
1 

交換・認定留学 海外協定校紹介 
※2020 年 4 月現在の情報です。最新情報は、各大学の公式ウェブサイトで確認してください。語

学スコアの入学要件は、希望する学部・コースにより異なることが多いので、各自、自分の希望

する学部について、応募前に必ず確認すること。 
 
 
 

Augustana College オーガスタナ大学【交換留学対象校】 
リベラルアーツとサイエンスの分野で高い定評のある

1860 年創立の私立大学。リーダーシップの育成に重きをお

き、アメリカ国内の 2020Best Value Schools National Liberal 
Arts Colleges として 69 位に位置付けられている。少人数教

育に力を入れており、学生数対教授比率は 12:1 と、学生と

教授との距離がとても近いことも大きな魅力の一つ。 
人気の学部は、Business Administration and Management, 

Communication Sciences and Disorders, Psychology, 
Speech Communication and Rhetoric など。キャンパスは、

シカゴから車で 3 時間のイリノイ州、ロックアイランドに位

置する。 
日本人学生はほぼ本学からのみである上、日本語の専攻が

あるので、深い交流ができる。毎年、本学の夏季集中講義に

は交換教員が来日し、外大で授業を行うなど、交流が盛ん。 

 

 
 
 

住所 639 38th St., Rock Island, Illinois, 61201-2296 
学生数 約 2,500 人 

授業料 
交換留学生は、授業料が免除される。

Tuition $45,136、Standard meal plan and 
housing $11,216。 

入学条件 TOEFL iBT 80 または IELTS 6.5、GPA 3.0 
ウェブサイト https://www.augustana.edu/  

 

Eastern Washington University イースタンワシント

ン大学【交換留学対象校】 
本学とは交流の歴史が最も長い協定校。1882 年創立の州

立総合大学で、アメリカの Regional Universities West 
Ranking で 77 位。キャンパスは、シアトル市から車で約 4
時間のチーニーに位置する。チーニーは治安のよい小さな街

で、町民もフレンドリーでアットホームな雰囲気。近隣は自

然豊かで1年を通じてレジャーやスポーツを楽しむことがで

きる。キャンパスは約 300 エーカーと広大で、50 を超える

建物が点在しキャンパス内をスクールバスが走っている。 
4 学期制の大学で、設立当初は教育学部の単科大学であっ

た。学生数対教授比率は 21:1。人気の学部は、Business 
Management, Education, Occupational Therapy, Social  
Work, Athletic Training など。交換留学生は秋出発のみ。 

   
 

住所 304 Sutton Hall, Cheney, WA 99004-2455 
学生数 約 13,000 人（うち留学生は、約 3%） 

入学条件 TOEFL iBT 71/ IELTS 6.0、GPA 2.0 以上 

授業料 交換留学生は、授業料が免除される。Tuition and  
Fees 約$24,444。 

ウェブサイト https://www.ewu.edu/apply/international/  

U S A 
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Elmira College エルマイラ大学【ダブル・ディグリー対象校】 
1855 年創立。全米で最も古い大学の 1 つで、質の高いリベ

ラルアーツ教育を提供している私立大学。「トムソーヤの冒

険」の著者であるマーク・トウェイン研究、Mark Twain 
Studies で有名。キャンパスは、NY 州の南、ペンシルバニア

州との境付近。NY City から車で約 5 時間に位置する。全寮

制。 
ビジネス、心理学、初等教育学などが人気の専攻分野で、

学生のほとんどは東海岸の出身者だが、留学生も在籍してい

る。小規模な大学で、学生と教員の距離は近く、政治学を教

える日本人教授もいる。スポーツはアイスホッケー、サッカ

ー、バスケットボール、テニス、ラクロス等が人気。  
 
 

住所 One Park Place, Elmira, New York, 14901 
学生数 約 1,200 人（うち留学生は、約 80 人） 

授業料 

授業料約$35,400。ただし、ダブルディグリーで

本学からの留学する学生は協定に基づき 50%減

免可能性あり。寮費 Standard Room and Board 
Plan 約$12,500 

入学条件 TOEFL iBT 80 または IELTS 6.0(TOEFL 90 以

上が望ましい、事前に相談すること) 

備考 

・各自の履修状況により、留学期間は異なるため、

事前に必ず相談すること。 
・ダブル・ディグリーを前提に留学する場合は、3

年生後期から開始するのが条件。約 2 年～2.5 年

の留学となる。合計約 5～6 年間在籍し、2 大学

の学位を取得することとなるので注意。 
ウェブサイト https://www.elmira.edu/admissions-aid/Apply/International_Admissions/index.html 

Oregon State University オレゴン州立大学 
1868 年創立。オレゴン州コーバリス市に東京ドーム 34 個

分（400 エーカー）のキャンパスを持つ、4 年制州立総合大

学。200 以上の学位プログラムを提供すると共に、工学、環

境学、林業、海洋学、薬学分野は最も著名な研究分野として

有名である。US News 全米大学ランキングでは 150 位以内、

また Times Higher Education の World University Rankings
でも 301–350 位に位置。 

学内設備が充実しており、大型のスポーツ施設、トレーニ

ングルーム、30 軒以上のカフェテリアやカフェ、書店、ボ

ウリング場、ビリヤード場などがある。部活動もさかん。周

辺地域は全米で「最も安全で小さな街」に選ばれたことがあ

り、犯罪率、災害率共に非常に低い。東京に日本事務局、現

地には日本人カウンセラー常駐と、留学生支援に手厚い。 

 
   
 

住所 1500 SW Jefferson Way, Corvallis, OR 97331 
541-737-1000 

学生数 約 31,476 人（うち留学生は、約 3,969 人） 
入学条件 TOEFL iBT 80/ IELTS 6.5、GPA2.25 

授業料 Tuition and Fees 約$33,025 
寮費$3,588～$6,996（1 年、食費込） 

履修等 

・9 月開始もしくは 3 月下旬開始。 
・原則リベラルアーツ学部の授業を履修。他学部

（ビジネス、工学、科学など）の教科も学部長

の承認により一部受講可能。1 学期間 12～18 単

位の履修登録が可能。 
ウェブサイト https://oregonstate.edu/  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%B3%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%B3%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%AD%A6
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
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University of Regina レジャイナ大学【交換留学対象校】 
バンクーバーから飛行機で 2 時間半、サスカチュワン州の

