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環境 学生数 留学生数

都市 約23,000 約1,800

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1995年 5名 64名

主な学部・専攻

アカデミック・スケジュール

授業期間：２月下旬～７月中旬

Spring Semester 

Autumn Semester

オリエンテーション：２月中旬

授業期間：９月中旬～１月中旬

オリエンテーション：９月上旬

教育/文学・文化/マネジメント/外国語
/法/生命科学/数学/地理/情報科学/哲
学・心理/スポーツ/芸術 など

交換留学要件

語学

留学生活情報

学生寮

先輩の声

E類 ３年 金森未来さん
留学期間 2018年９月～2019年１月

北京師範大学
Beijing Normal University

教育学を主体に文理系学部を持つ総合大学。
学部57専攻に加え、大学院の規模が大きく、
修士162・博士課程100研究科を数える。

HSK５級以上
※Chinese Language course 
で語学の授業のみを履修する
場合は語学要件はない。

3.2以上GPA

授業の履修と中国語の学習

留学生もいずれかの学部・学科に属し、
その学部・学科の授業を履修する。
語学を集中して学びたい場合、Chinese 
Language course で語学の授業のみを
履修することもできる。
また、いずれかの学部・学科に属し通
常の授業と平行して、Chinese
Language Courseの中から１コースを
履修することもできる。（１コースま
で無料）

希望者はキャンパス内の学生
寮に入寮可能。
料金は一日60-95 Yuan RMB

基本情報

私は二年生の秋学期に北京
師範大学の漢語文化学院で
中国語を勉強しました。
留学の際に気になるポイン
トの一つに「日本人との付
き合い方」があると思いま
す。北京師範大学の日本人
の規模は50～60人と北京では少ない方で、
とてもよい環境でした。「留学期間は日本人
との接触を断ち切った」という経験談もよく
聞きますが、私はそうする必要はないと思い
ます。留学という貴重な機会だからこそ、
「国」という単位でせっかくの出会いを見過
ごすのはもったいないと思いました。私が今
回の留学を振り返って後悔がなく、人に恵ま
れた半期だったと思えたのは、国の単位を超
えてたくさんの人との関わりがあったからだ
と強く感じています。

China



北京外国語大学
Beijin Foreign Studies University

中国の高等教育機関
の中でも歴史が古く、
語学教育で取り扱っ
ている言語の種類が
最も多い大学。現在
67種類の外国語を扱
う。

語学：語学習得のみ
を目的とする場合は
なし。
通常授業の履修には
理工系：HSK3級以
上、人文系：HSK6
級レベルが必要。
GPA：3.2以上が望
ましい。

教育学分野の人材育成を
中心として科学研究を重
視する総合大学。58学部、
修士課程159、博士課程
77種類の分野を擁する。

語学：語学習得の
みを目的とする場
合はなし。

Central China Normal University
華中師範大学

語学：語学習得のみ
を目的とする場合は
なし。
初級からレベルに応
じて指導する。
語学以外の科目の履
修にはHSK6級レベ
ルが必要。

東北師範大学
Northeast Normal University

中国東北地方に初めて創
設された歴史ある総合大
学。教育学・歴史学・細
胞生物学・生態学・思想
政治教育学などの学科に
強みを有する。

Nanjing Normal University
南京師範大学

中国4大古都の１つ、
南京にある国立大学。教育学
において国家の重点学科に指
定されている。教育・法・管
理・歴史など文系を主とし、
理・工なども擁する総合大学。

語学：語学習得の
みを目的とする場
合はなし。

蘇州大学
Soochow University

江蘇省で最も歴史の古い総
合大学。経済・法学・教育
学・歴史学など人文系と理
工・農学・医学の理工系学
科を併せ持つ総合大学。12
学部を有する。

湖南師範大学

語学：語学習得のみ
を目的とする場合は
なし。
語学以外の科目の履
修にはHSK5級から
6級レベルが必要。

湖南省に本部を置く国立大
学。文学・外国語・新聞メ
ディア学など人文系学科の
評価が高い。20学部・56
学科を有する。

Hunan Normal University

環境 学生数 留学生数

都市 約7,500 約1,500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2016年 2名 0名

環境 学生数 留学生数

郊外 約25,000 約600

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1996年 2名 1名

環境 学生数 留学生数

郊外 約49,000 約1,500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1999年 2名 4名

語学：語学習得のみ
を目的とする場合は
なし。
ある程度の基礎語学
力があることが望ま
しい
語学以外の科目の履
修にはHSK4級から
6級レベルが必要。

環境 学生数 留学生数

都市 約26,000 約1,800

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2009年 2名 0名

環境 学生数 留学生数

地方都市 約40,000 約1,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2009年 2名 0名

環境 学生数 留学生数

郊外 約40,000 約1,500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2009年 2名 0名



華東地区を代表する総合大学。上海の都心
に位置し、中国文学・歴史学・数学・地
理・心理学・物理学の重要基地。

華東師範大学
East China Normal University

基本情報

環境 学生数 留学生数

都市 約29,000 約3,100

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2002年 2名 11名

主な学部・専攻

人文/教育/外国語/理工/資源・環境/生
命科学/コンピューター科学・技術/商/
法/職業技術 など

アカデミック・スケジュール

授業期間：２月下旬～６月末

Spring Semester 

Autumn Semester

オリエンテーション：２月中旬

授業期間：９月中旬～１月中旬

オリエンテーション：９月上旬

交換留学要件

コースと語学要件

留学生は、以下３つのプログラムから一
つを選択して履修する。

1. Chinese Language Program
中国語学習のプログラム。Standard
ChineseやBusiness Chineseなどいく

つかのコースがある。
語学要件：なし

2. English Taught Program
英語によるChina Studiesなどの分野の
授業と中国語学習を組み合わせたプロ
グラム。
語学要件：TOEFLiBT80又はIELTS6.0
以上。（中国語の要件はなし）

3. Visiting Students Program
現地の学生と共に通常の学部授業を履修
するプログラム。
語学要件：HSK５級、180点以上

※上記２つ以上のプログラムを平行して受
講することはできない。

留学生活情報

上海師範大学
HSK5級、理工系は４級レベル、
又はこれに相当する語学証明が
必要。

文系に強みを持つ総合大学。18学部、86
の専門分野を設けている。上海市内の小中
学校教師の7割が上海師範大学の卒業生で
ある。

Shanghai Normal University

基本情報

環境 学生数 留学生数

都市郊外 約40,000 約2,100

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2003年 5名 6名

主な学部・専攻

アカデミック・スケジュール

授業期間：９月下旬～１月中旬

Fall Semester 

Spring Semester

受入登録、オリエンテーション：９月中旬

授業期間：３月上旬～６月下旬

受入登録、オリエンテーション：２月下旬

人文/外国語/哲学・法・政治学/商/教育/数
理/生命・環境科学/旅行/情報・機械・電気/
建築/音楽/美術/演劇・フィルム/体育 など

交換留学要件

語学

授業の履修と中国語の学習

留学生もいずれかの学部・学科に属
し、その学部・学科の授業を履修する。
語学を集中して学びたい場合、留学生
向けのChinese Language course で語
学の授業のみを履修することもできる。

なお、通常の授業と平行してChinese
Language Courseを受講することはで
きないが、１年間の留学の場合、前半
をChinese Language Course 、後半
を学部授業履修とすることは可能。

