
(別紙１）

【別紙】交換・派遣留学概要
（令和2年度派遣夏季選抜試験）

派遣先大学 所在国・都市名 協定開始 種別 募集人員 研修内容 研修期間（予定） 選考方法 奨学金

（予定） （受入大学の学事暦による） 前回支給実績

慶煕→寮提供

亜大→生活補助費（年額20万円）

東西→寮提供

亜大→生活補助費（年額20万円）

タイ→宿舎補助費（月額12,000バーツ）

亜大→生活補助費（10万円）

モンゴル→寮提供・生活補助費（年額約5万円）

亜大→生活補助費（年額10万円）

アラ・インスティチュート・オ
ブ・カンタベリー

ニュージーランド・
クライストチャーチ

2016年 派遣留学 1名

専門科目（IELTS5.0以上/TOEFLのスコアiBT61点以上(う
ち英作文の点数が20点以上であること））
※派遣先大学の正規課程への入学手続時点では、学内
で実施しているTOEFL-ITPのスコアは使用できない。

2020年2月～2020年12月 書類審査／学業成績／ IELTS5.0またはTOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接 本学で負担
亜大→ホームステイ費負担・生活補助費（年
額20万円）

（参考：令和元年度派遣春季選抜試験）

派遣先大学 所在国・都市名 協定開始 種別 募集人員 研修内容 研修期間（予定） 選考方法 奨学金

（予定） （受入大学の学事暦による） 前回支給実績

淡江→寮提供

亜大→生活補助費（年額20万円）

北京→寮提供・生活補助費（月額1100元）

亜大→生活補助費（年額10万円）

華東師範大学 中国・上海 2013年 交換留学 1名 北京語／語学能力により専門科目も受講可 2020年9月～2021年6月または7月 書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接 免除
亜大→寮費相当額負担・生活補助費（年額20
万円）

新疆→寮提供・生活補助費(年額7万円)

亜大→生活補助費（年額10万円）

大連→寮提供・生活補助費（月額800元）

亜大→生活補助費（年額10万円）

上海外国語大学 中国・上海 2005年 派遣留学 1名
北京語
※学部での専門科目受講は不可のため、北京語（中
国語）研修のみ

2020年9月～2021年6月または7月 書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接 免除
亜大→寮費相当額負担・生活補助費（年額20
万円）

ウェスタン WWU→寮提供

ワシントン大学（ＷＷＵ）
亜大→生活補助費（年額20万円）

イースタン EWU→寮提供

ワシントン大学（ＥＷＵ）
亜大→生活補助費（年額20万円）

セントラル
ワシントン大学（ＣＷＵ） 亜大→生活補助費（年額20万円）、

　　　学費相当額、寮費相当額

ボイジー州立大学

（ＢＳＵ）

マラヤ大学 マレーシア
クアラルンプール

2014年 交換留学 1名
専門科目（英語）
（要TOEFL-iBT61点以上・PBT500点以上）※所属する
学部により異なる

2020年9月～2021年6月または7月 書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接 免除
亜大→寮費相当額負担・生活補助費（年額20
万円）

新亜→寮提供・生活費補助（約2.7万香港$）

亜大→生活費補助（年額10万円）

ティラク・マハーラーシュ
トラ大学

インド・プネー 2015年 交換留学 1名
専門科目（英語及びヒンディー語）
※英語圏ではない

(昨年度実績 8月～5月)
「注１３」を参照

書類審査／学業成績／TOEICスコア 目安500点以上／ヒンディー語筆記・会話/面接 免除
亜大→寮費相当額負担・生活補助費（年額10
万円）

注１：韓国の大学で、韓国語または英語による専門科目を受講したい場合、選考方法に記載の語学試験のスコアのいずれかを所持していなければ、選抜試験に出願できません。

注２：インドネシア大学でのインドネシア語コース（BIPA）において、プレイスメントテストの結果中級または上級から勉学を開始する場合、留学期間がそれぞれ約8か月、約4か月になります。

注３：アメリカ及びニュージーランドの大学で、専門科目を履修するための英語力（TOEFLスコア）の条件を満たせず、ＥＳＬ（語学コース）で学ばなければならない場合は、ＥＳＬの授業料は免除されず自己負担になります。

注５：シンガポール国立大学に関しては、選抜試験に合格しても入学手続き時にTOEFL（iBT）で１００点以上、TOEFL（PBT）で６００点以上のスコアがないと、入学が認められません。

注６：香港中文大学新亜書院への出願は、中国に関心を持っており、中国関連科目または中国語を履修中または履修済であることが望ましいです。出願時に中国関連科目または中国語を履修していない学生は、合格後、出発前までに中国関連科目または中国語を1科目は履修することが条件です。

　　　また、香港中文大学新亜書院は、入学手続時点に原則としてTOEFL®-iBTで７１点以上、またはTOEFL®-PBTで５３０点以上のスコアを取得している必要があります。スコアが足りない場合、履修が認められないことがあります。

注７：セントラルワシントン大学に派遣される際、秋学期と冬学期の間（約3週間半）に学生寮に滞在する場合、300ドルを自己負担する必要があります。ただし、この期間の全てにおいて旅行やホームステイ等で不在にする場合、300ドルを負担する必要はありません（平成26年度実績）。

注９：奨学金の内容は、留学先大学等の都合により変更される可能性があります。

注１０：募集人員は、留学先大学からの受入交換留学生の人数等により変更されます。※受入交換生がいない場合、募集人数が0名になることもあります。

注１１：外務省の海外安全情報（危険情報）により、募集及び合格後の派遣を中止する場合があります。海外安全情報（危険情報）が発出されていない場合でも、状況により、大学として中止する場合もあります。