州都レジャイナ市にある、州立 4 年制総合大学。レジャイナ

市は自然豊かな街で、その生活水準の高さや治安の良さか

ら、住みやすい街として知られている。 
キャンパスは北アメリカ最大の都市公園であるワスカナ

センターの中にあり、豊かな自然に囲まれた静かな学習環境

を提供している。大学内のほぼ全ての建物は屋内廊下でつな

がれているので、寒い冬でも快適に移動が出来る。 
Maclean’s magazine の大学ランキング Canada’s Top 

School by Reputation 2019 で 41 位、Comprehensive 
Universities 2019 では 14 位。世界中からの留学生が多く、

留学生サポートもしっかりしている。また卒業生の質の高さ

には定評がある。 

 

住所 3737 Wascana Parkway, Regina, SK, S4S 0A2 
学生数 約 12,000 人（うち留学生は、15％） 

授業料 交換留学生は、授業料が免除される。Tuition and 
Fees 約＄10,321。 

入学条件 
・TOEFL 83（R20, L20, S20, W20） 
・IELTS 6.5 (with no bands less than 6.0)  

ウェブサイト https://www.uregina.ca/international/  

Medicine Hat College メディシンハット大学 
【交換留学対象校】 

石油資源に恵まれ、カナダで最も日当たりの良く雨の少な

いアルバータ州に位置する、1965 年創立の公立大学。アル

バータ州では、4 年制の学部のみの大学を「カレッジ」と呼

ぶため、ＭＨＣは 4 年制大学である。 
アルバータ州は裕福で犯罪率が少なく、州税がかからない

為、住みやすい（カナダで州税がかからないのはアルバータ

州のみ）。アウトドアに最適な環境で、様々な施設が近辺に

ある。留学中は定期的に留学生が自由に参加出来るイベント

が学内外で定期的に開催されるなど、留学生サポートが非常

に手厚い。またホームスティか寮を選択できる大学でもあ

り、ホームスティは好評。学部に留学生は少ないので、英語

漬けの環境に身を置きたい人にはお勧め。 

 
 

住所 299 College Drive SE, Medicine Hat, AB,  
T1A 3Y6 

学生数 約 3,600 人（うち留学生は、9％） 

授業料 

交換留学生は、授業料が免除される。授業料

＄2998.35～＄4997.25（1 科目＄333.15）。寮

＄2,259-＄2,443/semester, ホームスティ

＄2600/semester。 

入学条件 ・TOEFLiBT 79 
・IELTS 6.0（全て 5.5 以上） 

履修等 
・留学生は General Studies 専攻となり、提供さ

れる授業リストの中から好きな科目を、学部

所属を気にせずに履修する事が出来る。 
ウェブサイト https://www.mhc.ab.ca/InternationalStudents.aspx 

CANADA 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAuJS-y-jOAhVBmJQKHVLLBqQQjRwIBw&url=http://www.wallpaperlink.com/bin/0807/04728.html&psig=AFQjCNHietodQaWjDOfnAlwfcD6JBo-tKw&ust=1472626490475388
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Newcastle University ニューカッスル大学 
【交換留学対象校】 

イギリスで 3 番目に古いダラム大学の医学科が独立し、

1963 年に創設された国立総合大学。イングランド北東部の

ニューカッスル・アポン・タイン市に広大なキャンパスを持

つ。ロンドンから電車で約 3 時間、キャンパスは駅から 15
分ほど。 

QS World University Ranking の世界大学ランキングで、総

合順位は常に 100 位台に位置。また教育、研究、施設、国際

化などの 8 項目において全て 5 つ星を獲得しており、学生満

足度は、イギリス国内でも 90％前後と非常に高い。イギリス

の大規模研究型大学で構成するラッセル・グループに所属し

ており、質の高い教育を提供している。学部課程では 200 以

上のコースを提供し、文系分野では特にビジネス、教育、歴

史、語学で人気のカリキュラムを有する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住所 Newcastle upon Tyne, NE1 7RU 
学生数 約 21,000 人（うち留学生は、約 5,700 人） 

授業料 交換留学生は、授業料が免除される。約£18,500 
- £19,500。 

入学条件 ・IELTS 6.5（全て 5.5 以上） 

履修等 
注意事項 

・本学の協定締結先は、”Faculty of Humanities 
and Social Sciences”のため、履修できるのは、

原則この学部内の授業。 
・単位制限付きで、他学部の授業もレベルに応

じて受講可能。 
ウェブサイト https://www.ncl.ac.uk/international/#hp-nav  

York St. John University ヨークセントジョン大学 
【交換留学対象校】 

1841 年創設の大学で、学部は人文学部、教育学部、健康

科学部、経営学部などが開講されている。元々は教員養成の

学校であり、現在も教育学部と神学部は最も人気があるが、

その他、文学や言語学、スポーツサイエンスなど様々なコー

スを提供している。日本人はまだあまりいないので、英語漬

けの環境に身を置きたい人にお勧め。 
キャンパスはロンドンやエジンバラから 2 時間のところ

にある、イングランド北部の観光地ヨーク市に立地し、中世

の歴史を物語るヨーク・ミンスターに近い。歴史的建物に興

味のある学生には人気の地域。最寄りの空港はマンチェスタ

ー空港。ウェルカムプログラム等、留学生と英国人学生の交

流を深めるイベントが多く、留学生サポートに手厚い。帰国

学生の満足度も高い。 

 

住所 York St John University, Lord Mayor's Walk, 
York. YO31 7EX 

学生数 約 6,000 人（うち留学生は、約 400 人） 

授業料 交換留学生は、授業料が免除される。約£10,000 
per year。 

入学条件 IELTS 6.0（全て 5.5 以上） 
ウェブサイト https://www.yorksj.ac.uk/  

U K 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
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University of Leeds リーズ大学 
ウェスト・ヨークシャー州リーズ市にある国立大学で、ロ

