
※各大学からの情報、推薦可能人数は、変更になることがあります。
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オクラホマ大学 3 平成３０年８月中旬から１セメスターまたは２セメスター
undergraduate coursework:TOEFL (paper based): 500　iBT TOEFL (Internet based): 61　IELTS: 6.0
graduate-level coursework: TOEFL (paper based): 550　iBT TOEFL (Internet based): 79　IELTS: 6.5
*母国大学で一年次プログラムを履修済みであること

マンハッタンビル大学 2 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
GPA: 2.85
TOEFL: 80 or higher    IELTS: 6.5 or higher

フィッチバーグ州立大学 2 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター ＴＯＥＦＬ　ＰＢＴ：550　　ＴＯＥＦＬ　iＢＴ：79　　ＩＥＬＴＳ：6.5

中央フロリダ大学 3 平成３０年１月５日から１セメスターまたは２セメスター TOEFL　550、TOEFL　iBT　80、or　IELTS　6.5

カナダ リジャイナ大学 1 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター

TOEFL: Internet based (80); Reading (19); Listening (19); Speaking (18); Writing (18).
　　　**Note: Nursing requires a TOEFL band of 90. Reading & Writing 20; Listening 22;Speaking 26
IELTS: All bands 6 with no bands less than 5.

コンセプション大学 4 平成３０年　月１日から１セメスターまたは２セメスター スペイン語B1 level

バルパライソ大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター Level B1 of Spanish, because all the classes are in Spanish.

ニューカッスル大学 1 平成３０年７月から１セメスター（または２セメスター）
minimum GPA of 2.5/4 or equivalent
IELTS 6.0 or above, all bands no less than 6.0

シドニー工科大学 4 平成３０年７月から１セメスターまたは２セメスター
IELTS 5.0 overall with a writing score of 5.0 TOEFL iBT35and above,writing 17
PTE36 and above CAE 41 and above ※Australian Ｌａｎｇｕａｇｅ　ａｎｄ　Ｃｕｌｔｕｒｅコースの場合

ニュージーランド リンカーン大学 1 平成３０年７月から１セメスターまたは２セメスター

GPA　of 2.75
TOEFL iBT 79以上 or IELTS 6.0 with no bands less than 5.5
IELTS 5.5 with 3 bands less than 5.5 でも申込めますが、語学コース（有料）受講の可能性があり、
その場合は渡航日が１ヶ月早まる可能性があります。

シェフィールド大学     教育学部1 平成３０年９月１７日から１セメスターまたは２セメスター
IELTS 5.5 with over all
TOEFL iBT: 72 with 18 in Reading, 17 in Writing, 17 in Listening, 20 in Speaking
Pearson PTE: 51 with 51 in all components (Reading, Writing, Listening, Speaking)

セントラル・ランカシャー大学 8 平成３０年９月１７日から１セメスターまたは２セメスター

IELTS UKVI　6.0 (with minimum 5.5 over all)
TOEFL IBT 80 with minimum 20 across sub-categories.
[JAPANESE EXCHANGE STUDENTS ONLY] For General English, IELTS UKVI 4.5 over all. TOEFL
IBT   overall score 60

エアランゲン・ニュルンベルク大学 4 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
ドイツ語若しくは英語能力証明　（母国大学の英語教員からの所定の証明書を提出）
*母国大学で一年次プログラムを履修済みであること

ホフ大学 0 平成３０年９月１４日から１セメスターまたは２セメスター
For lectures held in English: CEFR B2以上 （IELTS 5.5相当以上）
For lectures held in German: CEFR B2以上 (TestDaf TDN3-4相当以上)

ベルリン・ボイト工科大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター TOEFL　iBT 80 or equivalent

カトリック・ド・リール大学 1 平成３０年８月から１セメスター
GPA2.75
英語コース：語学条件なし（但し、法学部の授業受講のみCEFR B2以上 / IELTS5.5相当以上）
フランス語コース：CEFR level B2 以上 or A Letter of Recommendation from the teacher

リール第３大学 2 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
B2 level in French
B1-B2 level willattend French language courses for non-native speakers at DEFI
English language courses:IELTS 5.0 or TOEFL iBT 59 以上

デンマーク サザンデンマーク大学 1 平成３０年９月１日から１セメスターまたは２セメスター IELTS over all 6.5 or TOEFL 88

リトアニア ヴィータウタス・マグヌス大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 2.5 out of 4
IELTS 5.0 or TOEFL iBT 59　以上

ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 0 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
GPA of 2.0/4.0
B2-level of the program’s target language (CEFR) - TOEFL iBT: 46-59 - IELTS: 5.5

ブラウィジャヤ大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
TOEFL (ITP) 500　IELTS overall score of 5.5 (international program/in English)
Bahasa Indonesia proficiency minimum (regular program/in Bahasa Indonesia).