注１３：ティラク・マハーラーシュトラ大学の研修期間はあくまでも昨年度の実績であり、毎年異なります。

注１４：その他、本学や留学先大学等の諸事情により、募集する派遣先大学、研修内容、研修期間、奨学金等の留学条件が変更される場合があります。

注１２：華東師範大学の場合で学部の授業を履修する等、中国語研修先のキャンパスとは別のキャンパスに移る場合、電気料金一定量超過分は宿舎費には含まれませんので自己負担となります。その他の派遣先大学も光熱費が宿舎費に含まれない場合があります。

注８：セントラルワシントン大学またはイースタンワシントン大学に派遣される場合、派遣先大学が定める健康保険に加入する必要があり、保険費用（CWU：約522ドル×3学期、EWU：約400ドル×3学期）を自己負担し、さらに亜細亜大学が指定する海外旅行保険に加入するする必要があり
ます。
　　　※中国語圏の場合、派遣先大学が加入を義務付ける場合、自己負担で現地の保険に加入し、さらに亜細亜大学が指定する海外旅行保険に加入する必要があります。（目安：600元～800元）

注４：英語圏の大学で学部の正規課程に入学するための英語力（TOEFLスコア）の条件は、変更される場合があります。

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

専門科目（要TOFEL(iBT)61点以上・TOEFL(PBT)500点
以上）

専門科目（要TOFEL(iBT)71点以上・TOEFL(PBT)525点
以上）

1名 2020年8月～2021年5月

2名以内

交換留学

書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接

専門科目（英語）
（要TOFEL-iBT71点・PBT530点）

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接
専門科目（要TOFEL(iBT)71点以上・TOEFL(PBT)525点
以上）

専門科目（英語・ロシア語・スロバキア語での講
義）
又はスロバキア語語学学校

専門科目（要TOFEL(iBT)80点以上・TOEFL(PBT)550点
以上）

2020年9月～2021年6月

2020年9月～2021年6月または7月

北京語／語学能力により専門科目も受講可

北京語／語学能力により専門科目も受講可

2020年9月～2021年6月または7月

2020年9月～2021年6月または7月

2020年9月～2021年6月

2020年9月～2021年6月

2020年9月～2021年6月または7月

1名

1名

1名

1名

交換留学

交換留学

1985年

中国・烏魯木斉 北京語/語学能力により専門科目も受講可

北京語／語学能力により専門科目も受講可

交換留学中国・北京

2004年

派遣留学

北京師範大学

マテイベル大学

シンガポール国立大学 シンガポール 1977年

2001年

大連外国語大学 中国・大連

アメリカ
ワシントン州

1980年

交換留学

専門科目（要TOFEL(iBT)100点以上・TOEFL(PBT)600
点以上）

2020年8月～2021年4月

アメリカ
ワシントン州

2001年

アメリカ
アイダホ州

スロバキア
ﾊﾞﾝｶｰﾋﾟｽﾄﾘﾂｧ

2005年

1名

交換留学

交換留学 1名

2名以内

2名以内

2名以内

交換留学

交換留学

2名以内 専門科目（要韓国語能力試験3級以上） 2020年3月～2020年12月 書類審査／学業成績／韓国語筆記・会話／韓国語能力試験3級以上／面接

亜大→
下宿費相当額・生活補助費（年額25万円）2名以内 インドネシア語 2020年9月～2021年8月 書類審査／学業成績／インドネシア語筆記・会話／面接

免除

2020年9月～2021年6月 書類審査／学業成績／モンゴル語筆記・会話／面接 免除

派遣先大学授業料

2020年3月～2020年12月
【韓国語専門科目】書類審査／学業成績／韓国語筆記・会話／韓国語能力試験3級以上／面接
【日本語学科学生との相互学習】書類審査／学業成績／韓国語筆記・会話／面接

免除

免除

交換留学

1名 モンゴル語／語学能力により専門科目も受講可

1名 タイ語または専門科目

1997年

2014年 交換留学 2名以内 専門科目（要韓国語能力試験3級以上）

インドネシア大学

慶煕大学校 韓国・ソウル

モンゴル国立教育大学 モンゴル・
ウランバートル

1989年

2002年

インドネシア・
デポック

東西大学校 韓国・釜山

派遣先大学授業料

2020年6月～2021年3月 書類審査／学業成績／タイ語筆記・会話／面接 免除

交換留学

交換留学

免除

交換留学

交換留学

2020年8月～2021年5月

書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

2020年9月～2021年6月または7月

免除

交換留学

学費相当額を支給
亜大→学費相当額、寮費相当額、
　　　生活補助費（年額約145万円）

免除

免除

免除

免除

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

書類審査／学業成績／TOEFLのスコアiBT61点以上、PBT500点以上／面接

書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接
※北京師範大学の規定により、中国国籍の学生は出願不可

書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接

免除

免除

免除

免除
（語学学校は対象外）

2020年9月～2021年6月

シーナカリン
ウィロート大学

タイ・バンコク 1991年

香港中文大学新亜書院 中国・香港 1958年

淡江大学 台湾・台北 1978年

アメリカ
ワシントン州

静宜大学 台湾・台中 1名2008年 北京語／語学能力により専門科目も受講可 2020年9月～2021年6月または7月

新疆財経大学

2001年

1986年

東北財経大学 中国・大連 2014年

書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接 免除
亜大→寮費相当額負担
      生活補助費（年額20万円）

交換留学 1名 北京語／語学能力により専門科目も受講可 書類審査／学業成績／中国語筆記・会話／面接 免除 東北財経→寮提供、生活補助費
亜大→生活補助費（年額10万円）


