
2023 年度（2024 年度派遣） 

派遣交換留学生募集要項 

（2023 年 4 月 17 日版） 

 

※条件等は年度途中で変更になる場合があります。 

最新情報については、必ずグローバル教育推進センターウェブサイト、 

または龍谷大学ポータルサイトで確認してください。 

 

グローバル教育推進センター事務部 

メール: outbound.r-globe@ad.ryukoku.ac.jp 

深草キャンパス和顔館 1F（TEL:075-645-7898） 

瀬田キャンパス智光館 2F（TEL:077-543-7672） 

mailto:outbound.r-globe@ad.ryukoku.ac.jp


 

＜交換留学内定までの STEP＞ 

（1）交換留学先について調べる 

・留学ガイド 

・マンスリーレポート（https://mrepo.jp/） 

・交換留学報告会（開催する場合はポータルサイトのお知らせに掲載） 

・帰国報告書（グローバル教育推進センター窓口。閉室中・キャンパス入構制限中は閲覧不

可） 

等を活用してください。 

最新情報は、掲示版、ホームページ、ポータルサイト等も参照してください。 

 

（2）必要な語学試験の受験 

① 英語圏および英語を語学要件としている各大学（台湾（英語枠）を含む）の場合 

● TOEFL® ITP（申込先：龍大生協書籍部）、TOEFL® iBT（申込先：TOEFL 

Web）、IELTS™（申込先：英検協会、JSAF）もしくは IELTS™ for UKVI（イギリ

ス出願者のみ。申込先：ブリティッシュカウンシル）の受験が必要。 

● TOEFL® ITP 460 未満、TOEFL® iBT 48 未満または IELTS™ 4.5 未満での応募はで

きません。 

② 韓国、中国、台湾（中国語枠）、ドイツ、フランス、スペイン、メキシコ、ウクライ

ナ、ロシアの場合 

● 「本学独自語学試験の受験」または「語学試験の成績評価」を行います。ポータル

サイトのアンケート「（第●期交換留学）語学試験申し込みフォーム」より、締切

日時までにオンラインで申し込んでください。 

募集 言語 申込期間 本学独自語学試験日時 

第 2 期 ドイツ語、韓国語、中国語 
5 月 8 日（月）～ 

5 月 22 日（月）正午 
5 月 26 日（金）5 講時 

第 3 期 中国語 
9 月 11 日（月）～ 

9 月 25 日（月）正午 
9 月 29 日（金）5 講時 

第 4 期 フランス語、スペイン語 
10 月 30 日（月）～ 

11 月 13 日（月）正午 
11 月 17 日（金）5 講時 

https://mrepo.jp/


● 語学試験の成績を提出することで本学独自試験を受験しない場合でも
、、、、、、、、、、、、、、、、

、申込が必要
、、、、、

です。スコア証明書の有効期限は 2 年間とします。語学試験の成績を本学独自の語

学試験と同じ尺度で評価します。 

● 語学試験の成績を提出する場合、点数もオンライン提出してください（合否のみが

開示され点数が開示されない場合を除く）。 

● 本学独自語学試験は深草キャンパスで実施します。 

 

（3）出願 

     次の必要書類を下記の提出方法に従ってグローバル教育推進センターへ提出してください。 

     なお、休学中は出願できません。 

① 留学願書 

● 次の手順で作成してください。 

(1) 所定様式（Word 形式）をダウンロードする。 

https://intl.ryukoku.ac.jp/ex_program/download/ 

注：誤って「私費留学用」を使用しないでください。 

(2) 記入例を参照しながら入力（写真は画像添付）し、印刷する。 

オンライン提出のため、留学願書への自署は「保証人の同意を予め得ること」に

代えます（内定後、自署した留学願書の提出が必要です）。 

(3) 保証人同意書欄に自署する（入力不可。必ず本人・保証人がボールペンまたはサ

インペンで署名してください）。 

● 「留学希望」欄について、次の募集単位内における併願が可能です。併願可能数の上

限はありません。 

(ア) 英語圏および英語を語学要件としている各大学（台湾（英語枠）、ドイツ（英語

枠）、フランス（英語枠）を含む） 

(イ) 韓国 

(ウ) 中国、台湾（中国語枠） 

(エ) ドイツ 

(オ) フランス 

(カ) スペイン、メキシコ、キューバ 

② 【英語圏および英語を語学要件としている各大学（台湾（英語枠）を含む）に出願する者の

み】TOEFL®ITP 460以上、TOEFL®iBT 48以上または IELTS™ 4.5以上のスコア証明書のコピー 

● スコア証明書の有効期限は 2 年間とします。願書締切時に有効なスコア証明書を提出

してください。 

● イギリス出願者のみ IELTS™に代えて IELTS™ for UKVI の提出も可能です。 

● 「自宅受験 TOEFL iBT® Special Home Edition」「IELTS Indicator」での学内選考出

願も可能です。 

● TOEFL iBT®の MyBest™スコアの提出はできません。 

● スコア証明書が出願期間中に届かない場合は、オンライン等でスコアが確認できる場

合に限り、そのスコアを印刷したもので出願を受けつけます（この場合、正式なスコ

ア証明書が届き次第、差し替えて提出してください）。 

● オンライン提出のため、原本の全体を鮮明に撮影した画像を用意してください。原本

の端が切れた画像、文字が識別できない画像は、受け付けられません。 

https://intl.ryukoku.ac.jp/ex_program/download/


 

提出方法 

ポータルサイトのアンケート（タイトル：「派遣交換留学第●期出願フォーム」）から提

出してください。 

ポータルサイト：https://portal.ryukoku.ac.jp/ 

 

