Welcome to Tokyo Woman’s Christian University

International
Exchange Center News
国際交流センターニュース・2018.4.2(Mon)

18-1(vol.48)

Message
日本の女子高等教育に北米のプロテスタント諸教派の方々が差し伸べてくださった支援によって東
京女子大学が歩みはじめて 100 年。日本から世界へ、世界から日本へと、学生のみなさんがグロー
バルな学びを豊かにできるように国際交流センターは支援をしています。協定校 24 校への長期留学
や、長期休暇中には本学第二代学長、安井てつ先生ゆかりのイギリス・ケンブリッジ大学ヒューズ
ホールでの教養講座、アメリカ、イギリス、中国、韓国、フランス、アイルランド、スペインでの
語学研修といった短期での留学体験、さらに短期のスタディ・ツアーも実施しています。この研修
は、教員がみなさんと共に海外での学ぶを深めていくものです。ドイツ・フランスの歴史展示を巡る研修や韓国の英語
教育を視察する研修が実施され、今年度も新しい研修が予定されています。また、トビタテ！留学 JAPAN など、外部の
奨学金への申請についてのアドバイスやライシャワー館での留学計画の個別相談を行っています。海外の大学のホーム
ページの見方など、分からないことを気軽に相談して積極的に活用してください。海外からの留学生を支援するバディ
や交流会なども行われています。海外で学ぶことは語学力を伸ばすだけではなく、その国の生活や人々に触れ、異なる
文化を理解し、多様な価値観、生き方を理解することになります。将来海外で研究や仕事をしたり、日本でグローバル
な企業で多文化の人と共に活躍するなど、みなさんの国際的なキャリアにつながる基盤づくりをサポートしていくこと、
それが国際交流センターの目指しているところです。ぜひ、一度センターを訪ねてきてください。
国際交流センター長
唐澤 真弓

International Exchange Center

～国際交流センター～

東京女子大学に在学する外国人留学生、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。
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International Students
今年度は新たに中国・韓国から外国人留学生 10 名と韓国・誠信女子大学校から 3 名の交換留学生を東京女子大学に迎
えました。留学生は 31 名に増えました。センターでは、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 WEEKS2018

国際交流センターでは留学に関する各種説明会を行います

1. Edinburgh 大学担当者来日特別説明会

8.

4 月 13 日（金）12：30~13：10
場所：24101 教室
協定校イギリスのエジンバラ大学より担当者が
来日し、大学の説明を行います。

2. 留学説明会（外部担当者：JSAF）

Australian Catholic 大学担当者来日特別説明会
5 月 22 日（火）12：30~13：10
場所：24101 教室
協定校オーストラリアのオーストラリアンカソリック大
学より担当者が来日し、大学の説明を行います。

9．エージェントによる説明会

4 月 26 日（木）12：30~13：10
場所：24201 教室
留学について基本的な説明を、留学専門機関(JSAF)から
講師を招いて行います！

3. 留学説明会（東京女子大学）

【SI-UK】5 月 23 日（水）12：30-13：10
【JSAF】 5 月 24 日（木）12：30-13：10
場所：24201 教室
留学サポートを行うエージェントによる説明会です。

10．英語圏協定校留学説明会（オセアニア）

5 月 14 日（月）12：30~13：10
場所：24201 教室
学内の留学制度を中心に基本的な説明を行います！

5 月 25 日（金）12：30～13：10
場所：24201 教室
東京女子大学の協定校留学について説明します！
2019 年度前期からの留学（オセアニア）が対象です。

4. 語学試験説明会
5 月 15 日（火）： IELTS 説明会
5 月 16 日（水）： TOEFL 説明会
いずれも 12：30~13：10 場所：24201 教室
留学に必要な語学試験について説明します！

5. 留学報告会

留学の出願締切
留学の出願締切は以下の通りです。学部生の出願書類の配
付・受付は国際交流センター、大学院生は学務課です。

5 月 17 日（木）と 18 日（金）12：30~13：10
場所：24201 教室
留学を終えた先輩の体験談が聞けます！

6. 英語圏協定校留学説明会（北米・欧州）
5 月 17 日（木）18：10~19：30
場所：24201 教室
東京女子大学の協定校留学について説明します！
2019 年度後期からの留学（北米・欧州）が対象です。

協
定
校

種類

留学開始

出願締切

誠信女子大学校

2019 年 2 月

2018/7/9(月)17:00

上海外国語大学

2019 年 2 月

2018/7/9(月)17:00

東海大學

2019 年 9 月

2018/12/10(月)17:00

2019 年 2 月

2018/7/9(月)17:00

2019 年 9 月

2018/12/10(月)17:00

英語圏協定校
（オセアニア）
英語圏協定校
（北米・欧州）

7.