※Chinese Language course 
で語学の授業のみを履修する
場合は語学要件はない。

先輩の声

B類美術 ３年 板倉万里さん（写真右）
留学期間 2018年９月～2019年７月

私の母は上海人
で、小さい頃か
ら上海に行く機
会が多く、慣れ
た場所での生活
を選びました。
また上海師範の
中国語教育は非
常に質が良いそうで、私もこの半年でかなり
上達しました。
留学生の授業は朝８時からで、ほとんどは午
前で終わります。午後は勉強して、休日は友
人と出かけたり。机でする勉強ももちろん大
切ですが、外ヘ出て現地の人と交流するとさ
らに成長できます。
上海はとても活気のある街です！日本よりも
発展しています。多くの外国人が住んでいて、
私たち日本人にとっても便利です。観光地や
繁華街も多く、毎日楽しい暮らしができます。
これから留学を考えるみなさんへ言いたいこ
とは、「まだ来てもいないのに色々悩む
な！」です。所詮相手は外国ですから日本で
あれこれ悩んだり心配しても仕方がありませ
ん。うまくいかないこともあります。それで
も得られるものは確実にあります。来た人が
言うのですから本当です。少しでも興味があ
るなら行ってください。必ず来てよかったと
思えるはずです。そして中国語圏であれば、
ぜひ上海師範大学へ！

留学生生活情報

学生寮 留学生は大学内の寮が提供さ
れる。１人部屋又は２人部屋
がある。(1人部屋は競争率が
高い)留学生が増加傾向にあ
り、キャンパス外に住む学生
もいる。

寮 学生寮の提供あり。数に限りはあ
るが、いくつかある寮から選択し
て申請できる。多くが二人部屋で、
寮費は月額2～3万円程度。

GPA 3.0以上



環境 学生数 留学生数

台北市 約30,000 約2,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2002年 ４名 ４名

主な学部・専攻

アカデミック・スケジュール

授業期間：９月上旬～１月中旬

First Semester 

Second Semester

オリエンテーション：９月初頭

授業期間：２月中旬～６月下旬

オリエンテーション：２月中旬

文/理/医/工/社会科学/生物資源・農/
管理/公共衛生/電機情報/法/生命科学

など

国立台湾大学
National Taiwan University

台湾一大きな国立総合大学。６つのキャ
ンパス、11学部、54学科、96研究所を
擁する。牧場や森、病院などがあり、教
育施設も充実している。

交換留学要件

語学 授業は中国語又は英語で行わ
れる。どちらの言語でもCEFR 
B1以上のレベルが必要。
CEFR B1は、中国語ではHSK
３級程度、英語ではIELTS 
5.0又はTOEFLiBT 71程度。

通常の授業と平行して、Chinese
Language Coursesで中国語と台湾の
文化についての授業を履修することが
できる。
※この語学の授業のみ履修する場合は、
語学要件はない。

留学生活情報

学生寮 入学手続き時に申し込むと学
生寮への入寮が確約される。
（料金）
１人部屋：7400TWD
２人部屋：4900TWD/1人

国立台湾師範大学
National Taiwan Normal University

環境 学生数
年間交換

枠数

台北市 約10,000 1名

語学要件：語学習得のみを目的とする場合はなし。
ある程度の基礎語学力があることが望ましい。
語学以外の科目の履修には、HSK4級から6級レベルが必要。
GPA：3.0以上が望ましい。

中等教育担当者の養
成に主眼を置く教育
系総合大学で、世界
各地から留学生が集
まるインターナショ
ナルな校風。文化講
座の充実度が高い。

協定締結年

2005 年

４名
派遣実績累計

国立台中教育大学

環境 学生数
年間交換

枠数

台中市 約4,700 2名

前身は台中師範大
学であり、2005年
に改編された国立
教育大学。4学部
(教育学部・人文学
部・理学部・マネ
ジメント学部）を
擁する。

派遣実績累計
０名

授業履修を希望する場合は、中国語能力試験(Test Of 
Proficiency-Huayu)中級が必要。

National Taichung University of Education

Taiwan

協定締結年

先輩の声

A類学校教育 ４年 杉本万由さん
留学期間 2018年９月～2019年１月

中国語の授業は、少人数
授業を毎日受講すること
で、継続して語学力を高
めることができると思い
ます。
また、日本語を学ぶ学生
や日本が好きな学生が非
常に多く在籍しており、
実際に会話をしながら中国語を学ぶ機会がた
くさんあったことも、モチベーションを保つ
きっかけとなりました。
勉強面だけでなく、サークル活動も充実して
いることが、台湾大学のよさだと思います。
私は、吹奏楽団に所属していましたが、
自分の特技を生かし、現地の学生と友好関係
を築くことができ、本当に価値のある日々を
送ることができました。
私は、小学校を参観させてもらうことができ
ましたが、それは台湾の方々の親切さあって
のものでした。
台湾の方々の優しさに触れながら、今しかで
きない「チャレンジ」してみませんか？

杉本さんが参加した台湾大学吹奏楽団の定期演奏会

中国語の学習

2008 年



ソウル大学校師範大学

1895年漢城師範大学と
して創立。1949年ソウ
ル大学校師範大学に改称。
学部に15の専攻があり，
11の研究センター，4つ
の附属学校を持つ。

語学：TOEFL
iBT 88点また
は韓国語能力
試験
（TOPIK)5級
以上が望まし
い。
GPA：3.0以
上が望ましい。

Seoul National Univ. College of Education

韓国教員大学校

韓国中部に位置する
清州市の都市郊外に
ある国立の教員養成
大学。４学部22学科
を擁する。

語学：
韓国語能力
試験
（TOPIK）
３級以上が
望ましい。

Korea National Univ. of Education

ソウル教育大学校
Seoul National Univ. of Education

教員養成系国立大学で初頭教員養成を行う。
教育に関わる15学部を有する。本学との交
流も盛ん。

TOPIKのスコア提出は不要。
しかしTOPIK６級以下の場
合は、Korean Language 
Classで韓国語の授業を履修
することが望ましい。（キャ
ンパス・アジア・プログラムの場合）

基本情報

環境 学生数 留学生数

都市 約3,000 約100

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2003年 5名 15名

主な学部・専攻

外国語教育/社会/歴史/地理/倫理/数学
/物理/化学/生物/地球科学/体育 など

アカデミック・スケジュール

３月初頭～６月中旬

Spring Semester 

Autumn Semester

8月末/９月初頭～12月中旬

交換留学要件

語学

Korean Language Class

交換留学生は通常の授業と平行して、
Korean Language Classの授業を履
修することが推奨されている。韓国
語や韓国の文化及び歴史について学
ぶ授業。文化体験のアクティビティ
等もある。

留学生活情報

学生寮 交換留学生はキャンパス内
の学生寮への入寮が確約さ
れている。２人部屋でシャ
ワーは共用。
寮費は半期約600,000KRW。

先輩の声

B類書道 ４年 武関真衣さん（写真左）
留学期間 2018年３月～2019年２月

ソウル教育大学校に
留学を決めた理由は、
学芸大と同じく国立
の教育大学であると
いうことが一番大き
かったです。他の大
学では学ぶことので
きない教員養成に特
化した授業を受ける
ことができます。私の場合は書道教育や美術
実技などの授業を受けました。現地の学生は
教員を目指す学生がほとんどのため、お互い
の大学の話や日韓の教育の話で盛り上がった
りもしました。大学の位置はソウルの南側カ
ンナム地区にあり、山手線のようにソウルを
一周する２号線とソウルを上下に走る３号線
が最寄りの駅を通っているため交通はとても
便利です。カンナム地区は高級住宅街も多く
あり治安も良いです。ソウルの中心で、他の
大学では学べない教育に特化した授業を受け
られるのはソウル教育大学校だけです。学芸
生にはオススメの大学です！

環境 学生数 留学生数

都市 約28,000 約100

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2014年 2名 2名

環境 学生数 留学生数

郊外 約20,000 約2,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2005年 2名 0名

Korea



ソウル市立大学校
University of Seoul

ソウル市が運営する公立大学。公立農業学
校として開講し、現在は8学部を擁する総
合大学に成長した。都市科学学部が有名。

基本情報

環境 学生数 留学生数

都市 約11,000 約2000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1998年 2名 34名