インドネシア大学 2 平成３０年８月上旬から１セメスターまたは２セメスター GPA:3.0以上　TOEFL iBT:61 or IELTS 5.5以上

バンドン工科大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター GPA　3.25/4.00　TOEFL 475以上

カセサート大学     5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者(大学が指定する語学条件なし)

コンケン大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

チェンマイ大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 2.75/4.0
TOEFL 500 or IELTS 5.5 or TOEIC 550

シーナカリンウィロート大学 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 2.5以上
TOEIC 450
英語力は必須ではないが、英語での授業を受けたい場合は英語力を証明する推薦書が必要

ベトナム国立農業大学（旧ハノイ農業大
学）

5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
CGPA 2.5/4.0、3.5/4.0（奨学金を希望の場合）
A good proficiency in English

国立ハノイ教育大学 3 平成３０年９月から1セメスターまたは2セメスター IELTS5.5 or equivalent in TOEFL

ベトナム国家大学ホーチミン市校国際大
学

3 平成３０年９月５日から１セメスターまたは２セメスター
GPA2.5/4.0
IELTS overall6.0(no sub-score below5.5) or TOEFL PBT550 or CBT213 or iBT57(no sub-score
below19) or Unicert1,CEFR Level B1

サラワク大学 2 平成３０年９月４日から１セメスターまたは２セメスター
CGPA 2.7以上
TOEFL PBT 550 or CBT 230 or iBT 80 or IELTS Minimum Band 5.5 or provide evidence of English
Proficiency

クアラルンプール大学 2 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者(大学が指定する語学条件なし)

マレーシア工科大学 5 平成３０年９月１日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者(大学が指定する語学条件なし)
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仁荷大学校     15 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 2.0/4.5以上　TOEIC 700 or TOEFL PBT 507 (CBT 210), IELTS 5.0 or iBT 80 or TOPIK
Level3
語学の基準を満たしていない場合は、指導教員の推薦状に代えることができる

公州大学校     5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

韓国外国語大学校 5 平成３０年８月下旬から１セメスターまたは２セメスター GPA2.5/4.0　TOEFL 80, IELTS 6.0

慶尚大学校 5 平成３０年９月２日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者(大学が指定する語学条件なし)

ソウル市立大学校 3 平成３０年８月下旬から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

昌原大学校 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者(大学が指定する語学条件なし)

ソウル大学校 2 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 3.0/4.0　TOEFL iBT 88 or IELTS 6.0 or KLPT Level 5 or TOPIC Level 5
Language proficiency of either English or Korean is highly recommended, but not compulsory

亜洲大学校 5 平成３０年８月から１セメスターまたは２セメスター
TOEFL iBT 71 or CET Level 6 or IELTS 6.0 equivalent　（上記の英語証明がない場合は、学部より
英語力を有している旨を推薦書にて提示する必要があります。）
Level 3 on TOPIK Level 3 or equivalent　（韓国語で授業を受講希望の者）

梨花女子大学校 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
GPA　of over 2.5/4.0を満たす者
EWU does not request an ofiicial language proficiency score,but students should be able to take
courses in either English or Korean

全北大学校 5 平成３０年９月１日から１セメスターまたは２セメスター
GPA 3.0/4.0  70% out of 100%
母国大学で最低前期授業を終えていること

群山大学校 5 平成３０年９月１日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

山東大学 8 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
GPA 2.5/4.0
TOEFL 80 or IELTS 6.0 （英語での授業を受講する場合）

北京師範大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター

HSK Level 6 or above (for old test) or 180 points (or above) in HSK Level 5 (for new test) is
required for regular academic courses in Chinese / No language prerequisite for applicants of
Chinese language courses / English-taught programs: native speak of English or TOEFL 80 /
IELTS 6

武漢理工大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

貴州大学 4 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター

If the applicants have no Chinese Language Proficiency, they can apply the Chinese Language
Programme without any other requirement; If the applicants have the new HSK5 Certificate, he can
apply all the bachelor or master's program at GU, to see all the Programs, please check the
website:www.gzu.edu.cn.

首都師範大学 5 平成３０年９月6日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

江蘇大学 3 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
中国語コース　特になし
英語コース　TOFEL 75 or above / IELTS 5.5 or above

大連外国語大学 3 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

香港樹仁大学 3 平成３０年８月３０日から１セメスターまたは２セメスター
IELTS 6.0以上が望ましい（英語力は母国大学と相談の上、英語での授業に相当する場合は公式な
スコアは求めない）

香港教育学院 2 平成３０年９月から1セメスターまたは2セメスター TOEFL IBT: 80 or above OR　　TOEFL PBT: 550 or above OR　　IELTS: 6.0 or above OR

遼寧師範大学 2 平成３０年８月２７日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

西安交通大学 8 平成３０年７月下旬から１セメスタまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

国立中興大学 2 平成３０年９月１日から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

東海大学 5 平成３０年９月中旬から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

逢甲大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター TOEFL ITP 500-550 iBT 69-79 or IELTS 5.0-6.0

大葉大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
中国語コース：留学可能な語学力を有する者
英語コース：TOEIC 520 or IELTS 4.0 以上

静宜大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

淡江大学 2 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター
TOEFL iBT 61 or above （英語での授業）
Chinese language courses 4-5 levels from basic to advanced level at Tamsui campus.

開南大学 5 平成３０年９月から１セメスターまたは２セメスター 留学可能な語学力を有する者（大学が指定する語学条件なし）

韓国 

中国

山東大学への派遣学
生1名に対し、選考によ
り、旅費及び月額1,100
元の奨学金を支給す
る。

中国の協定校への派
遣学生に対し、選考に
より、１人あたり奨学金
１０万円を支給する。

台湾


