
別紙３

※未定の情報や過去に基づく参考の情報も含んでいます。情報は変更される可能生がありますので予めご了承ください。機関や状況によりオンライン開講の可能生もあります。

※派遣可能かどうかの判断に際しては、渡航時期のBCPステージ（愛媛大学HPに公開）が最優先となりますので十分ご留意ください。

※愛媛大学の全協定校については，http://web.isc.ehime-u.ac.jp/i_partnership.html　を参照

大学名 天津外国語大学 韓山師範学院（秋入学のみ） 中央民族大学 首都経済貿易大学 桂林理工大学 西安交通大学 吉林大学 上海師範大学 国立高雄大学 国立高雄科技大学 国立政治大学 私立開南大学

場　所 天津市 広東省潮州市 北京市 北京市 広西チワン族自治区桂林市 西安市 吉林省長春市 上海市 高雄市（台湾南部） 高雄市（台湾南部） 台北市 桃園市（台湾北部）

授業期間

留学期間

応募資格
正規学生（休学者を除く。)

GPA : 2.0以上

語学力 なし

中国語専門には制限なし、ほ

かの文科と経済類専門はＨＳ

Ｋ５級180点以上、理科と医学

専門はＨＳＫ4級180点以上

GPA : 2.3以上、HSK Level 5 初級程度の中国語と英語

中国語専門には制限なし、学

士はＨＳＫ4級以上、修士はＨ

ＳＫ5級以上

中国語専門は制限なし

専門授業：HSK5級以上

英語での専門授業：

TOEFL80/IELTS6.0

中国語授業：制限なし

中国語コース：制限なし

English Teaching:TOEFFL

iBT 75 又はIELTS 6.5

Chinese Teaching:HSK 5級

制限なし、ただし英語か中国

語でコミュニケーションがで

きる程度

学部によって、要相談

GPA2.5以上

中国語コース制限なし、英語

授業はTOEFL iBT 79ｰ

80/IELTS 6.0/ TOEIC 700/

CEFR B2

中国語専門には制限なし、

IHPコースはTOEFL iBT 60以

上、TOEIC650以上、IELT5.0

以上

募集人数 3人 3人 5人 3人 3人 3人 3人 3人 5人 8人 2人 3人

コース

登録制限
なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

　
寮費： 寮費：

寮・経費
・学内寮あり(2人部屋)750元/

月

二人部屋　60ｰ70元/1日

その他
・学外寮あり 一人部屋　110元/1日

語学サポート あり（学期6700元） あり　（年間16000元） あり あり（学期9500元） あり（学期7,000元） あり あり（学期9000元） あり 無料中国語コースあり あり 無料中国語コースあり あり

Airport

Pickup
あり あり なし あり あり あり（事前申込み要/実費） あり なし あり（日時指定あり） あり あり（実費） あり

保険 なし 1年間200元 海外旅行・留学保険に加入要 海外旅行・留学保険に加入要 学期400元
400元/半年

800元/1年

400元/半年

800元/1年
海外旅行・留学保険に加入要 海外旅行・留学保険に加入要 海外旅行・留学保険に加入要 121台湾ドル/学期 海外旅行・留学保険に加入要

授業料

出願期限

備考

願書提出先

寮費：

二人部屋：45～65元/1日

学期5,000～6,000元

一人部屋：100～150元/1日

学期10,000～16,000元

2023年度後学期　（国際連携窓口）交換留学派遣校情報一覧

正規学生（休学者を除く。)

台　　　　湾

 後学期：2023年9月～2024年1月 前学期：2024年2月～2024年7月

正規学生（休学者を除く。)

中　　　　国

原則１学期～１年間

 後学期：2023年9月～2024年1月 前学期：2024年2月～2024年7月

原則１学期～１年間

寮費：

二人部屋　学期3,000元

三人部屋　学期2,000元

寮費：

二人部屋　80～90元/日

寮費：

ツインルーム　60元／1日

応募について

の問合せ先

不徴収　※愛媛大学の学費は納入のこと

学内最終締切　3月22日(水)（所属学部への願書提出期限はこれより早いため、別途所属学部に確認すること。）

　※愛媛大学を休学しての交換留学は不可

※新型コロナウィルスの影響により、延期・中止の可能性がありますので、予めご了承ください。

所属学部

国際連携支援部国際連携課学生交流チーム

(E-mail: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp, Tel: 089-927-9155)

寮費：　　　　　　　　　　　On-

campus Dormitory :

