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前期にインターンシップ学生として活動した Kayla Tawa さんから、
日本での生活についての報告が届きました！アメリカのマウントホリ
オーク大学で英文学を主専攻として学んでいる Kayla さんは、5 月 21
日から 7 月 17 日までの約 2 ヶ月間、本学に滞在し、授業やキャリア・
イングリッシュ・アイランドでアシスタントを務めました。
本学学生との交流会

Message from Kayla

My Experience at TWCU
When I first arrived at TWCU for my

week in Japan. Between visiting

internship this summer I felt blind. While I

classes, meeting students, and

I had talked to the previous intern, Erin,

adjusting to life in a city as large as

briefly, I had no idea what my day-to-day

Tokyo (especially coming from the

day-to-day life would look like. Upon

rurality of my university, Mount

arriving at the Narita airport I was

Holyoke College), the first couple of

excited, but also very nervous, especially as

weeks passed quicker than I imagined

as it became glaringly obvious how little

possible. The kindness and sincerity

Japanese I knew. It suddenly hit me that I

of the students and faculty never

had agreed to spend two months in a

ceased to amaze me. From sharing

country I knew very little about, and I

their favorite candies with me, to

didn’t speak a word of their language. In

showing me around the city, to

that moment, two months seemed to be a

checking in to make sure I was

very long time.

adjusting well to life in Japan. Having

However, by the end of the two months

students drop into my office to

I was wishing, more than anything that I

introduce themselves was always the

had just one more

highlight of my day.

The more I learnt about Japanese

the students asked, questions that were

customs and culture, the more I wanted to

complex and often required more time

know, and I was always excited to explore

and research on my part to fully answer.

Japan with the students.

I loved having students come into my

I was consistently stunned by the beauty

office, or stay after my presentations to

and elegance of Japanese landscaping,

continue discussing the subject material,

architecture, and culture. During my stay,

in what became a conversation as

I had the privilege of visiting Meiji Shrine,

opposed to the lecture it began as.

Sky Tree, Kyoto, Nikko, and Kawagoe,

Through this I was able to learn more

among many others. I relished the

about Japanese culture, politics, and

opportunity to learn about Japanese

history that helped clarify many of the

history and culture by both visiting

observations I had made while in Japan.

historical sites as well asking students

By the end of my two-month stay I

questions about them. Hearing the

left my internship with more than I

perspectives of the students deepened my

initially imagined possible. While I had

understanding and appreciation of my

gained the experience helping to teach

experiences. I was always eager to ask

English that I expected I would leave

them questions about life in Japan. The

with, more importantly I had gained a

more I learnt about Japan and the life of

new perspective on my life, life in Japan,

the students, the more impressed I was by

and living in a country removed from

their kindness, determination, and

my home. More than that, I left Japan

curiosity.

with wonderful new friends and the

The students likewise exhibited these

desire to return back to Japan and

traits during my three presentations at

continue to discover everything the

Career English Island. I was initially

people and the landscape has to offer.

nervous about giving these presentations

I am so grateful to all the faculty and

and doubtful that students would be

students that made my incredible

interested and willing to attend during

experience at TWCU possible and

their lunch break. However, I was honored

unforgettable.

to have the students come and listen to
my presentations. More than that, I was
thrilled to hear the thoughtful questions

Kayla Tawa

日本研修旅行

語学試験補助奨学金

「留学生のための日本研修旅行」を 2016 年 11 月
29-30 日(土日)に実施しました。今年度は、留学生
12 名が引率の Willis Martin 先生と北陸新幹線を利用
して金沢を訪れました。1 日目は兼六園や金沢城を
見学し、
「加賀の八幡起上り」の絵付けにも挑戦しま
した。2 日目は武家屋敷界隈とひがし茶屋街の散策
と妙立寺（忍者寺）を見学しました。

語学試験の補助を行う奨学金の出願期間が始まりま
す。詳細は下記のとおりです。ぜひチャレンジして
ください。
英語能力試験補助制度(A)
対象者

学部 1~3 年次・大学院 1 年次
（博士前期課程）

対象試験

TOEFL iBT／IELTS

採用人数

上限なし

補助額
共通

条
件

取得
スコア

¥8,000
・2016 年 4 月以降に該当試験を受験していること
・締切日までにスコアの原本が手元に用意できること
TOEFL iBT 52 以上

または

IELTS 5.0 以上

1) 本学公式サイトから「申請書」を入手し、記入
出願方法

2) 申請書、スコア証明書のコピーを提出
3) 提出時にスコア証明書の原本を提示する

出願期間

2016 年 12 月 1 日（木）- 9 日（金）

支払方法

本人の口座に振込（2017 年 3 月末日までに振込）

英語能力試験補助制度(B)

