
No. 国・地域 協定大学名／言語／大学URL 派遣期間 派遣人数 対象※1 語学能力等※2 備考 実績 申請締切
テキサス大学アーリントン校 <１学期又は１年> Ｈ２４：１人
【英語】 第一学期　8月中旬 ～ 12月中旬 2名 H25：2人 2015.3.1
http://www.uta.edu/ 第二学期　1月中旬 ～ 5月中旬 H26：2人 2015.10.1
コロラド州立大学 <1学期又は1年> H24:1人
【英語】 第一学期　8月下旬 ～ 12月中旬 3名 H25:3人 2015.3.1
http://www.career.colostate.edu 第二学期　1月中旬 ～  5月中旬 Ｈ26:1人 2015.101
オクラホマ大学 <1学期又は1年> H23:1人
【英語】 第一学期　8月中旬 ～ 12月中旬 3名 H25:1人 2015.3.15
http://www.ou.edu/web/home.html 第二学期　1月中旬 ～ 5月中旬 H26:3人 2015.9.15
マンチェスター大学人文科学学部 <1学期又は1年> H23:1人

4 【英語】 第一学期　9月中旬 ～ 1月下旬 2名 H25:1人 2015.6.1

http://www.manchester.ac.uk/ 第二学期  2月上旬 ～ 6月末 2015.11.1

ヨーク・セントジョン大学 <1学期又は1年>
【英語】 第一学期　9月～1月 ２名 2015.4.30 
http://www.yorksj.ac.uk/ 第二学期  １月～5月 2015.10.31
ガジャマダ大学 ＜6ヶ月～1年＞ ※３　農 H26:2人

6 【インドネシア語】 第一学期　9月～1月 1名 2015.3.31
http://www.ugm.ac.id/en/ 第二学期　2月～7月 2015.8.31
タリン大学 <1学期又は1年間を目安> H21:2人

7 【エストニア語】 第一学期　１月末～６月末 5名 H22:3人 2015.11.1
http://www.tlu.ee/ 第二学期　8月末～1月中旬 H23:3人 2015.6.1
ライデン大学 <1学期又は1年間を目安>

8 【オランダ語】 第一学期　9月～1月 2名 2015.4.1
http://www.leiden.edu/ 第二学期　2月～6月 2015.10.15
モントリオール大学 ＜１学期～1年以内＞

9 【フランス語】 第一学期　9月～12月 4名 2015.4.1
http://www.umontreal.ca/ 第二学期　１月～4月 2015.9.1
大邱大学校 <1年以内> H24:2人

10 【韓国語】 第一学期　3月～6月末 4名 2015.12.1
http://www.daegu.ac.kr/kor/ 第二学期　9月～12月末 2015.6.1
仁済大学校 <1年以内> ※３　地教 H21:1人

11 【韓国語】 第一学期　3月初旬～6月中旬 4名 H23:3人 2015.12.31
http://www.inje.ac.kr/ 第二学期　9月初旬～12月下旬 2015.6.30
全南大学校 ＜6ヶ月～1年＞ H23:1人

12 【韓国語】 第一学期　3月～6月 2名 H24:2人 2015.11.30
http://international.jnu.ac.kr/en 第二学期　9月～12月 2015.5.31
慶南科学技術大学校 <1年以内>

13 【韓国語】 第一学期　3月初旬～6月中旬 4名
http://www.chinju.ac.kr/ 第二学期　9月初旬～12月中旬
済州大学 ＜1学期又は1年＞

14 【韓国語】 第一学期　3月初旬～6月中旬 ５名 2015.12.10
http://www.jejunu.ac.kr/ 第二学期　8月下旬～12月初旬 2015.6.10
ジョモケニヤッタ農業大学

15 【英語】 第一学期　8月～12月 2名
http://www.jkuat.ac.ke/ 第二学期　5月～8月
サラマンカ大学 ＜1学期～1年以内＞ H26:1人

16 【スペイン語】 第一学期　９月～２月 2名 2015.5.31
http://www.usal.es/webusal/ 第二学期　2月～6月
ペラデニア大学 ＜6ヶ月～1年＞ ※３　農

17 スリランカ 【英語】 第一学期　10月～3月 2名
http://www.pdn.ac.lk/ 第二学期　4月～9月
コンケン大学 <1年間を目安> H23:1人

