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Nagoya University Facts and Figures

● 国立大学で、世界大学ランキングではアジアで26位（QS

2019）、日本で7位（THE 2018）にランキング

されています。
● 9学部、13研究科及び25研究施設で教育・研究を行っています。
● 2018年現在、約16,000名の学生が学び、そのうち2,500名が115カ国から来た留学生です。
● 2000年以降、物理学と科学の分野において6人のノーベル賞受賞者を輩出しています。
● 留学生のために、就職支援に関する教育プログラム（日本語教育・キャリア教育・インターンシップ等）を、

年間50件以上実施しています。
● National

university ranked 26th in Asia (QS 2019) and 7th in Japan (THE 2018)
● 9 undergraduate schools, 13 graduate schools and 25 research institutes
● Over 16,000 students including 2,500 international students from 115 countries in 2018
● 6 Nobel laureates in Physics and Chemistry since 2000
● Dedicated to career education for international students, offering more than 50 programs
throughout the year including business Japanese, professional consultation and internships
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名古屋の魅力

Charms of Nagoya

日本の真ん中に位置する名古屋市は、太平洋沿いにある人口230万人の都市です。日本三大都市圏の一つを形成しています。日本のビ
ジネスと工業の中核的拠点であり、日本経済にとって重要な地位を占めています。企業、工場、研究所が多数立ち並ぶだけではなく、百十数
社のグローバル企業が名古屋とその近郊に本社を置いています。
都市構造が高度に発達した名古屋市では、6つの地下鉄路線と3つの鉄道路線、そして市内を網羅するバスによりどこへでも簡単に移動することが
できます。市の中心部から大学キャンパスまでは地下鉄でわずか10数分です。さらに新幹線を使えば、東京まで1時間半、京都までは40分で行くこ
ともできます。
また名古屋市は豊かな自然環境のなかに、活気ある都会の姿と伝統的な文化遺産が共存する都市でもあります。周囲を山や海に囲まれてい
るため、年間を通して様々なアウトドアスポーツや文化イベントを楽しむことができます。さらに近年名古屋はJポップカルチヤーの中心地として
も注目を集めています。
「名古屋おもてなし武将隊®」や「世界コスプレサミット」など、日本はもちろん世界中から注目を集めるイベントが名古屋
で開催されています。
春はお花見、秋は紅葉、そしてきしめん、味噌煮込みうどん、味噌カツなどの郷土料理の数々。そして今も街中にひっそり佇む昔ながらの街
並みや、名古屋城や熱田神宮などの日本有数の史跡－キャンパスを超えて名古屋の様々な魅力を堪能してください。

Located in central Japan along the Pacific coast, the city of Nagoya has a population of 2.3 million people, making it the
country’s third largest metropolitan area. A hub for business and industry, it is vital to Japan’s economic strength. Corporate
offices, manufacturing plants and research and design centers as well as over 100 global enterprises are headquartered in
the Greater Nagoya area.
Nagoya boasts an advanced urban infrastructure with a network of 6 subway lines, 3 railway companies and convenient
bus routes that enable easy travel throughout the city. Downtown Nagoya (Sakae area) is a fifteen minute subway ride from
campus. Tokyo is an hour and a half away by Shinkansen bullet train, and Kyoto is accessible in 40 minutes.
Nagoya incorporates vibrant urbanity and unique cultural heritage within an attractive natural environment. The city is surrounded
by mountains and sea providing outdoor and cultural activities throughout the year. Nagoya is transforming into a mecca for
J-pop culture. Nagoya Omotenashi Bushotai (Samurai warrior welcoming performance for tourists), the World Cosplay Summit
and other contemporary events entertain and attract people not only from within Japan but also from all over the world.
Beyond campus, students can enjoy diverse experiences including: viewing sakura cherry blossoms and momiji maple
leaves, sampling regional cuisine (such as kishimen, misonikomi udon noodles, miso-katsu), discovering hidden traditional
streetscapes and visiting historical sites such as Nagoya Castle and Atsuta Shrine.
※表紙

名古屋市公式マスコットキャラクター「はち丸」、「だなも」、「エビザベス」、「かなえっち」

世界コスプレサミット／World Cosplay Summit

名古屋大学東山キャンパス／Nagoya University Higashiyama Campus

©WCS

名古屋おもてなし武将隊®／Nagoya Omotenashi Bushotai

©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat

AICHI
PREFECTURE
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学部入学について
Undergraduate Admissions
● 日本留学試験・EJUを受験し、
一定のスコアを獲得しましたか?

