令和 3 年 5 月 13 日
大学間交流協定校への交換留学を希望する皆さんへ
2021 年度大学間交流協定校交換留学生の二次募集について（通知）
2021 年度に大学間交流協定校への交換留学を希望する学生は，二次募集（2022 年 1~3 月
留学開始）を行いますので，必要書類を所属部局の教務担当まで提出ください。

記
１．提出物：①2021 年度学術交流協定に基づく交換留学申請書
②2021 年度学術交流協定に基づく交換留学計画書
【参考】：2021 年度主な大学間協定校一覧（二次募集）をご覧ください。
２．申請書類配布場所及び書類提出先：各学部教務担当
３．提出期限：2021 年 7 月 9 日（金）17 時必着
４．問合せ先：国際部留学支援課（五福キャンパス共通教育棟 B 棟１階）
メール：ryugaku@adm.u-toyama.ac.jp
※メールを送る場合は，所属，氏名を記載のうえ，メールタイトルを「交換留学問合せ」とすること）

【注意事項】
・新規協定校及び過去２年間本学から交換留学の実績がない協定校への留学を希望する場合は，先
方大学への確認が必要な場合があります。また，修士学生については別の基準が設定されている
場合があります。いずれも 5 月中に国際部留学支援課までご相談ください。
・語学能力の基準を設定している協定校は，基準を満たしていない場合，留学することができませ
ん。また，急に基準が変更となる場合がありますので，ご注意ください。
・各協定校への派遣人数には制限があります。派遣可能人数を超える場合は，学内選抜を行います。
・申請書類の提出後，所属部局で面接を行います。日程等は所属部局教務担当までお尋ねください。
・部局間交流協定校へ留学を希望する場合は，所属部局教務担当にお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染拡大による影響により，派遣先大学から交換留学生の受入について変更
する可能性があります。また，本学が学生の安全等を考慮し，派遣を見合わせる可能性がありま
すのでご承知おき下さい。
・派遣決定後，渡航手続き中または手続き後に渡航不可となった場合，手続きのために支払った費用に
ついては，大学側は責任を負いかねます。

以上

2021.5.10

(二次募集)

２０２１年度主な大学間交流協定校一覧

下記は，富山大学と大学間協定を締結している大学の一部です。大学の詳細やプログラムの募集要項については，留学支援課までお尋ねください。大学間交流協定校の一
覧は，富山大学ホームページ（ホーム＞国際交流・留学＞大学間交流協定締結状況）からもご覧になれます。過去に派遣実績が少ない大学には先方に確認が必要な場合があ
り，また修士学生については別の基準が設定されている場合があります。いずれの場合も 5 月中に国際部留学支援課までご相談ください。
国・地域

1

授業期間

☆：新規締結

＊今回は 2022 年春学期開始の

＊急に要求レベルが変わる場合がありますので，ご注意ください。

1 学期～1 年間の募集です。

＊語学能力の表記がない場合も，現地語による授業を履修する場合は相応の語学力が必要です

国民大学校

派遣可能人数

５名以内
春：3 月上旬～6 月下旬

2

韓国※¹

語学能力要求レベル等

大学名

江原大学校

秋：9 月上旬～12 月下旬

語学力スコアシートの提出は不要だが，英語の授業が理解できること。
＊応募の前に人文学部林准教授に相談のこと。

３名以内

GPA2.7 以上
語学力スコアシートの提出は不要だが，英語もしくは韓国語で授業が理解で
きること。＊応募の前に経済学部垣田教授に相談のこと。

3

慶北大学校

春：3 月中旬～7 月中旬

３名以内

秋：8 月下旬～12 月下旬

4

＊応募の前に人文学部和田准教授に相談のこと。

５名以内

遼寧大学

語学力スコアシートの提出は不要だが，英語の授業が理解できること。
語学力スコアシートの提出は不要だが，英語の授業が理解できること。

（１学部２名以内）

5

大連理工大学

５名以内

中国語で理工学系学科の授業を受ける場合：HSK 4 級 180 点
〃

文系学科の授業を受ける場合：HSK 5 級 180 点

英語で専門の授業を受ける場合：TOEFL-iBT 80，IELTS 5.5

6

中国※²

山東大学

５名以内

GPA2.3 以上

春：2 月下旬～7 月上旬

中国語で専門の授業を受ける場合：HSK4 級

秋：9 月上旬～1 月中旬

英語で専門の授業を受ける場合：TOEFL-iBT 80，IELTS 6.0
（英語スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達していることが望ましい。
）

