
世界中から集まった、優秀な学生

海外の講義スタイルで教える、多国籍の教員

教員と学生の英語が飛び交う…

これが「英語で学ぶ」G30国際プログラム

こんな講義が名大にあるのです

NU-EMIのサポートを受けて

参加してみませんか？

を

で
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受講生
募集中！！

受講説明会〈予定〉

4 1  木 13:00-13:30

数字でみるNU-EM I

英語力が
向上した

新しい勉強法や
スキルが
身についた

国際性・
国際意識が
向上した

自分の将来プランに
向けて進んだと
実感がある

自信がついた G30講義の受講は
自分にプラスに

なった

リスニング力（66%）

ライティング力（29%）

スピーキング力（23%）

●新しく身についた勉強スキルは？

●自分の将来プランに向けて進んだと実感できるのはどうして？

●どんな自信がついたと思う？

・英語を話す機会を自ら作るのは難しいため、授業という形で週に一度英語を使う機会が作れるのはありがたい。 

・気軽に多国籍の方と関わることができる

・短期留学とかにいかなくても英語で話し、勉強する機会があるため 

・自分にとっては少し難易度の高い、英語での受講や、英語での課題作成が、その他の講義やセミナーを含めた全般の学習意欲の維持に役立っているから。

警戒カテゴリーに応じて、講義形式が対面からオンラインに変わるのと同様に、チューター活動やグループ学習活動もオンラインに変更される

ことがあるので注意してください。海外渡航が困難なこの時期に国際化を遂げるためにNU-EMIをぜひ活用してください。

講義がオンライン化している中でG30英語講義の受講が自分にプラスになった理由は？

新型コロナウイルス感染症(Covid19)における注意

NU-EMIプロジェクト責任者：理学部 生命理学専攻講師 杉山伸

英語の講義を受講する自信（46%）

英語を聞き取れる自信（34%）

外国人と話す自信（23%)

zoomにて開催

変更になる可能性がありますので
詳しくはホームページでお確かめください。

http://labguide.bio.nagoya-u.ac.jp/NUEMI/ 

●向上した英語力は？

英語力や、国際性をアピールポイントに就活に臨める（34%)

海外大学院への進学を考えるようになった（31%)

英語を使った仕事をしたいと考えるようになった（29%）

英語や英語による講義に慣れた（63%）

英語でレポートを書く力（31%）

ディスカッションする力（29%)

●国際性や国際意識が高まったように実感するのはどうして？

英語による講義をもっと受けたいと思うようになった（63%）

G30学生などと交流したいと思うようになった（54%)