日本学生支援機構（JASSO）が実施する「日本留学試験」
（EJU）のうち、各学部が指定した全科目を受験し、一定の点数を得なければ出願できません。
● 学校教育における12年の課程を修了しましたか？
● 過去2年間にTOEFLを受験し、
各学部の定めるスコアを獲得しましたか？

以下の学部・学科の受験が可能です！
＊受験資格は変更になる可能性があります。詳細は必ず募集要項で確認してください。

文学部  School of Humanities

理学部 School of Science

www.hum.nagoya-u.ac.jp

www.sci.nagoya-u.ac.jp

人文学科
◆ 日本留学試験

日本語（読解、聴解、聴読解）
：220点以上
総合科目と数学コース１：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

法学部  School of Law
www.law.nagoya-u.ac.jp

法律・政治学科
◆ 日本留学試験

日本語（読解、聴解、聴読解）
：220点以上
総合科目と数学コース１：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

情報学部  School of Informatics
www.i.nagoya-u.ac.jp

自然情報学科
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：250点以上
理科（物理、生物、化学から2科目）と数学コース2：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

人間・社会情報学科
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：250点以上
総合科目と数学コース１：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

コンピュータ科学科
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：250点以上
理 科（物理1科目及び「化学、生物」から1科目選択の合計2科目）
と数学コース2：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、
地球惑星科学科
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：320点以上
理科（物理、化学、生物から2科目）と数学コース2：300点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 71点以上、TOEFL-PBT 527点以上

教育学部  School of Education
www.educa.nagoya-u.ac.jp

人間発達科学科
◆ 日本留学試験

日本語（読解、聴解、聴読解）
：220点以上
総合科目と数学コース１：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

経済学部  School of Economics
www.soec.nagoya-u.ac.jp

経済学科、経営学科
◆ 日本留学試験

日本語（読解、聴解、聴読解）
：220点以上
総合科目と数学コース１：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 71点以上、TOEFL-PBT 527点以上

医学部  School of Medicine
www.med.nagoya-u.ac.jp

医学科 www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/index.html
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：360点以上
理科（物理、生物、化学から2科目）と数学コース2：320点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 90点以上、TOEFL-PBT 574点以上

保健学科 www.met.nagoya-u.ac.jp
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）：300点以上
理科（物理、生物、化学から2科目）と数学コース2：265点以上
◆ 英語

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上
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工学部  School of Engineering

農学部  School of Agricultural Sciences

www.engg.nagoya-u.ac.jp

www.agr.nagoya-u.ac.jp

化学生命工学科、物理工学科、マテリアル工学科、
電気電子情報工学科、機械・航空宇宙工学科、
エネルギー理工学科、環境土木・建築学科

生物環境科学科、資源生物科学科、応用生命科学科
◆ 日本留学試験

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：250点以上
理科（物理、生物、化学から2科目）と数学コース2：265点以上

◆ 日本留学試験

◆ 英語

日本語（記述、読解、聴解、聴読解）
：300点以上
理科（物理、化学）と数学コース2：265点以上

TOEFL-iBT 61点以上、TOEFL-PBT 500点以上

◆ 英語

TOEFL-iBT 71点以上、TOEFL-PBT 527点以上

合格までの
STEP

1

「私費外国人留学生募集要項」を手に入れ、出願手続きを行う
募集要項は毎年9月頃に名古屋大学のホームページに掲載されます。

www.nagoya-u.ac.jp/admission
STEP

2

3STEPS

出願時期は毎年12月中旬です。

入学試験を受ける

STEP

入学試験は毎年1月下旬に名古屋大学のそれぞれのキャンパス
で行われます。

3

合格発表
合格発表は毎年2月下旬です
（郵送およびHPでの発表）。

試験科目一覧

小論文

面接

文学部

●

●

教育学部

●

●

法学部

●

●*

経済学部

●

●

情報学部**

●

●*

理学部

●*

医学部医学科

●*

医学部保健学科***

工学部

●

●

化学生命工学科

●

●

物理工学科

●

●*

マテリアル工学科

●

●

電気電子情報工学科

●

●

機械・航空宇宙工学科

●

●

エネルギー理工学科

●

●

環境土木・建築学科

●

●

●

●*

農学部

筆記試験

●

●

* 専門科目の口頭試問を含む
** 人間・社会情報学科は面接に口頭試問を含む
*** 放射線技術科学専攻は面接（口頭試問を含む）のみで小論文は課さない

◆ 授業料など

受験料

Tuition and Fees

Application

¥17,000

入学料  Registration

¥282,000

One-time payment in first year

授業料  Tuition
年額／ Year
半期／ Semester

¥535,800
¥267,900
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大学院入学について（博士前期・修士課程、博士後期・博士課程、研究生）
Graduate Admissions (Master’s Courses, Doctoral Courses and Research Students)
◆ 大学院研究科・専攻一覧

