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アイスランド1 レイキャビク
アイスランド大学　University of

Iceland

１９１１年創立以来、国立大学として国内の教育

水準の維持に努め、国家発展の中心的な役割を

担ってきた。

✔

アイスランド語 Icelandic

英語 English

TOEFL iBT 79, IELTS6.5

大学院では、これ以上を要求するところもあり

アイスランド語

英語

制限されているプログラム

The faculties of Medicine, Nursing and Pharmaceutical Sciences

The faculties of Law and Economics（学部不可）　MBA

English Language Programme は、専門外の学生は原則不可

Courses taught in Icelandic（アイスランド語が堪能な学生は可）

Courses starting with PTS in the faculty of business

School of Engineering and Natural Sciences

https://english.hi.is/school_of_engineering_and_natural_sciences

School of Humanities

https://english.hi.is/school_of_humanities/

School of Social Sciences

https://english.hi.is/school_of_social_sciences

✔ ✔

英国1 シェフィールド
シェーフィールド大学
The University of Sheffield

１９世紀に創設の難関校。伝統的に工学分野に強

い。ノーベル賞受賞者を４人輩出。
✔ GPA　3.0/4.0

英語

IELTS6.0（全項目5.5以上）

TOEFL iBT80（L17,W17,R18,S20）以上

英語
受入不可の学部：The departmen which is not available

https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/what

Faculty of Arts and Humanities

https://www.sheffield.ac.uk

Department of Music

https://www.sheffield.ac.uk/music

School of Architecture,

https://www.sheffield.ac.uk/architecture

Department of Landscape Architecture

https://www.sheffield.ac.uk/landscape

✔ ✔ ✔ Music

英国2

ニューカッスルアポン

タイン ニューカッスル大学
Newcastle University

イギリス北東部に位置し，教育の質の高さで有

名。イギリス国内の著名な17の研究機関の集まり

であるラッセルグループのうちの一校。

✔ -

英語 English

IELTS 6.5 （各項目で5.5必要 ）)

TOEFL iBT 90 （R18, W17, L17, S20）

英語 Schools in the Humanities, Social Science facultyにて受入。

School of Archtecture, Planning and Landscape

https://www.ncl.ac.uk/apl/

School of Arts and Cultures

https://www.ncl.ac.uk/sacs/

✔ ✔ ✔

英国3 バーミンガム バーミンガム大学
University of Birmingham

イギリスをリードする12大学の１つ。 ✔ -

英語

TOEFL-iBT: 87 overall with no less than: 22 in

Reading,21 in Listening, 23 in Speaking, 21 in

Writing

英語 現在派遣不可 － - - - - -

英国4 ブリストル
ブリストル大学

University of Bristol

トップレベルの大学で、入学難易度では、オック

スフォード、ケンブリッジに次ぐ難関校。
✔

3.0以上が望まし

い

英語 English

TOEFL iBT90 全項目 20以上

 IELTS6. 5全項目6.0以上

英語 － - - - - -

英国5 リーズ
リーズ大学

University of Leeds
－ ✔ GPA　3.0/4.0

英語　TOEFL iBT87（L20,R20,W21,S22以上）た

だし、分野によってはより高いスコアを求められる
英語 Medicine, Dentistry, Nursing and Architecture （交換留学生不可

Faculty of Arts, Humanities and Cultures

https://ahc.leeds.ac.uk/,

School of Design

https://ahc.leeds.ac.uk/design

School of Media and Communication

https://ahc.leeds.ac.uk/media ,

 Faculty of Biological Science

https://biologicalsciences.leeds.ac.uk/

✔ ✔ ✔

大学間学生交流協定校 ２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

ヨーロッパ

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

http://english.hi.is/
http://english.hi.is/
http://sheffield.ac.uk/
http://sheffield.ac.uk/
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.ncl.ac.uk/
https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
http://www.bristol.ac.uk/
http://www.bristol.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/


Desig

n

Archit

ecture

Engne

ering

Scienc

e

Acous

tic/So

und

大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

英国6 ロンドン

ロンドン大学アジアアフリカ学院

School of Oriental and African

Studies, University of London

(SOAS)

ロンドン大学のカレッジの一つ。英国では唯一の

アジア、アフリカ及び中近東研究を行う高等研究

機関。

✔

少なくとも3.0以

上あることが望ま

しい

英語

Direct entry： IELTS 7.0 (L6.5,R7.0,S7.0,W7.0),

TOEFL iBT 105 (L22,R25,S25,W25)

In-sessional（Students with these minimum scores

will be recommended FREE in-sessional English

course)：IELTS6.5 (L6.0, R6.5, S6.5, W6.5),

TOEFL iBT 100(L20, R22, S22, W22

英語 － Music

オランダ１ ライデン

ライデン大学

Leiden University

1575年創設のオランダ最古の国立大学。欧州で

も指折りの日本研究及び日本語教育の拠点として

も知られている。

✔ GPA　3.2/4.0

英語

TOEFL iBT 90, TOEFL PBT 575,IELTS 6.5

ただし、For Leiden University College The Hague

TOEFL iBT100（全ての項目で25以上 ） または、

IELTS7.0以上 必要。

英語 ※留学開始時学部３年次以上であること － - - - - -

スウェーデン1 ウプサラ
ウプサラ大学

Uppsala University

スウェーデンで最古かつ最大の有力大学。８名の

ノーベル賞学者を輩出。
✔ -

英語、スウェーデン語

 English, Swedish

B2レベル、TOEFL iBT 72、IELTS 5.5

大学院の場合、上記以上を要求するところもある

スウェーデン語

英語

制限のある科目

• Business Studies courses – entry requirements vary considerably. Please note the early

application deadline!

• Law courses – at least two years of prior full time Law studies are required.

• Psychology – only a few courses taught in English with limited places

• Sociology – no courses at the Bachelor level are taught in English

• Medicine – no entry-level courses taught in English. Students must have a strong

academic background within Medicine and meet the entry requirements described in

the course description.

• Natural Sciences including Physics, Chemistry, Biology and Engineering have few to no

entry-level courses taught in English.

Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

https://katalog.uu.se/organisation/?orgId=SVO&type=3.departments&l

anguageId=1

(Faculty of Arts, Department of Game Design)

- - - - -

スウェーデン2 ストックホルム
スウェーデン王立工科大学
KTH-The Royal Institute of
Technology

首都ストックホルムに1827年に創立された歴史

ある伝統校で、国内6つの工科大学の中で最大規

模を誇る。

✔ -

スウェーデン語 Swedish（学部 Undergraduate)

Year1-3

英語 English（大学院 Graduate）year4-5

B2レベル（IELTS 5.5以上、TOEFL iBT 72以上）推

奨 Recommended

スウェーデン語

英語
原則として、学部4年生から留学可

Architectureは不可

 

School of Architecture and the Built Environment

https://www.byv.kth.se/en ,

School of Engineering Sciences

https://www.kth.se/en/sci

School of Industrial Engineering and Management

https://www.kth.se/en/itm

✔ ✔

スウェーデン3 ストックホルム ストックホルム大学
Stockholm University

ノーベル賞受賞者や実業家、政治家を多数輩出、

ヨーロッパで評判のいい大学のひとつ。
✔ -

スウェーデン語、英語

TOEFL iBT 79, TOEFL PBT 550

IELTS 6.0（全ｾｸｼｮﾝで5.5以上

スウェーデン語

英語

学部により、応募資格が異なる。 － ✔

http://www.soas.ac.uk/
http://www.soas.ac.uk/
http://www.soas.ac.uk/
http://www.soas.ac.uk/
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.uu.se/en/?languageId=1
http://www.uu.se/en/?languageId=1
http://www.kth.se/en
http://www.kth.se/en
http://www.kth.se/en
http://www.su.se/english/
http://www.su.se/english/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

ドイツ1 アーヘン
アーヘン工科大学

RWTH Aachen University

ドイツのエクセレンスイニシアティブに指定された

11大学の一つ。電気双極子モーメントで有名な

ピーターデバイをはじめ、アーヘン工科大学出身

の5名の研究者がノーベル賞を受賞している。

- -

ドイツ語英語

：B1以上

　Division of Earth Science and Geography希望者

はドイツ語Ｂ2.1が必要

ドイツ語英語

学部3年生以上が留学可

オンライン申請した申請書(registration form)に留学課のサインが必要。サインした申請書

を、申請締切までにメールで送付すること

Faculty of Architecture

https://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1

Faculty of Arts and Humanities

https://www.philosophische-fakultaet.rwth-

aachen.de/cms/~hqc/Philosophie/lidx/1/

✔ ✔

ドイツ2 ハイデルベルク ハイデルベルク大学
Heidelberg University

－ N/A -

ドイツ語　(英語のコースは限られる）

基本的に授業と試験はドイツ語で実施されるため、履

修可能なレベルの能力は必要。

ドイツ語

受講できない科目について

Modules from Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry are not open to exchange

students.

ほとんどのコースがドイツ語 - - - - -

ドイツ3 シュトゥットガルト
ホーエンハイム大学

The University of Hohenheim
農業科学部を中核とする著名な総合大学。

特定分野

英語
-

学部 Unegraduate：ドイツ語 German

修士課程 Master's：英語 Englishドイツ語

少なくとも履修言語の中級程度の知識が必要
ドイツ語英語

※Faculty of Business, Economics and Social Sciencesでの、6で始まるModuleは交換留学

生は受講不可。
－ - - - - -

ドイツ4 ミュンヘン

ミュンヘン工科大学
Technische Universitat
Munchen

１９世紀にバイエルン公により創設されたドイツ

有数の理科系総合大学。
✔ -

ドイツ語または英語

B1(IELTS 4.0-5.0, iBT 42-71) またはB2(IELTS 5.5-

6.5, iBT 72-94)

※学部による　School of Management,School of

Education and Center of Life and Sciences in

Weihenstephan はB2レベル

ドイツ語英語
TUM School of Governance、TUM School of Educationは交換留学 不可。

Department of Architecture

https://www.tum.de/en/about-tum/schools-departments/

 

✔ ✔

ドイツ5 マインツ

ヨハネスグーテンブルク大学
マインツ
Johannes Gutenberg
University Mainz

- N/A -

ドイツ語（ほとんどのコースがドイツ語）

ドイツ語：B1　※MedicineとDentistryはC1

英語：B2（IELTS 5.5, TOEFL iBT 71, TOEFL ITP

527)※但し英語の授業は限られる

ドイツ語英語

ドイツ語（ほとんどのコースがドイツ語）

交換留学生に制限のある学部等

Medicene

Sports, Arts and Music は学部の承認が必要

ほとんどのコースがドイツ語 - - - - -

ドイツ6 ミュンヘン
ルードヴィヒマクシミリアン大
学（ミュンヘン大学）
Ludwig-Maximilians
University

15世紀に創立されたドイツ屈指の名門大学で、

ノーベル賞受賞者も多数輩出。
- －

ドイツ語、 英語

ドイツ語 German　B2以上

英語 English　TOEFL iBT 90, IELTS 5.5 以上

ドイツ語英語
Medicine, Veterinary Science, Pharmacy は交換留学不可。

－ ✔

http://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1
http://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1
http://www.uni-heidelberg.de/en
http://www.uni-heidelberg.de/en
http://www.uni-hohenheim.de/en/english
http://www.uni-hohenheim.de/en/english
http://www.tum.de/
http://www.tum.de/
http://www.tum.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.en.uni-muenchen.de/index.html
http://www.en.uni-muenchen.de/index.html
http://www.en.uni-muenchen.de/index.html
http://www.en.uni-muenchen.de/index.html
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

