
~本学主催プログラム~

① University of Hull（ハル大学：イギリス）

研修費: 約 500,000円

■滞在先：学生寮

■研修内容：

・Skills for Higher Education（高等教育におけるスキル）

・Mechanics of Writing（Writingの書き方）

・Reflective Journal（弱みや強みを振り返るワーク）

・専攻に応じた講義の受講（選択可）

・現地小学校の視察と文化交流

・ネイティブのパートナーとの英語学習＆文化交流

・現地学生と日本文化を発表するプロジェクト

② Monash College（モナシュ大学：オーストラリア）

研修費: 約 450,000円

■滞在先：ホームステイ

■研修内容：

■研修期間：2/17~3/13（約4週間）

■渡航期間：2/15~3/16 【研修費に含まれるもの】授業料・ホームステイ料・現地空港送迎

費・食費（1日3食）・往復航空券運賃（エコノミー）・国内空港施

設利用料・現地空港諸税・燃油サーチャージ（変動制）■募集人数：10名

【研修費に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれていませ

ん。その一部を例示します。有料アクティビティ参加費・個人的費

用（交通費、通信費、外食費、電話代など）・自由行動中の一切の

費用・OSSMA加入料・海外旅行傷害保険料・旅券申請費用・VISA

申請料・送金手数料など
・語学習得を通じたオーストラリア文化の体験

・テーマ学習

　 オーストラリア社会とホームレスについて/

　 環境的持続可能性/多文化社会としてのオーストラリア

　グローバリゼーション

・ 授業時間外に参加できる多数のアクティビティ

・ モナシュ大学生との交流

・ モナシュ大学教員によるレクチャーや聴講

■研修期間：2/10~3/20（約6週間）

■渡航期間：2/8~3/22 【研修費に含まれるもの】授業料・往復航空券運賃（エコノ

ミー）・国内空港施設利用料・現地空港諸税・燃油サーチャージ

（変動制）■募集人数：10名

【研修費に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれていませ

ん。一部を例示します。学生寮宿泊費・現地空港送迎費・有料アク

ティビティ参加費・食費・個人的費用（交通費、通信費、外食費、

電話代など）・自由行動中の一切の費用・OSSMA加入料・海外旅

行傷害保険料・旅券申請費用・VISA申請料・送金手数料等
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★JASSO奨学金8～16万円/本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

