
国際学生フォーラム

テーマ：災害と人の移動：様々な人の移動をどのように受
け止め、行動するのか

期間：2月7日（水）〜2月16日（金）

参加大学（予定）：
バッサー大学、釜山外国語大学、サンパウロ大学、ハル大
学、南オレゴン大学、オタゴ大学、ウィーン工科大学など
☆17名の留学生を招待予定
開催場所：本学（校外学習あり）



趣旨と目的

近年、東日本大震災により福島の地から避難した児童・生
徒たちが避難先でいじめに遭うなどの被害が問題となった。
同様なことが、中東地域より避難する難民たちの身にも降
りかかり、大きな国際問題となっている。第７回国際学生
フォーラムでは、国内外において人災を含む災害などを理
由に移動を余儀なくされた人たちの安全や人権を様々な立
場の学生とともに考えていく。



プログラムのスケジュール

2月7日（水）海外学生チェックイン
2月8日（木）開校式・オリエンテーション／キャンパスツ
アー
2月9日（金）学外活動１（スタディツアー）
2月10日（土）学外活動２（スタディツアー）
2月11日（日）学外活動３（東京1日ツアー）
2月12日（月）講演会／発表準備
2月13日（火）国際シンポジウム1日目
2月17日（水）国際シンポジウム2日目
2月15日（木）閉会式／送別会
2月16日（金）チェックアウト



本学学生

①発表者：シンポジウムで英語を用いて発表
留学生のアテンド

②ボランティア：東京1日ツアーの企画、実施等。シンポ
ジウムの進行等。

いずれも事前授業、事前準備への参加が求められる。



今後の流れ

• 事前授業への参加
10月13日／11月17日、27日／12月8日／
1月12日、26日／2月2日

共通講義棟1号館203 16:70〜18:10（９、１０限目）

• 国際学生フォーラム全日程（2月7日〜2月16日）

• 2月下旬 報告書提出

• 3月中旬 報告書発行



2018年度
大学間交流協定に基づく
交換留学派遣学生募集説明会

2017年１０月１２日（木）

お茶の水女子大学

国際教育センター



語
学

できる

できない

• 活動の選択肢が広がる
• より高度なレベルの学
• 人脈ができる
• 難局時の対応がよりスム
ーズ

• 学術や専門分野で新しい
価値観や発想を獲得でき
る

学習・活動領域は限られるが

• 語学力が向上
• 人脈ができる
• 異文化と自国を知る
• 異文化適応能力の向上

• 留学経験から
学んだこと

• その苦労と克服
方法

• ストレス解消方
法

• ネットワーク

多様な価値観
語学力
外からみた日本
世界情勢への興
味

• 職場の国際
化・多様化の
理解や推進

• 多様な価値
観に基づくユ
ニークな発想

• 日本の課題
を意識した企
画・提案

• ネットワーク
を利用した海
外の共同研
究

• 国際学会の
参加

採用試験

将来の職場
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語や文法に注力が必
要。

洗練された会話力
があるﾚﾍﾞﾙ
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を積むことで即答
力を養い、ﾋﾞｼﾞﾈｽ
等でも対応できる
ようにする。

政治、経済、歴史や文化など幅広い分野に関し
て討論できるﾚﾍﾞﾙ

新聞･雑誌なども活用し、会話･理解力のﾃｸﾆ
ｯｸを磨く。
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海外大学院へ
の留学や、通
訳･翻訳･国際
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など、専門領
域にも通用す
る語学能力を
。
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カリキュラムデザイン（学士課程の例）
春 夏 秋 冬