フランス1 マルセイユ
エクス-マルセイユ大学

Aix-Marseille University

1409年に設立され、人文系（１５学部）および

理工系（１３学部）の２学群がある総合大学。
N/A －

フランス語：B1レベル（法学部はB2必要）

英語：B2レベル（Faculty of Arts and Humanitiesは

C1必要）

フランス語　B1（DELF/DALF/TCF）

フランス語

英語

交換留学生が受講できないコース

Professional courses and courses of Musique (MUS), Arts (ART) and Monde du livre

(MDL)

Arts, Letters, Languages and Humanities Sector

https://allsh.univ-amu.fr/facult%C3%A9-des-arts-lettres-langues-et-

sciences-humaines

(HP is  in French）

✔

フランス2 パリ
エコールナショナルスーペリウール
ド　テクニック　アヴァンセ
Ecole Nationale Superieure de
Techniques Avancees

フランスの国家エリート養成機関ともいわれるグ

ランゼコールのひとつ。グランゼコールは商学系

と理科系に大別され，産官の指導層の養成と高度

な技術開発を目的としている。

N/A －

フランス語 French

フランス語Ｂ1以上（*）

７月中旬から６週間のフランス語集中コース（2500

ユーロホームステイプログラム）も選択可

フランス語 すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス3 カシャン

エコール ノーマル スーペリウー

ル パリ サクレー（旧：エコール

ノーマル スーペリウール ド カ

シャン）　Ecole Normale

Superieure Paris-Saclay

－ N/A －
フランス語 French

Ｂ2
フランス語

すべてのコースがフランス
- - - - -

フランス4 グルノーブル グルノーブル大学連合
Université Grenoble Alpes

－ N/A －
フランス語 French

Ｂ2以上が望ましい
フランス語

交換留学生が受講できないコース

http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/international/venir-etudier/en-

programme-d-echange/cours-non-accessibles-aux-etudiants-en-echange-

582926.htm?RH=GUALPFR_INV

すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス5 パリ

国立東洋言語文化大学(INALCO)

National Institute for Oriental

Languages and Civilizations

(INALCO)

－ N/A －

フランス語

Frenchコース：A2必須

Language and CivilizationコースはB2

International Relations及びInternational Tradeコー

ス: フランス語C1、英語B2

フランス語 すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス6
GIFシュールイヴェッ

ト

サントラル スペレック（旧：エ
コール スーペリウール デレ
クトリシテ）
CentraleSupélec (Former:
Ecole Superieure
d'electricite)

フランスの国家エリート養成機関グランゼコール

（Grades Ecole）の一つとして、エコールサント

ラルパリス（1829 年）とエコール スーペリウー

ル デレクトリシテ（1894 年）が設立。

フランス国内で理工系の名門であった両機関が

2015 年に合併しサントラル スペレックとなっ

た。

N/A －
フランス語 French

Ｂ1以上（*）
フランス語 すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス7 ストラスブール
ストラスブール大学
University of Strasbourg

－ N/A －

フランス語 French

B1必須 B2以上が望ましい

Performing and Visual Arts はC1必須

Faculty of Letters は学部B2 大学院C1

DELF-DALF, TCF, TEF

フランス語

交換留学生が受講できない授業

1.Department of Teaching French as Foreign Language (DLADL)

2.International Institute for French Studies (IIEF)

3.Translation & Interpretation and International Relations at (ITIRI)

4.Center for international intellectual property studies (CEIPI)

すべてのコースがフランス語 - - - - -

http://www.univ-amu.fr/en
http://www.univ-amu.fr/en
http://www.ensta-paris.fr/
http://www.ensta-paris.fr/
http://www.ensta-paris.fr/
http://www.ensta-paris.fr/
http://ens-paris-saclay.fr/en
http://ens-paris-saclay.fr/en
http://ens-paris-saclay.fr/en
http://ens-paris-saclay.fr/en
http://ens-paris-saclay.fr/en
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/
http://http/www.inalco.fr/
http://http/www.inalco.fr/
http://http/www.inalco.fr/
http://http/www.inalco.fr/
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.centralesupelec.fr/en
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

フランス6 ボルドー
ボルドー建築景観学院 (ENSAP)
l'Ecole Nationale Superieure
d'Architecture et de Paysage de
Universite Bordeaux

建築および建築景観分野のグランゼコール。 N/A －
フランス語

：B1
フランス語 ９月に１週間、事前仏語集中講座あり（無料） すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス9 グランディニャン

ボルドー国立農業技術大学校

Bordeaux Sciences Agro
－ N/A －

フランス語、英語

B2

フランス語

英語
－ - - - - -

フランス10 ボルドー ボルドー大学

Bordeaux University

1968年創立で、850名の研究教官、14,000名の

学生が在籍し、数学と情報科学、物理学と工学、

化学、生命科学、地球科学や海洋科学の分野で教

育と研究に従事

N/A －

フランス語

英語（いくつかの講義のみ）

英語プログラム　B1

フランス語

英語

College of Human Sciences

https://www.u-bordeaux.com/Education/Colleges-Institutes/College-

of-Human-Sciences

✔

フランス11 ペサック ボルドーモンテーニュ大学
The University Bordeaux
Montaigne

12のUFR（教育研究単位）と大変活発なフランス

語教育センターがある。教育研究分野は環境、国

土開発、都市計画、文学、言語、美術史、考古

学、情報コミュニケーション科学。

N/A

フランス語

学部：B2

大学院：C1

DEFLE(語学プログラム）のみの場合は、この限りで

はない

フランス語

英語で行われる授業もあるが、数は限られている

交換留学生はLicence professionnelleを受講不可

すべてのコースがフランス語 - - - - -

フランス12 タランス市

ポルトニーク ド ボルドー

Bordeaux Institute of

Technology （Bordeaux INP）

－ N/A
フランス語 French

B1（推奨） Recommended
フランス語

英語プログラムは、Radio and telecommunication systems, Software engineering にて開

講
すべてのコースがフランス語 - - - - -

ベルギー1 レウヴェン レウヴェンカトリック
Catholic University of
Leuven

ベルギーのオランダ語圏大学における難関校。 ✔ －
英語プログラム

オランダ語

英語
英語プログラム

Faculty of Arts のみの受入。

Faculty of Arts

https://www.arts.kuleuven.be/english

Faculty of Architecture

https://arch.kuleuven.be/english)

✔ ✔ ✔

ロシア1 サンクトペテルブルク サンクトペテルブルク大学
St Petersburg University

モスクワ大学と並ぶ、ロシアの名門大学であり、

長年、ロシアの教育、文化面で多大な役割を果た

し、有為の人材を多く輩出

- －

ロシア語英語（※英語プログラム参加希望の場合）

ロシア語 レベル2（B2レベル）

英語（B2レベル）　IELTS 5.5以上

英語の場合、履修できる専攻に制限あり。

ロシア語英語

英語で行われる授業

[Applied Mathematics & Control Processes, Economics, Earth Sciences, Humanities &

Arts, International Relations, Journalism & Mass Communications, Management, Political

Science, Sociology, History].

Applied Art

https://english.spbu.ru/education/undergraduate/bachelor/85-

program-bac/2536-applied-art

Enviromental design

https://english.spbu.ru/education/undergraduate/bachelor/85-

program-bac/1551-environmental-design

Graphic Design

https://english.spbu.ru/education/undergraduate/bachelor/85-

program-bac/1550-graphic-design

✔ ✔ ✔

http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.agro-bordeaux.fr/
http://www.agro-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
http://www.bordeaux-inp.fr/fr
http://www.bordeaux-inp.fr/fr
http://www.bordeaux-inp.fr/fr
http://www.kuleuven.be/kuleuven/
http://www.kuleuven.be/kuleuven/
http://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.spbu.ru/
https://www.spbu.ru/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

ノルウェー１ オスロ
オスロ大学

University of Oslo

ノルウェー最大規模の総合大学。1811年、フレ

デリク6世の名前を取ってフレデリク王立大学

（Det Kongelige Frederiks Universitet）として

設立後、1939年から現在の校名となっている。

- －

英語

学部レベルIELTS 5.0　TOEFL iBT 60（MyBest

Scoreは受け付けない）

大学院レベルIELTS 6.5　TOEFL iBT 90（MyBest

Scoreは受け付けない）

ノルウェー語

英語
－ - - - - -

オーストリア１ ウィーン
ウィーン大学

University of Vienna

1365年にオーストリアの首都ウィーンに設立され

た大学で、ドイツ語圏の大学では最古とされる。

ウィーン大学で主に使われる言語はドイツ語で、

一部のプログラムは英語で実施されている。

N/A －

ほとんどのコースがドイツ語となるため、ドイツ語の

知識がある方が望ましい

次のコース以外は要求スコアはなし。（※ただし、九

州大学大学間交換留学の条件として、IELTS5.0以上ま

たはTOEFL iBT65以上のスコア提出は必要）English

and American Studies（英語B2以上）Faculty of

Business, Economics and Statistics （英語B2以上）

Centre of Translation Studies （要ドイツ語：学部

B2レベル、大学院C1レベル）

ドイツ語

英語 ほとんどのコースがドイツ語となるため、ドイツ語の知識がある方が望ましい。 － - - - - -

アメリカ合衆国

1
アリゾナ

アリゾナ州立大学

Arizona State University
－ ✔ －

英語

TOEFL iBT　79　　IELTS　6.0

（学部によっては、これ以上を求められることもあ

る）

英語

留学情報：　https://admission.asu.edu/international

制限等は下記を参照すること

https://mystudyabroad.asu.edu/international/courses-grades-registration

https://mystudyabroad.asu.edu/international/academic-info

大学院では履修制限多し。

Herberger Institute for Design and the Arts

https://herbergerinstitute.asu.edu/

School of Art

https://art.asu.edu

School of Arts, Media and Engineering

https://artsmediaengineering.asu.edu

The Design School

https://design.asu.edu

School of Music, Dance and Teatre

https://musicdancetheatre.asu.edu

✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

2
ニューヘイブン

コネチカット
イエール大学
Yale University

－ ✔ － －
英語

授業料徴収

 

Architecture

https://www.architecture.yale.edu/

Film & Media Studies

https://filmstudies.yale.edu/

Music

https://yalemusic.yale.edu/

Theater & Performance Studies

https://theaterstudies.yale.edu/

✔ ✔ ✔ Music

北米

http://www.uio.no/english/
http://www.uio.no/english/
http://www.univie.ac.at/en/
http://www.univie.ac.at/en/
http://www.asu.edu/
http://www.asu.edu/
https://www.yale.edu/
https://www.yale.edu/
https://www.yale.edu/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

