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・

熊

坂

佳代子

容：名古屋大学における留学と海外留学室につい
て

平成22年度は，海外留学室担当教員の岩城，プログ

講

師：岩城

ラムマネージャーの熊坂，両担当者の着任２年目の年
であった。昨年度の１年間の経験を経て望んだ今年度

◆ CIEE 国際ボランティアプログラム説明会

は，具体的に，交換留学生の増加，学生の語学力向上

日

時：４月14日

支援，さまざまな留学に関する説明会の充実化，そし

場

所：留学生センター201号室

て昨年立ち上がった留学を支援する有志団体，「留学

講

師：CIEE 星川朗氏

12:05－12:45

のとびら」の強化，という目標を掲げ，海外留学室の
◆モナシュ大学夏期英語研修説明会

機能の拡充を目指した。
以下に，海外留学室における平成22年度の活動を

日

時：４月14日

13:00－14:00

「情報提供」，「個人相談」，「派遣学生に対する支援」，

場

所：CALE フォーラム

「交換留学に関する情報提供」，「海外の協定校に関す

講

師：モナシュ大学

櫻木真由美氏

る情報収集」，
「新たな取り組みと活動」，の６つのセク
ションに分けて紹介し，最後に来年度に向けての課題

◆ノースカロライナ州立大学語学研修説明会

を提示したい。

日

時：４月15日

場

所：留学生センター201号室

講

師：岩城，熊坂

１．情報提供
海外留学室における情報提供活動は，さまざまな留

12:10－13:00

◆工学部留学説明会

学関連の説明会及びセミナー，ホームページに掲載す

日

時：４月16日

る情報，そして図書資料の閲覧を通して行っている。

場

所：IB 電子情報館012教室

また，２年前に作成した「名大生のための海外留学ハ

講

師：工学研究科留学生担当教員古谷礼子氏，岩城

17:00－18:30

ンドブック」を新しい情報のものに，リニューアルし
◆アデレード大学説明会

た。
〈セミナー・説明会〉
昨年度同様，学期中は留学に興味を持つ学生を対象

日

時：５月20日

12:15－12:45

場

所：CALE フォーラム

講

師：アデレード大学 Liz Pryzibilla 氏

とした「海外留学入門セミナー」を毎週水曜日に開催
し，その他も様々な情報提供セミナー及び説明会を

◆第二回名古屋大学留学フェア *

行った。以下は今年度行われたセミナー，説明会であ

日

時：５月23日

る。対象は記述が無い限り学内の全学生及び職員であ

場

所：留学生センター１階ラウンジ及び

る（* のあるものについては別途詳細説明，参加者数等

CALE フォーラム

の詳細は表１を参照）。

講

◆新入生学生生活ガイダンス

◆ IELTS 説明会

日

日

時：４月８日

9:36－9:44／14:06－14:14

16:30－17:30
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師：交換留学経験学生，岩城，熊坂

時：６月24日

12:15－12:45
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場

所：留学生センター201号室

参加者：約20名

講

師：日本英語検定協会

講

後藤崇志氏

師：岩城，熊坂

◆メンタルヘルスセミナー

◆アメリカ大学院留学シンポジウム *

日

時：７月２日

日

時：12月22日

場

所：留学生センター２階 CALE

場

所：CALE フォーラム

講

師：留学生相談室 坂野尚美氏

講

師：大倉有馬氏，神谷哲央氏，古川範英氏，

16:30－18:00

13:00－17:00

橋本道尚氏
◆平成23年度派遣大学間交換留学（全学間協定）
募集説明会
日

時：８月９日

場
講

◆アメリカ大学院留学個別相談会
10:30－12:00

日

時：12月24日

10:00－12:00

所：留学生センター207号室

場

所：CALE フォーラム

師：岩城，熊坂

講

師：古川範英氏

◆春期モナシュ大学英語研修説明会

◆交換留学シンポジウム *

日

時：11月５日

日

時：１月21日

場

所：留学生センター201号室

場

所：CALE フォーラム

講

師：モナシュ大学

講

師：留学決定学生，留学経験学生，岩城

12:10－12:50
櫻木真由美氏

15:00－18:00

◆初心者向け TOEFL セミナー

◆ルノー財団担当者による留学説明会

日

時：11月５日

日

時：２月１日

場

所：留学生センター301号室

場

所：留学生センター201号室

講

師：CIEE 星川朗氏

講

師：ルノー財団

16:30－18:00

12:00－13:00
Helene Mairesse 氏

◆フライブルグ大学夏休みドイツ語コース説明会

◆異文化コミュニケーションワークショップ

日

時：11月15日

日

時：３月28日

場

所：留学生センター201号室

場

所：CALE フォーラム

講

師：フライブルグ大学

参加者：交換留学決定者

12:15－13:00
Christian Tischer 氏

講

師：立命館大学

10:00－12:30

堀江未来氏

◆ TOEFL-iBT スキルアップセミナー
日

時：11月16日

16:30－18:30

場

所：全学教育棟２階

講

師：早稲田大学

CALL 教室

澤木泰代氏

◆協定校での夏の短期特別プログラム募集説明会
日

時：３月29日

場

所：CALE フォーラム

講

師：短期プログラム経験者の学生，岩城，熊坂

◆留学を考えている人のための就職活動セミナー
13:00－14:15

◆海外留学入門セミナー

日

時：11月17日

場

所：CALE フォーラム

日

時：学期中の毎週水曜日

講

師：就職支援室

場

所：留学生センター201号室

講

師：熊坂

船津静代氏

12:15－12:50

◆平成23年度派遣大学間交換留学（全学間協定）
二次募集説明会

〈説明会・各種セミナー〉

日

時：12月16日

12:10－12:50

場

所：留学生センター201号室

平成21年度に行われた説明会・セミナー等の数が14
だったのに対し，平成22年度は23へと増加させた。海
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外協定校や提携機関からの訪問者によるプログラム説

