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愛知大学・愛知大学短期大学部
名古屋校舎

国際交流課 〒453-8777 名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL: 052-564-6116 FAX: 052-564-6216

豊橋校舎

国際交流課豊橋分室 〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1
TEL: 0532-47-4131 FAX: 0532-47-4136

愛知県名古屋市・豊橋市

名古屋校舎：「名古屋」駅から徒歩 約10分

Access

AICHI

豊 橋 校 舎：豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅隣接

独自のプログラムで、グローバル社会に通用する人材を育成！
国際社会に密着した授業が魅力。

「国際的教養と視野をもった人材の育

社会・文化を理解する科目を体系的に編

成」という建学の精神に基づいて組まれ

成し、実践の場として各種正課外活動を

名古屋２か所と豊橋の３キャンパスに

ているさまざまなカリキュラムも魅力の

展開している。要件を満たした学生には

７学部と短期大学部、大学院６研究科、

ひとつ。異文化理解を深める体験ができ

サティフィケイトを発行するなど、多様

専門職大学院（法科大学院）を有する愛

る国際フィールドワークの授業や、名古

化する世界で協働することのできるグ

知大学は1946年に創立された文系総合大

屋国際センター（NIC）・JICA中部との

ローバル人材の育成に取組んでいる。

学。約10,000名 の 学 生 の う ち、約220名

連携講座など、多彩なプログラムで実社

の外国人留学生が学ぶインターナショナ

会に役立つ知識を学ぶことが可能だ。

留学生も多く、サポート体制も万全

キャンパスがある愛知県は、東京、大
阪に次ぐ第３の都市・名古屋市があり、

ルな環境だ。現代中国学部と国際コミュ

また、日本における中国研究・教育で

ニケーション学部では外国人留学生定員

高い実績を誇るのも愛知大学の大きな特

どが発達した工業県。
世界的に有名な
「ト

枠を設定する他、全学部で積極的な受け

徴。現代中国学部では、対中ビジネスの

ヨタ自動車」の本社も位置している。大

入れを行っているのが特色。

エキスパートを目指すビジネスコース

学内には、図書館、情報メディアセン

2012年４月には、
「国際歓迎・交流拠点」

日本を代表する自動車・精密機械産業な

や、文化を通じて日中の相互理解に貢献

ター、グローバルラウンジ、ラーニング

である名古屋駅近くに新・名古屋キャン

する人材の育成を行う言語文化コース、

コモンズ、スポーツ施設などさまざまな

パスを開校し、法学部、経済学部、経営

中国を核に国際関係の観察眼を養成する

施設があり、
最新の学習環境でサポート。

学部、現代中国学部、国際コミュニケー

国際関係コースがあり、ビジネス社会で

また、100種類以上のクラブ・サークル

ション学部を移転。さらに、2017年３月

通用する知識を習得することが可能だ。

が活動しており、充実した学生生活を送

には同キャンパス本館（研究棟）
とグロー

この他、全学的な取組みとして、日本を

れる環境を提供している。学生の自主性

バルコンベンションホールも完成し、学

深く理解し、対外的に発信する力を養う

を尊重する学風のため、自分の目標や夢

「さくら21」プロジェクトを実施。日本

に合わせて、自由で実りの多いキャンパ

びの環境が一段と充実した。

スライフを満喫できる大学だ。
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短期大学部

ライフデザイン総合
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※詳細は必ず2019年度外国人留学生入学試験要項で確認してください。
※授業料は減免後の金額になります。
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法

★奨学金
大学独自の奨学金も豊富で、充実し
た制度が設けられている。経済的な支
援が必要な留学生には、年間授業料の
30％相当額を免除する「授業料減免制
度」、各学年20人を対象にした「学習奨
励金」をはじめ、入学の際の日本留学試
験「日本語」（「記述」を除く）で320点以
上の取得者に対し、入学年度時に30万
円が給付されるスカラシップ制度もあ
る。また、2年次以上の学生を対象に、
前年度の成績と修得単位数で審査を行
い、優秀な学生には「授業料減免制度」
で減免された授業料のさらに半額相当
を支給する制度も設けている。その他
に成績優秀な学生に奨学金12万円（年
額）を支給する「（公財）愛知大学教育研
究支援財団一般給付奨学金」など、さま
ざまな奨学金で留学生のバックアップ
を行っている。
★生活支援
国際交流課で、留学生を全面的にサ
ポートしている。日本での暮らしから
学内の勉強まで、親身にバックアップ。
住まいの紹介や、病気・ケガなどにも
親切にかつスピーディーに対応してく
れるので安心だ。世界各国からの留学
生との交流もさかんで、名所旧跡を訪
ねる研修旅行をはじめ、日本の社会や
文化を学べる機会が数多くある。留学生
と日本人学生が気軽に異文化交流でき

From
UNIV.

