
お問い合わせ先

〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1
TEL：0263-37-2308（国際交流室）
E-mail：k_oia@shinshu-u.ac.jp（留学生入試）

詳しい情報は
経法学部URL：https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/econlaw/

Access

【大学までのアクセス】
■JR松本駅「お城口（東口）」を出て右前方
　松本バスターミナルのりば1「信大横田循環線」又は「浅間線」に乗車、
　「大学西門」下車（所要時間15分）
■JR松本駅まで：東京・新宿駅から特急約2時間30分、名古屋駅から特急約2時間

経法学部

信州大学 経法学部

先輩からの
メッセージ

2020年度入学
KETKASEM POOMPANDIN（タイ）
信州大学に入学して2年目になりました。信州大学は
自然に恵まれて、都会の大学ほど込み合っていないとこ
ろが魅力です。自然を楽しみながら、落ち着いて勉強す
ることが出来ます。経法学部でたくさんのことを学び充
実した日々を過ごしているのは、先生方のおかげです。

授業などでわからないことがあれば、先生が優しく教えてくださります。ま
た、授業の説明なども留学生に配慮してくれるので、充実した勉強ができる
環境だと思います。私は1年生の時、経済分野の数学で悩むことがあって、
「自分にできるのか？」と自問ばかりしていましたが、頑張って先生に積極的
に質問する勇気を出したことで、役に立つアドバイスをもらって単位が取れ
ました。去年は新型コロナウイルス拡大の影響で友達ができにくい状況でし
たが、今年はコロナ対策を徹底して対面授業ができるようになりました。そ
のおかげで、信大にいる留学生と出会えて楽しく過ごしています。コロナ時
期でみんなきっと大変だと思いますが、これからも頑張っていきましょう！
So,Believe in yourself!

2021年度入学
ORGILSAIKHAN GERELTUYA（モンゴル）
信州大学に入学したのは私にとって賢い選択だったと
思っています。なぜかというと、信州大学は留学生を手
厚く扱っているからです。授業や生活の中で困ったこと
を相談したり、様々な面で手伝ってくれるチューターを付
けてくれるほか、就職活動支援もしてくれます。信州大

学は日本の様々な地域から来た日本人学生や世界の国々から来日した交換
留学生といった国際環境が整っているので、私はエジプト、タイ、ポルトガル
やロシア出身の友達が出来ました。彼らと英語で話すことで英語コミュニ
ケーション能力が上達してきているので、私の目指している欧米留学にとて
も役立っています。私は勉学以外にもヒップホップダンスサークルに所属し、
スキーや山登りといった新しい趣味も見つけました。
最後に信州大学を目指している皆さんに一言「努力をしても結果が出ない
こともある。でも無駄にはならない！」です。人生は思った通りにいかない時
がありますが、正しい努力をし続けると必ず成果が出ます。何があっても諦
めず前に進んでください！

2019年度入学
NGUYEN HONG NHUNG （ベトナム）
　私は2019年4月に本学部の応用経済学科に入学しまし
た。信大では、雄大な山並みを眺めながら落ち着いて勉
強することができます。経法学部の先生方が分かりやす
く授業内容を解説してくれるので努力すればできないも
のはありません。特に、生活の悩みでも勉強の悩みでも皆

に気軽に相談に乗ってもらえ、信大の留学生支援は素晴らしいです。また、交
換留学生が優れている信大では、色んな国から来てくれた交換留学生の友達
と交流し、英語力を高めるだけでなく異文化理解力も身につけることができ
ます。自然の中で学び多国籍の友達と交流したい方におすすめです！

留学生案内

応用経済学科 Department of Applied Economics

総合法律学科 Department of Law

信州大学経法学部
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① チューター
　入学後、留学生の 1・2年生には、チューター（経法学部の日本人学生）をつけるこ
とができます。
　チューターは、留学生の日本語学習や日常生活について、アドバイスをしてくれます。

② 信州大学グローバル化推進センター
　信州大学グローバル化推進センターでは、留学生のための日本語教育や相談業務
を主に行っています。また、国際交流旅行等の行事も主催しています。

　経法学部がある松本市には、「国際交流会館」という留学生のための寮があります。
大学からは徒歩15分、近くにはスーパーがあります。
　主に1年生が入居していますが、入居希望者全員が入居できるわけではありません。
寄宿料は月額4,700円（別途振込手数料必要。公共料金等その他諸経費は除く。）となっ
ています。

③ 住居
国際交流会館

⑥ 経法学部研修旅行
　毎年、経法学部の留学生・日本人学生・教
員で国内研修旅行を行っています。
【主な行き先】

岐阜（白川郷・高山）

山梨（リニア見学センター・忍野八海など）

岐阜・愛知（馬籠宿・トヨタ自動車工場）

その他の寮（日本人学生と共同）

外観 単身室

2019年度研修旅行（トヨタ自動車工場）
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経 法 経 法 経 法経 法

1年 2年 3年 4年 計

2021年 4月現在※（　）内は女性で内数です。
※学科名の【経】は応用経済学科、【法】は総合法律学科を表します。

経法学部紹介

カリキュラム

経法学部での留学生生活

経法学部の国別・学年別による留学生数

④ 諸費用について
入学検定料：17,000 円　入学料：282,000 円 　授業料：535,800 円（年額）
経法学部留学生授業料免除状況

申請者数

2020 年度
前期
33名

14名

13名

5名 5名

33名

15名

11名

後期前期 後期
2019 年度

全額免除採択者数

1/3免除採択者数
半額免除採択者数

　多くの留学生は、本人の申請により授業料免除を取得しています。ただし、その他
の奨学金については留学生向けの奨学金を停止する団体も出てきており、採択率は
高くありません。