できる道を作って行きたい。

明会を開催できただけでなく，留学にも大きく関わる
メンタルヘルス，就職活動，異文化コミュニケーショ

〈交換留学シンポジウム〉

ンも取り入れ，より包括的な情報提供を目指した。ま

名古屋大学での交換留学制度を紹介するイベントと

た，海外留学入門セミナーの参加者数が昨年の98名か

して海外留学室主導が企画したもので，60名以上の来

ら約２倍の177名へと飛躍的に上昇したことも大きな

場者を迎えた。３時間に渡るこのイベントでは，第一

成果である。

部で岩城が交換留学制度の紹介と実現に向けたアドバ
イスを，第二部では平成23年度の交換留学が決定し渡

〈第二回海外留学フェア〉

航を控えた学生による期待と意気込み，そして第三部

「前」留学のとびらスタッフが中心となって（「新」

では留学帰国生による体験談を語ってもらった。これ

留学のとびらについては，
「新しい取り組み」にて別途

までのイベントでは教員と帰国留学生のみがスピー

説明），留学の経験をもとに名大留学を紹介する「留学

カーであったため，これから渡航する学生が話す機会

フェア」を開催した。第１部は５名の留学経験者がパ

を得たのは初の試みであった。来場数のほぼ半数の学

ネルディスカッション形式で司会者からの質問に答え

生が提出したアンケート結果では，満足度指数を１

ることでそれぞれの留学経験を紹介した。第２部では

（役に立たなかった）～５（役に立った）で測ったとこ

19名のスタッフが各ブースに分かれ，来場者からの質

ろ，平均指数が4.48もしくはそれ以上であった。また，

問に答えた。２時間の開催で来場者は約60名となり，

参加後の留学意思も１（弱くなった）～５（強くなっ

記入してもらったアンケートでも「経験者の話が直接

た）で測ったところ，平均が4.47となり，学生にとって

聞けた」，
「進行がスムーズだった」，
「内容が濃かった」

非常に意味のあるイベントとなったことが判明した。

などの高い評価を得られた。
〈ホームページ・メールマガジン〉
〈アメリカ大学院留学シンポジウム〉

平成22年度は，海外留学室が提供するサービスを利

名古屋大学国際化拠点整備事業海外留学促進イベン

用する学生数が飛躍的に増えたが，その大きな一因が

トとして，開催されたこのシンポジウムでは，現役大

メーリングリストの作成であると思われる。７月に作

学院生で，アメリカに留学中の元名大生と博士号を取

成以来，年度末までの登録者数は約300人となった。毎

得し国際機関で活躍する研究者を招聘し，「アメリカ

月平均し３通ほどのメールマガジンを発行しており，

留学」の基本情報やその後の就職情報等についての発

情報のほとんどは海外留学室のホームページ上で入手

表及び説明がおこなわれた。当日は，留学に興味を持

できるものであるが，緊急性や重要性の高いものを抜

つ本学学生，他大学学生，教職員など約60名の参加が

粋して案内している。また，
「名古屋大学ポータル」の

あり，スピーカーから，留学の動機，大学の探し方，

「国際活動」タブにリンクされていた「海外留学情報」

日米における大学院教育・システムの違い，入学審査，

であるが，このリンク先が海外留学室ホームページ上

語学能力試験攻略方法など，入学に至った経緯から，

の「新着情報」にリンクされていたため，トップページ

合格まで，さらに，ティーチング／リサーチアシスタ

へのリンクに変更した。これにより，海外留学室が提

ントのポジション獲得法，講義の受け方など，入学後

供している状況を一目で分かるように工夫を行った。

の生活についての紹介があった。それぞれのスピー

海外留学を考え始めた学生が訪れる重要な場所でもあ

カーを囲んでの質問会もおこなわれ，留学前にすべき

るので，今後もより見やすく使いやすいものにしてい

こと，語学習得法といった渡米前の準備段階での質問

きたい。

から，研究環境，寮生活など実際の学生生活について，
そして，卒業後の進路，日米における就職活動の違い

〈留学関連資料整備〉

など，質問や相談をする姿が見られた。予想をはるか

昨年度に引き続き，語学関連の図書の充実につとめ

に超える学生からの参加があり，このような企画の重

た。一番の需要のある TOEFL 関連の図書で貸し出し

要性，そして必要性を感じた。今後も留学関連の同様

の多い本は数部揃えた。また，IELTS の需要も伸びて

な企画を定期的に開催し，学生が外に目を向ける事の

おり，IELTS 関連の本も増やした。さらに，海外大
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学院を目指す学生からも情報提供の希望が多々あり，

受給した学生３名，更にグローバル30枠の奨学金が５

GRE 関連の本も購入した。今後も，学生の需要に答え

名，追加割当による（１月から３月の３ヶ月のみ）追加

ることができるよう，図書の充実を目指していきたい。

枠が４名の，計12名が奨学金を受給した。また，派遣
学生支援として，総長裁量経費による学生へのサポー
トとして，JASSO を受給できなかった学生へ渡航費と

２．個人相談

して18万円を給付した。なお，これら学生への手続き

今年度も，学期中は週２日，計８時間の相談時間を
設け，岩城・熊坂の相談件数は261件であった（表３）。

や連絡は国際部国際学生交流課と連携して対応した。
・平成23年度派遣について

相談時間以外に予約をして面談に訪れる学生も非常に

来年度派遣分の交換留学生（全学間協定に基づくも

多く，また，数には入れていないメールによる相談も

の）については，８月９日の説明会より応募開始とし

多数ある。これら総合すると，週あたりの実質的な相

た。今回募集した受入れ協定校は資料１の通りであ

談時間は，10時間から15時間に上ると思われる。学生

る。10月22日をもって学内応募を締切りにしたとこ

からの相談内容は，昨年度と特に変わった傾向は見ら

ろ，63件（33名）の応募があった。そのうち，３名は

れず，留学全般について，交換留学への出願準備につ

語学力不足（TOEFL 点数不足）の理由で書類選考に

いて，語学力（英語）について，などである。留学全般

て不合格とした。11月８日から12日にて交換留学実施

の相談の場合は，留学自体について考えがまとまって

委員会で構成される選考部会において個別面接をおこ

いない学生が多く，学期中，毎週行われる海外留学入

ない，その結果，26名の交換留学候補者を選出した。

門セミナーに出席してから個別相談するよう，義務づ

面接後，３名の辞退者が出たこと，さらに，１名が規

けている。交換留学を考えている学生からの相談は，

定の TOEFL スコアに届かなかったことから，22名が

語学力（英語）を伸ばすための勉強方法，希望大学の

第一次募集の候補生となった。その後，更に枠が空い

相談，帰国後の就職活動について，などが多くを占め

ている協定校について２次募集を行ったところ，12名

る。昨年度も感じた事だが，学生は，名大生として利

の応募があり，審査の結果８名が候補生として選出さ

用できる留学制度を知らないことが多い。今年度も，

れたが，１名がとりやめた為，結果，29名の学生が候

ある研究科の院生が，偶然留学生センターの前を通り

補生となった。交換留学候補の所属部局，学年（応募

かかり，
「留学シンポジウム」のポスターを目にしたの

時），及び性別は，表４（右半分）の通りである。候

で参加し，海外留学室の存在を初めて知った，という

補者決定通知の翌月には，留学決定者に，早い段階か

ケースがあった。どのように効率良く認知度を高める

ら「留学をする」という自覚を促し，自立心をもって

か，海外留学室の最大の課題であると再認識した。

準備に取り組むための最初のオリエンテーションをお
こなった。

３．派遣学生に対する支援

〈名古屋大学長期留学支援プログラム〉

今年度，名古屋大学が紹介する様々なプログラムで

下記の学生の支援が終了する今年度，それぞれの学

留学する学生に対し，それぞれ以下のような教育支援

生の帰国に合わせ，報告会を実施した。なお，スタン

活動をおこなった。

フォード大学の学生は，修士課程修了後，博士課程に
進学し，支援を引き続き受けている。

〈全学間協定協定に基づく交換留学〉

・カナダ・トロント大学工学専攻博士課程

・平成22年度派遣について

➢ 報告会：12月27日

CALE フォーラム

全学間協定に基づく交換留学によって今年度派遣さ
れる予定の学生に対し，出願から出発までの支援と指

・ベルギー・リュージュ大学社会学専攻博士課程

➢ 報告会：９月24日

導を行った。派遣学生の一覧は表４の通りである。サ

10:30～

国際開発研究科第３講義室

ンパウロ大学，カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ
の全学間協定に基づく交換留学は今回がはじめての派