Graduate Schools and Departments

人文学研究科  Graduate School of Humanities

www.hum.nagoya-u.ac.jp

◆ 人文学専攻 — 言 語文化系学位プログラム（文芸言語学コース、哲学倫理学コース）

歴史文化系学位プログラム（歴史学・人類学コース、総合文化学コース）
英語高度専門職業人学位プログラム（英語高度専門職業人コース）
多文化共生系学位プログラム（国際・地域共生促進コース）

入試情報・募集要項

www.hum.nagoya-u.ac.jp/examination/examination-sub4/

教育発達科学研究科  Graduate School of Education and Human Development

www.educa.nagoya-u.ac.jp

◆ 教育科学専攻 — 生 涯発達教育学講座、学校情報環境学講座、相関教育科学講座、高等教育学講座、生涯スポーツ科学講座

教育マネジメントコース（博士後期課程のみ）

◆ 心理発達科学専攻 — 心
 理社会行動科学講座、精神発達臨床科学講座、スポーツ行動科学講座

心理危機マネジメントコース（博士後期課程のみ）

◆ 高度専門職業人コース（博士前期課程のみ）— 生涯学習研究コース、心理開発研究コース、心理臨床研究コース

入試情報・募集要項

www.educa.nagoya-u.ac.jp/info/admission

法学研究科  Graduate School of Law

www.law.nagoya-u.ac.jp

◆ 実務法曹養成専攻（法科大学院）

◆ 総合法政専攻 — 研究者養成コース、応用法政コース、国際法政コース

入試情報・募集要項

研究者養成コース、応用法政コース：www.law.nagoya-u.ac.jp/examination
国際法政コース：Master コース www.law.nagoya-u.ac.jp/en/programs/masters/
Doctor コース www.law.nagoya-u.ac.jp/en/programs/doctorate/

経済学研究科  Graduate School of Economics

www2.soec.nagoya-u.ac.jp

◆ 社会経済システム専攻 — 市場・制度分析講座、社会経済分析講座、政策システム分析講座、社会環境システム講座
◆ 産業経営システム専攻 — 企業システム講座、経営革新講座、情報創造講座

入試情報・募集要項

www2.soec.nagoya-u.ac.jp/admissionsinfo/

理学研究科  Graduate School of Science

www.sci.nagoya-u.ac.jp

◆ 素粒子宇宙物理学専攻 — 素粒子宇宙物理系、宇宙地球物理系
◆ 物質理学専攻 — 物理系、化学系

◆ 生命理学専攻 — 分子遺伝学、生体構築論、機能調整学、形態統御学、情報機構学、生体調整論、生体システム論、超分子機能学
◆ 名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻（博士後期課程のみ）

入試情報・募集要項
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www.sci.nagoya-u.ac.jp/graduate/index.html

医学系研究科 Graduate School of Medicine

www.med.nagoya-u.ac.jp

修士課程（修業年限6年の医学・歯学・薬学・獣医学の卒業生以外が対象）
◆ 医科学専攻 — 医科学コース、医療行政コース（ヤング・リーダーズ・プログラム）
、公衆衛生コース

入試情報・募集要項

www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/admission/master-course/

博士前期課程・後期課程
◆ 看護学専攻 — 基礎・臨床看護学、健康発達看護学
◆ 医療技術学専攻 — 医用量子科学、病態解析学

◆ リハビリテーション療法学専攻 — 理学療法学、作業療法学

入試情報・募集要項

www.met.nagoya-u.ac.jp/NAVI/admission.html

医学博士課程
◆ 総合医学専攻

◆ 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻
◆ 名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻

◆ 名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻

入試情報・募集要項

www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/admission/doctral-course/

工学研究科  Graduate School of Engineering

www.engg.nagoya-u.ac.jp

◆ 有機・高分子化学専攻

◆ 物資プロセル工学専攻

◆ マイクロ・ナノ機械理工学専攻

◆ 生命分子工学専攻

◆ 電気工学専攻

◆ エネルギー理工学専攻

◆ 応用物質化学専攻
◆ 応用物理学専攻
◆ 物質科学専攻

◆ 材料デザイン工学専攻

入試情報・募集要項

◆ 化学システム工学専攻
◆ 電子工学専攻

◆ 情報・通信工学専攻

◆ 機械システム工学専攻

◆ 航空宇宙工学専攻

◆ 総合エネルギー工学専攻
◆ 土木工学専攻

www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/prospective/prospective.html

