
※多くの海外大学がまだ最新情報を出していませんので、情報がかわることもあります。あくまで参考として下さい。

※オクラホマ大学、リジャイナ大学、セントラル・ランカシャー大学、国立中興大学の平成28年度春期募集は昨年度募集済みのため今回はありません。

※平成28年秋期の交流学生（派遣）の募集は、後日行います。

※掲載されている大学以外の協定大学については、交換留学の情報が入手できしだい更新する予定です。

協  定  大  学  名 国  名 最終選考人員 留  学  期  間 推     薦     条     件

シドニー工科大学 オーストラリア ３名以内 平成２８年２月から１年以内 TOEFL 510以上、TOEFLiBT 64以上、IELTS 5.0以上の英語能力　

エアランゲン・ニュルンベルク大学 ドイツ ４名以内 平成２８年４月から１年以内

仁荷大学校 大韓民国 平成２８年３月から１年以内

公州大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

韓国外国語大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 GPA　 2.5/4.5以上
IELTS:Overall band score of at least6.0
TOEFL 500 or TOEFL Computer based 173 or Internet based 63

慶尚大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

昌原大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

ソウル市立大学校 大韓民国 ３名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

ソウル大学校 大韓民国 ２名以内 平成２８年３月から１年以内 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 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内

梨花女子大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 GPA 2.5/4.0以上

EWU does not request an ofiicial language proficiency score,but students should be able to
take courses in either English or Korean

群山大学校 大韓民国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

山東大学 中国 平成２８年２月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

８名以内（経済）
３名以内（工）
２名以内（人文）
２名以内（その他）

山東大学への派遣学生１
名に対し、日中学術交流
奨学生として渡航費及び
月額1,100元を支給す
る。

<Undergraduate Student>
GPA　2.0/4.5以上
TOEIC600 or TOEFL PBT487 or CBT163 or iBT57 or TOPIK Level2
※ If a student does not meet the qualification requirements stated above, Section B in
his/her recommendation letter must be filled out by the student’s academic supervisor.
※ Undergraduate Exchange students do not need to take any Korean language proficiency
test before entering Inha University. However, they are encouraged to take Korean language
courses at Inha.
<Graduate Student>
GPA 3.0/4.5
TOEIC 700 or TOEFL iBT 80 IELTS or 5.5 or TOPIK Level 5 or 6
※ If a student doesn’t have the qualification requirements stated above, Section B in
his/her recommendation letter must be filled out by the student’s academic supervisor.
However, students from non-English-speaking countries should submit proof of language
proficiency.

８名以内
（各学部２名ずつ）

平成２８年度春期大学間学術交流協定に関する附属書に基づく交流学生（派遣）募集一覧

備     考

TOEFL iBT 71 or CET Level 6 or IELTS 6.0 equivalent or TOPIK Level 3 or 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.

Level A2 of the Common European Framework of Reference for Languages
or equivalent certificate of German language proficiency

医学部を除く
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備     考

北京師範大学 中国 ４名以内 平成２８年２月から１年以内 GPA:Average 80points(out of 100)
中国語コース　特になし
英語コース　TOEFL 80 or IELTS 6.0

武漢理工大学 中国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

貴州大学 中国 ４名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

首都師範大学 中国 ５名以内 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

江蘇大学 中国 平成２８年３月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

東海大学 台湾 ５名以内 平成２８年２月から１年以内 GPA 2.5以上
留学可能な語学力を有する者

逢甲大学 台湾 ４名以内 平成２８年２月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

大葉大学 台湾 ５名以内 平成２８年２月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

静宜大学 台湾 ５名以内 平成２８年２月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

開南大学 台湾 ５名以内 平成２８年２月から半年以内 インターナショナルプログラム　TOEFL500点程度
応用華語系（中国語別科）　特になし

ベトナム国立農業大学 ベトナム ５名以内 平成２８年１月から１年以内 TOEFL 500

マレーシア工科大学 マレーシア ５名以内 平成２８年２月から１年以内

カセサート大学 タイ ５名以内 平成２８年６月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

ソンクラ王子大学 タイ ２名以内 平成２８年６月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

コンケン大学 タイ ５名以内 平成２８年６月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

チェンマイ大学 タイ ５名以内 平成２８年６月から１年以内 留学可能な語学力を有する者

シーナカリンウィロット大学 タイ ５名以内 平成２８年６月から１年以内 TOEFL 450 or(PBT)or 45(iBT)
IELTS 5.0

TOEFL: PBT 550
IELTS: Band 6.0