7

上海大学

５名以内

中国語で専門の授業を受ける場合：HSK 5 級
英語で専門の授業を受ける場合：TOEFL-iBT 80，IELTS 6.0

8

東北大学

５名以内

中国語で専門の授業を受ける場合：HSK 5 級

180 点以上

英語で専門の授業を受ける場合：TOEFL-iBT 70，IELTS 4.5

9

国立政治大学

春：2 月中旬～7 月下旬

２名以内

GPA2.5 以上
中国語で専門の授業を受ける場合：TOCFL Superior， HSK 4 級

秋：9 月上旬～1 月下旬

英語で専門の授業を受ける場合：TOEFL-iBT 80，IELTS 6.0, TOEIC700

10

銘傳大学
台湾

春：2 月下旬～6 月下旬

１名以内

中国語で授業を受ける場合：TOCFL B2，HSK 4 級
英語で授業を受ける場合：TOEFL-iBT61，IELTS 5.0，TOEIC 550

秋：9 月中旬～1 月中旬

（スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達していることが望ましい。
）

11

国立中央大学

春：2 月中旬～7 月下旬

２名以内

英語か中国語の基本的なコミュニケーション能力。英語コースの殆どは大学
院レベル。(スコアシートの提出は不要) 学部生でも受講できるが，中国語

秋：7 月中旬～1 月下旬

の語学力が無くても英語の語学力の高い３・４年生に限る。

12
マレーシア
13

14

合衆国

IELTS5.0

秋：9 月下旬～1 月中旬

ル・ラーマン大学

春：1 月中旬～5 月下旬

英語学，英語教育専攻の場合は IELTS 6.0 以上。

夏：5 月下旬～9 月下旬

（スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達していることが望ましい。
）

マーレイ州立大学

アメリカ

３名

トゥンク・アブドゥ

春：1 月～5 月

1 名(2 セメスター)

TOEFL-iBT71，IELTS6.0，TOEIC790（内、Speaking160 以上）

秋：8 月～12 月

または 2 名(各１セメ

＊修士学生については，学部の授業を受講することとなります。

スター)
ハワイ大学

春：1 月中旬～5 月中旬

１名～２名

TOEFL 61 (iBT)，TOEFL 525 (ITP)，IELTS 5.5，英検 2 級

マウイカレッジ

秋：8 月～12 月

現地で取得する単位に

＊2 名派遣の場合，留学期間に調整が入ることがあります。

よって計算される為。

15

チャールストン

春：1 月上旬～4 月下旬

カレ ッジ

秋：8 月下旬～12 月中旬

16

フィンランド

ＬＡＢ応用科学大学

17

フランス

オルレアン大学

１名

TOEFL-iBT 80，IELTS 6.5
＊修士学生については，事前にご相談ください。

※³
春：1 月上旬～6 月

３名

フランス語学院：DELF A2 以上
(渡航時までに最低 200h 以上フランス語を学習していることの証明が必要)

秋：9 月上旬～1 月上旬
５年間で１２名上限

専門課程：DELF B2 以上

(調整の場合あり)

理工・経法系の大学院：事前に受入れ教員と相談が必要
(英語で留学可能な場合あり)＊応募の前に人文学部中島教授に相談のこと。

18
19

ロシア
ノルウェー

ノヴォシビルスク大学

春：2 月下旬～6 月下旬

※⁴

秋：9 月上旬～1 月下旬

UiT ノルウェー北極大学

春：1 月上旬～6 月中旬

１名以内

ていることが望ましい。
）＊応募の前に人文学部武田准教授に相談のこと。

５年間で１５名

秋：8 月上旬～12 月中旬

20
21

ノルウェー
スロバキア

ノルウェー科学技術大学

春：1 月上旬～6 月中旬

☆（2019.2 締結）

秋：8 月中旬～12 月下旬

ジリナ大学

春：2 月下旬～7 月上旬

スイス

バーゼル大学

春：2 月上旬～7 月末

☆(2018.3 締結)

秋：8 月上旬～1 月末

英語で授業を受ける場合：CEFR B1
（英語スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達していることが望ましい。
）

３名以内

TOEFL-iBT 90，IELTS 6.5

4 名以内

英語での授業受講：CEFR B2

秋：9 月下旬～2 月中旬

22

ロシア語能力検定試験３級（スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達し

（英語スコアシートの提出は不要だが，上記レベルに達していることが望ましい。
）

3 名以内

ドイツ語：CEFR

B2 もしくは英語 CEFR

B2

＊¹韓国の大学は学年暦が春スタートのため，今回が一次募集となります。
＊²中国語学習を目的とした場合，語学要件は設定していない場合が一般的です。事前に留学支援課にご相談ください。
＊³ＬＡＢ応用科学大学：本学からの派遣は芸術文化学部または大学院芸術文化学研究科のみ。留学希望者は芸術文化学部教務担当まで直接お尋ねください。
＊⁴ノヴォシビルスク大学：本学からの派遣は人文学部・人文科学研究科、経済学部・経済学研究科及び人間発達科学部・人間発達科学研究科のみです。