主な学部・専攻

都市科学/法・行政/経済・経営/工学/
人文/自然科学/芸術・体育教育 など

アカデミック・スケジュール

Spring Semester 

Autumn Semester

※2020年のSpring Semesterは募集しません。
留学を希望する場合は、Autumn Semester
（2020年8月末～）からになります。

授業期間：３月初頭～６月中旬

オリエンテーション：２月下旬

授業期間：９月初頭～12月中旬

オリエンテーション：８月末

交換留学の申請に語学要件
はないが、生活上、少なく
ともハングル検定4級以上
が必要。

交換留学要件

語学

Korean Language Courses

交換留学生はKorean Language 
Course で韓国語の授業が履修可
能。コースは初級・中級・上級の
３段階。

留学生活情報

学生寮

1人部屋の国際宿舎又は二人
部屋の生活館から選択できる。
寮費は月約２万円程度。

全南大学校

新羅大学校

公州大学校

Silla University

Chonnam National University

Kongju National University

韓国第２の都市
釜山に位置し、
人文科学系を主
体に，教育系，
芸術系，工学系
等8学部と大学
院を擁する私立
の総合大学。

環境 学生数
年間交換

枠数

都市 約10,000 3名

朝鮮半島南西部
に位置する光州
広域市にキャン
パスを置く国立
の総合大学。医
療、芸術、工学
系等17の学部を
擁する。

朝鮮半島中西部
に位置する光州
市にある国立の
総合大学。教育
系、人文系、工
学系等5学部、7
大学院、附属幼
中高と９の研究
所を持つ。

環境 学生数
年間交
換枠数

地方
都市

約33,000 2名

環境 学生数
年間交換

枠数

郊外 約22,000 3名

語学要件：中級程度（ハングル能
力検定試験3級以上）が望ましい。

協定締結年

協定締結年

協定締結年

1995 年

1997 年

1998 年

1 名

0 名

2 名

語学要件：中級程度（ハングル能
力検定試験3級以上）が望ましい。

Kyonngi University

韓国北西部に位
置する水原市と
ソウルにキャン
パスを構える私
立の総合大学。
人文、工学、芸
術などの10学部、
100以上の大学
院プログラムを
持つ。

京畿大学校

環境 学生数
年間交
換枠数

都市/
郊外

約
12,000

2名

協定締結年

2002 年

０ 名

語学要件：通常の授業を聴講す
るには韓国語を話すことができ
ること。

Chungnam National University
忠南大学校

環境 学生数
年間交
換枠数

地方
都市

約
22,000

1名

韓国中部太田
広域市にある
国立の総合大
学。人文、工
学、芸術・音
楽などの15学
部及び12の大
学院課程を擁
する。

協定締結年

2004 年

0 名

語学要件：TOEFLiBT80又は韓国
語能力試験（TOPIK）３級以上が
望ましい。
GPA：3.0以上が望ましい。

派遣実績累計

派遣実績累計

派遣実績累計

派遣実績累計 派遣実績累計

京仁教育大学校
Gyeongin National Univ. of Education

環境 学生数
年間交
換枠数

地方
都市

約4,700 2名

2008 年

0 名

韓国北西部の仁川
と京畿にキャンパ
スを持ち、小学校
教員養成を行う。

各科目の教育科
及び倫理教育科
など13学科、修
士課程19専攻を
擁する。

協定締結年

派遣実績累計

清州教育大学校
Cheongju National Univ. of Education

韓国中部に位置
する清州市に位
置する国立の教
員養成大学。各
科目の教育科及
び教育大学院を
擁する。

協定締結年

2009 年

0 名

環境 学生数
年間交
換枠数

地方
都市

約2,200 1名

語学要件：授業に参加するために
必要な語学力を有していること。

派遣実績累計

済州大学校
Jeju National University

朝鮮半島の南に位置
する済州島にある、
国立の総合大学。済
州島はリゾート地と
しても有名。人文、
教育、工学、芸術な
ど13学部と７研究科
を持つ。

協定締結年

2009 年

0 名

環境 学生数
年間交
換枠数

地方 約17,000 2名

語学要件：TOEFLiBT80又は
韓国語能力試験（TOPIK）4
級以上が望ましい。

派遣実績累計

語学要件：生活上，少なくともハン
グル検定4級以上が必要。授業履修
には，中級（3級）以上が望ましい。

語学要件：韓国語能力試験
（TOPIK）4級以下の場合、韓国
語のクラスを受講しなければな
らない。



Ball State University

ボールステイト大学

インディアナ州マンシーにあり、インディア
ナポリスから車で１時間程。約190専攻を持
つ総合大学。

環境 学生数 留学生

郊外 約22,500 約450

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1998年 3名 36名

基本情報

主な専攻

アカデミック・スケジュール

語学/人類学/心理学/歴史/ジャーナリズム/
化学/生物/物理/経済/経営/マーケティング/
会計/情報/教育/工学/建築/芸術/音楽/演劇/
女性学・ジェンダー など

Fall Semester
８月中旬～12月中旬

Spring Semester
１月上旬～５月上旬

交換留学要件

TOEFL iBT79、又はIELTS6.5
達しない場合は、入学後、IEI（英
語集中コース）での学習が義務付
けられる。

語学

留学生活情報

寮

Intensive English Institute
（英語集中コース）

ノンネイティブの学生のための英語学
習コースで、交換留学生で語学要件に
達しない者は自動的にこのコースの履
修から留学をスタートさせる。
Fundamentalからレベル６までの７
つのレベルに分かれており、入学直後
にプレイスメントテストを受けて、学
習するレベルが決まる。

入学手続時に申請し、キャンパス
内の寮に入ることができる。（IEI
のコースに入る場合も同様）基本
的に二人部屋。
寮費：１学期約50万円(週10食込
み)※寮費はミールプランによる

先輩の声

E類 ４年 玉井 美衣さん
留学期間 2018年8月～2019年5月

USA

間は、出会い、経験、全てが私にとってステキ
な思い出となった。
大学では、授業や寮で知り合った様々な国籍の
友達と一緒に旅行に行ったり、学習をしたりと、
かけがえのない時間を過ごした。
私は、IEIと学部授業、一学期ずつ授業を受けた。
IEIでは、先生方のサポートのおかげで、成績優
秀賞を受賞することができた。学部授業では、
毎日のように出される大量の課題に追われ、悪
戦苦闘の日々だった。しかし、苦手克服のため
に選んだスピーチの授業のおかげで、今では恐
れずに人の前に立って話すことができるように
なった。専攻である多文化共生の授業では、周
りの学生の意見にハッとさせられ、児童館ボラ
ンティアでは、教育における問題を目の当たり
にした。
長期留学というと不安や大変な面がたくさんあ
るが、それを乗り越えたとき、自分自身の成長
を感じることができる。強くなりたいと思い臨
んだ1年間のアメリカ留学は本当に私を強くして
くれた。そして、当たり前だが、自分次第で何
でもできるということを実感している。今、留
学するかどうか悩んでいる人は、ぜひ挑戦して
ほしい。 It’s all good!

