
２０２０年度１０月期上海大学からの交換留学生について
AY 2020 Fall Exchange students from Shanghai University

部局
Schools

Graduate Schools

人文学部
School of Humanities
人文科学研究科
Graduate School of
Humanities

人間発達科学部
School of Human
Development
人間発達科学研究科
Graduate School of Human
Development

経済学部
School of Economics
経済学研究科
Graduate School of
Economics

理工学教育部（理学系）
Graduate School of Science
and Engineering (Sicence)

工学部
School of Engineering
理工学教育部（工学系）
Graduate School of Science
and Engineering (Engineering)

都市デザイン学部
School of Sustainable Design

薬学部
School of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences
和漢医薬学総合研究所
Institute of Natural Medicine

芸術文化学部
School of Art and Design
芸術文化学研究科
Graduate School of Art and
Design

１．受入れ可能人数
（本学全体での受入れ可
能人数は５名です。）
１．Maximum number of
students to be accepted
(We can accept up to ５
students from your
university.)

学部、大学院あわせて：２名
内、大学院生は１名まで
School and Graduate school :
total of ２ students
Up to １ student for Graduate
school

学部、大学院あわせて：２名
School and Graduate school :
total of ２ students

学部、大学院あわせて：２名
School and Graduate school :
total of ２ students

大学院（数学、物理学、化
学、地球科学、生物圏環境科
学専攻）：３名
Graduate school
（Mathematics, Physics,
Chemistry, Earth Science,
Environmental Biology and
Chemistry) : ３

学部、大学院あわせて：３名
School and Graduate school :
total of ３ students

学部：３名
School : ３

学部、大学院あわせて：１名
School and Graduate school :
total of １ student

学部、大学院あわせて：３名
School and Graduate school :
total of ３ students

地球システム科学科１名、材
料デザイン工学科２名
Earth System Science : １
Materials Design Enginerring :
２

３．連絡先
３．Contact

jinbunk@adm.u-toyama.ac.jp kyominfo@adm.u-toyama.ac.jp keikyomu@adm.u-toyama.ac.jp rikyoumu@adm.u-toyama.ac.jp kyomeng@adm.u-toyama.ac.jp tdesign@adm.u-toyama.ac.jp morino12@adm.u-toyama.ac.jp tkyomu1@adm.u-toyama.ac.jp

４．URL

日本語(Japanese)
http://www.hmt.u-
toyama.ac.jp/
英語(English)
http://www.hmt.u-
toyama.ac.jp/ehp/index.html

日本語(Japanese)
http://www.edu.u-
toyama.ac.jp/index.php
英語(English)
http://www.edu.u-
toyama.ac.jp/en/

日本語(Japanese)
http://www.eco.u-
toyama.ac.jp/index.html
英語(English)
http://www.eco.u-
toyama.ac.jp/en/index.html

日本語(Japanese)
http://www.sci.u-
toyama.ac.jp/
英語(English)
http://www.sci.u-
toyama.ac.jp/EN/indexEN.ht
ml

日本語(Japanese)
http://enghp.eng.u-
toyama.ac.jp/course_index/
英語(English)
http://enghp.eng.u-
toyama.ac.jp/en/

日本語(Japanese)
https://www.sus.u-
toyama.ac.jp/
英語(English)
無　N/A

日本語(Japanese)
薬学系(Pharmacy)
http://www.pha.u-
toyama.ac.jp/index.html
和漢医薬学総合研究所
(Institute of Natural Medicine)
http://www.inm.u-
toyama.ac.jp/index-j.html
英語(English)
薬学系(Pharmacy)
http://www.pha.u-
toyama.ac.jp/en/index.html
和漢医薬学総合研究所
(Institute of Natural Medicine)
http://www.inm.u-
toyama.ac.jp/index-e.html

日本語(Japanese)
http://www.tad.u-
toyama.ac.jp/
英語(English)
http://www.tad.u-
toyama.ac.jp/en/index.html

・追加書類としてポートフォリ
オ（Portfolio-examaples of
work）を提出すること（受入れ
については，本学部又は本研
究科の専門領域※の基礎学
習を終えて，それを示すポー
トフォリオを提出できる者に限
る。）。
・学部への留学を希望する場
合，受入れを希望するコース
を入学申請書に記載するこ
と。
・留学期間中，キャンパス内
の宿舎やホームステイではな
く，学外の民間アパートに居
住してもらう可能性があるの
で留意すること{その場合，そ
こでの生活にかかる費用（入
居に係る費用、家賃、水道光
熱費等）は留学者本人負担}。
※本学部又は本研究科への
留学を希望する場合，本学部
又は本研究科の専門領域と
自身が希望する研究内容等
が一致するか，事前に確認の
うえ申請すること。
・Applicants should submit a
portfolio（Examples of work）
as a proof of completion of
basic study.  (We only accept
students, who have
completed their basic study
of the specialized fields,
which our Faculties or
Graduate Schools offer*.  It
is mandatory to submit
portfolio.)
・Those who wishes to take
Faculty course must indicate
the course name on the
application form.
・Please note that not all
students can stay in our
university housing or
dormitory, and some might be
asked to stay private
apartment nearby.  Costs
relating to the living, such as
rent, electricity, water bill and
others would be your own
responsibility.
*Applicants must confirm
whether your interest or
research area match with the
courses offered in our
Faculties or Graduate
Schools prior to apply.

特になし
Ｎ/Ａ

２．その他（注意事項等）
２．Other (precautions)

学部は日本語能力試験Ｎ３以
上が必要。
大学院はＮ１が望ましいが、
Ｎ２でも受入可能な場合もあ
る。
≪Minimum Japanese
Language Proficiency for
Entry≫
School : JLPT(Japanese
Language Proficiency Test)
Ｎ３

Graduate school : JLPT N２
(Preferably N１)

特になし
N/A

特になし
N/A

生物学専攻を除く
Exclude Biology

特になし
N/A

mailto:tdesign@adm.u-toyama.ac.jp
mailto:morino12@adm.u-toyama.ac.jp
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