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アメリカ オクラホマ大学 英語

学部
TOEFL iBT 61、IELTS 6.0
大学院
TOEFL iBT79、IELTS 6.5

●8月中旬～12月
1月～5月

http://www.ou.edu/content/cis/iss
/exchange.html

・2020年度募集枠は１名
・2020年度は本学の試験期間とオクラホマ大学の授業
開始が重なる可能性があるので留意すること
・留学時学部2年次以上
・大学院生であっても学部の授業のみを履修する場合
は、学部の語学力要件でよい
・キャンパス内宿舎の斡旋あり

エストニア 国立タリン工科大学 英語

TOEIC 780、TOEFL iBT 72、
IELTS 5.5
CEFR B2レベル
（応相談）

●9月～1月
1月下旬～6月

https://www.ttu.ee/studying/excha
nge-studies/exchange-studies-
incomingoutgoing/

・学部生向けの英語による授業は限られているので、
事前に確認すること
・キャンパス内宿舎の斡旋あり（先着順）

スウェーデン ブレーキンゲ工科大学 英語
TOEFL iBT61、ITP500、IELTS 5.5
CEFR B2レベル奨励
（応相談）

●8月下旬～１月中
旬
1月中旬～6月初旬

http://www.bth.se/eng/prospective
students.nsf/pages/exchange-
studies

・学部生向けの英語による授業は限られているので、
事前に確認すること
・宿舎の斡旋がないため、各自で探す必要がある
・４学期制（3学期間の留学は応相談）

ドイツ ブレーメン大学
英語
または独語

英語：
TOEFL iBT90、IELTS 5.5
CEFR　B2レベル奨励（応相談）
独語：CEFR B2レベル(応相談）

●10月～2月
4月～7月

https://www.uni-
bremen.de/en/studies/orientation-
application/applying-for-a-
place/applications-from-
abroad/exchange-students-from-
partner-universities/

・学部生向けの英語による授業は限られているので、
事前に確認すること
・原則として宿舎（キャンパス外）の斡旋あり
・留学開始前にドイツ語集中コース（有料）受講可能

フランス
オルレアン大学工
学部
Polytech Orleans

英語または
仏語

英語：TOEIC 780、TOEFL iBT 72、
IELTS 5.5
CEFR B2レベル
仏語：CEFR　B2レベル

●9月～12月
https://www.univ-
orleans.fr/en/polytech

・留学時学部４年次、大学院修士課程のみ
・宿舎の斡旋あり（先着順）
・英語のコースは４コースのみ。秋学期のみ開講
１ Engineering Physics and Embedded Systems
2 Civil and Environmental Engineering
3 Innovations in Design and Materials
4 Technologies for Energy, Aerospace and Engine

オーストラリア ニューカッスル大学 英語

学部
GPA2.5(4点満点）
IELTS6.0(各セクション6.0）、TOEFL
iBT64（各セクションごとに下限あり）
大学院
IELTS6.5(各セクション6.0）、TOEFL
iBT83（各セクションごとに下限あり）

●7月下旬～12月
2月下旬～6月上旬

http://www.newcastle.edu.au/inter
national/study-with-us/study-
abroad-and-exchange

・学部2年次以上
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オーストラリア ウーロンゴン大学 英語

IELTS6.0(reading & writing6.0)
TOEFL iBT79 (writing 20、reading
18、listening 17、speaking 16）
GPA2.7(4.0満点）

●7月～11月
2月中旬～6月

http://www.uow.edu.au/future/stud
yabroad/apply/UOW061788.html

・学部2年次以上
・3～6か月の研究生制度あり

台湾 淡江大学
中国語
または英語

中国語：なし（HSK３相当程度奨励）
英語による特別プログラムは
TOEFL iBT61、ITP500
原則としてGPA2.5(4.0満点）

●9月～1月
2月～6月

http://english.tku.edu.tw/Admission
s.asp

・中国語のみの学習も可能(単位は取得できない）
・キャンパス内宿舎の斡旋あり

台湾 輔仁大学
中国語
または英語

中国語：HSK５
英語による特別プログラム：
TOEFL iBT79、IELTS6.0
日本語学科に所属する場合、語学
要件なし

●9月～1月
2月下旬～6月

http://www.oie.fju.edu.tw/isc/block
/view/sn/966/lang/en

台湾 国立交通大学
中国語
または英語

中国語：HSK３程度(応相談）
英語：TOEFL iBT61、ITP500、
IELTS5.5（応相談）

●9月～1月
2月～6月

https://oia.nctu.edu.tw/en/short-
term/incoming-exchange/

・学部生向けの英語による授業は限られているので、
事前に確認すること。コースによっては、GPA基準等が
定められている。

中国 ハルビンエ程大学 中国語
中国語：HSK4
中国語学習のみの場合、語学要件
なし

●9月～１月
2月～７月

http://studyheu.hrbeu.edu.cn/6361
/main.htm

・中国語のみの学習も可能
・キャンパス内宿舎の斡旋あり

中国 上海交通大学
中国語
または英語

中国語：HSK5(応相談）
英語：TOEFL iBT90、IELTS6.0
GPA3.0(4.0満点）（応相談）

●9月～１月
2月～７月

http://en.sjtu.edu.cn/about-
sjtu/international-student-
services/

・キャンパス内宿舎の斡旋あり（先着順）
・中国籍の学生は対象外
・研究生制度あり

中国 北京郵電大学
中国語
または英語

中国語：HSK４（応相談）
英語：TOEFL iBT80

●9月～1月
2月～6月

http://english.bupt.edu.cn/
・年齢制限（学部30歳、修士35歳、博士40歳）
・キャンパス内宿舎の斡旋あり
・中国籍の学生は対象外

中国 中国科学技術大学
中国語
または英語

中国語：HSK４
英語：TOEFL iBT86、IELTS6.5
GPA3.0(4.0満点）

●9月～1月
2月～6月

http://isa.ustc.edu.cn/xs/main.asp ・キャンパス内宿舎の斡旋あり

中国 電子科技大学
中国語
または英語

中国語：学部　HSK４（210点）
　　　　　大学院　HSK６（210点）
英語：TOEFL iBT80、IELTS5.5
GPA2.8(4.0満点）

●9月～1月
3月～7月

http://en.uestc.edu.cn/index.php?m
=content&c=index&a=show&catid=1
68&id=5245

・留学開始時学部２年次以上
・年齢制限あり
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韓国 昌原大学
英語または
韓国語

TOEFL iBT61、ITP 500、IELTS 5.5
(応相談）

●8月下旬～12月
3月～6月

http://jp.changwon.ac.kr/jp/html/0
0_main/index.php

・英語による授業は限られているので、事前に確認する
こと

タイ
キングモンクット工
科大学ラカバン校

英語
TOEFL iBT61、ITP 500、IELTS 5.5、
TOEIC 590
(応相談）

●8月初旬～12月中
旬
1月初旬～5月中旬

http://www.ic.kmitl.ac.th/index.php
/admission/exchange

・International College（英語コース）の授業も履修可能

タイ
キングモンクット工
科大学トンブリ校

英語
TOEFL iBT61、ITP500程度
(応相談）

●8月初旬～12月中
旬
1月初旬～5月下旬

http://global.kmutt.ac.th/academic
s/exchange-programs/inbound-
exchange-student

※IELTSにはAcademic と General　の二種類があるが、留学にはAcademicのスコアが必要
※GPAは秀４点、優４点、良３点、可２点として換算可能な場合がある。詳しくは事前相談の際に確認すること
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