4人部屋：11,000台湾ドル/学期

2人部屋：23,000台湾ドル/学期

Off-campus NCCU I-House :

1人部屋：58,500台湾ドル/学期

2人部屋：38,250台湾ドル/学期

寮費：

1年間8,000元（光熱費を含ま

ない）

寮費：

【Jiangong Campus】

4人部屋：7,950～8,950台湾ド

ル/学期

【Yanchao Campus】

4人部屋　9,700～13,300台湾

ドル/学期

寮費：

第一宿舎27,000台湾ドル/年

第二宿舎33,000台湾ドル/年

※1日150台湾ドルで長期休暇

中も滞在可

※教職員および学生チュー

ターによるアパート探し支援

あり

寮費：

二人部屋　42元または51元/

日(1人あたり)

寮費：

NUK Student Dorm

4人部屋　約7,550台湾ドル/学

期

NUK Artistic Student House

1人部屋　約4,000台湾ドル/月

2人部屋　約2,500台湾ドル/月
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マレーシア トルコ フ　ラ　ン　ス

大学名 私立蔚山大学校 国立忠南大学校 マラヤ大学
チャナッカレ・オンセキズ・

マルト大学

カレッジ・オブ・レイクカウ

ンティ（CLC）

ルイジアナ大学モンロー校

(ULM)

カリフォルニア州立大学

サクラメント校 (CSUS)
ブルゴーニュ大学 国立ブカレスト大学 国立バベシュ・ボヤイ大学

場　所 蔚山広域市（韓国東南部） 大田広域市（韓国中部） クアラルンプール チャナッカレ県 イリノイ州グレイスレイク ルイジアナ州モンロー カリフォルニア州サクラメント ディジョン ブカレスト クルージュ=ナポカ

授業期間

秋学期：10月中旬～翌年2月初旬

春学期：2024年3月～7月

(例年参考)

秋学期：9月中旬～2月上旬

春学期：2024年2月中旬～6月中旬

（一部の学部では異なる）

秋学期：8月中旬～12月中旬

春学期：2024年1月中旬～5月中旬

秋学期：8月中旬～12月初旬

春学期：2024年1月初旬～5月中旬

(例年参考)

秋学期：8月下旬～12月中旬

春学期：2024年1月下旬～5月中旬

（例年参考）

秋学期：9月～1月

春学期：2024年1月～6月

秋学期：10月初旬～翌2月上旬

春学期：2024年2月中旬～6月下旬

秋学期：9月下旬～翌2月下旬

春学期：2024年2月下旬～7月中旬

(例年参考)

留学期間

応募資格 正規学生（休学者を除く。) 正規学生（休学者を除く。)

正規学生（休学者を除く。)

在籍期間を通じたGPA：3.0以上

在籍大学で1年間以上修学した者。

正規学生（休学者を除く。)

GPA：2.2以上
正規学生（休学者を除く。)

正規学生（休学者を除く。)

GPA：2.5以上

正規学生（休学者を除く。)

学部：GPA 2.80以上

修士：GPA 3.30以上、研究内容審

査あり

正規学生（休学者を除く。)
正規学生（休学者を除く。)

GPA：2.5以上
正規学生（休学者を除く。)