10:30～

・スタンフォード大学工学専攻修士課程

遣となった。JASSO による短期留学推進制度奨学金を
－92－

➢ 報告会：12月22日

13:00～

教育交流部門・留学生相談室

CALE フォーラム

も多かったようである。名大生は授業料が免除され，

・マレーシア・マレーシア国民大学教育学部

２名の参加となった。（参加学生：工学部１年，教育学

➢ 報告会：２月14日

10:30～

部２年）

CALE フォーラム
今年度は，３名の学生より同プログラムへの応募が

〈梨花女子大学サマースクール〉

あった。本学より全員推薦したが，残念ながら，３名
とも書類選考の段階で不採用となった。

梨花女子大学でのサマースクールは，セッション１
とセッション２にわけられており，多様な文化関連の
講義・体験・各施設訪問・韓国語クラスを通じ，韓国

〈ノースカロライナ州立大学夏期英語研修〉

に関する理解が高めることが目的である。協定校であ

７月初旬から５週間にわたって行われる夏期英語研

る名大生は，登録料と受講料が免除され，セッション

修であり，５名分の授業料全額（または10名分の授業

II に関しては１名あたり交換留学生1/5としてカウン

料半額）が同大学 Japan Center によって提供されて

トされる。平成22年度はセッション II へ３名が参加し

いる。平成22年度は職員１名と，同大学へ交換留学が

た。（参加学生：農学部２年，経済学部２年，文学部３

決まった学生３名を含め，合計９名からの申請があっ

年）

た。面接の結果，職員は奨学金授与の対象外とし，２
名が授業料全額免除，８名が授業料半額免除となっ

〈モナシュ夏期語学研修〉

た。参加した学生の所属部局は以下の通りである。
（参

モナシュ大学語学センターが一年を通じて独自に

加学生：法学部２年，法学部３年，文学部４年，工学

行っている英語プログラムへ，平成22年度より名大生

部４年，環境学研究科 M1の２名，国際開発研究科 D1，

を団体派遣することとなった。１つのタームが５週間

医学系研究科 D2）

のコースとなるが，名古屋大学で一般授業を履修する
学生にとって５週間全て参加するのが難しいため，４

〈慶熙大学 Global Collaborative Summer Program〉

週間からでも参加できるように取り計らった。なお，

「Global Governance & East Asia Civilization」とい

６名の参加となり，授業料は団体割引を受けることが

うテーマに基づいた講義を英語で受けられる国際プロ

できた。
（参加学生：経済学部４年の２名，文学部４年，

グラムである。７月５日～30日までの３週間程度のプ

経済学部２年，環境学研究科 M1，工学研究科 M1）

ログラムであり，名古屋大学から２名までは授業料と
寮費が免除という枠が与えられた。名古屋大学での授

〈モナシュ春期語学研修〉

業開講期間中であったが，このプログラムが開始する

今年で３年目の紹介となるモナシュ大学での春期語

前に交換留学を終えた学生２名が参加することができ

学研修は平成21年度が６名の参加だったが，平成22年

た。（参加学生：教育学部４年の２名）

度は20名へと飛躍的に増加した。日本から参加する他
の６大学でも同様に，参加者数が全体的に増加したよ

〈慶熙大学夏期短期プログラム韓国語コース〉

うである。参加者が増えた理由として，プログラム説

８月２日～20日まで開催された韓国語を学ぶための

明会の広報に力を入れたこと，過去の参加学生からの

コースで，これまで韓国語を学んできた学生１名が参

口コミ，メーリングリストでの紹介などが考えられ

加した。名大生への特典は授業料が30% 割引となり，

る。また，現地での文化体験が多く，サポート体制も

文化体験費など一部の費用が現地大学負担となった。

しっかりしていることから，「初めて海外に行く学生

（参加学生：文学部４年）

対象」という切り口で宣伝を行ったせいもあってか，
参加者のほとんどが１・２年生であった。

〈香港中文大学 International Summer School
中国語コース〉
平成22年より全学間協定が結ばれた香港中文大学で

４．語学強化の取り組み

の３週間（８月３日～24日）のプログラムである。香

今年度も，前期・後期に，「特別英語セミナー」を開

港という場所柄，中国語だけでなく英語を使える機会

講した。この授業は，TOEFL-iBT 対策に焦点を当てた
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もので，留学を目指す学生が主な対象である。英語圏

度であり，平成23年度の前期に留学イベントを行うた

のみならず，留学を目指す学生にとって語学試験は必

めに活動を続けている。課題を挙げると，メンバーの

ず必要になってくるので，留学準備の一部として学生

ほとんどが平成23年度に留学してしまうことと，メン

に積極的に活用してもらいたい。ただし，受講するた

バーの参加度に偏りがあることである。良かった点と

めには申請時に TOEFL-ITP 527以上，TOEIC 663以

しては，同じ留学仲間として横のつながりが強化され

上，英検準一級等，条件を満たしていなければならな

たことと，学生の視点を取り入れたイベントが企画で

い。それら基準に満たさない学生，他講義でこの時間

きたことである。参加メンバーの動機として，思いの

に受講することができない学生を対象に，
「TOEFL 勉

ほかキャリア育成にはあまり関心がない学生もいたも

強会」を開催した。TOEFL 勉強会の活動報告は，
「新

のの，自主的に参加していく経験を留学前に得られる

たな試み」のセクションにておこなう。

ことは留学の準備教育としても，就職活動をする上で
も有意義だと思われ，彼らの今後に活かされることを
期待している。

５．海外の協定校に関する情報収集
海外留学に関する情報収集活動としては，海外の協

〈TOEFL 勉強会〉

定校から名古屋大学への来訪者との会合，また海外の

留学を喚起するイベントがいくら効果的であって

協定校を来訪した件として，以下のとおりまとめる。

も，交換留学の実現には協定校の定める語学条件をク

高等教育関係者の集まる会合にも出席し，名古屋大学

リアすることが必須条件となり，これは名大生にとっ

の協定校関係者と会う機会を設け，交換留学に関する

て大きな壁となっている。そのため，交換留学を目指

協議を行った。

すもののスコアが伸び悩む学生を対象に，
「TOEFL 勉

・5/20

アデレード大学関係者来訪

強会」を毎週開催することとした。担当した熊坂は英

・5/30－6/4

NAFSA 年次総会出席

語の教師ではないものの，海外大学院で経験した学習

（米国カンザスシティー）

方法をもとに，TOEFL の問題形式や学術英語の形式

・6/26

ノースカロライナ州立大学関係者来訪

を紹介し，実際に問題を解きながら解答のコツを教え

・7/5

ケンタッキー大学関係者来訪

た。前期・夏休み・後期に３回開催し，合計50名程の

・7/26

ロンドン大学関係者来訪

学生が参加した。良かった点は，この中から５名が平

・9/1

パリ第７大学関係者来訪

成23年度の交換留学が決定したこと（うち１名は学部

・11/15

フライブルグ大学関係者来訪

間留学）と，回が進むにつれて勉強会の中身もグルー

・12/3

南オーストラリア大学関係者来訪

プの雰囲気も向上していった点である。改善点である

・2/1

ルノー財団関係者来訪

が，重要な情報を細かな点まで補ったレジュメやスラ

・3/8－3/11

APAIE 年次総会出席（台湾台北）

イドを作成し，配布し，こちらから提供してしまうこ
とで，かえって学生が自ら率先的に情報を補い，学ぼ
うとする姿勢を育成できなかったことだと感じてい

６．新たな取り組みと活動

る。そのため，平成23年度は参加者に自主学習や宿題

〈留学のとびら〉

を課すことを前提に，この勉強会で他の参加者と協働

平成21年度に発足した学生による留学支援団体が
「留学のとびら」であるが，主要メンバーの多くが卒

できる機会をより有効に活用できる実践の場とするつ
もりである。

業や進学により継続が困難になったため，海外留学室
が主導し，コンセプトを少し変え，新しいメンバー
を募集することにした。新しい「留学のとびら」で

おわりに：今年度の総括と来年度への課題

は，実社会で重要となる「ファシリテーション」を学

今年度の成果として，まず，短期プログラムへの参

べることと，プロジェクトのマネージメント経験を得

加者が飛躍的に伸びたことが挙げられる。昨年度は11

られるため，就職に役立つ経験になることをアピール

名，その前年は12名だったのに対し，今年度は45名の

した。結果的にメンバーとして登録した学生は15名程

参加者があった。各国で有数の協定大学が提供する語
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学研修プログラムは，内容と質が高く，短期（夏休

コアを目指すことは重要である。引き続き，来年度も

み・春休み）で飛躍的に語学力を伸ばすことが可能で

短期参加の学生の支援をしていきたい。

ある。また，語学研修ではなく，教養講義や専門講義

と指摘した３点のうち，２）帰国留学生の交流，につ

が受講可能な様々なプログラムもあり，単位取得や学

いては，新「留学のとびら」が立ち上がったのを機に，

位取得を目指している学生の留学のための，基礎学力

このプロジェクトに帰国留学生が参加するよう，取り

と必要な語学運用力を体験させることが可能である。

組んでいきたい。また，３）海外留学室の周知，につ

これらプログラムに参加し，交換留学や長期留学を行

いては，１年生を対象とした基礎ゼミ，そして，200名

う前提条件を現地で調査したり，協定校の学生と話し

ほどの１年生が参加する全学教育科目にて，海外留学

たりすることも，留学の動機付けとなり，その後の効

室と留学の魅力について90分の講義をおこなった。そ

果が期待される。交換留学や長期留学を希望している

の後，相談に訪れる１年生が急増したので，手応えを

学生でも，多くは語学水準が留学の条件に達さないこ

感じている。来年度も同様の形で海外留学室の宣伝を

とによって，断念するケースが少なくない。事前にこ

おこなっていきたい。最後に，１）部局との連携につ

のようなプログラムに参加し，語学力を上げることも

いては，依然課題が残る。委員会等を通じ，部局との

当然ながら，体験し，モチベーションを高め，目標ス

連携をはかって海外留学室の周知をしていきたい。
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〈表１〉平成21年度
月日

