
2023年1⽉
⼤阪⼯業⼤学 国際交流センター

学期の⻑さ、開始⽇時は⼤学によって異なりますので、協定校ウェブサイトも必ず確認してください。
*が付いた⼤学への留学を希望する場合は、学内応募締切に関わらず早期にご相談ください。国際交流センターから先⽅へ、詳しい条件の確認が必要です。
■アジア
国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）

応募要件
（その他）

宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

同済⼤学* 授業履修 ２名
最⼤１
カ⽉

9⽉または3⽉
開始⽇の半年
前まで

HSK6級または
TOEIC730点以上

要確認 ⼯学・法学系の学科を含む総合⼤学

【派遣】
・国際PBL（E・D科）
・中国語研修（2週間） ※現在は実施していません。
【受⼊】
・国際PBL（E・D科）
・⽇本語学部の学⽣を交換プログラムに受⼊（2週間）

韓国語教育院での語学留学
（韓国語）

問わない

授業履修
TOPIK3級または
TOEIC730点以上

2023年9⽉ 3⽉1⽇

2024年2⽉ 前年の9⽉1⽇

華語センターでの語学留学
（中国語）

問わない 授業は12時間/週

授業履修
（使⽤⾔語︓英語）

TOEFL-iBT 63以上、
TOEIC670点以上、または
IELTS 5.0以上

英語による授業は機械・電気分野のみ

授業履修
（使⽤⾔語︓中国語）

TOCFL3級または
HSK6級以上

⼤学院レベルのインターン/
研究

1カ⽉〜
1年

通年
開始⽇の半年
前まで

TOEIC550点以上か、
それに相当する英語⼒の証明

海外研究⽀援プログラムによる派遣も該当（交
換留学扱いとなるため、出願が必要）。

2023年9⽉ 3⽉1⽇

2024年2⽉ 前年の9⽉1⽇

インターン/研究 通年
開始⽇の半年
前まで

国⽴台湾科技⼤学* インターン/研究 若⼲名
⼯学・設計学・経営学・知的財産学系の学科を
設置

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム
【派遣・受⼊】
・国際PBL（C科、M科、K科）
【受⼊】
・短期研修⽣（⼈⼒⾶⾏機プロジェクト、研究等）

留学を希望する場合は、指導教員と相談の上、開始の半年前までにご相談ください。国際交流センターが条件
確認等をサポートします。
（海外研究⽀援プログラムによる留学を希望する場合は、相談不要）

台湾

5名
半年/
1年

TOEIC550点以上か、
それに相当する英語⼒の証明

HSK6級または
TOEIC730点以上

6,370〜
27,800NT$/半期

⼯学・情報・法律系の学科を設置

12,500NT$（4⼈
部屋）〜
23,500NT$（2⼈
部屋）/半期

⼯学・情報・法律系の学科を設置

【派遣】
・国際PBL（RD学部、E・D科）
・海外研究⽀援プログラム
【受⼊】
・国際PBL（RD学部、E・D科）
・⻑期交換留学（授業履修、研究）
・夏期集中講義（P研究科）

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム

半年/
1年

2名

免除

・⼯学・情報・法律系の学科および韓国語教育
院を設置
・定員は、学園設置3⼤学（⼤阪⼯業⼤学、摂
南⼤学、広島国際⼤学）からの最⼤⼈数

【派遣】
・⽂化体験プログラム（毎年夏期、3週間）
・⻑期交換留学（語学学習）︓2016年2⽉-2017年1⽉
[約11カ⽉間]、2名
【受⼊】
・⻑期交換留学（授業履修）

12,500NT$（4⼈
部屋）〜19,200
（2⼈部屋）/半期

【派遣】
・⽂化体験プログラム（毎年夏期、2週間）
・国際PBL（E・D科）
・⻑期交換留学（語学学習）︓2019年9⽉-2020年1⽉
[約4カ⽉間]、1名
【受⼊】
・国際PBL（E・D科）
・⻑期交換留学（授業履修）

