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交換留学大学一覧　(最新情報は各大学のホームページ等で必ず確認してください。）
2022年4月25日現在
※最新情報は留学相談時や各大学のホームページ等で必ず確認してください。
※様々な事情により、協定校が交換留学生の受入れを行わない場合がありますので、申請にあたっては第三希望まで記載することをおすすめします。
※IELTSにはAcademic と General　の二種類ありますが、Academicのスコアのみ有効です。
※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ります。詳しくは事前相談の際に確認すること

国･地域 大学 言語

語学力等要件
（特に記載のない場合、語学力要
件はいずれか一つを満たせばよ

い）

学期スケジュール
（●は今回募集

の留学開始学期）
ウェブサイト

備考
（特に記載のない場合、年度ごとの募集枠は5名程度）

アメリカ
オクラホマ大学
※今回、原則として
募集なし

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/cis/iss/student
s/exchange

・毎年度募集枠は原則１名
・留学開始時学部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
タリン工科大学
※今回、原則として
募集なし

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.taltech.ee/en/incomin
g-students

・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。申請時にデポ
ジットの国際送金が必要）

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

8月下旬～１月
●1月～6月

https://www.bth.se/eng/education
/exchange-studies/exchange-
studies-at-bth/

・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。学部３年次以上での留学を奨励
・宿舎の斡旋がないため、各自で探す必要がある
(Student Unionによるサポートあり）

ドイツ
ブレーメン大学
※今回、募集は原
則１名

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）

9月下旬～2月
●3月下旬～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
・学生サービス費（近隣の交通パス含む）の徴収あり
（350ユーロ程度／学期）
・現地保険にも加入する必要あり（90ユーロ程度／月）

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レベル奨励(応相談）
仏語：CEFR　B2レベル

9月～12月
●1月～3月

http://www.univ-
orleans.fr/en/polytech/how-
apply/applying-course-polytech-
orleans

・原則として大学院修士課程以上
・宿舎の斡旋あり（先着順）
・英語のコースは分野が限られている

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
・宿舎の申込締切が早い場合があるので注意
・3～6か月の研究生制度あり

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

https://oia.kmitl.ac.th/inbound/exc
hange-programs

・International College（英語コース）の授業も履修可能
・語学力要件は変更の可能性あり

タイ
キングモンクット工
科大学トンブリ校

英語
TOEFL iBT61、ITP 500、IETLS 5.0
(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

インドネシア バンドン工科大学 英語 IELTS 5.5または同等程度
8月中旬～12月
●1月中旬～6月

https://admission.itb.ac.id/home/st
udent-exchange

マレーシア マルチメディア大学 英語
IELTS 5.0または同等程度
GPA3.0(4.0満点）奨励

10月～1月
●2月～6月

https://www.mmu.edu.my/internati
onalrelations/inbound-mobility-
programmes/

・留学開始時学部2年次以上

メキシコ
メキシコ国立工科大
学

スペイン語
または英語

英語：IELTS5.0程度（応相談）
7月下旬～12月
●1月～6月

https://www.ipn.mx/assets/files/in
gles/docs/global/St-Exc-
FactSheet.pdf

・授業は主にスペイン語。研究は英語。スペイン語
の語学学習については応相談
・大学院生は研究のみも可能

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

https://english.tku.edu.tw/StudyinT
KU.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、ITP550、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://isc.oie.fju.edu.tw/teachingSe
rvices.jsp?labelID=8

台湾
国立陽明交通大学
（旧国立交通大学)

中国語
または英語

中国語：HSK３程度(応相談）
英語：IELTS5.5、TOEFL iBT61～（プ
ログラムによって異なる
（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。

台湾 国立台北大学
英語
または中国
語

英語：TOEFL iBT71、IELTS 5.5、
TOEIC750（応相談）

9月～1月
●2月～7月

http://english.ntpu.edu.tw/files/11-
1003-110-1.php

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

9月～１月
●2月～７月

https://isc.sjtu.edu.cn/EN/content.
aspx?info_lb=40&flag=2

・キャンパス内宿舎の斡旋あり（先着順）
・留学開始時学部２年次以上
・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（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：HSK5(応相談）
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
英語
または中国
語

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

9月～1月
●3月～7月

https://en.uestc.edu.cn/admission/
Programs/Exchange.htm

・留学開始時学部２年次以上
・キャンパス内宿舎の斡旋あり

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

韓国 ハンバット大学
英語または
韓国語

語学要件特になし
GPA2.0（4.0満点）
(応相談）

8月下旬～12月
●3月～6月

・韓国語の語学学習を中心とし、専門系の科目を１～２
科目受講可能
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