協定校留学説明会（アジア）
【韓国・誠信女子大学校】5 月 21 日（月）
【中国・上海外国語大学/台湾・東海大學】5 月 22 日（火）
いずれも 12：30~13：10 場所：24201 教室
2019 年度前期からの留学（韓国・中国・台湾）が対象です。
誠信女子大学校に留学していた先輩の体験談も聞けます！

認
定
校

種類
留学

留学開始

出願締切

2018 後期

2018/6/8(金)17:00

2019 前期

2018/12/10(月)17:00

Cambridge Program 2018
2018 年度のケンブリッジ教養講座の募集を行います。
実施期間：8/5（日）- 8/31（金）
＜条件＞ ※詳細は説明会にて






2018 年度 2 年次以上の学部生・大学院生
自発的に学習し積極的に参加できる者
協調性があり、互いに尊重できる者
異文化に柔軟に適応し団体行動できる者
講座受講に必要な学力・語学力を有する者

2.5

TOEFL

TOEFL

iBT

PBT/ITP

65

500

2018 年 4 月 13 日（金）12：30～13：10
場所：24202 教室
ケンブリッジ教養講座の基本的な概要と申込みについて
の説明を行います。申請用紙の配付も行います。希望者は
必ず参加してください。

申込締切

学力・英語力基準（目安）：クリアしていない場合でも申込可
GPA

募集説明会

IELTS

TOEIC

英検

5.0

600

準1級

掲
2018 年 4 月 25 日（水）17:00 国際交流センター
※面接選考の日時は未定です

選考結果発表
2018 年 4 月 27 日（金）10:00 国際交流センター前掲示板

Language Programs
長期休暇期間中に海外で語学研修を受けるプログラムです。研修先は 2017 年度と同じです。2018 年度夏休みの研修参
加を希望する人は必ず「語学研修（夏期）総合説明会」に出席した上で、参加を希望する研修先の個別説明会に出席し
てください。
（総合説明会の内容は 2 回とも同じです。どちらか 1 回に参加してください。）

語学研修（夏期）総合説明会

語学研修説明会（個別）

2018/4/12(木)12:30-13:10 24202 教室

場所：英語研修/24202 教室 第二外国語/24201 教室

2018/4/16(月)12:30-13:10 24201 教室

時間：いずれも 12:30-13:10
詳しくは下記「詳細と説明会スケジュール」参照

参加までの流れをチェック！
4/12or4/16

4/17-4/25

5/8 17:00

5/10 10:00

説明会（総合）

申込を希望する
研修先の
個別説明会に参加

締切までに

参加者発表を確認

申込書類を提出

学習会や説明会の
スケジュール確認

参加申込書をもらう

提出先：国際交流センター

＜研修先の詳細・各研修先の説明会スケジュール＞

英語
研修先

セントマイケルズ大学

ヨーク大学

カリフォルニア大学デービス校

国・地域

アメリカ・バーモント州

イギリス・ヨーク

アメリカ・カリフォルニア州

期間

8/19（日）～9/12（水）

8/19（日）～9/16（日）

8/9（木）～9/9（日）

宿舎

ホテルステイ

学寮とホームステイ

ホームステイ

授業

本学学生のみ

本学学生のみ

他国・他大生と合同

募集人数

30 名

30 名

25 名

説明会

12:30~13:10 24202 教室

4 月 17 日(火)

4 月 20 日(金)

12:30~13:10 24202 教室

4 月 25 日(水)

12:30~13:10 24202 教室

韓国語

フランス語

中国語

研修先

梨花女子大学

西部カトリック大学

上海外国語大学

国・地域

韓国・ソウル

フランス・アンジェ

中国・上海

期間

8/26（日）～9/14（金）

8/6（月）～9/4（火）

8/2（木）～9/1（土）

宿舎

学寮

学寮

学寮

授業

他国・他大生と合同

他国・他大生と合同

他国・他大生と合同

募集人数

制限なし

制限なし

制限なし

説明会

12:30~13:10 24201 教室

4 月 23 日(月)

