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名城大学 2022 年度交換留学プログラム（受入れ）募集要項 

 

名城大学では 2022 年度において、本学と学生交換に関する協定を締結している協定校からの交換留学生を、以下

のとおり募集します。 

 

日本語受入れプログラム（MEP-J） 

 

１．出願資格 

次の（１）～（３）をすべて満たす者 

（１）出願時点で、財団法人日本国際教育支援協会主催の日本語能力試験（ＪＬＰＴ）Ｎ２以上に合格している、

もしくは、合格する見込みがあること 

（２）所属大学における学業成績が優秀であり、推薦を得られる者 

（３）名城大学の国際交流活動に積極的に貢献できる者 

 

２．名城大学での受入れ体制 

（１）所属学部 

交換留学生は名城大学のいずれかの学部に所属します。2022年度受入れにおいて、所属が可能な学部は次のと

おりです。 

法学部 経営学部 経済学部 外国語学部 人間学部 都市情報学

部 

理工学部 農学部 薬学部 

○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

 

なお、受入れの可否および所属先の最終決定は名城大学が行いますので、希望に添えないこともあります。 

 

（２）受入れ時期・受入れ期間 

今回は、2022年度に留学開始を希望する学生を募集します。このプログラムは、毎年、前期（３月）と後期

（９月）に開始し、１学期間または１年間在籍することができます。 

 

３．カリキュラム 

（１）日本語受入れ交換留学生用 上級日本語科目 

交換留学生のための日本語科目を用意しています。プレイスメントテストの結果によって、どの科目を履修

するかを決定しますので、交換留学生自身が科目を選択したり、自分の好きな一部の科目のみを履修したりす

ることはできません。 
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（２）専門科目 

交換留学生は、所属する学部の開講科目を履修することができます（ただし、一部の科目は履修することが

できません）。また、１学期につき３科目まで、所属学部以外の学部（交換留学生受入れ学部に限ります）が

開講する科目のうち、交換留学生に履修が認められている科目を履修することができます。 

なお、学部によって科目を開講するキャンパスが異なります。履修にあたっては、キャンパス間の移動時間

も考慮していただく必要があります。 

 

学部名 授業実施キャンパス 

法学部、経営学部、経済学部 天白キャンパス 

外国語学部、人間学部 ナゴヤドーム前キャンパス 

 

各学部のカリキュラム、授業内容は過年度のものを以下から見ることができます。 

 

●カリキュラム：https://www.meijo-u.ac.jp/academics/ 

（上記 URLから学科名をクリック ⇒ 「カリキュラム」をクリック） 

●シラバス：https://gkmsyllabus.meijo-u.ac.jp/camweb/slbssrch.do 

 

【注意点】 

・カリキュラムは改正されることがあります 

・年度により、開講されないことがあります 

・年度により、担当者が変更となることがあります。また、授業内容に変更がある場合があります 

・時間割は毎年変動しますので、各自の時間割により履修できない場合があります（原則として、日本語語

学科目を優先的に履修するものとします） 

・交換留学生が履修できない科目があります 

 

４．受入れに関する基本事項 

（１）受入れ人数について 

本学では、交換留学受入れ学生に対して、奨学金を給付します（返還不要）。この奨学金給付人数を受入れ基本

人数とします。各大学における奨学金給付人数（＝受入れ基本人数）は別に通知します。 

なお、これより多くの学生派遣を希望される場合は、超過した分の学生への奨学金支給はなくてもよいという

条件であれば、受入れを認める場合がありますので、一度ご相談ください。本学では１学期間での受入れを０．

５名、１年間での受入れを１名として計算します。 

 

（２）奨学金について 

交換留学生には、奨学金として、寮費相当額（月額 25,000円）を毎月給付します。なお、受入れ開始月に授業

がない場合は支給されません。また、帰国月（２月または８月）については、寮費が発生しないため、半額の月

額 12,500円を給付します。 

 

 

 

 

 

http://www.meijo-u.ac.jp/academics/
https://gkmsyllabus.meijo-u.ac.jp/camweb/slbssrch.do
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（３）寮について 

交換留学生は名城大学が用意する学生寮を利用できます。寮費は通常月額 50,000 円ですが、半額を名城大学

が負担するため、月額 25,000 円となります。奨学金と組み合わせることにより、実質的に寮費は必要ないこと

になります（光熱水費は除く）。 

 

 

 

 

 

 

寮は民間アパートの一部を大学が借りていますので、一般の住民の方もいます。なお、寮費は、交換留学生本

人にご負担いただきます。 

 

