
注意事項
※このリストは随時更新されます。更新の日付けを確認すること。
※以下のリストは、2022-2023年度の二次募集秋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。
※協定校全一覧は、名大HP（大学間学術交流協定）を参照すること：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、備考欄を必ず確認の上、各協定校のウェブページで最新情報を確認すること。
※「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すること。
※韓国の協定校を希望する場合、海外留学室まで早めに相談すること。
※「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、2.3以上を目安とします。
▼各協定校の定める語学要件とは別に、名大海外留学室はTOEFL-iBT80以上、IELTS6.0以上を推奨しています。

Requirement: language
proficiency - TOEFL-iBT

Requirement: language
proficiency - IELTS

Requirement: language
proficiency - local language

国名/地域名 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 Indonesia
ジョグジャカル
タ

ガジャマダ大学　Universitas Gadjah Mada 8月 ○ ○ 3.0以上

TOEFL-500以上 5.5以上

▼6.0以上を推奨

インドネシア語で学部授業を
履修するだけの語学能力

各学部中の英語開講授業を履
修、及びインドネシア語学習

https://admission.ug
m.ac.id/non-
degree/student-
exchange%e2%80%8
b/

英語で開講されているプログラムは限定的（化
学、コンピューターサイエンス、経済・ビジネ
ス、法学部、国際関係等）
https://oia.ugm.ac.id/studying-at-
ugm/international-undergraduate-
program/

2 Indonesia スラバヤ スラバヤ国立大学　Universitas Negeri Surabaya 8月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 インドネシア語で学部授業を
履修するだけの語学能力

一般授業履修等 http://www.ubaya.ac
.id/2014/

大学HPインドネシア語のみ：
https://daftar.ubaya.ac.id

3 Indonesia バンドン バンドン工科大学　Institut Teknologi Bandung 8月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 インドネシア語で学部授業を
履修するだけの語学能力

各学部中の英語開講授業を履
修、及びインドネシア語学習

https://usm.itb.ac.id/i
nternational/?page_id
=24

英語開講科目リスト（一部の分野）
http://usm.itb.ac.id/international/?page_id
=205

4 Indonesia ジャカルタ
インドネシア大学　Universitas of Indonesia

8月 ○ ○ ー

80以上 6.5以上 インドネシア語で学部授業を
履修するだけの語学能力

各学部中の英語開講授業を履
修、及びインドネシア語学習

https://international.u
i.ac.id/international-
students-3.html

英語開講科目リスト（一部の分野）
https://international.ui.ac.id/exchange-
study-abroad-courses.html

5 Korea ソウル ソウル国立大学　Seoul National University 9月 ○ ○
学部生2.7以上
院生3.3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/p
age/exchange_progra
m.php

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

6 Korea ソウル 延世大学校　Yonsei University 9月 ○ ○ 2.7以上

79以上

▼80以上を推奨

6.5以上 KLPT 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

https://oia.yonsei.ac.
kr/intstd/exApp.asp

International Summer Schoolあり。

7 Korea ソウル 漢陽大学校　Hanyang University
9月

○
名大海外留学
室まで要相談

ー

80以上 6.0以上 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

https://www.hanyang
.ac.kr/web/eng/global
_s

8 Korea ソウル 高麗大学校　Korea University 9月 ○ ○ 2.5以上

80以上 6.0以上 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
/listener.do?layout=e
cg_1

開講科目の約40%が英語で開講している（分
野別の偏りはある）

9 Korea ソウル 梨花女子大学校　Ewha Womans University 9月 ○ ○ 2.5以上

80以上 6.0以上 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.ewha.ac.kr
/oia/1142/subview.do 女子大だが男子も留学可。

