海外学術交流協定校への派遣留学応募条件等一覧
・ 派遣留学生の募集は年に２回（４月頃及び１０月頃）行います。（ただし、コンコルディア大学は年１回後期に同時募集します。）
・ 本募集（１次募集）とは、受入大学の新学年度（前期）から留学するための募集を指します。
・ 追加募集（２次募集）とは、本募集（１次募集）で派遣学生が定員数に満たなかった場合のみに行われる募集を指します。（受入大学に後期から留学するための募集となります。）
・ 留学期間中に卒業・修了する学生は、応募対象外となります。
・ 記載情報は随時変更されますのでご注意ください。表中の条件等は２０２１年３月時点のものです。
・ 募集要項などの詳細については、本学ホームページ「派遣学生の募集要項・申請書類等一覧」をご覧ください。
・ 渡航時期目安については、受入大学側の送迎可能時期、受入大学側の希望受入日、その他学生寮がなく自分で住居を探すのに必要とされる時間などを考慮して、記載しています。
地域

国名

大学名
慶北国立大学校

西京大学校

募集
人数/年

タイ

シラパコーン大学

ア
ジ
ア
国際関係学院

上海大学

蘇州大学

マレーシア

アメリカ
北
米

カナダ

マレーシア
科学大学

学期開始時期（留学期間）

渡航時期目安

2名

・派遣学生申込書
・教員所見
・韓国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）

本募集： 3月～（1年間）
追加募集： 9月～（半年間）

2月下旬頃
8月下旬頃
※オリエンテーション：学期開始時

3名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な韓国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途韓国語試験を実施。

・派遣学生申込書
・教員所見
・韓国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）

本募集： 3月～（1年間）
追加募集： 9月～（半年間）

2月下旬頃
8月下旬頃
※オリエンテーション：学期開始前

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・授業を理解できるだけの十分な言語能力（韓国語または英語）のいずれかを有していること。
・応募時に学部生累積GPA2.5以上、大学院生3.0以上を有していること。
※出願後、学内で別途韓国語試験を実施。
英語については、TOEFL520点（ＩＢＴ68点）相当以上の能力を有すること。
（備考）
①梨花女子大学は女子大学だが、交換留学生は学部・大学院ともに男子の受入可。
②派遣期間中、梨花女子大学校に授業料（所属により差異はあるが年間820万ウォン(73万円)前後)を
納めること。(本学への授業料は免除される。）

・派遣学生申込書
・教員所見
・韓国語または英語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）

本募集： 3月～（1年間）
追加募集： 9月～（半年間）

2月下旬頃
8月下旬頃
※オリエンテーション：学期開始前

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションがとれるだけの十分な英語能力を有していること。
※英語TOEIC350点以上、IELTS2.5以上
・タイ語能力は問わない。

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な中国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途中国語試験を実施。

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な中国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途中国語試験を実施。

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な中国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途中国語試験を実施。

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な中国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途中国語試験を実施。

・派遣学生申込書
・教員所見
・中国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）

9月上旬頃
本募集： 9月～（1年間・半年間）
2月上旬頃
追加募集： 2月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始時

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・下記のいずれかの語学能力条件（英語）を満たしていること。
TOEＦＬ PBT550点（IBT79-80点）、ＩＥＬＴＳ Band5以上、またはTOEIC60０点以上

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力を証明する書類（写し可）
※左記いずれかのスコアを有し、名前が
確認できるもの。

9月上旬頃
本募集： 9月～（1年間・半年間）
2月上旬頃
追加募集： 2月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始時

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力を証明する書類（写し可）
（TOEFLスコア必須）
※左記のスコアを有し、名前が確認できる
もの。

8月中旬頃
本募集： 8月～（1年間・半年間）
1月上旬頃
追加募集： 1月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始前

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力を証明する書類（写し可）
・ポートフォリオ(芸術学部のみ）

本募集： 9月～（半年間）
追加募集： 1月～（半年間）

中国
西南大学

提出書類

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的な韓国語能力を有すること。
※出願後、学内で別途韓国語試験を実施。