代理店：HIS

航空会社：KLMオランダ航空

コア英語

単位認定

★JASSO奨学金8万円/本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

代理店：HIS

航空会社：カンタス航空

コア英語

単位認定



~本学主催プログラム~

③ Saint Mary's College（セントメアリーズ大学：アメリカ）

研修費: 約 370,000円

■滞在先：大学寮

■研修内容：

・各自専攻（理系）の講義・授業・実験の聴講や参加

　⇒事前に聴講・参画する講義を選択して参加します

・セントメアリーズ大学学生との交流

・シカゴ＆インディアナポリスでの課外アクティビティ

研修費: 約 250,000円

■滞在先：派遣校提携ホテル

■研修内容：

・日本語でのポーランド語学習

・日本語での平和学習

・英語でのポーランド文化学習

・クラクフ＆アウシュヴィッツ強制収容所での課外学習

・ワルシャワ大学学生（主に3年生）との交流

■渡航期間： 【研修費に含まれるもの】授業料・宿泊料・往復航空券運賃（エコ

ノミー）・国内空港施設利用料・現地空港諸税・燃油サーチャージ

（変動制）

■募集人数：15名

【研修費に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれていませ

ん。その一部を例示します。現地空港送迎費・食費・有料アクティ

ビティ参加費・個人的費用（交通費、通信費、外食費、電話代な

ど）・自由行動中の一切の費用・OSSMA加入料・海外旅行傷害保

険料・旅券申請費用・VISA申請料・送金手数料など

           ④ University of Warsaw（ワルシャワ大学：ポーランド）

■研修期間：2/18~3/13（約4週間）

 専攻例：化学、物理、コミュニケーション科学、

　　　　 神経科学、看護学、心理学、数学、

　　　　 データサイエンスなど

【研修費に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれていませ

ん。その一部を例示します。現地空港送迎費・有料アクティビティ

参加費・個人的費用（交通費、通信費、外食費、電話代など）・自

由行動中の一切の費用・OSSMA加入料・海外旅行傷害保険料・旅

券申請費用・VISA申請料・送金手数料など

■研修期間：2/16~2/29（約2週間）

■渡航期間：2/15~3/2 【研修費に含まれるもの】授業料・宿泊料・食費・往復航空券運賃

（エコノミー）・国内空港施設利用料・現地空港諸税・燃油サー

チャージ（変動制）■募集人数：8名（理系対象）
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★JASSO奨学金8万円/本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

代理店：Arc Three International

航空会社：デルタ航空

コア英語

単位認定

★JASSO奨学金7万円/本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

代理店：Arc Three International

航空会社：フィンランド航空

単位認定

あり

海外にあまり行ったことがなく英語が不安な方、

平和学習に関心のある方、海外を体験してみたいという方

にぜひおすすめなプログラムです！



~本学主催プログラム~

研修費: 約 210,000円

■滞在先：大学寮

■研修内容：

・3週間のインテンシブなロシア語研修

・ワークショップやセミナーでのロシア文化学習

・自由テーマのプレゼンテーション

プログラムへの申込

①　Plone (https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/ocha2/Plone/4clxju/copy_of_2019summer）で学内申込をしてください。（※1 ※2）

②　Ploneフォーム申請後、「パスポートコピー」（※4）、「成績証明書原本」、「語学証明書」（※3）、

　　「誓約書（要押印）」（※5）を、国際教育センターに提出してください。

提出先：国際教育センター（国際交流留学生プラザ102）

※4　パスポートをまだ持っていない方はこれから取得する旨を国際教育センターに連絡の上、11/14までにコピーを提出してください。

※5　誓約書はPloneでの申込受理後、国際教育センターよりフォームを送付しますので、そちらを印刷・押印のうえご提出ください。

　　　 保護者の方の署名・捺印も必要となります。提出が間に合わない場合は国際教育センターへ事前にご相談ください。

申込締切(①＋②):11月5日（火）正午

※１　Ploneで申し込んだ後、フォームに入力したメールアドレスに自動返信があります。
　　　 メールアドレスに間違いがないようフォームに入力してください。自動返信がない場合は国際教育センターへ問い合わせてください。

※2　統合認証（ログイン）後、申込フォームでなくPloneトップページに遷移した場合は、ページ上部の「国際教育センター」タブ
　　　 をクリックし、表示一覧から「【2019年度春季】海外短期研修申込」ページを開いて申込みしてください。

※3　英語スコアは「英語検定」「TOEIC」「TOEFL ITP」「TOEFL iBT」「IELTS」などが対象です。

参加要件：

・キリル文字とおおまかな発音を覚え、

　短い単語をみて読めること

・和露、露和辞書と文法書を持参すること

プログラム申込方法（本学主催・協定校主催プログラム共通）

■渡航期間：2/16~3/8 【研修費に含まれるもの】授業料・宿泊料・往復航空券運賃（エコ

ノミー）・国内空港施設利用料・現地空港諸税・燃油サーチャージ

（変動制）■募集人数：7名

【研修費に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれていませ

ん。その一部を例示します。食費・現地空港送迎費・有料アクティ

ビティ参加費・個人的費用（交通費、通信費、外食費、電話代な

ど）・自由行動中の一切の費用・OSSMA加入料・海外旅行傷害保

険料・旅券申請費用・VISA申請料・送金手数料など
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            ⑤ Tomsk State Pedagogical Univ.（トムスク国立教育大学：ロシア）