10 Korea
ソウル、
水原

慶熙大学校　Kyung Hee University 8月 ○
名大海外留学
室まで要相談

3.0以上

71以上

▼80以上を推奨

5.5以上

▼6.0以上を推奨

TOPIK3級以上（ハングル検
定3級以上）または、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

https://www.khu.ac.k
r/eng/sub/tab.do?ME
NU_SEQ=1000717

11 Korea
ソウル、
水原

成均館大学校　Sungkyunkwan University 9月 ○
名大海外留学
室まで要相談

2.7以上

80以上 6.0以上 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

https://www.skku.ed
u/eng/

ページ上部「International」- 「Inbound
Exchange Program」

12 Korea
慶尚南道・晋州
市

慶尚大学校　Gyeongsang National University 9月 ○
名大海外留学
室まで要相談

ー

80以上 6.0以上 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

13 Korea 木浦 木浦大学校　Mokpo National University 8月 ○
名大海外留学
室まで要相談

ー

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/index.9is

交換留学については、木浦大学に在籍する学生
の海外留学についてのみ記載

14 Cambodia プノンペン
王立プノンペン大学　Royal University of Phnom
Penh

11月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 カンボジア語（クメール語）
の基礎知識

クメール語学習、及びその言語
での一般授業履修

http://www.rupp.edu
.kh/index.php

留学に関するページ見当たらず

15 Thailand バンコク カセサート大学　Kasetsart University 8月 ○ ○ −

61以上 5.0以上

▼6.0以上を推奨

タイ語の基礎知識 英語、又はタイ語で開講されて
いる授業履修、及びタイ語学習

https://ku.ac.th/web2
012/index.php?c=ad
ms&m=changepage&
page=home&lang=en
g

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?pag
e_id=8476
(交換留学関係ページ)

16 Thailand バンコク チュラロンコン大学　Chulalongkorn University 8月 ○ ○ 3.0以上が望ましい

79以上
（但し学部によって異な
る）

▼80以上を推奨

6.0以上
（但し学部によって異なる）

タイ語で学部授業を履修する
だけの語学能力

英語、又はタイ語で開講されて
いる授業履修、及びタイ語学習

https://www.chula.ac
.th/en/academics/exc
hange-student/

17 Taiwan 新竹
国立清華大学
National Tsing Hua University

8月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 中国語で学部授業を履修する
だけの語学能力

英語、又は中国語で開講されて
いる授業履修、及び中国語学習

http://oga.nthu.edu.t
w/index/index/lang/e
n

18 Taiwan 台北
国立政治大学
National Chengchi University

8月 ○ ○ 2.5以上

80以上 6.0以上 中国語で学部授業を履修する
だけの語学能力

英語、又は中国語で開講されて
いる授業履修、及び中国語学習

http://oic.nccu.edu.t
w/files/11-1000-167-
1.php

英語開講科目について

19 Taiwan 台北
国立台湾大学
National Taiwan University

9月 ○ ○ 3.0以上

80以上 6.0以上 中国語で学部授業を履修する
だけの語学能力

英語、又は中国語で開講されて
いる授業履修、及び中国語学習

https://oia.ntu.edu.t
w/study-at-
ntu/incoming-
exchange-
student/program-
overview

一般中国語クラスあり。

20 China 上海 上海交通大学　Shanghai Jiaotong University 9月 ○ ○ 3.0以上

90以上 6.0以上 一般授業履修の場合HSK 5級
以上　（正規コースの条件）

中国語研修または一般授業履修 http://isc.sjtu.edu.cn/
EN/Default.aspx

21 China 上海 同済大学　Tongji University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 一般授業履修の場合HSK 5級
以上　（正規コースの条件）

中国語研修または一般授業履修 https://study.tongji.e
du.cn/English/HOME.
htm

22 China 上海 復旦大学　Fudan University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.5以上
（各バンド6.0以上）

一般授業履修の場合HSK 6級以

中国語研修または一般授業履修 http://www.fao.fudan
.edu.cn/1612/list.htm

23 China 南京 南京大学　Nanjing University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 一般授業履修の場合HSK 5級
以上　（正規コースの条件）

中国語研修または一般授業履修 https://www.nju.edu.
cn/en/5043/list.psp

中国籍の学生の参加は不可

2022-2023 大学間協定による秋派遣交換留学協定校二次募集リスト  (2021年12月27日更新)

No.

Country/
Region

City University
Start

month

Requirement:
Undergraduat

e

Requirement:
Postgraduate

Requirement: GPA

以下の語学要件のいずれかを満たすことが、申込の前提となる

Course type
Website: exchange

program
Note
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Requirement: language
proficiency - TOEFL-iBT

Requirement: language
proficiency - IELTS

Requirement: language
proficiency - local language

国名/地域名 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

No.

