名古屋大学留学生相談体制（国際教育交流センター関連）
2017 年 7 月 1 日現在
部門名
国際プログラム群
（G30）

国際プログラム

部門

交換留学受入
プログラム
（NUPACE）
短期日本語プロ
グラム (NUSTEP)

担 当 者

場

所

E-mail

事務体制

リンリー マシュー

国際棟３階３０５号室

linley.matthew@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

キンダー マリオン

国際開発研究科棟１階１０５号室

kinder.marion.ines@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

石川 クラウディア

国際棟２階２０５号室

k46189a@cc.nagoya-u.ac.jp

楠元 景子

国際棟１階１０２号室

kusumoto@iee.nagoya-u.ac.jp

松尾 憲暁

工学部３号館北棟３階３３５号室

matsuo@iee.nagoya-u.ac.jp

初鹿野 阿れ

国際棟３階３０３号室

hajikano@iee.nagoya-u.ac.jp

徳弘 康代

国際棟３階３０４号室

tokuhiro@iee.nagoya-u.ac.jp

野水 勉

国際棟２階２０３号室

nomizu@iee.nagoya-u.ac.jp

TBA

TBA

TBA

城所: kidokoro@iee.nagoya-u.ac.jp
松村:

全学教育北棟１階１０１号室

itoh-a@lang.nagoya-u.ac.jp

matsumura.yufuko@adm.nagoya-u.ac.jp

教育学部１階１３１号室

taniguchi.norihito@i.mbox.nagoya-u.ac.jp

情報学研究科棟２階２０４号室

kuhnm@is.nagoya-u.ac.jp

環境総合館４階４０１号室

tomioka.ryoko@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

IB 電子情報館西棟７階７４２号室

j45765a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp

国際棟２階２０４号室

takaki@iee.nagoya-u.ac.jp

国際棟１階 NUPACE オフィス
℡: 052-788-6119
川中: kawanaka@iee.nagoya-u.ac.jp
芦谷: ashiya@iee.nagoya-u.ac.jp

G30 日本語教育

教育交流部門
(人文学研究科、法学研究科、経済学研究
科、理学研究科、医学系研究科、工学研究
科、生命農学研究科および国際開発研究科

伊東 章子
（人文学研究科担当）

谷口 紀仁
(教育発達科学研究科担当)

の各留学生専門教育教員が兼務 （各担当

キューン ミッシェル

教員の連絡先は、学部・大学院留学生相談

(情報学部・情報学研究科担当)

体制参照）

富岡 良子
（環境学研究科担当）

田中 京子
（アドバイザー）

高木 ひとみ
（アドバイザー）

アドバイジング部門

酒井 崇

tsakai@iee.nagoya-u.ac.jp

IB 電子情報館西棟 7 階７４０号室

w.hisako@iee.nagoya-u.ac.jp

国際棟１階１０７号室

sakai.nobuaki@iee.nagoya-u.ac.jp

岩城 奈巳

国際棟２階２０２号室

iwaki@iee.nagoya-u.ac.jp

星野 晶成

国際棟１階１０7 号室

hoshino@iee.nagoya-u.ac.jp

宮崎 千穂

国際棟１階１０４号室

miyazaki@iee.nagoya-u.ac.jp

河嶋 春菜

国際棟１階１０４号室

kawashima@iee.nagoya-u.ac.jp

和田 尚子
（カウンセラー）

坂井 伸彰
（キャリア カウンセラー）

海外留学部門

isa@iee.nagoya-u.ac.jp

大井 ℡: 052-789-2964
IB 電子情報館西棟７階７３７号室

（精神科医）

・IB 電子情報館西棟 7 階 739 号室
伊藤 ℡: 052-788-6117

socialservices@iee.nagoya-u.ac.jp

・国際棟１階１０７号室
大河内 （キャリア支援室）
℡: 052-747-6768
career@iee.nagoya-u.ac.jp

国際棟１階１０７号室
℡&Fax: 052-789-4594
孝森: takamori@iee.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学留学生相談体制（学部・大学院留学生相談体制）
部局・場所

担当者

E-mail

文学部１階１２１号室

安井 永子

eyasui@lit.nagoya-u.ac.jp

全学教育北棟１階１０１号室

伊東 章子

itoh-a@lang.nagoya-u.ac.jp

教育学部・教育発達科学研究科 留学生相談室

教育学部１階１３１号室

谷口 紀仁

taniguchi.norihito@i.mbox.nagoya-u.ac.jp

法学部・法学研究科 法留学生担当講師室

アジア法交流館 5 階 515 号室

奥田 沙織

okuda@law.nagoya-u.ac.jp

経済学部・経済学研究科 留学生相談室

TBA

TBA

TBA

情報学部・情報学研究科 留学生相談室

情報学研究科棟２階２０４号室

キューン ミッシェル

kuhnm@is.nagoya-u.ac.jp

理学部・理学研究科 留学生相談室

理学部 C 館２階２０５号室

石橋 和紀

bish@nagoya-u.jp

粕谷 英樹

kasuya@med.nagoya-u.ac.jp

アレクシッチ ブランコ

branko@med.nagoya-u.ac.jp

長谷川 仁紀

hitoki@med.nagoya-u.ac.jp

エルカッバーニ ウサマ

el-kabbani@med.nagoya-u.ac.jp

ブストス イッツェル

bustositzel@med.nagoya-u.ac.jp

炭竈 誠二

sumigama@med.nagoya-u.ac.jp

工学部７B 号館３階３１４-１号室

古谷 礼子

o47251a@cc.nagoya-u.ac.jp

工学部７B 号館３階３１４－２号室

曾

sogo@ertl.jp

工学部７B 号館２階２３７－１号室

レレイト エマニュエル

leleito@nagoya-u.jp

工学部７B 号館２階２３７－２号室

西山 聖久

nishiyama.kiyohisa@e.mbox.nagoya-u.ac.jp

生命農学研究科 A 館東２４２号室

井上 直子

ninoue @agr.nagoya-u.ac.jp

国際開発研究科１階１１０号室

カンピラパーブ スネート

sunate@gsid.nagoya-u.ac.jp

国際開発研究科 1 階１０９号室

浅川 晃広

asakawa@gsid.nagoya-u.ac.jp

環境総合館４階４０１号室

富岡 良子

tomioka.ryoko@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

文学部・人文学研究科 国際化推進室

医学部・医学系研究科 国際連携室

工学部・工学研究科 国際交流室

医学部基礎棟 2 階

剛

（工学部７B 号館２階２４１号室）

農学部・生命農学研究科 留学生相談室
国際開発研究科 留学生相談室
環境学研究科 国際室

