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【English ver.】

The Department of International Studies and
Regional Development

Our Mission
Upon entering the University, the Department of International Studies
and Regional Development students focus on building a foundation
in English and political economy in their first year. The following
year, they choose to specialize in one of three inter-related courses,
International Relations, Cross-Cultural Studies, Language and
Culture Studies (Russian, Chinese, Korean), and additional classes
are provided for students’ interests and career goals to complete their
course of studies. students have the prerogative to select which course
to enroll in and field of research.

Strengths


Achieve broader intellectual knowledge and understanding
of other cultures, countries, and people in the world.
Develop a global perspective and ability to take action.
Listen, speak and understand. The environment facilitates
enhancement of communication skills.
A partnership that begins with language. Learn English,
Russian, Chinese or Korean languages in Niigata.




Attainable Licenses & Certificates
Junior High School Teacher - Grade 1 (English)
High School Teacher - Grade 1 (English)

Self Access Learning Center (SALC)
All students have access to SALC. A rich variety of reading and study materials are available for each
student’s level, The SALC is staffed with multilingual mentors to support students' development.

Courses
International Relations
Dialogue with the world: Developing the concept of international system

※In April 2020, a new faculty of International Economic

Cross-Cultural Studies

Studies (provisional name) is to establish.

Dialogue between human beings: Scrutinizing cultures

Language and Culture Studies (Russian, Chinese, Korean)

<Under application for the approval of establishment.>

Dialogue between neighboring countries: Scrutinizing communications

Graduate School of International Studies and
Regional Development (GSISRD)

Master of Arts in International Studies and Regional Development

Our Mission
As a hub of Northeast Asia in the era of global changes, Niigata is
the best place for students, both domestic and international, to
pursue their academic and professional goals. In completing your
graduate studies, you will be pleased to see how you have
developed in the last 2 years, and have prepared yourself for
positive change in the years to come with your achievements and
experience at GSISRD.

Strengths
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Japanese language proficiency is NOT required for earning
a Master’s degree. Courses are primarily taught in English.
Distinguished faculty members in International Relations
and Area Studies are ready to help YOU at every phase of
your studies and life here.
You will be trained step by step in research design and
qualitative and quantitative analysis, as well as Japanese
writing and presentation skills if you desire.

Our Mission

The Department of Child Studies

This course of study to develops essential and key knowledge
and expertise necessary for working with children from infants
to 6 years of age. The department offers attentive education
and considers human relationships as the basis of education, so
that faculty–student’s relationship is important. The students
acquire sophisticated knowledge, and develop rich humanity to
assume an active part in child care while providing support for
child rearing, and contributing to welfare and children’s peace
in regional society.

Strengths


Students learn sophisticated specialized knowledge &
develop skills based on the goals and direction of the
Department of Child Studies.



Offering many courses that can fully meet the students'
intellectual curiosity.

Attainable License & Certificates



Nurturing graduates who can play a pivotal role and be
active as key personnel in child care and welfare work

Kindergarten Teachers’ License Grade 1
Child-Care Worker qualification
Qualification to take the national examination of certified social worker

environments.

Our Mission

The Department of Health & Nutrition

To prepare for an aging population and lower
birthrate, the expectation of registered dietitians has
been increasing to support healthy eating habits in
Japan. Registered dietitians provide nutrition
counseling and education, management of food
services at hospitals, welfare facilities, schools, public
health centers for the treatment and prevention of
diseases and keeping healthy lifestyle. In food
companies, registered dietitians are working as
leaders in food sanitation supervisory or product
development sections.
Our goal is to develop human resources who will
become leaders in food and nutrition management for
healthy life expectancy in local and global societies.

Strengths


The Basic course provides broad knowledge for
students to become food specialists who could solve
nutritional problems from global perspectives.

Attainable License & Certificates



Qualification to take the national examination of Certified Registered Dietitian
Certified Dietitian License
Nutrition Teacher License Grade 1

The Advance course provides practical training in
schools, public health centers, and hospitals.



