http://www.nanzan-u.ac.jp/

南山大学
〒466-8673

★奨学金・学費減免
学部及び大学院の私費外国人留学生は、
授業料と施設設備費が50％減免される。ま
た、年額150,000円、300,000円が支給され

愛知県名古屋市昭和区山里町18

〔入試関係問い合わせ〕TEL 052-832-3013

留学生
VOICE

留学生支援

るヒルシュマイヤー奨学金や、南山大学友の

愛知県名古屋市

FAX 052-832-3592

会奨学金など、大学独自の支援制度が設け
られている。学外の各種奨学金も利用可能

Access

だ。

地下鉄名城線「八事日赤」駅より徒歩約８分
地下鉄鶴舞線「いりなか」駅より徒歩約15分

★生活支援

AICHI

海外からの留学生と日本人学生が、日常
的に交流を深めながら共同生活を行える「国
際学生宿舎」を完備。各種備品が整った施

国際性豊かなキャンパスで学ぶ名古屋の伝統校
グローバル社会に通用する実践的な指導！
インターナショナルで学びやすい環境
1949年に創立され、8学部17学科を持つ
総合大学。世界の様々な言語や文化、社
会の動向、法律、経済、最先端の工学技
術の分野まで、幅広い学びが集約されてい
る。約10,000名の学生のうち、およそ300名
の留学生が学んでおり、学内に世界各国の
言葉が飛び交うインターナショナルな環境。
留学生の出身国は30カ国以上に及び、中国
や韓国などアジア圏からの学生も数多く学ん
でいる。国際社会で活躍できる人材を育成
するため、全学部に英語をはじめとした外国
語の能力向上の場を設けている。
人文学部、外国語学部、経済学部、経
営学部、法学部、総合政策学部、理工学部、
国際教養学部に加えて、留学生を対象とし
た外国人留学生別科を設置。1974年に開

入学試験ガイド

経 営

法

法 律

総合政策
理 工
国際教養

総合政策

※2017年4月、名古屋キャンパスに移転

システム数理／ソフトウェア
工学／機械電子制御工学

単位：日本円

入学試験・選考方法・初年度納入金等
検：検定料
出：出願期間
試：試験日

試験科目

入：入学金
授：授業料

施：施設設備費
諸：諸費用
（2018年度参考）

学費（標準）

学費減免後（注１）

在籍留学生数

経 営

大学が代理申請︵国外在住者のみ︶

※2専攻制

入管申請

外国語

英 米／スペイン・ラテン
アメリカ※／フランス※／ド
イツ※／アジア※

現地試験なし

人 文

キリスト教 ／人 類 文化 ／
心理人間／日本文化

入試方法

学科名

経 済

できるように開設された場所。日本人がふだ
ん使う日常会話に触れながら、楽しく日本語
を学ぶことができる。その他にも、留学生と日
本人学生が言語を問わず交流できる多文化
交流ラウンジがあり、一緒にスポーツやゲーム
をして楽しむ定期交流会など、国際交流の
機会が数多くある。
都市にありながらも豊かで広大な緑に囲ま
れたキャンパスは、最新の設備も充実。中
部地区でも有数の蔵書数を誇る図書館や、
広いグラウンドなど、恵まれた環境でのびの
びと学ぶことができる。
2017年度より１年を４回に分けて授業を行う
クォーター制を導入。第２クォーターには原則
として必修科目を設けないため、サービス・
ラーニングなどの自主的な学修の選択肢が広
がるといったメリットがある。また、短期間で
集中的に学ぶため、学修効果の向上が期
待できる。

2019年度より日本留学試験を活用した入試を実施します。詳細はwebページでご確認下さい。

学部名

経 済

設された留学生別科では、多くの実績と経
験に基づいて作られた豊富なプログラムで学
ぶことができる。レベル別に分かれた日本語
クラスでは、リーディング、ライティング、コミュ
ニケ―ションを通してスキルアップを図る。さら
に、日本ビジネス、日本文学、日本メディア
論など多岐にわたるコースを設置。将来の就
職を見据え、日本のホテル業界を学ぶ授業
や、海外で日本語を教えるための授業など、
実践的なプログラムが多数用意されている。
集中的に学べる４〜８週間のサマープログラ
ムも実施。地元企業でのインターンシップをは
じめ、日本文化に触れられる機会も豊富だ。
生け花や、書道、茶道などの体験の他、歌
舞伎鑑賞や、名古屋の歴史的名所を訪れ
て学ぶ機会もある。
キャンパス内にある日本語だけを使用する
スペースであるエリアのジャパンプラザは、留
学生が教室以外の場所で日本人学生と交流

錠できる個室と、ダイニングルームなど共用ス

David Simon
Saint Peter's College

常駐しているのでセキュリティ面も安心。ミー
ティングや各種イベントなどで楽しみながら生

サポート体制が整っている。

ミナーなど、人気の高い業界の特別講座も

活することができる。

★就職支援

開かれている。３年次では、実際に就業体

また、外国人留学生別科の学生には、ホー

１年次から段階的にサポート。就職ガイダ

験を行うことができるインターンシップ研修も授

ムステイ制度もある。実際に日本の家庭で生

ンスや、インターネットを利用した就職試験対

業科目として履修できる。経験豊富なキャリア

策プログラムをはじめ、業界研究やビジネス

カウンセラーが、一人ひとりの個性に合わせ

学内には学生相談室があり、教職員だけ

マナーなどテーマ別の講座も充実している。

たアドバイスを行う。多数の卒業生が、幅広

でなく心理カウンセラーが相談にのってくれる。

南山大生を対象とした会社説明会も開催さ

い業界のトップ企業で活躍の場を広げてい

学業や課外活動から生活面まで、細やかな

れ、多数の企業が参加。また、エアラインセ

る。

活しながら学べる貴重な機会となっている。

設置大学院

〈4月入学〉〈9月入学〉を選択できます。 ※法務研究科を除く

検：14,000
出：2018/10/5〜10/12
試：2018/11/24

入：300,000
入：300,000
授：718,000（理工学部を除く） 授：359,000（理工学部を除く）
818,000（理工学部）
409,000（理工学部）
100
施：105,000
施：210,000
※このほか同窓会費等の
費用が必要