Country/
Region

City University
Start

month

Requirement:
Undergraduat

e

Requirement:
Postgraduate

Requirement: GPA

以下の語学要件のいずれかを満たすことが、申込の前提となる

Course type
Website: exchange

program
Note

24 China 武漢
華中科技大学　Huazhong University of Science
and technology

9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 中国語で学部授業を履修する
だけの語学能力

中国語研修または一般授業履修 http://iso.hust.edu.cn
/info/1194/3263.htm

25 China 北京 清華大学　Tsinghua University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 一般授業履修の場合HSK ６
級以上　（正規コースの条
件）

英語、又は中国語で開講されて
いる授業履修、及び中国語学習

https://www.tsinghua
.edu.cn/en/Admission
s/Non_Degree_Progra
ms1/Visiting_Exchang
e_Programs.htm

26 China 北京 北京大学　Peking University 9月 ○
名大海外留学
室まで要相談

ー

80以上 6.0以上 一般授業履修の場合HSK ６
級以上　（正規コースの条
件）

英語/中国語での授業履修、及び
北京語研修

http://www.isd.pku.e
du.cn/HOME/ADMISSI
ON.htm

中国語能力試験により、中国語コース履修指導
あり。HSK 6級であれば、中国語能力試験免
除。中国籍の学生の参加は不可

27 China 瀋陽 東北大学　Northeastern University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 HSK 6級以上（一般授業履修
の場合）

中国語研修または一般授業履修 https://english.neu.ed
u.cn/

28 Hong Kong 香港 香港大学　The University of Hong Kong 9月 ○ ○
CGPA3.0
（Law：3.33以上）

93以上（Law: 97） 6.5以上
（Law: 7.0、各バンド 6.5以
上）

北京語または広東語で学部授
業を履修するだけの語学能力

英語での授業履修、及び広東語/
北京語研修

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

滞在先について：慢性的な大学寮の不足によ
り、学外のアパート等を探さなければならない
可能性があります

29 Hong Kong 香港
香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong

8月 ○ ○ 3.0以上

71以上
（但し学部によって異な
る）

▼80以上を推奨

6.0以上 北京語または広東語で学部授
業を履修するだけの語学能力

英語での授業履修、及び広東語/
北京語研修

http://www.oal.cuhk.
edu.hk/getting_starte
d/

専攻により、交換留学生は受講不可のものあり
（以下リンク内「Course Information」を参
照すること）。

30 Hong Kong 香港
香港理工大学
Hong Kong Polytechnic University

8月 ○ ○ 2.7以上

80以上 6.0以上 北京語または広東語で学部授
業を履修するだけの語学能力

英語での授業履修、及び広東語/
北京語研修

https://www.polyu.ed
u.hk/international/inc
oming-students

31 Hong Kong 香港
香港城市大学 City University of Hong Kong

8月 ○
名大海外留学
室まで要相談

3.0以上

79以上

▼80以上を推奨

6.5以上 北京語または広東語で学部授
業を履修するだけの語学能力

英語での授業履修、及び広東語/
北京語研修

https://www.admo.ci
tyu.edu.hk/exchange
_visiting/exchange/inf
o/

獣医学部は受講不可

32 Mongolia ウランバートル
モンゴル国立大学　National University of
Mongolia

9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 モンゴル語基礎能力 モンゴル語集中講座、及びモン
ゴル語での授業受講

https://student.num.
edu.mn/?page_id=76
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33 Laos
ヴィエンチャン
市

ラオス国立大学　National University of Laos 9月 ○
名大海外留学
室まで要相談

ー

80以上 6.0以上 ラオス語基礎能力 ラオス語集中講座、及びラオス
語での授業受講

http://www.nuol.edu.
la/index.php/en/

留学に関するページ見当たらず。

34 UK コベントリー ウォリック大学　University of Warwick 9月 ○ ○ 3.0以上

該当なし 6.0以上
専攻によって異なる
各バンドにも注意

該当なし 一般授業履修 https://warwick.ac.uk
/study/studyabroad/i
nbound/how/

pre-sessionalコース等あり。httpSemester
https://www2.warwick.ac.uk/services/inter
national/admissions/englishlanguage/cal/