The Course provides qualification to take the national
examination for the certified registered dietitian license
and nutrition teacher license.
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Overseas partner universities
Canada

Saint Mary’s University ／ University of Ottawa
Heilongjiang University ／ University of International Business and Economics

China

Shanghai International Studies University ／ Hang Seng Management College

Indonesia

Bogor Agricultural University

Korea

Hankuk University of Foreign Studies ／ Cyber Hankuk University of Foreign Studies

Russia

Pacific National University

Taiwan

Wenzao Ursuline University of Languages

United States

University of Hawaii Community Colleges ／ Duquesne University

Entrance Exam Information（Admission of Foreign Applicants and Returnees）
To nurture global perspective expertise in the environment and other cultures, we accept eligible international students after assessment of their
character, academic ability and an interview.
Departments

Admission exam subjects

Department of International Studies and
Regional Development

・Interview

Department of Child Studies

・Interview ・Exams in Japanese ( an essay )

Department of Health and Nutrition

・Interview ・Exams in Japanese ( a test of chemical )

・Exams: 1. Making summaries in Japanese and English; 2. Write an essay in either Japanese or English

※We don’t conduct an Admission of Foreign Applicants and Returnees in 2020 year at the new department, International Economic Studies.
International Economic Studies is provisional name.

Tuitions and Miscellaneous Fees
Amount (Yen)
Application fee

Undergraduate: 17,000; Graduate: 30,000

Enrollment fee

Undergraduate: 1. Niigata Prefecture Residents: 282,000
2. Non-residents: 564,000

Tuition fee

535,800 per year

Graduate: 1. Niigata Prefecture Residents: 141,000
2. Non-residents: 282,000

Number of students (as of May 1, 2019)
Faculty/Grad
Undergraduate

Male

Faculty of International Studies Regional Department of International Studies and Regional
Development
Development

Faculty of Human Life Studies

Graduate

Department/Field

Graduate School of International Studies and
Regional development

Female

Total

237

576

813

Department of Child Studies

8

155

163

Department of Health and Nutrition

6

154

160

4

3

7

255

888

1,143

International
Development

Total

Access
It takes about two hours from Tokyo Station.
(Arriving at Niigata Station on the Joetsu bullet Train)
[BUS]

Use “Bandai Guchi Bus Terminal #11” bus stop.
Take the Ogata line.
Get off at “Kenritsu Daigakumae” (Approx. 25 min)
Approximately 3 min walk to the University
[Train JR] Take JR Hakushin line for Toyosaka, Shibata or Murakami
Get off at Ogata station. (Approx.10 min)
Approximately 15 min walk to the University.
[Taxi]
Approximately 20 min ride from Niigata station.
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Studies

and

Regional

【Japanese ver.】

OUTLINE 2019

新潟県立大学 概要
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１．基本情報
（

（キャンパスまでのアクセス）
東京駅から約 2 時間（上越新幹線：新潟駅下車）
・新潟駅から電車で 10 分、大形駅より徒歩約 15 分
・新潟駅からバスで 25 分、県立大学前バス停より徒歩 3 分

◆学部・研究科の紹介／学生数（2019 年 5 月 1 日現在）
課程

学部・研究科
国際地域学部

学部

大学院

人間生活学部
国際地域学研究科

学科・専攻
国際地域学科

男

女

総計

237

576

813

子ども学科

8

155

163

健康栄養学科

6

154

160

国際地域学専攻

4

3

7

255

888

1,143

合計

◆留学生数（2019 年 5 月 1 日現在）
課程

学部
国際地域学部

学部

大学院

人間生活学部
国際地域学研究科

学科・専攻

男

女

総計

国際地域学科

2

1

3

子ども学科

0

0

0

健康栄養学科

0

0

0

国際地域学専攻

1

1

2

3

2

5

合計
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２．学部・大学院紹介
国際地域学部

2020 年 4 月リニューアル
知識や情報の量が飛躍的に増え、急速に変化する現代社
会では、社会の変化に主体的に対応できる幅広い視野と総合
的な判断力、豊かな創造性を兼ね備えた人材が求められてい
ます。このような社会的要請に応えるため、国際地域学部
は、知識・技能・経験等を総合的に生かし、知的な行動力で
グローバルかつローカルなコミュニティに貢献できる人材を
育成することを目標とします。

