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プログラム名 研修先国・
地域 研修先大学等 実施予定期間

（2022年度）※1
募集開始
時期（予定）

申込締切
（予定） 募集定員 単位付与

・認定 参加費用の目安※2 奨学金
（要件あり） 概　　要 問い合

わせ先

学務部
留学交流
推進課

人文学部

学務部
留学交流
推進課

ドイツ 7月下旬～ 8月中旬
（約3週間） 4月 5月中旬マグデブルク大学 1名 一部有マグデブルク大学ドイツ語研修

ドイツ 8月上旬～ 8月下旬
（約4週間） 4月 5月中旬ビーレフェルト大学 6名 一部有ビーレフェルト大学ドイツ語研修

ニュージーランド 8月下旬～ 9月下旬
（約5週間） 4月 5月下旬オタゴ大学 53万円程度15名程度 有 7万円×2回オタゴ大学英語研修 ➡詳細について、p.11で紹介！

オーストラリア
８月～９月（オンラ
イン研修２週間+
現地研修２週間）

4月 5月下旬西シドニー大学 募集説明会にて確認してください20名程度 有 7万円 ➡詳細について、p.14で紹介！

カナダ 8月中旬～ 9月下旬
（約5週間） 4月 5月中旬アルバータ大学 60万円程度30名程度 有 8万円×2回カナダ・サマーセミナー ➡詳細について、p.11で紹介！

韓国 8月上旬～ 8月下旬
（約3週間） 4月 5月下旬漢陽大学 28万円程度15名程度 有 7万円韓国サマーセミナー ➡詳細について、p.10で紹介！

中国 8月上旬～ 9月上旬
（約4週間） 4月 5月中旬北京師範大学 募集説明会にて

確認してください 募集説明会にて確認してください有 6万円北京サマーセミナー ➡詳細について、p.10で紹介！

理学部オーストラリア 8月下旬～ 9月上旬
（約3週間） 4月 5月下旬カーティン大学

世界中から集まる留学生と共に学ぶ短期集中英
語研修。ホームステイで生きた英語とオーストラ
リア文化を学ぶ。

15名程度 一部有 50万円程度 7万円オーストラリア・カーティン大学英語研修

フランス 8月～ 9月
（約4週間） 4月 5月

サン=テティエンヌ大学、グ
ルノーブル大学等の大学付
属語学センター

フランス語研修の他、各種アクティビティへの参
加。宿泊についてはホームステイか学生寮を選択
可能。

（参考）2020年夏（中止）プログラム費用：
 学生寮滞在の場合2,200ユーロ、
 ホームステイの場合2,600ユーロ
 （往復航空券代等は含まない）

学務部
留学交流
推進課

特になし 一部有 8万円
Campus France（フランス政府留学局）※
短期留学プログラム  夏季セッション
※フランスの高等教育機関への留学推進、留学生受け入れ
支援、国際学術交流のためのフランス政府公式機関

台湾 16名程度（派遣
先により異なる）

2月～3月
（約4～５週間） 理学部10月 有

中原大学、国立清華大学、
国立彰化師範大学、国立台
湾師範大学、国立成功大学

日台学生交流ショートプログラム・
台湾スプリングセミナー

11月下旬～
12月上旬

平成20年度から毎年継続して実施。台湾の5つの大学の
中から1か所を選び4～5週間の語学研修・台湾文化体験
ができる。場合によって、オンライン授業の可能性もあり。

15～25万円程度
（派遣先により異なる） 6万円

イギリス 57万円程度オックスフォード大学スプリングセミナー
※「オックスフォード大学英語研修」から名称が変更になりました。

3月中旬～3月下旬
（約2週間） 10月 ➡詳細について、p.13で紹介！有オックスフォード大学ハート

フォードカレッジ 11月上旬 20名程度 8万円

シンガポール 28万円程度シンガポール・スプリングセミナー 2月下旬～3月上旬
（約10日間） 10月東南アジア教育大臣機構等 ➡詳細について、p.13で紹介！有11月上旬 20名程度 10万円