海外留学したいと思うようになった（40%）



NU-EMIがしていること

●一般学生が受講できるG30講義の紹介

●G30講義を受講する学生に行うサポートを提供

　・留学生チューターによる個人指導

　・留学生チューター／TAの指導によるグループ学習

●留学生と交流できるイベントの開催と情報発信

●海外進学の情報発信

NU-EM Iプロジェクトはこんなキミにおすすめ NU-EM Iプロジェクトってなに？

留学が決まっている！
でも、留学準備って語学以外に何をしたらいいのかな…と思っているキミ

行く前に「海外の講義スタイル」に慣れておこう。海外の大学の講義は対話型講義やディスカッション中心であることが多く、日本の大学

の講義と違います。名大G30国際プログラムの講義で「海外の講義スタイル」に慣れておけば、留学生活をさらに充実したものにできます。

留学したい！
でも、海外へ行くのはハードルが高いな…と思っているキミ

名大にいながら留学が体験できます。名大G30国際プログラムでは、世界中から優秀な留学生が国際的な教授陣のもと、海外の

講義スタイルで学び、英語で学位を取得しています。NU-EMIでは日本人学生を歓迎しているG30講義を年間70以上紹介していま

す。つまり、G30国際プログラムの講義を受ければ「ほぼ海外留学」なのです。

英語による講義を受けてみたい！
でも、英語で専門用語や課題も多そうで自信がないな…と思っているキミ

まずは挑戦してみてください。はじめは難しいかもしれませんが、受講していくうちに、語彙力、リスニング力、リーディング力など将来の

研究や仕事に役立つスキルが身につきます。NU-EMI ホームページの講義一覧では、講義選択の参考に、難易度や評価方法などを

掲載しています。G30講義を受けるなら是非NU-EMIをご利用ください。

国際交流したい！
でも、留学生と出会える場所ってどこだろう…と思っているキミ

G30国際プログラムの講義で出会えます。留学生と肩を並べて一緒に講義を受けてみませんか？学生同士で話しあったり、プ

レゼンテーションやディスカッションをする講義もあります。また、留学生チューターやTAのサポートを受けることでも交流で

きます。多くの留学生も一般プログラムの学生と交流したり、友達になりたいと思っています！

英語力を伸ばしたい！
でも、英語を使う機会がないし、英会話教室は高いなぁ…と思っているキミ

G30国際プログラムの講義も、NU-EMIのサポートも無料です。毎週、英語で講義を受け続けることで、確実に英語力を伸ばすことがで

きます。また、講義によって個人指導をしてくれる「留学生チューター」や、講義の仲間と一緒に勉強する「グループ学習」などのサポート

を受けられるのでさらに英語を使う機会を増やせます。実際、過去の受講生の88%が「英語力が向上した」とアンケートで答えています。

いつもの講義に飽きた！
ちょっと違うことを体験したい…と思っているキミ

G30国際プログラムの講義ならできますよ。先生も教え方もいつもと違う「海外の講義スタイル」の講義を体験しませんか？そのひとつ、

全学教養科目「特別講義 Studium Generale」は、毎週、学内外の講師が様々なトピックスで初心者にもわかりやすい英語で講義します。

G30 Webサイト

名大G30国際プログラムって知ってる？

NU-EMIのサポートを受けてG30講義を受講するまでの流れ

履修したいG30国際プログラムの講義を探す
NU-EMIでG30教員に難易度や講義の形式などを聞き取り、みなさんを歓迎

してくれる講義の一覧やシラバスをホームページに掲載しています。参考に

してください。

G30講義を受講＊

＋ 週に１回：留学生チューターによる「個人指導」で復習やわからないことを教えてもらう

or 週に１回：留学生TAなどとの「グループ学習」で話し合いながら一緒に復習や勉強をする

「名大ポータル」で履修登録をする
一般科目の履修と同じですが、登録期間は講義により異なりますので、注意してください。（名大在籍者のみアクセス可能）

講義の担当教員に受講希望メールを送る
メールのテンプレートはホームページに掲載してあるので、大丈夫です。

NU-EMIの受講登録をする
NU-EMIに登録していただいた情報をもとにサポートや各種イベント等の

お知らせをします。サポート希望者には担当教員とチューターやグループ学習

を調整します。

Stud ium Genera le
Webサイト

Course L is t s &
T ime Tab les

Reg is t ra t ion

4月・10月

見つける

Step1

登録

Step2

講義受講＋
サポート

Step3

＊受講について

「単位取得」を目指して受講するか、「聴講」するか選択できます。多くのG30講義は、卒業に必要な単位に計上されない「随意科目」として扱われ、GPAに算入されません。

但し成績表には記載されます。聴講の場合は、成績表に記載されません。（なお、所属学部学科、講義により異なりますので詳細はHPを参照ください）

世界中から優秀な学生が、世界水準の教授陣による海外の講義スタイルで学び、英語で学位を取得するプログラムです。

卒業生はMITやOxfordなど名だたる大学院へ進学するなど、質の高い教育を提供しています。

このG30国際プログラムの講義は、担当教員が認めれば、一般プログラムの学生も受講することができます。

でも残念ながら、このことがあまり知られていないため、履修する学生が少ないのが現状です。

そこで、より多くの学生に名大が誇る世界レベルの英語で学べるG30講義を受講してもらいたい！

という思いで、NU-EMIプロジェクトがスタートしました。
＊EMIは、English as a Medium for Instruction 教科を英語で教えること
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Don't be shy. It doesn't matter if your English is good or not. The only thing that matters is trying your best 

to communicate. ―Karen

Attending G30 courses will not only improve your English but also will connect you with new teachers and 

friends from all over the world, which can lead to your success in some way! ―Tomoya

