
留学計画の立て方
3. シラバスの調べ方



“やりたいこと”ができる大学を選ぶ
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●勉強したい分野に適した学部があるか？

●留学生はその学部の授業を取ることができるか？

●とりたい授業がたくさんあるか？（取れない可能性もあるの
で）

● 勉強したい分野の研究が行われているか？

● 専門の教授がいるか？

● 専門分野の学部は留学先大学でどういった立ち位置か



協定校一覧から大学のリンクへ

海外留学室ホームページ



協定校一覧から大学のリンクへ

協定校一覧から興味のある大学を見つける→大学のホームページへ
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春派遣から２つの大学のシラバス！

●（例１）オーストラリア/アデレード大学

• （例２）韓国/ソウル大学

・英語圏の大学は「科目名＋番号（３or４桁）」が多く、一桁目の番号は何年生向けかを表す
ex CSCI 2021 → Computer Science の２年生向け

・重要な単語
Prerequisite ・・・その授業を取るために必要な授業
Undergraduate・・・学部生
graduate・・・大学院生（授業は5000番以上であることが多い）

・英語圏じゃない場所のシラバスは結構大変...
・Restricted Course → 履修できる条件があったりする

Ex) 工学部の学生しか取れない、など

・実際に履修するのは、留学先に行ってオリエンテーションを受けて指示を受けることが多い
・prerequisiteなどは教授にメールするなどして、解決することができる場合がある
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シラバス調べQ&A

●現地語で書かれていてわかりません
■ A. ページの右上などにSetting, English, Languageなどのボタンはありませんか？

●Academicのページがありません
■ A. Study, Undergraduate program, Faculties等のページも見てみましょう

●Syllabusがでてきません
■ A. Course list, Course contents, Moduleなど別のワードがないか調べてみましょう

●取りたい授業の履修要件などがわかりません
■ 海外留学室の先生に聞いてみたり、現地大学に直接問い合わせたりしてみましょう
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いろいろな大学のシラバスの場所

ウプサラ大学の場合 (Sweden)
https://www.uu.se/en/admissions/exchange
/courses/list/
Uppsala Universityの公式HPに入り、

Admissions→Exchange studies→Courses
for exchange students→Course catalog

いろんなフィルターをかけて検索するタイプ
のシラバス

コペンハーゲン大学の場合
(Denmark)
https://www.ku.dk/english/
大学のHPに入り、
Study at UCPH→International visiting 
students→Overseas 
Exchange→Course 
Information→Course Catalogue

いろんなフィルターをかけて検索するタイ
プのシラバス

英語圏じゃない国は
ENGLISHで開講さ
れている授業かどう
かをCHECK!!!!

https://www.uu.se/en/admissions/exchange/courses/list/
https://www.ku.dk/english/


履修計画について

コペンハーゲン大学の場合

・1学期間に受講できる講義最小22.5、最大35ECTS(creditの単位)で、一講義あた

り7.5ECTSまたは15ECTS。

・上記の理由により、1学期間に2〜3講義を履修できる。

・名古屋大学のように「一講義＝90分」と決まっているわけではなく、講義によ

っては2時間のものもあれば週に2日開講されているものもある。

・どの授業も基本的に予習で読んでいく文献の量が多く、期末レポートの負担も

かなり大きい。(期末レポートは20000字以上のものが普通にある)



履修の例 e.g. The University of Copenhagen, fall semester

1. AANA18114U ‘Anthropological perspectives; Danish Culture and Society’ 7.5ECTS

週1回3時間の講義形式。デンマークの食文化や福祉国家としての特徴について文化人類学的な視点から
学ぶ。特に移民への態度や政治状況についてはこの授業によってデンマークへのイメージが大きく変わ
った。

2. HDCB01061E ‘Nordic Mythology’ 15ECTS 週1回2時間の講義形式。

デンマーク留学ならではの講義で北欧神話に関するもの。2回 excursion があり、ヴァイキングゆかりの
地に実際訪れることで理解と関心が増した。

3. HDCB01001U ‘DCC Course in Danish Culture’ 7.5ECTS 週1回2時間の講義形式。

デンマークの文化を毎週違う先生のもとでオムニバス式に学べる講義で、何度か excursionがある。デン
マークについて手軽に満遍なく学べるので多くの留学生が受講していた。概論的なので深く学ぶには物
足りないが、友達は作りやすい。



