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Message
国際交流センターでは、本学と海外とを結ぶネットワーク形成を行い、学生のみなさん
の学びが豊かなものとなるよう支援をしています。例年は、さまざまな国や地域への長
期・短期留学、教員が企画するスタディ・ツアーなどのサポートを行っていますが、昨
年より流行している新型コロナウイルス感染症の影響で、2020 年度の海外プログラム
は中止となってしまいました。そのような中で、オンラインによる語学プログラムの紹
介や、海外の学生との交流会の企画、留学を目指す学生を対象とした留学準備講座の新
規開講など、少しでも学生のみなさんの学びが途絶えないよう、新たな支援方法を模索
してきました。2021 年度も引き続きオンラインでのサポートを行っていく予定です。また、通常はライシャワー館で行
っている留学ファシリテーターによる個別相談も、2020 年度はオンラインで実施しました。わからないことなど気軽に
相談できますので、ぜひ、積極的に活用してください。依然として海外渡航が困難な状況が続いていますが、国際交流セ
ンターでは、みなさんがこの不透明な国際社会で生き抜く力を形づくる手助けをしていきます。
国際交流センター長
赤堀 三郎

International Exchange Center

～国際交流センター～

東京女子大学に在籍する外国人留学生、在学中の海外留学を目指す学生や海外研修プログラムに参加する学生はもちろ
ん、全ての学生のみなさんがより充実した国際交流の機会と豊かな経験を得られるよう様々なサポートを行っています。

Committee
今年度の国際交流センター運営委員会のメンバーは以下の通りです。
赤堀 三郎 先生（国際交流センター長）

前川

あさ美 先生（心理・コミュニケーション学科）

鶴田 知佳子 先生（国際英語学科）

厚芝

幸子 先生（数理科学科）

大橋 義武 先生（人文学科）

石井

恵理子 先生（日本語科目・大学院担当）

森

Houwen, Andrew 先生（English Native Speaker）

万佑子 先生（国際社会学科）

International Students
今年度は新たに韓国・中国・台湾・スペインから外国人留学生 18 名を東京女子大学に迎えました。留学生は 51 名に
増えました。センターでは、新型コロナウイルス収束後、留学生との交流イベントを企画していますので、ぜひ参加し
てください。

留学 WEEKS2021

国際交流センターでは留学に関する各種説明会をオンラインで行います。
説明会は後日オンデマンドで配信します。

1. IELTS 対策講座説明会

6.

留学説明会（東京女子大学）②

4 月 8 日（木） 12：30~13：00
2021 年度前期オンライン IELTS 対策講座について説明を行い
ます！

4 月 16 日（金）12：30~13：00
本学の留学制度や奨学金の説明を行います！

7.

IELTS 説明会（日本英語検定協会）

2. 留学説明会（東京女子大学）①

日時未定
※詳細が決まり次第本学ホームページで
お知らせします。
留学に必要な英語能力試験の一つ「IELTS（アイエルツ）
」
について、実施団体の担当者が説明します。

4 月 9 日（金）12：30~13：00
留学の基礎知識や準備について、基本的な説明を行います！

3. オンラインケンブリッジ教養講座説明会
日時未定
※詳細が決まり次第本学ホームページでお知らせします。

4. オンラインヨーク語学研修説明会
4 月 13 日（火）12：30~13：00
夏期に実施するオンラインヨーク語学研修についての説明を
行います！

8.

協定校留学説明会
【英語圏（北米・欧州）】4 月 23 日（金）12：30~13：00
【英語圏（オセアニア）】4 月 26 日（月）12：30~13：00
【アジア圏】
4 月 27 日（火）12：30~13：00
東京女子大学の協定校留学について説明します！

9.
5. 留学ガイダンス（留学専門機関：JSAF）
4 月 14 日（水）12：30~13：00
JSAF の担当者が、留学の基本的な説明を行います！

エージェントによる説明会

【SI-UK】5 月 6 日（木） 12：30-13：00
【JSAF】 5 月 14 日（金）12：30-13：00
留学サポートを行うエージェントによる説明会です。
認定校留学や休学での留学を考えている学生向けです。

説明会申込方法：下記 URL もしくは右の QR コードより申込を行ってください。
https://forms.gle/Hxo1ZkbgkBoTaYFV8

留学の出願締切

留学ハンドブックの配付
留学に関する手引き「留学ハンドブック」は本学ホームページ
で掲載しています。2021 年度より冊子体の配布はしませんの

留学の出願締切は以下の通りです。
出願書類の受付は、国際交流センターです。

で、各自オンラインで確認してください。

種類

留学開始

出願締切

上海外国語大学

2022 前期

2021/6/28(月)17:00

2022 後期

2021/12/6(月)17:00

2022 前期

2021/6/28(月)17:00

2022 後期

2021/12/6(月)17:00

留学資料室（2 号館 1 階）

梨花女子大学

協定校の資料、留学に関する雑誌、留学した先輩の体験談など

台湾の協定校

を閲覧できる留学資料室があります。

協
定
校

誠信女子大学校
英語圏協定校
（オセアニア）

留学個別相談（対面・オンライン）

英語圏協定校

留学経験のあるスタッフが、留学の個別相談に応じています。

（北米・欧州・

ぜひ活用してください！

オセアニア＊）

～対面～
日時：授業期間中の水曜日

＊

一部の大学のみ

12:30~16:30（事前予約不要）

場所：ライシャワー館（17 号館）1 階 D 室

種類

～オンライン(Zoom)～
日時：毎週火曜日、金曜日 13:00~16:10
申込方法：事前予約制
本学ホームページ掲載のオンライン個別相談ポスター参照
https://www.twcu.ac.jp/univ/international/studyabroad/support/