ンドンからは電車で約 2 時間半離れており、物価も安め。町

にはビクトリア朝、エドワード朝、ジョージアン朝時代の歴

史的建築物も多く残り、新しさと同時に歴史を感じさせる美

しい地域。学園都市で治安もよく、キャンパスは街の中心地

から徒歩で 10 分ほどの場所にあるため、住みやすい。 
Times Higher Education World University Rankings や QS 

World University Ranking の世界大学ランキングにおいて、

総合順位が常に 100 位前後に位置し、レベルが高く、ノーベ

ル賞受賞者を輩出するなど国内外で高い評価を得ている。イ

ギリスの大規模研究型大学で構成するラッセル・グループに

所属しており、最高水準の研究機関である。 
近年日本人学生にも人気があり、東京に日本事務局が創立

されている。地元のコミュニティとのつながりが強く、学生

ボランティア活動も盛んに行われているため、勉学プラスア

ルファの活動意欲のある学生には特にお勧め。 

          
 
 

住所 Leeds LS2 9JT, UK  
学生数 約 30,000 人（うち留学生は、約 7,500 人） 
授業料 約 £16,000／年 

入学条件 

・IELTS6.0（全て 5.5 以上）。English や Politics 
and International Studies は、IELTS 6.5（すべ

て 6 以上）必要。 
・語学スコアが足りない場合は、6 週間の

pre-sessional（語学準備コース）を付けるこ

とが可能。但しその期間は単位認定対象外。 

備考 
・3 年生以上での留学を推奨。 
・2 年生からの留学は、1 年間の留学がお勧め。 

ウェブサイト http://www.leeds.ac.uk/info/123000/international_students 

 
Northumbria University ノーサンブリア大学 

比較的新しい大学で、世界各国から多くの留学が集まって

おり留学生サポート体制が整っている。社会科学、現代言語

学、教育学などの分野でイギリス国内で高い評価を得てい

る。ビジネス、マネジメント関連プログラムが多く、中には

インターンシップをカリキュラムに含むものもある。各業界

と強い結びつきがあり、コースは学生がキャリアで成功を収

めるようデザインされ、そのため卒業生の就職率が高い。 
 
ニューカッスル大学と同じく、キャンパスはイングランド

北東部ニューカッスル・アポン・タインにある。他都市に比

べて物価が安く、エディンバラとロンドンを結ぶ主要鉄道の

路線にあるため、交通の便も良く、暮らしやすい学生町とし

て知られている。また、近隣に日系企業があり、中国人も多

いことから、日本食材が手に入りやすいのも魅力。 

 

住所 Ellison Place 2, Newcastle-upon-Tyne, NE1 8ST 
学生数 約 22,000 人（うち留学生は、約 16%） 
授業料 約£13,000 

入学条件 IELTS 6.0（全て 5.5 以上） 
ウェブサイト https://www.northumbria.ac.uk/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
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Lancaster University ランカスター大学 
イギリス北部、マンチェスター空港から約 1 時間の学園都

市、ランカスターにキャンパスを構えるカレッジ制大学。カ

レッジとは大学内での共同体のことで、学部生のカレッジは 
7 つあり、各カレッジ毎に寮や共有スペース、パブ、カフェ

があり、自分の所属するカレッジのスペースで同じカレッジ

の仲間と時間を過ごすことが出来る。 
研究機関として国内外から高く評価されており、QS 

World University Ranking で、総合順位は常に 100 位台とレ

ベルの高い大学。特に経営学部や平和学・紛争解決学のコー

スが人気。 
 

住所 Bailrigg Lancaster, LA1 4YW 
学生数 約 12,000 人（うち留学生は、約 4,500 人） 
授業料 約￡14,200／年 

入学条件 

IELTS 6.5(全て 6.0 以上) 、GPA 3.0 
※授業前に 4 週間程度の Summer School（EAP、

SSP プログラム：語学準備コース）を付ける

ことが可能。その期間は単位認定対象外。 

備考 ・3 年生以上での留学を推奨。 
・2 年生からの留学は、1 年間留学に限る。 

ウェブサイト https://www.lancaster.ac.uk/student-and-education-services/international/ 

 
 

 

Southern Cross University サザンクロス大学 
1994 年に創立した比較的新しい公立大学で、小規模でア

ットホームな雰囲気の大学。メインキャンパスは、ゴールド

コーストから 1 時間半ほど内陸のリズモアにある。世界遺産

にも指定されている自然に囲まれた地域で、かつビーチから

も車で 1 時間かからない所にあるため、勉強と息抜き、バラ

ンスの取れた生活が送れる。 

全部で 4 つのキャンパスを持つ。また、New South 

Wales 州と Queensland 州の州境に位置しているので、

Queensland 州の州都、ブリスベンへも車で 3 時間弱で行

ける。キャンパス内には最新の設備を誇る図書館、科学実験

設備、ミュージックホール、カフェテリア、スポーツ施設な

どが充実している。人気の学部は、観光・ホスピタリティ学、

ホテルビジネス学、環境学、社会福祉学、作業療法学、看護

学で、その他、マリンサイエンス、民俗学など珍しいコース

があるのも特徴。日本人スタッフも在籍し、留学生サービス

に定評がある。 

 
 
 

 

住所 1Military Road, Lismore NSW 2480 
学生数 17,191 人（うち留学生は、3,525 人） 

授業料 
約 AUD24,000/年  
＊エージェント経由、本学との協定により、一部授

業料減額あり 
入学条件 IELTS 6.0 以上（全て 5.5 以上） 
ウェブサイト https://www.scu.edu.au/study-at-scu/international-future-students/ 

AUSTRALIA 
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University of New South Wales ニューサウスウェ

ールズ大学 
ニューサウスウェールズ州にある公立大学で、オーストラ

リア名門８大学のうちの１校。世界大学ランキング Times 
Higher Education World University Rankings 2019 で 96 位、 
QS Global World Ranking では 45 位と、優れた教育実績と