Osda nigada! これは
“It’s all good!” という
意味のチェロキー語で
ある。ボランティアト
リップで訪れたテネ
シー州のネイティブア
メリカンに教わった言
葉だ。そこで現地の学
生と寝食を共にした1週



私立の４年制リベラルアー
ツカレッジ。ミシガン湖畔
にあり、シカゴとミル
ウォーキーの間に位置する。
少人数教育を特徴としてい
る。
本学とは活発に交流があり、
2018年度に交換枠数を２
名から５名に増やしている。

Carthage College

カーセジ大学

主な学部・専攻

社会学/哲学/国際政治/外国
語/教育/経済/物理/化学/機
械科学/美術/デザイン/音楽/
看護 など

アカデミック・スケジュール

Fall Term
９月上旬～12月中旬

Spring Term
２月上旬～５月中旬

TOEFL iBT78、又は
IELTS6.0
達しない場合は受入不可と
なる場合がある。

語学

寮

学部生のほとんどがキャン
パス内の寮で暮らしており、
留学生も入居できる。寮費
は半期で70万円程度。

環境 学生数 教員:学生

郊外 約2,600 1:12

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1996年 5名 23名

TOEFL iBT61、又はIELTS5.5
達しない場合はESLで学習を義
務付けられる。

ハワイ大学ヒロ校

公立のリベラルアーツカレッジ。ハワイ島の
自然豊かな環境を生かし、海洋科学、地質学、
天文学など、島のフィールドを活かした研究
を行っている。ハワイ島最大都市のヒロに位
置し、学生はハワイの他、各国から入学し多
様性に富む。

University of Hawaii at Hilo

基本情報

環境 学生数 教員:学生

都市 約3,500 1:18

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2002年 2名 26名

主な学部・専攻

農業・林学・自然資源管理/人文/社会科
学/自然科学/ビジネス経済/ハワイ研究

など

アカデミック・スケジュール

Fall Semester
８月中旬 オリエンテーション
８月下旬～12月中旬

Spring Semester
１月上旬～中旬 オリエンテーション
１月中旬～５月中旬

交換留学要件

語学

English Language Institute

留学生向けの英語のコースを開講して
いる。中級以上の３レベルに分かれる。

留学生活情報

寮 キャンパス内の寮に申請可能。
又はキャンパス外の宿舎に入る
こともある。費用は月額４万～
８万程度。

私は、TESOL取得を
目指し、またハワイ
の温暖な気候と心と
体の健康に良さそう
な雰囲気にひかれて
ハワイ大学留学を決
めました。予想して
いた典型的なハワイ
像とは異なり、ヒロでは、一年を通して雨が多かっ
たです。しかし、きれいな鳥の声、澄み切った大き
な空と、珍しい植物に囲まれた場所で、観光地とし
て有名なキラキラしたハワイとは異なる、伝統的な
美しいハワイを味わえます。車を持っているアドベ
ンチャー好きな友達に、現地の人も知らないような
滝や海に連れて行ってもらい貴重な体験をすること
もできました。しかしハワイ大学には日本人が多い
です。自分できちんと目標を設定して学びに来ない
と、日本人と一緒にいるだけで、楽ですが成長はあ
まり感じられない留学になってしまと思います。私
や他の友達は、ローカルの学生グループ（BCM）
に入り浸りました。どんな目標をもって留学するの
かにもよりますが、実用的な英語能力を高めるとい
うのが一つの目標であれば、このようなグループに
飛び込んで自分を強制的に英語に浸らせるのも一つ
の手です。ハワイ大の魅力は多すぎて伝えきれませ
んが、そのうちの一つは日本人と仲良くなってくれ
る優しいネイティブが多いことなので、ぜひネイ
ティブのコミュニティーに入っていくことを恐れず、
留学だからこそハワイ島にいるからこそできること
に挑戦してください！

先輩の声

E類 ４年 新井 光歩子さん（写真中央）
留学期間 2018年8月～2019年5月

ミシガン州立大学教育学部
Michigan State University, 
College of Education

環境 学生数

郊外 約50,000

年間交換枠数
留学生割合
（全体）

３名※ 12.4%

ミシガン州イーストランシングにある州立大学。世界でもトッ
プクラスの大学で、特に大学院の初等・中等教育学（教員養
成）コースは過去24年間、全米首位にランキングされている。

語学

アカデミック・スケジュール

TOEFL iBT79、又はIELTS6.5

Fall Semester
８月下旬～12月中旬

Spring Term
１月初旬～５月初旬

ブリッジウォーター州立大学
Bridgewater State University

環境 学生数

郊外 約11,000

年間交換枠数 留学生数

２名※ 約80

マサチューセッツ州ブリッジウォーターにある州立大学。
教員養成のための専門校として全米で最も初期に創られ
た大学のうちの1つ。

語学

アカデミック・スケジュール

TOEFL iBT61、又はIELTS6.0

Fall Semester
９月初旬～12月中旬

Spring Term
１月中旬～５月中旬

GPA 最低でも2.5以上、3.2
以上が望ましい

※現在協議中のため、応募の可否は必ず事前に
国際課にご相談ください。

※現在協議中のため、応募の可否は必ず事前に
国際課にご相談ください。



西シドニー大学

オーストラリア最大の都市、シドニーの西部
に多数のキャンパスを持つ。本学とは活発に
交流があり、夏には附属の語学学校へ短期派
遣プログラムも行っている。

TOEFL iBT82（R-13,L-
13,S-18,W-21以上）、又は
IELTS6.5（各分野6.0以上）。
達しない場合は付属の語学学
校The College で10～40週
の英語学習が義務付けられる。

Western Sydney University

交換留学要件

基本情報

主な学部・専攻

経済/コンピューター、工学・数学/
教育/人文科学/法学/薬学/看護・助
産/社会科学・心理/健康科学 など

アカデミック・スケジュール
留学生活情報

各キャンパスに寮があり、
入居は確約されていないが
入れる可能性が高い。
料金は建物や部屋のタイプ
によるが週130～350豪ド
ル程度。

環境 学生数 留学生数

首都近郊 約45,000 約4,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1997年 4名 14名

Autumn Session
２月中旬～オリエンテーション
３月初旬～6月末

Spring Session
７月上旬～オリエンテーション
７月中旬～11月中旬

語学

学生寮

The College

西シドニー大付属の語学学校。入学手
続の時点で語学要件を満たさない場合、
ここで英語学習を行い、英語力が規程
のスコアまで上がれば交換留学へ進む
ことができる。授業料は私費で支払う。
また、語学学校の期間は、学校が手配
するホームステイ先に滞在することが
可能。（希望すれば大学の寮に入寮す
ることもできる。）

（授業料参考）
Academic English for
Tertiary Studies コース(10週間): 
4,350豪ドル

先輩の声

E類 ４年 山谷佳音さん
留学期間 2018年９月～2019年６月

私は、豪多文化主義政策へ
の興味から、関連授業の多
いこの大学を選びました。 
 ここでは授業や生活の様子
を主に話そうと思います。
授業は頻繁に発言が求めら
れ、グループワークやレポートが短期間に課
されます。従って勉強は大変ですが、遊びと
勉強の切り替えは明確で、休みは皆でビーチ
に行きます。また、留学生も就労が可能で、
私を含め多くの学生がインターンシップやア
ルバイトに励みます。街の人口はアジア系が
多く、アジア系のお店が目立ちます。 
 私自身の留学生活は素晴らしく、皆さんにも
是非お勧めですが、感じるメリットやデメ
リット、不安も各々あるはずです。それらと
向き合い、情報収集の上で納得の留学をして
下さい。一度やると決めたらどんな形でもや
り通す気持ちが大切です！頑張ってくださ
い。 

Australia & 
New Zealand



語学：TOEFL iBT80（各セクション20以上）、又はIELTS6.0
（各分野6.0以上）。達しない場合はELICOSで英語学習が義務
付けられる。
GPA：2.5以上