Spring Programs
Feb-Mar In 2019

4 月 19 日(木)

12:30~13:10 24201 教室

4 月 18 日(水)

12:30~13:10 24201 教室

2019 年 2～3 月の春の研修については、10 月に説明会を行います。
春期研修実施先：(英語) ダブリンシティ大学、カリフォルニア大学アーバイン校
(スペイン語)アルカラ大学

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：2018 年 6 月 23 日（土）
2 回目：2018 年 11 月 17 日（土）
申込書は国際交流センターで配布しています。

協定校が増えました！
2017 年度に以下の大学と新たに協定を締結しました。




東海大學（台湾）
グリフィス大学, フリンダース大学（オーストラリア）
ヴィクトリア大学ウェリントン,
カンタベリー大学（ニュージランド）

海外渡航をする学生へ

◆◇◆語学試験の点数を伸ばしたい学生へ◆◇◆

個人旅行や親族/知人訪問、個人で参加する語学研修等、

留学に必要な英語試験対策講座があります！

短期間でも海外へ渡航する際は国際交流センターへ届出

＜前期＞IELTS 対策講座
IELTS の対策講座を学内で実施します。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
2018 年 4 月 11 日（水）12:30-13:10 24101 教室
申し込み
2018 年 4 月 12 日（木）開始 *先着順、定員に達し次第終了
講座内容
定 員：60 名 *レベル別 3 クラスに分かれます
場 所：東京女子大学内
受講料：18,000 円（税込）*別途テキスト代 3,942 円が必要です
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。日本人またはネイティブの
講師が担当します。
クラス分けテスト：2018 年 4 月 20 日（金）18:15 開始
講座日程：4 月 27 日（金）
5 月 7 日（月）
・11 日（金）
・14 日（月）
18 日（金）
・21 日（月）
・25 日（金）
28 日（月）
6 月 1 日（金）
・ 4 日（月）
・ 8 日（金）
・
11 日（月）
・15 日（金）
・18 日（月）
・
22 日（金）
（各回 18:15-19:45）全 15 回
★対策講座 参加までの流れ★
1. 募集説明会に参加（4/11）
2. 申し込み（4/12-4/19）
3. 受講料等支払い
4. プレイスメントテストの受験（4/20）
5. 講座の受講（4 月の金/5 月の月・金/6 月の月・金）
6. （希望者）公式試験の受験（6/23 実施・申込締切 6/8）

の提出が必要です。
提出方法
＜短期滞在者：滞在期間が 3 か月未満＞
外務省が実施している「たびレジ（外務省旅行登録）
」に
登録してください。登録内容を A4 用紙 1 枚に収めて印
刷し、国際交流センター窓口へ提出してください。
＜長期滞在者：滞在期間が 3 か月以上＞
「海外渡航届（長期滞在者用）
」を国際交流センター窓口
へ提出してください。外国に 3 か月以上滞在する場合は
旅券法第 16 条により、
「在留届」の提出が義務付けられ
ていますので、現地で必ず行ってください。
メールアドレスについて
渡航届に記入するアドレスは、よく使うパソコン用のア
ドレスを使用してください。メールで連絡をすることが
あります。メールは定期的確認し、必要があれば返信を
してください。
渡航の際の注意

 外務省が実施している「たびレジ」に登録する
 外務省の海外安全ホームページをチェックする
 現地での注意点や国際情勢も事前に調べておく
 渡航先最寄の大使館/総領事館の発表を確認する
 外務省のオンライン安否確認システムを活用する
 身の安全を第一に行動し、危機管理意識を持つ
 注意喚起が出ている地域への渡航は避ける
 渡航前に、海外旅行保険に加入する
 緊急時の連絡先を控えておく
 国際交流センターの海外安全情報 Twitter をフォロー

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、2018 年度も
引き続き実施します。詳細は在学生限定ページの国際交
流で確認してください。出願期間は 2018 年 12 月です。

Follow us on Twitter!
@twcu_oversea