■研修期間：2/17~3/6（約3週間）

★JASSO奨学金7万円/本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

代理店：学内申込締切後決定

航空会社：同上

単位認定

あり

※

※

※

←Plone申込 ←国際教育センターHP



~協定校主催プログラム~

研修校

研修期間

滞在先

研修期間

滞在先

研修内容

研修費

※↑詳細は国際教育センターHPへ

~ドイツ学術交流会（DAAD)プログラム~

研修期間

滞在先

研修費

事前研修の日程（参加必須）

第1回： 11/20 第4回： 1/9 ※いずれもお昼休み開催

第2回： 12/4 第5回： 1/23 ※場所は申込後、追ってご連絡します

第3回： 12/18

約8 万円(授業料)＋宿泊費＋航空券

DAAD奨学金約11万円＋旅費補助

※JASSO奨学金・本学奨学金の申請不可
奨学金

DAAD奨学金約11万円＋旅費補助

※JASSO奨学金・本学奨学金の申請不可

※DAAD奨学金の申込締切は11/5（郵送必着）ですので、関心のある方は早めに国際教育センターへご相談ください

　本学主催・協定校主催プログラムとは申込方法は異なりますので、個別にご案内します

Technical University of Dresden

ドレスデン工科大学/ドイツ

3/2~3/27（約3週間） 2/17~3/13（約3週間）

大学寮 or 学生アパート 大学寮 or 学生アパート

・ドイツ語研修（3年生以上）

・A2以上のドイツ語力を有する者
研修内容

・ドイツ語研修（3年生以上）

・A2以上のドイツ語力を有する者

約13万円（授業料・宿泊費）＋航空券

University of Freiburg

フライブルク大学/ドイツ
研修校

約20万円（授業料・宿泊費・食費）＋航空券 約55万円（授業料・宿泊費）＋航空券

JASSO奨学金8~16万円・本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）
奨学金

JASSO奨学金8万円・本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

2～3月で開始日選択可（2,4,6週間） 2/24~3/20（約4週間）

大学寮 大学寮

初級（A1/A2）スペイン語研修 フランス語研修

JASSO奨学金8万円・本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）
奨学金

JASSO奨学金8～16万円・本学奨学金5万円

支給対象プログラム（いずれも選考あり）

University of Valladolid

バリャドリッド大学/スペイン
研修校

Campus France

キャンパスフランス

Communication and Culture（文系）
【理系】English for Science and Technology

【文系】約37万円(授業料・宿泊費)＋航空券
研修費

約36万円(授業料・宿泊費)＋航空券

※4週間・ホームステイの場合【理系】約38.5万円(授業料・宿泊費)＋航空券

2/13~3/13（約4週間） 2～3月で開始日選択可（2,4,6週間）

ホームステイ 大学寮 or ホームステイ（選択可）

【文系】Communication and Culture
研修内容
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University of California Davis

カリフォルニア大学デービス校/米国

University of California Riverside

カリフォルニア大学リバーサイド校/米国

Arc Three International

航空会社：デルタ航空

International

航空会社：フィンランド航空



JASSO奨学金への申込
①「JASSO海外留学支援制度」奨学金申請書作成＆印刷（※1）

② 経済状況証明書（源泉徴収票など）

③ 成績証明書の原本（GPA2.30以上必須）

④ （年収が907万円以上の場合のみ）奨学金申請理由書（①にある） 作成＆印刷

 　提出期限（①～④）：11月5日（火）17：00まで 提出先：国際課（学生センター棟3階）

※1 申請書フォームは国際教育センターHPかPlone申込フォーム下部よりダウンロードしてください

★本学奨学金は、Ploneでのプログラム申込をもって申請完了とみなします。別途対応は必要ありません。

注意点

キャンセル料について

お茶の水女子大学　国際教育センター
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奨学金申請方法

※本資料の情報は2019年10月現在のものです。参加人数の変更や、空港諸税の変動、

税額の変更等が生じた場合、差額を徴収させていただくことがございます。ご了承ください。

※現在所持しているパスポートが今回の渡航に有効か、渡航先のビザの要否などを確認のうえ、

各自の責任において必要なパスポート、ビザを用意してください。

※研修の主催元にかかわらず、皆さまにOSSMA Plus（留学生危機管理サービス）に加入

いただきます。加入料は研修費に含まれておりません。

申込前に、必ずPloneに掲載のキャンセル規定をご確認ください。

※ 第一希望のプログラムに申請可能

（第二希望となった場合は、自動で変更）

※ 日本国籍・特別永住権の学生のみ