ビクトリア大学
Victoria University

80を超える専攻分野
を持つ国立の総合研
究大学。ニュージー
ランドのクライスト
チャーチ市内に位置
する。

語学：TOEFL iBT80（R,L,W各19以上）、又はIELTS6.0
（各分野5.5以上）。達しない場合はCCELで有料の英語学習
が義務付けられる。

カンタベリー大学
University of Canterbury

オーストラリア
第２の都市メル
ボルンにある総
合大学。教育、
経済、工学など
８つの学部を擁
する。

キャンベラ大学

学芸大学と協定締結をした最初の大学。学
部・院併せて300以上の多彩なコースがある。
（交換留学生は学部課程のみ）

TOEFL iBT60（R-16,L-16,S-
18,W-22以上）、又は
IELTS6.0（各分野も6.0以
上）。達しない場合はELICOS
で英語学習が義務付けられる。

University of Canberra
交換留学要件

基本情報

主な学部・専攻

教育/政治・経済/デザイン・建築/法律
/情報科学/スポーツ/化学/数学/観光

など

アカデミック・スケジュール

留学生活情報

大学内に学生寮が複数あ
り、留学生はいずれかの
寮に入居可能。寮費は220
豪ドル程度。

環境 学生数 留学生数

都市 約17,000 約4,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1995年 派遣停止中 19名

Semester1
２月上旬～オリエンテーション
２月中旬～５月末

Semester2
７月末～オリエンテーション
８月頭～１２月末

2.5以上

語学

GPA

学生寮

ELICOS

キャンベラ大付属の語学学校。入学手
続の時点で語学要件を満たさない場合、
ここで英語学習を行い、英語力が規程
のスコアまで上がれば交換留学へ進む
ことができる。授業料は私費で支払う。
また、語学学校の期間から大学の寮に
入ることが可能。

（授業料参考）
English for Academic 
Purposesコース(10週間): 
4,350豪ドル

キャンベラは
オーストラリ
アの首都であ
り、四季のあ
る自然豊かな
街です。温か
い人と過ごし
やすい環境が、
留学をするのに大変適しています。日本人
が少なく世界各地からの学生が多いのも、
キャンベラに留学する良さの一つでもあり
ます。キャンベラ大学は、私のように英語
に自信がない学生でも、ELICOSという語
学学校が丁寧なサポートをしてくれます。
そして、その語学力を基盤として、学部の
授業も受講することができます。キャンベ
ラ大学は当初、教員養成の専門学校として
創立し、現在は総合大学として力を伸ばし
ています。そのため、教育学部には充実し
た授業が多く揃っています。あなたの留学
生活をこのキャンベラ大学で送ってみませ
んか？

先輩の声

2019年３月卒業生 高橋沙知さん
留学期間 2018年2月～11月

環境 学生数 留学生数

都市 約47,000 約4,800

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2009年 派遣停止中 11名

アカデミック・スケジュール

主な学部・専攻

（左から２番目）

環境 学生数 留学生数

郊外 約17,000 約2,200

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2015年 派遣停止中 4名

主な学部・専攻

アカデミック・スケジュール

Semester1 ２月中旬～6月下旬
Semester2 ７月中旬～11月中旬

教育/経済/工学
/芸術/法律/コ
ンピューター＆
IT/スポーツ

など

Semester1 ２月中旬～6月中旬
Semester2 ７月中旬～11月中旬

スポーツコーチ
ング/健康科学/
林学/経済/工学
/法律/芸術/音
楽 など



授業やテストは全てドイツでおこ
なわれるため、ドイツ語は中級以
上のレベルが望ましい。

ハイデルベルク大学

ドイツ最古の名門大学。研究総合大学
で、国際化にも力を入れている。学芸
大との交流も盛ん。

Universität Heidelberg

環境 学生数 留学生数

都市 約30,000 約6,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1999年 5名 55名

主な学部・専攻

バイオサイエンス/化学・地球科学/数学・
コンピューターサイエンス/哲学/語学/神
学/法学/行動文化学/経済・社会科学/薬学

アカデミック・スケジュール

授業期間：10月中旬～２月上旬

Fall/Winter term

Spring/Summer term

ドイツ語準備コース：9月初頭～末

オリエンテーション：10月初頭

授業期間：４月中旬～７月下旬

ドイツ語準備コース：３月初頭～末

オリエンテーション：４月初頭

交換留学要件

語学

ドイツ語の学習

International Study Centerで学期の開
始前に1ヶ月のドイツ語準備コースがあり、
交換留学生は無料で受講できる。また、
同センターで学期中もドイツ語の授業が
開講されており、他の授業と平行して受
講が可能。

留学生活情報

学生寮 交換留学生は学生寮への入寮が確
約されている。いくつか種類があ
り、多くの場合が個人部屋でシャ
ワーやキッチンを数名でシェアす
るタイプ。料金は月180～300€
程度。

先輩の声

修士２年 川上雅弘さん
留学期間 2018年8月～2019年5月

基本情報

ドイツ語中級以上が望ましい。
毎年8月開催のサマースクー
ル受講者であることが望まし
い。入学後は留学生が受けら
れるドイツ語の授業もある。

ハンブルク大学
アジア・アフリカ研究所

８学部からなる総合大学。
アジア・アフリカ研究所
は人文学部に属し、日
本・中国・東南アアジア
などの言語や文化に関す
る部門がある。

Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg

基本情報

環境 学生数 留学生

都市 約43,000 約5,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2008年 2名 12名

NPOでの学習支援で
出会った、様々な理
由で学校に行けない
子供、塾に行くこと
ができない子供、家
庭に居場所がない子
供。彼らにどんな支
援をすることができ
るだろうか。ドイツ

への留学を決めたきっかけです。現在は、ド
イツを中心にヨーロッパの学校現場を訪問し
て、子供に対してどのようなサポートがある
のかを探求しています。今学期（冬）は
International Study Centerの授業（ドイツ
語と哲学）を受講していました。来学期は、
ドイツ語の授業と並行して福祉や言語教育に
関する授業を取る予定です。様々な専攻・研
究機関の強みを活かして、研究テーマを探求
することもできますし、大学から離れた活動
を中心に活動することもできます。研究中心、
ドイツ語中心、独自の活動中心。ぜひ、自分
のテーマを掲げてハイデルベルクにいらして
ください！

語学

主な学部・専攻

法/経済・社会学/医
学/教育・心理・ス
ポーツ/人文 など

アカデミック・スケジュール

Winter Semester
10月中旬～２月中旬
Summer Semester
4月中旬～７月初旬

寮

寮、又は一般家庭や学
生アパートへの入居と
なる可能性もある。寮
は月45,000円程度。

Germany

ハイデルベルクの街並



交換留学生は、欧州言語共通参
照枠（CEFR） A2レベル以上の
ドイツ語力又は(及び)B2レベル
以上(TOEFLiBT80程度)の英語
力があることが望ましい。

フリードリッヒアレクサンダー大学
エアランゲン・ニュルンベルク

総合大学で、265の講座が開講されている。英語
で学位取得が可能なコースなども設置され、国際
化に力を入れている。

Friedrich Alexander University 
Erlangen Nuremberg

基本情報

環境 学生数 留学生数

都市 約40,000 約4,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2005年 3名 14名

先輩の声

修士課程２年 中村 友里香さん（写真右）
留学期間 2018年4月～2019年2月

主な学部・専攻

アカデミック・スケジュール

交換留学要件

語学

学生寮

人文/社会科学/言語/教育/哲学/神学/ビジ
ネス・経済・法学/薬学/生物/化学/地理/
工学/情報 など

Winter Semester
オリエンテーション：10月上旬～

※語学準備コースを受講する場合は9月
授業期間：10月中旬～２月末

Summer Semester
オリエンテーション： ４月上旬～

※語学準備コースを受講する場合は3月
授業期間：４月中旬～６月末

留学生活情報

ドイツ語の学習

FAU language centreで開始前に３週
間のドイツ語準備コースがあり、
315€で受講可能。また、同センター
で学期中もドイツ語の授業が開講され
ており、こちらは無料。他の授業と平
行して受講することができる。