語学力

なし。ただし、以下のレベルに達し

ていることが好ましい。

　韓国語で行われる科目を受講する

場合は韓国語能力試験(TOPIK)　3

級以上、英語で行われる科目を受講

する場合はTOEFL iBT 61以上

なし。

　韓国語で行われる科目を受講する

場合は韓国語能力（目安として

TOPIK3級以上）の保有が好まし

い。

　英語で行われる科目のみ受講する

場合も、授業を理解できるだけの英

語能力を備えておくことが望まし

い。

Faculty of Business & Economics

(FBE) とFaculty of Law (FOL)の学

生は、以下のいずれかのスコアが必

要。

IELTS (Academic): Band 6

TOEFL iBT: 80

TOEFL cBT: 213

ITOEFL pBT: 550

TOEFL ITP: 627

TOEIC: 693

その他の学部は、十分な英語力があ

ることを示す推薦状を提出。

CEFR B1レベル以上の英語力 以下のスコアに達していることが好

ましい。未達の場合は入学後の

Placement Testの結果によって、

通常の科目を受講できるか、外国人

留学生対象語学コースを受講するか

決まる。

　IELTS 6.0以上

　TOEFL iBT 71以上

以下のスコアに達していることが好

ましい。未達の場合は入学後の

Placement Testの結果によって、

通常の科目を受講できるか、外国人

留学生対象語学コースを受講するか

決まる。IELTS 5.5 / TOEFL 100

iBT/ Duolingo 85以上

以下のいずれかのスコアが必要。

学部：IELTS 6.0 以上、TOEFL iBT

64以上、Duolingo 95以上

修士：IELTS 6.5 以上、TOEFL iBT

80以上

フランス語で開講される科目を受講

するために必要なフランス語能力。

又は

英語で開講される科目を受講するた

めに必要な英語能力。

（いずれも、CEFR B2レベル以上

が目安）

CEFR B2レベルと同等の英語また

はルーマニア語力

（ルーマニア語で実施される科目の

受講は必須ではないが、）英語で実

施される科目を受講できる英語力が

必要（CEFR B1~2レベル以上が目

安）。

募集人数 2人 5人 1学年間3人または1学期間6人 学部により異なる 2人 (例年参考) 2人 (例年参考) 2人 (例年参考) 2人(例年参考) 2人 2人

コース

登録制限
なし 法学、看護、医学分野は登録不可。 歯学、医学、薬学分野は登録不可。 1学期あたり約30単位(ECTS)まで 看護分野等履修制限あり。 一部履修要件あり。

登録不可：建設管理、グラフィック

デザイン、健康科学、インテリアデ

ザイン、看護、刑法等

その他、一部分野に履修制限あり。

なし なし なし

寮・経費

その他

寮費（1学期当たり）：

2人部屋：KRW 1,550,000～

1,690,000 (食事プランを選択)

寮費（1学期当たり）：

1,300,000 KRW ~ 1,400,000 KRW

（食事プランを選択・2人部屋）

事前に申請すれば長期休暇中も居住

可能。

寮費（1学期当たり）：

学内寮

　2人部屋：約2800 MYR/学期

学外宿舎:

　約800 MYR/月

事前に申請すれば追加料金で長期休

暇中も居住可能。

キャンパス内の民間寮(最低1年間の

契約)、又は、International Office

が認可するホストシステムを通じた

ルームシェア

長期休暇中も居住可能。

学内寮なし

有料で、学外宿舎又はホストファミ

リーの利用可(約1,500USD/月)

寮費（1学期当たり）：

1人部屋、又は2人部屋 1,588 USD~

長期休暇中も居住できるが要追加料

金。

※食事オプションあり

寮費（1学期当たり）：

1人部屋、又は2人部屋

約5,200 USD～6,300/1学期間

約10,600 USD～12,900/2学期間

（申込必須のMeal Plan料金も含

む）

学期前オリエンテーション期間や長

期休暇中も居住できるが要追加料

金。

※入居申込期限は未定だが、寮の申

込は早めが推奨される。

大学寮あり 寮費（1か月当たり）：約60 EUR

(2人部屋)

寮費（1か月当たり）：約 50 EUR

(2人部屋)

長期休暇中も居住できる。

語学サポート あり

あり(10週間650,000 KRW。TOPIK

２級以上または、愛媛大学の

Korean Language and Literatureや

韓国関連専攻の学生は無料)。

なし
あり(学生数等により有料か無料か

決まる)。
あり 語学力に応じて要受講 有料の語学コースあり 有料の語学コースあり なし あり

Airport

Pickup
なし なし あり なし あり あり あり なし なし なし

保険 国民健康保険に加入必須 国民健康保険に加入要
マレーシア入国に際し

指定の保険に加入要

トルコ国内に支店のあるトルコの保

険に加入必須。

CLC指定の留学保険に加入要

（約600 USD/学期）
要保険加入。

大学指定の保険に加入要

（1学期当たり 約720 USD）
留学保険に要加入

期間中をカバーする海外旅行保険に

要加入
受入決定後に案内予定

授業料

出願期限

備考

願書提出先

不徴収　※愛媛大学の学費は納入のこと

学内最終締切　3月22日(水)（所属学部への願書提出期限はこれより早いため、別途所属学部に確認すること。）

所属学部

応募について

の問合せ先

国際連携支援部国際連携課 学生交流チーム

(E-mail: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp, Tel: 089-927-9155)

　※愛媛大学を休学しての留学は不可

※新型コロナウィルスの影響により、延期・中止の可能性がありますので、予めご了承ください。

原則１学期～１年間

2023年度後学期　（国際連携窓口）交換留学派遣校情報一覧

韓　　　国 ア　メ　リ　カ ルーマニア

後学期：2023年9月初旬～12月末　前学期：2024年3月初旬～6月末
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