国⽴台北科技⼤学

授業履修

⻑期交換留学（派遣）募集⼀覧

中国

韓国 ⼤⽥⼤学校 3名※
半年/
1年

2024年3⽉ 2023/9/1

南台科技⼤学 2名

半年/
1年

2023年9⽉ 3⽉1⽇

国⽴清華⼤学 授業履修

1/4



国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）
応募要件

（その他）
宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

2023年9⽉ 3⽉1⽇

2024年2⽉ 前年の9⽉1⽇

2023年9⽉ 3⽉1⽇
10,505NT$（4⼈
部屋）〜/半期

・⼯学・建築（デザイン）・経営等の学部を設
置

2024年2⽉ 前年の9⽉1⽇

インターン/研究
（使⽤⾔語︓英語）

通年
開始⽇の半年
前まで

TOEIC550点以上か、
それに相当する英語⼒の証明

2023年9⽉ 3⽉1⽇
・⼯学、⽣命科学、理学、農学、獣医学、社会
科学管理学、法政策学等の学部を設置

（なし）

2024年2⽉ 前年の9⽉1⽇

インターン/研究 通年
開始⽇の半年
前まで

9⽉(8⽉） 2023/4/1

2024年1⽉ 2023/8/1

ELP（英語研修）
短期〜
⻑期

9⽉以降随時
開始⽇の5カ⽉
前まで

英語能⼒を問わない

授業履修
（使⽤⾔語︓英語/インドネシ
ア語）

2024年1⽉ 2023/6/30

インターン/研究 2024年1⽉ 2023/6/30

2023年9⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/7/31

2024年5⽉ 2023/11/30

2023年9⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/7/31

2024年5⽉ 2023/11/30

タイ 泰⽇⼯業⼤学* 専⾨研修プログラム 若⼲名
最⼤２
カ⽉

要確認
定員・期間は、同じ年度に先⽅から本学へ受け
⼊れる学⽣数・期間と同⼀

【派遣】
・⽂化体験プログラム（毎年夏期、2週間）
【受⼊】
・研修⽣をものづくりマネジメントセンターに短期受⼊（2
週間）

2023年8⽉ 2023/3/31

2024年1⽉ 2023/6/30

インド マニパル⼤学* インターン/研究 2名 要確認
⼯学系、情報系の学科を設置。教育は全て英語
で⾏われる

（なし）

HSK6級以上または
TOEIC550点以上

【派遣・受⼊】
・国際PBL（RD学部）
【受⼊】
・夏期集中講義（P研究科）、⻑期交換留学（RD部）

台湾

⼤同⼤学 授業履修

授業履修
国⽴雲林科技⼤学

国⽴中興⼤学
授業履修

5名

2名

2名

フィリピン サンホセレコレトス⼤学 ２名 要確認

4,000〜10,000
バーツ/⽉

タマサート⼤学シリントーン国際⼯学部
（SIIT）は、タマサート⼤学の独⽴⾼等教育機
関（1992年創⽴）。また、2023/５に事務職員
もOITにインターンシップ受⼊予定。

【派遣・受⼊】
・国際PBL（RD学部、情報科学部）
【派遣】
・海外研究⽀援プログラム
【受⼊】
・短期研修⽣（研究⽬的）

留学を希望する場合は、指導教員と相談の上、開始の半年前までに相談ください。国際交
流センターが条件確認等をサポートします。

留学を希望する場合は、開始の半年前までに相談ください。
国際交流センターが条件確認等をサポートします。
※夏期に⽂化体験プログラムを実施する場合、本プログラムは実施しない可能性がありま
す。