研究成果で、世界上位に位置する大学である。 
シドニー中心部からバスで約 15 分、また人気のビーチから

も近い絶好のロケーション。オーストラリアで最も大きな国

際都市でありながら、公園も多く緑豊かな自然も存分に楽し

める街。シドニーは公共の交通機関が発達しており、とても

生活しやすい。 
留学生の受入れが活発で、学生の約 5 人に 1 人は海外から

の留学生のため国際色豊かな環境で勉強できる。留学生受入

れ制度が整った大学である。 

 

住所 UNSW International Centre, East Wing, Red 
Centre Building (H13), Sydney NSW 2052 

学生数 約 53,500 人（うち留学生は、約 13,600 人） 
授業料 約 AUD 34,450/年 

入学条件 
・GPA 3.0 以上（4.0 満点）  
・IELTS 6.5 以上（全て 6.0 以上）  
・TOEFL iBT 90（Writing 23 以上） 

ウェブサイト https://www.international.unsw.edu.au/  

 
 
Deakin University ディーキン大学 

オーストラリアン・ユニバーシティー・オブ・ザ・イヤー

を過去 2 回受賞。メイン・キャンパスは、メルボルン郊外東

部のバーウッド・キャンパスで、メルボルン中心部からトラ

ムで約 45 分。活気ある都会型キャンパスでありながら緑も

多く、その広大な敷地の中に立つ近代的な建物と施設が有

名。その他 Geelong、Warrnambool を含め、計 4 つのキャ

ンパスがある。 
日本人が少ないところを希望する学生は、メインキャンパ

ス以外がお勧め。大学独自の trimester 制度（3、7、11 月開

始）をとっている。 

 
 

住所 221 Burwood Highway, Burwood (Melborne), 
Victoria 3125 

学生数 約 53,000 人（うち留学生は、約 9,800 人） 
授業料 約 AU$28,400 

入学条件 

・GPA 2.6（4.0 満点） 
・IELTS 6.0 (全て 6.0 以上) 
・TOEFL iBT 65（Writing 21） 
※ただし、英語スコアは学部ごとに大幅に異な

るため、各自で自分の希望する学部の入学条

件を調べる事。 
ウェブサイト https://www.deakin.edu.au/international-students 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%AB%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%AB%8B
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Ludwig Maximilians University – Munich 
ミュンヘン大学 【交換留学のみ】 

通称：ミュンヘン大学。バイエルン州ミュンヘンにある、500
年以上の歴史を有する州立大学で、ドイツにおけるエクセレン

ス・イニシアティブ（Exzellenzinitiative）に指定された 11 大学

のエリート大学である。 
世界大学ランキング Times Higher Education World University 

Rankings では、2018 年は世界 34 位（ドイツ国内 1 位)。卒業

生、研究者にノーベル賞受賞者も多数おり、様々なランキング

で国内 1 位の座に位置する、レベルの高い大学。 

 
 
  

住所 Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 Munich  
学生数 約 50,000 人（うち留学生は、15％） 
授業料 交換留学生は授業料が免除される。 

入学条件 

・TOEFL iBT 75/IELTS 6.0 以上（本学での選考基

準）。留学前に本学で 1 年半以上の勉学を終えて

いること。 
・留学時に 29 歳以下（30 歳以上だと学生寮に応募

できず、健康保険も適用されないため）。 
・1 年以上のドイツ語学習期間があること。未受講

の場合、合格したのち必ずドイツ語を履修するこ

と。 

履修等 

・本学の協定締結先は、Faculty of Cultural Studies 
（文化学部）。 
・英語で開講されている学部授業を受講すること。 
ドイツ語学習は単位認定対象外。 

ウェブサイト http://www.en.uni-muenchen.de/index.html  

University of Duisburg-Essen 
デュースブルグエッセン大学 【交換留学のみ】 

ドイツ中西部ノルトライン＝ヴェストファーレン州中心部の

ライン川沿いに隣接する２つの都市、デュースブルク市とエッ

セン市にキャンパスがあり、キャンパス間は車で 20 分程度でシ

ャトルバスが運行している。デュースブルク市は人口 50 万人

で、大学周辺は緑が非常に多く治安も良く、生活しやすい都市。

隣町、オーバーハウゼン市にはドイツ国際平和村があり、国際

関係、平和活動、ボランティアに興味のある方にはお勧め。 
協定締結先の東アジア研究科では日本を研究している学生が

多く、手厚い留学生サポートにも定評がある。総合文化コース

の Edgar Franz 先生の出身校！  

 
 

住所 Institute of East Asian Studies IN-EAST, University 
of Duisburg-Essen 47048 Duisburg 

学生数 約 42,000 人（うち留学生は、約 7560 人） 
授業料 交換留学生は、授業料が免除される。 

入学条件 

・TOEFL iBT 75/IELTS 6.0 以上（本学での選考基

準）。留学前に本学で 1 年半以上の勉学を終えて

いること。 
・留学時に 29 歳以下（30 歳以上だと学生寮に応募

できず、健康保険も適用されないため）。 
・1 年以上のドイツ語学習期間があること。未受講

GERMANY 【交換留学のみ】 
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の場合、合格したのち必ずドイツ語を履修するこ

と。 

履修等 

・協定締結先は東アジア研究科。大学院の授業とな

り、この研究科内の授業履修となる。 
・英語で開講されている授業を受講すること。ドイ

ツ語学習は単位認定対象外。 
ウェブサイト https://www.uni-due.de/international/index_en.shtm  

 
 
 
 
 
 

 
University of Rome, Sapienza 
ローマ大学サピエンツァ 【交換留学のみ】 

1303 年に設立された世界最古の大学の 1 つで、当初は聖 
職者養成の大学として設立され、後に国立大学となった。21 の

学部を有し、多数の図書館、博物館も併設され、西ヨーロッパで

最大規模の大学。イタリアの大学の中ではトップクラスに位置

し、世界大学ランキングでも多くの学部が上位に位置付けられて

いる。 
日本語専攻もあり、毎年たくさんの学生が日本へ留学す 

る。本学でも積極的に受け入れを行っている。メインキャンパス

は街の中心近くにあるが、その他ローマ各所にキャンパスが点在

している。 

 

