
※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。

協  定  大  学  名 国 、地域名

推薦可能人
数

（国際総合科
学部分）

推薦可能人
数

（全学）
留  学  期  間 推     薦     条     件 備     考

ブラウィジャヤ大学 0 4 平成３１年２月から１セメスターまたは２セメスター TOEFL  500

インドネシア大学 2 2 平成３１年2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

ウダヤナ大学 1 0 平成３１年2月から１セメスターまたは２セメスター TOEFL(PBT)450　(iTP)500　(iBT)　50　or  IELTS：5.0

バンドン工科大学 0 5 平成３１年１月から１セメスターまたは２セメスター TOEFL 475以上

仁荷大学校     2 15 平成３１年３月４日から１セメスターまたは２セメスター

(学部生)
• a minimum 2.0 out of 4.5 cumulative GPA (1.78 out of 4.0) or 70 out of 100 points equivalent at home institution
- Students with cumulative GPA below the minimum points must submit the Letter of Recommendation (2nd page of the
designated form: downloadable on Inha Online
Application Platform)
• Language Ability
- Minimum TOEIC 700 or TOEFL PBT 507 (CBT 210 or iBT 80) or IELTS 5.0 for students wanting to take lectures taught in
English [Letter of Recommendation by academic advisor can replace the English Language Certificate]
- TOPIK Level 3 required only for Students wanting to take lectures taught in the department of Korean Language Education/ or
Korean Language and Literature.
(院生)
•Bachelor’s degree holder
• a minimum 2.5 out of 4.5 cumulative GPA or 75 out of 100 points equivalent at home institution
• Minimum TOEIC 700 or TOEFL PBT 507(CBT 210 or iBT 80) , or IELTS 5.5 for students wanting to take lectures taught in
English
※ Applicants who will apply to Korean Studies must submit TOPIK Level 5 & Korean Language Education applicants must submit
TOPIK Level 4
• Students wishing to apply for an exchange semester at the Graduate School of Inha must contact professors of their chosen
department or laboratory first and have an approval before applying.
※Graduate School : http://gradeng.inha.ac.kr/program/program_020101.aspx

公州大学校     0 5 平成３１年３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 0 5 平成３１年３月４日から１セメスターまたは２セメスター

GPA should be over 2.5 out of 4.0
Language Proficiency
1) TOEFL 80 or equivalent for taking courses taught in English
2) No requirements for taking Intensive Korean Language only

慶尚大学校 0 5 平成３１年３月３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 0 3 平成３１年３月４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）

昌原大学校 0 4 平成３１年３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 0 3 平成３１年２月下旬から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 0 5 平成３１年３月から１セメスターまたは２セメスター

GPA　3.5/4.0
TOEFL iBT 71 or CET Level 6 or IELTS 6.0 equivalent
If students do not have an official English score,the recommendation letter by a faculity will be needed to prove the student's
English proficiency enough to cope with the curriculum conducted in English.
In case exchange students will take the courses in Korea at Ajou, they should have above level 3 on TOPIK Level 3 or equivalent

梨花女子大学校 0 1 平成３１年３月2日から１セメスターまたは２セメスター
GPA equivalent or over 2.5/4.0 (75/100)
Ability to take courses in either English or Korean(No language test score required)

忠北大学校 0 5 平成３１年３月2日から１セメスターまたは３セメスター GPA 70% out of 100%

全北大学校 0 5 平成３１年３月２日から１セメスターまたは２セメスター 70%(out of 100%) in a grade point average(G.P.A) of the whole school years

群山大学校 0 5 平成３１年３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）
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カセサート大学     0 2 平成３１年１月5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)

コンケン大学 0 5 平成３１年１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 0 3 平成３１年１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 0 5 平成３１年１月半ばから１セメスターまたは２セメスター

GPA= 2.50, We do not have specific English requirements for the exchange students. However,  if your students are studying in
the English Program at YU, but they do not have English proficiency scores, their advisors or the lecturers in English classes can
provide us with letters of recommendation regarding their English proficiency. The students studying in regular classes at YU and
have a TOEIC score of at least 450 would be acceptable.

山東大学 0 4 平成３１年２月２４日から１セメスターまたは２セメスター
There is no strict GPA requirement but it is recommended to reach 2.5/4. For students taking English-taught courses, the
English proficiency shall be equivalent to 80 in TOEFL or 6.0 in IELTS

北京師範大学 0 2 平成３１年２月末から１セメスターまたは２セメスター

Average 80 points (out of 100) for main subjects

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 0 4 平成３１年２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 0 4 平成３１年２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.

重慶理工大学 0 工5 平成３１年２月２２日から１セメスターまたは２セメスター
中国語コース：大学が指定する語学条件なし
学部生：新HSK４(英語で行われる授業については必要なし)
大学院生：新HSK５

首都師範大学 0 5 平成３１年３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）

江蘇大学 0 5 平成３１年３月から１セメスターまたは２セメスター
Suggested language requirements for English taught programs: TOFEL above 75 or IELTS above 5.5（or equivalent proficiency）,
no language requirements for Chinese language and culture programs.

香港樹仁大学 0 3 平成３１年１月１４日から１セメスターまたは２セメスター

Preferably:
-English language: Overall band score of 6 with no band lower than 5.5 in IELTS
-Academic: Cumulative GPA of 2.5 and above
The home university may recommend a student who does not fully meet the language requirement but has the capability to
complete her/his study at HKSYU. The decision to admit the student is determind by HKSYU.