入学手続時に申請すること
で入居が可能。寮費は寮に
よるが月額300~600€。

トリア大学第二学部

ドイツの南西、最古の都市と言われるトリア
に位置する。地理的にフランスやルクセンブ
ルクにも近く、国際化に力を入れている。

Universität Trier Fachbereich II

授業やテストは基本的にドイツで
おこなわれるため、ドイツ語は中
級以上のレベルが望ましい。（一
部英語で行われる授業もある）

環境 学生数 留学生割合

都市 約13,300 11％

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1997年 5名 16名

第Ⅱ学部に属する学科

英米文学/ドイツ文学/日本学/古典文献学/言
語データ処理学/メディア学/音声学/フラン
ス文学/スラブ系文学/中国学

アカデミック・スケジュール

授業期間：10月中旬～２月上旬

Winter Semester

Summer Semester

オリエンテーション：9月下旬～

授業期間：４月上旬～７月中旬

オリエンテーション：３月中旬～

交換留学要件

語学

German Language Courses
通常のドイツ語のクラスと平行して、
ドイツ語修得の為の授業を履修するこ
とができる。

留学生活情報

学生寮 入学手続時に申請することで入
居が可能。寮費は月額
250~300€。

基本情報

※協定は第Ⅱ学部と結んでいるが、こ
の学部以外の授業を履修することも可
能。
【その他の専攻分野】教育/哲学/心理
/史学/政治/美術史/経営・経済/数学/
コンピューターサイエンス/社会学/法
学 など

先輩の声

E類 ３年 黒田 倫さん
留学期間 2018年9月～2019年2月

私がフリードリ
ヒ・アレクサン
ダー大学(FAU)
に留学を決めた
理由は、声楽を
学ぶ環境が大変
整っていたから
です。私は主に
「教会音楽学部」と「音楽教育学部」で学
んでいました。
最も印象に残っている授業は、毎週30分間
の声楽の個人レッスンです。先生は私が理
解できない時には辞書を使いながら、諦め
ずに熱心に指導してくださりました。先生
が教えてくださったドイツ歌曲の奥深さや
声との向き合い方は、今も私の支えとなっ
ています。 また私は、学業の傍らワイマ
ールでオペラ公演に出演しました。自分だ
けが拙い言葉を話している状況でつらい時
もありましたが、この経験から恥をかくこ
とを恐れず挑戦する姿勢や、優しくしてく
れた人々の心の豊かさなど、多くのことを
学ぶことができました。また、奨学金プロ
グラム「トビタテ！留学JAPAN」を通して
出会えた友人達とも、留学中に互いに励ま
しあうことができました。FAUは教育学部
が大変充実しています。音楽のみならず、
数学や社会など、学芸大学にある学部はほ
ぼ揃っているため、皆さんに大変お薦めの
大学です。FAUに留学する仲間が増えるこ
とを楽しみにしています！

トリアは小さな街ですが
生活しやすく、何度見て
も素敵な観光地が多くあ
る魅力あふれる都市です。
トリア大学は丘の上にあ
り、街の中心部からは少
し離れていますが、だか
らこそメリハリがついた
留学生活が送れたのでは
ないかと思います。大学
周辺の徒歩圏内に生活に必要なお店はそろっ
ていますし、街へも学生証があれば無料でバ
スに乗って15分ほどで行くこともできます。
学生証を得るためにお金を払わないといけま
せんが、市内のバスや一定区間の電車が無料
になったり、観光地で割引に使えたりと、日
常生活や旅行の費用が抑えられるので気軽に
行動ができます。
またトリアはフランクフルト、ケルンといっ
たドイツ国内の他都市へのアクセスもいい上、
ドイツ国外へも行きやすいため異なる文化圏、
言語圏を身近に体感することができます。数
十分から数時間の移動でドイツ語とは違う言
語、異なった環境に囲まれていることになる
ので、新鮮でありわくわくする反面、留学当
初の未知だらけの不安だった気持ちも思い出
すこともあります。トリアは、そんな全く違
う国、大きな都市から帰ってくると、とても
ほっとできるような都市です。街の雰囲気や、
人もあたたかく、“ホーム”と思えるようなト
リアが今でも大好きです。



グルノーブル・アルプ大学

フランス南東部にある
アルプスの都グルノー
ブルにある国立の総合
大学。過去にオリン
ピックが開催された土
地でもあり、スポーツ
領域も盛ん。

Université Grenoble Alpes

環境 学生数 教職員数

地方都市 約45,000 約5,800

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計※

2017年 2名 0名

CEFR B2以上が望ましい

語学

French course （FLE）
留学生向けのフランス語の授
業があり、通常の授業と平行
して履修することができる。

主な学部

人文/社会科学/
化学・薬学/工
学/技術/経済/
法学 など

アカデミック・スケジュール

First Semester
９月～12月/１月
Second Semester
１月/2月上旬～5月/6月

寮

申請すれば基本
的に入寮可能。
寮費は部屋によ
るが250～840€。

※協定を結ん
だばかりで、
2019年度に
１人目を派遣
予定。

France

CEFR B2以上
（DELF B2, DALF C1/C2, 
TCF B2, TEF Level4 以上）

パリ・ディドロ大学

国内最大級の規模
を誇る総合大学で、
医・理・工学系を
始め、人文社会科
学系、芸術領域に
至る多様な専門分
野を包括する。

Université Paris Diderot

基本情報

環境 学生数 留学生割合

都市 約28,000 20％

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2016年 2名 3名

主な学部・学科

人文/言語/経済/社会科学/人類学/芸術/
自然科学/工学/医学/心理 など

アカデミック・スケジュール

First Semester
９月初旬～１月末

Second Semester
１月上旬～6月末

交換留学要件

語学

French as a foreign language
（FLE）

通常の授業と平行して、フランス語
修得の為の授業を履修することがで
きる。（週２コマ（１コマ２時間）
まで）

※多くの授業がフランス語で開講さ
れているが、英語で開講されている
授業もある。英語の授業のみを履修
する場合は、フランス語のスコアは
不要だが、IELTS5.5,又はTOEFLiBT
71が必要。

留学生活情報

寮

入学手続き時に申請できるが、交
換留学生全員分は確保されていな
い。寮に入れる場合もあるが、自
分でアパートを借りて住む学生も
多い。
寮費は月4～５万円、アパートは
部屋によるが月８万円～。

先輩の声

E類 ４年 小島 諒子さん
留学期間 2018年9月～2019年6月

学業と併せて学外での活動も充実させ
たかった為、機会を多く得ることが期
待できる首都への留学を希望していま
した。パリディドロ大学を留学先とし
て選んだ理由は、留学生は学年や学部
にとらわれずに自由に授業を履修でき
るということに魅力を感じたからです。
私の主専攻である歴史学の授業では、教室内に留学
生が自分一人しかいないという状況も珍しくはなく、
フランスの大学の空気を目一杯感じることができま
した。その一方で、世界中からたくさんの留学生を
受け入れていることもあり、様々な国から来た学生
とカフェテリアで談笑したり、放課後や休暇には遊
びに出かけたりと多くの交流の機会に恵まれました。
パリの街は小さいながらも、それぞれの区がまるで
違う都市かのように異なる顔を持っています。高級
店が立ち並ぶ華やかな通り、学生があふれる地域、
移民の多い地区…。たった数駅の距離でこんなにも
変わるのかと驚かされました。
家族や友人、慣れ親しんだ文化から離れ、日本から
遠く離れた地でマイノリティとして生活する事は、
決して容易ではありません。思いもよらないトラブ
ルや、思い出として昇華するには時間がかかる出来
事もありました。しかし、留学したことで、自分の
強さを知ることができました。弱さを知ることがで
きました。多くの友人ができました。かけがえのな
い出会いがありました。そして今、新たな目標とと
もにパリでの生活を終えようとしています。
あなたが留学に対して迷いや障害を抱えているのな
ら、それらを取り除くための行動を起こしてみてく
ださい。