住所 Piazzale Aldo Moro 5, CU007 – Palazzina  
Tumminelli 00185 Rome  

学生数 約 115,000 人（うち留学生は、約 5,500 人） 
授業料 交換留学生は、授業料が免除される。 

入学条件 

・TOEFL iBT 80/IELTS 6.5 以上を本学での選考基

準としている。 
・1 年以上のイタリア語学習期間があること。未受

講の場合、合格したのち必ずイタリア語を履修す

ること。 

履修等 

・協定締結先は Faculty of Arts and Humanities and 
Oriental Studies。履修科目はその学部内から選ぶ

必要がある等履修制限があるので、各自 HP 等で

確認すること。 
・大学寮は提供されません。留学生自身で、ローマ

大学が推奨する Housing Website からアパート

等を探す必要があります。注意してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALY 【交換留学のみ】 
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ウラル連邦大学 【交換留学対象校】 
1920 年創設。ロシア連邦の初代大統領ボリス・エリツィン

氏が、ウラル連邦大学の前身であるウラル工科大学を卒業して

いることから、正式名称は「ボリス・エリツィン記念ウラル連

邦大学」。QS World University Ranking2020 で 364 位。2016
年から 4 ヵ年連続で順位を上げている。また、The Three 
University Missions Moscow International University 
Ranking2019 で 290 位。 

モスクワから飛行機で 2 時間ほどの場所にある、エカテリン

ブルグにキャンパスを構える。エカテリンブルグは、ロシアで

は 4 番目の人口を誇る大都市でありながら、治安もよく、都市

交通や商業施設も発達している（美術館やコンサートホール、

博物館など文化的な施設も充実）。 
在学生が制作した大学紹介 PV を youtube から閲覧すること

ができる。https://www.youtube.com/watch?v=po_2c2Y_NpE 
交換留学生は秋出発のみ可能。 

 

住所 19 Mira street, Ekaterinburg, 620002, 
学生数 約 3,0000 人（うち留学生は、約 1,200 人） 

授業料 約 140,000 ルーブル/年 
※交換留学生は、授業料が免除される。 

履修等 「外国人のためのロシア語プログラム」のクラスの

み受講可。 

クバン国立大学 【交換留学対象校】 
1920 年 9 月創立。ロシア南部クラスノダールに位置する大

学で、ロイター通信の大学ランキングによると、ロシア全体で

10 位と高評価を得ている。ロシアの主要な教育機関のひとつ

で、2002 年にはロシア・スイスビジネス協会の金賞（ビジネス

評価部門）を受賞、2004 年と 2005 年にはヨーロッパ品質賞の

金賞を受賞。 
一方で「ミスコン」や「ユーモアの祭典」を開催するなどユ

ニークな一面も併せ持つ大学。2020 年の秋には 100 周年を迎

えるためウェブサイトからは祝賀ムードが漂っている。 
日本の提携校は本学が第一校目。現地には、日本人はほとん

どいないため、ロシア語漬けの環境に身を置きたい人にお勧め。

気候的にも神戸と変わらず、寒いところが苦手な人にも良い。 
交換留学生は秋出発のみ可能。 

 
住所 149 Stavropolskaya Street, Krasnodar, 350040 

学生数 約 27,000 人（うち留学生は、約 200 人） 

授業料 約 110,000 ルーブル/年 
※交換留学生は、授業料が免除される。 

履修等 

・「ロシア語プログラム」で学習する。 
ロシア語コースの詳細；【Preparatory Russian 
course】 

・ロシア語のレベルが高い場合は、語学授業以外に

も、全学部・学科から一般科目を履修することが

可能（Intermediate level of Test of Russian as a 
Foreign Language 以上のロシア語レベルが条

件）。 

 

RUSSIA 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%84%E3%82%A3%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%84%E3%82%A3%E3%83%B3
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太平洋国立大学 【交換留学対象校】 
ロシア極東部の都市に位置しており、1958 年にハバロフスク

自動車高速道路大学として設立され、改編を経て 2005 年に現在

の名称になった。太平洋国立大学はロシア極東で最大の教育研究

拠点のひとつとされており、科学や教育の分野に力を入れてい

る。 
ハバロフスクは日本からいちばん近いヨーロッパといわれ、成

田から飛行機で約 3 時間という手軽さが魅力。また、兵庫県がハ

バロフスク地方と姉妹・友好提携を結んでいる。 
大学が保有する博物館あり。http://pnu.edu.ru/ru/museum/。 
基本的に、本学からの留学生は、全て秋出発（９月始まり）。 

 

                                  
 

住所 136 Tikhookeanskaya st., Khabarovsk, 680035  
学生数 約 18,500 人（うち留学生は、約 900 人） 

授業料 約 120,000 ルーブル/年 
※交換留学生は、授業料が免除される。 

履修等 

「ロシア語プログラム」で学習する。ロシア語のレ

ベルが高い場合は、本科の学部生用語学プログラム

を履修することが可能（Intermediate 以上のロシア

語レベルが条件）。                      
 
 
 
 

モスクワ国立大学-ロシア語ロシア文化学院（通称：イリャイク） 

本学とは長年交換教員の協定も締結しており、毎年ロシア学

科に教員を受け入れている。また本学でのティーチング経験の

ある教員が現地にいるため安心。短期派遣留学プログラムの開

催大学でもあり、留学生支援に手厚い。教育の質にも定評があ

る。 
キャンパスはモスクワ大学本校とは離れた場所にあり、地下

鉄Профсоюзная駅（プロフサユーズナヤ/オレンジ色

のライン）から徒歩 15 分程度。 
基本のアカデミックイヤーは 9 月～6 月だが、希望の日程で

かなりフレキシブルに入学ができる。 
授業外でもロシア語に磨きをかけたい人には、月に 2 回実施

されるロシア語クラブがお勧め。ロシアの昔ながらのお菓子を

食べ、お茶を飲みながら事前に提示されるテーマに基づき、お

喋りをする会だそう。 

  
 
 
 

住所 Institute of Russian Language and Culture  
Krzhizhanovskogo street 24/35, Moscow, 117218 