時

セミナー・説明会・オリエンテーション等開催記録
間

テーマ

場

参加者数

備

留セ201教室 全学の希望者

177

学期中のみ開催（全23回）

留セ201教室 全学の希望者

10

講師：星川朗氏（CIEE）

CALE
フォーラム

全学の希望者

7

講師：櫻木真由美氏（MUELC）

留セ201教室 全学の希望者

7

IB 館012教
室

工学部の学生

50

CALE
フォーラム

全学の希望者

6

第二回名古屋大学留学
CALE
７ 6月23日 15:30-17:30 フェア
フォーラム
（
「留学のとびら」主催）

全学の希望者

59

留セ201教室 全学の希望者

12

講師：後藤崇志氏
（日本英語検定協会）

30

講師：坂野尚美氏
（留学生相談室）

１ 毎週水曜 12:15-12:45 海外留学入門セミナー
国際ボランティア
２ 4月14日 12:05-12:45
プログラム説明会
モナシュ大学夏期
３ 4月14日 13:00-14:00
英語研修説明会
ノースカロライナ州立
４ 4月15日 12:15-12:45
大学夏期英語研修説明会
５ 4月16日 17:00-18:30 工学部留学説明会
６

12:15-12:45

アデレード大学留学
説明会

８ 6月24日 12:15-12:45 IELTS 説明会
９

7月2日

10

8月9日

11 11月5日
12 11月5日
13 11月15日
14 11月16日
15 11月17日
16 12月13日
17 12月16日

よりよい留学にするため
に 必 要 な セ ル フ ケ ア：
16:30-18:00
知ったら得するメンタル
ヘルスセミナー
平成23年度派遣 大学間
10:30-12:00
交換留学 募集説明会
春期モナシュ大学英語
12:10-12:50
研修説明会
初心者向け TOEFL
16:30-18:00
セミナー
フライブルク大学夏休み
12:15-12:45
ドイツ語コース説明会
TOEFL-iBT スキルアップ
16:30-18:00
セミナー
留学を考えている人の
13:00-14:15
ための就職活動セミナー
内閣府国際交流事業
12:15-12:45 説明会
（愛知県 IYEO 共催）
平成23年度大学間協定校
12:10-12:50 交換（派遣）留学
二次募集説明会

所

留セ201教室 全学の希望者

52

講師：昨年度プログラム参加学生，
櫻木真由美氏（MUELC）

留セ302教室 全学の希望者

7

講師：星川朗氏（CIEE）

留セ201教室 全学の希望者

10

CALL 教室

全学の希望者

27

CALE
フォーラム

全学の希望者

20

留セ201教室 全学の希望者

7

留セ201教室 全学の希望者

20

19 12月24日 10:00-12:00

アメリカ留学
個別相談会

CALE
フォーラム
CALE
フォーラム

ルノー財団プログラム
説明会
交換留学決定者のための
22 3月28日 10:00-12:30 異文化コミュニケーション
特別ワークショップ
協定校での夏の短期プロ
23 3月29日 10:00-12:00
グラム説明会
12:10-12:50

〈表２〉平成22年度

講師：Christian Tischer 氏
（フライブルク大学）
講師：澤木泰代先生
（早稲田大学）
講師：船津静代先生
（就職支援室）
講師：吉田恵氏（愛知県 IEYO）

講師：
大倉有麻氏（スタンフォード大学），
神谷哲央氏（カリフォルニア大学），
古川範英氏（インディアナ大学），
橋本道尚氏（マサチューセッツ工科大学）
講師：古川範英氏
（インディアナ大学）

全学の希望者

60

全学の希望者

5

全学の希望者

68

留セ201教室 全学の希望者

3

CALE
フォーラム

平成23年度交換派
遣留学決定学生

25

CALE
フォーラム

全学の希望者

50

講師：Helene Mairesse
（ルノー財団）
講師：堀江未来氏（立命館大学）

海外留学入門セミナー月別出席者数

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

参加者数

56

20

14

12

休

休

〈表３〉平成22年度

講師：Liz Pryzibilla 氏
（Centre for Professional
and Continuing Education）

47

CALE
フォーラム

2月1日

考

留セ207教室 全学の希望者

アメリカ大学院留学
シンポジウム

21

今後留学予定のある
学生ならびにメンタ
ルヘルスセルフケア
に興味のある職員

CALE
フォーラム

18 12月22日 13:00-17:00

20 1月21日 15:00-18:00 交換留学シンポジウム

対象者

10月 11月 12月
29

13

11

1月

2月

3月

年間合計

16

6

休

177

1月

2月

3月

合計

21

26

15

261

海外留学個人相談月別利用件数

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

面談件数

33

29

33

17

10

12

10月 11月 12月
34

15
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〈表４〉全学間交流協定に基づく交換留学生
平成22年度派遣交換留学生
全体数
アメリカ
ニューヨーク大学
ノースカロライナ州立大学
イリノイ大学
南イリノイ大学
シンシナティ大学
セント・オラフ大学

21名
10名
法学部
文学部
工学部
文学部
文学部
文学部
農学部
文学部

２年
４年
４年
２年
４年
２年
４年
１年

女子
女子
男子
男子
男子
女子
女子
女子

工学部
３名
国際言語文化研究科
文学部
文学部
２名

４年

男子

M1
２年
２年

女子
女子
女子

ケンタッキー大学
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
フランス
ストラスブールコンソーシアム
グルノーブルコンソーシアム
リヨン第３大学
中国
上海交通大学
南京大学
復旦大学
北京大学
韓国
漢陽大学校
イギリス
ブリストル大学
ウォリック大学
オーストラリア
アデレード大学
南オーストラリア大学
ドイツ
フライブルグ大学
ブラウンシュバイク工科大学
ケムニッツ工科大学
デンマーク
コペンハーゲン大学
カナダ
トロント大学
ブラジル
サンパウロ大学
インドネシア
ガジャマダ大学
タイ

文学部
経済学部
０名
２名
国際言語文化研究科
法学部
０名

１名
文学部

１名
理学部
１名
国際開発研究科
１名
国際開発研究科
０名

２年
３年

Ｍ１
２年

女子
男子
女子
男子
男子

教育学部
工学部
法学部
教育学部
国際言語文化研究科
経済学部
１名
法学部

２年
３年
３年
３年
Ｄ１
２年

男子
男子
女子
女子
男子
男子

４年

男子

４名
経済学部
経済学部
経済学部

４年
３年
２年

男子
男子
女子

２年

男子

２年

女子

Ｄ１
１年

女子
女子

３年
Ｍ１
Ｄ１
２年

男子
女子
女子
女子

３年

女子

２年

女子

３年
Ｍ１

女子
男子

１年
Ｄ３

男子
男子

男子
女子
１名
法学部
１名
女子
男子

２年

女子

２年

男子

D1

女子

D1

女子

法学部
２名
医学系研究科
経済学部
４名
文学部
国際開発研究科
国際言語文化研究科
文学部
１名
教育学部
０名
０名
１名
経済学部
２名
情報文化学部
国際開発研究科
２名
工学部
文学研究科