注意事項 

上記の方法で必要書類の作成・準備や提出ができない場合に限り、窓口への提出または

郵送での提出も受け付けます。その場合は、提出前にグローバル教育推進センターへ事

前にご連絡ください。 

 

（4）第一次審査 （語学力をもとに判定） 

● 第一次審査結果はポータルサイトのお知らせに発表します。 

タイトル：「派遣交換留学第●期 第一次選考結果発表及び第二次選考につい

て」 

● 第一次審査通過者はさらに下記の書類の提出が必要です。 

         ①指導教員（専任教員に限る）の海外留学推薦書 1 通 

推薦者は https://intl.ryukoku.ac.jp/ex_program/download/ から書式をダウンロ

ードして作成し、次のいずれかの方法で提出してください。 

・推薦者のメールアドレスからグローバル教育推進センター事務部

（outbound.r-globe@ad.ryukoku.ac.jp）宛にメールで送付する。 

・推薦者がグローバル教育推進センター事務部（和顔館 1 階、智光館 2 階）に 

直接提出する。 

②健康診断証明書 

 内定後に、提出していただきます。 

  

（5）第二次審査 （集団面接・第一次審査通過者のみ） 

   

願書提出期間中、こちらに提出フォー

ムが表示されます。 

表示されない場合は「SEE MORE」から

探してください。 

https://portal.ryukoku.ac.jp/
https://intl.ryukoku.ac.jp/ex_program/download/


（6）合格発表 交換留学派遣内定 

● 第二次審査の合格発表はポータルお知らせ欄で発表します。 

 

注意事項 

◼ 語学要件や GPA に関する要件は、学内出願時点で必ずしも満たしている必要はありません。 

◼ 交換留学試験に合格した段階では、あくまで内定者です。内定後に、要件（語学・GPA）を派遣先大

学の求める期限までに満たせない場合は、派遣不可となります。 

◼ 留学先大学の都合により、年度途中であっても、条件が変更になる場合や募集を行わない場合があり

ます。 

◼ 龍谷大学海外危機管理マニュアルに則り、皆さんの安全が最優先されるため、渡航前の段階で外務省

危険レベル 2 以上の国・地域に対する交換留学は中止・延期となります。 

 外務省海外安全ホームページ 国・地域別海外安全情報 https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/ 

ただし、2022 年 4 月 1 日現在において、次の条件をすべて満たす場合に限り、特例的に現地渡航を許

可します。 

（2022 年 6 月 9 日更新）ワクチン接種に関する諸外国の入国条件の緩和や、外務省における感染症危

険情報レベルの引下げ（2022 年 5 月 26 日に発出）等の状況変化に鑑み、留学する際のワクチン接種

に関する条件を変更します。 

(1)派遣先の国・地域の査証が取得できること。 

(2)留学先大学が提示する条件を満たし、留学許可が下りること。 

(3)学医による健康診断において心身共に健康であり、長期留学に差し支えないと認められること。 

(4)原則として新型コロナウイルスワクチン接種が完了し 2 週間が経過した後に渡航すること。加え

て、抗体維持のための追加の接種に努めることを誓約すること。 

(4) 新型コロナウイルスワクチンの接種について 

■留学先国または地域が入国に際して新型コロナウイルスワクチンの接種を求めている場合 

留学先国または地域が入国に際してワクチンの接種を求めている場合は、その要件を満たすこ

と。 

■留学先国または地域が入国に際して新型コロナウイルスワクチンの接種を求めていない場合 

ワクチンの接種が留学先国または地域で求められない場合においても、学生自身及び社会全体

の安全性確保の観点から、本学はワクチンの接種を推奨する。 

なお、諸般の事情によりワクチンを接種せず渡航する場合は、感染した場合に必要な医療につ

いて、渡航前に、学生と本学、留学先大学等が連携して充分確認を行うこと。 

(5)入国にあたって自己隔離等、派遣先国政府の定める措置が課せられている場合、その措置を取れる

体制が留学先大学において確保されること。 

(6)留学先大学において感染対策を講じた住居が提供されること。 

(7)充分な数の対面式授業が開講されており、交換留学のために海外渡航する正当性が確保されている

こと。 

(8)その他、龍谷大学が海外への渡航に適すると判断できること。 

(9)帰国時、日本国が水際対策措置を行っている場合は関連当局の指示に従うと共に、経過を逐次龍谷

大学に報告すること。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/


留 学 願 書（記入例） 
＜個人情報の取扱について＞ この留学願書に記載された個人情報は、本留学に関する諸手続き以外には使用いたしません。 

希望留学先 

*「大学（国・地域）」

を希望順のわかる

よう記載すること 

第1希望：ディーキン大学（オーストラリア） 

第2希望：国立台湾科技大学（台湾） 

第3希望：セント・メアリーズ・カレッジ・カリフォルニア（アメリカ） 

第4希望：イースト・アングリア大学（イギリス） 

正規枠・追加枠の 

募集がある場合、 

追加枠での合格の 

希望の有無□有 □無 

文 学部       真宗  学科 

            ●●  コース 

ﾌﾘｶﾞﾅ リュウコク タロウ 

 

氏 名 龍谷 太郎 
学籍番号 L000000 

学年 2 
ﾛｰﾏ字 Ryukoku Taro 

生年月日 20xx年 1月 1日 

ﾊﾟｽﾎﾟー ﾄ 

（取得者のみ） 

パスポートNo  ML000000 

有効期限 20xx年 12月  31日 

国籍（多重国籍

はすべて記入） 
日本 

本  人 

現 住 所 

連 絡 先 

〒  612 - 8577 

京都市伏見区深草塚本町67-1 和顔館アパート101号 

TEL     －      －      携帯TEL 090 － 1234 － 5678  email： L000000@mail.ryukoku.ac.jp 

保証人 

現 住 所 

連 絡 先 

〒  600 - 8268 

京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1 

 

