
② 国際交流の実績

1) 留学生在籍数: 2,326名（103カ国）
(2020年度)

2) 研究者等受入数: 80名（22カ国）
（2020年度)

3) 学術交流協定数：473大学・機関（2021年5月1日
現在）

③ 過去3年間の受入れ留学生数及び日本語・日本
文化研修留学生（日研生）の受入れ実績（各年
5月1日現在）

2021年：留学生数1,937人、
日本語・日本文化研修留学生 8人

2020年：留学生数1,871人、
日本語・日本文化研修留学生 14人

2019年：留学生数2,038人、
日本語・日本文化研修留学生 14人

④ 地域の特色

名古屋市は、日本三大都市圏の一つを形成する人口
230万人の都市です。日本の中心にあり、国外や日本
各地への交通の便に恵まれています。市の中心部か
ら大学キャンパスまで地下鉄で約15分、東京までは新
幹線で1時間半、京都まで40分で行くことができます。
また、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、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。近年、名
古屋市はJポップカルチャーの中心地としても注目を集
めています。
大都市でありながら、物価は比較的安く静かな街

並みで、留学生活を送るのに暮らしやすい地域です。

名古屋大学 (愛知県)

実践的な日本語力の向上、日本社会・日本文化の更なる理解をめざす

■大学紹介

① 大学の特色及び概要

1) 特色と歴史
名古屋大学は日本の高等教育研究機関として、

主要な国立大学の一つです。本学は、中部地方の
政治・産業・文化の中心である名古屋市にありま
す。本学の歴史は医学部と病院が発足した1871年
にさかのぼります。長年の変遷を経て、1949年に
は新制大学になり、現在9学部・13大学院研究科・
3附置研究所・図書館・19共同教育研究施設等が設
置されています。また、外国人留学生の宿舎とし
てインターナショナルレジデンス大幸、インター
ナショナルレジデンス東山を含め合計6カ所が設置
されています。

2) 教員・学生数等（2021年5月1日現在）
学部 ：文学部、教育学部、法学部、経済学部、

情報学部、理学部、医学部、
工学部、農学部

大学院：人文学研究科、教育発達科学研究科、
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、
国際開発研究科、多元数理科学研究科、
環境学研究科、情報学研究科
創薬科学研究科

教職員数：3,880名
学生数： 学部等 9,565名 大学院 6,206名

計 15,771名

■研修・コースの概要

① 研修・コースの目的

b)主に日本語能力の向上及び日本社会・日本文
化の更なる理解のための研修

② 研修・コースの特色

日本語・日本文化研修留学生のためにデザイン
された体系的な学習プログラムを提供する。

1.日本語の学習

・日本語・日本文化特別プログラムおよび一般日
本語クラスによって、効果的な日本語学習を行
う。

・教室内外での学習を通して、実践的な日本語力
を身に付けることができる。

2.研究者志向の留学生への対応

・日本語・日本文化基礎セミナー、入門講義
（「日本語学」「日本語コミュニケーション
論」「日本文学」など）等の授業を通して、各
分野の基礎知識・研究方法が学べる。

③ 受入定員
20名（大使館推薦17名、大学推薦3名）

http://133.6.145.29/internal/photos/index.php?display=toyoda_auditorium/201006_toyoko/DSC_2010-06-17-142018.jpg
http://133.6.145.29/internal/photos/index.php?display=toyoda_auditorium/201006_toyoko/DSC_2010-06-17-142018.jpg


⑨ コースの修了要件

プログラムの必須科目44単位をすべて取得し、選択
科目を4単位以上取得する。コース修了者には修了
証書が与えられる。成績証明書の発行可（単位互換
は学生の本国の在籍大学の判断による）。

⑩ 研修・コース科目の概要・特色

１）研修・コース科目の特徴
日本語日本文化研修留学生のための体系的なプロ
グラムにより、上級レベルの日本語力を身につけ、
日本語・日本文化に対する理解を深める。全ての
科目を通して学問探求の基礎力を養う。