寮名 
名豊塩釜（めいほうしおがま） 

https://www.meijo-u.ac.jp/international/japan.html 

住所 
〒468－0073 名古屋市天白区塩釜口 1丁目 825－1 

※名城大学天白キャンパスより徒歩 3分 

最寄り駅 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅より徒歩 3分 

設備 

部屋数 個室５０部屋 ※すべて 1人部屋です。 

室内設備 

お風呂・トイレ・洗面台・冷蔵庫・ミニキッチン 

照明器具・エアコン（冷暖房）・ベッド（寝具付） 

カーテン・机・椅子・収納家具 

共同設備 

館内入口オートロック 

コインランドリ－（洗濯機・乾燥機（有料））・物干し場 

※洗濯機を個室内に設置することはできません。 

その他設備等 
平日 9:00～17:00に管理人が常駐しています。 

フロントでは、自転車、掃除機等のレンタルを行っています。 

広さ 15.4m²～  ※部屋によって若干広さが異なります 

インターネット 

学生寮フロントにて Wi-Fi利用可能。インターネット接続 PC設置。個室

内にはインターネットはありませんが、各自で申し込むことによってイン

ターネット接続が可能となります（使用料留学生負担）。 

入寮金・寮費 

入寮金 交換留学生は免除とします 

寮費（月額） 

25,000円（税込） 

（別途水道代 1,500円／月を徴収。電気代は実費を留学生が負担。） 

※帰国する月については、原則として当該月の５日までに退寮いただくた

め、この場合は寮費を徴収しません。 

徴収方法 

最初の１か月分および帰国月の分は現金で徴収しますので、日本円の準備

をお願いします。それ以外の月は、銀行口座から自動払込とします。（銀行

口座は、来日後、大学スタッフと一緒に開設しに行きます） 

入寮期間 本学が定める期間とします。８月または 2 月帰国の場合は、第 1週金曜日に退寮とします。 

食事 
大学寮での食事提供はありませんが、寮の周りにはコンビニやデリ、飲食店が多数あります。

また、大学とは近いため、大学内の食堂を利用することも可能です。 

備考 ■外来者の宿泊は一切禁止 ■途中退寮不可 ■禁酒・禁煙 

 

寮費月額     \50,000 

名城大学負担  ▲\25,000 

名城大学奨学金 ▲\25,000 

留学生負担     \0 

https://www.meijo-u.ac.jp/international/japan.html
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（４）奨学金給付のルール 

奨学金受給者は、毎月、本学が定める日までに、在籍確認のための署名を行っていただきます。 

（長期休暇期間中に一時帰国をするなどの理由で指定された日までに署名を行うことが出来ない場合は、当該月

の奨学金の支給は行われません） 

 

５．受入れ期間および申込締切日  

「１学期間」または「１年間」で受入れを行っています。受入れ期間は以下のとおりです。 

入学時期 名城大学受入れ期間 申込締切日※ 

（オンライン申請締切） 

2022年度 前期入学 
2022年３月下旬－2022年８月上旬（前期のみ） 

2021年 10月 29日（金） 
2022年３月下旬－2023年２月上旬（１年間） 

2022年度 後期入学 
2022年９月上旬－2023年２月上旬（後期のみ） 

2022年３月 1日（火） 
2022年９月上旬－2023年８月上旬（１年間） 

※出願方法は別紙参照 

 

６．来日時期 

正式な来日時期は、受入れ決定後にお知らせします。オリエンテーションや各種手続きがありますので、必ず

指定された日時に来日してください。当日は中部国際空港まで、出迎えを行います。 

入学時期 来日時期 

2022年度 前期入学 2022年 3月下旬の本学が指定する日時  

2022年度 後期入学 2022年 9月上旬の本学が指定する日時 

※入寮後 10日間程度は個人的な旅行等の予定を入れないようにしてください 

 

７．費用 

交換留学協定に基づき、名城大学の学費は免除されます。ただし、学生寮の費用は必要となります。また、

授業で必要な教科書は各自で購入していただきます。 

 

８．行事 

国際化推進センターでは、留学生を対象とする様々なイベントを実施しており、交換留学生は優先的に参加

することができます（日本文化研修、フィールドトリップなど）。 

 

９．スチューデントアシスタント（SA） 

名城大学には留学生支援団体としてスチューデントアシスタント（SA）があります。SAは、留学生のための

イベントを企画し、スピーキングパートナーとして日本語学習支援を行います（スピーキングパートナーは、

週に１回、１時間程度、日本語学習を行う制度です）。 

 

10．施設・設備の利用 

交換留学生は本学の科目等履修生の扱いとなり、身分証が発行されます。また、図書館やジムをはじめとす

る大学の各種施設を利用することができます。 
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11．クラブへの参加 