18 【タイ語】 第一学期　5月～9月 3名 2015.4月中旬

http://www.kku.ac.th/eng/ 第二学期　10月～3月 2015.8月中旬

スラナリー工科大学 ＜6ヶ月～1年＞
19 【タイ語】 2名

http://web.sut.ac.th/2012/en
ラジャマンガラ工科大学タニャブリ校 ＜6ヶ月～1年＞

20 【タイ語】 第一学期　8月～12月 2名 2015.5.15
http://www.eng.rmutt.ac.th 第二学期　1月～5月 2015.10.15
チェンマイ大学 ＜６ヶ月～１年＞

21 【タイ語】 第一学期　８月～1２月 2名 2015.8.3
http://www.cmu.ac.th/index_eng.php 第二学期　1月～５月 2015.1.1
銘傳大学 <1年間を目安> ※３　地教 H24:3人

22 【中国語】 第一学期　9月～2月 4名 H25:1人 2015.5
http://www1.mcu.edu.tw/ 第二学期　2月～7月 H26:1人 2015.1
中山大学 ＜1学期～1年＞

23 【中国語】 第一学期　9月 ～ 1月 2名 2015.4.30
http://oia.nsysu.edu.tw/ 第二学期  2月 ～ 6月 2015.11.30
台湾師範大学 ＜1学期～1年以内＞ ※３　地教 H26:1人

24 【中国語】 第一学期　9月～1月 2名 2015.3.15
http://www2.ntnu.edu.tw/ 第二学期　2月～6月 2015.10.31
文藻外語大学 ＜1学期～1年以内＞ ※３　地教

25 【中国語】 第一学期　9月～1月 2名 2015.4.30
http://www2.ntnu.edu.tw/ 第二学期　2月～6月 2015.10.31
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No. 国・地域 協定大学名／言語／大学URL 派遣期間 派遣人数 対象※1 語学能力等※2 備考 実績 申請締切
吉林大学 ＜半年又は1年＞ H22：1人
【中国語】 第一学期　8月中旬 ～ 1月中旬 3名 2015.4.30
http://www.jlu.edu.cn/newjlu/ 第二学期  3月中旬 ～ 7月初旬 2015.10.31
哈爾浜工業大学 <1年間を目安>
【中国語】 第一学期　9月～1月 4名 2015.6.30
http://en.hit.edu.cn/ 第二学期　3月～7月 2015.12.31
北京林業大学 ＜1学期～1年＞ H23:2人
【中国語】 第一学期　3月～8月末 4名 H24:1人 2015.11.30
http://www.bjfu.edu.cn/english/ 第二学期　9月～2月末 2015.5.30
青島農業大学 <1学期又は1年>
【中国語】 第一学期　2月末～7月中旬 4名 2015.10.31
http://www.lyac.edu.cn/
 第二学期　9月末～1月初旬 2015.7.31
福建師範大学 <1年以内> ※３　理
【中国語】 第一学期　9月～1月 4名 2015.4.30
http://iccs.fjnu.edu.cn/ 第二学期　2月～7月 2015.10.30
大連理工大学 ＜１学期又は１年間＞
【中国語】 第一学期　2月末～7月 5名
http://www.dlut.edu.cn/ 第二学期　９月～１月 2015.6.30
河南師範大学 ＜1年＞
【中国語】 第一学期　9月～1月 4名 2015.5.15
http://www.henannu.edu.cn/ 第二学期　2月～7月 2015.11.15
延辺大学 ＜1学期又は1年＞
【中国語】 第一学期　3月～７月 2名 2015.6.30
http://www.ybu.edu.cn/ 第二学期　9月～12月 2015.12.30
黒竜江八一農墾大学 ＜6か月又は1年＞
【中国語】 2名 2015.12.31
http://www.hlau.cn/ 2015.6.15
上海工程技術大学 ＜1学期又は1年＞
【中国語】 第一学期　3月～９月 ５名
http://www.sues.edu.cn/ 第二学期　9月～2月
タルカ大学 ＜1学期又は1年＞

36 【スペイン語】 第一学期　3月～7月 ５名 2015.11.30
http://www.utalca.cl/link.cgi/ 第二学期　8月～12月 2015.5.31
COMSATS情報科学大学 ＜6ヶ月～1年以内＞

