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注意事項

※協定校全⼀覧は、HPをご覧ください。名⼤HP（⼤学間学術交流協定）︓http://www.nagoya-u.ac.jp/international/inter/data/index.html

※応募条件を含む詳細については、各協定校のHPで最新情報を確認して下さい。

Country City University Start
month

Requirement:
Undergraduate

Requirement:
Postgraduate

Requirement:
GPA

Requirement: language
proficiency - TOEFL-iBT

Requirement: language
proficiency - IELTS

Requirement: language
proficiency - local

language

Course type Website: exchange
program

Note

国名 都市 ⼤学名 開始時期 応募条件:
学部⽣

応募条件:
⼤学院⽣

応募条件: GPA 応募条件: 語学能⼒
英語 TOEFL-iBT

応募条件︓語学能⼒
英語 IELTS

応募条件︓語学能⼒
現地語

履修形態 交換留学 案内ウェブサイト 備考

1

Korea ソウル ソウル国⽴⼤学 Seoul National University 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 88以上 6.0以上 KLPT level 5以上
TOPIC level 5以上

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://oia.snu.ac.kr/03study
_snu/0302_01.html

韓国語研修費は現地⼤学が負担（⼀部または全額）。
College of Medicine, College of Dentistry, Korean
History major, College of Business Administrationは履
修条件あり。

2
Korea ソウル 延世⼤学校 Yonsei University 2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ 2.7以上 79以上 6.0以上 KLAT level 4以上

KLPT level 4以上
TOPIK level 4以上

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://oia.yonsei.ac.kr/intst
d/exApp.asp#

Medicine, Dentistry, Nursing, Music, Law, MBAは履修不
可の場合あり。履修科⽬検索案内
http://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCourse.asp

3
Korea ソウル 漢陽⼤学校 Hanyang University 2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ ー 英語で学部授業を履修するだ

けの語学能⼒（80前後 ⽬安）
英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

韓国語で学部授業を履修
するだけの語学能⼒

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://www.hanyangexchan
ge.com

4
Korea ソウル ⾼麗⼤学校 Korea University

新情報追加︕詳細は備考欄
2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ 2.5以上 英語で学部授業を履修するだ

けの語学能⼒（80前後 ⽬安）
英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

韓国語で学部授業を履修
するだけの語学能⼒

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://oia.korea.ac.kr/listen
er.do?layout=ecg_2_1

1学期、1 million Korean wonの奨学⾦⽀給あり。履修科
⽬検索案内（ページ下部「Course Offerings」）
http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=ecg_1

5

Korea ソウル 梨花⼥⼦⼤学校 Ewha Womans University 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 2.5以上 英語で学部授業を履修するだ
けの語学能⼒（80前後 ⽬安）

英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

韓国語で学部授業を履修
するだけの語学能⼒

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://cms.ewha.ac.kr/user/
indexSub.action?codyMenu
Seq=11272&siteId=oga&m
enuUIType=sub

⼥⼦⼤だが男⼦も留学可。Education, Art, Music
Departmentsは履修不可の場合あり。
履修科⽬検索案内
http://cms.ewha.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenu
Seq=11274&siteId=oga&menuUIType=sub

6

Korea ソウル、
⽔原

慶熙⼤学校 Kyung Hee University 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 82以上 6.5以上 TOPIK level 3以上
ハングル検定 level 3以
上
韓国語学科3年⽣以上
（韓国語学科の教授より
推薦状を受領した学⽣で
あること）

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://oiak.khu.ac.kr/eng/pr
ogram/support.php

Medicine, Oriental Medicine, Pharmacy, Arts and
Design (School of Dance), Musicは受⼊不可

7
Korea ソウル、

⽔原
成均館⼤学校 Sungkyunkwan University 2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ 2.7以上 80以上 6.0以上 TOPIK level 3以上 英語、⼜は韓国語で開講されて

いる授業履修、及び韓国語学習
http://www.skku.edu/eng/ ページ上部「International」- 「Inbound Exchange

Program」

8
Korea 慶尚南道・

晋州市
慶尚⼤学校 Gyeongsang National University 2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ ー 英語で学部授業を履修するだ

けの語学能⼒（80前後 ⽬安）
英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

韓国語で学部授業を履修
するだけの語学能⼒

英語、⼜は韓国語で開講されて
いる授業履修、及び韓国語学習

http://eng.gnu.ac.kr/sub/03
_03.jsp

9
Korea ⽊浦 ⽊浦⼤学校 Mokpo National University 2⽉下旬〜3

⽉
○ ○ ー 該当なし 該当なし 韓国語で学部授業を履修

するだけの語学能⼒
韓国語研修、韓国語による⼀般
授業履修

http://eng.mokpo.ac.kr/ind
ex.9is

10

Australia アデレード アデレード⼤学 University of Adelaide 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 2.5以上 79以上
(Reading 13、Listening
13、Speaking 18、Writing
21) Education、Health
Sciences、Law専攻の場合は
⾼い英語能⼒基準設定

6.5以上
(各セクション6.0）
Education、Health
Sciences、Law専攻の場合
は⾼い英語能⼒基準設定

該当なし ⼀般授業履修 http://www.adelaide.edu.au/i

nbound-study-

abroad/exchange/

奨学金の受給可能性有り

(JASSO併用可）

Education、Health Sciences、Law専攻の場合は⾼い英語
能⼒基準設定:
https://ecms.adelaide.edu.au/current-
students/student-exchange/
履修制限に関する詳細︓
http://www.adelaide.edu.au/inbound-study-
abroad/choosing/restricted/

