of French and 
European Studies. French as a second language courses are as well offered 
each semester.

ストラスブール大学　 2 免除 学部3年以上／大
学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上

◆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。

　h t tps : / /www.em-s t rasbou rg .com/exchange-
programmes/type-of-exchanges-1

◆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。

　h t tps : / /www.em-s t rasbou rg .com/exchange-
programmes/type-of-exchanges-1

◆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

■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。

 スイス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ジュネーヴ大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.7以上、大学
院生3.0以上

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

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

◆Full Academic：
仏語：B2（仏検準1級）以上

◆French Literature：
仏語：C1(仏検1級）以上

◆仏語・文化コース (ECOLE DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRAN?AISES)：
仏語：B1（仏検2級）以上

■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、滞在許可の手続き、到着後
の諸手続き、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、スイス文化
に興味のある学生の応募が望ましいです。

西スイス応用科学大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

仏語：B2（仏検準1級）以上

■大学院レベルで留学希望の場合は国際センターに問い合わせください。
■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、滞在許可の手続き、到着後
の諸手続き、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、スイス文化
に興味のある学生の応募が望ましいです。

 中国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

華東政法大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK5級以上 華東政法大学を希望する学生は事前に国際センターに連絡してください。

北京科技大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 80以上 (2022年度参考 ) 6.0以上 (2022年度参考 ) HSK5級以上

中国政法大学 4 免除 学部生 /大学院生 中国語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK4 for Chinese-taught courses

厦門大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 80以上 6.0以上

Language Proficiency Requirement
(1) Not required for Chinese language program offered by the XMU's Overseas Education 
College.
(2) For Chinese-taught programs, applicants should submit valid HSK certificate. For 
applicants for programs of Humanities, Economics, Management, Law, Arts and Traditional 
Chinese Medicine, HSK band 5 with a score of 210 or higher is required. For programs in 
Sciences, Engineering and Medicine, HSK band 4 with a score of 210 or above is required. 
Applicants who have taken all courses in Chinese during their current or previous degree 
studies are exempt from the HSK certificate requirement, but a medium-of-instruction 
certificate from the home institutions should be furnished. Applicants from countries where 
Chinese language is commonly used are also exempt from the HSK certificate requirement 
after providing certifcate of Chinese language skills from the home institutions.
(3) For English-taught programs, the valid TOEFL-iBT ( 80 points or above/ higher) or IELTS 
Academic (6.0 points or above/ higher) is required. Applicants who have taken all courses 
in English during their current or previous degree studies are exempt from this requirement, 
but a medium-of-instruction certificate from the university should be furnished. Native 
English speakers are exempt from this requirement.

重慶大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.5以上 80以上 6.0以上 HSK4級以上 (Over 180point)

中央民族大学 1 免除 学部生 /大学院生 中国語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK5級以上

清華大学法学院【法学部・法学
研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 90以上 6.0以上 中国後の授業を受ける場合はHSK4級以上

北京大学歴史学院【文学部・文
学研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語 2.5以上 68以上 5.5以上 HSK6級以上

北京大学国際関係学院【総合政
策学部・総合政策研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語

【学部】中国語で受講する
場合：3.0

【学部】英語で受講する
場合：2.0

【大学院】3.0

90 HSK6級以上（各科目70点以上）
北京大学国際関係学院に推薦されることが決定した者は、推薦状2通（中国
語または英語）が必要となります。
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。

 台湾 
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

国立中央大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）
Most of the courses taught in English at NCU are in graduate level but allow 
junior and senior undergraduate to take. Therefore, an undergraduate student 
without Chinese Proficiency but with good English Proficiency should come to 
NCU for exchange on the 3rd year or 4th year of their undergraduate.

国立政治大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.75以上 80以上 6.0以上 HSK4級以上
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トゥール大学 2 免除 学部生／大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

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

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

■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。

パリ・ナンテール大学 2 免除 学部3年以上 /大学
院生 フランス語 学部生3.0以上、大学

院生3.0 ― ― 仏語：B1（仏検2級）以上

エクス・マルセイユ大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

英語でのコースを受ける場合
◆The Faculty of Arts and Humanities : C1(TOEFL 95）
以上

◆その他の分野（Law and Political Science, Economics 
and Management, Science and technology）：B2
（TOEFL 72）以上

英語でのコースを受ける場合
◆The Faculty of Arts and Humanities : C1(IELTS 7.0）以
上

◆その他の分野（Law and Political Science, Economics 
and Management, Science and technology）：
B2(IELTS 5.5）以上