生命農学研究科  Graduate School of Bioagricultural Sciences

www.agr.nagoya-u.ac.jp

◆ 森林・環境資源科学専攻
◆ 植物生産科学専攻
◆ 動物科学専攻

◆ 応用生命科学専攻

◆ 名古屋大学・カセサート大学国際連携生命農学専攻（博士後期課程のみ）

◆ 名古屋大学・西オーストラリア大学国際連携生命農学専攻（博士後期課程のみ）

入試情報・募集要項

www.agr.nagoya-u.ac.jp/jukensei/index.html

国際開発研究科  Graduate School of International Development

www.gsid.nagoya-u.ac.jp

◆ 国際開発協力専攻 — 経済開発政策・マネジメント、平和とガバナンス、包摂的な社会と国家、教育と人材開発、貧困と社会政策

入試情報・募集要項

www.gsid.nagoya-u.ac.jp/ja/admission/application/

多元数理科学研究科  Graduate School of Mathematics

www.math.nagoya-u.ac.jp

◆ 多元数理科学専攻

入試情報・募集要項

www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/admission
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大学院入学について（博士前期・修士課程、博士後期・博士課程、研究生）
Graduate Admissions (Master’s Courses, Doctoral Courses and Research Students)
環境学研究科 Graduate School of Environmental Studies

www.env.nagoya-u.ac.jp

◆ 地球環境学専攻 — 地 球惑星科学系（地球環境システム学、地質・地球生物学、地球化学、地球惑星物理学、地球惑星ダイナミクス、地球史学、生態学）

大気水圏科学系（地球環境変動論、気候科学、物質循環科学、地球水循環科学）

◆ 都市環境学専攻 — 持
 続発展学系（都市持続発展論、環境機能物質学、物質環境構造学、地圏空間環境学、地域・都市マネジメント）

建築学系（環境・安全マネジメント、建築・環境デザイン、建築構造システム）

◆ 社会環境学専攻 — 環
 境政策論、経済環境論、環境法政論、社会学、地理学

入試情報・募集要項

www.env.nagoya-u.ac.jp/admission

情報学研究科 Graduate School of Informatics

www.i.nagoya-u.ac.jp

◆ 数理情報学専攻 — 数
 理情報基礎論、 数理情報モデル論

◆ 複雑系科学専攻 — 多自由度システム情報論、 生命情報論、 物質情報論、 創発システム論、 複雑系計算論、 情報可視化論
◆ 社会情報学専攻 — 情
 報哲学、 情報社会設計論、グローバルメディア論
◆ 心理・認知科学専攻 — 認
 知科学、 心理学

◆ 情報システム学専攻 — 計算論、 情報プラットフォーム論、ソフトウェア論、 情報ネットワークシステム論
◆ 知能システム学専攻 — 基
 盤知能情報学、システム知能情報学、フィールド知能情報学

入試情報・募集要項

www.i.nagoya-u.ac.jp/gs/entranceexamination/

創薬科学研究科 Graduate School of Pharmaceutical Sciences

www.ps.nagoya-u.ac.jp

◆ 基盤創薬学専攻 — 創
 薬有機化学、創薬生物科学、創薬分子構造学

入試情報・募集要項

www.ps.nagoya-u.ac.jp/for-applicants

合格までの
STEP

1

5STEPS

指導を希望する教員を探す
大学院へ進学を希望する場合、まず指導を受けたいと思う教員（指導教員）を探すことから始めましょう。

❶ 名古屋大学教員データベース

❷ 各研究科のHPにある「教員紹介」ページ

http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view
名古屋大学に在籍する全教員を、所属、専門分野、名前から検索

各教員の研究分野はもちろんのこと、担当授業名や過去の指導生
の論文テーマ、メールアドレスなどの詳しい情報が得られます。

できます。

STEP

2

STEP

3

研究計画書を用意する
学部での学習内容や大学院で学びたいことなどを研究計画書にまとめてみましょう（日本語なら2000字程度、英語なら800語程度）。
研究計画書は重要な出願書類であるのはもちろんのこと、STEP1で探した希望指導教員に個別連絡を取る際にも活用できます。

募集要項を入手し、出願手続きを行う
研究生の場合でも、大学院を受験する場合でも、研究科のHPで募集要項を手に入れ、出願方法や提出書類、入試日、受験科目などを確認し
ます。入学時期により出願時期も異なりますので、注意してください。またほとんどの研究科が過去の入試問題をHPで公表していますので、
受験準備に役立てましょう。

STEP

4

STEP

5

7

入学試験を受ける
入学試験のために来日する場合は、自国の最寄りの日本国大使館・総領事館で短期滞在ビザを取得してください（大学はビザ取得のためのサ
ポートはしていません）。研究生は受験のために来日する必要はありません。