                      TEL 080 － 9876 － 5432 

氏名 

龍谷 一郎 

 

（続柄：   父  ） 

ｸﾗｽ･ｾﾞﾐ 

担当者名 

（専任教員） 

本山 花子 

語学スコア（2年以内有効） 

*スコア（コピー）を願書に添

付すること 

*英語圏以外の記載は任意 

語学試験名： IELTS 

級・スコア： 6.0 

所属サークル・課外活動等 ●●局●●部 海外渡航歴 ■ ある （国名： 台湾              ） □ ない 

龍谷大学での学習・専攻分野 

交換留学 

経験 

□ ある 

■ ない 

私費留学 

経験 

■ ある 

（大学名： ストラスブール大学） 

（国： フランス            ） 

□ ない 

BIE Program 

またはRIP留学 

経験 

□ ある 

（□semester □ 5-week） 

■ ない 

保 証 人 同 意 書 

   龍谷大学長 殿 

   私は、上記＜個人情報の取扱について＞に同意するとともに、下記の事項を十分理解し責任を持って留学することを同意します。 

 

記 

１．留学するにあたり、十分な準備と注意を心がけ、龍谷大学及び留学先大学の指示に従い、法令に違反する行為を致しません。 

２．留学中の不慮の事故・災害による死亡・疾病・損害及び第三者に対する賠償責任については、大学の指定する海外旅行保険に 

加入し全責任を負い、龍谷大学に対していかなる請求もいたしません。 

                 年    月    日   

本人（自署）                       

 

保証人（自署）                     （続柄              ）        

                

●所属する各学部教務課で下記を確認の上、チェックおよび押印を得ること。 

（国際学部生は、国際学部留学サポートデスクに確認してください） 

（学部共通コース生は、教学部にも確認した上でチェックすること） 

   -既修得単位数      単位   -登録単位数        単位 

 ☐ 交換留学を修了した場合に取得可能な単位数（科目名）、事前手続等 

 ☐ 留学中の必修科目 

 ☐ 卒業・就職・進学との関わり 

 ☐ その他 （                              ） 

【注意】出願に際しては、下記書類を申込期間中にポータルアンケートから提出してください。 

提出書類：①留学願書 ②語学スコア（英語圏及び英語を語学要件としている大学へ出願する場合） 

学部教務課確認印 

 

 

 

 

教学部確認印 

 

 

 

※学部共通コース生のみ 
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・Word形式で様式が崩れないように作成してください。 

・チェックボックス（「□」）にチェックをする際は、「□」を「■」に置き換えてください。 

・記入例のため赤字にしていますが、実際の記入では黒字で行ってください。 

南ミズーリ州立大学のように正規枠・追加枠の募集がある大

学に出願する場合に限り、希望の有無を記入してください。 

 

正規枠・追加枠の募集がある大学に出願しない場合は、記入

不要です。 

 

国際学部グローバルスタディーズ学科生は、派遣先で授業料

が発生するプログラムには参加できません。 

パスポート所

得者はパスポ

ートと同じ綴

りで記入。 

同一募集単位内における併

願が可能です。併願可能数

の上限はありません。 

 

韓国籍で韓国へ出願、中国

籍で台湾へ出願などの場合

は、事前にグローバル教育

推進センター事務部へ相談

してください。 

記載できる範囲で記載し

てください。 

記載できる内容がない場

合は、空欄で結構です。 

チェックボックス（「□」）

にチェックをする際は、

「□」を「■」に置き換え

てください。 

「保証人同意書」の箇所に限り、Wordファイル上で

入力するのではなく、本人及び保証人が自署してく

ださい。 

データ上での入力や代筆は一切認められません。 

多重国籍はすべて記入。 

チェックボックス（「□」）

にチェックをする際は、

「□」を「■」に置き換え

てください。 

ここを押し、証明写真の画

像を挿入してください。 

「英語圏および英語を語学要件としている各大学

（台湾（英語枠）を含む）」へ出願する場合は、提

出するスコア証明書のとおり記入してください。 

 

その他の募集単位へ出願する場合、「本学独自語学

試験の受験」または「語学試験の成績評価」を行い

ますので、記入は任意です。 

願書提出前に、必ず所属学部教務課にて確認事項のチェックをしてください。 

※国際学部生は、国際学部留学サポートデスクで確認をしてもらってください。 

※学部共通コース生は、所属学部教務課と教学部で確認をしてもらってください。 

確認印がないものは受理できませんので、ご注意ください。 

出願前に、必ず確認印をも

らってください。 



交換留学 学内選考で利用可 

 

団体向けの TOEFL®試験で、龍谷大学生協で申し込むことができます。 

問題は過去のペーパー版で出題された問題を再編成して使用しています。 

スコアは公式なものではないとされていますが、ITP スコアを認める教育機関も非常に多くあり

ます。 

交換留学の学内出願時には、ITP のスコア証明書を提出することが可能です。 

願書提出時までに取得したスコアの中で最も高い点のスコアを提出することができますので、 

可能な限り、たくさん受験することをオススメします。 

 

2023年度学内試験日程 試験結果返却予定日 

2023年 4月 15日(土) 2023年 5月 2日(火) 

2023年 4月 22日(土) 2023年 5月 12日(金) ※ 

2023年 5月 20日(土) 2023年 6月 6日(火) 