名城大学には 130のクラブがあります。中には、交換留学生が参加できるクラブもありますので、興味があ

る場合は一度ご相談ください（強化スポーツクラブなど、受入れを行うことが難しいクラブもあります。また、

公式戦出場等に制限がある場合もありますので、あらかじめご了承ください）。 

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/activities 

 

12．海外旅行保険への加入について 

交換留学生は、13に示すように国民健康保険に加入しますが、国民健康保険は医療費の一部をカバーするもの

であり、緊急時の母国への搬送費用・救援者費用や、交換留学生本人が加害者となった場合の賠償に関する費用

をカバーするものではありません。本学に交換留学生として留学する場合は、必ず各自で海外旅行保険への加入

をしてください。 

 

13．国民健康保険への加入について 

日本には国民健康保険制度があり、日本に滞在する留学生は必ずこの保険に加入しなければなりません。保険

料は、地域やその他の事情によって異なりますが、留学生の場合は、1ヵ月約 1,200～1,400円前後です。この国

民健康保険に加入することによって医療費（歯の治療を含む）の自己負担分の 70％が減免されますので、留学生

自身の負担は治療費の 30％となります。この保険への加入手続きは、来日後、名城大学のスタッフと区役所に一

緒に行って行い、毎月の支払いは各自で行っていただきます。 

 

14．アルバイトについて 

入学してから３か月間はアルバイトを原則として禁止しています。経済的な事情等によりやむを得ずアルバイ

トを行う必要がある場合は、本人の日本語能力等から名城大学が総合的に判断して認めることがあります。ただ

し、勤務先とのトラブルを未然に防ぐため、アルバイトを行う際には、必ず事前に大学に報告し、許可を得るよ

うにしてください。 

なお、在留資格「留学」の学生がアルバイトを行うにあたっては、入国管理局で「資格外活動許可」を取得す

る必要があり、一定のルールのもとで認められます。 

 

15．注意事項 

①交換留学期間中、自動車等、免許を必要とするものの運転、操縦は一切不可とします。 

②上記の項目に加えて、無断欠席・成績不良者、本学の指導に従わない場合は、留学中止もしくは帰国勧告を行

うことがあります。この場合の損失、不利益は交換留学生本人の負担とします。 

 

16.名城大学 問合せ先 

名城大学国際化推進センター 担当：陳、平田 

住所：468-8502愛知県名古屋市天白区塩釜口 1-501 

E-mail：mint@ccml.meijo-u.ac.jp 

TEL：+81-52-838-2043 FAX：+81-52-832-1194   

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/activities
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名城大学交換留学 出願方法（MEP-J） 

 

◆ 出願に必要な書類 

本学への交換留学生の出願は、オンラインで受付を行います。次のページのオンライン出願方法を参照の上、

期限までに手続きをお願いします。 

また、以下の書類を、オンラインフォームからアップロードしていただきますので、あらかじめデータとして

用意をお願いします。 

 

■提出が必要な書類（データ） 

 提出物 内容 提出方法 

（Ａ） 顔写真 （縦 4cm×横 3cm) 
３か月以内に撮影された胸から上

の顔写真（JPEG形式） 

オンラインフォーム 

基本情報「顔写真貼付 Photo」 

からアップロードしてください 

（Ｂ） 名城大学における研究・学習計画書 

将来のキャリアプラン、所属大学で

の専門等との関係性も踏まえ、な

ぜ名城大学なのか、なぜその学部

を選んだのかをしっかりと記入して

ください。（「研究課題」の書き忘れ

があるので、忘れないように記入し

てください。）記入内容によって

は、書き直しをお願いすることがあ

ります。PCでも手書きでも構いま

せん。 

オンラインフォーム 

「添付ファイル 1(attached file 1)」 

からアップロードしてください 

 

※様式はオンラインフォーム上また

は以下の URL からダウンロードし

て、記入後、アップロード 

https://bit.ly/2GSKwvr 

（Ｃ） 

所属大学での成績証明書 

（英文または和文） 
 

すべての資料を１つにまとめて 

PDF 化したものを、 

オンラインフォーム 

「添付ファイル 2(attached file 2)」 

からアップロードしてください 

所属大学での在学証明書 

（英文または和文） 
 

所属大学からの推薦状 

（英文または和文） 
作成日が 2021 年 3 月以降のもの 

銀行等預金残高証明書 

（英文または和文） 

滞在期間中の生活費程度の残高

があることを証明できるもの 

日本語能力試験（JLPT） 

合否結果通知書／日本語能力認定書

（写） 

もしくは認定結果及び成績に関する証明

書（写） 

 

健康診断証明書（英文または和文）  

パスポートの顔写真ページ（写）  