学部教育の特徴～英語教育プログラム ACE から EMS へ～
グローバルな環境で英語が使える学生の育成を目標とし、
英語教育プログラム ACE（Academic Communicative English）
を実施しています。ACE で英語レベルを向上させ、英語を使っ
て学ぶ中で英語力の伸長を図る言語内容統合型学習（CLIL）を
行う科目を整備し、専門科目における英語による学び EMS
（English Medium Studies）へステップアップできる仕組みに
なっています。

＜国際地域学科＞

定員 180 名

1 年次には ACE プログラム及び導入科目を中心に学びます。2 年次から以下の 3 つのコースから一つを選択
し、専門分野に特化した学習を行います。コースを越えた科目の履修も可能です。

【取得できる免許・資格】

●中学校教諭一種（英語）、高等学校教諭一種（英語）

①

国際関係コース：国際社会の平和と発展に貢献し、自分を磨こう

国際関係の理論的枠組みを学ぶ講義群、課題解決型の演習やフィールドワークなどを通して、世界、そし
てアジア地域の国際的・地域的課題に取り組みます。専門科目を英語で学ぶ科目群も充実しており、日本人
教員と多国籍のバイリンガル教員が協力してその学びを支えます。
想定される卒業後の進路
・英語等の語学活用能力と政治、経済、法律に関する専門知識を
生かした進路
・金融関係
・商社や輸出入関連企業
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②

比較文化コース：言語・文化の交差点～アプローチは無限大

言語、文化、社会を捉える様々な視点を学び、多文化共生社会の課題に取り組みます。高度な英語運用能
力の習得にチャレンジできるカリキュラム、英語圏を中心に地域文化を比較文化的視点を持って学ぶ講義・
演習群、英語教育を軸とする言語教育分野の充実したカリキュラムを備えています。
想定される卒業後の進路
・メディア業界

・運輸業

・教育サービス業（英語）

・英語等の語学活用能力と異文化理解の視点を生かした進路
・英語教員（中学校・高等学校）
・旅行

③

・観光・ホテル業など

露中韓コース：隣国を深く知り、共に生きる道を築く

ロシア語・中国語・韓国の言語と文化を専門的に学び、異文化理解の、そして地域及び隣国の文化間の架
け橋となる能力を育みます。露中韓それぞれのネイティヴ教員による授業を含む集中的語学カリキュラム、
各地域の文化、歴史、社会を深く知るための科目群、また、露中韓各国の協定校で実施される語学研修プロ
グラムを備えています。

想定される卒業後の進路
・英語およびロシア語、中国語、韓国語の語学活用能力と
異文化理解の視点を生かした進路
・運輸業
・英語教員（中学校・高等学校）
・教育サービス業（ロシア語、中国語、韓国語）
・メディア業界・旅行・観光・ホテル業など

国際経済学部
国際経済学科（仮称）〔設置認可申請中〕（2020 年 4 月開設予定）

定員 90 名

①国際経済コース（仮称）
②地域経済創生コース（仮称）
育成する人材像
最新の経済・産業・企業を理解する経済学の基礎知識、データや情報の分析力、確かな語学力と国際感覚
を備えた、国際経済・地域経済のフィールドで活躍できる人材を育成します。

人間生活学部
「育」と「食」を中心に豊かなヒューマンライフを創造し、地域社会の発展に貢献できる高度な専門能力
を身につけます。
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＜子ども学科＞ 定員 50 名
【取得できる免許・資格】

●幼稚園教諭一種、保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格
人はみな、幸せになる権利を持っています。子どもをはじめとする私たち一人ひとりが大切にされる社会
を作るためには、広く地域社会と結びつき、次代を担う子どもを心身ともに豊かに育てていくことができる
人材を育成することが必要です。子ども学科は、人間に対する深い理解に基づき、子どもの発達とその援助
に関して科学的に探究し、実践的・専門的力量を持つ人材の育成を目指しています。また、教育の根幹はヒ
ューマン・リレーションにあると考え、教員と学生との人間的交流を大切にしながら、きめ細かな教育を行
います。地域社会との関連の中で、子どものみならず、すべての人の発達を保障し、幸せに貢献できる人材
の育成に努めます。
想定される卒業後の進路
・幼稚園、保育所、認定こども園
・地域子育て支援センター、NPO
・児童福祉施設をはじめとする社会福祉施設
・民間企業（子どもの玩具・絵本などの会社）