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

リヨン政治学院 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

◆英語でのコースを受ける場合：79以上
※英語で提供されるプログラム：DFES 
　https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/

fiches_dfes_studyprogram_20201216_0.pdf
　英語で提供される科目は、科目数が限定されているた
め、よく確認すること。

◆英語でのコースを受ける場合：6.0以上　
※英語で提供のプログラム：DEFS
　https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/

fiches_dfes_studyprogram_20201216_0.pdf
　英語で提供される科目は、科目数が限定されているた
め、よく確認すること。

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

Most of our courses are taught in french but we have a diploma designed for 
exchange students fully taught in English called the Diploma of French and 
European Studies. French as a second language courses are as well offered 
each semester.

ストラスブール大学　 2 免除 学部3年以上／大
学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上

◆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。

　h t tps : / /www.em-s t rasbou rg .com/exchange-
programmes/type-of-exchanges-1

◆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。

　h t tps : / /www.em-s t rasbou rg .com/exchange-
programmes/type-of-exchanges-1

◆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

■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。

 スイス
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

ジュネーヴ大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.7以上、大学
院生3.0以上

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

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

◆Full Academic：
仏語：B2（仏検準1級）以上

◆French Literature：
仏語：C1(仏検1級）以上

◆仏語・文化コース (ECOLE DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRAN?AISES)：
仏語：B1（仏検2級）以上

■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、滞在許可の手続き、到着後
の諸手続き、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、スイス文化
に興味のある学生の応募が望ましいです。

西スイス応用科学大学 2 免除 学部生 /大学院生 フランス語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

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

仏語：B2（仏検準1級）以上

■大学院レベルで留学希望の場合は国際センターに問い合わせください。
■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、滞在許可の手続き、到着後
の諸手続き、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、スイス文化
に興味のある学生の応募が望ましいです。

 中国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

華東政法大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK5級以上 華東政法大学を希望する学生は事前に国際センターに連絡してください。

北京科技大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 80以上 (2022年度参考 ) 6.0以上 (2022年度参考 ) HSK5級以上

中国政法大学 4 免除 学部生 /大学院生 中国語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK4 for Chinese-taught courses

厦門大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.5以上、大学
院生3.0以上 80以上 6.0以上

Language Proficiency Requirement
(1) Not required for Chinese language program offered by the XMU's Overseas Education 
College.
(2) For Chinese-taught programs, applicants should submit valid HSK certificate. For 
applicants for programs of Humanities, Economics, Management, Law, Arts and Traditional 
Chinese Medicine, HSK band 5 with a score of 210 or higher is required. For programs in 
Sciences, Engineering and Medicine, HSK band 4 with a score of 210 or above is required. 
Applicants who have taken all courses in Chinese during their current or previous degree 
studies are exempt from the HSK certificate requirement, but a medium-of-instruction 
certificate from the home institutions should be furnished. Applicants from countries where 
Chinese language is commonly used are also exempt from the HSK certificate requirement 
after providing certifcate of Chinese language skills from the home institutions.
(3) For English-taught programs, the valid TOEFL-iBT ( 80 points or above/ higher) or IELTS 
Academic (6.0 points or above/ higher) is required. Applicants who have taken all courses 
in English during their current or previous degree studies are exempt from this requirement, 
but a medium-of-instruction certificate from the university should be furnished. Native 
English speakers are exempt from this requirement.

重慶大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.5以上 80以上 6.0以上 HSK4級以上 (Over 180point)

中央民族大学 1 免除 学部生 /大学院生 中国語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― HSK5級以上

清華大学法学院【法学部・法学
研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 90以上 6.0以上 中国後の授業を受ける場合はHSK4級以上

北京大学歴史学院【文学部・文
学研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語 2.5以上 68以上 5.5以上 HSK6級以上

北京大学国際関係学院【総合政
策学部・総合政策研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語

【学部】中国語で受講する
場合：3.0

【学部】英語で受講する
場合：2.0

【大学院】3.0

90 HSK6級以上（各科目70点以上）
北京大学国際関係学院に推薦されることが決定した者は、推薦状2通（中国
語または英語）が必要となります。
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。

 台湾 
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

国立中央大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）
Most of the courses taught in English at NCU are in graduate level but allow 
junior and senior undergraduate to take. Therefore, an undergraduate student 
without Chinese Proficiency but with good English Proficiency should come to 
NCU for exchange on the 3rd year or 4th year of their undergraduate.

