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前期にインターンシップ学生として 本学で活動した Melissa Louise
Johnson さんと Dure-Maknoon Ahmed さんから、日本での生活について
の報告が届きました。2 人は、アメリカのマウントホリオーク大学の学生
です。5 月 18 日から 7 月 21 日まで約 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。

TWCU 2019 Summer Experience
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日本研修旅行

留学出願締切

「留学生のための日本研修旅行」を 10 月 26 日（土）に実施

協定校留学

しました。今年度は、留学生 8 名が引率の溝口昭子先生と千

留学先

葉県のマザー牧場と鋸山日本寺を訪れました。マザー牧場で
は動物と触れるのを楽しみ、鋸山では日本寺にたどり着くま
でに山道を歩きました。当日は天気に恵まれ、日本文化に親
しむ 1 日を過ごしました。

英語圏協定校
誠信女子大学校
梨花女子大学
上海外国語大学
英語圏協定校
梨花女子大学
上海外国語大学
台湾協定校

留学開始時期

出願締切

2021 年度前期

2020 年 6 月下旬予定

2021 年度後期

2020 年 12 月上旬予定

認定校留学
留学開始時期

出願締切

2020 年度後期

2020 年 6 月上旬予定

2021 年度前期

2020 年 12 月上旬予定

留学相談好評実施中
留学生との交流会

ライシャワー館にて、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。在学中に留学するにあたっての準

東京女子大学では、正規の留学生、中国の上海外国語大学、

備や計画、英語力についての相談、国毎の特徴や海外生活

韓国の誠信女子大学校から交換留学生が勉強しています。

の特徴などについてお答えします。インターネット環境と

留学生との交流会をライシャワー館にて実施しました。

PC、各種資料を常設しているので海外の大学のホームペー

参加した学生は、それぞれの国の文化の違い、交換留学生が

ジを見ながら相談に応じることもできます。ぜひ活用して

日本に留学して体験したことなどについて話し、異文化交流

ください！

を楽しんでいました。

日時：学期中の火曜日・水曜日・金曜日

12:30-16:30

場所：ライシャワー館 1 階 D 室
留学生との交流会
2019 年 11 月 12 日（火）
12:30-13:10 参加者 7 名

協定校が増えました！
台湾の輔仁大學が新たに東京女子大学の協定校になりま
した！

Facebook・Instagram 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、語学研
修の様子、協定校の担当者が訪問した際の報告などを掲載
しています。また、東京女子大学公式 Instagram でも写
真を掲載しています！是非ご覧ください！

英語能力試験奨学金
英語能力試験奨学金の出願を受け付けています。英語能力試験奨学金は、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制度です。募集タイプは下記の 3 つです。
募集タイプ

A

B

C

対象試験

TOEFL iBT または IELTS

対象者

本学学部生・大学院生（博士前期課程）で、2019 年 4 月以降に当該試験を受験しており、
締切日までにスコアの証明書コピーが用意できる者

採用人数

制限なし（応募人数によっては選考があります。）

補助額

¥3,000

¥5,000

¥10,000

スコア条件

TOEFL iBT 46-59 または
IELTS 5.5

TOEFL iBT 60-78 または
IELTS 6.0

TOEFL iBT 79 以上または
IELTS 6.5 以上

出願方法

本学公式サイトより「申請書」を入手し、申請書・スコア証明書のコピーを国際交流センターへ提出

出願期間

2019 年 12 月 2 日（月）- 2020 年 1 月 10 日（金）

支払方法

本人の口座に振込（2020 年 3 月末日までに振込）

2020 年度に向けて（予定）
国際交流センターでは、2020 年度も海外体験の充実・留学実現のための取り組みを行います。詳細は下記のとおり
です。変更される可能性もありますので、掲示・Twitter・ホームページなどで確認してください。

2020 年 4 月

IELTS（アイエルツ）対策講座募集説明会

IETLS の対策講座を大学主催で行う予定です。実施期間は 2020 年 5 月～7 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 2020 年 4 月です。

2020 年 4 月

ケンブリッジ教養講座募集説明会

2020 年度のケンブリッジ教養講座の募集説明会は 2020 年
4 月に行います。応募にあたって必要な英語力・学力の目安は

2.5

右記のとおりです。

2020 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

2020 年度の語学研修（夏期）の募集説明会は 2020 年 4 月に行います。募集研修先は、現在検討中です。

2020 年 4 月-5 月

留学 WEEKS2020、協定校留学説明会（対象：アジア・北米・欧州・オセアニア）

留学に関連する各種説明会を 2020 年 4 月～5 月に行います。また、2021 年 2 月～3 月留学開始となるアジア・オセアニアや
2021 年 8 月～9 月留学開始となる北米・欧州の協定校留学の募集説明会を行います。

2020 年 6 月中旬および 11 月下旬

IELTS 学内試験

IETLS の公式試験を大学で行います。

2020 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。

2020 年 6 月下旬

協定校留学出願締切（対象：アジア・オセアニア）

2021 年 2 月-3 月留学開始のアジア・オセアニアの協定校出願締切は 6 月下旬を予定しています。

2020 年 8 月-9 月 短期海外研修の実施
2020 年 9 月 IELTS（アイエルツ）対策講座募集説明会
前期と同じく、IELTS 対策講座の募集説明会を行います。対策講座の実施期間は 2020 年 10 月-12 月です。

2020 年 10 月

秋の留学フェア、協定校留学説明会（対象：アジア・北米・欧州・オセアニア*）

留学に関連する各種説明会を 2020 年 10 月に行います。また、2021 年 8 月～9 月留学開始となるアジア・北米・欧州・オセア
ニアの協定校留学の募集説明会を行います。

*一部の大学に限る