コロナ禍で海外留学は難しいと思うが、 国際交流に興味のある人達、留学の夢を諦めないでください。Ｇ３０の授業は海外の授業の

ような雰囲気なので、国内にいながらも留学できる感覚でいられます。英語を上達させるのに最適な機会ですよ。―Qiuling

Taking G30 courses is really a good chance to experience the uniqueness of Nagoya University's international 

environment. It is a great opportunity to learn in a new perspective, making new friends, and get to know 

interesting ideas during class discussions. Don't be afraid and try if you are interested in taking G30 classes! I'm 

sure that all G30 students are willing to help you study for the class. It will be a fun experience. ―Palin

We're all looking forward to working with you and helping you learn how to navigate academia in English. 

We're also very grateful for all that you can teach us about Japanese culture and student life, so please don't 

be afraid to take G30 courses. ―Yana

NU-EM I受講生の声

NU-EM Iチューターの声

NU-EM Iのイベントなど

とても良い経験になっている。

名大以外の大学でも同じような

取り組みがあるかどうか知らないが、

NU-EMIは
名大に来て良かったと
思える理由の一つになっている。

海外に行けない
今だからこそ学内で
できる模擬留学体験。

素晴らしい制度です。
来年度以降も継続して
受講したいです。

忙しくても受ける価値はあります。

私は長期留学を
諦めたのですが、
まるで現地の大学に
いるようでした！

日本人の講義とは
全く違うので視点が
変わります。
特に留学を考えている人は
是非取ってみるといい。

1年間続けたことで、
着実に英語力は伸びた
と思います。

留学したくても費用や
時間の面で制約があるとしても、
G30の授業は

海外の授業のような
雰囲気なので国内に
いながらも留学できる
感覚でいられる。

英語を使う機会が
全くないのと
週1度でもあるのは
大きく違うと思います。
授業を受けて理解することは

そんなに簡単ではないですが、

頑張れば何とかなります。

国際交流に興味がある人でも
G30の学生と関わるチャンス
なので授業を通して

視野を広げられる
はずです。

Food for Thought

留学生TAとおしゃべりするフリーな、オンライン英語ディスカッション・セッションです。

その回のホスト留学生TAが考えたテーマで進めます。

毎週火曜日18:00-19:00申し込み不要。お時間があるときにお気軽にどうぞ。

zoomで名大生ならどなたでも参加できます。

海外進学情報

海外の大学院進学のイベントや情報をお届けします。オンラインセミナー“G30 Beyond Graduation”では、

海外の大学院へ進学したG30卒業生の映像やコメントが見られます。どなたでも、アクセスできます。

学生相談窓口 QRコードにアクセス or NUEMI@bio.nagoya-u.ac.jpにメール

NU-EMIなどに関する質問・お問い合わせ・困りごとなど、受講生でない方もお気軽に相談できる窓口です。

●これまでのテーマ

Sustainable Eating持続可能な食生活、Climate Change気象変動、Sleep or Study? 睡眠か勉強？、

Animeアニメ、Music音楽、Video Gamesゲーム、What is your Happiness？あなたの幸せは？、Stressストレス、 

How do you imagine the post-pandemic world? パンデミック後の世界はどうなる？、Invisible Addiction目に見えない

中毒、What are Sports？スポーツって？Your New Year’s Resolution新年の抱負…などなど

このセッションを通していろいろな国の文化や考え方に触れ

ることができ、毎回のセッションがとても楽しみです。また気

軽にセッションができるのも非常にありがたいです。誰でも歓

迎です！一緒に楽しみましょう！ ーHaruki

"Food for Thought" has been one of my best experiences during this 

o n g o i n g  p a n d em i c .  M y  p e r s o n a l  a n d  a c a d em i c  i n t e r e s t  i n  

interdisciplinary work and therefore many different fields of study made 

me appreciate the thought-provoking and transcultural conversations. 

