6．2021年度を振り返って

7. 奨学金

2021年度は、前年度と同様、新型コロナウイルス感染症流行

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。2021年度の受給実績は、以下の通りです。

の影響下、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17名の正規留学生を本学に迎えることができ
ました。2019年度より開始された日本語プログラムは、コロナ禍
にあって今年度も実施が叶いませんでしたが、オンラインを通して
本学の学生と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、アメリカのカリフォルニア大学デイビス校とタイの
シーナカリンウィロート大学が新たに協定校として加わったほか、
本年2月には、春期に留学を目指す学生を対象とした留学準備

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(2021年度採用)（協定派遣・双方向協定型）
官民協働海外留学支援制度(第12期)

講座を実施しました。2022年度も引き続き、オンラインの手段も
活用しながら、さまざまな形で多くの学生の国際交流をサポートし
外国人留学生対象

てまいります。
国際交流センター長

＜学内＞
東京女子大学国際交流奨学金*

赤堀 三郎
A.K.ライシャワー学寮奨学金

東京女子大学
国際交流センター
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A.K.ライシャワー学費支援奨学金

Tokyo Woman’s
Christian University

東南アジア広瀬弘忠国際奨学金
＜学外＞
国費外国人留学生奨学金

2021年度行事
【前期】 （オンラインで実施）
4月

8日（木）IELTS対策講座説明会
9日（金）留学の基礎知識・準備説明会
13日（火）オンラインヨーク語学研修説明会
14日（水）留学ガイダンス ～留学専門機関JSAFによる説明会～
16日（金）本学の留学制度・奨学金説明会
19日（月）IELTS説明会（英検）
23日（金）協定校留学説明会（英語圏/北米・欧州）
26日（月）協定校留学説明会（英語圏/オセアニア）
27日（火）協定校留学説明会 （ｱｼﾞｱ圏）
5月 6日（木）SI-UK説明会 ～留学エージェントによる説明会（1）～
1４日（金）JSAF留学説明会 ～留学エージェントによる説明会（2）～
20日（木）オンラインｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ教養講座説明会
6月 21日（月）～オンライン日本語プログラム
7月～2日（金）オンライン日本語プログラム

【後期】
9月

17日（金）IELTS対策講座説明会（1回目）
24日（金）IELTS対策講座説明会（2回目）
10月 ７日（木）本学の留学制度説明会
14日（木）協定校留学説明会（英語圏）
21日（木）協定校留学説明会（ｱｼﾞｱ圏）

日本学生支援機構留学生受入れ促進プログラム

International Exchange Center
Annual Report 2021

長谷川留学生奨学財団
長坂国際交流財団
朝鮮奨学金
日本学生支援機構海外留学支援制度(2021年度採用)（協定受入・双方向協定型）

8. 国際交流センターニュースの発行
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発行日
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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）

2021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）大橋 義武（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）
石井 恵理子（日本語科目・大学院担当）
事務職員
原田 知恵子・渡辺 訓子・山戸 ジーナ・村上 優衣
2021年度活動報告
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東京女子大学
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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
2021年度外国人留学生在籍者数：51名
（在留資格「留学」を有する者 正規課程留学生38名、非正規生0名）
国籍の内訳：韓国29名、中国18名、台湾2名、ベトナム1名、スペイン1名

学年

大学院
学部

正規課程留学生

■新たな協定校について
2021年度、アメリカのカリフォルニア大学デービス校、タイのシーナカリンウィ
ロート大学と新たに協定を結びました。

■2021年度の留学の実績
合計

-

0

0

〔協定校留学〕

-

-

0

5

なし

13

7

0

46

2

3

4

博士後期

0

0

0

博士前期

3

2

現代教養

14

12

合 計

51

5.オンラインプログラム
2021年度は、協定校、語学研修の派遣先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

非正規生*

1

.

学部

〔認定校留学〕
なし

ヨーク大学
（イギリス・ヨーク）
1. English Language and Culture
期
間：8月16(月)～8月27日(金)
2. Intercultural Communication
期

■留学説明会および個別相談の実施

＊ 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。
2021年度行事
2021年度は以下の行事を実施しました。
■ 2021年度日本語プログラム
2021年の日本語プログラムは新型コロナウイルス感染症の影響により、
オンラインで実施しました。本学の協定校であるオーストラリア・グリフィス
大学、タイ・シーナカリンウィロート大学、韓国・梨花女子大学が参加しまし
た。
6月23日（水）と6月30日（水）は東女生との交流会やホストファミリーと
の交流会を企画し、本学の学生とも交流しました。
＜プログラムの詳細＞
・実施期間：6 月21日（月）～7月2日（金）16:00-17:30
＜参加者数の詳細＞
・プログラム参加留学生：12名 （オーストラリア・グリフィス大学：2名、
タイ・シーナカリンウィロート大学：5名、韓国・梨花女子大学5名）
・授業内の日本語サポーター(本学の参加者数）：15名
・東女生との交流会（本学の参加者数）：9名
・ホストファミリーとの交流会（本学の参加者数）：5名

2021年度はオンラインで留学WEEKSを4月8日-5月14日、秋の留学フェアを
9月17日-10月28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、留学
が学生の留学の個別相談を対面とオンラインで対応
しました。

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

期

期

間：8月16日(月)～8月27日(金)

期

間：8月23日(月)～9月３日(金)

～Session3～
期

間：8月30日(月)～9月10日(金)

間：通年・毎週月曜日スタート

FRENCH

KOREAN

西部カトリック大学
（フランス・アンジェ）
- French Online Classes
期

間：8月2日(月)～8月13日(金）

梨花女子大学
（韓国・ソウル）
- 韓国語短期集中コース
期

間：8月４日(水)～8月20日(金)

期

間：9月1日(水)～9月17日(金)

■オンラインIELTS対策講座

CHINESE

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）2021年5月、6月 計15回実施 受講者数 31名
（後期）最少催行人数を満たさなかったため中止。

東海大学
（台湾・台中）
- 2021 Summer Language and
Culture Program

期

間：8月9日(月)～8月27日(金)

■オンライン留学準備講座
2020年度に引き続き、留学を目指す学生を対象とした留学準備講座を
オンラインで実施しました。
（夏期）最少催行人数をみたさなかったため中止。
（春期）2022年2月7日-2月16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、挑戦する知性科目の単位認定の対象となります。

【春期語学研修】
ENGLISH

2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

SPANISH

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)

右はホストファミリーとの
交流会の様子です。

- スペイン語 オンラインコース

期

期

間：2月11日(金)～2月25日(金）

CHINESE

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。
2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

アルカラ大学アルカリングア
（スペイン・アルカラ）

- Conversation & Culture Program

４.スタディ・ツアー
※2021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・交流会、日本研修旅行、クリスマス会

～Session1～

１週間から申込可能

■IELTS学内試験
留学に必要な語学試験であるIELTSの本試験を、学内で実施しました。
（前期）新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。
（後期）2021年11月20日 6名受験

- English Plus SDGs Training
Certificate Program

～Session2～

*2021年度の渡航留学は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

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
2021年度は入国制限措置により来日できない学生がいたため、
対面とオンラインで実施。

間：8月31日(火)～９月10日(金)

チェンマイ大学
（タイ・チェンマイ）

東海大学
（台湾・台中）
- 2022 Spring Language and
Culture Program
期

間：3月1日(火)～3月18日(金)

間：2月28日(月)～3月18日(金)