2023年 6月 3日(土) 2023年 6月 19日(月) ※ 

2023年 9月 9日(土) 2023年 9月 27日(水) 

2023年 9月 16日(土) 2023年 10月 4日(水) 

2023年 10月 14日(土) 2023年 10月 31日(火) 

2023年 11月 11日(土) 2023年 11月 28日(火) 

※返却予定日の受け取りは深草キャンパスのみ。 

 

注：定員に達した場合、申込期限内でも受け付けることができない場合があります。試験実施場所は深草キャンパスです。 

 

◆TOEFL® ITP 問い合わせ先・申込窓口 

各キャンパスの龍谷大学生協書籍部（5,160 円） 

 

◆交換留学に関する問合せ先 

グローバル教育推進センター事務部 

075-645-7898(深草) 077-543-7672(瀬田) 

 



【第1期～第4期に共通する注意事項】

最新情報は必ず「2023年度（2024年度派遣）派遣交換留学生募集要項」を参照してください

TOEIC®での出願を認めている大学は、公式のみ有効であり、IPでの出願は不可です。

イギリスの大学については、学内選考はIELTS™での出願が可能ですが、現地の大学に出願するまでにはIELTS™ for UKVIで定められた条件のスコアを取得しなければならない場合があります。

内定後に派遣先大学の求める期限までに要件を満たせない場合は、派遣不可となります。

国際学部グローバルスタディーズ学科生は、派遣先で授業料が発生するプログラムには参加できません。

は新規校です。

■第1期募集

①願書提出締切：2023年5月1日（月）～5月12日（金）

②第一次審査結果発表：5月22日（月）正午

③第二次審査（面接）：2023年6月2日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

ディーキン大学 1 免除 有料 iBT 79点以上必要（W21以上） 6.0（全項目）以上必要 2.6以上必要

Deakin大学オリジナルテスト6.0以上でも派遣

可。6.0未満は、語学学校（私費）＋交換プログ
ラム（無料）で派遣の可能性有

2024年2月～11月

RMIT大学 2 免除 有料
iBT 79点（各セクション19点以上）以
上
必要

6.0（全項目5.5）以上必
要

2.5以上必要

推薦状があればTOEFL ITP550でも派遣可。
語学要件を満たせない場合、語学学校（私費）

+交換プログラム（無料）で派遣の可能性あり
2024年2月～11月

カーティン大学 2 免除 有料
iBT 68（R13, L13, W21,S18）点以
上必要

6.0 （全項目）以上必要 2.8以上が望ましい
語学要件を満たせない場合は、私費で大学付
属語学学校選択可 2024年2月～11月

オーストラリアカトリック大
学

1 免除 有料  iBT 79(Writing 22)点以上必要
 6.0(W&S:6.0, R&L: 5.5)

以上必要
2024年2月～11月

東呉大学 2 免除 有料 iBT 61点以上が望ましい
英語枠募集のみ

TOEIC® 600点以上が望ましい
2024年2月～2025年1月

国立台湾科技大学 2 免除 有料 iBT 70点以上が望ましい  2.44以上必要
英語枠募集のみ

TOEIC® 600点以上が望ましい
2024年2月～2025年1月

国立中正大学 1 免除 有料 iBT 71点以上が望ましい 5.5以上が望ましい
英語枠募集のみ

TOEIC® 650点以上が望ましい
2024年2月～2025年1月

2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧
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必要

第１期募集（2024年度後期出発）は次のページをご確認ください。



2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

■第1期募集

①願書提出締切：2023年5月1日（月）～5月12日（金）

②第一次審査結果発表：5月22日（月）正午

③第二次審査（面接）：2023年6月2日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

キングス・ユニバーシティ・カ
レッジ

1 免除 有料
ITP 550、iBT 80点（R15, L16,

W15）以上必要
6.0以上必要 2.8以上必要

TOEIC® 740点以上でも派遣可能
2024年9月～2025年4月

レイクヘッド大学 2 免除 有料 iBT 80（全項目19）点以上必要
6.0（全項目5.5）以上必

要
2.8以上必要

2年生以上応募可
2024年9月～2025年4月

メディシン・ハット・カレッジ 1 免除 有料 iBT 79点以上必要
6.0（全項目6.0）以上必
要

TOEFL ITP550以上、TOEIC®900点以上でも
派遣可だが推薦書が必要。 2024年9月～2025年4月

フレーザーバレー大学 1 免除 有料
原則6.5（全項目6.0）以
上必要

IELTS™ 6.0（全項目5.5）以上でも別プログ
ラムで派遣の可能性あり。

2024年9月～2025年4月

オールボー大学 2 免除 有料 iBT 85点以上必要 6.5以上必要

第1学期：人間学部文化・グローバルスタ

ディーズ学科の異文化研究プログラム

（ICS） を履修。

第2学期：社会科学部の経済経営コースを履

修。

2024年9月～2025年6月

南デンマーク大学 2 免除 有料 iBT 88点以上必要 6.5以上必要
受講可能科目は、ビジネス・社会科学部提供科
目に限定 2024年9月～2025年6月

フィンランド オーボアカデミー大学 2 免除 有料 ITP 540、iBT 79点以上必要 6.0以上必要 2024年8月～2025年5月

イースト・アングリア大学 1 免除 有料
iBT 79（R18,  L17,W17, S20）点以

上必要

6.0（全項目5.5）以上必

要
2.75以上必要 2024年9月～2025年6月

ミドルセックス大学 1 免除 有料
iBT 72（LW17, S20, R18）点以上必
要

6.0（全項目5.5）以上必

要
2024年9月～2025年5月

ニューキャッスル大学 2 免除 有料
iBT 90（R18,  L17,W17, S20）点以
上必要

原則6.5（全項目5.5）以
上必要

限定モジュールの受講であれば、IELTS™

6.0以上（全項目5.5 以上）でも派遣可
2024年9月～2025年6月

ハートフォードシャー大学 2 免除 有料
6.0（全項目5.5）以上必

要
2024年9月～2025年6月

ギリシャ
テッサロニキ・アリストテレ

ス大学
2 免除 有料 ITP 550、iBT 80以上必要 IELTS™ 6.0以上必要

TOEIC® 690点以上でも派遣可
2024年9月～2025年6月

オランダ ロッテルダム応用科学大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 80点以上必要 6.0以上必要 3年生以上応募可 2024年9月～2025年7月
インドネシ
ア