学生数 約 50,000 人（うち留学生は、約 1,200 人） 

授業料 約＄5,800/年 
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プーシキン大学 
1973 年にモスクワ大学語学教育センターから独立して設立。

正式名称は「プーシキン記念ロシア語大学」。近代ロシア語の

確立者であるアレクサンドル・プーシキンの名にちなむ。モス

クワ市内にあるロシア語教育に特化した単科大学。 
キャンパスはモスクワの中でも、最も国際色豊かな地区に位置

する。 
ロシア人を含む学生が多数同じに住んでいるため、交流の機

会が多い。 
基本のアカデミックイヤーは 9 月～6 月だが、希望の日程で入

学ができる。 

 
住所 6 Ac. Volgin Str., Moscow, 117485 

学生数 約 1000 人（留学生） 

授業料 25,000 ルーブル/月 

注意事項 

大学寮等の住居は準備されていません。各自、もし

くは留学エージェント等を利用して、ホストファミ

リー、アパート、ユースホステル等を探し、出発前

までに手配する必要があります。注意してくださ

い。なお、大学寮が満室でない場合は、入寮できる

ことがあります。 

 

 
」 
 
 
 

カザフ国立大学  【交換留学対象校】 
1934 年、ソビエト連邦教育省とカザフ地域委員会により

教育大学として設立。その後、1991 年のカザフスタン共和

国独立を機に、現在の大学名に改称。正式名称は、「アル・

ファラビ名称カザフ国立大学」。 
16 学部 102 学科から成る総合大学で、約 2,000 名の教員

と約 18,000 名の学生が在籍している。ロシアと比べて、よ

り安価にロシア語が学習できる。また、カザフ語の授業も受

講可能。 
キャンパスは、カザフスタン南東部の都市、アルマトイに

位置する。アルマトイは、カザフスタン最大の都市で、経済・

教育・文化の中心地。1998 年までは首都であった。
http://www.kaznu.kz/en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住所 71 al-Farabi Ave., Almaty, Republic of 
Kazakhstan 

学生数 約 18,000 人 
授業料 交換留学生は、授業料・寮費が免除される。 

履修等 

・「準備学部」で学習する。 
・ロシア語のレベルが高い場合は、全学部の授

業を受講可能（ただし中間・期末試験は現地

学生と同じ基準で試験を受け、合格する必要

がある。）。 
 
 

Kazakhstan 



13 

 
 

 
天津外国語大学 【交換留学対象校】 

 
外国語の専門教育を行う大学。大学内に外国語言文学文化研究

センター、翻訳研究所、アメリカ研究センター、日本文化研究所

などを持つ。自主学習能力と異文化コミュニケーション能力を持

つ質の高い複合型国際化人材の育成に力を注いでいる大学。 
協定に基づき、本学から派遣する学生は学部課程に、天津から

派遣される学生は修士課程に在籍する。 
日本語教育のレベルが大変高く、学習者も多いため、相互学習

もしやすい。さらに、クラスのレベル分けが細かいため、自分に

あったレベルのクラスを探しやすい。 
神戸市と姉妹都市の天津市には、神戸市事務所があるため安

心。またキャンパス内の建物はヨーロッパ風であり、特に学生寮

は数年前に新しくなり、きれい。天津の中心街に位置する。 
 

 

 

住所 No.117, Machang Road, Hexi District, TianJin, 
P.R.C. 300204 

学生数 約 12,000 人（うち留学生は、約 1,500 人） 

授業料 約 13,400 元/年 
※交換留学生は、授業料が免除される。 

 
北京語言大学 【交換留学対象校】 

 
1962 年に設置された、中国教育部直属の国家重点大学の１つ。 

中国語の国際的普及と留学生に対する中国語・中国文化の教育を

主要なミッションとする、中国で唯一の国際型大学。 
教育の質には定評があり、外国人向け中国語教育で中国最高峰

の名門と言われ、国際機関の職員や各国の民間企業の社員なども

学ぶ国際色の豊かな大学である。 
レベルの高い安定した教育がおこなわれており、留学生も多い

ため、サポートがしっかりしている。キャンパスは、「小さい国

連」と呼ばれるほど、国際的。 
本学とは交換教員の協定も締結しており、毎年中国学科に教員

を受け入れている。本学でのティーチング歴のある教員が現地に

いるため安心。夏季短期派遣留学プログラムの開催大学でもあ

る。 
 

 
 

住所 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083 
学生数 約 40,000 人（うち留学生は、約 10,000 人） 

授業料 約 23,200 元/年 
※漢語進修生:交換留学生は、授業料が免除される。 

備考 多くの学生が語学コースを受講しており、夏季短期

派遣プログラムも参加可能。 

 
 

CHINA 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1962%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%8D%E7%82%B9%E5%A4%A7%E5%AD%A6
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東北師範大学 【交換留学対象校】 
 
吉林省長春市にある、中国国家重点大学の一つで、一定の基準

の満たす大学が選抜される国家プロジェクト（２１１プロジェク

ト）の指定校。19 の学部と 56 の専攻を持つ大規模校で、教師の

育成を教育部（日本の文部科学省にあたる）直轄で行っている。

教員の育成において評価が高く、教育学のほか、歴史学、思想政

治教育学などの重点学科が強み。 
日本人が少ない上、日本語学科があるので、中国人と交流でき

る環境にはとても恵まれている 。 
交換教員の協定も締結しており、隔年で本学に教員を受け入れ

ている。本学でのティーチング歴のある教員が現地にいるため安

心。メインキャンパスと新キャンパスを合わせると 167 万平方メ

ートルもの面積を持つ。 
 

 

住所 5268 Renmin Street, Changchun, Jilin Province, 
PRC 

学生数 約 27,000 人（うち留学生は、約 800 人） 

授業料 約 16,000 元/年 
※交換留学生は、授業料が免除される。 

入学条件 GPA 3.5 以上 

履修等 本学学生は留学生教育学院へ留学するので、基本、

中国語コースを受講する。 

 
 