フィリピン 25万円程度フィリピンALLC英語研修 2月中旬～3月下旬
（約5週間） 10月アテネオ・デ・マニラ大学 ➡詳細について、p.12で紹介！有11月上旬 10名程度 7万円×2回

オーストラリア 54万円程度オーストラリア多文化共生社会体験プログラム 2月中旬～3月中旬
（約5週間） 10月クイーンズランド工科大学 ➡詳細について、p.12で紹介！有11月上旬 20名程度 7万円×2回

フランス 2月下旬～3月下旬
（約4週間）

（参考）2020年春プログラム費用：
 学生寮滞在の場合2,100ユーロ、
 ホームステイの場合2,500ユーロ
 （往復航空券代等は含まない）

学務部
留学交流
推進課

10月
サン=テティエンヌ大学、グ
ルノーブル大学等の大学付
属語学センター

Campus France（フランス政府留学局）※
短期留学プログラム  春季セッション
※フランスの高等教育機関への留学推進、留学生受け入れ
支援、国際学術交流のためのフランス政府公式機関

11月中旬
フランス語研修の他、各種アクティビティへの参
加。宿泊についてはホームステイか学生寮を選択
可能。

特になし 一部有 8万円

オーストラリア 6月中旬～7月下旬
（約5週間） 54万円程度

学務部
留学交流
推進課

1月クイーンズランド工科大学オーストラリア多文化共生社会体験プログラム
（第２ターム実施） 2月上旬

春季に実施しているプログラムの第２ターム版。現
地家庭にホームステイしながら、オーストラリア文化
について学び、多文化共生について理解を深める。

20名程度 有 7万円

韓国 7月下旬～ 8月中旬
（約3週間） 24万円程度1月仁荷大学韓国・仁荷大学サマースクール

（第２ターム実施） 2月下旬
大学間交流協定校である仁荷大学のインターナ
ショナル・サマースクールに参加。研修は英語で
行われ、「英語も韓国語も」学ぶことができる。

15名程度 有 7万円

　春季実施プログラム（予定）

　第２ターム実施プログラム（予定）

　夏季実施プログラム（予定）

（参考）2022年夏ビーレフェルト大学
サマーコース：
授業料 590ユーロ、
宿泊費 250～360ユーロ

協定校が提供するインターナショナル・サマー
コースに参加、さまざまな国の学生とともにドイ
ツ語を学ぶ。

8万円

西シドニー大学国際交流プログラム

◆実施日程や申込締切、研修先等については変更となる可能性があります。必ず、各プログラムの募集説明会等で確認してください。
◆本学の授業期間や試験期間に実施日程が重なるプログラムへの申込にあたっては、授業等に支障のないことを必ず確認してください。

◆過去に実施したプログラムの募集要項等については、「新潟大学　国際交流・留学」HPで確認できます。
　▶ https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/

※１　新型コロナウイルス感染拡大の状況により、2022年度は実施中止・延期となる可能性があります。また、オンラインプログラムに変更となる場合があります。

※２　参加費用の目安⇒記載の金額は過去の実績に基づいた目安で、2022年度は変更となる可能性があります。また、特に注意書きのない場合、目安の金額には往復航空券
代、宿泊費、現地での授業料（プログラム参加費）を含みます。パスポート取得にかかる費用、保険や危機管理サービスにかかる費用、小遣い等は別途必要になります。

ショートプログラム

　ここに掲載しているプログラムは、学部を問わず、全学部の学生が申し込み可能なプログラムです。
　学部・研究科で実施するプログラムで当該学部・研究科所属学生のみが対象となるものについては、
各学部・研究科学部係にお問い合わせください。

◆学部を問わず参加可能なショートプログラム一覧◆

STEP 1
ショートプログラム

募集時期 ○ 春休みのプログラム
募　　集：10月～11月頃
申込締切：10月～12月頃

○ 夏休みのプログラム
募　　集：４月中旬～下旬
申込締切：５月（連休明け前後～下旬）

一定の要件を満たす方は、返済不要の
奨学金を受給することができます（プロ
グラムにより人数上限あり）。奨学金に
ついての詳しい情報はp.19へ！

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/