１年目 ☆（長期交換
留学申込）

２年目 ☆（長期交換
留学申込）

３年目

４年目

3月



カリキュラムデザイン

（大学院進学の場合）
春 夏 秋 冬

１年目

２年目

３年目

４年目 ☆（長期交換
留学申込）

修士1年目

修士2年目 ☆（長期交換
留学申込）

修士3年目
（博士1年
目）

博士2年目
以降



� 国立台湾大学

� 国立政治大学

� モナシュ大学

� ニューサウスウェルズ大学

� 北京外国語大学

� 梨花女子大学

� ウィーン工科大学

� タンペレ大学

� バーギシェ・ブッパタール大学

� ケルン大学

� ブレーメン応用科学大学

� ブカレスト大学

� 南オレゴン大学

� カリフォルニア大学リバーサイド校

� ロンドン大学SOAS

� パリ・ディドロ大学

２０１７年度
交換留学派遣生内定先

台湾

韓国

中国

イギリス

フィンランド

アメリカ

フランス
オーストラリア

オーストリア

ドイツ

ルーマニア

スウェーデン

� リンショーピン大学

� プリンス・オブ・ソンクラ―大学

� タマサート大学

タイ

� 国立ナポリ大学オリエンターレ
君島英恵

イタリア



応募から派遣決定まで（昨年度実績）

2017年10月1日： 推薦定員・語学基準 発表

2017年10月末日： 募集〆切

2017年11～12月： 選考

書類審査＆面接審査（語学口頭試験含む）

2018年12月下旬： 合否通知予定

⇒学内推薦の「決定」

2018年3月～6月頃： 派遣先大学へ推薦、入学願書送付

受入許可書の受け取り

⇒派遣の「正式決定」



渡航準備から帰国まで

2018年3月頃～：渡航準備 ※国により異なる
o派遣先での宿舎の手配
oビザ、航空券の手配
o奨学金の手続き、切り替え等
o帰国後の予定（ex.教育実習、就職活動）

2018年4月以降：
オリエンテーション５回
（危機管理・異文化適応など）

2018年8月頃～順次： 留学先への渡航
↓

2019年1月頃～順次 帰国⇒単位認定の手続き



✔あなたの優先順位は？（４年で卒業、就職、
やりたいことを時間をかけても見つける等）

✔留学を含めた大学生活とその後の目標は明確ですか？
✔あなたの保護者（家族）は留学に賛成ですか？
✔留学をするのに充分な資金がありますか？
✔留学先で授業を聞き取り、日常生活にも支障のない
語学力がありますか？