香港教育学院 0 5 平成３１年１月上旬から１セメスター

Academic:
Minimum cumulative GPA of 2.7 /
Minimum cumulative GPA of 2.5 or equivalent.
English:
TOEFL: 550 (PBT)/ 80 (iBT); OR
IELTS: Minimum overall band of 6 in the academic version OR
A letter/singed declaration from the home institution’s International Office certifying proficiency

遼寧師範大学 0 5 平成３１年４月８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）

浙江理工大学 0 5 未定

1.   Students of Chinese Language Program: no language requirement
2.   Students of Degree Programs (Chinese medium): New HSK 4 with the score of 180 or above (Students without HSK
certificate can be placed on probation);
3.   Students of General/Senior Scholars (Chinese medium): no communication difficulty in Chinese medium
4.   Students of Degree Programs (English medium) (at least meets one of the following equivalents):
a)   Mother language is English
b)   Official language is English
c)   Graduate from high schools or universities in English-medium;
d)   TOEFL: 61 (IBT), 500 (PBT) or above
e)   IELTS: 5.5 or above
5.   Students of General/Senior Scholars (English medium): no communication difficulty in English medium

西安交通大学 0 7 平成３１年２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）

国立中興大学 1 2 平成３１年２月から１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 0 1 平成３１年２月１８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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より、１人あたり奨学金１０万円を支給する。
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逢甲大学 0 5 平成３１年２月下旬から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 10 5 平成３１年２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 0 3 平成３１年２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）

淡江大学 0 2 平成３１年1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）

開南大学 3 5 平成３０年２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）

カントー大学 0 5 平成３１年１２月２５日から１セメスターまたは２セメスター IELTS6.0

ベトナム国立農業大学（旧ハノイ農業大学） 0 5 平成３１年１月から１セメスターまたは２セメスター

• TOEFL 500 or equivalent: IELTS, TOEIC,... Unless otherwise agreed, a certification of the partner university may be accepted.
• Having obtained a CGPA 2.50 out of 4.00 (equivalent to 67/100 according to 100 percentage scale) at the time of student
exchange application. If the student gets a scholarship from any source, she/he must obtain a CGPA 3.00 out of 4.00 (equivalent
to 70/100 according to 100 percentage scale);

国立ハノイ教育大学 0 3 確認中 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 0 3 平成３１年１月から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 iBT61(no sub-score below19) or Unicert1,CEFR Level
B1

サラワク大学 3 2 平成３１年２月から１セメスターまたは２セメスター

CMinimum CGPA of 2.7. We trust our partner universities would select students that are qualified to participate in Exchange/
Study Abroad Program.
If English is not the medium of instruction in your university, students are required to fulfill the minimum language requirement as
below:
TOEFL - Minimum PBT = 550, CBT=230, IBT=80
IELTS - Minimum Band 5.5
or provide evidence of English Proficiency

クアラルンプール大学 0 2 平成３１年1月or２月から１セメスターまたは２セメスター IETLS 4.5, but we do receive student nominated by partners

マレーシア工科大学 0 5 平成３１年２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)

シェフィールド大学     2 教育学部1 平成３１年２月から１セメスターまたは２セメスター

GPA required: 3.0/4.0 or equivalent
IELTS: 6.0 with 5.5 in all components (Reading, Writing, Listening, Speaking)
TOEFL iBT: 88 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 0 4 平成３１年１月２１日から１セメスター

IIELTS UKVI – minimum score 6.0 with minimum 5.5 across sub-categories (reading, writing, speaking, listening). TOEFL IBT –
minimum score 80 with minimum 20 across sub-categories. [JAPANESE EXCHANGE STUDENTS ONLY] For General English,
IELTS UKVI – minimum overall score 4.0. TOEFL IBT – overall score 60
For International Business Communication – minimum two years’ study

エアランゲン・ニュルンベルク大学 0 3 平成３１年４月１日から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

ベルリン・ボイト工科大学 0 5 平成３１年４月から１セメスターまたは２セメスター strongly recommended  German level of B1

カトリック・ド・リール大学 0 2 平成３１年１月上旬から5月か6月（学部による） 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）

リール第３大学 0 2 平成３１年１月８日から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

サザンデンマーク大学 デンマーク 2 1 平成３１年2月１日から１セメスターまたは２セメスター
Not required.
Instead we require a signed Language Requirement Form from the home university of the student. In this the university confirms
that the student has the necessary language competency.

ヴィータウタス・マグヌス大学 リトアニア 0 1 平成３１年２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

オクラホマ大学 4 4 平成３１年2月から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
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マンハッタンビル大学 3 2 平成３１年１月２５日から１セメスターまたは２セメスター  GPA: 2.85　- Proof of English proficiency by providing one of the following:　-     TOEFL: 80 or higher    IELTS: 6.5 or higher

フィッチバーグ州立大学 0 2 平成３１年１月２２日から１セメスターまたは２セメスター GPA: 2.5, TOEFL: 79 (internet-based) or 550 (paper-based), IELTS: 6.5

中央フロリダ大学 0 4 平成３１年１月7日から１セメスターまたは２セメスター TOEFL　iBT　80、or　IELTS　6.5

コンセプション大学 0 2 平成３１年３月から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 0 5 平成３１年３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 オーストラリア 0 2 平成３１年２月18日から１セメスターまたは３セメスター

学部
Minimum GPA 2.5/4
Minimum IELTS 6.0 (no subtest less than 6.0),　TOEFL PBT500 (4.5TWE),  TOEFL iBT64-78  (no subtest : R13-18 L:12-19 S:18-
19 W:21-23), DAAD 4stars in all 3 areas
大学院
Minimum IELTS 6.5 (no subtest less than 6.0),　TOEFL PBT550 (4.5TWE),  TOEFL iBT83-93  (no subtest : R:19-23 L:20-22 S:20-
24 W:24-26), DAAD 5 stars in all 3 areas

アメリカ合衆国

チリ