インドネシア大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 80点以上必要 6.5以上必要 2024年8月～2025年6月

アイルランド
ユニバーシティ・カレッジ・コー

ク
2 免除 有料 iBT 80点以上必要

6.0（全項目5.5）以上必
要

3.0以上必要 2024年9月～2025年5月

マラヤ大学 2 免除 免除 PBT 550点相当（iBT 80点）以上必要 6.0以上必要 3.0以上必要 TOEIC® 693点以上でも派遣可 2024年10月～2025年7月

テイラーズ大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 78点以上必要 6.0以上必要 2.5以上必要 TOEIC® 750点以上でも派遣可 2024年8月～2025年7月

トルコ アンカラ大学 2 免除 有料 iBT 80以上必要

アメリカ アリゾナ州立大学 2 免除 有料 iBT 79点以上必要 6.0以上必要 TOEIC® 750点以上でも派遣可 2024年8月～2025年5月
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2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

■第2期募集

①願書提出締切：2023年6月5日（月）～6月16日（金）

②第一次審査結果発表：6月26日（月）正午

③第二次審査（面接）：2023年7月7日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

ドイツ デュースブルグ･エッセン大学 3 免除 有料 ドイツ語試験 2024年4月～2025年3月

東国大学校 3 免除 有料 2024年3月～12月

東亞大学校 2 免除 有料 2.5以上必要 日常会話程度の英語力が必要 2024年3月～2025年2月

祥明大学校 1 免除 有料 2024年3月～12月

中央大学校 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

ITP 530、iBT 71点以上が望ましい
2024年3月～12月

カトリック大学校 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

iBT 60点以上が望ましい
2024年3月～2025年2月

京畿大学校 2 免除 有料
留学生向け授業の多くは英語で開講される

ためTOEIC® 550点以上が望ましい
2024年3月～12月

中国人民大学 3 免除 免除 3.0以上必要 月800元支給 学部履修の場合、HSK6級が必要 2024年2月～2025年1月

上海師範大学 2 免除 免除 2.0以上必要 月800元支給 学部履修の場合、HSK5級以上が必要 2024年2月～2025年1月

同済大学 1 免除 有料 学部履修の場合、HSK5級以上が必要 2024年2月～2025年1月

国立中央大学 2 免除 有料 2024年2月～2025年1月

佛光大学 1 免除 有料 2024年2月～2025年1月

淡江大学 2 免除 有料 2.0以上が望ましい HSK 3級以上が望ましい 2024年2月～2025年1月

東海大学 2 免除 有料
英語で受験の場合

ITP 500点以上が望ましい

英語での受験の場合

 5.0以上が望ましい
2.5以上が望ましい

英語枠：1名、中国語枠：1名

英語枠の場合、TOEIC® 600点以上でも派遣
可

2024年2月～2025年1月

国立台湾師範大学 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

ITP 550, iBT 80点以上が望ましい

英語での授業を受講する
場合

6.5以上が望ましい
3.0以上必要

英語枠：1名、中国語枠：1名

英語枠：TOEIC® 600点以上でも派遣可

中国語での学部履修にはHSK5～6級が必要

2024年2月～2024年12月

逢甲大学 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

iBT 70点以上が望ましい

英語での授業を受講する
場合

4.5以上が望ましい
2.8以上が望ましい

英語での授業を受講する場合

TOEIC®750点以上でも派遣可
中国語での受講には

HSK6級またはTOCFL5級が必要

2024年2月～2025年1月

大葉大学 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

ITP 490（iBT 58）点以上が望まし
い

英語での授業を受講する

場合5.0以上が望ましい
3.0以上が望ましい

英語枠：1名、中国語枠：1名

TOEIC®550点以上が望ましい

英語枠は現地では英語の科目を受講

2024年2月～2025年1月

国立高雄科技大学 2 免除 有料
英語での受験の場合

iBT 48点以上（72点以上が望まし
い）

英語での受験の場合

4.5以上（ 5.0以上が望ま
しい）

英語枠：1名、中国語枠：1名

TOEIC®550点以上でも派遣可（785点以上

が望ましい）

中国語での受講には、HSK3級または

TOCFL3級以上が必要

オーストラリ
ア

マードック大学 3 免除 有料 ITP 520、iBT 68点以上必要 5.5（全項目）以上必要  AUD2,400支給 2024年2月～11月

スロバキア コメンスキー大学 2 免除 有料 ITP 480点以上が望ましい 2024年2月～2025年2月

台湾

TOEFL® ITP 460点以上、

TOEFL® iBT 48以上、IELTS™ 4.5以上

のいずれかのスコア提出が
必要

中国語試験

（英語枠はTOEFL® ITP、iBT

またはIELTS™のいずれかの
スコア提出が必要）

韓国語試験

締切5月22日
（月）正午

試験5月26日

（金）5講時

韓国

大学名

中国

中国語試験

第２期募集（2024年度後期出発）は次のページをご確認ください。
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2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

