
2022年度　東京大学　全学交換留学（グローバルキャンパス推進本部担当）2023-2024年期秋募集

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-USTEP-list.html

国・地域 協定校 対象
最大募

集人数
備考

台湾 国立陽明交通大学 学部学生･大学院学生 5

台湾 国立台湾大学(NTU) 学部学生･大学院学生 20

中国 上海交通大学 学部学生・Master 6

中国 清華大学 学部学生･大学院学生 14

中国 浙江大学 学部学生･大学院学生 6

中国 南開大学 学部学生･大学院学生 6

中国 南京大学 学部学生・Master 4

中国 復旦大学 学部学生 4

中国 北京大学 学部学生･大学院学生 14

香港 香港大学 学部学生 6

香港 香港科技大学(HKUST) 学部学生 6

インドネシア インドネシア大学 学部学生 2

インドネシア ガジャマダ大学 学部学生・Master 6

韓国 高麗大学校 学部学生･大学院学生 9

韓国 ソウル大学校 学部学生･大学院学生 4

韓国 浦項工科大学校(POSTECH) 学部学生･大学院学生 4 法学部派遣不可

韓国 延世大学校 学部学生･大学院学生 9

マレーシア マラヤ大学 学部学生 6

フィリピン フィリピン大学 学部学生・Master 6

シンガポール シンガポール国立大学(NUS) 学部学生 10

シンガポール ナンヤン工科大学 学部学生･大学院学生 8

タイ チュラロンコン大学 学部学生･大学院学生 6

ブラジル サンパウロ大学 学部学生･大学院学生 6

チリ チリ大学 学部学生・Master 2

チリ チリ・カトリック大学 学部学生・Master 6

メキシコ エル・コレヒオ・デ・メヒコ 学部学生･大学院学生 2

メキシコ メキシコ国立自治大学(UNAM) 学部学生･大学院学生 10

トルコ ボアジチ（ボスフォラス）大学 学部学生･大学院学生 4

カナダ トロント大学 学部学生･大学院学生 10

カナダ ビクトリア大学 学部学生 8

カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC) 学部学生･大学院学生 10

カナダ マギル大学 学部学生 10

（１）    協定校に関する基本的な情報、交換留学生が受講できる科目、交換留学生の受入制限（学年・専攻分野・語学能力等）

等については、協定校のウェブサイトやFactsheet、Go Global 東京大学海外留学・国際交流情報ウェブサイトの「全学交換留学

協定校一覧」を参照すること。

（２）    留学時に所属する学部・研究科によっては、下記の協定校の中のうち、特定の大学への派遣が認められない場合もあり

うるので注意すること。

(別紙) 協定校一覧（2023-2024年期秋募集）

募集予定対象協定校一覧

法学部からの派遣が「派遣可否検討中」となっている協定校は派遣対象外となる可能性があります。

これらの協定校へ留学を検討している場合は注意してください。



アメリカ
イ ェ ー ル 大 学 (Fox International Fellowship

Program)
大学院学生 99 1年間のみ申請可

アメリカ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 学部学生 10

アメリカ カリフォルニア大学サンタクルーズ校 学部学生･大学院学生 6 クォーター制

アメリカ ジョンズ・ホプキンス大学 学部学生 2

アメリカ スウァスモアカレッジ 学部学生 2

アメリカ ノースイースタン大学 学部学生 6

アメリカ プリンストン大学（学部） 学部学生 6

アメリカ プリンストン大学（大学院） 大学院学生 4

アメリカ ワシントン大学 学部学生 9 クォーター制

オーストラリア アデレード大学 学部学生・Master 10

オーストラリア オーストラリア国立大学(ANU) 学部学生 10

オーストラリア クィーンズランド大学(UQ) 学部学生・Master 6

オーストラリア シドニー大学 学部学生・Master 6

オーストラリア ニューサウスウェールズ大学(UNSW) 学部学生・Master 10

オーストラリア メルボルン大学 学部学生･大学院学生 9

オーストラリア モナシュ大学 学部学生・Master 10

ニュージーランド オークランド大学 学部学生・Master 4

ニュージーランド オタゴ大学 学部学生･大学院学生 6

デンマーク コペンハーゲン大学 学部学生・Master 10

フィンランド ヘルシンキ大学 学部学生・Master 6

フランス エコール・ポリテクニーク 学部学生・Master 6 法学部派遣不可

フランス グルノーブル・アルプ大学 学部学生･大学院学生 10

フランス EHESS(社会科学高等研究院) 大学院学生 3

フランス ストラスブール大学 学部学生･大学院学生 6

フランス パリ政治学院(シアンスポ) 学部学生・Master 8

ドイツ ケルン大学 学部学生･大学院学生 8

ドイツ ベルリン自由大学 学部学生･大学院学生 4

ドイツ
ミュンヘン・ルートヴィヒ=マクシミリアン大学

(LMU)
学部学生･大学院学生 6

アイルランド トリニティカレッジ・ダブリン 学部学生･大学院学生 4

アイルランド ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン(UCD) 学部学生･大学院学生 6

イタリア ローマ大学ラ・サピエンツァ 学部学生･大学院学生 4

オランダ フローニンゲン大学 学部学生・Master 4

オランダ ライデン大学 学部学生・Master 6

ロシア サンクトペテルブルク大学 学部学生･大学院学生 4

スペイン マドリード自治大学 学部学生･大学院学生 4

スウェーデン ウプサラ大学 学部学生･大学院学生 8

スウェーデン スウェーデン王立工科大学(KTH) 学部学生･大学院学生 14 法学部派遣不可

スウェーデン ストックホルム大学 学部学生･大学院学生 4

スウェーデン ルンド大学 学部学生・Master 8

スイス ジュネーヴ大学 学部学生･大学院学生 10

スイス スイス連邦工科大学チューリッヒ(ETH) 学部学生･大学院学生 15

スイス チューリッヒ大学 学部学生･大学院学生 6

英国 ウォーリック大学 学部学生 6

英国 エクセター大学 学部学生 8



英国 グラスゴー大学 学部学生・Master 4

英国 サウサンプトン大学 学部学生 6

英国 シェフィールド大学 学部学生･大学院学生 10

英国 ダラム大学 学部学生・PhD** 16 1年間のみ申請可

英国 マンチェスター大学 学部学生 6

英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) 学部学生・Master 10

英国 ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS) 学部学生・Master 6

英国
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アン

ド・ポリティカル・サイエンス(LSE)
学部学生 3 1年間のみ申請可

※協定校は追加となる場合がある。

※最大募集人数は協定校と調整中のため、暫定の枠数を記載している。協定校との協議により今後変動する場合がある。