✔大きな環境の変化に耐えられる精神力を備えて
いますか？

【国際教育センターでの相談予約】
info-ipo@cc.ocha.ac.jp

チェックリスト



応募から派遣決定まで

スケジュール 内容

平成29年10月2日 派遣先一覧公表（HP,Moodle）

平成29年10月31日17時 応募締め切り

平成29年11月上旬 第1次選考（書類選考）

平成29年11月中～下旬 第2次選考（面接選考）

平成29年12月下旬 派遣大学への推薦候補者としての決定通知

平成30年3月～ 派遣大学への推薦
※推薦時期は大学により異なります。

平成30年4月～ 派遣大学からの受け入れ許可＝派遣留学の
決定

平成30年8月～ 留学開始



応募方法

申請書類 提出場所

①申請書 Moodle＋国際課へ持参

②留学計画書 Moodle＋国際課へ持参

③推薦書 国際課へ持参

④健康診断書 国際課へ持参

⑤成績証明書 国際課へ持参

⑥語学試験結果の写し
（ある人のみ）

国際課へ持参



Moodleでのアップロード



Moodleでのアップロード



Moodleでのアップロード



Moodleでのアップロード

提出完了



奨学金の種類

• 給付型奨学金
o 返済の必要なし

o 5万円～200万円を越えるものまで様々

o 応募の条件が限定されている場合がある

o 書類選考や面接選考により受給の可否が
決定する

• 貸与型奨学金
o 返済が必須

o 月々3万～12万円の中で選択制

o 有利子／無利子

o 家計の収入基準や学力基準により受給の
可否が決定する



平成28年度 奨学金受給実績

平成28年度交換留学生：33名

トビタテ！
■書類・面接有
・月12～16万円
・渡航費
・授業料

2名

JASSO
海外留学支援制度

・月6～10万円

28名

お茶の水女子大学
海外留学奨学金

・一括10～30万円

1名

※平成28年度例です。
今年度は奨学金の支給がない可能性もあるので、金銭的に留学が
可能かどうか、留学費用を出す人と相談の上、応募してください。

佐藤陽奨学金
■書類・面接有
・月８万円
・渡航費
・一時金

2名



留学体験者と情報交換しよう

①【Facebook】

「長期留学を目指すお茶大生コミュニティ」

https://www.facebooC.com/groups/8070316059

95295/

→現地の治安、物価、大学の雰囲気など、

実際に留学しないとわからないことを

積極的に聞いてみましょう。

→選考どうでしたか？面接で

何を聞かれましたか？など、

不安に思っている事を

どんどん聞いてみてください。

→先輩はFacebookで待ってます！





その他

①【長期留学帰国生によるランチ相談会】

短期・長期留学から就職活動までご相談受け付けます！

10月18日（水）12：20-13：10 ＠ 国際教育センター
（学生センター棟305室）

留学経験者：斉藤美沙季さん

留学先：マンチェスター大学（英国）

派遣時期：2015年9月～2016年6月



【派遣留学生帰国報告会】

11月9日（木）12：30-13：00 ＠国際教育センター

（学生センター棟305室）

留学経験者：越智由紀子さん

留学先： パリ・ディドロ大学（フランス）

派遣時期： 2016年9月～2017年6月

そして、、、
イギリス留学リアルな1日！//#ちか友留学生活//大学//交
換留学//文系//理系 Youtube動画コンテスト１位！

（https://youtu.be/p0afDzKmqjo）

https://www.youtube.com/watch?v=9_GSM3LCsP7



★交換留学生との交流
（慶北大学、同徳女子大学、釜山外国語大学校、ハノイ大学、
プリンス・オブ・ソンクラ―大学、サピエンツァ・ローマ大
学、国立政治大学、ロンドン大学バークベックカレッジ、マ
ンチェスター大学、高麗大学、淑明女子大学校、開南大学、
台北芸術大学、国立台湾大学、復旦大学、アンカラ大学、
SOAS、ナポリ大学、カレル大学、パリ・ディドロ大学）

交換留学生指導HR
毎週火曜日 12：20～13：10 場所：共通講義棟１－２０３
自由参加・事前申込み不要、ランチ持参可
気軽にいつでも来てください！

短期留学先の留学生が多い
交換留学生と友だちになれるチャンス！
現在会話パートナーも募集中！！

協定校からの交換留学生から



国際教育センターの各種説明会・イベント等から

日時 場所 説明会・イベント等

10月13日（金）16:40-18:10 共2-203 国際学生フォーラム説明会

10月16日（月）ランチタイム 共2-101 カリフォルニア大学リバーサイド校
（米国）教師アシスタント＋英語短期
研修説明会

10月17日（火）ランチタイム 共2-101 協定校主催短期留学説明会

10 月19日（木）ランチタイム 理3-701 理系学生のための留学説明会

10月24日（火）ランチタイム 共2-101 モナッシュ大学（オーストラリア）

10月26日（木）ランチタイム 共2-101 海外インターンシップとは：
留学ソムリエ 大川彰一代表

12月12日（水）ランチタイム 共1-101 SAFスタディ・アブロード・ファウン
デーション大学留学説明会 ※終了後、
国際教育センターで個別相談会



相談窓口

• 申請書の書き方や奨学金についての相談など、事務
的事項に関する質問は

国際課（学生センター棟３階）
ryu@cc.ocha.ac.jp

• 留学先の選定、留学計画書の内容など、留学内容に
関わる事項の相談は

国際教育センター

（学生センター棟3階３０５室）

info-ipo@cc.ocha.ac.jp

・ お茶大学生国際交流通信 ML

件名：「メーリングリスト希望」