■第2期募集

①願書提出締切：2023年6月5日（月）～6月16日（金）

②第一次審査結果発表：6月26日（月）正午

③第二次審査（面接）：2023年7月7日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

ドイツ パーダーボルン大学 2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

ITP 500、iBT 61点以上が望ましい

英語での授業を受講する

場合5.0(overall)以上が
望ましい

英語枠・ドイツ語枠：計2名

ドイツ語での受講にはTestDaF B1または相
当以上が望ましい

2024年10月～2025年7月

ベルギー ゲント大学 2 免除 有料
ITP 510-559点以上、iBT 87-109点
以上必要

6.0以上必要 TOEIC® 785点以上でも派遣可 2024年9月～2025年6月

カナダ カルガリー大学 2 免除 有料 iBT 86点以上必要 6.0以上必要 2.7以上必要
IELTS™ 6.0の場合、交換留学プログラム開

始前に授業料自己負担で4週間の集中英語プ
ログラムの履修を推奨

2024年9月～2025年4月

中国
（香港）

嶺南大学 2 免除 有料
iBT 79、PBT 550（ITPも推薦状があ
れば可）点以上必要

6.0以上必要 2.5以上必要
TOEIC® 750点以上でも
派遣可だが推薦書が必要。

2024年8月～2025年5月

デンマーク コペンハーゲン大学 2 免除 有料 iBT 80点以上必要 6.0以上必要
図書館情報学の履修には

TOEFL iBT 83点またはIELTS 6.5以上が必要
2024年9月～2025年6月

エストニア タリン大学 2 免除 有料 ITP 543、iBT 72点以上必要 5.5以上必要 2024年8月～2025年6月

バンガー大学 2 免除 有料
iBT 75（L17, R18, S20, W18）点以
上必要

6.0（全項目5.5）以上必
要

2.8以上必要 2024年9月～2025年6月

オックスフォード・ブルックス大
学

1 免除 有料
6.0（R＆W 6.0、L＆S5.5

以上）以上必要
2.8以上必要

ただし同条件に満たない場合でも、所定の条件

を満たせば、Universitiy Englishを1セメスター
のみ履修可能。

2024年9月～2025年5月

ラドバウド大学 2 免除 有料 iBT 79点以上必要 6.0以上必要
TOEIC® 670点以上でも派遣可

（Speaking&Writingのスコア提出も併せて
必要）

2024年9月～2025年6月

ウィンデスハイム応用科学大
学

2 免除 有料 ITP 550点、iBT 80点以上必要 6.0以上必要
ビジネス・メディア・法学部で開講されている授
業で、語学能力要件を満たし、担当教員の許可
があればどの科目も履修可

2024年9月～2025年6月

サキシオン応用科学大学 2 免除 有料 ITP 550点、iBT 79点以上が必要 6.0以上必要
応用心理・人材マネジメント学部で提供される
交換留学プログラムを受講。許可を得れば、そ
の他の学部の交換留学プログラムも受講可

2024年9月～2025年7月

マレーシア マレーシア工科大学 2 免除 有料 iBT 79点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 3.0以上必要 2024年9月～2025年6月

セルビア ベオグラード大学 2 免除 有料 ITP 500、iBT 71以上が必要 5.5以上が必要 2024年10月～2025年9月

チュラロンコン大学 1 免除 有料
Internationalコースの場合

iBT 79点以上必要

Internationalコースの場

合6.0以上必要
2.75以上必要 2024年8月～2025年5月

タマサート大学 1 免除 有料
Thai Studiesの場合

iBT 61点以上必要

Thai Studiesの場合

6.0以上必要

履修希望コースにより語学要件が異なるの
で注意が必要

2024年8月～2025年5月

ルーマニア ティミショアラ西大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 80点以上必要 6.0以上必要 TOEIC® 630点以上でも派遣可 2024年10月～2025年7月

ハワイ大学マノア校（追加）
追加派遣
交換

有料
（現地在住
者授業料の

150％）

有料 ITP 520、iBT 68点以上必要 6.0以上必要

2.5(大学院の場合3.0)

以上、24単位以上取

得(英語科目を除く)

していることが必要

追加枠としてホアキパプログラム（交換生
と同等のプログラムを現地在住者授業料の

150%で受講できるプログラム）を受講可
2024年8月～2025年5月

米国仏教大学院 2 免除 免除 ITP 550点、iBT 80点以上必要 研究科生に限る 2024年8月～2025年5月

ドイツ語試験

（英語枠はTOEFL® ITP、iBT

またはIELTS™のいずれかの
スコア提出が必要）

アメリカ

イギリス

タイ

TOEFL® ITP 460点以上、

TOEFL® iBT 48以上、

IELTS™ 4.5以上

のいずれかのスコア提出が
必要
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2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

