6．2020年度を振り返って

7. 奨学金

2020年度は新型コロナウイルス感染症が拡大し、例年行っ
ている国際交流プログラムのほとんどが中止になってしまいま
したが、コロナ禍における新しい国際交流を模索した一年にな
りました。インバウンドでは、新たに15名の正規留学生と2名
の交換留学生を本学に迎えることができました。また、昨年
度より開始された日本語プログラムの今年度の実施は叶いま
せんでしたが、オンラインを通して本学の学生と昨年度参加
者の海外の学生が交流する機会が設けられました。アウトバ
ウンドでは、台湾の国立師範大学とオーストラリアのラトローブ
大学が協定校として増え、さらに2020年度春期より留学を
目指す学生を対象とした留学準備講座を新規開講しました。
2021年度もオンラインを活用しながら様々な形で多くの学
生の国際交流をサポートしていきます。

本学の奨学金制度には、海外留学をする学生対象・外国人留学生対象のものがあります。
学外奨学金の紹介・推薦も行っています。2020年度の受給実績は、以下の通りです。
海外留学をする学生対象
＜学内＞
東京女子大学国際交流奨学金
東京女子大学新渡戸稲造国際奨学金
＜学外＞
日本学生支援機構海外留学支援制度(2020年度採用)（協定派遣・双方向協定型）

日本学生支援機構海外留学支援制度(2019年度採用)（協定派遣・短期研修研究型）

国際交流センター長 赤堀 三郎

2020年度行事
【前期】
5月 19日（火）JSAFオンライン説明会（留学ガイダンス）
22日（金）SI-UKオンライン説明会（イギリス留学）
6月 1日（月）オンライン留学説明会～入門編～
4日（木）オンライン留学説明会～入門編～ （1回目と内容は同じ）
8日（月）協定校説明会～欧米～
9日（火）JSAFオンライン説明会（JSAF留学）
11日（木）協定校説明会～オセアニア～
15日（月）オンライン留学体験談
16日（火） JSAFオンライン説明会（IELTS説明会）
17日（水）第1回オンライン留学生交流会
18日（木）オンライン留学体験談
22日（月）オンライン留学体験談
25日（木）オンライン留学体験談
29日（月）オンライン留学体験談
7月 1日（水）第1回日本語プログラム参加者とのオンライン交流会
2日（木）オンライン留学体験談
8日（水）第2回オンライン留学生交流会
10日（金）タイ・チェンマイ大学夏期オンラインプログラム説明会

外国人留学生対象
＜学内＞
東京女子大学国際交流奨学金

A.K.ライシャワー学費支援奨学金
東南アジア広瀬弘忠国際奨学金
＜学外＞
日本学生支援機構留学生受入れ促進プログラム
長谷川留学生奨学財団
日本学生支援機構海外留学支援制度(2019年度採用)（協定受入・双方向協定型）

9月

8. 国際交流センターニュースの発行
発行日

主な内容

54号

2020.5.15

センター長からのメッセージ・国際交流センター案内・新年度行事（説明会）

55号

2020.9.3

56号

2020.12.11

秋の留学フェア・後期オンラインIELTS対策講座・英語能力試験奨学金ほか
新しい協定校の報告・英語能力試験奨学金・次年度行事ほか

2020年度 国際交流センター運営委員会
国際交流センター長
赤堀 三郎(社会学専攻)
運営委員
鶴田 知佳子（国際英語学科）近藤 裕子（人文学科）森 万佑子（国際社会学科）
前川 あさ美（心理・コミュニケーション学科）厚芝 幸子（数理科学科）
松尾 慎（日本語科目・大学院担当）
事務職員
原田 知恵子・甲木 綾・山戸 ジーナ・芦澤 理恵子・村上 優衣
2020年度活動報告
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A.K.ライシャワー学寮奨学金