タイ タマサート⼤学
シリントーン国際⼯学部

授業履修
（使⽤⾔語︓英語）

5名
半年/
1年

TOEIC730点以上か、
それに相当する英語⼒
証明

建築・⼟⽊・機械・電気・化学・⽣命・情報な
ど⼯学系多数

【受⼊】
・情報科学部樫原准教授の研究室に２名。2022/12から
2023/2まで。

マレーシア ペトロナス⼯科⼤学

授業履修
（※対象は学部⽣のみ）

2名

1期また
は２期
(３期
中) TOEFLiBT59以上または

IELTS5.0以上
※TOEICの結果は認定不可

T-GPA2.75以
上

900-1100アメリカ
ドル/期（2⼈部
屋）エアコンなし/
あり

・教育は全て英語で⾏われる
・サマースクールの募集も有り。興味のある学
⽣は国際交流センターに申し出ること。
その他オンラインコースあり18,000円など。

【受⼊】
・⻑期交換留学（研究）

インターン/研究
（※対象は学部⽣および
⼤学院⽣）

若⼲名
2－１２
カ⽉

2カ⽉につき510-
1430アメリカドル
内容/エアコンあり
なし

インドネシア ハサヌディン⼤学*
滞在費2-7万円、⽣
活費2-4万円/⽉
奨学⾦あり。

2名
半年/
1年

インドネシア
国籍の学⽣は
不可

【派遣・オンライン】国際PBL（E・D科）

半年/
1年

半年/
1年

半年/
1年

HSK6級または
TOEIC550点以上

・On-campus
Accommodation:
NT$5000/ per
month
・Off-campus
Accommodation:
NT$9000+ /per
month.

・⼯学・電気情報系の学部を設置
・授業は主に中国語で⾏われるが、英語による
授業も⼀部あり

【派遣・受⼊】
・国際PBL（U科）、⻑期交換留学受⼊（RD部）

台湾・中国籍
の学⽣は不可

HSK6級または
TOEIC730点以上

男性15,000NT$、
⼥性13,000NT$/半
期

全学部・学科対象（受⼊窓⼝はコンピュータ学
部）
1学期︓8⽉〜12⽉
2学期︓1⽉〜5⽉
夏休み︓6⽉〜7⽉

半年/
1年

CEFR B1(TOEIC550)以上

出⾝⼤学でGPA3.0以上。
英語能⼒の証明書>※詳細は相談
ください。

授業履修（使⽤⾔語︓英語）
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■ヨーロッパ

国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）
応募要件

（その他）
宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

2023年8⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/9/15

2023年8⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2022/9/15

2023年8⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/9/15

2023年10⽉ 2023/1/5

2024年3⽉ 2023/8/31

2023年10⽉ 2023/4/15

2024年4⽉ 2023/11/31

2023年10⽉ 2023/3/15

2024年4⽉ 2023/9/15

2023年10⽉ 2023/5/15

2024年1⽉ 2023/7/31

2024年4⽉ 2023/11/31

2023年10⽉ 2023/3/31

2024年4⽉ 2023/9/15

インターン/研究 通年
開始⽇の半年
前まで

上記に準ずる

2023年9⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/7/31

2023年9⽉ 2023/2/15

2024年1⽉ 2023/9/15

2023年9⽉ 2023/3/15

2024年1⽉ 2023/9/15

2022年9⽉ 2022/4/15

2024年2⽉ 2022/10/15

2022年9⽉ 2022/4/15

2024年2⽉ 2022/10/15

フランス

TOEFL iBT65以上、IELTS5.5以
上、またはTOEIC600点以上

スペイン マドリード⼯科⼤学

ボルドー⼤学 授業履修 2名
半年/
1年

パリ・デジタルイノベー
ション⼤学院（EPITECH）

授業履修
（学部・⼤学院）

若⼲名
半年/
1年

（なし）

インターン/研究
半年/
1年

英語B1相当以上
（⽬安:TOEIC550点以上）

（なし）

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム

授業履修

2名

半年/
1年

スペイン語B1相当以上または
（英語授業の場合）英語B1相当
以上（⽬安:TOEIC550点以上） EUR600〜900/⽉

(⾷費込）

・⼯学、建築、情報学等の学部を設置
・英語での授業あり
・Spanish Languageコース有

600〜800ユーロ/
⽉

IT関係17〜19コースを学期単位で英語で受講
できる。フランス語授業もあり。

（なし）

600〜800ユーロ/
⽉

・専⾨コースは英語で⾏われる
・別途サマースクール、フランス語集中コース
もあり（30ユーロ）

（なし）
TOEFLiBT72以上または
IELTS5.5以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