合格発表
合格発表は研究科毎にHPや学内掲示板および郵送にて行います。

◆ 研究生について

About Research Students

研究生とは、指導教員のもとで専門的な研究を行う学生に与える
身分です。留学ビザの取得が可能です。留学生が大学院へ進学する
際に、専門教育を受けるのに必要な語学能力の習得や専門分野の
予備教育のために、まず研究生として半年から1年間研究生として
在籍したうえで、大学院の入学試験を受験するケースが多くみられ
ます。研究生には単位認定や修了書の発行は行われません。
研究生の募集・応募や入学時期については、上記各研究科の入試
情報をご覧ください。

◆ 入学時期

Enrollment Periods
大学院研究科

修士課程・博士前期課程

博士課程・博士後期課程

Master’s Course

Doctoral Course

4月 April

10月 October

4月 April

10月 October

人文学研究科  Graduate School of Humanities

●

●*

●

●

教育発達科学研究科 Graduate School of Education and Human Development

●

●

●**

法学研究科 Graduate School of Law

●

●**

●

●**

経済学研究科 Graduate School of Economics

●

●*

●

●

理学研究科 Graduate School of Science

●

●*

●

●**

医学系研究科 Graduate School of Medicine

●

●*

●

●**

工学研究科 Graduate School of Engineering

●

●*

●

●*

生命農学研究科 Graduate School of Bioagricultural Sciences

●

●*

●

●*

国際開発研究科 Graduate School of International Development

●

●

●

多元数理科学研究科  Graduate School of Mathematics

●

●*

●

●

環境学研究科  Graduate School of Environmental Studies

●

●**

●

●

情報学研究科  Graduate School of Informatics

●

●

●

創薬科学研究科  Graduate School of Pharmaceutical Sciences

●

●

* G30国際プログラムのみ

一部専攻・コースのみ

**

◆ 授業料など

Tuition and Fees
受験料

大学院学生
Graduate Students

研究生
Research Students

Application

¥30,000
¥9,800

入学料  Registration

¥282,000

One-time payment in first year

¥84,600

One-time payment in first year

授業料  Tuition
年額／ Year
半期／ Semester
年額／ Year
半期／ Semester

¥535,800
¥267,900
¥356,400
¥178,200
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International Undergraduate and Graduate Programs
Courses are taught in English so students do not need Japanese proficiency at the time
of enrollment.The enrollment period for all G30 programs is in October.

Admission Flow
Apply Online

Interview
Document Screening

Admission Result

Apply Online : Using the online system, applicants send a required application package to
the International Admissions Office.

Document Screening : Nagoya University faculty and staff examine documents for eligibility
and qualification.

Interview : Nagoya University invites applicants who pass the document screening stage for

an interview by video conference.

◆ G30 International Undergraduate Programs
PROGRAM

SCHOOL
School of Engineering
(Mechanical Engineering)

Automotive Engineering
School of Engineering
(Electrical, Electronic and Information Engineering)

Basic Engineering; Core Mechanical Engineering;
Advanced Automotive Technology
Basic Engineering; Core Electrical Engineering;
Electronic Information Engineering;
Advanced Automotive Technology

School of Science

Molecular; Cellular and Developmental Biology; Biophysics;
Structural Biology; Neuroscience; Plant Science; Genome Science

School of Agricultural Sciences

Applied Microbiology; Biotechnology; Food and Nutrition Sciences;
Applied Biochemistry and Chemical Biology; Applied Plant Sciences

School of Science

Nanotechnology; Biological Chemistry;
Chemical Synthesis and Catalysis

School of Engineering

Applied Chemistry; Biotechnology

School of Science

Astrophysics; Elementary Particle Physics;
Condensed Matter Physics; Biophysics

School of Engineering

Applied Physics

School of Law

Law; Political Science

School of Economics

Economics; Business Administration

School of Humanities

Modern Literature; Cinema; Modern History

Biological Science

Chemistry

Fundamental and
Applied Physics

FOCUS OF STUDY

Social Sciences

Japan-in-Asia
Cultural Studies
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For more detailed information on each program : http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/en/

◆ G30 International Graduate Programs
PROGRAM

SCHOOL

Degree
Master’s

Doctoral

Automotive Engineering

Graduate School of Engineering

●

Civil and Environmental Engineering

Graduate School of Engineering, Graduate School of Environmental Studies

●

●

Graduate School of Science

●

●

Graduate School of Mathematics

●

●

Graduate School of Science

●

●

Graduate School of Engineering

●

●

Graduate School of Science, Graduate School of Bioagricultural Sciences

●

●

Graduate School of Medicine

●

Physics and Mathematics

Chemistry

Biological and Bioagricultural Sciences

●

Medical Science

Graduate School of Medicine

Economics and Business Administration

Graduate School of Economics

●

Linguistics and Cultural Studies

Graduate School of Humanities

●

Japan-in-Asia Cultural Studies

Graduate School of Humanities

●

Earth and Environmental Sciences

Graduate School of Environmental Studies

●

●

◆ Other International Graduate Programs

LL.M. and LL.D. (Comparative Law) Programs in Law and Political Science,
Department of the Combined Graduate Program in Law and Political Science
◆ Graduate School of Law