■第3期募集

①願書提出締め切り：2023年10月2日（月）～10月13日（金）

②第一次審査結果発表：10月23日（月）正午

③第二次審査（面接）：2023年11月10日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

大連外国語大学 3 免除 免除 月800元支給 漢学院以外履修不可 2024年3月～2025年1月

瀋陽大学 2 免除 有料 2024年2月～2025年1月

中央民族大学 2 免除 有料 3.0以上が望ましい
学部履修希望の場合、HSK 5級以上が望まし
い

2024年2月～2025年1月

台湾 文藻外語大学 2 免除 有料 iBT 67点以上が望ましい 5.0以上が望ましい 3.0以上が望ましい
英語枠募集のみ

TOEIC® 650点以上でも派遣可
2024年2月～2025年1月

アサンプション大学 2 免除 免除 ITP 500、iBT 60点以上必要
5.0以上必要、5.5以上が
望ましい

2.5以上必要 授業は英語で開講 2024年6月～2025年3月

チェンマイ大学 2 免除 有料 iBT 61点以上必要 5.0以上必要 3.0以上必要

TOEIC® 600点以上でも派遣可
派遣期間終了後の本学スケジュールとの調
整が必要となる可能性あり。最終学年の派
遣不可

2024年6月～2025年4月

カナダ
ヒューロン・

ユニバーシティ・カレッジ
1 免除 有料

iBT 86（全項目20）点以上が望まし
い

6.5（全項目6.0）以上が
望ましい

3.0以上が望ましい 2024年9月～2025年4月

オストラヴァ大学 2 免除 有料 ITP 513、iBT 65点以上必要 5.5以上必要 2.0以上必要 TOEIC® 605点以上でも派遣可 2024年9月～2025年6月

マサリク大学 2 免除 有料 ITP 525、iBT 71点以上必要 5.5以上必要

履修科目の70%以上は人文学部の科目でなけ

ればならない。Department of English and

American Studiesの科目を履修するには

TOEFL iBT 79点、IELTS 6.5以上が必要。

2024年9月～2025年6月

ドイツ ブレーメン応用科学大学 2 免除 有料 ITP 520、iBT 80点以上必要 5.5以上必要 TOEIC® 630点以上でも派遣可 2024年9月～2025年7月

デンマーク オーフス大学 2 免除 有料 ITP 560、iBT 83点以上が望ましい 6.5以上が望ましい 2024年9月～2025年6月

イギリス セントラルランカシャー大学 2 免除 有料 iBT 80点以上(全項目20以上)必要
6.0（全項目5.5）以上必

要（IBC希望の場合）

ただし同条件に満たない場合でも、IELTS

4.5（全項目）以上であれば、Stuy

Overseas programmeを履修可

2024年9月～2025年5月

インド デリー大学 2 免除 有料 ITP 525, iBT 65以上必要 5.5必要 TOEIC® 600点以上でも派遣可 2024年8月～2025年5月

ローマ・ラ・サピエンザ大学 2 免除 有料 ITP 525、iBT 71点以上必要 5.5以上必要 TOEIC® 700点以上でも派遣可 2024年9月～2025年7月

ヴェネツィア・カ・フォスカ
リ大学

2 免除 有料 iBT 72点以上必要 5.5以上必要
イタリア語の授業を受講する場合、CILS B2以
上が必要

2024年9月～2025年6月

マレーシア マレーシアサインズ大学 2 免除 有料
iBT 61点以上必要（79点以上が望ま
しい）

5.0以上必要
TOEIC® 600点以上でも派遣可（605点以上が
望ましい）

2024年9月～2025年6月

ノルウェー ノード大学 2 免除 有料 ITP 500、iBT 61点以上必要 5.5以上必要 2024年8月～2025年6月

フィリピン フィリピン大学ディリマン校 2 免除 有料 iBT 61点以上必要 5.5以上必要
上級英語コースについては、英語学科によ
る事前テストが課される

2024年8月～2025年5月

サンマリノ サンマリノ共和国大学 1 免除 有料 ITP 525、iBT 71点以上が望ましい 5.5以上が望ましい 2024年10月～2025年5月

南ミズーリ州立大学（正規） 1 免除 免除

南ミズーリ州立大学（追加） 10
有料（州内
授業料）

有料

東テネシー州立大学（追加） 2
有料（州内
授業料）

有料 iBT 61点以上必要 5.5以上必要 2.5以上必要 追加枠募集のみ 2024年9月～2025年5月

2

0

2

4

年

度

後

期

か

ら

1

年

間

TOEFL® ITP 460点以上、

TOEFL® iBT 48以上、

IELTS™ 4.5以上

のいずれかのスコア提出が
必要

2

0

2

4

年
度
前
期
か
ら

1

年

間

国名・地域
学内選考応募時に

必要な語学力

ITP 520、iBT 68点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 2.25以上必要 TOEIC® 700点以上でも派遣可

大学名

チェコ

イタリア

アメリカ

中国語試験

締切9月25日
（月）正午

試験9月29日

（金）5講時

中国

タイ

派遣期間

2024年8月～2025年5月

派遣先大学への出願条件（学内選考応募時点では必ずしも満たしている必要はありません）派遣
人数



2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

■第4期募集

①願書提出締め切り：2023年11月27日（月）～12月8日（金）

②第一次審査結果発表：12月18日（月）正午

③第二次審査（面接）：2024年1月12日（金）

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

ベルギー モンス大学 2 免除 有料 iBT 57点以上必要 4.5以上必要 3年生以上応募可 2024年9月～2025年6月

東フィンランド大学 4 免除 有料 ITP 500、iBT 61点以上が望ましい 2024年9月～2025年5月

ヴァーサ大学 2 免除 有料 ITP 580、iBT 92点以上が望ましい 6.5以上が望ましい 2024年9月～2025年5月

ユヴァスキュラ応用科学大学 2 免除 有料 iBT 72点以上が望ましい 5.5以上が望ましい 2024年8月～2025年5月

オランダ フォンティス応用科学大学 2 免除 有料 ITP500点以上が望ましい 5.0以上が望ましい TOEIC® 550点以上でも派遣可 2024年9月～2025年7月

ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 2 免除 有料 iBT 71点以上必要 5.5以上必要 TOEIC® 700点以上でも派遣可 2024年9月～2025年7月