０名

チュラロンコン大学
台湾

平成23年度派遣交換留学生
29名
11名
工学部
１年
文学部
１年
情報文化学部
２年
理学部
３年
工学部
１年

０名

国立台湾大学
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〈表５〉平成22年度

派遣留学プログラム参加者

プログラム名

参加者

ノースカロライナ州立大学夏期英語研修

９名

モナシュ大学春期英語研修

20名

モナシュ大学夏期英語研修

６名

梨花女子大学

３名

International Summer College

慶熙大学校 Global Collaborative プログラム

２名

慶熙大学校

１名

韓国語コース

香港中文大学 International Summer School

２名

名古屋大学長期留学支援プログラム

１名

備
うち１名は職員

－98－

考

－99－

タシケント国立法科大学

ソウル国立大学

ウズベキ
タシケント
スタン

ソウル

ソウル

ソウル

ソウル

ソウル

ソウル，水原

ソウル，水原

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

成均館大学校

慶熙大学校

梨花女子大学校

高麗大学校

漢陽大学校

延世大学校

バンドン工科大学

インド
バンドン
ネシア

スラバヤ国立大学

タタ基礎科学研究所

インド
スラバヤ
ネシア

ムンバイ

インド

大学名

インド科学大学大学院

ガジャマダ大学

バンガロール

インド

インド ジョグジャカル
ネシア タ

所在地

国名

大学／プログラム情報等

備

考

http://www.unesa.ac.id/

http://oia.ugm.ac.id/interface/

http://univ.tifr.res.in

GPA 3.0以上（4.5スケール中）
韓国語研修，韓国語及び
http://www.skku.edu/eng/
９月，翌３月 韓国語による授業履修の場合，韓国
英語による一般授業履修
語能力の証明書

Sungkyunkwan
University

春学期出願締切10月31日。
大学院生の受入に条件あり。

春学期出願締切11月30日

韓国語研修，韓国語及び http://intl.khu.ac.kr/admissions.html
英語による一般授業履修 http://intl.khu.ac.kr/inter_programs.html#con08

９月，翌３月 特になし

Kyung Hee
University

GPA 2.5以上が望ましい

３月，９月

高麗大学支給の奨学金制度あり。
2011年3月からの渡航可。
女子大だが男子も留学可。

Ewha Womans
University

韓国語研修，韓国語及び
http://www.ewha.ac.kr/english/
英語による一般授業履修

９月，翌３月 GPA 2.5以上

韓国語研修，韓国語及び
http://www.korea.edu/m03/m03_02.php
英語による一般授業履修

春学期出願締切11月末

韓国語研修，韓国語及び http://www.hanyang.ac.kr/english/Exchanges/
英語による一般授業履修 indexE3.html

Korea University

Hanyang
University

（３月）
９月
翌３月

ページ上部の「Programs」をクリック。
春学期出願締切10月30日

GPA 2.5以上。
韓国語での授業履修の場合，KLPT
level 4相当の能力。英語での授業履 韓国語および英語による
http://oia.yonsei.ac.kr/
９月，翌３月
修の場合，TOFLE iBT 79もしくは 一般授業履修
IELTS 6.0。
学内応募時に２年次以上であること。

Yonsei University

韓国語研修費は現地大学が（一部）負担

ウズベキスタン政府指定の語学試験を事前に
受験すること？

GPA 3.0以上
韓国語及び英語による一
http://oia.snu.ac.kr/index.html
９月，翌３月 韓国史専攻に応募の場合，韓国語能
般授業履修
力

http://www.ceebd.co.uk/ceeed/un/uz/uz005.htm

Seoul National
University

？

９月？

Tashkent State
Institute of Law
？

８月？

Institut Teknologi
Bandung

左 URL ページの下部にある「Overseas Student
Admission」をクリック

大学 HP インドネシア語のみ

http://www.ugm.ac.id/en/?q=info/procedurestudy-universitas-gadjah-mada
↑ こ の ペ ー ジ は Degree seeking 用 か short
term か不明

韓国語研修，韓国語及び英語による一般授業履
修

http://www.iisc.ernet.in/
HP 上で International Students → Short-term
http://www.irc.iisc.ernet.in/internationalstudentsstudents
shortterm.html

渡航時３年次以上？
インドネシア語及び英語
http://www.itb.ac.id/usm-itb/
現地での履修分野は名大での専攻と
による一般授業履修？
同じものに限られる？

インドネシア語及び英語？

一般授業履修等？

８月？

Universitas Negeri
Surabaya

研究，活動が行えるだけの十分な英
？
語力

一般授業履修等

履修形態

？

？

Tata Insitute of
Fundamental
Research

英語能力

応募条件

Universitas Gadjah
８月，翌２月 インドネシア語及び英語
Mada

随時

Indian Institute of
Science

留学開始時期

※以下のリストは、平成23年度（2011年度）の交換留学先として応募できる協定校の情報を概略化したものです。応募する大学の情報に「？」の箇所がある場合、海外留学室までご連絡下さ
い。また、応募条件を含む詳細については、各協定校の HP で最新情報をご確認下さい。
※
「応募条件」は、受入れ大学が要求する条件を記述していますが、受入れ学科／専攻によって異なる場合がありますのでご注意下さい。
※一部、2011年2月または3月からの渡航が可能な協定校もありますが、この時期での渡航を希望する場合、海外留学室まで早急に申し出てください。また、この場合は JASSO 奨学金の対象と
なりませんのでご注意ください。

〈資料１〉平成23年度大学間協定による交換留学協定校リスト（2010年8月6日現在）

教育交流部門・留学生相談室

交換留学生向けの英語ページ見当たらず

新竹

台北

台北

台湾

台湾

台湾

タイ語による一般授業履
学部留学生
http://www.inter.chula.ac.th/inter/
TOEFL iBT 79-80以上（学科・専攻
修または英語による留学
向けは８月，
exchangestudent/ExchangeAll.htm
による）またはタイ語能力？
生プログラム履修
翌１月

Chulalongkorn
University

－100－

安徽省合肥市 中国科学技術大学

吉林

杭州

香港

香港

上海

上海

上海

西安

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

西安交通大学

復旦大学

同済大学

上海交通大学

香港中文大学

香港大学

浙江大学

吉林大学

ハルビン市

中国

哈爾濱工業大学

国立台湾大学

国立政治大学

国立清華大学

チュラロンコン大学

バンコク

タイ

９月，翌２月

National Taiwan
University

春学期出願締切10月30日

中国語研修および中国
http://www.oia.ntu.edu.tw/oia/index.php/doc/
語・英語による一般授業
view/sn/210/block/84
履修

２月，９月
３月，８月，
65歳以下
翌３月？

Xian Jiaotong
University

２月
８月？

Fudan University

Tongji University

Long-term Chinese Language Program が留学
生向けプログラム？
2011年２月からの渡航可（１月15日締切）
2011年２月からの渡航可
2011年３月からの渡航可（出願締切１月31日）

中国語研修または一般授 http://www.fso.fudan.edu.cn/en/index.htm
業履修
http://www.fso.fudan.edu.cn/en/nondegree.htm
中国語研修または一般授
http://www.xjtu.edu.cn/en/
業履修

交換留学生用のページにアクセスできず
中国語研修または一般授
http://www.istju.com/enindex.asp
業履修

中国語研修または一般授
http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
業履修

９月，翌２月
Shanghai Jiaotong
（語学研修の ？
University
み）？

英語による一般授業履
修，広東語または北京語 http://www3.hku.hk/oise/eng/intro.php
研修
英語または中国語による
一般授業履修，広東語ま http://www.cuhk.edu.hk/oal/
たは北京語研修

９月，翌１月 TOFLE iBT 80または IELTS 7.0

The University of
Hong Kong

中国語研修または中国語
http://iczu.zju.edu.cn/Eg_index_show.
（一部英語）による一般授
php?cate=2&xcate=14
業履修

中国語研修または一般授 http://en.jlu.edu.cn/University/subPage/
業履修
prospectiveStudents/admissions.jsp

中国語研修または一般授
http://www.ustc.edu.cn/en/
業履修？

事前中国語研修あり
2011年2月からの渡航可 (12月中旬締切）。
優秀な学生には現地大学での奨学金授与の可
能性あり。

春学期出願締切10月30日

中国語（一部英語）によ
http://oic.nccu.edu.tw/english/admission/
る一般授業履修または中
incoming.php
国語研修