35 UK シェフィールド シェフィールド大学　University of Sheffield 9月 ○ × 3.0以上

該当なし 6.0以上
専攻によって異なる
各バンドにも注意

該当なし 一般授業履修 https://www.sheffield
.ac.uk/studyabroad/o
verseas/prospective

院生不可

English Language Teaching Centreへの参加
は不可

36 UK ブリストル
ブリストル大学　University of Bristol

10月 ○ ○ 3.2以上

該当なし 6.5以上
（各バンド6.0以上）

該当なし 一般授業履修 http://www.bristol.ac
.uk/global-
opportunities/at-
bristol/

語学条件
http://www.bristol.ac.uk/global-
opportunities/at-bristol/study-
abroad/apply/requirements/

37 UK ロンドン
ロンドン大学SOAS校　University of London
SOAS

9月 ○ ○ 3.0以上

該当なし ＊IELTS for UKVIが必要
Direct Entry:6.5以上
（各バンド6.5以上）

6.5以上（L,R,S:6.0以上,
W:6.5）の場合は、学期間中
の英語学習要参加

該当なし 一般授業履修 https://www.soas.ac.
uk/studyabroad/

事前英語集中講義あり
https://www.soas.ac.uk/ifcels/presessional
/

38 UK ロンドン
ロンドン大学SOAS校　University of London
SOAS, ELAS Program (English Langauage and
Academic Skills)

9月 ○ × -

該当なし ＊IELTS for UKVIが必要
IELTS 5.5以上

該当なし 年間を通して academic English
および 限定された academic
subjectsを履修。2 termsのみの
参加（9月から3月）、一学年間
の参加、3ヶ月のみは不可。
詳細はURL参照。

https://www.soas.ac.
uk/ifcels/elas/

参加にはIELTS UKVIが必要
詳細は海外留学室まで、院生不可

39 UK リーズ リーズ大学 University of Leeds 9月 ○ ○ 3.0以上

該当なし 6.0以上（各バンド5.5以上）
もしくは6.5以上（各バンド
6.0以上）学部によって異な
る

該当なし 一般授業履修 https://students.leeds
.ac.uk/#Study-
abroadincoming/apply
ing/

語学スコアについてはこちらを参照すること
https://www.leeds.ac.uk/info/130117/exch
ange_and_study_abroad/119/language_re
quirements#languages

40 UK ダラム
ダラム大学 Durham University

10月 ○ ○ 3.0以上

該当なし 6.5以上（各バンド6.0以上） 該当なし 一般授業履修 https://www.dur.ac.u
k/international/studya
broad/incoming/

事前英語集中講義あり
ダラムへの半期留学は不可。一学年間の留学の
み。

41 Iceland アイスランド アイスランド大学 University of Iceland 10月 ○ ○ ー

80以上

6.5以上

アイスランド語で授業を履修
するだけの語学能力

英語およびアイスランド語によ
る一般授業履修

https://english.hi.is/u
niversity/international
_exchange_students

Watanabe Trust Fund　成績優秀者への奨学
金制度あり

42 Netherlands オランダ トウェンテ大学　Universitiy of Twente 9月 ○ ○ -

80以上 6.0以上 オランダ語で授業を履修する
だけの語学能力

英語での授業履修、及びオラン
ダ語学習

https://www.utwente
.nl/en/education/exch
ange-students/

43 Italy
シチリア島カ
ターニア

カターニア大学　Universita di Catania 10月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 イタリア語基礎能力 イタリア語研修、及びイタリア
語での一般授業履修

https://www.unict.it/i
t/internazionale/inco
ming

44 Italy ボローニャ ボローニャ大学　Università di Bologna 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 イタリア語基礎能力 英語での授業受講、イタリア語
研修、及びイタリア語での一般
授業履修

https://www.unibo.it/
en/exchange-students

https://www.unibo.it/en/international/exch
ange-opportunities-at-Unibo/exchange-
students-guide　（交換留学生へのガイド）

45 Switzerland ジュネーブ ジュネーブ大学　Université de Genève 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 中級以上のフランス語能力
（B2レベル）

フランス語（大学院は英語も）
による一般授業履修

https://www.unige.ch
/fti/en/mobilite-
echanges/etudiants-
in/
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Note