※このほか同窓会費等の
費用が必要

研究科名

人間文化研究科

キリスト教思想専攻［博士前期課程］／宗教思想専攻［博士後期課程］／人類学専攻［博士前期・後期課程］／
教育ファシリテーション専攻［修士課程］／言語科学専攻［博士前期・後期課程］

国際地域文化研究科

国際地域文化専攻［博士前期・後期課程］

社会科学研究科

経済学専攻［博士前期・後期課程］／経営学専攻［博士前期・後期課程］／総合政策学専攻［博士前期・後期課程］

理工学研究科

システム数理専攻［博士前期・後期課程］／ソフトウェア工学専攻［博士前期・後期課程］／機械電子制御工学専攻［博士前期・後期課程］

法務研究科（法科大学院）

法務専攻［専門職学位課程］

英語で学ぶ国際科目群

「英語で」学ぶ科目として「国際科目群」を設けています
（2017年度は約50科目開講）
。授業はすべて英語で行わ
れ、国籍や文化背景が異なる学生同士の活発な交流が
行われます。日本や他国の学生との討論や発表の体験を
通じて、英語で自分の考えをしっかり伝える主体性やコミュ
ニケーション力を身につけることができます。
「国際科目群」
の中から24単 位 修 得すると、Nanzan International

英語、日本語、
面接、数学

Certiﬁcateという証明書が発行されますので、身につけ
た語学力・国際力を対外的にアピールできます。

研究科により
異なるので必ず
問い合わせること

研究科により異なるので
必ず問い合わせること

書類審査

出：3/1〜 31（秋学期入学）
8/1〜 31（春学期入学）

サマープログラム
Ａコース 日本語プログラム（8週間）
Ｂコース 日本語プログラム（4週間）
と
インターンシップ（4週間）
Ｃコース 日本語プログラム（4週間）
検：なし 出：2/1 〜 28

研究科により異なるので
必ず問い合わせること
●理工学研究科の例
入：300,000
授：654,000
施：105,000
※上記以外に同窓会費など
の費用が必要

研究科により異なるので
必ず問い合わせること
●理工学研究科の例
入：300,000
授：327,000
施： 52,500
※上記以外に同窓会費など
の費用が必要

30

入：20,000
施：
0

授：340,000（半期）
諸： 50,000（半期）

140

入：

0

施：

0

授：Ａコース・Ｂコース 260,000
Ｃコース 130,000
諸：30,000

45

（注１）外国人留学生（学部及び大学院）は授業料と施設設備費が50％減免される。（私費外国人留学生と認定された場合）
（注２）2018年度以降の学生納入金は、消費者物価指数などの外的要因、教育研究条件の改善ならびに経済的現況を総合的に勘案した判断に基づき、毎年改定されます。

詳しくは各研究科まで。

研究科名

そこはまさに英語圏の大学にいるよう。南山大学では
英語、日本語、
面接
＊その他詳細は
入試要項を参照

検：10,000

外国人留学生別科

出身：アメリカ
外国人留学生別科

ペースで構成されており、スタッフが24時間

From
UNIV.

国際教養

大学院
（博士課程・修士課程・専門職学位課程）

デヴィッド･サイモンさん

I have had a dream of studying abroad in Japan since I
was in Middle School, but could prepared me for the
a ma zing experience I would have while at Na nza n
University. One of the ﬁrst things I noticed upon my
arrival is how all the teachers in the CJS Program care
deeply about their students and do such a wonderful job of
instructing and advising them. In my year at Nanzan, I
have gone from having a very rudimentary understanding
of the basics of Japanese to being able to speak, listen,
read, and write very eﬀectively, and I can only thank the
tremendous teachers at Na nza n University a nd my
wonderful host family for it! Being able to take my lessons
and immediately put them into use with my host family or
my friends from the Nanzan Kendo Club helped me to
grasp everything I was learning and understand it quickly.
The CJS Program is intense, but I believe that the speed
and diﬃculty is perfect for learning Japanese as fast and
thoroughly as possible. In my opinion, there is no better
school in the entire world for learning Japanese as a
foreign language than at Nanzan University.

From
UNIV.

世界中で開催する「留学生同窓会」
世界

南 山 大 学で学び 帰
国した卒業生（元留学
生）は自主的にそれぞ
れの国や地 域で同 窓
会を開 催しています。
また、大学の教職員が
海外出張などでそれぞ
れの国を訪問する際に
は、元留学生が集まって同窓会「南山会」
を開いています。
定期的に開催されている主なエリアは、バンコク（タイ）
、
バリ・ジャカルタ
（インドネシア）、台北（台湾）、上海・北京・
西寧（中国）
、ソウル（韓国）、マニラ（フィリピン）
、ハノイ・
ホーチミン（ベトナム）など。北米や欧州エリアではこれま
でにニューヨークやロサンゼルス、ロンドンなどの大都市で
も開催してきました。同じ大学に在籍していた留学生同士
ということで皆さんとても仲良く楽しく活動しています。
活動の様子は、以下のサイトやFacebookでご覧ください。
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/alumni/news/index.html
https://www.facebook.com/NanzanUniversityIntlAlumni