アメリカ合衆国

3 イリノイ

イリノイ大学アーバンシャンペー

ン校

The University of Illinois at

Urbana-Champaign

－ ✔ 3.0/4.0

英語

TOEFL iBT 80-102または、IELTS 6.5(ただし、すべ

てのBandスコアが6.0以上あること）

英語

受講不可のコース

制限が多いので、必ず下記を参照すること。

http://studyabroad.illinois.edu/incoming-students/incoming-application-

process/restricted-courses/

College of Fine and Applied Arts

https://faa.illinois.edu/>>

Fine + Applied Arts

https://faa.illinois.edu/units/fine-applied-arts/

Architecture

https://faa.illinois.edu/units/architecture

Landscapoe Architecture

https://faa.illinois.edu/units/landscape-architecture

Limited Programs: Architecture (College of Fine & Applied Arts)—

limited access to studio classes / Landscape Architecture (College of

Fine & Applied Arts)—enrollment in studio classes must be pre-

arranged

✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

4
ブラックスバーグ

バージニア

ヴァージニア工科大学

Virginia Polytechnic Institute

and State University

－ ✔
(学部）2.5以上

(大学院）3.0以上

英語

(学部）IELTS 6.5(全サブスコアが6.5）

　　　 TOEFL iBT 80(全サブスコアが16以上）

(大学院）IELTS　6.5　 TOEFL iBT 90

(全サブスコアが20以上）

英語

College of Architecture and Urban Studies

https://www.caus.vt.edu/

School of Architecture and design

https://archdesign.caus.vt.edu/

School of construction

https://www.mlsoc.vt.edu/

School of visual arts

https://sova.vt.edu/

✔ ✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

5
マディソン

ウィスコンシン

ウィンスコンシン大学マディソン

校工学部

The school/College of

Engineering

University of Wisconsin-

Madison

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校

✔ －

英語

TOEFL iBT90以上

IELTS　6.5以上

英語

College of Engineering の講義を50％以上履修しなければいけない。その他は、他学の講義

も受講可能。ただし以下の制約があるので注意すること。

Law School, Medical School, Veterinary School(獣医学), Pharmacy, Computer Science は

受け入れ不可。

その他、 Business, Communication Arts/Journalismのいくつかのコースは不可。

Industrial & Systems Engineering

https://www.engr.wisc.edu/department/industrial-systems-engineering/,

✔

アメリカ合衆国

6
フラッグスタッフ

アリゾナ

北アリゾナ大学

Northern Arizona University
－ ✔ 2.5以上

英語

TOEFL iBT 70

IELTS 6.0

英語 交換留学生　受入不可

Nursing　Music　Dental Hygiene program

College of Arts and Letters

https://nau.edu/cal/
✔ Music

アメリカ合衆国

7

グローブシティ

ペンシルベニア

グローブシティ大学

Grove City College

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔ － 原則英語
英語

現在派遣不可

 

Arts & Letters

http://www.gcc.edu/Home/Academics/Majors-Departments/Arts-

Letters

Communication & Visual Arts

http://www.gcc.edu/Home/Academics/Majors-Departments/Arts-

Letters

Communication-Visual-Arts

 Minor in Design

http://www.gcc.edu/Home/Academics/Majors-Departments/Arts-

Letters/Communication-Visual-Arts/Minors

✔ ✔ ✔ Music

http://www.uillinois.edu/
http://www.uillinois.edu/
http://www.uillinois.edu/
http://www.uillinois.edu/
http://vt.edu/
http://vt.edu/
http://vt.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://www.engr.wisc.edu/
http://nau.edu/
http://nau.edu/
http://www.gcc.edu/
http://www.gcc.edu/
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大学間学生交流協定校 ２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

アメリカ合衆国

8
ガンビール

オハイオ

ケンヨン大学

Kenyon College

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔ － 原則英語
英語

現在派遣不可 － - - - - -

アメリカ合衆国

9 カリフォルニア
サンノゼ州立大学

San Jose State University
－ ✔ 2.75以上

英語

IELTS　6.0　TOEFL iBT

工学部：80以上　その他の学部：61

英語

（受入不可の学部等）

Nursing, graduate business, some computer science and engineering classes and classes

reserved for graduating seniors

（一部授業料の支払いあり）

Business, Art, Sciences等

Department of Design

https://www.sjsu.edu/design/

College of Humanities and the Arts

https://www.franklin.uga.edu/

Department of Humanities

https://www.sjsu.edu/hum/

✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

10
 アセンズ

ジョージア

ジョージア大学

The University of Georgia

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔ －

英語

iBT80　IELTS 6.5

大学院

iBT 80(うち、speaking とwritingは20)

IELTS 6.5 (6.0以下がないこと)

英語
授業の制限等

Courses in Business, International Affairs, Journalism, Law, Pharmacy, and Veterinary

Medicine classes may be restricted and/or limited.

College of Arts abd Science

https://www.franklin.uga.edu/departments-list

College of Environment

https://ced.uga.edu/

✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

11
ダーラム

ノースキャロライナ
デューク大学ノースキャロライナ州
ダーラム
Duke University

いずれも、アメリカで発行されている学生向け大

学情報冊子「Profiles of American Colleges」に

掲載の大学ランキング中、Most Competitive /

Highly Competitive / Very Competitiveにランク

されている難関校。

✔ － －
英語

授業料徴収

Trinity College of Arts & Sciences

https://trinity.duke.edu/

Department of Art, art history and visual studies

https://aahvs.duke.edu/

（Archtecture / Visual & Media Studies）

✔ Music

アメリカ合衆国

12
リストン

ニュジャージー
プリンストン大学
Princeton University

－ ✔ － －
英語

授業料徴収

Visual arts

https://arts.princeton.edu/academics/visual-arts/

School of Architecture

https://soa.princeton.edu/

Program in Architecture and Engineering

https://arch-eng.princeton.edu/

Program in Media and Modernity

https://mandm.princeton.edu/

✔ ✔ ✔

http://www.kenyon.edu/
http://www.kenyon.edu/
http://www.sjsu.edu/
http://www.sjsu.edu/
http://www.uga.edu/
http://www.uga.edu/
https://www.duke.edu/
https://www.duke.edu/
https://www.duke.edu/
https://www.duke.edu/
https://www.princeton.edu/
https://www.princeton.edu/
https://www.princeton.edu/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

アメリカ合衆国

13
ベレア

ケンタッキー

ベレア大学

Berea College

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔ 2.7以上

英語

TOEFL iBT 68

IELTS 6.0(6.0 overall; 5.0 in each area)

英語

Technology and Applied Design

https://www.berea.edu/tad/

Courses: Architecture /  Computer Integrated Manufacturing (CIM) /

Design ect, Concentrations: Design Engineering /  Industrial

Engineering

✔ ✔ ✔

アメリカ合衆国

14
アナーバー

ミシガン

ミシガン大学

University of Michigan

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔

主な履修科目の成

績が不振の場合

は、受け入れられ

ないことがありま

す.

英語

TOEFL, 88-106 overall. listening and reading: 23.

writing and speaking: 21. IELTS, 6.5-7 overall.

6.5 each section.

英語

College of Literature, Science, and the Arts (LSA) での講義を受講することができる。ただ

し、Economics, Psychology, Sociology, and Communication courseは、履修が難しい。

それ以外の受講は保証されておらず、各自の専門分野を考慮して決定される。

大学院レベルの授業履修について

不可（学部レベルのみ履修可能。大学院生は学部レベルの授業を履修する旨の確認書の提出

が必要。）

Architecture & Urban Planning

https://taubmancollege.umich.edu/

Art & Design

https://stamps.umich.edu/

Music, Theatre & Dance >> Performing Arts Technology

https://smtd.umich.edu/departments/performing-arts-technology/

✔ ✔ Music

アメリカ合衆国

15
キングストン

ロードアイランド

ロードアイランド大学

The University of Rhode Island
－ ✔ 2.5/4.0

英語

TOEFL iBT:79  IELTS:6.5

 英検準1級

英語
College of Arts and Sciences

https://web.uri.edu/artsci/academics/

✔ ✔

アメリカ合衆国

16

シアトル

ワシントン

ワシントン大学

University of Washington

アメリカで発行されている学生向け大学情報冊子

「Profiles of American Colleges」に掲載の大学

ランキング中、Most Competitive / Highly

Competitive / Very Competitiveにランクされて

いる難関校。

✔ 3.0

英語

学部iBT 83, IELTS 7.0

大学院iBT 92

英語

学部生は、College of Arts & Sciences での受入。

Arts & Sciencesは、art, humanities, natural sciences, and social sciences　の分野がある

他学部の授業の受講は確約されていない

受講が難しい講義

Communications, Economics, Psychology, Design, and Law, Societies & Justice courses

受講できない講義

Professional programs including those offered by the Information School, School of

Medicine,School of Nursing, and School of Pharmacy, as well as any fee based

programs

https://depts.washington.edu/registra/students/feeBasedPrograms.php

は、学部生、院生ともに不可

College of Arts & Sciences

https://artsci.washington.edu/?_ga=2.143844023.364538565.16169

84000-1281188024.1616984000

College of Built Environments

https://be.uw.edu/?_ga=2.186245547.364538565.1616984000-

1281188024.1616984000

✔ ✔ ✔ ✔

カナダ１ キングストン

オンタリオ

クイーンズ大学

Queen's University
1841年に設立された公立大学。 - － －

ー

（参考：オンタ

リオ州：英語）

－ ✔

http://www.berea.edu/
http://www.berea.edu/
http://umich.edu/
http://umich.edu/
http://www.uri.edu/
http://www.uri.edu/
http://washington.edu/
http://washington.edu/
http://www.queensu.ca/
http://www.queensu.ca/
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大学間学生交流協定校 ２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

チリ1 サンティアゴ

チリカトリック大学

Pontificia Catholic University of

Chile

日本との学生交流も盛んな南米を代表する総合大

学
N/A 3.0/4.0

スペイン語

B2

スペイン語

英語
Medicine, Musicのpractical coursesは、受入不可

すべてのコースがスペイン語
- - - - -

ブラジル1 サンパオロ
サンパオロ大学

University of Sao Paulo

ブラジルの「東大」とも称され、これまで多くの

優れた人材を輩出している州立大学。
N/A

ポルトガル語

 B1
ポルトガル語

英語

すべてのコースがポルトガル語
- - - - -

ブラジル2 リオデジャネイロ
リオデジャネイロ連邦大学
The Federal University of Rio de
Janeiro

ブラジルで最も古く、連邦政府管轄下最大の教育

研究機関。海洋工学、経営学、生医科学の分野

は、ブラジルにおいて先導的役割を担う。

-

ー

（ポルトガル

語）

- - - - -

メキシコ1 コヨアカン

メキシコ国立自治大学

Universidad Nacional

Autonoma de Mexico

中南米一の規模と学術水準を持つ総合大学 N/A 8.0/10
スペイン語

ＤＥＬＥ　Ｂ2
スペイン語

申請時に3年生以上または、卒業要件単位の半分以上を取得していること（要相談）薬学を希

望する場合、交換留学生が受講できない分野がある。

すべてのコースがスペイン語
- - - - -

オーストラリア

1

キャンベラ

オーストラリア国立大学

The Australian National

University

－ ✔ 3.0/4.0

英語

IELTS6.5（各項目6.0以上）

iBT80(RW20,SL18以上)

英語

the Crawford School、college of Medicine and Health、4000番台の授業は交換留学生を

受け入れない

Visual arts: You must submit a folio of 12-15 images (slides, photographs, CD/DVD,

jpeg files, website, etc.) of current work from their home institution.

Music: You must submit a high quality audio/video recording of themselves performing.