The Chinese
University of Hong ９月，翌１月 TOFLE iBT 71，GPA 3.0
Kong

２月，９月，
中国語基礎能力，英語能力
翌２月

Zhejiang
University

中国語プログラム：56歳以下

？

８月，翌1月

３月，９月
（随時？）

春学期出願締切11月１日

http://www.cgi.ac.th/Home.aspx

中国語による一般授業も
しくは英語による授業履 http://oia.nthu.edu.tw/index.php?lang=en#
修

？

学部生：35歳以下 大学院生：45歳以 中国語研修または一般授
http://www.hit.edu.cn/
下 HSK レベル6以上？
業履修

GPA 2.5以上
英語または中国語能力推奨

Jilin University

University of
Science and
Technology of
China

９月，
翌２月？

９月，翌２月

National Chengchi
University

Harbin Institute of
Technology

９月，翌２月

National Tsing
Hua University

TOEFL iBT 61，IELTS 5.0

？

Chulabhorn
Research Institute

タイ語 ･ 英語研修及びタ http://www.ku.ac.th/eng2008/
イ語または英語による一 http://www.interprogram.ku.ac.th/KUSEP/
index.html#sec03
般授業履修

チュラポーン研究所・
チュラポーン大学院大学

バンコク

タイ

5月，８月，
翌１月？
英語またはタイ語

バンコク

タイ

Kasetsart
University

クメール語による一般授
http://www.rupp.edu.kh/index.php
業履修

韓国語研修，韓国語によ
http://www.mokpo.ac.kr/eng/main/main.jsp
る一般授業履修

カセサート大学

３月，８月？ 韓国語能力

Mokpo National
University

春学期出願締切11月下旬
現地で奨学金応募可能。

韓国語研修，韓国語およ
び英語による一般授業履 http://eng.gnu.ac.kr/sub/03_03.jsp
修

クメール語の読み書き能力

９月，翌３月 GPA 2.0以上

Gyeongsang
National
University

Royal University of
11月
Phnom Penh

木浦大学校

王立プノンペン大学

木浦

韓国

慶尚大学校

カンボ
プノンペン
ジア

慶尚南道・
晋州市

韓国

名古屋大学留学生センター紀要 第９号

http://www2.warwick.ac.uk/services/
international/prospective/

http://www.shef.ac.uk/studyabroad/overseas/
prospective

http://www.bris.ac.uk/international/
studyabroad/

？

９月
？
TOEFL iBT 80～105，又は IETLTS
一般授業履修
10月，翌１月
6.5～7.5（専攻によって異なる）
GPA 3.0，TOEFL iBT 80，又は IELTS
6.0（受入れ学部によって異なる。ス
９月，翌２月 コアが達していない場合については，
（full year は http://www.shef.ac.uk/studyabroad/ 一般授業履修
overseas/prospective/entry.html
９月のみ）
ページから「English Language Fact
sheet」をダウンロードの上，参照）
GPA 3.2（科学・工学系学部は3.5）。
TOEFL iBT 100-114， 又 は IELTS
6.5-7.5（学部によって異なる）。
７月～８月に STABLE を履修する場
一般授業履修
10月，翌１月
合は TOEFL iBT 79，又は IELTS 5.5
以上（英文学，法学，経済は TOEFL
iBT 90， 又 は IELTS 5.5 Writing 以
上）。
GPA 3.0以上
IELTS 7.0（各セクション7.0以上），
TOEFL iBT 105（各セクション26以
一般授業履修
上）。
ス コ ア が 達 し て い な い 場 合，Presessional コースを修了すれば入学可
能。

？

９月

８月
翌１月？
９月，翌２月 中級以上のフランス語能力

Hanoi University
of Science and
Technology

The Mongolian
University of
Science and
Technology

National
University of
Mongolia

National
University of Laos

University of
Warwick

University of
Sheffield

University of
Bristol

University of
London SOAS

Universita di
Catania

Université de
Genève

モンゴル ウランバートル モンゴル科学技術大学

モンゴル ウランバートル モンゴル国立大学

イギリス シェフィールド シェフィールド大学

ブリストル大学

ロンドン大学 SOAS

イギリス ブリストル

イギリス ロンドン

ハノイ工科大学

東北大学

北京大学

清華大学

－101－

シチリア島
カターニア

ジュネーブ

イタリア

スイス

ジュネーブ大学

カターニア大学

ウォリック大学

ヴィエンチャン
ラオス国立大学
市

イギリス コベントリー

ラオス

ベトナム ハノイ

瀋陽

９月
翌３月

Northeastern
University

中国

中国語研修または一般授 http://english.pku.edu.cn/Admission/
業履修
InternationalStudents/HowtoApply/

９月
翌２月？

Peking University

北京

中国

中国語研修または一般授 http://intlstudent.cic.tsinghua.edu.cn/EN/index.
業履修
html

２月，９月？ ２年次以上

Tsinghua
University

北京

中国

中国語研修または一般授
http://english.hust.edu.cn/
業履修

華中科技大学

Exchange Scholars 以降の欄参照

2011年２月からの渡航可（出願締切12月30日）

CILS レベル２相当のイタリア語力？

？

？

？

？

http://www.must.edu.mn/must_en/index.php

http://www.hut.edu.vn/web/hut/home

http://www.soas.ac.uk/admissions/international/
ise/

？

フランス語（大学院は英
語も）による一般授業履 http://www.unige.ch/international/index_en.html
修

イタリア語研修および一 http://www.unict.it/Pagina/Portale/Relazioni_
般授業履修？
Internazionali_1.aspx

？

モンゴル語研修および一 http://web.num.edu.mn/Default.aspx?alias=web.
般授業（モンゴル語）履修 num.edu.mn/eng

？

？

HP イタリア語のみ

有料英語研修有。

夏の語学研修コース STABLE は有料（英語レ
ベルにより，英語研修の期間と専門科目の履
修開始ができる時期を５つのオプションから
選択可）
（http://www.bris.ac.uk/international/
studyabroad/stabel.html）

HP 機能せず

2011年３月から渡航希望の場合，要事前相談
一般授業履修の場合 HSK レベル６以 中国語研修または一般授
http://www.sie.neu.edu.cn/Pages/En/Index.aspx
（12月10日締切）
上
業履修

？

９月
翌２月？

Huazhong University of Science
and technology

武漢

中国

中国語研修または一般授
http://hwxy.nju.edu.cn/English/Default.aspx
業履修

南京大学

Nanjing University ２月，９月

南京

中国

教育交流部門・留学生相談室

4月，10月

Albert-LudwigsUniversitat
Freiburg

フライブルク大学

ブラウンシュバイク工科
大学

フライブルグ

ブラウンシュ
バイク

ミュンヘン

ドイツ

ドイツ

ドイツ

http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/
カタラン語およびスペイ
estudiar_UB/estudiants_estrangers/estudiants_
ン語による一般授業履修
estrangers.html

－102－

英語およびドイツ語によ http://www.studium.uni-freiburg.de/
る一般授業履修
international-en/incoming-en/austausch-en

ドイツ語（一部英語）に
http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/inter_
よる一般授業履修，ドイ
stud/exchange/exchange.html
ツ語研修

Council of Europe レベルで A2～ B1
一般授業履修
以上のフランス語能力

９月，翌1月
（GUEST
Program は
９月のみ）

パリ第７−ドニーディド
ロー大学

パリ東大学

フランス パリ

フランス パリ

？

９月

Universite de
Strasbourg

フランス グルノーブル

Université ParisEst

？

Université Pierre
Mendes

ピエール・マンデス＝フ
ランス大学（グルノーブ
ル第二大学）：社会科学

フランス グルノーブル

９月
翌２月？

？

スタンダール大学（グル
Université
ノーブル第三大学）：文
学・言語学・コミュニケー Stendhal
ション

フランス グルノーブル

Universite Paris7Denis Diderot

一般授業履修

９月，翌１月
ジョセフ・フリエ大学（グ
Université Joseph （GUEST
中級以上のフランス語能力
ルノーブル第一大学）
：科
Program は
Fourier
学，技術，医学
９月のみ）