 
復旦大学 

1905 年創立。中国国家重点大学の一つで、一定の基準の満た

す大学が選抜される国家プロジェクト（２１１プロジェクト・９

８５プロジェクト）の指定校。「北の北京、南の復旦」といわれ

るほどの名門校。QS World University Ranking の世界大学ランキ

ングにおいて 44 位（2019）。著名な教師陣も多く、世界の一流大

学や研究機関と提携している上海の名門校。世界各国からの留学

生が多数在籍するマンモス校。 
一般的な中国語だけでなく、経済班など専門分野も併せて学べ

るコースもある。 
キャンパス近くにはコンビニがあり、大学のまわりに食べる場

所がたくさんあるので食事には困らない。地下鉄が上海都市部を

ほぼ網羅しており、とても便利。 
 

 

住所 220 Handan Road, Yang Pu, Shanghai, 200433 
学生数 約 30,000 人（うち留学生は、約 6,000 人） 
授業料 約 21,000 元/年 

履修等 
ほとんどが語学コースを受講するが、中国語レベル

が高い場合は「普通班」として一般科目を履修する

ことができる。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81
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上海師範大学 
上海市に属し、教育部（日本の文部科学省）が共同管理する地

方重点大学。上海市の教員育成を専門的に行う重要な拠点となっ

ている。50 年余りの教育者養成の歴史があり、特に中国語教育、

中国語研究、中国語教育者養成などの分野において世界的に高い

評価を受けている。上海市内で最も早く留学生に対する中国語教

育を実践。 
交換教員の協定も締結しており、隔年で本学に教員を受け入れ

ている。本学でのティーチング歴のある教員が現地にいるため安

心。 
2 つのキャンパスを持ち、上海市の中心部から近く交通が便利

で、キャンパスも自然豊か。面積は 162 万平方メートルを超える。 

 

住所 No.100 Guilin Rd. Shanghai, 200234 
学生数 約 40,000 人（うち留学生は、約 2,000 人） 
授業料 約 18,000 元/年 

注意事項 

2019 年秋より大学寮はリニューアル工事に入るた

め、住居は個人手配することとなります。学外のア

パートもしくはホテルを探す事となります、注意し

てください。 

 
 
 
 
Universidad de Zaragoza サラゴサ大学 
【交換留学対象校】 

 
サラゴサ大学は、スペイン北東部アラゴン自治州の州都サラゴ

サに本部を置く、1542 年創立の公立大学。大学は中心部より徒

歩 15 分程度の場所にあるため、都市部へのアクセスも便利。サ

ラゴサには、商業施設、娯楽施設、レストランなどが多く存在し、

観光客にとっても非常に魅力的な街で、またマドリード、バルセ

ロナ、バレンシアなど各主要都市と 300km 以内の距離にあり、

交通の要所となっている。現在の主要産業は農業と工業。 
授業料は他大学と比べると安価であるため、認定留学でもお勧

め。なお、母語の会話助手として最大 6 時間協力することが留学

条件。こちらも留学プラスアルファの活動が出来るということで

人気。 
 

  

住所 Pedro Cerbuna,12, 50009 Zaragoza 
学生数 約 40,000 人（留学生は、約 1,000 人） 

授 業 料 交換留学生は、留学先の授業料が免除される。 

履修等 
本学からの学生は、サラゴサキャンパスの現代言語

センターが行う「外国人のためのスペイン語コース」

を受講する。 

 

SPAIN 
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Universidad de Salamanca  
サラマンカ大学 【交換留学対象校】 
 

サラマンカ大学は、現存するスペイン最古の大学であり、12〜
13 世紀頃にヨーロッパで設立された最古の大学の 1 つでもある。

サラマンカはカスティーリャ・イ・レオン州サラマンカ県の県都

にあるスペインを代表する大学街で、マドリッドから鉄道で約 2
時間半の距離に位置する。1988 年に同大学を含む旧市街地全体

が世界遺産として登録されたため、キャンパス自体が世界遺産で

ある。 
大学は、ヨーロッパを代表する総合研究大学として有名で、250

を超えるプログラムを提供しており、スペインでも最も貴重で美

しいと言われる図書館には、16 万冊を越える蔵書がある。 
 

 住所 Patio de Escuelas Mayores, 1, 37008, Salamanca 
学生数 約 30,000 人（留学生は、約 15,000 人） 
授業料 交換留学生は、学部授業の授業料が免除される。  

履修等 

・交換留学生は、語学コースではなく、学部授業を

スペイン語で受講することが条件。希望者は自己

負担で語学コースの履修が追加可能。学部授業は、

目安として、半期３科目～５科目は履修・単位取

得が必須。 
・語学コースのみ希望の場合は、認定留学枠で応募

可能。 

 
Universidad Autónoma de Madrid  
マドリッド自治大学【交換留学対象校】 

マドリッド自治大学は、研究やその教育力において高

い評価を受ける近代的な公立大学で、1968 年に設立され

た。QS World University Ranking の世界大学ランキング

において 159 位と上位にランク付けられており、スペイ

ン国内ではトップ 3 に入る。日本語を専攻できる文学部

アジア・アフリカ研究学科では、多くのスペイン人学生

が日本語を学んでいる。 
メインキャンパスは、市の中心部から約 15km 北にある

Cantoblanco に位置しており、周辺都市へのアクセスも大

変便利。キャンパスの正面に電車の駅がある。   

住所 Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 
Madrid 

学生数 約 26,000 人（うち留学生は、約 3,000 人） 
授業料 交換留学生は、授業料が免除される。 
履修 

条件等 
交換留学生は、語学コースではなく、学部授

業をスペイン語で履修することが条件。 
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Universidad de Alcalá de Henares-Alcalingua 
アルカラ大学（外国人コース） 

アルカラ大学は、マドリード州アルカラ・デ・エナーレスにあ

る公立大学で、キャンパス自体が世界遺産となっている。博士論

文、特許数、研究の生産性で、スペイン最高水準の大学と言われ

る。 
アルカラ・デ・エナーレスはマドリード から電車やバスで約 

30 分 のところに位置している。アルカリングアは、スペインで

2 番目に古いとされる外国人のためのスペイン語コースで、質の

高い講師陣に定評がある。本学とは交換教員の協定も締結してお

り、毎年教員交換を行っているため、現地には本学からの教員お

よび本学でのティーチング経験のあるスペイン人教員がおり、留

学中も安心。  

  