履修の例2 e.g. UCPH, spring semester

1. HDCB01082U ‘DCC Gender Studies and Sexuality Studies’ 15ECTS

週2回6時間の講義形式。北欧のジェンダー観や歴史について学ぶために受講。かなり

密に授業時間をとってあるので詳しく学べる。ディスカッションも あり、様々な国の

学生と各国のジェンダー状況について議論したりしたが、コロナの影響でオンライン

授業に切り替えられてからは意見交換の場がなくなってしまった。

2. ASOA15081U ‘Visual Sociology’ 7.5ECTS

週1回2時間の講義形式。視覚情報が現代社会において莫大な影響を与えているかいう

ことが主な主題。プレゼンテ ーションが必須だったが、コロナの影響で途中からオン

ラインに切り替わってしまったのでキャンセルになってしまいました。



履修計画について

ノースカロライナ州立大学の場合

・1学期間に最低12単位を取らなければいけなく、基本的に１つの授業で3単位ほども
らえる。

・上記の理由により、1学期間に4講義（もしくはそれ以上も可）履修しなければいけ
ない。

・１つの授業で週２回〜３回ほど授業があり、時間も１時間〜２時間と授業によりけ
りである。

・総じて課題の量は名古屋大学の授業よりも多い。（プログラミングや実験などの実
技系は特に）

・ただ、基本的にはオフィスアワーをしっかりと設けてくれるため、授業の内容や課
題でわからないところがあっても質問できる。



授業の成績評価について

例：MSE 200 Mechanical Properties of Structural Materials

Homework 10% 
: 二週間に１回くらい授業でやった範囲の課題が出題 シラバスの抜粋

In-class quiz 10% 
: 二週間に１回くらいの頻度で授業でやった範囲の抜
き打ちテスト

Tests(3) 15%×3=45%
:授業の内容全体の1/3が終わるたびにテスト

Final Exam(3) 35%
:期末試験



授業の成績評価について part2 

＜アメリカの授業に関するコメント＞

名古屋大学のように期末一発勝負で評価されるような授業は少
なく、複数の課題やテストで網羅的に評価されます。

• 真面目に勉強していれば基本的には大丈夫です。
• 1回くらいテストやquizがこけても十分に挽回できます。
（→In-class test でも全体の15%くらいしかないので）
• 逆に、授業や課題、quizを適当にやって期末試験で一発

逆転を狙おうとするとほぼ確実に詰みます。



留学中の１週間のスケジュール例

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

7:00~8:00 起床 起床 起床 起床 起床

8:00~9:00

9:00~10:00

10:00~11:00

11:00~12:00

12:00~13:00

13:00~14:00

14:00~15:00

15:00~16:00

16:00~17:00

17:00~18:00

18:00~20:00

20:00~22:00

CSC111Lec  CSC111Lec  
CSC111Lab  

MSE200  MSE200  

MSE260  MSE260  

MA341  MA341  MA341  

club activity   club activity  

✔授業は4科目でそれ
ぞれ3単位

✔CSC111のlecはレクチ
ャー（座学形式）でlabは
ラボ（実践形式）

✔club activityは現地のサ
ークルや学生団体での活
動

club activity   

✔それ以外の時間で、
・授業の予習と復習
・お昼ご飯や夜御飯
・友達と勉強＆遊び
をしていました。

Lab meeting
授業が4科目だとある程
度余裕を持った計画が
立てられます。

CSC : Computer Science

MSE : Material Science & Engineering

MA : Mathematics



履修計画の注意点

・履修登録締切に関する連絡メールは来ないこともある

最初の学期、履修登録の時期を過ぎてしまい、慌てて直接メールすることに。その結

果100％取りたい科目を受講することができなかった。

向こうからの連絡を待つのではなく、大学のHPを適宜チェックする必要がある。

・予習や期末の負担を考えて受講計画を立てる

名大に比べ、欧米は予習や宿題の量がかなり多い。

受けたい気持ちと課題の比重を天秤にかけながら履修計画を立てないと、大変なこと

になります。
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