？

？

一般授業履修

http://www.univ-paris-est.fr/fr/

http://www.univ-paris-diderot.fr/

フランス語（一部英語）に
よる授業履修およびフラ http://www.unistra.fr/index.php?id=homepage
ンス語研修

大学院生のみ？詳細なし

？

CUEF による有料フランス語研修（http://w3.ugrenoble3.fr/cuef/accueil.php3）。

http://www.upmf-grenoble.fr/00702729/0/
fiche___pagelibre/&RH=1263814708928
http://webu2.upmf-grenoble.fr/docs/livret_2010_
bdf.pdf

３年次以上の学部生？
フランス語中級以上

夜間有料フランス語コースも有？
CUEF（http://w3.u-grenoble3.fr/cuef/accueil.
php3）
http://www.u-grenoble3.fr/87659270/0/fiche___
pagelibre/

一般授業履修

フランス語能力（DALF）？

現地アリアンスフランセーズによる無料フラ
ンス語コース履修可能 http://www.grenobleinp.fr/1175687912603/0/fiche___article/

事前（9月）ドイツ語研修あり（有料）

ドイツ語補習あり http://www.sz.tu-bs.de/en/

事前有料ドイツ語コース（８月，９月）あり。
http://www.sli.uni-freiburg.de/index_html-en/
view?set_language=en
現地奨学金への応募可

有料のドイツ語コースあり（http://www.tuchemnitz.de/sprachenzentrum/kurse/daf/
kursangebot.php）。
現地で奨学金に応募可能。

事前（３週間）・学期中デンマーク語研修あり

応募は学部生のみ対象。
学期中のカタラン語およびスペイン語コース
あり（有料）。

学期中のスウェーデン語研修あり

http://www.ujf-grenoble.fr/07883930/1/fiche___
pagelibre/
CUEF による有料フランス語研修（http://w3.uhttp://www.ujf-grenoble.fr/servlet/com.univ.utils.
grenoble3.fr/cuef/accueil.php3）。
LectureFichierJoint?CODE=1274177847630&LA
NGUE=0

http://www.grenoble-inp.fr/international/
study-at-grenoble-inp-239262.kjsp?RH=INPG_
INTERNA

？

？

一般授業履修

Institut National
グルノーブル理工科大学
Polytechnique de
（グルノーブル第四大学）
Grenoble

フランス グルノーブル

フランス語（一部英語）に
http://www.grenoble-univ.fr/jsp/fiche_pagelibre.
よる一般授業履修とフラ
jsp?CODE=41754716&LANGUE=1
ンス語研修

中級以上のフランス語能力

９月，翌1月
（GUEST
Program は
９月のみ）

L'Université de
Grenoble

ドイツ語および英語によ
http://portal.mytum.de/international/index_html
る一般授業履修

中級以上のドイツ語能力，英語能力

10月，翌4月

Technischen
Universitat
Munchen

２年次以上（多くは3年次以上），中級 ドイツ語および英語によ http://www.tu-braunschweig.de/international以上のドイツ語能力，英語能力？
る一般授業履修
students

中級以上のドイツ語能力，英語能力

中級以上のドイツ語能力

グルノーブル大学群

フランス ストラスブール ストラスブール大学

http://www.inter.uadm.uu.se/

http://www.uu.se/en/node179

3年 次 以 上，TOEFL iBT 80， 又 は 英語およびデンマーク語
http://www.ku.dk/international/english/
IELTS 6.0
による一般授業履修

カタラン語かスペイン語能力
名大での専攻と同様の科目履修

英語およびスウェーデン
語による一般授業履修

フランス グルノーブル

ミュンヘン工科大学

Technische
Universität Carolo4月，10月
Wilhelmina zu
Braunschweig

4月，10月

Technische
Universität
chemnitz

ケムニッツ工科大学

ケムニッツ

ドイツ

９月，翌２月
９月，翌２月

Universitat de
Barcelona

８月，翌１月 英語能力

University of
Copenhagen

バルセロナ大学

スペイン バルセロナ

Uppsala
Universitet

デン
コペンハーゲン コペンハーゲン大学
マーク

ウプサラ大学

スウェー
ウプサラ
デン
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ビルケント大学

トルコ

サンパウロ大学

ブラジリア連邦大学

ブラジル サンパウロ

ブラジル ブラジリア

アンカラ

モナシュ大学

南オーストラリア大学

オースト
アデレード
ラリア

オースト
メルボルン
ラリア

フリンダース大学

オースト
アデレード
ラリア

シドニー大学

アデレード大学

オースト
アデレード
ラリア

オースト
シドニー
ラリア

ワルシャワ大学

ポーラ
ワルシャワ
ンド

オーストラリア国立大学

リヨン第3大学

フランス リヨン

オースト
キャンベラ
ラリア

ポンゼショセ工科大学

フランス パリ

http://info.anu.edu.au/studyat/International_
Office/exchange/incomingindex
http://www.usyd.edu.au/future_students/study_
abroad/

GPA 3.0
TOEFL iBT 90（ 各 科 目20）， 又 は
一般授業履修
IELTS 6.5（各科目6.0）。法学専攻の
場合は TOEFL iBT 100（各科目22）
GPA 3.0
TOFLE iBT 90（Writing 21），又は 一般授業履修
IELTS 6.5（各科目6.0）

３月？

http://www.bilkent.edu.tr/index.html

ポルトガル語による一般 http://www.usp.br/internacional/home.
授業履修
php?idioma=en

英語による一般授業履修

基 礎 的 な ポ ル ト ガ ル 語 及 び 英 語 能 ポルトガル語研修，一般
http://www.unb.br/
力？
授業履修？

８月，翌２月 ポルトガル語能力

University of São
Paulo

Universidade de
Brasilia

９月，翌２月 英語能力

Bilkent University

http://www.monash.edu/international/
studyabroad/exchange.html

http://www.unisa.edu.au/studyabroad/default.
asp
http://www.unisa.edu.au/studyabroad/
studyabroad09.pdf

http://www.i-studentadvisor.com/flinders/sa/
english/index.html

http://www.flinders.edu.au/internationalstudents/

TOFLE iBT 79，又は IELTS 6.0（学
科・選考によりスコアが異なる可能性 一般授業履修
あり）

TOFLE iBT 80（Writing・Speaking
20）
，又は IELTS 6.0
（Writing・Speaking
一般授業履修
6.0）。学科・専攻により上記より高い
スコア要求。

http://www.international.adelaide.edu.au/study/
sa-ex/apply.html

ポーランド語および英語
による授業履修，ポーラ http://www.uw.edu.pl/en/
ンド語研修

GPA 3.0。TOFLE iBT 80（Writing･
Speaking 20，Reading･Listning 18），
又 は IELTS 6.0（Writing・Speaking
6.0 Reading・Listening 5.5）。法学専 一般授業履修
攻の場合は上記より高いスコア設定。
スコアが満たない場合，PEP（備考参
照）修了により入学が考慮されうる

TOEFL 87-109
（学部によって異なる）

GPA 3.0以上
学部生：TOFLE iBT 90（Writing 22
その他20）又は IELTS 6.5（Reading・
Listening 6.5 その他6.0）。
一般授業履修
Monash University 7月，翌２月
院生のスコアは専攻によって異なる
（http://www.monash.edu/
international/studyabroad/
applications/english.html）

7月，翌３月

7月，翌２月

University of
South Australia

University of
Sydney

7月，翌３月

Flinders
University

7月，翌２月

7月，翌２月

University of
Adelaide

Australian
National
University

10月，
翌２月

Uniwersytet
Warszawski

http://www.univ-lyon3.fr/en/programmes/
フランス語中級以上（DELF A2以上 英語およびフランス語に
exchange-students/studying-at-lyon-3-in-an９月，翌１月 推奨）または TOFLE iBT 80点相当 よる授業履修，フランス
international-program-336345.kjsp?RH=INS語研修
の英語力
ACCUEIL_EN

http://www.enpc.fr/english/int_index.htm

Université JeanMoulin Lyon 3

大学院生レベル相当，フランス語能
一般授業履修
力，英語能力

８月

Ecole Nationale
des Ponts et
Chaussees

HP ポルトガル語のみ。
プログラム開始月は国内事情により変更する
ことがある。開始が4月（平成24年度）となる
場合，JASSO 奨学金受給対象とならないので
注意。