46 Sweden ストックホルム
スウェーデン王立工科大学　Royal Institute of
Technology

8月

○
留学時、学部3
年生以上である
ことが望ましい

○ ー

80以上 6.0以上 スウェーデン語で学部授業を
履修するだけの語学能力

英語による一般授業履修、及び
スウェーデン語研修

https://www.kth.se/e
n/studies/exchange

建築学科の授業受講不可

47

https://www.ub.edu/
web/ub/en/estudis/es
tudiar_UB/estudiants_
estrangers/estudiants
_estrangers.html

https://www.ub.edu/
web/ub/en/estudis/es
tudiar_UB/estades_te
mporals/estades_tem
porals.html

48 Denmark コペンハーゲン コペンハーゲン大学　University of Copenhagen 9月
○（渡航時3年

次以上）
○ ー

80以上 6.0以上 デンマーク語で学部授業を履
修するだけの語学能力

英語およびデンマーク語による
一般授業履修

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

事前(8月前半から3週間)・学期中デンマーク語
研修あり

49 Denmark オーフス オーフス大学　Aarhus University 9月 ○*備考欄参照 ○ ー

90以上 6.5以上 デンマーク語で学部授業を履
修するだけの語学能力

英語およびデンマーク語による
一般授業履修

http://bss.au.dk/en/p
rogrammes/exchange
-students/

*Faculty of Arts, Faculty of Health, Faculty
of Science & Technologyへの留学のみ

50 Germany アーヘン アーヘン工科大学　RWTH Aachen University 10月

○
英語履修の場合
は留学時、学部
3年生以上であ
ることが望まし

○ ー

80以上 6.0以上 ドイツ語能力（B1レベル相当
推奨）、その他条件はコース
により異なる。

一般授業履修 http://www.rwth-
aachen.de/go/id/bqtq
/lidx/1

事前集中ドイツ語有料コースあり（ただし最低
限A2レベルを有している者）
成績優秀者への奨学金制度あり

有料のドイツ語コースあり
https://www.tu-
chemnitz.de/international/incoming/deutsc
hkurse/index.php.en

英語で履修可能な講義
https://www.tu-
chemnitz.de/studentenservice/zsb/studien
https://www.tu-
chemnitz.de/wirtschaft/studium/internatio
nal/courses.php.en

https://www.tu-
chemnitz.de/studentenservice/zsb/studien
gaenge/en/lang_deen/

52 Germany
ブラウンシュバ
イク

ブラウンシュバイク工科大学　Technische
Universität Carolo-Wilhelmina zu
Braunschweig

10月

○
英語履修の場合
は留学時、学部
3年生以上であ
ることが望まし

い

○ ー

80以上 6.0以上 中級以上のドイツ語能力 英語およびドイツ語による一般
授業履修

https://www.tu-
braunschweig.de/en/e
xchange-students

夏期および学期中にドイツ語補習あり

53 Germany フライブルグ
フライブルク大学　Albert-Ludwigs-Universitat
Freiburg

10月

○
英語履修の場合
は留学時、学部
3年生以上であ
ることが望まし

い

○ ー

80以上 6.0以上 中級以上のドイツ語能力 英語およびドイツ語による一般
授業履修

http://www.studium.
uni-
freiburg.de/en/counse
ling/exchange-
programs-and-
studying-
abroad/exchange

ドイツ語コース（8月、9月）あり。
http://www.sli.uni-
freiburg.de/german/intensive/summer-
winter/summer-winter

54 Germany ミュンヘン
ミュンヘン工科大学　Technischen Universitat
Munchen

10月

○
英語履修の場合
は留学時、学部
3年生以上であ
ることが望まし

い

○ ー

英語で学部授業を履修する
だけの語学能力
（専攻により、語学基準あ
り）

▼80以上を推奨

6.0以上 中級以上のドイツ語能力 英語およびドイツ語による一般
授業履修

https://www.internati
onal.tum.de/en/global
/exchangestudents/ge
neral-information-for-
international-
students/

事前（9月）ドイツ語研修あり（有料）
http://www.tum.de/en/studies/internation
ale-studierende/pre-study-course/
成績優秀者への奨学金制度あり

55 France グルノーブル グルノーブル大学群　L'Université de Grenoble 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 Programme Guest履修学生
はCouncil of Europeフラン
ス語A2レベル、かつ留学期間
が9月～5月まで