国立政治大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.75以上 80以上 6.0以上 HSK4級以上
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東呉大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

国立中山大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

南台科技大学 1 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 3.4以上 63以上 5.5以上 HSK（新漢語水平考試）4級以上 全英語コース 履修 -> English      普通の学部コース 履修 ->Chiense

国立台北大学法律学院【法学部・
法学研究科のみ】 1 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.5以上 61以上 5.5以上 HSK5級以上 (2022年度参考 )

国立高雄師範大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

Students should neither be Overseas Chinese Students nor ROC(Taiwan) 
nationals.
一部科目のみ英語でも授業を開講している。

国立曁南国際大学人文学院【文
学部・文学研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上
79以上

5.5以上 HSK 5級以上

 スペイン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

サンティアゴ・デ・コンポステ
ラ大学 2 免除 学部生 /大学院生 スペイン語、ガリ

シア語
学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

■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。

コルドバ大学 2 免除 学部生のみ スペイン語 2.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

アリカンテ大学 1 免除 学部生 /大学院生 スペイン語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

 メキシコ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

メキシコ自治工科大学（ＩＴＡ
Ｍ） 2 免除 学部生のみ スペイン語、英語 3.0以上

90以上

※英語での授業を受講する場合

7.0以上

※英語での授業を受講する場合

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 Espa?ol 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。

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.

 インドネシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
ハサヌディン大学文化科学学部

【総合政策学部・総合政策研究
科のみ】

2 免除 学部生 /大学院生 インドネシア語 学部生3.0、大学院生3.0 ― ― 備考参照 ・インドネシア語能力を証明する資料がある場合は提出してください。
・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。

   フランス、イギリス、アイルランド
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

イーエム・ノルマンディー・ビ
ジネススクール 2 免除 学部生 /大学院生 英語、フランス語 学部生2.0以上、

大学院生3.2以上

◆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：キャンパスが5つ（<フランス>CAEN,LE 

HAVRE,PARIS/<イギリス>OXFORD/<アイルランド
>DUBLIN）あり、1セメスター中は1つのキャンパス
にて授業を履修。プログラム（授業）やレベルによっ
て履修するキャンパスが変わります。2セメスター留
学の場合、2セメスター目にキャンパス（国）を変更す
る場合、ビザ申請を含む諸手続きが必要。提供プログ
ラム、取得するビザの関係上、授業を受けるキャンパ
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、どのキャンパスでどのプログラムを履修す
るかよく考えてください。プログラム提供期間は学
部生か大学院生のプログ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）のキャンパスで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、②
Fall semesterはフランス（CAEN,LE HAVRE,PARISの
いずれか）のキャンパス（8月下旬or 9月上旬～ 12月）
→Spring semeterはイギリスのキャンパス（1月～ 3
月下旬）又はアイルランドのキャンパス（1月～ 4月中
旬）＊Spring semesterにイギ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
ンドへの留学の場合は「1学年間の留学」として定義、
③イギリスのキャンパスで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

◆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：キャンパスが5つ（<フランス>CAEN,LE 
HAVRE,PARIS/<イギリス>OXFORD/<アイルランド
>DUBLIN）あり、1セメスター中は1つのキャンパスに
て授業を履修。プログラム（授業）やレベルによって履
修するキャンパスが変わります。2セメスター留学の
場合、2セメスター目にキャンパス（国）を変更する場
合、ビザ申請を含む諸手続きが必要。提供プログラム、
取得するビザの関係上、授業を受けるキャンパスと留
学期間の組み合わせは次の①～③いずれかになるため、
どのキャンパスでどのプログラムを履修するかよく考
えてください。プログラム提供期間は学部生か大学院
生のプログ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）のキャンパス
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）のキャンパ
ス（8月下旬or 9月上旬～ 12月）→Spring semeterはイ
ギリスのキャンパス（1月～ 3月下旬）又はアイルラン
ドのキャンパス（1月～ 4月中旬）＊Spring semesterに
イギ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、アイルランドへの留学の場合は「1学
年間の留学」として定義、③イギリスのキャンパスで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

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

■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。
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東呉大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

国立中山大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 59以上 5.5以上 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

南台科技大学 1 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 3.4以上 63以上 5.5以上 HSK（新漢語水平考試）4級以上 全英語コース 履修 -> English      普通の学部コース 履修 ->Chiense

国立台北大学法律学院【法学部・
法学研究科のみ】 1 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 2.5以上 61以上 5.5以上 HSK5級以上 (2022年度参考 )

国立高雄師範大学 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ― 中国語の資格試験のスコア (HSK等 )または語学能力証明書（様式G）