【後期】
18日（金）第1回2020年度後期オンラインIELTS対策講座説明会
25日（金）第2回2020年度後期オンラインIELTS対策講座説明会
10月 5日（月）JSAFオンライン説明会（留学ガイダンス）
7日（水）大学の留学制度説明会
9日（金）IELTS説明会（英検）
12日（月）英語圏協定校説明会
14日（水）SI-UK説明会
19日（月）留学体験談
11月 5日（月）JSAF留学説明会
12日（木）スペイン・アルカラ大学アルカリングア
春期オンライン語学研修説明会
18日（水）第2回日本語プログラム参加者とのオンライン交流会
23日（月）サンガレン・シンポジウム説明会
12月 2日（水）タイ・チェンマイ大学春期オンラインプログラム説明会
8日（火）アメリカ・カリフォルニア大学アーバイン校
春期オンラインプログラム説明会
14日（月）トビタテ留学JAPAN！第14期学内説明会

東京女子大学
国際交流センター
2020年度
活動報告

〒167-8585
東京都杉並区善福寺2-6-1
2-6-1, Zempukuji, Suginami-ku, Tokyo, JAPAN
TEL: 03-5382-6460（直通）FAX: 03-5382-6463
Email: iec@office.twcu.ac.jp

2. 海外への留学

1. 海外からの留学生
2020年度外国人留学生在籍者数：45名
（在留資格「留学」を有する者 正規課程留学生32名、非正規生*4名）
国籍の内訳：韓国25名、中国15名、台湾3名、ベトナム、ミャンマー 各1名
学年
大学院
学部

正規課程留学生

非正規生*

合計

-

0

0

-

-

0

2

7

7

4

43

1

2

3

4

博士後期

0

0

0

博士前期

2

0

現代教養

13

12

合 計

45

*非正規生は韓国・中国の協定校からの交換留学生
国際交流センターの留学生支援

＊ 留学生オリエンテーション
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

＊ 留学生の集まり
毎月初めに在籍確認、授業・生活・奨学金・在留関係・地域交流・安全対策な
どの情報提供を行いました。

■新たな協定校について
2020年度、台湾の国立台湾師範大学、オーストラリアのラトローブ大学と
新たに協定を結びました。

■2020年度の留学の実績

◆ オンライン留学生交流会
在学留学生との交流会
～第1回～
日 時：6月17日（水）15:30-16:30
参加者：留学生、日本人学生 合計10名
～第2回～
日 時：7月8日（水）15:45-16:45
参加者：留学生、日本人学生 合計10名
■ 日本語プログラム参加者とのオンライン交流会
2019年度日本語プログラム参加者とのオンライン交流会を実施しました。
海外からは、ミシガン大学（アメリカ）、ブリュッセル自由大学（ベル
ギー）、梨花女子大学（韓国）、東海大学（台湾）の学生が参加し、
本学の学生と交流を楽しみました。
～第1回～
日 時：7月1日（水）13:30-14:00
参加者：日本語プログラム参加者、本学の卒業生及び在学生 合計19名
～第2回～
日 時：11月18日（水）14:00-15:00
参加者：日本語プログラム参加者、本学の卒業生及び在学生 合計8名
右は参加者の犬の写真です。
それぞれ写真を共有しながら
交流しました。

※2020年度の以下の行事は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。
留学生歓迎会、日本研修旅行、クリスマス会、日本語プログラム、
マウントホリオーク大学学生の受入れ

5.オンラインプログラム
2020年度は、協定校、語学研修の派遣先大学、本学が加盟している
GTIコンソーシアムの加盟大学から提供されるオンラインプログラムの
紹介を行いました。
【夏期語学研修】
ENGLISH

学部
アルバータ大学
（カナダ・アルバータ州）

〔協定校留学〕
グリフィス大学（オーストラリア） 2020年度前期・後期 1名（国際英語専攻）
※途中帰国をし、その後日本でオンライン授業を履修
エジンバラ大学（イギリス） 2019年度後期‐2020年度前期 1名（国際関係専攻）

1. Language and Culture

期

期
間：6月15日(月)～8月18日(火)
2. Academic Skills

間：①7月13日(月)～8月17日(月)
②9月14日(月)～10月19日(月)

- Online General English

〔認定校留学〕

期

ダブリンシティ大学
（アイルランド・ダブリン）

■IELTS学内試験
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

■オンラインIELTS対策講座
語学試験IELTSについて、外部講師による対策講座をオンラインで
実施しました。
（前期）新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。
（夏期）最少催行人数を満たさなかったため中止。
（後期）2020年10月-12月 計15回実施 受講者数 12名