フランス語（一部英語）による
一般授業履修とフランス語研修

https://www.univ-
grenoble-
alpes.fr/education/pro
grams/exchange-
programs/

56 France ストラスブール ストラスブール大学　Universite de Strasbourg 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 フランス語中級（B2レベル）
以上

フランス語（一部英語）による
授業履修およびフランス語研修

https://en.unistra.fr/s
tudy/apply/admission
-as-an-exchange-
student/non-eu-
exchange-students

57 France パリ
パリ第７−ドニーディドロー大学　Universite
Paris7- Denis Diderot

9月 ○ ○ ー

79以上
(英語開講分野は限られる)

▼80以上を推奨

6.0以上 TEF レベル 3、TCF レベル
4、DELF レベル 3（B1）

一般授業履修 https://u-
paris.fr/en/admission-
as-an-exchange-
student/

58 France パリ
パリ東マルヌラヴァレ大学 University of Paris-
Est Marne la Vallée

9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 フランス語レベル
B2以上

フランス語（一部英語）による
授業履修およびフランス語研修

http://www.u-
pem.fr/international/i
ncoming-
students/students-
from-non-european-
universities/?L=1

事前（9月）フランス語研修あり（有料）
http://www.u-
pem.fr/international/apprendre-le-
francais-learn-french/francais-langue-
etrangere-fle-etudiants-en-programme-
dechange/s-en-programme-
dechange/?L=1#c71912

59 France パリ
パリ東大学-電気電子技師学校　University of
Paris-Est Ecole Supérieure d'ingénieurs en
Electronique et Electrotechnique

9月 ○ ○ ー

80以上

―

フランス語レベル
B1以上

フランス語（一部英語）または
英語による授業履修

https://www.esiee.fr/
en/international/exch
ange-students

60 France パリ
パリ東大学-ポンゼショセ国立学校 Université de
Paris-Est Ecole nationale des ponts et chaussé
es

9月 ○ ○ ー ― ―

フランス語レベル
A2以上

フランス語（一部英語）による
授業履修および必修フランス語
研修

https://www.ecoledes
ponts.fr/en/foreign-
students

61 France リヨン リヨン第3大学　Université Jean-Moulin Lyon 3 9月 ○ ○ ー

80以上
(各セクション20以上）

6.5以上
(各バンド6.0以上)

フランス語中級以上（DELF
B１以上）

英語およびフランス語による授
業履修、フランス語研修

http://www.univ-
lyon3.fr/welcome-to-
jean-moulin-lyon-3-
university-
931913.kjsp?RH=INS
-ACCUEIL&RF=INS-
ACCUEIL_EN

62 Belgium ベルギー ルーベン・カトリック大学 KU Leuven 9月 ○ ○ ー

79-80以上
学部によって異なる

▼80以上を推奨

6.5以上
学部によって異なる

オランダ語B2以上 英語またはオランダ語による授
業履修

https://www.kuleuve
n.be/english/admissio
ns/exchange

Faculty of Arts/ Faculty of Economics and
Business への交換留学
語学については以下参照
https://www.kuleuven.be/english/admissio
ns/exchange/coordinators

63 Poland ワルシャワ ワルシャワ大学　Uniwersytet Warszawski 10月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 ポーランド語で学部授業を履
修するだけの語学能力（B2以
上）

ポーランド語および英語による
授業履修、ポーランド語研修

http://en.bwz.uw.edu
.pl/incoming/

○Spain バルセロナ バルセロナ大学　Universitat de Barcelona 10月 ○

名大での専攻と同様の科目履修
学期中のカタラン語およびスペイン語コースあ
り（有料）

ー

80以上 6.0以上 カタラン語かスペイン語能力 英語受講、カタラン語またはス
ペイン語研修およびカタラン語
またはスペイン語による一般授
業履修

51 Germany ケムニッツ
ケムニッツ工科大学　Technische Universität
chemnitz

10月

中級以上のドイツ語能力 英語およびドイツ語による一般
授業履修

https://www.tu-
chemnitz.de/internati
onal/incoming/index.p
hp.en

○
英語履修の場合
は留学時、学部
3年生以上であ
ることが望まし

い

○ ー

80以上 6.0以上
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学部生
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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
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Country/
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City University
Start
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e
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Requirement: GPA