２）研修・コース開設科目

Ⅰ）必須科目・内容
A.日本語・日本文化特別プログラム（科目名は年に
より変更の場合がある）

（年間225時間、150コマ、20単位）
1.「日本語総合演習Ⅰ」（前期15コマ、2単位）
「日本語総合演習Ⅱ」（後期15コマ、2単位）

2.「多文化共生Ⅰ」（前期15コマ、2単位）
「多文化共生Ⅱ」（後期15コマ、2単位）

3.「日本社会論入門」（前期15コマ、2単位）
「日本社会論概論」（後期15コマ、2単位）

4.「多言語・多文化と日本社会Ⅰ」（前期15コマ、
2単位）

「多言語・多文化と日本社会Ⅱ」（後期15コマ、
2単位）

5.「言語文化の多様性入門」（前期15コマ、2単
位）

「言語文化の多様性概論」（後期15コマ、2単
位）

B. 研究修了レポート（4単位）
C. 日本語技能別クラス（上級レベル）

（年間225時間、150コマ、20単位）
「文法Ⅰ、Ⅱ」「会話Ⅰ、Ⅱ」「聴解Ⅰ、Ⅱ」
「読解Ⅰ、Ⅱ」「作文Ⅰ、Ⅱ」

E. 教養科目
「留学生と日本～異文化を通しての日本理解」
（前期22.5時間、15コマ、2単位）

④ 受講希望者の資格、条件等

1. 中級レベル以上の日本語力を有すること（「日
本語能力試験」N2相当以上）。

2. 日本語・日本語学・日本語教育学・日本文学・
日本学（日本研究）を主専攻とすること、また
はそれらの分野に強い関心をもつこと。

3. 勤勉で学習熱心な人物。文化の架け橋となるこ
とへの意欲を有する人物。

⑤ 達成目標

1. 上級レベルの日本語力の習得（話す、聞く、読
む、書く、のすべてにわたる）。

2. 日本、日本文化に対する的確な理解。
3. 各自の専門分野に通じる基礎的な知識と研究方

法の習得。

⑥ 研修期間（在籍期間）
2022年10月1日 ～ 2023年9月30日
修了式は9月中旬～下旬を予定

⑦ 奨学金支給期間
2022年10月 ～ 2023年9月

⑧ 研修・年間スケジュール
9月下旬：渡日、開講式、オリエンテーション

10月～翌年2月：秋学期の授業（日本語、日本事情、

日本文化の関連科目）

12月下旬～1月上旬：冬季休業

2月～3月：春季休業

3月上旬：研究計画発表会

4月～8月上旬：春学期の授業（日本語、日本事情、

日本文化の関連科目）

8月～9月：夏季休業、研修成果レポート執筆

9月上旬：研究成果発表会・修了レポート提出）

9月中旬：修了式

9月下旬：帰国（2021年は9月23日）

Ⅱ）選択科目・内容
入門講義（以下は2021年度の科目例。年により

変更の場合がある。）
1.「日本語学Ⅰ」（前期15コマ、2単位）
「日本語学Ⅱ」（後期15コマ、2単位）

2.「日本語コミュニケーション論Ⅰ」（前期15
コマ、2単位）

「日本語コミュニケーション論Ⅱ」（後期15   
コマ、2単位）

3.「日本文学Ⅰ」（前期15コマ、2単位）
「日本文学Ⅱ」（後期15コマ、2単位）

３）研修科目で地域の見学や地域交流等の参加出
来る科目及びその具体的な内容

愛知県や東海地方の産業や伝統文化の理解を深
めるために地域の見学を実施する。トヨタ博物館
の見学、有松絞商工協同組合の協力を得て体験見
学等を実施する。

４）日本人学生との共修がある科目及び具体的な
内容

全学共通科目「留学生と日本～異文化を通しての
日本理解」「基礎セミナー」「レポート・論文作
成法」等の授業を聴講することができる。これら
の授業において日本人学生と討論や協働作業を行
うことによって日本社会や日本文化に対する相互
理解を深める。