住所 Calle Escritorios 4 - 28801 Alcalá de Henares, 
Madrid 

学生数 約 30,000 人（うち留学生は、約 6,000 人） 

授業料 スペイン語スペイン文化コース：約 5,000 ユーロ／

年 

 
 
Fundación José Ortega y Gasset Toledo  
オルテガ・イ・ガセット国際教育センター 

オルテガ・イ・ガセット国際教育センター。少し割高ではある

が、その分カリキュラムがしっかりしている。課題の量や難易度

は他校より高く、着実に力がつくので、しっかり勉強したい人に

はお勧め。レクレーションも充実している。 
現地に本学卒業生のスタッフがおり、出発までの手続きから現

地でのサポートまで安心。キャンパス自体が世界遺産。 

 

 

住所 Callejón de San Justo, s / n, 45001 Toledo 
学生数 各学期に、約 80 人の留学生 

授業料 

正規料金は、約 9,920 ユーロ。本学学生は特別料金

で、約 6,600 ユーロ。 
※週 9 時間の図書室司書アルバイト、日本語教室の

補助が前提 
入学条件 最低 2 年のスペイン語歴、または教授の推薦 
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Universidade de Santiago de Compostela  
サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 

1495 年創設のサンティアゴ・デ・コンポステラ大学は 500 年
以上の歴史を誇るスペインでもっとも古い大学の 1 つ。サンティ

アゴ・デ・コンポステラ（旧市街）は、ローマ、エルサレムと並

びヨーロッパ三大巡礼地の一つとして崇められており、世界遺産

の街としても有名。ガリシア地方は、スペインのなかでもっとも

降水量の多い地域で、緑豊かな景観をもつ。 

 

住所 Avenida. de las Ciencias, chalet nº 2, Campus vida, 
15782 Santiago de Compostela  

学生数 約 35,000 人（うち留学生は、年間 3,000 人） 

授業料 スペイン語コース（4 週間）：約 890 ユーロ（夏季）、

約 820 ユーロ（春季、秋季） 

履修等 

・大学では、Spanish Language and Culture Course
（留学生向けのスペイン語及びスペイン文化）を受

講。ガリシアについても理解を深められるようプロ

グラム構成されている。 

備考 
スペイン語の他に、短期で「観光とスペイン 
語」「商業スペイン語」「スペイン語と料理 
学」などのプログラムもある。 

 
Universidad de La Rioja ラ・リオハ大学 

ラ・リオハ大学は、ラ・リオハ（La Rioja）県の県都で

あるログニーニョ（Logroño）市にある公立大学。市は都

会ではあるがコンパクトにまとまっており、落ち着いた

町。やや保守的な面もあるが、治安はよく、バスク州、

ナバーラ州、アラゴン州、カスティーリャ・イ・レオン

州と接している。ラ・リオハ州はスペイン最大のワイン

産地で、同大学は、ワイン学の学位を初めて提供したス

ペインの大学である。 
すべての施設が同じ敷地内にあり、市の中心部から徒

歩で 20 分程度。留学生が少なく、勉強に集中できる環境。 
  
住所 Avda. de La Paz, 107, 26006 Logroño, La 

Rioja 
学生数 約 5,500 人（うち留学生は、約 250 人） 
授業料 約 1,255 ユーロ／学期 

備考 
選択科目として、スペイン語会話、商業スペ

イン語、ワイン文化、現代スペイン文学、料

理学などが開講されている。 
 

 
 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%AD%A6
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Universidad Nacional de Educación a Distancia  
セゴビア市および国立通信教育大学 

セゴビア市および国立通信教育大学のプログラムは、セゴビア

市と UNED 共催で、3 ヵ月の集中スペイン語コース＋1 ヵ月のイ

ンターンシップ（最少催行人数 3 名）の計 4 ヵ月のプログラムで

ある。春季か秋季いずれかを選択し、スペイン語圏派遣で留学す

ることとなる。なお、5 名以上参加者がある場合は、学部の授業

を聴講することができる。 
ホームステイはどの家庭も定評があり、過去に短期プログラム

で本学学生を多数受け入れている。 
セゴビアは世界遺産の街で、大聖堂、古代ローマの水道橋、ア

ルカサルなどがキャンパスのすぐ近くにある。 
イスパニア学科、M. Sanz 先生の出身地！ 

 

住所 Calle de Juan del Rosal, 14, 28040 Madrid  
学生数 約 260,000 人 

授業料 約 5,900 ユーロ （ホームステイ、食事、インターン

シップ含む） 

備考 開講時期：春季 3 月～6 月、秋季 10 月～1 月 

 
 
 
 

Universidad Nacional Autónoma de México- 
Centro de Enseñanza para Extranjeros 
メキシコ国立自治大学（外国人教育センター） 

メキシコ国立自治大学は、メキシコ合衆国の首都メキシ

コシティの南部に位置する、1551 年創立の総合大学。ラ

テンアメリカで最大規模を誇る大学で、メキシコ国内で卒

業生に 3 人のノーベル受賞者（オクタビオ・パス、アルフ

ォンソ・ガルシア・ロブレス、マリオ・モリーナ）を輩出

した唯一の大学。QS World University Ranking の世界大

学ランキングにおいて 122 位（2018）。 
2007 年、世界遺産に登録されたキャンパスは、メキシ

コシティ内でも治安のよいところに位置しており、メキシ

コ五輪で使用されたオリンピックスタジアムと共に人気

の観光地。 
なお、入学手続きは現地に行ってから行う。 

 

住所 
Av. Universidad 3002, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán,  
C.P. 04510, D. F. 

学生数 約 300,000 人以上 
授業料 1 学期２コースで約 135,000 円 

履修等 
外国人教育センターのスペイン語・メキシコ

文化プログラムで学習する。少人数制授業を

行い、また、文化コースも充実している。 
 
 

MEXICO 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E6%B0%B4%E9%81%93