以下の語学要件のいずれかを満たすことが、申込の前提となる

Course type
Website: exchange

program
Note

64
Cezh
Republic

プラハ
チェコ工科大学
Czech Technical University in Prague 9月 ○ ○

80以上 6.0以上 チェコ語で学部授業を履修す
るだけの語学能力（B2以上）

ポーランド語および英語による
授業履修、ポーランド語研修

https://international.c
vut.cz/for-
incomers/erasmus-
and-exchange/

65 Turkey アンカラ ビルケント大学　Bilkent University 9月 ○ ○ ー

80以上 6.0以上 トルコ語の基礎知識 英語による一般授業履修 http://www.bilkent.e
du.tr/bilkent/academi
c/exchange/bilateral_
agreements.html

滞在中の寮の無償提供あり。

https://students.grain
ger.illinois.edu/ipeng/i
nterested-students/

https://app.studyabro
ad.illinois.edu/index.cf
m?FuseAction=Progra
ms.ViewProgramAngu
lar&id=11167

67 USA オハイオ州 シンシナティ大学　University of Cincinnati 8月 ○ ○ 3.0以上

66 以上
（すべてのセクションにお
いて15以上必要）

▼80以上を推奨

6.0以上
（すべてのバンドにおいて
5.5以上必要）

該当なし 一般授業履修 https://www.uc.edu/
about/international/a
dmissions/apply/exch
ange.html#exchange

有料の語学研修あり
https://www.els.edu/en/about-us

68 USA ニューヨーク州
ニューヨーク市立大学・クィーンズカレッジ
City University of New York-Queens College 8月 ○ ○ ー

61以上

▼80以上を推奨

ー 該当なし https://www.qc.cuny.
edu/Pages/home.aspx

教育学部の学生優先

Online Academic Calendars

69 USA ミネソタ州
セント・オラフ大学　St. Olaf College

8月 ○ ○ ー

79以上

▼80以上を推奨

6.0以上 該当なし 一般授業履修 https://wp.stolaf.edu/
internationalstudents/
arrival/

70 USA
ノースカロライ
ナ州

ノースカロライナ州立大学
North Carolina State University

8月 ○ ○ ー

学部生 80以上
（各セクション16以上）

院生 80以上
 （各セクション18以上）

学部生 6.0以上
（各バンド6.0以上）

院生 6.5以上
 （各バンド6.5以上）

該当なし 一般授業履修 https://studyabroad.n
csu.edu/subpage-
example/incoming-
student/

https://studyabroad.ncsu.edu/subpage-
example/incoming-
student/overview/english-proficiency/
スコアの詳細についてこちらを参照すること

71 USA
ノースカロライ
ナ州

ノースカロライナ大学チャペルヒル校
University of North Carolina, Chapel Hill 8月 〇 〇 3.0以上

90以上 6.5以上 該当なし 一般授業履修 https://studyabroad.u
nc.edu/incoming-
exchange/program-
overview/

下記の学部へは参加不可
https://studyabroad.unc.edu/international-
exchange/academics/
 
履修注意
https://studyabroad.unc.edu/international-
exchange/academics/

72 Canada モントリオール モントリオール大学　Université de Montréal 9月 ○ ○ ー ー ー

中級レベル以上のフランス
語。
http://www.umontreal.ca/
english/linguistic_informati
on.html

フランス語（場合により英語）
による授業履修

https://admission.um
ontreal.ca/en/

Full academic yearでの参加を推奨

73 Mexico メキシコシティ
メキシコ国立自治大学　Universidad Nacional
Autonoma de Mexico

9月 ー ー スペイン語による授業履修 http://english.unam.
mx/

74 Kenya ナイロビ ナイロビ大学　University of Nairobi 9月 ○ ○ ー
80以上 6.0以上 該当なし 英語での一般授業履修 https://international.u

onbi.ac.ke/index.php?
q=node/78

66 USA イリノイ州

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
University of Illinois at Urbana-Champaign
工学部・工学研究科の学生のみ対象

8月 ○ ○ 3.0以上

100以上
（選考によっては高いスコ
ア必要、要相談）

6.5以上
（選考によっては高いスコア
必要、要相談）

該当なし 一般授業履修
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