Students should neither be Overseas Chinese Students nor ROC(Taiwan) 
nationals.
一部科目のみ英語でも授業を開講している。

国立曁南国際大学人文学院【文
学部・文学研究科のみ】 2 免除 学部生 /大学院生 中国語、英語 学部生2.0以上、大学

院生3.0以上
79以上

5.5以上 HSK 5級以上

 スペイン
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

サンティアゴ・デ・コンポステ
ラ大学 2 免除 学部生 /大学院生 スペイン語、ガリ

シア語
学部生2.0以上、大学

院生3.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

■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。

コルドバ大学 2 免除 学部生のみ スペイン語 2.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

アリカンテ大学 1 免除 学部生 /大学院生 スペイン語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上 ― ―

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 Espa?ol 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。

 メキシコ
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

メキシコ自治工科大学（ＩＴＡ
Ｍ） 2 免除 学部生のみ スペイン語、英語 3.0以上

90以上

※英語での授業を受講する場合

7.0以上

※英語での授業を受講する場合

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 Espa?ol 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。

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.

 インドネシア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他
ハサヌディン大学文化科学学部

【総合政策学部・総合政策研究
科のみ】

2 免除 学部生 /大学院生 インドネシア語 学部生3.0、大学院生3.0 ― ― 備考参照 ・インドネシア語能力を証明する資料がある場合は提出してください。
・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。

   フランス、イギリス、アイルランド
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

イーエム・ノルマンディー・ビ
ジネススクール 2 免除 学部生 /大学院生 英語、フランス語 学部生2.0以上、

大学院生3.2以上

◆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：キャンパスが5つ（<フランス>CAEN,LE 

HAVRE,PARIS/<イギリス>OXFORD/<アイルランド
>DUBLIN）あり、1セメスター中は1つのキャンパス
にて授業を履修。プログラム（授業）やレベルによっ
て履修するキャンパスが変わります。2セメスター留
学の場合、2セメスター目にキャンパス（国）を変更す
る場合、ビザ申請を含む諸手続きが必要。提供プログ
ラム、取得するビザの関係上、授業を受けるキャンパ
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、どのキャンパスでどのプログラムを履修す
るかよく考えてください。プログラム提供期間は学
部生か大学院生のプログ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）のキャンパスで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、②
Fall semesterはフランス（CAEN,LE HAVRE,PARISの
いずれか）のキャンパス（8月下旬or 9月上旬～ 12月）
→Spring semeterはイギリスのキャンパス（1月～ 3
月下旬）又はアイルランドのキャンパス（1月～ 4月中
旬）＊Spring semesterにイギ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
ンドへの留学の場合は「1学年間の留学」として定義、
③イギリスのキャンパスで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

◆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：キャンパスが5つ（<フランス>CAEN,LE 
HAVRE,PARIS/<イギリス>OXFORD/<アイルランド
>DUBLIN）あり、1セメスター中は1つのキャンパスに
て授業を履修。プログラム（授業）やレベルによって履
修するキャンパスが変わります。2セメスター留学の
場合、2セメスター目にキャンパス（国）を変更する場
合、ビザ申請を含む諸手続きが必要。提供プログラム、
取得するビザの関係上、授業を受けるキャンパスと留
学期間の組み合わせは次の①～③いずれかになるため、
どのキャンパスでどのプログラムを履修するかよく考
えてください。プログラム提供期間は学部生か大学院
生のプログ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）のキャンパス
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）のキャンパ
ス（8月下旬or 9月上旬～ 12月）→Spring semeterはイ
ギリスのキャンパス（1月～ 3月下旬）又はアイルラン
ドのキャンパス（1月～ 4月中旬）＊Spring semesterに
イギ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、アイルランドへの留学の場合は「1学
年間の留学」として定義、③イギリスのキャンパスで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

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

■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。
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2023年 春派遣協定校別募集条件一覧（実績）
● 昨年（2022年）の募集条件です。4月に発行される最新の募集要項を必ず確認してください。

 オーストラリア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フリンダース大学 1 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://bit.ly/3wWtq6K

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

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://bit.ly/3wWtq6K

-

西シドニー大学 4 免除 学部生 /大学院生 英語 2.0以上 82(R13,L13,S18,W21）以上 6.5(各セクション6.0）以上 -

西オーストラリア大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://goo.gl/3WM6MF

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://goo.gl/3WM6MF

-

ニューサウスウェールズ大学 4 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 90以上 6.5以上 -
ニューサウスウェールズ大学の学年暦は 3Term制（Term1:2-5月、Term2:5-8
月、Term3:9-12月）です。1セメスター（半年間）の留学を希望する場合、
Term1 + Term2の期間に留学することとなります。