韓国

梨花女子
大学校

応募条件

2名

・派遣時期に本学2年次以上、または大学院に在籍していること。
・英語：TOEFL520点（ＩＢＴ68）以上。
ハワイ大学
・応募時に学部生累積GPA2.5、大学院生3.0以上を有していること。
マノア校
人数制限
・学部生は、所属学部・学科の累積成績上位40％にはいっていること。
(ホアキパ奨学生プロ
なし
（備考）
グラム)
派遣期間中、ハワイ大学マノア校に授業料（半年間8,919ドル（95万円）前後）を納めること。
（本学への授業料は免除される。）
・派遣時期に本学3年次以上、または大学院に在籍していること。
エミリー・カー
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションが取れるだけの十分な英語能力を有している
美術デザイン
2名
こと。
大学
※英語TOEIC400点相当以上。

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力を証明する書類（写し可）
・ポートフォリオ(芸術学部のみ）
・派遣学生申込書
・教員所見
・中国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）
・派遣学生申込書
・教員所見
・中国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）
・派遣学生申込書
・教員所見
・中国語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）

７月上旬頃
本募集： 7月～（1年間・半年間）
１２月上旬頃
追加募集： 12月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始時
9月上旬頃
本募集： 9月～（1年間・半年間）
3月上頃
追加募集： 3月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始前
9月上旬頃
本募集： 9月～（1年間・半年間）
3月上旬頃
追加募集： 3月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始時
9月上旬頃
本募集： 9月～（1年間・半年間）
3月上旬頃
追加募集： 3月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始後

※留学期間は半年間のみ。

8月下旬頃
12月下旬頃
※オリエンテーション：学期開始後

海外学術交流協定校への派遣留学応募条件等一覧
・ 派遣留学生の募集は年に２回（４月頃及び１０月頃）行います。（ただし、コンコルディア大学は年１回後期に同時募集します。）
・ 本募集（１次募集）とは、受入大学の新学年度（前期）から留学するための募集を指します。
・ 追加募集（２次募集）とは、本募集（１次募集）で派遣学生が定員数に満たなかった場合のみに行われる募集を指します。（受入大学に後期から留学するための募集となります。）
・ 留学期間中に卒業・修了する学生は、応募対象外となります。
・ 記載情報は随時変更されますのでご注意ください。表中の条件等は２０２１年３月時点のものです。
・ 募集要項などの詳細については、本学ホームページ「派遣学生の募集要項・申請書類等一覧」をご覧ください。
・ 渡航時期目安については、受入大学側の送迎可能時期、受入大学側の希望受入日、その他学生寮がなく自分で住居を探すのに必要とされる時間などを考慮して、記載しています。
地域

北
米

国名

カナダ

大学名

コンコルディア大学

アラヌス大学

ｳﾞｧｲﾝｶﾞﾙﾃﾞﾝ
教育大学

ドイツ
ハノーバー専科大学

欧
州

ベルリン・
バイセンゼー
芸術大学

ベルリン・
フンボルト大学

オルレアン大学

募集
人数/年

2名

応募条件

・派遣時期に本学3年次以上、または大学院に在籍していること。
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションが取れるだけの十分な英語能力を有している
こと。
※英語TOEFL IBT 90点（PBT 577点）以上、またはIELTS 7.0以上。
・申請する年の本学のGPAが2.79以上であること。

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力を証明する書類（写し可）
（TOEFLスコア必須）
・ポートフォリオ（芸術学部のみ）

学期開始時期（留学期間）

① 9月～（1年間・半年間）
② 1月～（半年間）
※本募集時に一括募集

渡航時期目安

9月上旬頃
1月上旬頃
※オリエンテーションは学期開始前

3名

・派遣学生申込書
・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・教員所見
本募集： 9月～（1年間・半年間） 8月下旬頃
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションがとれるだけの十分な語学力（ドイツ語または英語）
・ドイツ語、または英語能力を証明する書類
追加募集： 3月～（半年間）
3月上旬頃
を有していること。
（必須ではないが、あれば望ましい。）
※オリエンテーションは学期開始後
※出願後、学内で別途ドイツ語試験を実施。
・ポートフォリオ（芸術学部のみ）