International Development and Cooperation Course
◆ Graduate School of International Development

Nagoya University Global Environmental Leaders Program (NUGELP)
◆ Graduate School of Environmental Studies, Graduate School of Engineering
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交換・短期留学プログラム
Academic Exchange and Short-Term Programs

NUPACE

NUSTEP

名古屋大学交換留学受入プログラム

名古屋大学短期日本語プログラム

Nagoya University Program for Academic Exchange

Nagoya University Short-Term Japanese Language Program

名古屋大学交換受入プログラム

名古屋大学短期日本語プログラム

（NUPACE）は、協定大学に在籍して

（NUSTEP）は２週間集中の日本語プ

いる学生が、一学期もしくは一年間、

ログラムです。優れた専門講師による

本学で学ぶことのできるプログラムで

日本語学習だけではなく、日本文化体

す。本プログラムでは、日本語のコー

験、日本企業見学、名古屋大学学生と

スや、学部レベルと大学院レベルの専

の交流など幅広いカリキュラムを用意

門科目を英語と日本語で豊富に提供し

しており、日本の文化・社会について

ています。その上、研究を深める機会

理解が深められます。さらに名古屋大

もあり、学生は柔軟にカリキュラムを

学担当講師による専門講義の授業やラ

組むことが可能です。また、宿舎も保

ボ見学などを通じて、名古屋大学の優

障されている上、優秀な学生が JASSO の奨学金に推薦されるチャ

れた教育、研究活動を体験することもできます。本プログラム終了

ンスもあります。

時には、本学より修了証が発行されます。

応募を検討している方は、まずは、所属大学のインターナショナル
オフィスにお問い合わせください。

The Nagoya University Program for Academic Exchange
(NUPACE) is a student exchange program, through which
students enrolled at partner institutions can study at this
University for one semester or a full academic year. The program offers a flexible curriculum at both undergraduate and
graduate levels, consisting of Japanese language instruction,
a truly extensive range of ‘major’ courses taught in both English and Japanese, and the possibility of conducting in-depth
research. In addition to being guaranteed university housing, high-caliber applicants may be nominated for a JASSO
scholarship to help finance their stay.
Students interested in applying for the program should contact the International Office of their home universities.

The Nagoya University Short-Term Japanese Language Pro
gram (NUSTEP) offers two weeks of intensive Japanese classes. Participants will join specialized lectures by faculty and
visit some of the laboratories on campus. We aim to promote
a greater understanding of Japanese culture and society. The
program also provides various on and off-campus activities
such as cultural excursions, field trips, exchanges and discussions with Nagoya University students. All participants will
receive a certificate upon completion of the program.

http://ieec.iee.nagoya-u.ac.jp/ja/nustep

http://nupace.ecis.nagoya-u.ac.jp/ja

NUSIP
自動車工学サマープログラム
Nagoya University Summer Intensive Program
世界をリードする日本の自動車工学に関する最新技術を、６週間
で学ぶ夏季集中講座です。ハイブリッド車、自動運転、衝突安全、
車搭載コンピュータなどの様々な話題について、企業の研究者と
名古屋大学の教員がペアを組み講義を行います。カリキュラムに
は自動車関連企業の研究所や最新の工場の見学も含まれています。

This six-week summer intensive program welcomes you to
Nagoya, the center of Japanese manufacturing, for a rare opportunity to engage with the best in automotive technologies.
Researchers from world-leading Japanese automotive industries in collaboration with professors of Nagoya University
give 15 lectures on the latest technologies supporting hybrid, electric and autonomous
vehicles, supplemented with visits to research institutes and cutting edge automotive
manufacturing plants. In addition, Japanese language courses are also offered.

www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/
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学内施設
Campus Facilities

図書館

食堂・カフェ

University Libraries

Restaurants and Cafes

中央図書館の他に、各学部・研究科、研究所、センターに25の専門図

学内には食堂やレストラン、カフェ、ベーカリー、フードワゴンなどが

書室があります。蔵書は大学全体で353万冊以上、この他電子ジャー

数多く点在しています。ベジタリアンフードやハラルフードも取り揃え

ナルやデータベースなどの電子リソースも多数利用できます。

ています。

運動施設

書店、コンビニ、その他施設

Sports Facilities

Book Stores, Convenience Stores and Others

学 生 は 体 育 館 、テ ニス

キャンパス内にはこの他

コート、グラウンド、サッ

にも書店、コンビニ、旅

カー場などの運 動 施 設

行 代 理 店 、銀 行 A T M 、

を利用できます。

郵便局などの施設が多
数あります。

学生生活
Student Life

文化交流活動

Cultural Exchange Activities
留学生が日本文化や社会について学んだり、 地域のコミュニティ活動
に参加したりする国際交流イベントが随時開催されています。 友達づ
くりの良いきっかけになることも。