＜健康栄養学科＞

定員 40 名

【取得できる免許・資格】

●栄養教諭一種、栄養士免許、管理栄養士国家試験受験資格
管理栄養士は、医療（病院等）
・福祉（老人ホーム、特別支援施設等）
・学校（小・中学校、給食センタ
ー）
・保健（保健所・市町村等）・事業所（健康管理・給食会社）などの幅広い分野において、栄養関連サー
ビスのマネジメントを行うだけでなく、傷病者に対する疾病の治癒・回復・予防のための栄養の指導、一般
市民に向けた健康保持・増進を目的とする栄養教育を行っています。さらに、地域の食品産業において、商
品開発や食品の栄養成分表示・品質管理に対応できる重要な人材として期待されています。また、学校や地
域において食育推進活動の中核を担う人材として、
「栄養教諭」が活躍しています。健康栄養学科では、健康
づくりを支援する専門家である管理栄養士と栄養教諭を養成します。少子・高齢化社会において、地域住民
の「健康寿命」を延ばすことを目指し、総合的な食育活動の中核を担う人材の育成に努めます。
想定される卒業後の進路
・特定給食施設（病院・事業所・社会福祉施設等）
・学校（栄養教諭・学校栄養職員）
・地域医療センターや企業の健康管理部門および
健康産業での栄養の指導者
・食品会社（企画開発・品質管理等）
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国際地域学研究科
研究科名：国際地域学研究科

国際地域学専攻

学

Master of Arts in International Studies and Regional Development

位：修士(国際地域学)

標準修業年限：2 年（長期履修生制度利用の場合は 3 年）
定

員：10 名

国際的な競争力を有する人材を育成します。
新潟県立大学大学院国際地域学研究科（修士課程）は、以下のような能力・
意欲を持った入学生を求め、社会人を含め、国内外から広く受け入れます。

・

本研究科が提供する社会科学分野に関する専門的な訓練、学術研究、実践的な問題解決を志す者。

・

国際的な諸問題に関心を持つ者。

・

大学院での専門的な学術研究を行うため、あるいは実践的な問題解決を探る活動を行うために
必要となる能力、主体性を有する者。

・

英語文献を読むことができる、また英語で意思疎通ができる能力を一定程度備えた者。

本研究科の特徴は、
第 1 に、日本語で行われる科目に加え、英語による授業を提供していること
第 2 に、質的分析手法のみならず統計データや社会調査データの分析手法に関する科目も提供されている
ことです。
国際社会や地域国際関係の各分野で著名な教授陣のもとで学び、きめ細やかな研究指導を通して充実した研
究生活が送れる学習環境が整備されています。
本研究科には春入学（4 月）に加え秋入学（10 月）の制度があり、海外在住の場合でも受験が可能です。外
国人留学生が修学しやすい環境を整え、文化的多様性に富んだ学習環境の構築を目指しています。

■アカデミック・プログラム
学問領域
国際社会

地域国際関係

科目分野

横断的科目

国際制度（機構）論

国際政治特論

研究基礎科目

データ分析特論

国際経済政策論

国際政治の理論と方法

政治学研究方法特論

国際ビジネス特論

地域研究の理論と方法

国際経済学

多国籍企業論

東アジア国際関係特論

比較政治学

リンケージ政治論

国際開発の政策

現代経済学の理論と方法
グローバル・ガバナンス論
データ分析の方法と応用

地域統合論
地域(各国研究)

現代日本特論

国際地域学研究基礎

総合演習Ⅰ・Ⅱ
外国語科目

英語プレゼンテーション
英語アカデミック・ライティング

現代の外交

現代東アジア特論（ロシア、中国、韓国）

日本語プレゼンテーション
日本語アカデミック・ライティング
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３．入試制度（外国人留学生特別選抜）
＜学

部＞

出願期間：2019 年 11 月 1 日（金）～11 月 7 日（木）
試験期日：2019 年 11 月 16 日（土）
合格発表：2019 年 11 月 27 日（水）
試験科目：
国際地域学科