2名

・派遣時に本学3年次以上（国際学部2年次以上）、又は大学院に在籍していること。
・ドイツ語検定2級以上
（ただし、新学年度（10月）からの派遣留学生については、ドイツ語：ドイツ語検定3級相当以上、
あるいは英語：TOEIC(L&R)750点、TOEFL520点（IBT68点）以上のいずれかを有する場合、
8月から開催される4週間のドイツ語サマースクールに必ず参加（授業料約5万円）することを条件に
応募可。）
※出願後、学内で別途ドイツ語試験を実施。

9名
(1学部
5名まで)

・派遣学生申込書
・教員所見
・語学能力（ドイツ語、又は英語）を証明する 本募集： 10月～（1年間・半年間）
追加募集： 4月～（半年間）
書類（写し可）
（サマースクールへ参加する者については、
必須ではないが、あれば望ましい。）

10月上旬頃
※ｻﾏｰｽｸｰﾙへ参加の学生は8月初旬に
渡航する必要有
4月中旬頃
※オリエンテーション：学期開始時

・派遣学生申込書
・派遣時に本学3年次以上（国際学部は2年次以上）、又は大学院に在籍していること。
8月下旬頃
・教員所見
本募集： 9月～（1年間・半年間）
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションがとれるだけの十分な語学力（ドイツ語または英語）
2月中旬頃
・語学能力（ドイツ語、又は英語）を証明する
追加募集： 3月～（半年間）
を有していること。
※オリエンテーション：学期開始時
書類（必須ではないが、あれば望ましい。）
※出願後、学内で別途ドイツ語試験を実施。
・ポートフォリオ（芸術学部のみ）
・派遣学生申込書
9月下旬頃
・教員所見
本募集： 10月～（1年間・半年間）
3月下旬頃
・語学能力（ドイツ語、又は英語）を証明する
追加募集： 4月～（半年間）
※オリエンテーション：学期開始後
書類（写し可）
・ポートフォリオ(芸術学部のみ)

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションが取れるだけの十分な英語能力を有していること。
※ドイツ語：独検2級相当、または英語：TOEIC400点以上。
※出願後、学内で別途ドイツ語試験を実施。

2名

・派遣学生申込書
・派遣時に本学の情報科学部3年次以上、又は情報科学研究科に在籍していること。
10月上旬頃
本募集： 10月～（1年間・半年間）
・勉学の指導及び生活に必要なコミュニケーションがとれるだけの十分な語学力（ドイツ語または英語） ・教員所見
4月上旬頃
・ドイツ語、または英語能力を証明する書類 追加募集： 4月～（半年間）
を有すること。
※オリエンテーション：学期開始後
（必須ではないが、あれば望ましい。）
※出願後、学内で別途ドイツ語試験を実施。

2名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的フランス語能力を有していること。
(目安として、200－300時間のフランス語学習を終えている、またはCEFR（セファール）：A1以上の
フランス語能力を有していること。）
※出願後、学内で別途フランス語試験を実施。

4名

・派遣時に本学3年次以上、又は大学院に在籍していること。
・基礎的フランス語能力を有していること。
※出願後、学内で別途フランス語試験を実施。
（フランス語能力がDELFのB2を下回る場合は、フランス語集中コースを受講が条件となり、
別途授業料(約14万円/１学期）を要する。）

フランス

レンヌ第２大学

提出書類

・派遣学生申込書
・教員所見
・フランス語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）
・派遣学生申込書
・教員所見
・フランス語能力を証明する書類
（必須ではないが、あれば望ましい。）
・ポートフォリオ（芸術学部のみ）

本募集： 9月～（1年間・半年間） 8月下旬頃
追加募集： 1月～（半年間）
1月上旬頃
※オリエンテーション：学期開始時

本募集： 9月～（1年間・半年間） 8月下旬頃
追加募集： 1月～（半年間）
1月上旬頃
※オリエンテーション：学期開始前