オルレアンの街並



国立東洋言語文化大学

パリ市内にある国立の外国語大学。 100を
超える言語・文化の専攻を持つ。中でも日
本学部はヨーロッパ最大の日本学研究セン
ターである。

INALCO

環境 学生数
日本学部学

生数

都市 約20,000 約1,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1997年 2名 26名

基本情報

主な専攻

中欧、東欧、アジア、オセアニア、アフ
リカ、南北アメリカ大陸の言語及び、こ
れらの地域の地理、歴史、制度、政治、
経済、社会

アカデミック・スケジュール

Fall Semester
９月中旬～１月中旬

Spring Semester
１月下旬～6月上旬

French Language Coursesの
履修にもDELF A2レベル以上、
学部の授業履修にはコースに
よってDELF B1～C1以上が必
要。

交換留学要件

語学

French Language Course

交換留学生は、フランス語修得の授
業を無料で受けることができる。ク
ラスのレベルはA1～C1の５段階。

留学生活情報

寮 大学のキャンパスの外に数は限
られるが宿舎の提供があり、申
請すると入居できる。月額320
～570€。

先輩の声

E類 ４年 前澤 沙月さん
留学期間 2018年9月～2019年6月

わたしがイナルコ大学を
選んで良かったと感じて
いることが２つあります。
まずは現地の学生が日本
語や日本の文化にとても
興味を持ってくれること
です。一緒にお寿司を食
べに行こう、宿題を教えてほしい、とよく声
をかけてくれます。おかげで1年間寂しい思
いをすることなく、同時にフランス語の会話
も練習しながら過ごすことができました。
もう１つは留学生向けのフランス語の授業が
とても充実していることです。発音や文法に
特化した各授業を自由に選択できるので、自
分のペースで取り組むことができます。課題
が難しいこともありましたが、留学生の友達
と一緒に発表の準備をしたりする時間は、他
の国の文化を知る機会にもなり、とても貴重
な体験でした。他にもイナルコ大学はサーク
ルのような活動も充実しています。わたしは
1年間バレーボールのチームに参加し、週に1
回男女合同で練習し、月に2.3回他大学の
チームと試合をするなど、授業以外の時間も
楽しく過ごすことができました。イナルコ大
学でできた友達の多くは日本語の習得のため
日本に来る予定もあるので今でもよく連絡を
取っています。何よりもそこでできた友達と
の関係がいちばんの財産になったと感じてい
ます。

オルレアン大学

芸術、人文社会科学、経済、工学など幅広い
専攻を擁するフランスで最初の大型総合大学。
パリから南に130キロ、フランス中部のオル
レアンに位置する。

université d'orléans

基本情報

環境 学生数
日本学部学

生数

地方都市 約21,000 約2,300

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2016年 2名 1名

主な学部

法学・経済・経営/文学・言語・人文/ス
ポーツ科学・体育/理学

アカデミック・スケジュール

Fall Semester
９月上旬～１２月下旬

Spring Semester
１月上旬～５月上旬

CEFR B2以上
※ Institut de Françaisでフラ
ンス語を勉強する場合は、秋
学期開始はA1、春学期開始は
A2が必要。

語学

Institut de Français (語学学院)

交換留学生は、フランス語修得の授業
を無料で受けることができる。クラス
はレベル別に５段階。（テストの成績
次第で上級のクラスに上がることもで
きる）

留学生活情報

寮 キャンパス内の寮か、ホームス
テイを選べる。寮は月額
1,065€~2,515€、ホームステ
イは朝夕食付きで月額1,800～
2,970€。

先輩の声

E類 ４年 中山 聖彦さん
留学期間 2018年9月～2019年6月

僕がオルレアン大学を
志望した理由は、自然豊
かな環境で学びたいと思
ったからです。東京の新
宿、パリのような人混み
が苦手でした…でも、パ
リの主要駅まで電車で１
時間で行ける、アクセス
の良い綺麗な街です。世界遺産のロワール川
のほとりで昼間はカフェを飲みながら読書し
たり、ランニングしたり、夜はパーティした
りと、治安の面も比較的に安全です。『オル
レアンの乙女』と呼ばれるジャンヌ・ダルク
の聖地として有名で、４月下旬ごろから祭り
で街が賑わいをみせます。
僕は文理学部にあるInstitut de Françaisで
フランス語の授業を履修しています。IDFで
は文法などが基礎から学べ、添削、会話の練
習など、親身になってくださる先生方もい
らっしゃいます。また同じ留学仲間も色々な
国からやってきます。移民もいます。意見が
合わなくて授業中、議論から口論になったこ
ともあります。しかし色々な人に出会えたこ
とで、日本や主要海外のニュースでは得られ
ない事実、国ごとの価値観の違いを目の当た
りにし、たくさんの経験ができました。

オルレアンは大きな観光地ではありません
が、ゆっくり勉強したい学生にはオススメで
す。700年以上の歴史のあるオルレアン大学
に是非！

交換留学要件



語学：スペ
イン語は中
級以上が望
ましい。

チアパス州立芸術科学大学

メキシコ東南、
グアテマラに接するチ
アパス州にある州立の
総合大学。中でも芸術
学科との交流が深い。

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

ヤギェヴォ大学

ポーランド最古の大学で、ヨーロッパ
の中でも歴史ある大学の1つ。国を代表
する数多くの知識人を輩出している。

Jagiellonian University

準英語圏 準英語圏とは、母語はそれぞれに異なりますが、高等教育において
全て又は多くの授業が英語で行われている国・地域を指しています。

環境 学生数 留学生数

都市 約43,000 約7,500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2014年 ２名 6名

英語の授業に参加し、議論、試験な
どを行うために、英語のレベルは
CEFRのB2（TOEFLiBT72以上、
IELTS5.5以上）相当を必要とする。
ポーランド語は要件としない。

語学

主な学部・専攻

ヨーロッパ研究/国際関係論/地球
科学/医学 など

アカデミック・スケジュール

Winter Semester
10月頭～2月中旬
Spring Semester
2月中旬～6月下旬

寮

留学生は大学の寮に入居可能。
２～４人部屋でバスルームと
キッチンは共用。寮費は月額
12,000円程度。

※Spring termから１年間の留学も可能だが、間に
３ヶ月の夏休みを挟むため、ヤギェヴォ大学の留学
生の多くがSpring Semesterから留学する。

環境 学生数 教職員数

地方 約8,000 約800

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2013年 ２名 0名

語学：授業はアラビア語で行われるため、アラビア語
を習得していることが望ましい。

アスワン大学

エジプト南部の都市アスワンに位置する。教育
学部の他、文系理系で18の学部を持つ総合大学
で、近年日本語学科を新設した。

Aswan University 

環境 学生数 教員数

地方 約25,000 約1100

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2018年 ２名 0名

Poland

Egypt

Mexico



ヨーテボリ大学
ほとんどの授業は英語で行わ
れる。語学要件は授業（コー
ス）毎に定められているが、
基本的に中級程度
（TOEFLiBT61又はIELTS5.5
以上）の英語力が必要。

University of Gothenburg

交換留学要件

主な学部・専攻

実務・経済・法学/芸術/IT/応用・パ
フォーマンス芸術/理/歯・薬・看護/社
会科学/教育 など

アカデミック・スケジュール

留学生活情報

大学にはいくつか寮があ
り、交換留学生はいずれ
かの寮に入居可能。寮費
は５～７万円程度。

環境 学生数 留学生数

都市 約31,700 約2,500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1995年 5名 69名