留学出願締切

大学の留学制度で留学する者

対象試験

TOEFL iBT／IELTS

採用人数

上限なし

補助額

協定校留学
大学名

留学開始時期

出願締切

誠信女子大学校
上海外国語大学

2018 年 2 月
～3 月

2017 年 7 月予定

英語圏協定校
ｽﾀﾃﾞｨ・ｱﾌﾞﾛｰﾄﾞ・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
上海外国語大学

対象者

共通

条

2016 年 12 月 9 日(金)
17：00

出願先大学の条件を満たすスコアを取得していること
留学
制度別条
件

期からの認定校留学に出願予定であり、以下のスコ
アを取得していること
TOEFL iBT 79 以上（各セクション 14 以上）or
1) 本学公式サイトから「申請書」を入手し、記入

留学開始時期

出願締切

2017 年度前期

2016 年 12 月 9 日(金)
17：00

留学

出願方法

2017 年度後期

2017 年 6 月予定

2017 年度前期休学

2016 年 12 月 9 日(金)
17：00

2017 年度後期留学
2017 年度後期休学
2018 年度前期留学

2017 年 6 月予定

協定校が増えました！
カナダのフレーザーバレー大学、アルゴマ大学、イ
ギリスのランカスター大学に続いて、オーストラリ
アのウーロンゴン大学が東京女子大学の協定校に新
たに仲間入りしました。

2) 申請書、スコア証明書のコピーを提出
3) 提出時にスコア証明書の原本を提示する

出願期間
支払方法

休学＋留学

■認定校：前期からの認定校留学に出願または次年度後

IELTS 6.0 以上（各コンポーネント 5.5 以上）

認定校留学
留学の種類

・締切日までにスコアの原本が手元に用意できること
■協定校／スタディ・アブロード・プログラム：

件

2017 年 8 月
～9 月

¥25,000
・2016 年 4 月以降に該当試験を受験していること

2016 年 12 月 1 日（木）- 9 日（金）
本人の口座に振込（2017 年 3 月末日までに振込）

★Facebook 更新中★
国際交流センターの Facebook ページを知ってい
ますか？留学中の学生から送られてきた現地の写
真や、協定校の担当者が訪問した際などの報告を
掲載しています。たくさんの「いいね！」をお待
ちしています！
@twcuiec

2017 年に向けて（予定）
国際交流センターでは、2017 年 1 月よりさまざまな新しい取り組みを行います。詳細は下記のとおりです。
あくまで予定ですので変更される可能性もあります。その都度掲示・Twitter・ホームページなどで確認してください。

2017 年 1 月

オーストラリア協定校留学説明会

ウーロンゴン大学に続き、オーストラリアの協定校が２校増える予定です。
留学開始は 2018 年 2 月、出願締切は 2017 年 5 月ですが、募集に先立ち説明会を行います。

2017 年 1 月

IELTS(アイエルツ)対策講座募集説明会

留学に必要な語学試験の 1 つである IETLS の対策講座を大学主催で行う予定です。実施期間は 2017 年 5 月
～6 月の 5 限後を予定しています。
大学から受講料の補助を予定しています。
申込開始は 2017 年 4 月ですが、
募集に先立ち説明会を行います。

2017 年 4 月

ケンブリッジ教養講座募集説明会

2017 年度のケンブリッジ教養講座の募集説明会は
2017 年 4 月に行います。応募にあたって必要な英語

2.5

力・学力の目安は右記のとおりです。

2017 年 4 月

TOEFL

GPA
iBT

PBT/ITP

65

500

IELTS

TOEIC

英検

5.0

600

準1級

語学研修（夏期）募集説明会

2017 年度の語学研修（夏期）の募集説明会は 2017 年 4 月に行います。募集研修先は 2016 年度と同じです。

2017 年 5 月

留学 WEEKS2017

留学に関連する各種説明会を 2017 年 5 月に行います。

2017 年 5 月

協定校留学説明会（春期開始校：中・韓・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

2018 年 2 月～3 月留学開始となる中国・韓国・オーストラリアの大学の募集説明会を行います。

2017 年 6 月下旬および 11 月下旬

IELTS 学内試験

留学に必要な語学試験の 1 つである IETLS の公式試験を大学で行います。

2017 年 6 月下旬

危機管理オリエンテーション

海外に渡航・滞在するにあたり基本的な危険回避や対応についての説明会を行います。

2017 年 7 月初旬

協定校留学出願締切（春期開始校：中・韓・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

2018 年 2 月-3 月留学開始の中・韓・オーストラリア協定校出願締切は 7 月初旬を予定しています。

2017 年 8 月-9 月

各種海外研修の実施

ケンブリッジ教養講座・語学研修（夏期）を実施します。