EUR200〜500/⽉
・⼯学系、情報学等の学部を設置
・授業履修の場合はドイツ語B1相当以上の語学
⼒が必要

オランダ
アイントホーフェン⼯科⼤学
（電気⼯学分野のみ）

要確認
TOEFLiBT90以上または
IELTS6.5以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

半年/
1年

授業履修 2名

EUR300〜450/⽉
・授業履修は⼤半がドイツ語で⾏われる（建
築・デザインは30単位までの英語授業もあり）
・German Languageコース有

【受⼊】
・⻑期交換留学（研究）

HAWK 応⽤科学芸術⼤学
（建築学部のみ）

授業履修
2名

半年/
1年

ドイツ語B1相当以上または
（英語授業の場合）英語B1相当
以上（⽬安:TOEIC550点以上）

寮︓300〜400ユー
ロ/⽉

・授業履修は⼤半がドイツ語で⾏われる（ドイ
ツ語B1相当以上の語学⼒が必要）
・German Languageコース有

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム

ミュンヘン防衛⼤学 インターン/研究 2名 最⻑1年
TOEFLiBT72以上または
IELTS5.5以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

ミュンヘン⼯科⼤学
（⼟⽊環境分野のみ）

授業履修
（使⽤⾔語︓ドイツ語）

若⼲名 最⻑1年
ドイツ語B1相当以上または
（英語授業の場合）英語B1相当
以上（⽬安:TOEIC550点以上）

対象は情報科学部。留学先はゲームデザイン学
科（ゴッドランドキャンパス）のみ
英語での授業あり

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム

ドイツ

ヴッパタール⼤学 インターン/研究 3名

オーストリア ウィーン⼯科⼤学
インターン/研究
（※対象は⼤学院⽣のみ）

若⼲名

半年/
1年

TOEFLiBT79以上または
IELTS6.0以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

276ユーロ〜/⽉
⼯学、建築、情報科学等、7つの学域を設置
・⼀部授業は英語で開講
・German Languageコース有

【受⼊】
・⻑期交換留学（研究）

TOEFL iBT78以上または
IELTS6.0以上、TOEIC645点以上

約320〜620ユーロ
/⽉（⼤学の寮でな
く、⼀般のアパー
ト）

⽇本の協定校を対象とした研究留学プログラ
ム。分野によっては、授業を履修できる場合あ
り（ただし、授業は⼤半がドイツ語で⾏われ
る）

【派遣】
・⻑期交換留学（研究）︓20年2-3⽉[約2カ⽉間]
※コロナの影響で途中帰国（当初予定は8⽉上旬まで）、1名
・海外研究⽀援プログラム

3カ⽉〜
1年

ノルウェー
スタヴァンゲル⼤学
（科学技術学部のみ）

授業履修 2名
半年/
1年

英語B2相当以上
TOEFLiBT72以上または
IELTS5.5以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

3,200〜5,300ノル
ウェー・クローネ/
⽉

科学技術、社会科学、健康科学等の学部を設置
（ただし協定の対象は科学技術学部のみ）

【派遣】
・海外研究⽀援プログラム

スウェーデン ウプサラ⼤学
（ゲームデザイン学科のみ）

授業履修 2名
半年/
1年

TOEFLiBT72以上または
IELTS5.5以上
（⽬安:TOEIC785点以上）

2,500〜7,000ス
ウェーデン・ク
ローナ/⽉

フィンランド タンペレ⼤学
（建築分野は対象外）

授業履修 2名
半年/
1年

TOEFLiBT92以上または
IELTS6.5(各スコアが5.5)以上
（TOEICのスコアは認めない）

250〜400ユーロ/
⽉

毎年8⽉頃、サマースクール(約2週間)開講実績
あり（⻑期交換留学とは別プログラム）。興味
のある学⽣は国際交流センターに申し出ること

【派遣】
・⻑期交換留学（授業履修）︓2017、2016、2015年度に
各1名（期間は9か⽉、5カ⽉、9カ⽉）
【受⼊】
・⻑期交換留学（授業履修、研究）
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■北⽶