シドニー工科大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

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

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

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

アデレード大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

https://goo.gl/WiDPk5

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

https://goo.gl/WiDPk5

-

 韓国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

延世大学 1 免除
学部生のみ ※1年
生の応募不可

（留学開始時3年生
以上）

韓国語、英語 2.5以上 79以上 6.5以上 KLAT4級、TOPIK4級 韓国籍学生の出願：可

漢陽大学 1 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.5以上 72以上 5.5以上 TOPIK 3級 韓国籍学生の出願：確認中　
Business専攻の場合、履修希望科目が履修できない可能性があります。

慶熙大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 3.0以上 82以上 6.5以上 TOPIK4級 韓国籍学生の出願：確認中　

梨花女子大学 2 免除 学部生 /大学院生 韓国語、英語 2.5以上 61以上 5.5以上 TOPIK3級 韓国籍学生の出願：確認中　

中央大学 2 免除 学部生のみ 英語、韓国語 2.0以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

檀國大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.0以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

淑明女子大学 2 免除 学部生 /大学院生 韓国語、英語 2.8以上 71以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

仁荷大学 2 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.5以上 71以上 5.5以上
以下を専攻する場合にはTOPIK4級
・Korean Language and Literature, Korean Language Education, Korean Language & Culture
それ以外の専攻の場合、教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

韓国籍学生の出願：確認中

建国大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.9以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中
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2023年 春派遣協定校別募集条件一覧（実績）
● 昨年（2022年）の募集条件です。4月に発行される最新の募集要項を必ず確認してください。

 オーストラリア
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

フリンダース大学 1 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://bit.ly/3wWtq6K

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

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://bit.ly/3wWtq6K

-

西シドニー大学 4 免除 学部生 /大学院生 英語 2.0以上 82(R13,L13,S18,W21）以上 6.5(各セクション6.0）以上 -

西オーストラリア大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 学部生2.0以上、大学
院生3.0以上

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://goo.gl/3WM6MF

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

  https://goo.gl/3WM6MF

-

ニューサウスウェールズ大学 4 免除 学部生 /大学院生 英語 3.0以上 90以上 6.5以上 -
ニューサウスウェールズ大学の学年暦は 3Term制（Term1:2-5月、Term2:5-8
月、Term3:9-12月）です。1セメスター（半年間）の留学を希望する場合、
Term1 + Term2の期間に留学することとなります。

シドニー工科大学 2 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

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

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

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

アデレード大学 3 免除 学部生 /大学院生 英語 2.5以上

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

https://goo.gl/WiDPk5

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

*コースにより語学要件が異なります。次のリンク先の
情報を必ずご確認ください。

https://goo.gl/WiDPk5

-

 韓国
大学名 募集人数 留学先学費 募集対象 授業使用言語 前年度までの GPA

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）
備考

TOEFL iBT IELTS（アカデミック・モジュール） その他

延世大学 1 免除
学部生のみ ※1年
生の応募不可

（留学開始時3年生
以上）

韓国語、英語 2.5以上 79以上 6.5以上 KLAT4級、TOPIK4級 韓国籍学生の出願：可

漢陽大学 1 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.5以上 72以上 5.5以上 TOPIK 3級 韓国籍学生の出願：確認中　
Business専攻の場合、履修希望科目が履修できない可能性があります。

慶熙大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 3.0以上 82以上 6.5以上 TOPIK4級 韓国籍学生の出願：確認中　

梨花女子大学 2 免除 学部生 /大学院生 韓国語、英語 2.5以上 61以上 5.5以上 TOPIK3級 韓国籍学生の出願：確認中　

中央大学 2 免除 学部生のみ 英語、韓国語 2.0以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

檀國大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.0以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

淑明女子大学 2 免除 学部生 /大学院生 韓国語、英語 2.8以上 71以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中

仁荷大学 2 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.5以上 71以上 5.5以上
以下を専攻する場合にはTOPIK4級
・Korean Language and Literature, Korean Language Education, Korean Language & Culture
それ以外の専攻の場合、教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい）

韓国籍学生の出願：確認中

建国大学 3 免除 学部生のみ 韓国語、英語 2.9以上 61以上 5.5以上 教員による韓国語能力証明書（但し、TOPIK3級・KLAT3級程度が望ましい） 韓国籍学生の出願：確認中
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