南山大学

(愛知県)

語学としての日本語を集中的に学ぶだけでなく、日本事情科目・芸術科目を通じて日本の社会や文化への理解を深める。また、学期を
通じて行われるホームステイ・プログラムは、生きた日本語を習得し、日本文化を深く知るための効果的なプロブラムである。毎年お
よそ25の国と地域から約130～150名の留学生がこのコースで学んでいる。

■大学紹介
① 大学の特色および概要
1) 特色と歴史
南山大学は1949年に設立され、8学部17学科、大
学院5研究科12専攻(うち、1専攻は専門職大学院)
の他、3研究所、9研究センターをもつ総合大学で
ある。
中部地方唯一の男女共学カトリック校であり、
「人間の尊厳のために」を教育のモットーとし、
世界から選ばれる大学、世界に人材を輩出できる
大学を目指した教育を行っている。
（2016年5月1日現在）
2) 教員・学生数等
○専任教員数 331名
非常勤講師数 476名

②

国際交流の実績
海外協定校数 70校＋1団体
短期大学部海外協定校 5校
派遣交換留学生数 66名
受入交換留学生数 68名

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
生の受入れ実績

2016年：留学生数136人、外国人留学生別科生数117人
(H28年度)
日本語・日本文化研修留学生1人
2015年：留学生数161人、外国人留学生別科生数112人
日本語・日本文化研修留学生5人
(H27年度)
2014年：留学生数143人、外国人留学生別科生数111人
(H26年度)
日本語・日本文化研修留学生6人

社会科学研究科・法務研究科
理工学研究科
○ 瀬戸キャンパス
学 部：総合政策学部
※2017年4月、名古屋キャンパスへ移転します

コースの特色

コース名：外国人留学生別科
（Center for Japanese Studies）
コースの特色：
集中日本語科目では、5段階(300-700)の
レベル別コースを用意し、各学生の日本語
能力にあった学習が可能で、読む･書く･聴く
･話すの4技能の各習熟度の違いにも対応する。
その他、将来のキャリア形成に役立つ各種
日本語セミナー、日本の文化･社会・経済等
について英語による科目を設置し、単に日本語
を学ぶということに留まらず、将来、研究や
仕事に必要とされる日本語能力の向上や日本に
対する理解を深めることをねらいとする。
また、書道や華道等芸術科目を通じて、
「日本」についての基礎的･専門的知識の習得を
目指す。
学期を通じて日本人家庭でホームステイする
ことにより、生きた日本語や文化慣習に触れ、
更には深く日本および日本人を理解する経験へ
と繋がる。また、フィールドトリップや
コーヒーアワー等の活動や交流会館での宿舎
生活を通じて、日本人学生との交流も図り
ながら、授業だけでなく大学生活の中で、
日本を学ぶことも重視している。

○学部･学生数等
学生数 9,981名
（内訳：学部生 9,727名 大学院生 254名）
うち、外国人留学生数 136名
（内訳：学部生 101名 大学院生 35名）
外国人留学生別科生 117名
○名古屋キャンパス
学 部：人文学部・外国語学部・経済学部
経営学部・法学部・理工学部
短期大学部・国際教養学部
(*2017年4月開設)
大学院：人間文化研究科・国際地域文化研究科

②

■

コースの概要
①

研修の目的
日本語能力の向上のための研修を主とし、補助的な日本
事情・日本文化に関する研修を行うもの。

③

受入定員
120名（大使館推薦5名

大学推薦1名）

④ 受講希望者の資格、条件等
(i) 日本語･日本文化に関係する分野を専攻する
者、または他の専攻分野でも日本語履修に
意欲のある者。
(ii) 在籍する大学での成績がB(4ポイント方式で
3.0)以上であること。
⑤ コース期間
2017年 9月11日 ～ 2018年 5月19日
秋学期 2017年 9月11日～12月20日
春学期 2018年 1月12日～ 5月19日
修了式は 2018年5月19日を予定
(サマープログラム 2017年6月～7月）
⑥ コース担当教員
専任教員：22名 非常勤教員：19名
⑦ コース学生数
122名(24か国･地域) (2016年9月受入実績）
⑧ コース形態
日本語のレベルによるクラス分けに加え、少人数
のセクションに分かれて日本語を集中的に学ぶ他、
日本事情科目･芸術科目･オープン科目(学部授業)
等の選択科目を提供する。

