
応募可能な留学先希望大学一覧

※注意※申請締切欄・留学課によるノミネーション締切欄　

※申請締切等、留学先大学に関する詳細は変更される可能性があるので。随時下記ホームページをチェックしてください。
　http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/agreeview/agree-list3.php

地域 国名 大学名（和名）
交換学生
（学部）

交換学生
（大学院）

学期 必要語学 必要GPA ノミネーション締切 申請締切

アジア 韓国 慶尚大学校 ○ ○ 
1学期　3月初旬～6月中旬
2学期　9月初旬～12月中旬
1学期も可

韓国語（90％が韓国
語での授業）
英語（10％が英語で
の授業）

春学期　12月の第１金曜
秋学期　6月の第１金曜
【大学院】
1月2日

アジア 韓国 済州大学校 ○ ○ 
３月～６月
９月～12月
1学期も可

韓国語
春学期  12月10日
秋学期   6月10日

アジア 韓国 東亜大学校 ○ ○ 
春学期：3月～6月
秋学期：9月～11月

韓国語
春学期　11月下旬
秋学期　5月下旬

アジア タイ チュラロンコン大学 ○ ○ 

◆2学期制
春学期　1月～5月
秋学期　8月～12月

◆3学期制
1学期　8月～11月
2学期　12月～3月
3学期　4月～8月

※3学期制はいくつかのInternational
graduate programにのみ適用されてい
ます。

1学期のみも可。

英語

◆2学期制
春学期　7月15日
注）現行の九州大学の学内選考スケ
ジュールの場合、春学期からの応募
は不可。
秋学期　2月15日

◆3学期制
1学期　2月15日
2学期　6月15日
3学期　10月15日

注）現行の九州大学の学内選考スケ
ジュールの場合、2学期または3学期
からの応募は不可

≪ビジネススクール≫
※第3回応募では申請不可
春学期　9月30日
秋学期　4月30日
注）現行の九州大学の学内選考スケ
ジュールの場合、春学期からの応募
は不可
http://bba.acc.chula.ac.th/index.php
/2014-06-27-06-11-06/exchange-
incoming

アジア タイ マヒドン大学 ○ ○ 

各学部によって異なるので要確認

＜Mahidol University Internatilnal
College>
1学期：9 ～12月
2学期：1月～3月
3学期：4月～7月
1学期間も可

・タイ語授業は無料で受講可

英語
2.75/4.0

締切は、学部により異なる
【MUIC】
９月入学　6月末
１月入学　10月末
４月入学　1月末

アジア 中国 華中科技大学 ○ ○ 
秋学期：9月～1月
春学期：3月～7月

中国語
英語

秋学期入学　7月15日
all HUST programs
春学期入学　12月30日
English-Medium non-medical
Programs, Chinese Language
Programs

アジア 中国 新疆師範大学 ○ ○ 
9月～1月
2月～７月

中国語

アジア 中国 中国科学技術大学 ○ ○ 
9月～1月
2月～7月

アジア 中国 東北師範大学 ○ ○ 
秋学期　3月～7月
春学期　8月～1月
1学期も可

中国語
春学期  2月20日
秋学期  6月20日

アジア 中国 同済大学 ○ ○ 中国語
春学期  12月10日
秋学期   6月10日

アジア 中国 武漢大学 ○ ○ 
1学期　9月～1月
2学期　2月～7月
1学期　可

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。

6月30日

アジア ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校 ○ ○
英語
ベトナム語

2.8
留学課からのノミネーショ
ンが必要

ヨーロッパ 英国 ブリストル大学 ○ ○ 

秋学期　9月～1月
春学期　1月～6月

法・理・工は1年間のみ
経済は1年間または秋学期のみ
1学期間希望者は要確認

英語 3.0以上が望ましい
秋学期　6月15日
春学期　10月25日

ヨーロッパ 英国 ロンドン大学アジア・アフリカ学院 ○ ○ 

1学期　9月下旬～12月中旬
2学期　1月初旬～3月下旬
3学期　4月下旬～6月中旬
1学期間可（1学期、2学期と3学期、1年
間の留学は可能だが、1学期と2学期の
組み合わせは不可)

英語
少なくとも3.0以上あること
が望ましい

1学期から留学を始める場合
6月30日
2学期、3学期から留学を始める場合
10月31日

ヨーロッパ ドイツ ハイデルベルク大学 ○ ○ 
冬学期 10月～2月
夏学期　4月～7月
1学期間も可

ドイツ語
冬学期　6月15日
夏学期　12月15日

赤字：今回、応募可能な留学開始月、申請締切（但し、学内選考合格後、推薦が決定した留学先大学の要求するGPAスコアを各申請締切の1か月前またはノミネーション締切の1週間前のうち、どちらか早い方までに留学課へ提出出来ない場合
は、推薦取消となる可能性があります。



ヨーロッパ ドイツ ホーエンハイム大学 ○ ○ 
冬学期　10月～2月
夏学期　4月～7月
1学期間も可

ドイツ語

英語（修士課程の
Agricultural
Economics,
Agricultural Sciences
in the Tropics &
Subtropics, Crop
Sciences,
Environmental
Protection &
Agricultural Food
Production,
Environmental
Science-Soil, Water
& Biodiversity,
Organic Agriculture
and Food Systems
 Economics,
International
Business and
Economicsのみ）

オンライン申請時、ノミ
ネーションフォーム発行
（留学課サイン要）

冬学期と1年　6月1日
夏学期　12月1日

ヨーロッパ フランス
エコール スーペリウール デレクトリシ
テ

○ ○ 

9半ば～1月半ば
1月末～6月半ば
1学期間も可
1月～9月（1年）は不可

フランス語 6月半ば

ヨーロッパ フランス ボルドー建築景観学院 ○ ○ 
1学期　9月中旬～2月中旬
2学期　2月下旬～6月末

フランス語
1学期　5月30日
2学期　11月30日

ヨーロッパ フランス ボルドー国立農業技術大学校 ○ ○ 
秋学期　9月～1月
春学期　2月～6月

フランス語、英語
9月入学　6月1日
1月入学　11月1日

ヨーロッパ フランス ボルドー大学 ○ ○ 
秋学期　9月～1月
春学期　1月～6月

フランス語
英語（いくつかの講
義のみ）

秋学期　5月30日
春学期　11月15日
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