⑪ 指導体制

専任教員が学業の指導教員として、日本語の学
習支援及び研究活動のためのきめ細かな指導・助
言を行っている。

留学生のためのアドバイジング専門の教員が、
生活面のきめ細かな指導・助言を行っている。



■修了生へのフォローアップ

在学中より進路相談を行っている。修了生は本
プログラムの経験をいかして様々な方面で活躍し
ている。本学大学院（人文、法、経済等）をはじ
め各国大学院への進学、日系企業への就職、通
訳・翻訳者等。本学専任教員になった者が複数い
る。

■宿 舎

１．インターナショナルレジデンス大幸
（地下鉄で30分）

所在地： 名古屋市東区大幸南１丁目１番１８
(Tel: +81-(0)52-737-8470)

施 設： 鉄筋コンクリート8階建、
単身室（13㎡)224室、夫婦室(31㎡)4室、
多目的室、交流スペース（兼ダイニングキッチン）、
洗濯室、ピザ店、事務室等があり、
各室にはバス、トイレ、デスク、チェア、電気スタ
ンド、マットレス、ベッド本体（収納付き）、洋服
棚、冷蔵庫、エアコン等が備え付けられています。

２．インターナショナルレジデンス東山（大学構内）
所在地： 名古屋市千種区不老町１番地

(Tel：+81-(0)52-789-2197)
施 設： 鉄筋コンクリート居住棟6･7･8階建、

管理棟2階建
留学生用･･･単身室(16㎡)95室、夫婦室(34㎡)25室
研究者用･･･夫婦室(34㎡)15室、家族室(51㎡)2室
談話室、図書室、会議室、和室、洗濯室、多目的
室、事務室等があり、各室には、台所、バス、
トイレ、ベッド、洋服ダンス、収納庫、机、椅子、
エアコン、冷蔵庫、靴箱等が備え付けられています。

３．インターナショナルレジデンス山手ノース

（徒歩10分）

所在地：名古屋市昭和区高峯町１６５

(Tel:+81-(0)52-835-5575 )

施 設：鉄筋コンクリート3階建
留学生用･･･単身室（15㎡）104室
多目的ルーム、コインランドリー等があり、
各室には台所、バス、トイレ、ベッド、カーテン、
オープン、クローゼット、収納棚、机、椅子
卓上電気スタンド、エアコン、冷蔵庫、網戸
電子レンジ等が備え付けられています。

４．インターナショナルレジデンス山手サウス

（徒歩10分）

所在地：名古屋市昭和区高峯町１６５

(Tel:+81-(0)52-835-5575) 

施 設：鉄筋コンクリート7階建

留学生用･･･単身室（7㎡）112室

台所(オープンリビング)、冷蔵庫、電子レンジ、

バス、トイレ、コインランドリー等があり、

各室には、ベッド、オープンクローゼット、
収納棚、机、椅子、卓上電気スタンド、網戸、

エアコン、カーテン等が備え付けられています。

５．石田記念インターナショナルレジデンス妙見

（徒歩10分）

所在地：名古屋市昭和区妙見町４０

(Tel:+81-(0)52-835-3332) 

施 設：鉄筋コンクリート5階建

留学生用･･･単身室（15㎡）93室

台所、バス、トイレ、ベッド、

カーテン、机、椅子、エアコン、

卓上電気スタンド、電子レンジ、

冷蔵庫、収納庫、コインランドリー

等が備え付けられています。

■問合せ先

＜担当部署＞
名古屋大学教育推進部学生交流課

住所 〒464-8601
愛知県名古屋市千種区不老町

TEL +81-(0)52-789-2198（直通）
FAX +81-(0)52-789-5100
E-mail iess@adm.nagoya-u.ac.jp

＜ウェブサイト＞
名古屋大学

http://www.nagoya-u.ac.jp/
国際言語センター

http://jp.ilc.iee.nagoya-u.ac.jp/ja/
コース概要

http://jp.ilc.iee.nagoya-u.ac.jp/ja/japanese/ipaj.html
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