This is a space for anyone who wants to improve their understanding of 

the world and their Engl ish skil l s . Br ing yourself, your ideas and 

thoughts, a snack, and you are good to go :) ーChristinaFor someone who wasn’ t  

great at group interactions 

yet eager to discuss a variety 

of topics, "Food for Thought"  

p r o v i d e d  t h e  p e r f e c t  

environment for just that. 

Also, strangely enough after 

being in Japan for nearly 5 

years, my first real exchange 

with Japanese students was 

thanks to "Food for Thought".

ーMalavika

During my t ime in Nagoya 

Univers it y and especial ly 

during the pandemic, it was 

increasingly impor tant to 

connect, interact and share 

conversations with others. 

Through "Food for Thought", 

I  have been fo r tunate to  

meet wonderful people and 

we a ve  f r i e n d s h i p s  w i t h  

friends that I would not have 

met otherwise. "Food for 

Thought" is a great vir tual 

place to talk in English, make 

f r i e n d s ,  e a t  d i n n e r  a n d  

discuss thought-provoking 

ideas. ーShihab

私は、交換留学の準備として英語で話し合う練習がしたいと思い、"Food for Thought"に参加し始

めました。最初はとても緊張しましたが、TAの方々が優しく話を聞いて下さるので、だんだん積極的に

話せるようになりました。今は、"Food for Thought"でおしゃべりすることが毎週の楽しみになって

います。話し合うトピックも幅広いので、視野が広がり、とても勉強になります。コロナ禍で海外の学

生と交流することが難しい中、G30のTAの方々と毎週話すことができるのは、本当に有意義なことだ

と思います。国際交流に興味がある方や留学を考えている方には本当におすすめです！ ーFuko

留学生の（授業によっては）

チューターに個別で
指導してもらえるので

仲も深まるし、勉強になります！

チューターの指導など

手厚いサポートの中、

専門分野の知識、
英語力がつくので、
履修するべきです！



Don't be shy. It doesn't matter if your English is good or not. The only thing that matters is trying your best 

to communicate. ―Karen

Attending G30 courses will not only improve your English but also will connect you with new teachers and 

friends from all over the world, which can lead to your success in some way! ―Tomoya

コロナ禍で海外留学は難しいと思うが、 国際交流に興味のある人達、留学の夢を諦めないでください。Ｇ３０の授業は海外の授業の

ような雰囲気なので、国内にいながらも留学できる感覚でいられます。英語を上達させるのに最適な機会ですよ。―Qiuling

Taking G30 courses is really a good chance to experience the uniqueness of Nagoya University's international 

environment. It is a great opportunity to learn in a new perspective, making new friends, and get to know 

interesting ideas during class discussions. Don't be afraid and try if you are interested in taking G30 classes! I'm 

sure that all G30 students are willing to help you study for the class. It will be a fun experience. ―Palin

We're all looking forward to working with you and helping you learn how to navigate academia in English. 

We're also very grateful for all that you can teach us about Japanese culture and student life, so please don't 