留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費）・
朝鮮奨学会・安田奨学財団・ロータリー米山記念奨学会・似鳥国際奨学財団・
マブチ国際育英財団・小林財団・ヒロセ財団　など

【採択実績のある奨学金の例】

思誠寮・思誠女子寮・こまくさ寮（1年生向け）の 3つの寮があります。

【進路先の内訳】

【過去の進学先大学院】
大阪大学、京都大学、東京工業大学、筑波大学、名古屋大学、一橋大学、横浜国立
大学、慶応義塾大学、武蔵野大学、明治大学、早稲田大学　など

【過去の就職先】
トヨタ自動車研究開発センター（中国）、日本マクドナルド㈱、 ㈱VTIコーポレーション、
（一財）ニッセンケン品質評価センター、日精エー・エス・ビー機械㈱、日本電算サン
キョー㈱、ホクト㈱、サッポロビール㈱、ワールド開発工業㈱、㈱ビックカメラ、ANA中部
空港㈱、㈱SIMMTECH GRAPHICS、スミセイ情報システム㈱、富士通インターコネ
クトテクノロジーズ㈱、都築木材㈱、スズキ㈱、豊実精工㈱、㈱ペティオ　など

就職者数

帰国者数

進学者数

計

その他

2021年3月現在

　信州大学「経法学部」は、時代が要求する能力をベースとした新しい学びのスタイル
で、課題解決に直結した社会科学、社会に活かせる経済学や法学を学ぶために生まれた
学部です。変化の激しいグローバルな時代、多様な価値観からなる現代社会において
は、ますます経済学や法学によって培われる能力が求められています。信州大学経法学
部は、この社会から求められる能力を、少人数教育によってしか成し得ない新しいスタ
イルで身につけるカリキュラムを用意しました。新しいスタイルの信州大学経法学部
で学ぶということは、社会に直結する経済学、法学を身につけるということです。

⑤ 留学生のための進路支援
　信州大学グローバル化推進センター、キャリア教育・サポートセンターでは、留学
生を含む学生の皆さんが日本での就職活動がスムーズに取り組めるよう様々な支援
を行っています。

2018年度：

2019年度：
2020年度：

2017年度：

学科名
国名

　信州大学経法学部で学習する主な必修・選択科目は次のとおりです。卒業する
ためには、カリキュラム毎に定められた履修要件表により、必要な単位を修得しな
ければいけません。

「統計学」「経済数学」「マクロ経済学」「ミクロ経済学」「社会経済学」
「環境経済学」「経営学」「簿記・会計入門」「金融論」「財政学」
「産業組織」「経営者と企業」など

応用経済学科

「憲法」「刑法」「民法総則」「物権法」「契約法」「会社法」「担保法」
「刑事訴訟法」「民事訴訟法」「行政法」「行政学概論」「政治学基礎」
「知的財産法基礎」「労働法」「環境法」など

総合法律学科

●専 門 科 目

基盤系（学術リテラシー・健康・言語（英語）など）
教養系（人文・社会など）

日本語・日本事情教育科目（外国人留学生対象科目）  
　上記科目のうち「日本語」区分の授業から履修・修得する必要があります。 

●共通教育科目

2020年度
7 名

4 名

0 名

11 名

0 名

30 名

12 名

15 名

31 名

12 名

15 名

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により国内研修旅行は中止
となりました。

2019年度
5 名

0 名

0 名

5 名

0 名

2018年度
6 名

1 名

0 名

8 名

1 名

　事前に日本留学試験（①）、英語資格試験（②）を受けていることと、経法学部の
学力検査等（③）を受けることが必要です。

① 日本留学試験の受験（2021年6月または11月実施のもの）
日本留学試験 3科目（日本語、総合科目、数学【コース自由】）
総合科目と数学の出題言語は、日本語・英語のいずれでも可。

② 英語資格試験の受験
2020 年～ 2021 年に受験した TOEFL（PBT）、TOEFL（iBT）、TOEIC L&R
のいずれかの成績認定証明書を出願時に提出してもらいます。

④ 合否判定
日本留学試験及び英語資格試験の成績と面接試験の結果を合わせ、総合的に
判定します。

③ 経法学部の学力検査等の受験
面接（25分程度）
出願書類（特に出願理由書）に基づいて、社会科学を勉強するための基礎的思
考能力、適性、意欲、日本語の会話能力等を総合的に判定します。

私費外国人留学生入試

卒業生の進路

⑤ 入試日程
出願期間
試 験 日
合格発表

：2022 年 1月　4日（火）～ 2022 年 1月 12日（水）【インターネット出願】
：2022 年 2月　4日（金）
：2022 年 2月　9日（水）

※新型コロナウイルス感染症の影響により上記の記載内容に変更が生じた場合は、
　本学のホームページ（入試情報ポータル）でお知らせしますので、必ず最新の情報
　を確認してください。 （https://www.shinshu-u.ac.jp/ad_portal/）

※2020 年度以降の入学生から経済的理由により授業料の支払いが困難であり、かつ、
　学業優秀と認められる場合、その期の授業料の一部（半額・1/3）が免除されます。