面接及び筆記試験
筆記試験は、日本語と英語の要約力をみる問題と、日英のうち得意な言語で行う作文で構成

子ども学科

面接及び筆記試験（いずれも日本語）

※筆記試験は小論文を課します。

健康栄養学科

面接及び筆記試験（いずれも日本語）

※筆記試験は化学を課します。

※国際経済学部は特別選抜を実施しません。
（参考）
日本留学試験の出題言語及び受験科目について（受験必要科目に◎）
学部

学科

日本語

数学
コース１

コース２

総合科目

理科
化学

生物

-

-

いずれか◎
国際地域学部

国際地域学科

◎

（数学と総合科目両方受験の
場合は、得点の高い方を採用）

人間生活学部

出題言語

日本語
英語

子ども学科

◎

いずれか◎

◎

-

-

日本語

健康栄養学科

◎

いずれか◎

-

◎

◎

日本語

＊令和元年度(2019 年度)第 1 回、または平成 30 年度(2018 年度)第 1 回もしくは平成 30 年度(2018 年度)第 2
回日本留学試験の試験結果のいずれかを採用する。

＜大学院＞
出願期間：夏日程／2019 年 7 月 1 日（月）～2019 年 7 月 11 日（木）
秋日程／2019 年 9 月 24 日（火）～2019 年 10 月 3 日（木）
春日程／2020 年 1 月 6 日（月）～2020 年 1 月 16 日（木）

試験期日：夏日程／2019 年 7 月 27 日（土）
秋日程／2019 年 10 月 19 日（土）
春日程／2020 年 2 月 1 日（土）

合格発表：夏日程／2019 年 8 月 1 日（木）
秋日程／2019 年 10 月 24 日（木）
春日程／2020 年 2 月 6 日（木）

試験科目：専門試験（小論文）（※出願時に事前提出）
、英語、面接（口頭試問）
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４．授業料等の経費について
項

目

入学検定料

金
学部生

額

納入期限等

：17,000 円

出願時

大学院生：30,000 円
学部生
1.新潟県の住民

282,000 円

2.上記以外の者

564,000 円

大学院生
入学料

1.新潟県の住民

141,000 円

2.上記以外の者

282,000 円

入学手続時

※「新潟県の住民」とは、本人又はその配偶者若しくは 1 親等の親
族が、規定の期日以降引き続き県内に居住している(住民票のあ
る)者をいいます。

授業料

年額 535,800 円

2019 年度

（前期・後期、各々267,900 円）

前期分： 5 月 31 日

※研究科所属で長期履修を認められた場合、その期間によって年額

後期分：11 月 30 日

が異なります。長期履修の申請方法等は、ガイダンスの際に説明

（2 回に分割）

します。
学生教育研究

学部生

：4,660 円（4 年間分)

災害傷害保険・

大学院生：2,430 円（2 年間分)

学研災付帯賠

※学生が通学中、正課中、学校行事中、課外活動中に起こった事故

償責任保険料

によるケガや、他人にケガをさせたり他人の財物を損壊したこと

授業料と同時納付

による法律上の損害賠償を補償する制度に全員加入を義務付けて
います。
保護者会費

学部生：40,000 円（４年間分）
※保護者会は新潟県立大学の発展を期し、教育活動の支援及び福祉

任意加入

の増進を図るとともに会員相互の親睦を図ることを目的とし設立。
かざし会費

16,000 円

（同窓会）

※入会金で、在学中は準会員として取り扱われます。

その他の費用

任意加入

教科書等：約 10,000 円（1 年次の必修科目分）

生協等で購入

この他に、選択科目の教科書、参考図書が必要となる場合がある。

５．住環境について
新潟県立大学には、留学生用の寮がありません。留学生は、大学の近隣で民間アパートに居住しており、
ワンルームで、おおよそ家賃は 3－4 万円程度です。なお、留学生住宅総合補償に加入することにより、大学
が機関保証を行い、連帯保証人となることができます。

６．問い合わせ先
項目
学部入試
大学院入試
留学生サポート

TEL
025-270-1311
025-368-8373

E-mail

URL

nyushi@unii.ac.jp

https://www.unii.ac.jp/admissions/

gs-unp@unii.ac.jp

http://gs-unii.ac.jp/

gyoumu@unii.ac.jp

https://www.unii.ac.jp/international-center/
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