ANU College of Arts & Social Sciences

https://cass.anu.edu.au/

School of Art & Deign

https://soad.cass.anu.edu.au

School of Music

https://music.cass.anu.edu.au/

✔ ✔ ✔ Music

オーストラリア

2

クイーンズランド州

ブリスベン

クイーンズランド大学

The University of Queensland

オーストラリアにおける１９９８年度University

of the Yearに選出された有力校。
✔ －

英語

IELTS 6.5　(全ｾｸｼｮﾝが6.0以上あること）

TOEFL iBT 87　（Listening,Writing,Speaking: 19,

Writing:21あること）

英語

（交換留学生用）

School of Pharmacy は受入可能（2015/09,

http://www.vision6.com.au/em/message/email/view?a=30320&id=1131986）

Health Scienceコースは受講できない。

School of Architecture

https://architecture.uq.edu.au/

School of Communication and Arts

https://communication-arts.uq.edu.au/

✔ ✔ ✔

中南米

オセア
ニア

http://www.uc.cl/en
http://www.uc.cl/en
http://www.uc.cl/en
http://www.usp.br/internationaloffice/en/
http://www.usp.br/internationaloffice/en/
https://ufrj.br/en/
https://ufrj.br/en/
https://ufrj.br/en/
http://english.unam.mx/
http://english.unam.mx/
http://english.unam.mx/
http://www.anu.edu.au/
http://www.anu.edu.au/
http://www.anu.edu.au/
http://www.uq.edu.au/
http://www.uq.edu.au/
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

オーストラリア

3

ニューサウスウェール

ズ州

シドニー工科大学

University of Technology

Sydney

－ ✔ 2.5/4.0

英語

TOEFL iBT: 79-93 (21-writing)

IELTS: 6.5 (writing-6.0)

英語

交換留学生：受入不可

Nursing　Clinical and education placements　Midwifery　All Graduate Health subjects

Master of Clinical Psychology　MBA Executive; Chinese Medicine

Engineering internships

交換留学生：受入制限あり

Media Arts Production

Faculty of Arts and Social Sciences

https://www.uts.edu.au/about/faculty-arts-and-social-sciences

Faculy of Design, Architecture and Building

https://www.uts.edu.au/about/faculty-design-architecture-and-building

School of Design

https://www.uts.edu.au/about/faculty-design-architecture-and-

building/design /

School of Architecture

https://www.uts.edu.au/about/faculty-design-architecture-and-

building/architecture

School of Built Environment

https://www.uts.edu.au/about/faculty-design-architecture-and-

building/built-environment

✔ ✔ ✔ ✔

オーストラリア

4

メルボルン
ラトローブ大学

La Trobe University
－ ✔ －

英語

学部生：IELTS 6.0以上(全てのbandで6.0以上）

TOEFL iBT:64以上(Reading 13,Listening 12,

Speaking 18,Writing 21)

※各セクションスコアを満たす必要あり。

大学院生：IELTS　6.5以上(全てのBandで6.0以上）

TOEFL iBT: 79以上(Reading 13,Listening 12,

Speaking 18,Writing 21)

英語 -

Arts, social sciences and communications

https://www.latrobe.edu.au/courses/study-arts-social-sciences-and-

communications

Bachelor of Art

https://www.latrobe.edu.au/courses/bachelor-of-arts

Bachelor of Creative Arts

https://www.latrobe.edu.au/courses/bachelor-of-creative-arts

✔ ✔

イスラエル1 エルサレム

エルサレムヘブライ大学

The Hebrew University of

Jerusalem

1925年開学の公立大学。関係者が多数ノーベル

賞を受賞しており、イスラエル屈指の名門大学と

して知られる。

✔ 3.0 (学部)

3.2 (大学院)

ヘブライ語　/　英語

TOEFL 80 or IELTS 6

英語

ヘブライ語

Academic Activities >> Faculties & Schools

https://en.huji.ac.il/en/links/464

(HP is not in English)

✔

イスラエル2 ハイファ

テクニオン-イスラエル工科大学

Technion-Israel Institute of

Technology

イスラエルにおける技術者の育成を目的とし、

1912年に北部ハイファに設置された。開学は

1924年であり、イスラエル最古の大学とされる。

ドイツの技術者学校がモデルで、当初は「テクニ

クム」という名称であったが、1945年にテクニオ

ンと改称された。

- 3.0/4.0
英語

TOEFL(IBT)80, IELTS7.0

英語

ヘブライ語

Faculty of Architecture and Town Plannning

https://architecture.technion.ac.il/

Faculty of Civil  and Enviromental Engineering

https://cee.technion.ac.il/

Department of Humanities and Arts

https://humanities.technion.ac.il/?lang=en (HP is not English)

✔ ✔ ✔

中東

http://www.uts.edu.au/
http://www.uts.edu.au/
http://www.uts.edu.au/
http://www.latrobe.edu.au/
http://www.latrobe.edu.au/
http://en.huji.ac.il/en
http://en.huji.ac.il/en
http://en.huji.ac.il/en
http://www.technion.ac.il/en/home-2/
http://www.technion.ac.il/en/home-2/
http://www.technion.ac.il/en/home-2/
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

イスラエル3  テルアビブ
テルアビブ大学

Tel Aviv University

イスラエルの中心都市テルアビブにキャンパスを

構える公立大学。
-

九州大学の規定に

よる

英語とヘブライ語

S英語圏外：英語能力証明必要　TOEFL 89以上

IELTS6.5以上

英語

ヘブライ語

Faculty of Arts

https://en-arts.tau.ac.il/about

The David and Yolanda Katz Faculty of the Arts >> School of

Architecture

https://en-arts.tau.ac.il/arch

✔ ✔ Music

トルコ1 アンカラ
アンカラ大学

Ankara University

946年にトルコの首都アンカラに設立された国立

大学で、国内初の高等教育機関とされる。

日本語学科があるため日本語学習者が多い。

- －
トルコ語（ほとんどがトルコ語）

一部英語（約50プログラム）

英語と

トルコ語
ほとんどの授業がトルコ語で行われる。トルコ語のコースを受講できる

Turkish Language Center(TÖMER
－ ✔ ✔

トルコ2
アンカラ

中東工科大学

Middle East Technical

University

トルコの首都アンカラにある国立大学。講義は全

て英語で行われている。

〇（推

測）

2.50 / 4.00

学部生;

3.00 / 4.00

大学院

English

TOEFL (IBT) score of 79 or IELTS score of 6.5

Faculty of Architecture

http://arch.metu.edu.t

(>> Department of Architecture

https://catalog.metu.edu.tr/program.php?fac_prog=120

/ Department of City and Regional Planning

https://catalog.metu.edu.tr/program.php?fac_prog=121

/ Department of Industrial Design

htt // t l t d t / h ?f 125)

✔ ✔

トルコ3

Turkey3
アンカラ

ビルケント大学

Bilkent University

1984年にトルコの首都アンカラに設立された私

立大学。講義は全て英語で行われている。校名の

「Bilkent」はトルコ語で「学習と科学の都市」を

意味する“bilim kenti”に由来する。

〇（推

測）
2.5/4.0

English

IELTS – 6.5 overall, with a minimum of 5.5 on

each section, TOEFL iBT – 87 in total

FACULTY OF ART, DESIGN, AND ARCHITECTURE

http://www.art.bilkent.edu.tr

Department of Architecture

http://arch.bilkent.edu.tr

Communication and Design

HP is not available as of April 5, 2021

Fine Arts

http://finearts.bilkent.edu.tr/courses.html

Graphic Design

http://gra.bilkent.edu.tr/?lang=en

Interior Architecture and Environmental Design

http://iaed.bilkent.edu.tr

Urban Design and Landscape Architecture

http://www.laud.bilkent.edu.tr

✔ ✔ ✔ ✔ Music

トルコ4
イスタンブール

ポアジチ大学

Boğaziçi University

トルコの中でも教育レベルが非常に高い大学のひ

とつ。講義は全て英語で行われる。「ボアジチ」

はトルコ語でボスポラス海峡という意味。

〇（推

測）
2.5/4.0

英語のみ

iBT:79, IELTS:6.5
－ ✔

http://english.tau.ac.il/
http://english.tau.ac.il/
http://en.ankara.edu.tr/
http://en.ankara.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
http://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/
http://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/
http://www.boun.edu.tr/en-US/Index
http://www.boun.edu.tr/en-US/Index
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

アラブ首長国連

邦1
アブダビ

アラブ首長国連邦大学

United Arab Emirates

University

1976年にUAE初の大学として設立された国立総

合大学。
- 3.0/4.0

英語

TOEFL iBT 70, IELTS 5.5 以上

アラビア語

英語

College of Engineering

Bachelor of Science in Architecture Engineering

https://www.uaeu.ac.ae/en/catalog/undergraduate/programs/bachelor

-of-science-in-architectural-engineering.shtml

✔ ✔ ✔

アフリカ

エジプト1 カイロ
アインシャムス大学

Ain Shams University

1950年設立の国立総合大学。特に外国語教育の

評価が高く、日本語学習者も多い。
-

ASU Faculities

Faculty of Engineering

http://www.asu.edu.eg/45/page

tHP for details is not in English

✔ ✔ ✔

インド１ チェンナイ

インド工科大学マドラス校

Indian Institute of Technology

Madras

インド工科大学(IIT)はマドラス校を含めて全国に

７つのキャンパスを持つ、インド第一の工学科学

技術研究機関。研究水準の高さは国際的にも知ら

れ、躍進するインドのIT産業を支えている

✔ 学部による
英語

授業に対応できる語学力が必要
英語 － ✔

インドネシア1 デポック

インドネシア大学

University of Indonesia

大学ランキング（QS/THE）でインドネシア国内

最上位に評価される大学。インドネシアで最も古

い高等教育機関とされる。

- 3.0 / 4.0
英語

TOEFL 550; iBT 80; IELTS 6.5

インドネシア語

英語

英語が使用される学部を推奨。

Such as: Faculty of Humanities (English Studies), Faculty of Psychology, Faculty of Law,

Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Computer Science

－ ✔

インドネシア2 ジョグジャカルタ
ガジャマダ大学

Gadjah Mada University

古都ジョグジャカルタに位置し、1949年に創立

されたインドネシアを代表する総合大学
- 3.0/4.0

インドネシア語

英語(Faculty of medicine)

IELTS：5.5

TOEFL iBT:70

インドネシア語

英語

次のコースは交換留学できない

International Program of the Faculty of Economics and International Program of the

Faculty of Medicine

Semester Iにｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、Semester IIに専門の講義＋ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語というｺｰｽも可能

Faculty of Medicine以外はインドネシア語 - - - - -

インドネシア3 バンドン

バンドン工科大学

Bandung Institute of

Technology

－ - －
英語

IELTS5.5
交換留学生はいくつかのコースを最大２つの学部から選択が可能

Faculty of Art and Design

https://www.itb.ac.id/faculty-of-art-and-design

Faculty of Civil and Emviromental Engineering

https://www.itb.ac.id/faculty-of-civil-and-environmental-engineering

School of Architecture, Planning, and Policy Development

https://www.itb.ac.id/school-of-architecture-planning-and-policy-

development

✔ ✔ ✔ - -

アジア

http://www.uaeu.ac.ae/en/
http://www.uaeu.ac.ae/en/
http://www.uaeu.ac.ae/en/
http://www.asu.edu.eg/
http://www.asu.edu.eg/
http://www.iitm.ac.in/
http://www.iitm.ac.in/
http://www.iitm.ac.in/
http://www.ui.ac.id/en/
http://www.ui.ac.id/en/
http://ugm.ac.id/en
http://ugm.ac.id/en
http://www.itb.ac.id/
http://www.itb.ac.id/
http://www.itb.ac.id/
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

韓国1 大田広域市儒城区

KAIST

Korea Advanced Institute of

Science and Technology

(KAIST)

－ ✔

3.0/4.3

＜Business

school＞3.0/4.0

　英語

TOEFL iBT80
英語

College of Engineering

Industrial Design

 https://id.kaist.ac.kr/

✔ ✔

韓国2 江原道春川市
江原大学校

Kangwon National University
韓国の地方国立大学中最も規模が大きい総合大学 ✔ 2.7

韓国語または英語

ほとんどの授業が韓国語で実施されている。英語の授

業は少ない。授業に対応できる語学力が必要

韓国語、英語

受講制限

以下のコースは交換留学生が受講できる授業に制限があります。

Department of Veterinary Medicine, Department of Medicine, Department of Nursing,