課外活動
Club Activities

文化系、 運動系の大学公認サークルが多数あります。 留学生も大勢
参加し、 学生生活を充実させています。

名古屋大学学生による

大学案内

www.jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp
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留学生向け宿舎

生活費の目安

Accommodations for International Students

Cost of Living (monthly)

名古屋大学には5つの留学生向け宿舎があります。全ての部屋に必要

家賃
Rent (Single room, off-campus apartment)

な家具が完備されています。月額利用料は宿舎によって異なります。
入居期間はいずれの宿舎も原則6か月から1年です。

There are six furnished residences for international students
off-campus. Monthly rent and fees differ at each residence.
International student can be accommodated there for periods
from 6 to 12 months.

¥ 30,000–50,000

食費  
Food

¥ 30,000

光熱費
Utilities

¥ 10,000

通信費
Telecommunications

¥ 5,000

保険
Insurance

¥ 1,500

その他
Miscellaneous
合計
Total

¥ 10,000
¥ 86,500–106,500

※上記はあくまでも目安です。
国際嚶鳴館

The amount above is an estimation for reference purposes only.

キャリア支援について
Career Services
名古屋大学キャリアサポート室では、 留学生の皆
さんを対象としたキャリア支援に力を入れています。
国際的なバックグラウンドを持つ皆さんが、日本や
海外に関わらず、 就職や進学など卒業後の進路を
主体的に考え、 その目標を実現できるような支援
を行なっています。
留学生への主なサポート内容
・進路相談
・インターンシップ
・企業と連携したワークショップ
・企業からの採用情報の提供

など

また、 2017年度より文部科学省委託事業 「愛岐留学生就職支援コンソーシ
アム」 を設立し、 留学生が日本あるいは名古屋周辺の地域で就職することを
支援する取組みを開始しました。（参照：https://ag-int.org/）

The Career Services Office (CSO) provides support focusing on career
development and job-hunting for international students. We help students with diverse background explore their career path and achieve
their future goals.

留学生の卒業後の進学・就職実績例

Graduates’ Career Path
大学院
・オックスフォード大学
・チューリッヒ工科大学
・香港浸会大学
・東京大学大学院
・名古屋大学大学院 など

Main Services for International Students
・One-on-one career guidance
・Internship programs
・Workshops collaborated with companies
・Providing employment information   etc.

Since 2017, Nagoya University established Aigi Career Development
Consortium for International Students (commissioned by the Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology). Through
the activities of this consortium, we help international students build
extensive connections with domestic industries and assist them in
landing jobs in Japan, Nagoya and around the area.
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Graduate Schools
・University of Oxford
・Swiss Federal Institute

of Technology

・HongKong Baptist

University
・Graduate school of the
University of Tokyo
・Graduate school of
Nagoya University etc.

就職先
・トヨタ自動車
・デンソー
・中部国際空港
・ P&G
・日立製作所
・日本 IBM
・ソニー
・オーストラリア準備銀行
・アーンスト & ヤング など

Companies
・Toyota Motor Corporation
・Denso Corporation
・Chubu Centrair International

Airport

・P&G
・Hitachi, Ltd
・IBM Japan
・Sony
・Reserve Bank of Australia
・Ernst & Young etc.

名古屋大学のグローバルネットワーク
Nagoya University Global Network

世界中で

449の協定校

Agreements with 449 International Institutions
全学間協定校

155校

Germany

Freiburg

Mongolia

Uzbekistan

Ulaanbaatar

Tashkent

China

Laos

USA

North Carolina

University-level
Agreements

Shanghai

Vientiane

Vietnam

Myanmar

Hanoi

Yangon

Philippines

Thailand

Los Banos

Bangkok

Cambodia
Phnom Penh

Vietnam

Indonesia

Ho Chi Minh City

Yogyakarta

■ アジア
シンガポール国立大学、チュラロンコン大学、ガジャマダ大学、
高麗大学、台湾国立大学、清華大学、香港大学など

部局間協定校

294校

Department-level
Agreements

海外事務所

■ オセアニア
モナシュ大学、アデレード大学など

■ ヨーロッパ
フライブルク大学、ストラスブール大学、シェフィールド大学、
コペンハーゲン大学など

■ アフリカ

中国交流センター

（中国・上海）

ウズベキスタン事務所

（ウズベキスタン・タシュケント）

ヨーロッパセンター

（ドイツ・フライブルク）

ナイロビ大学、ステレンボッシュ大学

■ 北アメリカ
ノースカロライナ州立大学、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、
ニューヨーク大学、ミネソタ大学、
トロント大学、ヨーク大学など