学期中のポルトガル語研修有り
2月期出願締切10月5日

春学期出願締切11月15日

2月期出願締切11月15日
政府奨学金受給の可能性あり
http://www.monash.edu/international/
studyabroad/fees/scholarships.html

インターンシッププログラム希望者は3年次以
上。
事前語学研修可能（有料）

２月期出願締切11月１日
インターンシッププログラム希望者は３年次
以上

２月期出願締切11月15日

３月期出願締切９月30日

有料の事前語学研修あり（http://www.adelaide.
edu.au/elc/courses/pep/）。
交換留学生に奨学金の可能性あり。
２月期出願締切12月１日

事前フランス語研修有

教育交流部門・留学生相談室
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ヨーク大学

カナダ トロント

York University

University of
Toronto

トロント大学

カナダ トロント

９月，翌1月

5月，９月，
翌1月？

http://www.utoronto.ca/student.exchange/
utprofile/index.html

http://international.yorku.ca/exchange/
incoming/incoming.htm

TOFLE iBT 100，Writing 22（専攻
によって異なる。裁量スコアとして，
学部生で TOEFL iBT 89-99 Writing
一般授業履修
19-21，大学院生で TOEFL iBT 9399, Writing 22の裁量スコアが設けら
れている）。IELTS 6.5，各6.0。
GPA 2.0（学部によって異なる）。
TOFLE iBT 83～103（学科により異 一般授業履修
なる），IELTS 6.5～7.0

http://www.ucla.edu/

学 部：TOFLE iBT 83，IELTS 7.0
９月，翌1月，
大学院：TOFLE iBT 87（各セクショ 一般授業履修
３月？
ンによる点数基準は異なる）

TOFLE iBT 71，又は IELTS 6.0。

http://admissions.tc.umn.edu/admissioninfo/intl.
html

http://www.isss.umn.edu/exchange/

http://www.stolaf.edu/

http://www.uky.edu/

UCLA

一般授業履修

GPA 2.5
TOEFL iBT 79，又は IELTS 6.5（専 一般授業履修
攻により異なる）

TOEFL iBT 80，又は IELTS 6.0

一般授業履修

カリフォルニア大学ロサ
ンゼルス校

アメリカ レキシントン

アメリカ ロサンゼルス

ミネソタ大学

アメリカ ミネソタ州

８月，翌1月

セント・オラフ大学

アメリカ ミネソタ州

一般授業履修

http://www.ncsu.edu/studyabroad/intl/index.
html

８月，翌1月

学 部 生：TOFLE iBT 70 又は
IELTS 6.5
大学院生：TOFLE iBT 80又は
IELTS 6.5
MBA：TOFLE iBT 100

North Carolina
State University

９月

University of
Kentucky

ノースカロライナ州立大
学

ノースカロラ
アメリカ
イナ州

http://www.nyu.edu/admissions/undergraduateadmissions/applying-for-admission/specialadmission.html

GPA 3.0
TOEFL iBT 100，IELTS 7.0（ 法 科
大学院，MA program in Humanities 一般授業履修
and Social Thought は iBT 105 相
当）？

New York
University

ケンタッキー大学

ニューヨーク大学

ニューヨーク
アメリカ
州

https://internationalaffairs.uchicago.edu/
students/prospective/

TOFLE iBT 104（ 各 26 ？），IELTS
一般授業履修
7.0（各7.0），専攻によって異なる

９月？

The University of
Chicago

９月，翌1月

シカゴ大学

アメリカ シカゴ

http://admissions.uc.edu/international/
requirements/requirements-transfer.html

TOFLE iBT 66，又は IELTS 5.5。選
考により異なる（http://admissions.
一般授業履修
uc.edu/international/requirements/
requirements-transfer.html を参照）。

6月，９月
翌1月，３月

University of
Cincinnati

University of
Minnesota, Twin
Cities

シンシナティ大学

アメリカ オハイオ州

http://www.ips.siu.edu/PS/

Southern Illinois
University Carbondale

８月

南イリノイ大学カーボン
デール校

アメリカ イリノイ州

８月（２学期
滞在の学生
は８月のみ
受付）
翌1月

http://admissions.illinois.edu/apply/index.html

学部生：TOFLE iBT 68
大学院生：学部生3年～4年次の GPA
2.7，院の GPA 3.0。Ph.D. は院の GPA 一般授業履修
3.25。TOFLE iBT 80 又は IELTS 6.0
（専攻により異なる）

８月，翌1月

St. Olaf College

イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校

アメリカ イリノイ州

https://www.studyabroad.illinois.edu/index.
cfm?FuseAction=Abroad.ViewDocument&File_I
D=060F76487B017102047206701A0B73067914037
C720A1C72710203727571700502730506017770

GPA 2.7～3.2以上。
TOEFL iBT 79。
IELTS 7.0（各科目6.0以上），もしく
一般授業履修
は6.5（各科目6.0以上）かつ現地での
プレイスメントテスト受講。各学部
により異なる。

Univesity of
Illinois at UrbanaChampaign

学 期 中 の 英 語 サ ポ ー ト コ ー ス あ り（http://
international.yorku.ca/exchange/incoming/
info.htm#12）。夏の英語プログラム（有料）あ
り（http://www.yueli.yorku.ca/programs/slp.
php）。

http://www.ieo.ucla.edu/ExchangePrograms/
nagoyaincoming.htm の 情 報 と http://www.
admissions.ucla.edu/prospect/intl.htm の 情 報
異なるため確認中

学期中英語研修履修可能。
CESL（http://www.uky.edu/AS/English/
cesl/）

交換留学生は主に学部レベル対象。
任意の有料英語研修あり（２ヶ月前までに申し
込み）http://www.cce.umn.edu/esl/

＊ 場 合 に よ り １ 学 期 間 の Global Training
Initiative コース（GTI）への参加も可能。ただ
し，GTI 参加こ関しては，要相談。コースの詳
細は http://www.ncsu.edu/gti

有料語学研修受講可能？

事前語学研修（有料）あり http://www.iei.uiuc.
edu/

名古屋大学留学生センター紀要 第９号

〈資料２〉

マサチュー
セッツ州

アメリカ

？

ハーバード・イェンチン
研究所

ラグナ州

フィリ
ピン

Harvard-Yenching
Institute

Southeast Asian
Regional Center
東南アジア地域農業教育 for Graduate Study
？
研究センター（SEARCA） and Research
in Agriculture
(SEARCA)

上海

中国

８月

The Shanghai
Institute of
？
Organic Chemistry

７月

Oberlin College

University of Pune

留学開始時期

中国科学院上海有機化学
研究所

大学名

オバーリン大学

マハラシュトラ
プネー大学
州・プネー

所在地

アメリカ オハイオ州

インド

国名

授業料が有料となる大学等
応募条件

履修形態

大学／プログラム情報等

？

？

大学院生のみ

TOEFL iBT 100

？

？

？

一般授業履修

http://www.harvard-yenching.org/

http://web.searca.org/web/

http://www.sioc.ac.cn/esioc/1.htm

http://www.oberlin.edu/

英語能力を有する者 （現地での能力
テストで要件を満たさない場合有料
英語コース履修が義務）http://www. 英語研修および一般授業
http://www.unipuneintcent.in/
unipuneintcent.in/international_ 履修
centre_html_files/spoken_english.
htm

考

授 業 料 有 料 現 地 学 生 の5倍 http://www.
unipuneintcent.in/international_centre_html_
files/adm_instruction.htm

備

教育交流部門・留学生相談室
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教育交流部門・留学生相談室
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