College of Law

College of Art, Culture and Engineering

http://www.kangwon.ac.kr/english/contents.do?key=1296&

Department of Architectural Engineering

https://archi.kangwon.ac.kr/index.php　（HP is in Korean））

Department of Design

 

http://www.kangwon.ac.kr/english/contents.do?key=1306&#hyperlink

✔ ✔ ✔ ✔

韓国3 慶南道晋州市

慶尚大学校

Gyeongsang National

University

韓国の南西部、慶尚南道を代表する国立総合大

学。
- －

韓国語（80％が韓国語での授業）

英語（10～20％が英語での授業）
韓国語、英語

Courses in College of Medical sciences, nursing, and veterinary medicines は交換留学生

受け入れ不可。

英語のコース

http://emc.gnu.ac.kr/sub/01_01_18.jsp

Colleges

https://eng.gnu.ac.kr/sub/02_03_05.jsp

College of Engineeering  >> Division of Architectural, Urban and Civil

Engineering (KOR)

http://archeng.gnu.ac.kr/archeng/main.do（HP is in Korean）

/ School of Architecture

http://arch.gnu.ac.kr/arch/main.do　（HP is in Korean）

✔ ✔

韓国4 京畿道 龍仁市
慶熙大学校

Kyung-Hee University
韓国私立大学中の有力校。 ✔ 3.0/4.0

韓国語で授業を受ける場合は、TOPIK 3以上

TOEFL IBT 82 / IELTS 6.5

韓国語で授業を受講希望する場合

　TOPIK level3

英語で授業を受講希望する場合

　TOEFL iBT 80　　IELTS 5.5　TOEIC 730

英検　準1級

韓国語、英語

受入れ制限について交換留学生は、一部の学部にて受入制限あり。

Medicene,Oriental Medicine, Pharmacy, Arts and Design(School of Dance), Musicは受

入不可

College of Art & Design (Global)

Industrial Design

http://and.khu.ac.kr/eng/02/02.php

/ Visual Information Design

http://and.khu.ac.kr/eng/02/03.php

/ Landscape Architecture

http://and.khu.ac.kr/eng/02/04.php９

✔ ✔ ✔ Music

韓国5 大邱市北区
慶北大学校

Kyungpook National University
大邱市に位置する国立の有力総合大学。 ✔ －

韓国語

英語
韓国語、英語

Colledge of Engineering

(School of Architecture

Major in Architecture,Major in Architectual Engineering  HP is in

Korean)

https://arch.knu.ac.kr/

(Department of Design

https://vcd.knu.ac.kr/  HP is in Korean)

✔ ✔ ✔ Music

http://www.kaist.ac.kr/en/
http://www.kaist.ac.kr/en/
http://www.kaist.ac.kr/en/
http://www.kaist.ac.kr/en/
http://www.kangwon.ac.kr/english/index.do
http://www.kangwon.ac.kr/english/index.do
http://eng.gnu.ac.kr/main/
http://eng.gnu.ac.kr/main/
http://eng.gnu.ac.kr/main/
http://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
http://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
http://en.knu.ac.kr/main/main.htm
http://en.knu.ac.kr/main/main.htm
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

韓国6 ソウル特別市城北区

高麗大学校

Korea University

韓国トップレベルの私立大学校。その教育および

研究の質に対する評価は、韓国内外を問わず極め

て高い。

- 2.5

韓国語

英語

英語授業に対応できる英語語学力が必要
韓国語、英語

薬学、看護、法、Information Security、business schoolの全てのgraduate programsは受入

不可

 

Department of Architecture

https://kupa.korea.ac.kr/archi_en/index.do?_ga=2.6533554.1033155

76.1617589409-1505933868.1616997635

School of Civil, Enviromental and Architecture Engineering

https://ace.korea.edu/ace_en/index.do

School of Art & Design

https://and.korea.edu/kuand_en/index.do

✔ ✔ ✔

韓国7 ソウル特別市冠岳区
ソウル大学校

Seoul National University 韓国第一の難関校。 ✔
学部生：2.5

学府生：3.0

英語

韓国語

語学証明書は求められないが九州大学から推薦時に

は、TOEFL iBT 65 ,IELTS 5.0,TOEFL ITP 510以上

が必須である。

※ソウル大学校からの推奨語学力

英語での授業受講を希望する場合

TOEFL iBT 88　IELTS 6.0　TEPS 560

韓国語、英語
受講制限について

交換留学生は、一部の授業に受講制限あり。

詳しくはインフォメーションシートの2）Restrictionを参照のこと。

College of Engineering >>

Dept. of Architecture and Architectural Engineering

https://eng.snu.ac.kr/node/9291

/Dept. of Industrial Engineering

https://eng.snu.ac.kr/node/9292

College of Fine Arts >>

Dept. of Crafts  and Design

http://art.snu.ac.kr/en/category/craft-en/and Design

http://art.snu.ac.kr/en/category/craft-en/

✔ ✔ ✔

韓国8 ソウル特別市
西江大学校

Sogang University

韓国主要日刊新聞中央日報社による大学ランキン

グ研究部門で全国第６位。
✔ －

韓国語

英語

韓国語で授業を受講希望する場合

TOPIK　Level4

英語で授業を受講希望する場合

TOEFL iBT 79　IELTS 6.5

韓国語、英語

受講制限について

交換留学生は、一部の授業の受講制限あり。

詳しくは、インフォメーションシートの「Restricted Areasof Study」を参照のこと。

School of Media, Arts, and Science

https://scc.sogang.ac.kr/wwwe/undergraduate04_1.html
✔ ✔

韓国9 ソウル特別市鍾路区 成均館大学校

Sungkyunkwan University
近年躍進ぶりが顕著な韓国有数の私立総合大学。 ✔ 2.5/4.0

韓国語

英語

TOPIK 3以上

iBT 80　　ITP　　550

IELTS 6.0　B2

韓国語、英語

制限のあるコース

SKK Graduate School of Business、SKK Graduate School of China

Graduate School of Law、Graduate School of Governance

Graduate School of Education、Graduate School of TESOL/Transl

Special Graduate Schools Graduate School of Medicine Graduate School of

Pharmacy、School of Medicine、School of Pharmacy

Global Business Administration Global Economics、Global Leader

School of Art

https://art.skku.edu/eng_art/programs/departments.do

College of Engineering >>

Architecture

https://enc.skku.edu/eng_enc/programs/departments/archi_intro.do

Landscape Architecture

https://enc.skku.edu/eng_enc/programs/departments/lands_intro.do

Service Design Convergence (Interdisciplinary)

https://enc.skku.edu/eng_enc/programs/departments/service_intro.do

✔ ✔ ✔ ✔

http://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do
http://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do
http://en.snu.ac.kr/index.html
http://en.snu.ac.kr/index.html
http://en.snu.ac.kr/index.html
http://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/index_new.html
http://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/index_new.html
http://eng.skku.edu/eng/index.do
http://eng.skku.edu/eng/index.do
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野
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英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

韓国10 済州道済州市
済州大学校

Jeju National University
済州島に位置する国立の総合大学。 - 2.4

韓国語

英語

韓国語で授業を受講したい場合は、TOPIK4級

英語授業に対応できる英語力が必要

韓国語、英語

(College of Arts & Design >>

 Multimedia Design (Faculty of Industrial Design)

http://www.jejunu.ac.kr/eng/colleges/artsndesign/multi

 Culture & Formative Design (Faculty of Industrial Design)

http://www.jejunu.ac.kr/eng/colleges/artsndesign/culture

College of Engineering >>

Architecture (Faculty of Architecture)

http://www.jejunu.ac.kr/eng/colleges/engr/archidesign)

Architectual Engineering

http://www jejunu ac kr/eng/colleges/engr/archieng

✔ ✔

韓国11 ソウル特別市銅雀区
中央大学校

Chung-Ang University

韓国の私立総合大学で、ソウルと京畿道安城市に

キャンパスがある。
✔

1.5/4.0（九州大

学から推薦時には

2.5必須）

韓国語

英語

学部韓国語:TOPIKでﾚﾍﾞﾙ4

大学院大学院への留学は、事前に確認要

TOEFL-iBT80, IELTS5.5

韓国語、英語

Business course はBusinessの学生に限り、交換留学生は各クラス4名まで

受講制限について

以下については、交換留学生に授業が開講されていません。

- School of Medicine  - School of Pharmacy  - School of Nursing  - School of Law

- Graduate School

※大学院はGSIS (Graduate School of International Studies) とGlobal MBAしか受講できま

せん。

 

School of Design

http://arts.cau.ac.kr/user-datas/en/u_3.asp

(Department of Craft Art / Visual Communication Design / Industrial

Design / Fashion Design / Housing and Interior Design)

College of Engineering >> School of Architecture and Building Science

>> Architecture)

School of Civil and Environmental Engineering, Urban Design and

Studies

http://build.cau.ac.kr/infra_eng/

School of Architecture and Building Science

http://archicau.com/wordpress/english/

✔ ✔ ✔

韓国12 大田広域市儒城区 忠南大学校

Chungnam National University
韓国国立大学中の有力校。 - ー

韓国語

英語

TOPIK2

英語による授業に対応できる英語力が必要

韓国語、英語

以下のコースは受講不可

　　∟College of Medicine  　　∟College of Nursing　　∟College of Pharmacy

　　∟College of Veterinary Medicine　　∟Department of English Education

インターンシッププログラムあり

College of Engineering

https://plus.cnu.ac.kr/html/en/sub02/sub02_020105.html

(Department of Architecture, Architectural Engineering, Enviromental

Engineering)

College of Arts ＆Music

https://plus.cnu.ac.kr/html/en/sub02/sub02_020110.html#link

(Design and Material studies)

✔ ✔ ✔

韓国13 光州広域市北区
全南大学校

Chonnam National University

光州の有力大学。工学部は韓国文部省からも高い

評価を受けている。
-

九州大学から推薦

時には2.5必須

韓国語

英語
韓国語、英語

履修制限について    ※ 忠南大学と全く同じ？

交換留学生は、九州大学での所属に関係なく、全南大学校で希望のコースを受講することが

可能です。ただし、以下のコースについては、交換留学生は受講不可ですのでご注意くださ

い。

College of Medicine, College of Nursing, College of Pharmacy, College of Veterinary

Medicine, and Department of English Education.

College of Agriculture and Life Sciences >>

Department of Landscape Architecture

https://global.jnu.ac.kr/Academics/Undergraduate/Uni_20

College of Arts >>

Department of Design

https://global.jnu.ac.kr/Academics/Undergraduate/Uni_94

College of Engineering >>

School of Architecture

https://global.jnu.ac.kr/Academics/Undergraduate/Uni_6

College of Engineering Sciences >>

Department of Architecture

https://global.jnu.ac.kr/Academics/Undergraduate/Uni_81

✔ ✔ ✔ ✔

http://www.jejunu.ac.kr/eng/
http://www.jejunu.ac.kr/eng/
http://neweng.cau.ac.kr/index.do
http://neweng.cau.ac.kr/index.do
http://plus.cnu.ac.kr/html/en/
http://plus.cnu.ac.kr/html/en/
http://global.jnu.ac.kr/jnumain_en.aspx
http://global.jnu.ac.kr/jnumain_en.aspx
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留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

