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１．海外留学の種類
4

全学間協定 ←海外留学室担当
・学部・研究科に関わらず応募可（交換留学、短期研修）
・世界30ヶ国100校以上

部局間協定
・所属の学部・研究科で確認

名古屋大学の留学プログラム
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全学
プログラム

全学教養科目

特別研修

協定校研修

国内合宿型

オンライン型

交換留学

短期留学

i 留学

単位認定あり
●米国現代事情
●アジア現代事情 など

単位認定無し

名古屋大学が企
画運営
（2021年度は中止）単位認定無し
協定大学が主催

・フライブルク大学研修

・香港中文大学研修 など多数

NEW!!
2022年度以降単位
化予定
●国際共修研修
●英語強化研修
単位認定無し
・APRUコンソーシ
アム
・全学教養科目
・協定校研修 など

部局
プログラム

奨学金有

奨学金有

奨学金一部有

割引措置有

奨学金
無

奨学金一部有

2. 全学間協定の全体図

※ⅰ留学プログラムとは、
国内に留まりながら、留学気分を味わい学ぶプログラム



２-1．交換留学 –大学の代表として-

 期 間：1学年間 or 1学期間
 内 容：専門分野の講義を履修
 学内選考は年3回 ＊応募条件：語学、成績など
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秋派遣 選考：11月、1月 出発は翌年8月以降
春派遣 選考：6月 出発は翌年2月以降

 各国を代表する優秀な大学で現地学生と学ぶ
 留学先大学の授業料免除、留学奨学金の給付有
 大学の手厚い留学サポート
 派遣先は協定校リストを参照



２-1．交換留学 応募の流れ (例)
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☞渡航の1年前に学内選考（応募時に語学スコアが必要）
☞早目の準備＆下調べ（語学スコア、研究室やゼミ、実習・・・）

通常 1年 2年 3年 4年

秋派遣 1年 2年
11&1月応募

3年
前期

留学
8月-翌年5月

3年
後期 4年

春派遣 1年 2年
6月応募

留学
2月-翌年12月

3年 4年



２-1．交換留学 –大学の代表として-
Ａさん
経済学部：アジアの金融の中心地で経済を学びたい！

→ シンガポール・南洋理工大学でアジア経済授業履修
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Bさん
農学部：東南アジアの農学を学びたい！

→ タイ・カセサート大学で熱帯農業に関する授業履修
Ｃさん
理学部：大学院は海外を目指したい！

→ イギリス・リーズ大学で生物学の授業履修
Dさん
法学研究科：日本の労働条件を改善したい！

→ オーストラリア国立大学で法律制度と社会学を履修



2-1. 語学試験対策 -交換留学-
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現地の学生と一緒に肩を並べて
大学の講義を受けることができるレベル

英語：TOEFL-iBT80, IELTS 6.0以上必須

休暇中のIELTS対策留学準備講座
英語で開講されている学内講義の履修

⇒お試しでもう少し気軽にいきたい人は短期研修！
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比較要素

試験概要

受験料 25,380円（税込） US$235

年間受験者数
日本国内 約35,000人 開始以降100万人が受験
全世界 270万人 開始以降3000万人が受験

認知度
日本国内

「グローバル30」採択全校（13大学）や経済社
会の発展を牽引するグローバル人材育成支援、
スーパーグローバル大学創成支援の採択校におい
て、入学要件として認定。

入試、単位認定に利用

全世界 6,000を超える教育機関、企業、団体 8,000以上の機関

実施形態 ペーパーベースの筆記及び対面式面接試験
※2020年から一部PCでの受験も可能(CD IELTS) PCを使ったインターネットベース

実施時間 2時間45分（正味） 約4時間半
実施日時 年間48回程度 年46回程度

実施会場
・公開テストは札幌、仙台、東京、横浜、金沢、
名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡の
全国12会場

全国各地にて開催(多数)
名古屋市でも月3-4回程度

申込方法 ホームページ及び専用申込用紙での申込 ホームページ上より（英語版のみ）

試験の結果通知 LRW受験後13日後にネット公開、同時に発送 テスト日から2週間でネット公開、結
果到着は2～3カ月を要する

VS



２-2．短期研修 –大学の代表として-
 期 間：2週間-1ヶ月程度
 内 容：講義履修、語学研修、異文化体験など
 条 件：語学条件は緩やか、先着順など

 各国を代表する大学で、授業履修、交流ができる！
 海外のキャンパスライフを体感できる！
 大学の留学サポート！⇒渡航手続きや奨学金！
 交換留学へのお試し留学に最適！



２-2．短期研修プログラム
• 海外研修を含む教養科目

→ 授業を通して事前学習（要履修登録）
→ 単位取得＆奨学金（条件有）
→ フィールドワーク、キャリア、現地学生との
交流など

• 名大生向け海外特別研修
• 協定校が実施する短期研修
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• 言語文化III文化事情
申込先：教養教育院、言語の先生など 内容：言語学習（中国語、英語、ドイツ語など）

• 部局が運営するプログラム
申込先：所属部局で確認 内容：専門分野に沿った内容など



2-3． i 留学
国内にいながら，世界の授業を受講し留学

に必要な語学力の向上にも役立つプログラム

◎全学教養科目（オンライン研修）
◎協定校が実施するオンライン研修
名古屋大学i留学支援制度で研修受講料の支援あり。
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3．奨学金 (過去例/海外渡航した場合)
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奨学金名 支給額
JASSO 海外留学支援制度

※成績評価係数2.3以上が対象
※渡航する前年度の成績が対象
※各家庭の家計基準の申告が必要

交換留学:6〜10万/月
短期研修:6〜10万/月

名古屋大学海外留学奨励制度
※成績優秀者が対象
※1年生から積算された成績が対象

交換留学:上限20万円
授業+短期研修:上限10万円

＊2019年度の実績を参考。プログラムによって異なる為、都度確認が必要です。
＊その他の奨学金は、海外留学室Web参照
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4．海外留学室の歩き方
Step1 留学情報の収集

•海外留学室HP
•メール配信
• Facebook, Twitter, 
Instagram
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名古屋大学からの海外留学情報



４．海外留学室の歩き方
Step2 海外留学室教員との個別面談

相談方法は海外留学室のトップページをご覧下さい
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５. まとめ

応募時期を把握して、留学計画を立てる！
＊語学要件、パスポート準備など

名大での授業を大切に！
＊優秀な成績を収めることは交換留学や学位留学の応募条件

学内で準備開始！
＊英語授業履修、国際交流活動、留学生支援など

迷ったら個別相談を利用！
＊年1,000名以上の学生が相談に訪れています
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