間：9月22日(火)～10月7日(水)

KOREAN
梨花女子大学
（韓国・ソウル）

- English Plus SDGs Training
Certificate Program
～Session1～
期

2020年度はオンラインで留学WEEKSを5月19日-7月2日、秋の留学フェアを
10月5日-10月19日に行い、各種説明会や体験者の報告会を行いました。
また、オンラインで留学
が学生の留学の個別相談に
応じました。

期

参加人数：15名（1~3の合計）

チェンマイ大学
（タイ・チェンマイ）

テネシー工科大学（アメリカ） 2019年度後期‐2020年度前期 1名（国際関係専攻）

■留学説明会および個別相談の実施

期
間：8月5日(水)～9月10日(木)
3. Intercultural Communication

間：5月18日(月)～8月24日(月)

ブリストル大学（イギリス） 2019年度後期‐2020年度前期 1名（英語文学文化専攻）
バルパライソ大学（アメリカ） 2019年度後期‐2020年度前期 1名（英語文学文化専攻）

ヨーク大学
（イギリス・ヨーク）

- Short Courses for Skills Improvement

フレーザーバレー大学（カナダ） 2019年度後期‐2020年度前期 2名
（言語科学専攻1名、英語文学文化専攻1名）
アルバータ大学（カナダ） 2019年度後期‐2020年度前期 3名
（英語文学文化専攻1名、国際関係専攻1名、国際英語専攻1名）

*2020年度後期留学開始の派遣は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

2020年度留学生対象行事
2020年度は留学生を対象に以下の行事を実施しました。

.

- 韓国語短期集中コース

間：8月17日(月)～8月28日(金)

～Session2～
期

期

間：8月5日(水)～8月25日(火)

参加人数：5名

間：8月31日(月)～9月11日(金)

参加人数：3名（Session1,2の合計）

【春期語学研修】
ENGLISH
カリフォルニア大学アーバイン校
（アメリカ・カリフォルニア州)

ヨーク大学
（イギリス・ヨーク）

- Conversation & Culture Program

- Open access online courses

期

期

間：2月1日(月)～2月12日(金）

参加人数：1名

間：1週間～4週間
(選択コースにより異なる)

ダブリンシティ大学
（アイルランド・ダブリン）
- Online General English
期

間：1週間～

■オンライン留学準備講座
2020年度春期より、留学を目指す学生を対象とした留学準備講座を
新たに開講しました。
実施期間：2021年2月8日-3月1日 計4回実施 受講者数 8名

3.ケンブリッジ教養講座
本講座は語学研修と異なり、英語で行われる講座を通して本学の教育理念である
リベラル・アーツに触れる機会を提供するものです。研修を修了し、所定の成績
を修めた場合、総合教養科目（2017年度以前入学者）または挑戦する知性科目
（2018年度以降入学者）の単位認定の対象となります。
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

SPANISH
アルカラ大学アルカリングア
（スペイン・アルカラ）
- スペイン語 オンラインコース
期

間：3月8日(月)～3月26日(金)

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

- French Online Classes
期

- 韓国語 海外短期コース
～2月短期～
期

間：1月29日(金)～2月22日(月)

間：2月15日(月)～3月12日(金)

CHINESE

梨花女子大学
（韓国・ソウル）

期

2017年度より、「挑戦する知性」教育改革プロジェクトの一環として、“スタ
ディ・ツアー”を開始しました。学生の国際的な視野を養い、主体的な海外体験
へのステップとなることを目的としています。

西部カトリック大学
（フランス・アンジェ）

KOREAN

～3月短期～

４.スタディ・ツアー

FRENCH

東海大学
（台湾・台中）
- 2021 Online Spring and Culture
Program
期

間：3月2日(火)～3月19日(金)

参加人数：1名

間：3月5日(金)～3月25日(木)

【春期研修】
ENGLISH
チェンマイ大学
（タイ・チェンマイ）
- 2021 Spring Virtual Learning
Program (SDGs)
期

間：2月8日(月)～2月19日(金)

※参加希望者が最少催行人数を満たさず中止

FPT大学
（ベトナム・ハノイ）
- Culture Exchange プログラム
期

間：2月6日(土)～4月3日(土)の
土曜日のみ