韓国14 釜山広域市沙下区 東亜大学校
Dong-A University

釜山に位置する有名私立大学。 N/A ー

韓国語

英語

TOEFL iBT 70

IELTS 5.5

韓国語 Medical courseは交換留学生を受け入れない

College of Engineering >>

Department of  Architectural Engineering

http://english.donga.ac.kr/english/9684/subview.do?TARGET=1&RPATH=1&M

ODE=1&DEPTCD=001003008020

College of Design and Environment >>

Department of Architectural Engineering

http://english.donga.ac.kr/english/9685/subview.do?TARGET=1&RPATH=1&M

ODE=1&DEPTCD=001003014003

Department of Industrial Design

http://english.donga.ac.kr/english/9685/subview.do?TARGET=1&RPATH=1&M

ODE=1&DEPTCD=001003014003

Department of Urban Planning and Engineering

http://english.donga.ac.kr/english/9685/subview.do?TARGET=1&RPATH=1&M

ODE=1&DEPTCD=001003014005

Department of Landscape Architecture

http://english.donga.ac.kr/english/9685/subview.do?TARGET=1&RPATH=1&M

ODE=1&DEPTCD=001003014006

✔ ✔ ✔

韓国15 ソウル特別市中区
東国大学校

Dongguk University
１００年の歴史を持つ仏教系の私立総合大学。 N/A ー

英語

韓国語

授業に対応できる語学力が必要

韓国語集中講座

東国大学校では、10週間の韓国語集中講座を開講しています。

この講座は有料ですが、大学間交換留学生には90％の割引があります。

College of Engineering >>

Division of Architectural Engineering

https://www.dongguk.edu/mbs/en/subview.jsp?id=en_020308010000

Graduate School of Digital Image ＆Contents

http://www.dongguk.edu/mbs/en/subview.jsp?id=en_020402000000

(Department of Film and Degital Media, MultiMedia)

✔ ✔

韓国16

Korea16

釜山

Busan
釜慶大学校
Pukyong National University

－ N/A ー
ほとんどの授業が韓国語で、一部の講義は英語で行わ

れる。授業に対応できる語学力が必要

韓国語、英語

Korean

English

College of Humanities and Social Sciences >>

Department of Industrial Design

http://www.pknu.ac.kr/usrContentActn.do?p_cmid=261

Department of Visual Design

http://www.pknu.ac.kr/usrContentActn.do?p_cmid=260

College of Engineering >>

Department of Architecture

http://www.pknu.ac.kr/usrContentActn.do?p_cmid=184

Department of Architectual Engineering

http://www.pknu.ac.kr/usrContentActn.do?p_cmid=264

✔ ✔ ✔

韓国17 釜山広域市金井区
釜山大学校

Pusan National University

韓国主要日刊新聞中央日報社による大学ランキン

グ研究部門で全国第４位。

特定分野

英語
ー

韓国語または英語

授業に対応できる語学力が必要
韓国語、英語 Medicine, Law, Artは交換留学を受け入れない。

College of Engineering >>

Department of Architecture

https://archi.pusan.ac.kr/archieng/index.do

Department of Industrial Engineering

https://ie.pusan.ac.kr/ieeng/index...do

Department of Architectual Engineering

https://archieng.pusan.ac.kr/_archieng/index.do

✔ ✔ ✔

http://english.donga.ac.kr/sites/english/index.do
http://english.donga.ac.kr/sites/english/index.do
http://www.dongguk.edu/mbs/en/index.jsp
http://www.dongguk.edu/mbs/en/index.jsp
http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do
http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do
http://www.pusan.ac.kr/eng/Main.do
http://www.pusan.ac.kr/eng/Main.do
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

韓国18 慶北浦項市
浦項工科大学校（POSTECH）

Pohang University of Science

and Technology (POSTECH)

韓国主要日刊新聞中央日報社による大学ランキン

グ研究部門で全国第２位。研究資金、施設ランキ

ングはいずれも１位

✔ 3
英語

TOEFL iBT 79, IELTS (Ac) 6.0 or above
－ ✔

韓国19
ソウル特別市西大門区

延世大学校

Yonsei University
各種国家試験の合格者数が全国第３位の有力校。 ✔

CGPA must be

over CGPA 2.7

on a 4.3(CGPA

2.5 on a 4.0 )

Law School：

3.0/4.0

韓国語

英語

◆韓国語　KLAT level 4

◆英語：iBT79,IELTS6.5　law shoolはiBT86以上

1) TOEFL 79以上 in iBT(cBT 213, pBT 550) or

IELTS 6.5.

2) Or KLAT level 4 / TOPIK level 4.

<Law School>　　TOEFL iBT 86

韓国語、英語

以下のコースは受講制限がありますので、ご注意ください。

Medicine / Dentistry / Nursing/Pharmacy　　Music　　Law　　MBA

Songdo International Campusで開講されているコース

Medicine, Dentistry, Nursing, Music, MBA, Law School, Some courses offered at the

Songdo International Campus(mostly UIC courses)

College of Engineering >>

Architectural and Urban Engineering

https://devcms.yonsei.ac.kr/engineering_en/about/major_3_1.do

 Civil and Environmental Engineering

https://devcms.yonsei.ac.kr/engineering_en/about/major_5_1.do

Industrial Engineering

https://devcms.yonsei.ac.kr/engineering_en/about/major_8_1.do

✔ ✔ ✔

韓国20
ソウル特別市西大門区

梨花女子大学校

Ewha Womans University

ミッション系有名難関大学。女子大としては世界

最大規模。
✔ 2.5/4.0

英語または韓国語

授業に対応できる語学力が必要
韓国語、英語

受講に関する制限

交換留学生が受講できないコースや、受講には特別な要件を必要とするコースあり。

詳細は、インフォメーションシートの「3-2Course Restriction]を参照のこと。

College of Art & Design >>

Division of Design

https://devcms.yonsei.ac.kr/engineering_en/about/major_8_1.do

ELTEC College of Engineering

>>http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/academics/eltec-

engineering.do#view

Division of Sustainable Systems Engineering >>

Architecture

http://ea.ewha.ac.kr/

Architectual and Urbam System Engineering

http://ewha.15440835.com/eng/

✔ ✔ ✔ Music

シンガポール1 シンガポール
シンガポール国立大学

National University of

Singapore

シンガポール第一の最難関校 ✔

3.0

※平均でB評価

（専門科目でC未

満がないこと）

英語

法学部希望者：TOEFL iBT 100, IELTS 6.5

授業に対応できる語学力が必要

英語

受入不可

※詳細は、インフォメーションシートの「Modules for Exchange Students」を確認してくだ

さい。

Faculty of Dentistry、Yong Loo Lin School of Medicine、Saw Swee Hock School of

Public Health、Yong Siew Toh Conservatory of Music、Institute of Systems Science、

Singapore-MIT Alliance

Master level modules are open to students coming under master-level exchange

agreement only. (E.g. MBA modules).

School of Design & Environment >>

Architecture

https://www.sde.nus.edu.sg/arch/

Building

https://www.sde.nus.edu.sg/bdg/

Industrial Design

https://did.platform.courses/

✔ ✔ ✔ ✔

http://www.postech.ac.kr/eng/
http://www.postech.ac.kr/eng/
http://www.postech.ac.kr/eng/
http://www.yonsei.ac.kr/en_sc/index.jsp
http://www.yonsei.ac.kr/en_sc/index.jsp
http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/index.do
http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/index.do
http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
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芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

シンガポール2 シンガポール市

シンガポールマネジメント大学

Singapore Management

University

特にビジネス系の分野が学べる大学で、会計学、

経営学、経済学、情報システム学、法学、社会科

学の６スクールを擁しています。学生数は約

10,000名です。多様性に富んだ大学で、イン

ド、中国、ASEAN諸国、ヨーロッパ、北米、アフ

リカ、中東、モルディブ、日本、韓国などからの

留学生が学んでおり、外国人学生の割合は学部生

で10%、大学院生で61%となっています。また、

世界各国の200以上の大学と協定を結び、学生交

流を推進しています。シンガポールのダウンタウ

ン中心部に最先端の施設を備えたキャンパスがあ

り、政府、経済界、地域社会と強く連携して教育

研究を行っています。ペンシルバニア大学ビジネ

ススクールより多数の教員を招いている。

✔ －

英語

TOEFL iBT 79（マイベストスコアは受入られない）

IELTS 6.5

英語

大学院コースは受講不可。

BSMコースおよび必須条件を満たすことの出来ないコースは登録不可

オンライン申請が必要

－ - - - - -

タイ1 バンコク
タマサート大学

Thammasat University

特に法学系に強みをもつ、タイの名門大学の一

校。
✔

3.0

※コースにより異

なる

タイ語

英語

TOEFL iBT 53～79　IELTS 4.5～6.5

Law はiBT 68/IELTS 6.0 必要

Business school(BBA) は、79/6.5　必要

Economics(BE)は、79/6.5 必要

タイ語

英語

Faculty of Architecture and Planning

https://www.tds.tu.ac.th/en/homeen/

(Architecture,Interior Architecture

 Urban Enviroment Planning and Development, Landscape

Architecture, Urban Design and Developement)

✔ ✔ ✔

タイ2 バンコク
チェラロンコン大学

Chulalongkorn University

タイで最も長い歴史を持つ大学であり、国内で最

も権威があるとされる最難関の総合大学。
✔ 2.75

英語

TOEFL iBT 79

IELTS 6.0

タイ語

英語

英語コースは学部レベルのみ（申請書類は別様式）

タイ語授業（６月～１０月のみ）は無料で受講可

Faculty of Architecture >>

Architecture

https://www.arch.chula.ac.th/eng/?view=department#ARCHITECTURE

Interior Architecture

https://www.arch.chula.ac.th/eng/?view=department#INTERIOR

Landscape Architecture

https://www.arch.chula.ac.th/eng/?view=department#LANDSCPE

Industrial Design

https://www.arch.chula.ac.th/eng/?view=department#INDUSTRIAL

✔ ✔

タイ3 バンコク
マヒドン大学

Mahidol University

チュラロンコン大学と並ぶタイの難関校。病院が

その起源であり医歯系は特に評価が高い。
✔ 2.75

英語

TOEFL score of at least 79 for the internet-based

test or IELTS 6.0.

MUIC:TOEFL iBT 69 (もしくはWriting Score25 以

上）, IELTS6.0(もしくはwriting6.0以上)

タイ語

英語

以下のコースは不可

Nursing Science Program courses, research　project　classes (science), and internships.

Additionally, not all courses listed in the course catalog are offered every term, and

exchange students may need the approval from program directors to register for classes

that require prerequisite courses.

英語コース

３学期制（MUIC）

　*Business Administration Program 　*Science Program 　*Arts Program

２学期制

　*Nursing Science Program 　*Information and Communication Technology Program

Faculty of Engineering

https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/

College of Music (MS) >>

Music Technology Department

https://www.music.mahidol.ac.th/music-technology/

✔ ✔ Music

http://www.smu.edu.sg/
http://www.smu.edu.sg/
http://www.smu.edu.sg/
http://oia.tu.ac.th/
http://oia.tu.ac.th/
http://www.chula.ac.th/en/
http://www.chula.ac.th/en/
http://mahidol.ac.th/
http://mahidol.ac.th/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

台湾1 新竹市
国立清華大学

National Tsing Hua University

中国大陸の清華大学と起源を同じくする名門校。

北京の清華大学と前身を一にする理系の名門大学

である。

- －

中国語

英語

英語授業に対応できる英語語学力が必要

中国語

英語

英語で行われる授業

http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-12455.php?Lang=zh-tw

College of Arts >>

Department of Arts and Design

http://artdesign.site.nthu.edu.tw/?Lang=en

✔ ✔ ✔

台湾2 台北

国立政治大学

National Chengchi University
－ - 2.5以上

中国語

英語

(中国語）TOCFL/HSK Level 4

(英語）　TOEFL iBT:79-80　IELTS: 6.0

TOEIC:700　CEFR:B2

中国語

英語
※交換留学生が受講できないコース　IMBAコース（コード933～） － - - - - -

台湾3 台北

国立台北科技大学

National Taipei University of

Technology

台湾総督府が1912年に設立した台北州立台北工

業学校を前身とする。1948年に台北工業専科学

校と改称され、1997年に4年制大学となった際に

現在の校名となっている。

- －
英語

中国語

中国語

英語

College of Design >>

https://dc.ntut.edu.tw/?Lang=en

(Architecture / Industrial Design / Interaction Design  / Doctoral

Program in Design)