⑨ 研修科目の概要
原則として、 1学期に、集中日本語総合5単位および読み書き
3単位を含む14単位から18単位を履修する。
1) 選択必修科目（各レベル総合5単位、読み書き3単位。各学
期合計240時間）
集中日本語300：日本語の重要基礎文法を定着させ
る。4技能をバランスよく伸ばし、
日常生活の諸場面でも対応できる
力を身につける。
集中日本語400：日本語の基礎力を更に向上させ、
長文読解も導入する。
集中日本語500：上級の日本語コースへの準備。生教材の読解･
論理的な文章の作成･討論等も行う。
集中日本語600：語彙や表現力を伸ばし、更なる日本語4技能の
充実を目指す。
集中日本語700：日本語4技能の完成に加え、目的別の高度な
日本語を身につける。専門書の読解、小論文作
成なども行う。
Academic Japanese Reading ：集中日本語700を終えた学生の
ためのクラス。学生の主専攻分野を含む様々な
学術領域の読み物を教材とし討論を行う。
2) 選択科目
(i) 日本語プロジェクトワーク (5レベル、各1単位)
各レベルの日本語力に合わせて、プロジェクトを計画し、
口頭発表、論文提出を行う。
(ii) 日本研究関連講義科目（英語による講義、各3単位）
日本の経済* 、日本の経営* 、日本の政治、日本の宗教* 、
日本の文学、日本の歴史、日本の文化* 、日本の外交* 、
日本文化･芸術、フィールドワーク
* 学部学生の乗り入れ登録可能科目
(iii) セミナー科目（日本語に関するセミナー、各2単位）
講読(日本文学)､初級・中級翻訳､作文､創作作文､古文､学術日
本語
作文､ビジネス日本語､旅行業日本語､外国語としての日本語教
授法入門､ ボランティアのための日本語､講読(社会科学) ､大
学準備日本語

(iv) 芸術科目（各2単位）
華道､ 書道､ 墨絵､ 版画､ 茶道
(v) オープン科目（学部授業への別科学生乗り
入れ登録可能科目、各2単位）
言語学､外国語教授法、日本語教育論､日本文化学、
日本の社会､アメリカ外交と国際関係、
戦争と平和、日本国憲法論

⑩ 指導体制
集中日本語クラスを担任制とする他、日本語科目
・日本事情科目各担当教員、学生生活担当教員を
配置する。更に全員に指導教員をつけ、学業およ
び生活の両面から個別指導が可能な体制を採る。
⑪ インターンシッププログラム等の参加型科目
社会で通用する日本語を実践するため、2科目で
履修者のうち数名を対象に職業体験プログラムを
行う。また、フィールドワークリサーチやボラン
ティアリングの授業も開講する。

⑬ コースの修了要件
連続して在学する1学期目に700コースを履修する場合、1年間に
選択必修科目11単位以上を含む28単位以上を取得した者、連続し
て在学する1学期目に700コースを履修しない場合、 1年間に選択
必修科目16単位以上を含む28単位以上を取得した者に対し、修了
証を授与する。
⑭ 単位認定
履修科目について試験のうえ、成績を判定し、単位を与える。
⑮ ジャパンプラザ
留学生の日本語習熟および日本人学生との交流を目的に、
日本語のみを使用するジャパンプラザを設置している。授業と
連携して課題を課す取組等も行う。
⑫ フィールド･トリップ等
歌舞伎鑑賞、陶芸体験、トヨタ自動車工場見学、学
部学生との交流バス旅行等を実施する他、日本人学
生が主体となり日本の伝統遊びやスポーツ等、月に
1度程度交流行事を企画する。これら行事や種々活
動を通じ、別科学生同士のみならず、学部や大学院
の留学生、また、日本人学生との交流を深める機会
となっている。

■宿

舎

① ホームステイ
日本人家庭で「家族の一員」として生活することにより、
日常生活で使われる生きた日本語を学ぶことができ、季節毎の
日本の伝統行事等を体験することができる。日常の日本文化の
実体験が可能であり、日本の社会や文化に対する真の理解を
深めることができる。
② 交流会館(寮)
名古屋交流会館と山里交流会館の2つの寮があり、日本人学生と
共同生活を行う寮である。共同生活を通じて、国際理解や協力を
促進することを目的として設置されている。なお、名古屋交流会
館までは大学正門から徒歩１分、山里交流会館までは徒歩5分。
○過去3年間の日本語･日研生の宿舎入居状況
2016年度受入1名 ：名古屋交流会館(1名)
2015年度受入4名 ：国際留学生会館(4名)
2014年度受入6名 ：国際留学生会館(5名)
山里交流会館(1名)

■修了生へのフォローアップ
留学生同窓会Facebookを立ち上げる他、修了生
のメイリングリストを作成し、年に2回ニュー
スレターを送信する。また、年に数回各国にて
帰国留学生の同窓会を企画する。

■問い合わせ先
（担当部署）
南山大学国際教育センター事務室
住所：〒466-8673 名古屋市昭和区山里町18
電話：052(832)3123
Fax ：052(832)5490
E-mail：cjs-office@ic.nanzan-u.ac.jp
Webページアドレス
http://nanzan-u.ac.jp/English/index.htm