■ 南アメリカ
ブラジリア連邦大学、メキシコ国立自治大学など

海外事務所

バンコク事務所

（タイ・バンコク）

アジアサテライトキャンパス

International Liaison Offices and Bases
海外事務所
中国交流センター（上海）、ウズベキスタン事務所（タシュケント）、
ヨーロッパセンター（ドイツ・フライブルク）、
バンコク事務所（タイ）、
名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ（米国）

アジアサテライトキャンパス
カンボジア・プノンペン、モンゴル・ウランバートル、
ベトナム・ハノイ、ラオス・ビエンチャン、フィリピン・ロスバニョス、
ウズベキスタン・タシュケント

カンボジアサテライトキャンパス

（カンボジア・プノンペン）

フィリピンサテライトキャンパス

（フィリピン・ロスバニョス）

ラオスサテライトキャンパス

（ラオス・ビエンチャン）

日本法教育センター

日本法教育研究センター（CALE）
ウズベキスタン・タシュケント、モンゴル・ウランバートル、
ベトナム・ハノイ、ホーチミン、カンボジア・プノンペン、
ミャンマー・ヤンゴン、インドネシア・ジョグジャカルタ、
ラオス・ビエンチャン

ウズベキスタン・日本法教育研究センター

（ウズベキスタン・タシュケント）

モンゴル・日本法教育研究センター

（モンゴル・ウランバートル）

ベトナム・日本法教育研究センター

（ベトナム・ハノイ）
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Access Map
至京都・大阪
For Kyoto・Osaka

至犬山・新鵜沼
For Inuyama・Shinunuma

岐阜
Gifu

東海道線
Tokaido Line
東海道新幹線
Tokaido Shinkansen

至犬山
For Inuyama

小牧
Komaki

上小田井
Kami Otai

中央線
JR Chuo Line

上飯田
Kamiiida

尾張瀬戸
Owariseto

平安通
Heian-dori

Nagoya Dome-mae Yada Sunada-bashi
砂田橋
ナゴヤドーム前矢田

名古屋大学
大幸キャンパス

Ozone
大曽根
名古屋
Nagoya

高畑
Takabata

至津・大阪
For Tsu・Osaka

中村区役所
Nakamura
Kuyakusho

丸の内
Marunouchi

久屋大通
Hisayaodori

伏見
Fushimi

栄
Sakae

Nagoya University
Daiko Campus
千種
Chikusa

今池
Imaike

名古屋大学
鶴舞キャンパス

関西線
JR Kansai Line

東山公園
Higashiyama
Koen

本山
Motoyama

Tsurumai
鶴舞

藤が丘
Fujigaoka

八草
Yakusa

名古屋大学
東山キャンパス

名古屋大学
Nagoya Daigaku

Nagoya University
Higashiyama Campus

Nagoya University
Tsurumai Campus
Kamimaezu
上前津

至多治見・長野
For Tajimi・Nagano

Gokiso
御器所

Yagoto
八事

Akaike
赤池

至豊田
For Toyota

JR線
JR Line
名鉄線
Meitetsu Line

金山
Kanayama

近鉄線
Kintetsu Line
地下鉄東山線
Subway Higashiyama Line
地下鉄桜通線
Subway Sakura-dori Line

新瑞橋
Aratama-bashi

地下鉄鶴舞線
Subway Tsurumai Line

Tokushige
徳重

地下鉄名城線
Subway Meijo Line
地下鉄上飯田線
Subway Kamiiida Line

Kinjo Futo
金城ふ頭

Nagoyako
名古屋港

地下鉄名港線
Subway Meiko Line
あおなみ線
Aonami Line

東海道線
Tokaido Line
東海道新幹線
Tokaido Shinkansen

中部国際空港
Centrair

東部丘陵線（リニモ）
Linimo

東山キャンパス
地下鉄名城線
「名古屋大学駅」下車 すぐ

鶴舞キャンパス
JR中央線・地下鉄鶴舞線
「鶴舞駅」下車 徒歩5分

至豊橋
For Toyohashi
至豊橋・静岡・東京
For Toyohashi・Shizuoka・Tokyo

大幸キャンパス
JR中央線「大曽根駅」下車 徒歩15分
地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田駅」下車 徒歩5分

〒464-8601 名古屋市千種区不老町

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601, Japan

www.nagoya-u.ac.jp

http://en.nagoya-u.ac.jp