✔ ✔ ✔

台湾4 台北

国立台湾科技大学

National Taiwan University of

Science and Technology

－ - －
英語

中国語
英語での授業：https://iatp.ntust.edu.tw/files/13-1124-68771.php

College of Design

https://dcollege.ntust.edu.tw/index.php?Lang=en

(Department of Design

https://dcollege.ntust.edu.tw/p/412-1028-3329.php?Lang=en/

Department of Architecture

https://dcollege.ntust.edu.tw/p/412-1028-3328.php?Lang=en)

✔ ✔ ✔ ✔

台湾5 台北

国立台湾師範大学

National Taiwan Normal

University

－ -
GPA 3.0/4.3 or

75% 平均

英語

中国語

TOCFL　Level 4

TOEFL iBT 80　IELTS 6.5

中国語

英語

英語の授業：

http://courseap.itc.ntnu.edu.tw/acadmOpenCourse/CofopdlEngTauhtGridCtrl

College of Arts >>

Department of Design

http://en.ntnu.edu.tw/p-Design.php

Department of Graphic Arts and Communications

http://en.ntnu.edu.tw/p-GraphicArts.php

✔ ✔ Music

http://www.nthu.edu.tw/
http://www.nthu.edu.tw/
http://www.nccu.edu.tw/
http://www.nccu.edu.tw/
http://www-en.ntut.edu.tw/
http://www-en.ntut.edu.tw/
http://www-en.ntut.edu.tw/
http://www.ntust.edu.tw/
http://www.ntust.edu.tw/
http://www.ntust.edu.tw/
http://en.ntnu.edu.tw/
http://en.ntnu.edu.tw/
http://en.ntnu.edu.tw/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

台湾6 台北
国立台湾大学

National Taiwan University
台湾第一の最難関校。

特定分野

英語
－

中国語

英語

B1レベル

TOEFL iBTマイベストスコアは受入不可

中国語

英語

受講が制限されている授業

1. The College of Medicine は、学部４年生、大学院生を受け入れない。

実習コースは受けることがでいない。

2. The Department of Anthropologyは英語対応していないため、中国語能力のある学生を

受け入れる。

3. The Department of Economics はCollege of Social Science at NTU. Coursesに属して

いる。経済に関するほかの学部でも見つけることができる。 (e.g. College of Management).

College of Bio-Resources & Agriculture >>

Department of Horticulture & Labdscape Architecture

http://www.hort.ntu.edu.tw/web/index/index.jsp?lang=en

✔ ✔

台湾7 台北
台北医学大学

Taipei Medical University

台湾の私立大学では大学ランキング（QS/THE）

で最上位に評価される大学。
- － － - 医科大学 - - - - -

台湾8 新北市
淡江大学

Tamkang University

私立の有力大学。企業の学生評価はトップクラス

の台湾大学を凌ぐ。
- GPA2.0以上

英語、中国語

TOEFL iBT 61

HSK　Level3

中国語

英語

交換留学生が受講できない講義

1. Executive Master's or Bachelor’s Program.　2. Executive Bachelor’s program.

3. On-the-job Continuing Education Program　4. Teacher Education Program

http://english.tku.edu.tw/Academics.asp

(College of Engineering >>  Department of Architecture)

✔ ✔

フィリピン１ マニラ
アテネオ　デ　マニラ大学

Ateneo De Manila University
フィリピンのミッション系有力大学。 ✔ －

英語

(学部)　TOEFL iBT:80, IELTS 6.0

(大学院かつLoyola Campusの場合)

TOEFL iBT:80, IELTS 6.5

（Ateneo School of Business, Rockwell Makati

Campus)　TOEFL iBT:90, IELTS 6.5

英語 学部生は大学院の講義を取得することは出来ない。 － ✔ ✔

フィリピン２ ケソン
フィリピン大学

University of the Philippines
フィリピン随一の最難関総合大学。 ✔ 3.0

英語

IELTS:6

TOEFL iBT:61

英語

受講制限

(College of Lawは交換留学生を受け入れない）

U of Philippine Manila　(College of Medicine, Nursingは交換留学生を受け入れない）

- - - - -

ベトナム１ ハノイ

ベトナム国家大学ハノイ校

Vietnam National University

Hanoi

－ - 2.8/4.0

英語

ベトナム語

TOEFL iBT68以上　IELTS 5.5以上

英語コース: IELTS 5.5 もしくは同等のレベル (２年間

有効のもの)

ベトナム語

英語
－ ✔ ✔

http://www.ntu.edu.tw/english/index.html
http://www.ntu.edu.tw/english/index.html
http://eng.tmu.edu.tw/
http://eng.tmu.edu.tw/
http://english.tku.edu.tw/
http://english.tku.edu.tw/
http://www.ateneo.edu/
http://www.ateneo.edu/
http://www.up.edu.ph/
http://www.up.edu.ph/
http://vnu.edu.vn/eng/
http://vnu.edu.vn/eng/
http://vnu.edu.vn/eng/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

ベトナム２ ホーチミン市

ベトナム国家大学ホーチミン校

Vietnam National University

Ho Chi Minh City

－ -

左のタブ　Departments & Offices >> Faculties - Trainning Centres

Faculty of Civil Engineering >> Division of Archtecture

✔ ✔ ✔

マレーシア１ クアラルンプール
マラヤ大学

University of Malaya

マレーシア最初の大学。首都クアラルンプールの

南西に位置し、マレーシア最高学府として知られ

ている。

✔ 3.0

マレー語

英語

TOEFL550、 iBT80

IELTS 6.0

マレー語

英語

Faculty of Creative Arts

https://cultural.um.edu.my/

Bachelor of Science in Architecture

https://fbe.um.edu.my/bachelor-of-science-architecture

Bachelor of Media Studies

https://fass.um.edu.my/bachelor-of-media-studies

✔ ✔ ✔

モンゴル１ ウランバートル

モンゴル科学技術大学

Mongolian University of

Science and Technology

首都ウランバートルにある国立大学。 -

School of Civil Engineering and Architecture >>

http://www.scea.edu.mn/en

(Department of Architecure, Enviromental Engineering)

✔ ✔ ✔

ミャンマー１ ヤンゴン
ヤンゴン大学

University of Yangon
- － - - - - -

ブルネイダルサ

ラーム１
バンダルスリブガワン ブルネイダルサラーム大学

Universiti Brunei Darussalam

1985年にブルネイ初の大学として設立され、同国

に4つある大学のうちで最大規模の大学。
- 2.5

英語

IELTS 6.0 or TOEFL 550

マレー語

( 英語 )
協定校には授業料免除のPresessional language courseあり － ✔

中国１ 新疆鳥魯木斉市
新彊師範大学

Xinjiang Normal University
中国新彊ｳｲｸﾞﾙ自治区における教育系の拠点校。 N/A 中国語 中国語 すべてのコースが中国語 - - - - -

http://vnuhcm.edu.vn/
http://vnuhcm.edu.vn/
http://vnuhcm.edu.vn/
http://www.um.edu.my/
http://www.um.edu.my/
http://www.must.edu.mn/en/
http://www.must.edu.mn/en/
http://www.must.edu.mn/en/
http://www.uy.edu.mm/
http://www.uy.edu.mm/
http://ubd.edu.bn/
http://ubd.edu.bn/
http://www.xjnu.edu.cn/
http://www.xjnu.edu.cn/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国2 武漢
武漢大学

Wuhan University

武漢市にある総合大学で

教育部直属の重点大学。
N/A －

英語　中国語

薬学は英語コースもある。ただし、授業料は自己負

担。

英語：IELTS 6.5　中国語：HSK5

中国語

英語

薬学受入れは要授業料支払。

薬学は英語コースもある。ただし、授業料は自己負担。

School of Urban Design

Department of Architeture

http://sud.whu.edu.cn:554/Page/Index/15

Department of Urban and Rural Planning

http://sud.whu.edu.cn:554/Page/Index/16

Department of Design

http://sud.whu.edu.cn:554/Page/Index/17

Department of Graphics and Digital Technology

http://sud.whu.edu.cn:554/Page/Index/18

Department of Landscape Architecture

http://sud.whu.edu.cn:554/Page/Index/19

✔ ✔ ✔

中国3 湖北省武漢市

華中科技大学

Huazhong University of

Science and Technology

(HUST)

教育学部直属の重点大学。 ✔ －

中国語　英語

中国語で授業受講を希望する場合

HSK4級　：Science,　Engineering, and Medicine.

HSK5級　：Economics, Management, Literature,

Philosophy, Education and Law.

語学証明書は求められないが九州大学から推薦時に

は、TOEFL iBT 65 ,IELTS 5.0,TOEFL ITP 510以上

が必須である。

中国語

英語

(School of Architecture and Urban Planning

http://english.aup.hust.edu.cn/ ✔ ✔ ✔

中国4 上海 華東師範大学

East China Normal University

1951年に大夏大学（1924年設立）と光華大学

（1925年設立）を合併し設立された総合研究型

大学。

N/A －

中国語　英語

TOEFL 80　IELTS 6

HSK 5級　180点以上

中国語英語
School of Design

http://www.design.ecnu.edu.cn/en/ ✔ ✔ ✔

中国5 広東省広州市
華南理工大学

South China University of

Technology

理工系大学中トップ１０に入る有力校。 N/A －

中国語　英語

中国語

Elementary:スコア不要　Intermediate：HSK4級

Advanced：HSK5級

英語

＜学部＞

TOEFL iBT:68　IELTS:5.5

＜大学院＞

TOEFL iBT：80　IELTS：6.0

中国語

英語
※Undergraduate ProgramsとPostgraduate Programsを中国語で受ける場合は、

学部学府によって、中国語能力証明書の提出が必要です。

School of Architecture

http://www2.scut.edu.cn/architecture_en/

( Department of Landscape Architecture / Department of

Architecture)

School pf Design

HP is not available

✔ ✔ ✔ ✔

http://en.whu.edu.cn/
http://en.whu.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/
http://www.ecnu.edu.cn/
http://www.ecnu.edu.cn/
http://www.scut.edu.cn/english/index.html
http://www.scut.edu.cn/english/index.html
http://www.scut.edu.cn/english/index.html
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芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国6 山東省済南市
山東大学

Shandong University

山東大学は中国で最も古く設立された名門大学の

一つ。1901年、中国における2校目の国立大学と

して設立され、2001年に中国教育省により21校

の国内主要第一級大学のうちの一校にも選ばれ

た。

N/A 2.3

英語

中国語

TOEFL iBT: 80以上　 IELTS: 6以上

中国語

英語

School of Art

Department of Deign

https://enart.wh.sdu.edu.cn/Faculty__research/Department_of_design.h

tm

✔ ✔

中国7 上海市
上海交通大学

Shanghai Jiao Tong University
上海の超難関校。元中国国家主席江沢民の母校。

特定分野

英語
3.0

英語

中国語で行われる講義を受講する場合

　HSK5級

英語で行われる講義を受講する場合

　TOEFL iBT 90, IELTS 6.0

中国語

英語

普通進修生は３年次以上の学生が対象、高級進修生は学部卒業あるいは修士学位相当の者が

対象
http://en.sjtu.edu.cn/academics/schools ✔ ✔ ✔ ✔

中国8 陝西省西安市
西安交通大学

Xi'an Jiaotong University

中国教育部直轄の有力総合大学。９重点大学の一

つ。
N/A － 中国語　HSK5レベルが望ましい。 中国語 外国語学院の授業は受講不可

すべてのコースが中国語
- - - - -

中国9
吉林省長春市 吉林大学

Jilin University

吉林省長春にある総合大学。

教育部直属の重点大学である。
N/A －

中国語　英語

中国語　HSK5級

英語　TOEFL iBT 80　　IELTS 6.0

中国語

英語

(Faculty of Arts and Humanities>>

http://global.jlu.edu.cn/Academics/Faculties.htm
✔ ✔ Music

http://www.en.sdu.edu.cn/
http://www.en.sdu.edu.cn/
http://en.sjtu.edu.cn/
http://en.sjtu.edu.cn/
http://en.sjtu.edu.cn/academics/schools
http://en.xjtu.edu.cn/
http://en.xjtu.edu.cn/
http://global.jlu.edu.cn/
http://global.jlu.edu.cn/
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芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国10 北京市 清華大学
Tsinghua University

北京大学と並ぶ中国のトップ大学。理工系は北京

大学を凌ぐ。
N/A －

中国語　英語

中国語で行われるコースをとる場合、ＨＳＫ５が必要

TOEFLiBT90と同等レベルを推奨

中国語

英語

学部生の授業　http://join-

tsinghua.edu.cn/publish/bzw2019/12168/2019/20190724133413344604946/2019

0724133413344604946_.html

漢語生以外は３年次以上の学生が対象

コースシラバス

http://is.tsinghua.edu.cn/EN/non-degree-programs/exchange.html

交換留学生が受講できないコース

http://is.tsinghua.edu.cn/EN/PIE/pie.html

そのほか、Academy of Arts and Design and Physical training courses　も受講不可漢語生

以外は３年次以上の学生が対象

(School of Architecture >>

http://www.arch.tsinghua.edu.cn/column/Home

Architecture / Landscape Architecture / Urban Planning, Build

Science)

Academy of Arts and Design >>

http://www.enad.tsinghua.edu.cn/

(Industrial Design / Environmental Design /Visual Communication

Design / Product Design etc.)