be afraid to take G30 courses. ―Yana

NU-EM I受講生の声

NU-EM Iチューターの声

NU-EM Iのイベントなど

とても良い経験になっている。

名大以外の大学でも同じような

取り組みがあるかどうか知らないが、

NU-EMIは
名大に来て良かったと
思える理由の一つになっている。

海外に行けない
今だからこそ学内で
できる模擬留学体験。

素晴らしい制度です。
来年度以降も継続して
受講したいです。

忙しくても受ける価値はあります。

私は長期留学を
諦めたのですが、
まるで現地の大学に
いるようでした！

日本人の講義とは
全く違うので視点が
変わります。
特に留学を考えている人は
是非取ってみるといい。

1年間続けたことで、
着実に英語力は伸びた
と思います。

留学したくても費用や
時間の面で制約があるとしても、
G30の授業は

海外の授業のような
雰囲気なので国内に
いながらも留学できる
感覚でいられる。

英語を使う機会が
全くないのと
週1度でもあるのは
大きく違うと思います。
授業を受けて理解することは

そんなに簡単ではないですが、

頑張れば何とかなります。

国際交流に興味がある人でも
G30の学生と関わるチャンス
なので授業を通して

視野を広げられる
はずです。

Food for Thought

留学生TAとおしゃべりするフリーな、オンライン英語ディスカッション・セッションです。

その回のホスト留学生TAが考えたテーマで進めます。

毎週火曜日18:00-19:00申し込み不要。お時間があるときにお気軽にどうぞ。

zoomで名大生ならどなたでも参加できます。

海外進学情報

海外の大学院進学のイベントや情報をお届けします。オンラインセミナー“G30 Beyond Graduation”では、

海外の大学院へ進学したG30卒業生の映像やコメントが見られます。どなたでも、アクセスできます。

学生相談窓口 QRコードにアクセス or NUEMI@bio.nagoya-u.ac.jpにメール

NU-EMIなどに関する質問・お問い合わせ・困りごとなど、受講生でない方もお気軽に相談できる窓口です。

●これまでのテーマ

Sustainable Eating持続可能な食生活、Climate Change気象変動、Sleep or Study? 睡眠か勉強？、

Animeアニメ、Music音楽、Video Gamesゲーム、What is your Happiness？あなたの幸せは？、Stressストレス、 

How do you imagine the post-pandemic world? パンデミック後の世界はどうなる？、Invisible Addiction目に見えない

中毒、What are Sports？スポーツって？Your New Year’s Resolution新年の抱負…などなど

このセッションを通していろいろな国の文化や考え方に触れ

ることができ、毎回のセッションがとても楽しみです。また気

軽にセッションができるのも非常にありがたいです。誰でも歓

迎です！一緒に楽しみましょう！ ーHaruki
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世界中から集まった、優秀な学生

海外の講義スタイルで教える、多国籍の教員

教員と学生の英語が飛び交う…

これが「英語で学ぶ」G30国際プログラム

こんな講義が名大にあるのです

NU-EMIのサポートを受けて

参加してみませんか？

を

で

Nagoya Universi t y EMI Projec t

2021 Spr ing

受講生
募集中！！

受講説明会〈予定〉

4 1  木 13:00-13:30

数字でみるNU-EM I

英語力が
向上した

新しい勉強法や
スキルが
身についた

国際性・
国際意識が
向上した

自分の将来プランに
向けて進んだと
実感がある

自信がついた G30講義の受講は
自分にプラスに

なった

リスニング力（66%）

ライティング力（29%）

スピーキング力（23%）

●新しく身についた勉強スキルは？

●自分の将来プランに向けて進んだと実感できるのはどうして？

●どんな自信がついたと思う？

・英語を話す機会を自ら作るのは難しいため、授業という形で週に一度英語を使う機会が作れるのはありがたい。 

・気軽に多国籍の方と関わることができる

・短期留学とかにいかなくても英語で話し、勉強する機会があるため 

・自分にとっては少し難易度の高い、英語での受講や、英語での課題作成が、その他の講義やセミナーを含めた全般の学習意欲の維持に役立っているから。

警戒カテゴリーに応じて、講義形式が対面からオンラインに変わるのと同様に、チューター活動やグループ学習活動もオンラインに変更される

ことがあるので注意してください。海外渡航が困難なこの時期に国際化を遂げるためにNU-EMIをぜひ活用してください。

講義がオンライン化している中でG30英語講義の受講が自分にプラスになった理由は？

新型コロナウイルス感染症(Covid19)における注意

NU-EMIプロジェクト責任者：理学部 生命理学専攻講師 杉山伸

英語の講義を受講する自信（46%）

英語を聞き取れる自信（34%）

外国人と話す自信（23%)

zoomにて開催

変更になる可能性がありますので
詳しくはホームページでお確かめください。

http://labguide.bio.nagoya-u.ac.jp/NUEMI/ 

●向上した英語力は？

英語力や、国際性をアピールポイントに就活に臨める（34%)

海外大学院への進学を考えるようになった（31%)

英語を使った仕事をしたいと考えるようになった（29%）

英語や英語による講義に慣れた（63%）

英語でレポートを書く力（31%）

ディスカッションする力（29%)

●国際性や国際意識が高まったように実感するのはどうして？

英語による講義をもっと受けたいと思うようになった（63%）

G30学生などと交流したいと思うようになった（54%)

海外留学したいと思うようになった（40%）