豊かで楽しい留学生活

グローバル社会に生きる私たちは、自分と異なる背景
を持った人々と多く出会います。そして、そうした人々
の考え方を尊重しつつも自分自身との相違についてきち
んと考え抜き、さらに成長することが大事だと思います。
私は、この学部で「問題解決能力」
「多文化共生能力」
「コ
ミュニケーション能力」を培うことと語学力を磨くこと
が目標です。
ロ
カ キン
私は4月から3年生になりました。これまでの2年間、大
呂 佳瑾 さん
学での授業を通して、幅広い知識を身に付けることがで
出身：台湾
きました。これから、さらに専門分野の勉強を深められ
国際コミュニケーション学部 るので楽しみです。私はグローバルスタディーズに興味
国際教養学科3年
がるので、国際政治経済学、産業社会学やグローバルポ
リティクスなどの専門知識を習得したいと思っています。
また、大学ではラクロス部の活動に参加しています。部活では悔しいことや辛
いこともたくさんありますが、それ以上に喜びや楽しみを味わうことができます。
そして、優しくて熱い心を持つ素敵な仲間たちと出会えたことは私の宝物です。
私は幼い頃から これやりたい！ の気持ちに正直に生きてきました。日本へ
の留学も家族や周囲の人々に支えられて実現することができましたし、現在も愛
知大学の先生方やクラスメイトのおかげで充実したキャンパスライフを送ること
ができています。人との出会いや恵まれた環境に感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも愛知大学での留学生活を思いっきり楽しみたいと思います。
る International Café も定期的に開催さ
れ て お り、オ ー プ ン に 学 べ る 環 境 だ。
大学内には、常時インターネットが利
用できる情報メディアセンターや、全
国私大有数の蔵書数を誇る図書館など、
最新の設備もそろっている。
★就職支援
４年間を通して、細やかな指導で支
援を行う。就職支援ガイダンスや業界別
セミナーをはじめ、履歴書の書き方講

国
国際色あふれるエリアで
語
語学・交流を深める

座や模擬面接対策講座など個々のサ
ポート体制も万全。また、２・３年生
を中心に、国内外の企業や官公庁でイ
ンターンシップも実施している。卒業
生は、金融、メーカー、商社など幅広
い業界に就職。世界各国で夢を実現し、
活躍の場を広げている。資格取得のた
めのキャリア開発講座も充実しており、
数多くの卒業生が教員や公務員として
活躍しているのも特色だ。

From
キャリア
支援課

実
実りある将来を獲得しましょう！
キャリア支援センターでは卒業後

Global Lounge

に就職を希望する留学生の皆さん

名古屋キャンパス厚生棟５階に位置する Global Lounge

単位：円

学科名

留学生
VOICE

に向けて、低年次から卒業時まで

は、学生の外国語能力の向上、学生間や学生・教員間の

入学試験ガイド
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一貫した支援を実施しております。

異文化交流・理解促進、外国語による発信力やプレゼンテー

例えば、卒業後の進路に関する

ション能力の養成を目的としたスペースです。

相談はもちろん、応募書類や面接

外国語の学習や海外留学情報の収集ができるほか、留学

など選考に関わるアドバイス、求

生と日本人学生の交流や日本文化紹介、世界各国の社会や
文化を紹介するイベントを随時開催しています。
また英語、フランス語、中国語のネイティブ教員が常駐して
いるので、自由に会話を楽しむことができる Free Talk にも
気軽に参加することができ、日本語だけでなく他の外国語能
力向上にも役立てることができます。

人紹介を含めたカウンセリングを個
キャリア支援センター
名古屋キャリア支援課
課長

山本康生

別にきめ細かく実施しております。
特に求人紹介については最新情
報をメール配信でお知らせしたりイ
ンターネット上で検索できるなど、

伝達体制も万全に整えています。その他にも、留学生向け就
職ガイダンスや選考試験対策セミナーの実施、日本企業での
インターンシップ（就業体験）の斡旋や、資格取得支援を行っ
ています。
これらの他に留学生向けの就職活動に特化した公開講座
などの支援も実施しています。前年の留学生の進路としまして
は、民間企業への就職は概ね60％、大学院進学者：8 ％、
本国への帰国：15％という結果となっております。
海外の大学に入学されるということは大きな夢があってのこ
とだと思います。皆さんの在学中は進路に向けてしっかりサ
ポートさせていただきますし、ぜひ実りある将来を獲得できるよ
う、頑張ってください。