✔ ✔ ✔ ✔

中国11 浙江省杭州市
浙江大学

Zhejiang University
総合大学中トップ５に入る有力校。 N/A －

中国語/英語

中国語で開講される授業を受講する場合は、新ＨＳＫ

でLevel4が必要。LiberalArtsとLowは旧HSK5級以上

もしくは、新HSKグレード4以上で210点。その他

は、旧4級もしくは、新HSKグレード4以上で190点

中国語

英語
普通進修生は２年生以上が対象高級進修生は修士取得者が対象，受入教官の事前許可が必要

Undergraduate Education ( list only)

(Faculty of Arts and Humanities >>  Visual communication design

Faculty of Engineering >> Architecture )

http://www.zju.edu.cn/english/19595/list.htm

Gaduate Education ( list only)

Faculty of Engineering>>Architectural Design and Theory

http://www.zju.edu.cn/english/19596/list.htm

✔ ✔ ✔ ✔

中国12 遼寧省大連市

大連理工大学

Dalian University of

Technology

- － －

School of Architecture and Fine Art

http://aaschool.dlut.edu.cn/index/main.htm

( Department of Architecture / Department of Urban Planning /

Department of Fine Art / Department of Industrial Design)

✔ ✔ ✔ ✔

中国13 安徽省合肥市

中国科学技術大学

University of Science and

Technology of China

中国科学院に所属する、先進科学とハイテク技術

を中心として科学技術の背景を有する管理及び人

文学科も擁する総合重点大学。

- － － － ✔ ✔

http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.tsinghua.edu.cn/en/
http://www.zju.edu.cn/english/
http://www.zju.edu.cn/english/
http://en.dlut.edu.cn/
http://en.dlut.edu.cn/
http://en.dlut.edu.cn/
http://en.ustc.edu.cn/
http://en.ustc.edu.cn/
http://en.ustc.edu.cn/
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大学間学生交流協定校 　　　２０２１．４月現在

芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国14 北京
中国人民大学

Renmin University of China

社会,人文,経済,管理科学を主とした中国の重点大

学。官僚を多数輩出している。

特定分野

英語
3.0

中国語（ほとんどが中国語での授業）

HSK6

中国語

英語
中国語（ほとんどが中国語での授業）HSK6 － - - - - -

中国15 吉林省長春市 東北師範大学

Northeast Normal University

「勤奮創業、為人師表」(勤め励んで事業を創始

し、人の師表となる)を校是とし、１７の学院(学

部)、４０の専業(専攻)、及び大学院を有する教員

養成系の総合大学

N/A 3.0
中国語

中国語　HSK5

中国語
- - - - -

中国16 上海市
同済大学

Tongji University

上海市の北部にある国家重点大学。1907年に創

立された医学校が起源。理工系は特に有名。
N/A －

中国語英語

IELTS6.5

TOEFL iBT79

HSK4

中国語

英語

College of Architecutre and Urban Planning

Department Of Architecture

https://caup.tongji.edu.cn/caupen/11031/list.htm

Department Of Urban Planning

https://caup.tongji.edu.cn/caupen/11032/list.htm

Department Of Landscape

https://caup.tongji.edu.cn/caupen/11033/list.htm

College of Design and Innovation

https://tjdi.tongji.edu.cn/about.do?ID=29&lang=_en

✔ ✔ ✔ ✔

中国17 天津市
南開大学

Nankai University

天津市南開区にある総合大学で重点大学の一つ。

周恩来の母校として有名。
N/A 3.0/4.0

中国語

英語（一部の授業のみ）

中国語で授業受講希望をする場合　HSK 5級

英語で授業受講希望をする場合　TOEFL iBT 80、

IELTS 6.0

中国語

英語

Academics >> School A-Z ( School or College )

https://en.nankai.edu.cn/11480/list.htm

College of Enviromenatal Science and Engineering (HP is not

available)

✔ ✔

http://www.ruc.edu.cn/en
http://www.ruc.edu.cn/en
http://en.nenu.edu.cn/
http://en.nenu.edu.cn/
http://en.tongji.edu.cn/
http://en.tongji.edu.cn/
http://en.nankai.edu.cn/
http://en.nankai.edu.cn/
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芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国18 江蘇省南京市 南京大学

Nanjing University
総合大学中トップ10に入る有力校。 N/A －

中国語　英語

IELTS 6　TOEFL 70

中国語で授業受講を希望する場合　HSK5級

英語で授業受講を希望する場合

　TOEFL iBT90　同等のレベル

中国語

英語

Schools & Departments

https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm

(School of Architecture and Urban Planning >>

https://www.nju.edu.cn/EN/7f/6d/c7136a163693/page.htm

(Department of Architecture / Department of Urban Planning and

Design)

✔ ✔ ✔ ✔

中国19 上海市
復旦大学

Fudan University
上海の超難関校。 N/A GPA3.0以上

中国語　英語

中国語で行われるの授業を受講したい場合：新HSK6

級(スコア200以上)

英語で行われる授業を受講したい場合：TOEFL

iBT80, IELTS6.5(6.0以下がないこと)

中国語

英語
受け入れ不可MBA, LLM, Medical courses and some special programs in ICES － - - - - -

中国20 北京市 北京航空航天大学

Beihang University

中国で最初の航空工学と宇宙工学を中心とした工

科系の強い総合大学。
N/A

2.0

（九州大学内では

2.5以上は必須）

中国語　英語

授業に対応できる英語の能力が必要（少なくとも

B1）

中国語

英語

学部への留学は25才以下であること。

英語で受講できるコース

http://global.buaa.edu.cn/Beihang_Master_Programs_taught_in_English.pdf

Schools & Colleges(List only)

https://ev.buaa.edu.cn/Academics/Schools___Colleges.htm
✔ ✔

中国21 北京市 北京大学

Peking University

1898年設立以降、中国の学問の中心の一つとし

て中国中に名を知られる国家重点大学である。
N/A 3.0 on a 4.0

英語　中国語

中国語で開講される授業受講希望の場合　HSK6

For Chinese-taught regular courses, HSK Level 6 (

with each item over 70 points)

※英語で学ぶコースは、語学証明書は求められないが

九州大学から推薦時には、TOEFL iBT 65 ,IELTS

5.0,TOEFL ITP 510以上が必須である。

中国語

英語

履修不可

以下のコースは交換留学生は受講できません。

Health Science Center School of Software and Microelectronics

Faculty with special pre-requisites Tailor-made programs

Double-degree courses

Shenzhen Graduate School (case-by-case discussion is needed)

English-taught graduate courses of special Master programs (MBA, MIR, MPP, LLM,

Yenching Academy, etc.)

Chinese-taught Master-level courses are only available with the faculty’s permit

College of Architecture and Landscape Architecture

http://www.cala.pku.edu.cn/English.htm

School of Urban and Environmental Sciences

https://urban.pkusz.edu.cn/index.htm

✔ ✔

http://www.nju.edu.cn/EN/
http://www.nju.edu.cn/EN/
http://www.fudan.edu.cn/en/
http://www.fudan.edu.cn/en/
http://ev.buaa.edu.cn/
http://ev.buaa.edu.cn/
http://english.pku.edu.cn/
http://english.pku.edu.cn/
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芸工学生に関連する分野

地域 国名 所在地 大 学 名 芸工学生に関連する学部学科特徴 備考 

英語

のみでの

留学可

必要GPA 語学能力（留学先期間要求） 使用言語

中国22 香港

香港科技大学

The Hong Kong University of

Science and Technology

1991年に香港西貢区に設立された公立大学。

使用される言語は一部を除き全て英語。
- ー ー

中国語

英語

https://hkust.edu.hk/academics

School of Engineering >> Integrative Systems & Design

https://isd.hkust.edu.hk/

(Design Minor)

✔

中国23 香港 香港大学

University of Hong Kong

香港における大学の双璧をなす難関校。

授業はほとんど英語で行われる。
✔

＜Faculty of Law

＞3.33/4.3

＜Faculty of

Business,

Economic＞3.0

英語　IELTS 6.5　TOEFL iBT93

＜Faculty of Law＞

TOEFL iBT 97, IELTS 7 (no sub-test below 6.5)

英語

Faculty of Architecture >> Department of Architecture

https://www.arch.hku.hk/departments-and-divisions/department-of-

architecture/

DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND DESIGN

https://www.arch.hku.hk/departments-and-divisions/department-of-

urban-planning-and-design/

Division of Landscape Architecture

https://www.arch.hku.hk/departments-and-divisions/division-of-

landscape-architecture/

Division of Architectual Conservation Prpgramms

https://www.arch.hku.hk/departments-and-divisions/division-of-

architectural-conservation-programmes/

✔ ✔ ✔ ✔

中国24 香港
香港中文大学

Chinese University of Hong

Kong

香港において、香港大学と双璧をなす難関校。

✔

特定分野

英語

3.0 out of 4.0

中国語　英語

A minimum TOEFL score of 530 (paper-based),

197 (computer-based) or 71 (internet-based), or

IELTS 6　か同等のレベル

中国語英語

Chinese

English

交換留学生が受講できない講義は以下を参照

http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf

Faculty of Social Science >>

School of Archtecture

http://www.arch.cuhk.edu.hk/

✔ ✔ ✔

中国25 香港

香港理工大学

The Hong Kong Polytechnic

University

1994年に香港に設立された公立大学。 - 2.7
IELTS 6.0

TOEFL 80

https://www.polyu.edu.hk/education/

(School of Design >>

https://www.sd.polyu.edu.hk/en/Programmes

✔ ✔

http://hkust.edu.hk/
http://hkust.edu.hk/
http://hkust.edu.hk/
http://www.hku.hk/
http://www.hku.hk/
http://www.cuhk.edu.hk/english/index.html
http://www.cuhk.edu.hk/english/index.html
http://www.cuhk.edu.hk/english/index.html
http://www.polyu.edu.hk/en/
http://www.polyu.edu.hk/en/
http://www.polyu.edu.hk/en/
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