12

Australia アデレード 南オーストラリア⼤学 University of South Australia
*出願希望の場合は、名⼤海外留学室まで、出願前に要相談

2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ ー 79以上 6.0以上 該当なし ⼀般授業履修 http://www.unisa.edu.au/St
udy-at-UniSA/International-
students/Short-term-
study/How-to-apply/

13

Australia キャンベラ オーストラリア国⽴⼤学 Australian National University 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 80以上
 (Reading & Writing 20,
Listening & Speaking 18)
法学・医学専攻学部レベ
ル:100以上 (各セクション
22）法学専攻⼤学院レベル︓
110以上 (Listening・
Reading・Speaking 22、
Writing 26）

IELTS 6.5以上
 (各セクション6.0)
 法学・医学専攻
学部レベル︓7.0以上 (各セ
クション6.0)法学専攻⼤学
院レベル︓7.0以上
(Listening・Reading・
Speaking 6.0、
Writing 7.0）

該当なし ⼀般授業履修 http://www.anu.edu.au/study

/apply/applying-for-

exchange-at-anu

インターンシッププログラム希望者は3年次以上
英語要件詳細:
https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_0004
08

14

Australia シドニー シドニー⼤学 University of Sydney 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 TOEFL-iBT 85以上
(Reading・Listening・
Speaking 20、Writing 22)

 6.5以上
(各セクション6.0)

該当なし ⼀般授業履修 http://sydney.edu.au/future
-students/sydney-
abroad/admission/index.sht
ml
http://sydney.edu.au/study
/admissions/apply/entry-
requirements/english-
language-
requirements.html

事前語学研修可能（有料）http://sydney.edu.au/cet/
⼤学院研究科により条件あり。詳細は名⼤海外留学室まで
要相談。

Australia シドニー ニューサウスウェールズ⼤学
University of New South Wales

2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 90以上 6.5 以上 該当なし ⼀般授業履修 http://www.international.un
sw.edu.au/study-abroad-at-
unsw

15

Australia メルボルン モナシュ⼤学 Monash University 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ 3.0以上 79以上
(Reading 13、Listening
12、Speaking 18、Writing
21)

 6.5以上
(各セクション6.0)

該当なし ⼀般授業履修 http://monash.edu/study-

abroad/inbound/apply/

交換留学⽣向け履修制限内容
http://www.monash.edu/study-abroad/inbound/study-
options/academic-considerations

16

Australia パース ⻄オーストラリア⼤学 University of Western Australia 2⽉下旬〜3
⽉

○ ○ ー 82以上 (Reading 18,、
Listening・Speaking 20、
Writing 22)
または 70（Reading 14、
Listening 17、Speaking
19、Writing 20以上）の場合
は、最初の学期でEnglish
Language and Academic
Communication
 (PACM 1100）を
受講することで留学可。

6.5以上
(各セクション6.0）または
6.0 で各セクション5.5以上
の場合は、最初の学期で、
English Language and
Academic
Communication
 (PACM 1100）を
受講することで留学可。

該当なし ⼀般授業履修 http://www.studyat.uwa.edu.a

u/study-abroad-and-

exchange/application

英語要件詳細 (ページ内「International test and
qualifications」):
http://www.studyat.uwa.edu.au/undergraduate/requir
ements/english

17

Brazil サンパウロ サンパウロ⼤学 University of São Paulo 3⽉ ○ ○ ー 該当なし 該当なし ポルトガル語で学部授業
を履修するだけの語学能
⼒

ポルトガル語による⼀般授業履
修

http://www.usp.br/internati
onaloffice/en/index.php/ad
missions/undergraduate/ex
change-student

学期中のポルトガル語研修有り

18
Brazil ブラジリア ブラジリア連邦⼤学 Universidade de Brasilia 3⽉ ○ ○ ー 英語で学部授業を履修するだ

けの語学能⼒（80前後 ⽬安）
英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

ポルトガル語で学部授業
を履修するだけの語学能
⼒

ポルトガル語研修、⼀般授業履
修

http://www.unb.br/ プログラム開始⽉は国内事情により変更することがある。

19

South
Africa

ケープタウ
ン

ステレンボッシュ⼤学 Stellenbosch University
 *出願希望の場合は、名⼤海外留学室まで、出願前に要相談

1⽉ ○ ○ ー 英語で学部授業を履修するだ
けの語学能⼒（80前後 ⽬安）

英語で学部授業を履修する
だけの語学能⼒（6.0以上
⽬安）

アフリカーンス語で学部
授業を履修するだけの語
学能⼒

英語、またはアフリカーンス語
による⼀般授業履修、
T-option（英語50％とアフリ
カーンス語50%、全教材は英
語）あり。

http://www0.sun.ac.za/inter
national/prospective-
students/non-degree-
seeking--short-term-
students-1/i-want-to-enrol-
at-su-1/exchange-
programmes.html

Faculty of Medicine and Health Sciences, Department
of Accounting and Faculty of Military Scienceは履修不
可。有料の英語コースあり。

2020年度⼤学間協定による春派遣交換留学協定校リスト(2019年4⽉4⽇現在)

※以下のリストは、平成31年度（2019年度）の春派遣交換留学先として応募できる協定校の情報を概略化したものです。

※「応募条件」は、受⼊れ⼤学が要求する条件を記述しています。受⼊れ学科／専攻によって異なる場合があるので注意して下さい。

※「応募条件︓GPA」で「-」となっている⼤学については、受⼊れ⼤学が要求する値は指定されていませんが、名⼤海外留学室では、2.0以上を⽬安とします。

No.