９月初頭～１月中旬

語学

学生寮

芸術、教育、人文、IT、ビジネスなど８学
部を擁する総合大学。ストックホルムにあ
り、国内で３番目に古い歴史を持つ。

Autumn Semester

Spring Semester

１月中旬～６月上旬

基本情報

Swedish Language Courses

交換留学生は、スウェーデン語の授業
を無料で受講することができる。レベ
ルは１～４まであり、初心者でも受講
可能。単位の取得はできないが、75％
以上の出席で修了証が発行される。

ヨーテボリ
大学は、美
術館や博物
館、映画館
などが充実
したヨーテ
ボリの都市
部に位置し
ています。私は、そういった施設を利用し貴
重な文化的遺産に触れ、交流の輪を広げるこ
とができました。ヨーロッパやアジア圏から
の留学生も多く、幅広い交流ができるところ
も大学の魅力の一つです。日本語学科もある
ため、日本に興味のある現地の学生と関わり
を持つこともできます。慣れない海外生活で、
そういったコミュニティーがあることは大変
心強いことだと思います。大学生活は、何度
でも経験できるものとは限りません。だから
こそ、他の大学、特に外国の大学を直に体験
することは、今の大学生活、今後の進路をよ
り充実させるための道標になると思います。

先輩の声

E類３年 樋口いさなさん
留学期間 2018年9月～2020年1月

大学の図書館

授業で使用する言語
でのコミュニケー
ションが十分である
こと。

ウメオ大学

スウェーデン北
部の都市ウメオ
に位置する。歯
科学校を前身と
し、現在は医学
をはじめ社会科
学、芸術などを

含む総合大学
へ成長した。

Umeå University 

環境 学生数 留学生数

都市 約3,400 約750

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2009年 ２名 15名

語学

主な学部・専攻

人文/美術/ビジ
ネス/物理/化学
/生物/薬学/経
済/法学 など

アカデミック・スケジュール

Autumn Term
９月初旬～1月中旬
Spring Term
１月中旬～6月初旬

寮

大学のキャンパ
ス近くの寮が提
供される。

Sweden



香港北部に位置し、８学部1研究科、70専攻を
有する総合大学。多くの協定校を持ち、日本と
の交流も多い。

The Chinese University 
of Hong Kong

香港中文大学

環境 学生数 留学生数

都市 約20,000 約4,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1999年 3名 18名

基本情報

主な学部・専攻

人文/経済/教育/工学/法/薬学/化学/社
会科学 など

アカデミック・スケジュール

First Term
８月下旬～オリエンテーション
９月上旬～12月末

Second Term
１月上旬～オリエンテーション
１月上旬～５月中旬

全体の約７割の授業が英語で行わ
れる。英語の授業を履修するには
TOEFLiBT71又はIELTS6.0以上が
必要。
中国語の授業の履修について語学
要件はなし。

交換留学要件

留学生活情報

イギリス植民地時代の名残で、
香港中文にはCollege制度がある。
カレッジは全部で９つ。交換留
学生もそのうち１つに所属し、
そのカレッジにある寮で地元の
学生達と共に生活する。

語学

学生寮

GPA 3.0以上

Chinese Language Courses

留学生は中国語（普通話）の授業を半期６
単位まで履修可だが、日本人留学生は12単
位まで履修が認められている。通常の授業
と平行して履修できる。

University of Dar es Salaam
ダルエスサラーム大学教育学部

環境 学生数 教職員数

都市 約21,000 約2,300

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2006年 2名 12名

基本情報

教育学部の学科

特別教育室 体育科・スポーツ科学
教育基盤・教育管理および生涯学習
教育心理学およびカリキュラム研究

アカデミック・スケジュール

TOEFLiBT61以上。授業は基
本的に英語で行われるほか、
現地の公用語であるスワヒリ
語学習の授業もある。

交換留学要件

留学生活情報

留学生は寮の提供あり。寮
費は１学期400ドル程度。

語学

学生寮

タンザニア最大の都市ダルエスサラーム
にある総合大学。日本の大学とも複数協
定を組んでいる。本学ではアフリカにお
ける唯一の協定校。

10月下旬～３月初旬

First Semester

Second Semester

３月下旬～７月下旬

（一番左）現在留学中の修士課程１年今池悠太さん

Tanzania

Hong Kong



語学要件：
TOEFLiBT6
1以上。公
用語は英語。

インドネシア教育大学

高原で緑豊かな
ジャワ島西部バン
ドンに位置する国
立教員養成大学。
教育学部をはじめ
７学部を有する。

Indonesian University of Education

バンコクをはじめ
３箇所にキャンパ
スを持つ。ファイ
ンアートの学校で
あった歴史から、
芸術分野が盛ん。

Silpakorn University 

シラパコーン大学

語学要件：タ
イ語又は英語
（TOEFLiBT
61が望まし
い）

タイの東北地方にあ
るコンケンに位置し、
22学部及び大学院
を有する総合大学。
日本語教員養成を
行っている。

Khon Kaen University
コンケン大学

ラジャパト
大学は教員養成大学
を前身とした大学群
で、プラナコンはバ
ンコクに位置し、人
文社会、産業技術な
ど、６学部を有する。

Phranakhon Rajabhat University
ラジャパト大学プラナコン

語学要件：
タイ語又は英
語（TOEFL 
iBT61以上）

GPA：2.8以上

対象：学部生
のみ

タイの首都バ
ンコクにある
国立総合大学
で、国内で２
番目に古い歴
史を持つ。

Thammasat University
タマサート大学

語学要件：
TOEFLiBT61
以上。公用語
は英語。

フィリピン教育大学

フィリピンの首
都マニラにある
国立教員養成大
学。授業は原則
英語で行われる。

Philippine Normal University

語学要件：
英語で授業聴
講するには
TOEFLiBT61
以上必要

ベトナム国家大学ハノ
イ校は、ベトナムを代
表する国家大学群で、
人文社会科学大学は
14あるメンバー大学
の１つ。

University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University, Hanoi

ベトナム国家大学ハノイ校
人文社会科学大学

語学要件：
英語で授業
聴講するに
は
TOEFLiBT6
1以上必要

上記のベトナム国家
大学ハノイ校のメン
バー大学の１つ。国
内トップクラスの日
本語学科を有する。

The University of Languages and International 
Studies, Vietnam National University, Hanoi

ベトナム国家大学ハノイ校
外国語大学

環境 学生数 留学生数

郊外 約50,000 約500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2015
年

2名 0名

語学要件：タ
イ語又は英語
（TOEFLiBT6
1が望まし
い）

環境 学生数 教職員数

都市 約12,000 約400

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

1998
年

1名 0名

環境 学生数 教職員数

都市 約7,100 約770

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2015
年

3名 0名

環境 学生数 教職員数

都市 約36,000 約7,200

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2000
年

2名 3名

環境 学生数 教職員数

都市 約21,000 約950

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2000
年

2名 3名

語学要件：タイ
語を可能な限り
習得しておくこ
と。タイ語が初
級の場合は英語
力（TOEFL 
iBT61以上）が
必要。
GPA：2.5以上

環境 学生数 教職員数

都市 約7,700 約530

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2015
年

3名 0名

環境 学生数 教職員数

都市 約10,000 約500

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2006
年

2名 3名

環境 学生数 教職員数

都市 約39,000 約2,000

協定
締結年

年間交換
枠数

派遣実績
累計

2015
年

2名 3名

Southeast Asia
Indonesia/Philippine/Thailand/Vietnam



Make your dreams come true!

S棟３F 国際課短期留学係

026-329-7728

ryugaku2@u-gakugei.ac.jp