37 【英語】 3名
http://www.ciit.edu.pk/
ライプニッツ・ハノーヴァー大学 <1年間を目安> ※３　農

38 ドイツ 【ドイツ語】 第一学期　10月～3月 2名 2015.4.30
http://www.uni-
hannover.de/en/index.php

第二学期　 4月～9月 2015.11.15
アンジェ大学 <1学期又は1年間を目安>

39 【フランス語】 第一学期　9月～1月 2名 2015.4.1
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html 第二学期　2月～6月 2015.10.15
ブルネイ・ダルサラーム大学 <１学期又は1年>

40 【英語】 第一学期　７月下旬～12月初旬 4名 2015.4.15
http://www.ubd.edu.bn/ 第二学期　1月初旬～5月中旬 2015.9.15
ハノイ国家大学自然科学大学 <6ヶ月～1年以内>

41 【ベトナム語】 第一学期　8月～1月 2名
http://www.hus.edu.vn 第二学期　2月～6月
ハノイ工科大学 <6ヶ月～1年以内>

42 【ベトナム語】 第一学期　8月～1月 2名
http://www.hut.edu.vn 第二学期　2月～6月
ベトナム国立農業大学 <6ヶ月～1年以内>

43 【ベトナム語】 第一学期　8月～1月 5名
http://www.hua.edu.vn/eng/ 第二学期　2月～6月
カントー大学 ＜1学期～1年＞

44 【ベトナム語】 第一学期　8月1日～12月15日 ３名
http://websrv.ctu.edu.vn/ 第二学期　1月1日～5月12日
ラ・モリーナ国立農業大学 ＜1学期間～1年以内＞

45 【スペイン語】 第一学期　３月～ 2名 2015.11.15
http://www.lamolina.edu.pe/ 第二学期　８月～ 2015.4.15
カトリカ大学 ＜6ヶ月～1年＞ H26:1人

46 【スペイン語】 第一学期　3月～7月 2名 2015.12.10
http://www.pucp.edu.pe/ 第二学期　8月～12月 2015.6.15
サン・マルコス国立大学 ＜6ヶ月～1年＞

47 【スペイン語】 第一学期　3月～7月 2名 2015.12.16
http://www.unmsm.edu.pe/ 第二学期　8月～12月
ペルー国立工科大学 ＜6ヶ月～1年＞

48 【スペイン語】 2名
http://www.uni.edu.pe/
サンアンドレス大学 <6ヶ月～1年以内> H24:1人 2015.9

49 【スペイン語】 第一学期　1月～5月 2名 2015.4
http://www.umsa.bo/umsa/app 第二学期　8月～12月
マレーシア工科大学 <6ヶ月～1年以内> 2015.4.30

50 【マレー語】 第一学期　９月～２月 3名 2015.9.30
http://www.utm.my/main.php 第二学期　２月～９月
モンゴル国立農業大学 ＜1学期～1年＞

51 【モンゴル語】 第一学期　９月～12月 2名 英語での授業
http://www.msua.edu.mn/ 第二学期　２月～5月 はない　※３　農
ラトビア大学 <1学期又は1年間を目安> H20:2人

52 【ラトビア語】 第一学期　９月～1月 3名 H24:2人 2015.5.15
http://www.lu.lv 第二学期　2月～６月 2015.11.15
ビリニュス大学 ＜１学期又は１年間＞ H25:1人

53 【リトアニア語】 第一学期　９月～１月 2名 2015.6.1
http://www.vu.lt/en/ 第二学期　２月～６月 2015.11.15
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ブリヤート大学 <6ヶ月～1年以内> H19:2人
【ロシア語】 第一期　９月～１２月 2名 H25:1人 2015.6.1
http://eng.bsu.ru/ 第二期　２月～５月 2015.1.1
M.K.アモーソフ記念北東連邦大学 ＜6ヶ月～1年以内＞
【ロシア語】 第一学期　９月～１２月 2名 2015.6.30
http://www.ysu.ru 第二学期　1月～７月 2015.10.30

※１． 派遣時において、本学の学部に在籍する２年次以上の学生又は大学院生
※２． 内は必須条件を表す。それ以外は授業で使われる言語、または目安を示す。
※３． 学部間交流協定もあり。（詳細は、各学部の担当まで）
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