国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）
応募要件
（その他）

宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

2023年8⽉ 2023/3/31

2024年1⽉ 2022/6/30

2023年10⽉ 2023/3/31

2023年3⽉ 2022/6/30

2023年8⽉ 2023/3/31

2024年1⽉ 2022/6/30

2023年9⽉

2024年1⽉

■南⽶

国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）
応募要件
（その他）

宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

2023年7⽉ 2023/2/15

2024年1⽉ 2023/7/31

国・地域 ⼤学 留学の種類 定員 期間 留学開始 学内応募締切 応募要件（語学⼒）
応募要件
（その他）

宿舎費⽤（⽬安） 備考 本学との主な交流実績

授業履修等 各校2名
短期/
半年/
1年

募集開始時に
⼤学ウェブサ
イトに掲載

募集開始時に
⼤学ウェブサ
イトに掲載

⼤学によって異なる
⼤学によって
異なる

⼤学によって
異なる

毎年6⽉、9⽉、11⽉、2⽉頃に募集要項発表
【受⼊】
・2018年度に台湾の⼤学⽣を半年間受⼊（授業履修）

COIL Workshop（2021年5⽉）
TOEFLiBT84以上、
またはIELTS6.5以上

2023/2/15
芸術学部(Integrated Mediaなど10コース、デ
ザイン学部（環境・インテリア・産業デザイン
など7コース）

半年/
1年

若⼲名カナダ OCAD⼤学 専⾨科⽬の授業を履修

600-1000$ CAD/
⽉（⼤学の寮でな
く、⼀般のアパー
ト）

約3,500〜6,000メ
キシコペソ/⽉（⼤
学の寮でなく、⼀
般のアパート）

・⼯学部や精密科学部、農学部等を設置
・毎年6〜7⽉頃、サマーリサーチプログラム
(約8週間)開講実績あり。詳しくは国際交流セ
ンターまでお問い合わせください。

アンジェロ州⽴⼤学

専⾨科⽬の授業を履修

1名※

半年/
1年

TOEIC780点以上、
TOEFLiBT79以上、
またはIELTS6.5以上

【受⼊】
・⻑期交換留学（研究）

■UMAP加盟校

アジア、オセアニアなど環太平洋諸国22カ
国、約500⼤学

TOEIC600点以上、
TOEFLiBT50以上、
またはIELTS4.5以上

メキシコ グアナファト⼤学 インターン/研究 2名
半年/
1年

英語B1相当以上（⽬安:TOEIC550
点以上）
（授業履修の場合）スペイン語B1相
当以上

GPA3.6以上
または学年
トップ15％以
内

GPA2.0以上
2,700USドル〜/半
期

理⼯学部（農学科、⽣物学科、化学・⽣化学
科、コンピュータ科学科、⼯学科、数学科、物
理・地球科学科）等を設置

※1⼈⽬は正規授業料免除、2⼈⽬からは州内学
⽣と同額の授業料

【派遣】
・語学研修プログラム ※現在は実施していません。

7週間の英語授業(⾃費)の後、
専⾨科⽬の授業を履修

英語授
業を含
め1年ま
で

TOEIC700点以上、
TOEFLiBT60以上、
またはIELTS5.5以上

14週間の英語授業(⾃費)の
後、専⾨科⽬の授業を履修

英語授
業を含
め1年ま
で

アメリカ
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