フォッジャ大学 2 免除 有料 ITP 477、iBT 53点以上必要 4.5以上必要 TOEIC® 600点以上でも派遣可 2024年9月～2025年7月

サッサリ大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 80点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 2024年9月～2025年6月

リトアニア ヴィリニュス大学 2 免除 有料 iBT 72点以上が必要 5.5以上が必要 2024年9月～2025年6月

ワルシャワ経済大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 79点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 2024年9月～2025年6月

ヤギェウォ大学 2 免除 有料 ITP 500、iBT 65点以上必要 5.5以上必要 TOEIC® 605以上でも派遣可 2024年10月～2025年6月

カトヴィツェ経済大学 2 免除 有料 iBT 72点以上必要 5.5以上必要 TOEIC® 785点以上でも派遣可 2024年9月～2025年6月

リネウス大学 2 免除 有料
ITP 500（iBT 61）点以上が望まし
い

2024年9月～2025年6月

クリスチャンスタード大学 2 免除 有料 ITP 550、iBT 79点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 2024年8月～2025年6月

タイ シーナカリンウィロート大学 2 免除 有料 iBT 50点以上必要 4.5以上必要 2.5以上必要 TOEIC®450点以上でも派遣可 2024年8月～2025年5月

ハノイ大学 2 免除 免除
奨学金月VND 2,000,000支
給

英語開講の授業を履修する場合は、

原則IELTS™ 6.0以上必要
2024年8月～2025年6月

ホーチミン市外国語情報技術大学 1 免除 有料
ITP 500点以上、iBT 60点以上が望ま
しい

6.0以上が望ましい 2024年9月～2025年7月

トゥール大学 2 免除 有料 ITP 500、iBT 60以上が望ましい 5.0以上が望ましい

開講されている授業についての語学能力要
件を満たし、担当教員の許可があればどの
科目も履修可能。交換留学生対象の無料フ
ランス語コースを受講可能。学期途中でフ
ランス語要件を満たせば、フランス語提供
科目も受講可能。

2024年9月～2025年5月

エクス＝マルセイユ大学 2 免除 有料
英語で受験の場合

ITP 525、iBT 71点以上必要
5.5以上必要

英語枠・フランス語枠：計2名

フランス語での受講にはDELF B1以上（法学部

はB2以上）が望ましい

2024年9月～2025年6月

リヨン第3大学 3 免除 有料 2024年9月～2025年7月

リールカトリック大学 1 免除 有料 2.75以上必要 2024年8月～2025年6月

キューバ ハバナ大学 2 免除 有料 DELE A1レベルが最低限必要 2024年9月～2025年7月

バルセロナ自治大学 3 免除 有料 2024年9月～2025年6月

バレンシア大学 2 免除 有料 　 研究科生の応募不可 2024年9月～2025年7月

サン・アントニオ・ムルシ
ア・カトリック大学

2 免除 有料
英語での授業を受講する場合

ITP 530、iBT 71点以上が望ましい
DELE B1レベルが最低限必要（B2以上が望
ましい）

2024年9月～2025年6月

メキシコ プエブラ栄誉州立自治大学 2 免除 有料 奨学金月MXN4,500支給 DELE B1レベルが最低限必要 2024年8月～2025年5月

派遣
人数

フランス語試験

フランス語試験

（英語枠はTOEFL® ITP、iBT

またはIELTS™のいずれかの
スコア提出が必要）

派遣先大学への出願条件（学内選考応募時点では必ずしも満たしている必要はありません）

スペイン語試験

TOEFL® ITP 460点以上、

TOEFL® iBT 48以上、

IELTS™ 4.5以上

のいずれかのスコア提出が
必要

スウェーデン

ベトナム

フランス

スペイン

フィンランド

イタリア

ポーランド

派遣期間
学内選考応募時に

必要な語学力

締切11月13

日（月）正
午

試験11月17

日（金）5講
時
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2023年度（2024年度派遣）交換留学生募集一覧

は新規校

学費 宿舎 TOEFL® IELTS™ GPA 奨学金 その他（受講プログラム等）

アメリカ
カリフォルニア大学
デービス校

4 免除 有料 理工学研究科生に限る ※調整中

ボローニャ大学（工学部） 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

サレルノ大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

ブレーメン応用科学大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

ロイファナ大学リューネブルク
校

2 免除 有料 理工学研究科生に限る

オランダ ラドバウド大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

ポルトガル リスボン大学高等技術院 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

長庚大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

国立中央大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

国立台北科技大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

東ティモール 東ティモール国立大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る ※調整中

アンゴラ アゴスティーニョ ネト大学 2 免除 免除 奨学金月USD600支給 理工学研究科生に限る ※調整中

マラウイ マラウイ大学 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

ハノイ工科大学
ベトナム日本国際技学院

2 免除 有料 理工学研究科生に限る

ハノイ工業大学技学院 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

カナダ ランガラカレッジ 1 免除 有料 ITP 500（iBT 61）点以上必要 5.0以上が望ましい
国際学部グローバルスタディーズ学科生に限る

TOEIC®600点以上が望ましい

派遣期間：

2024．8～

2024．12

デンマーク コペンハーゲン大学 免除 有料 iBT 80点以上必要 6.0以上必要 国際学部生に限る

香港理工大学 2 免除 有料 iBT 80点以上が望ましい 6.0以上が望ましい 国際学部生に限る

雲南大学信息学院 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

上海師範大学数理学院 2 免除 有料 理工学研究科生に限る

条件
備考
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当
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中国
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国名・地域 大学名
派遣
人数

台湾

ドイツ

■学部間・研究科間協定校