留学

認
定
校

留学開始

出願締切

2021 後期

2021/6/4(金)17:00

2022 前期

2021/12/6(月)17:00

2021 後期休学
休学＋留学

2022 前期留学
2022 前期休学
2022 後期留学

2021/6/4(金)17:00
2021/12/6(月)17:00

2021 年度夏期海外研修プログラム
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2021 年度夏期語学研修・ケンブリッジ教養講座における海外派遣およ
びスタディ・ツアーは中止することとなりました。代替として、オンラインケンブリッジ教養講座とオンラインヨーク
語学研修を実施します。2021 年度春期海外研修プログラム（語学研修、スタディ・ツアー）については、改めてお知
らせします。

Online Cambridge Program 2021
2021 年度のケンブリッジ大学ヒューズホールによるケンブリッジ教養講座はオンラインで実施します！
2 つのテーマについて、講義、セミナー、ディスカッション、リサーチ、プレゼンテーション等を行います。
申込方法・費用・募集説明会等の詳細は、決まり次第本学ホームページでお知らせします。
実施期間
2021 年 8 月 9 日（月）～ 8 月 20 日（金）※土日除く 10 日間
時間
9：00～14：00（日本時間）
授業方式
オンライン

対象
※プログラム参加者は全員本学の学生となります。
＜条件＞ ※詳細は説明会にて
◆
◆

2021 年度 2 年次以上の学部生・大学院生
TOEIC 600 以上

英語力基準（目安）：クリアしていない場合でも申込可

募集説明会
未定

オンラインヨーク語学研修
イギリス・ヨーク大学（協定校）が本学のために提供するオリジナルプログラムです！
英語力の向上を目指しながら、ヴァーチャルキャンパスツアー・ホストファミリーや現地学生との交流等
さまざまなアクティビティを通して、ヨーク大学周辺の雰囲気・文化を学ぶことができます。
実施期間
2021 年 8 月 9 日（月）～ 8 月 20 日（金）※土日除く 10
日間
時間
16：30～20：15（日本時間）
（8：30〜12：15（イギリス時間）
）
授業方式
オンライン
対象
全学生
※プログラム参加者は全員本学の学生となります。
最少催行人数
10 名

受講料
568 ポンド（約 84,600 円 ※2021 年 3 月 1 日時点）
申込期限
2021 年 5 月 6 日（木）17：00
申込方法
下記 URL もしくは右の QR コードより
申し込みを行ってください。
https://forms.gle/1MNb5Kp51FqovEXR9
募集説明会
2021 年 4 月 13 日（火）12：30~13：00
ヨーク大学の担当者が本説明会のために作成した
ビデオを用いて説明を行います。
興味がある方は、ぜひ参加してください！
※事前予約制※
下記 URL もしくは右の QR コードより
申し込みを行ってください。
https://forms.gle/LmM4hkAHDdKMvopD7

Information
IELTS 公式試験
IELTS の公式試験を学内で実施します。大学の慣れた環境で、通常 2 日かかる試験を 1 日で受けることができます。
公式試験なので、スコアは留学出願に使用可能です。
 1 回目：2021 年 6 月 12 日（土）
 2 回目：2021 年 11 月 20 日（土）
申込書は本学ホームページまたは国際交流センターまで。
※新型コロナウイルス感染症の影響により実施を中止する場合もあります。あからじめご了承ください。

◆◇◆語学試験の点数を伸ばしたい学生へ◆◇◆
留学に必要な英語試験対策講座があります！
＜前期＞オンライン IELTS 対策講座
IELTS の対策講座をオンラインで実施します。大学から補助が出るので通常より安価で受講することができます。
説明会
2021 年 4 月 8 日（木）12:30-13:00
説明会の申込方法は、本学ホームページに掲載している
スライドをご確認ください。
申し込み
2021 年 4 月 9 日（金）～4 月 27 日（火）
講座の申込方法は、説明会で説明します。
講座内容
定 員：40 名
クラス：2 クラス
① 4 技能クラス（初級）
② Speaking・Writing クラス
（申込者数が 24 名以下の場合は、4 技能クラス（初級）

受講料：15,000 円（税込、教材費込）
内 容：IELTS の出題形式を理解するとともに、スコアア
ップに必要なスキルを身に付け IELTS 6.0 以上の
取得を目指します。ネイティブの講師が担当し
ます。
クラス分け：所持している TOEIC,TOEFL, IELTS スコアにより
クラス分けをします。
講座日程：5 月 11 日（火）
・14 日（金）
・18 日（火）
21 日（金）
・25 日（火）
・28 日（金）
6 月 1 日（火）
・ 4 日（金）
・ 8 日（火）
11 日（金）
・15 日（火）
・18 日（金）
22 日（火）
・25 日（金）
・29 日（火）
（各回 18:15-19:45）全 15 回

のみの開講となります。）

英語能力試験奨学金
指定された期間に英語能力試験を受験し、条件を満たした場合に、受験料を補助する奨学金制度を、2021 年度も引き続き実
施します。詳細は本学公式ホームページで確認してください。出願時期は 2021 年 12 月～2022 年 1 月です。
協定校が増えました！
2020 年度に以下の大学と新たに協定を締結しました。
 国立台湾師範大学（台湾）
 ラトローブ大学（オーストラリア）
国際交流センターSNS

Follow us on Twitter!
東京女子大学海外安全情報

Like us on Facebook!
東京女子大学国際交流センター

