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交換留学派遣学生募集説明会 
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お茶の水女子大学 

国際教育センター 



「グローバル人材育成と 
留学の長期的なインパクトに関する調査」 

 海外留学経験者が留学の経験で向上した能力と、留学終
了後のキャリア・価値観・行動・人生の満足度にどのよう
に影響があるか。 

 

対象：留学経験者（2,289件）・留学非経験者（1,298件）
※高校卒業後に3ヶ月以上の海外留学を経験した者で語学留学を除く 

 

調査期間：2015年1～5月 

 
プロジェクトチーム： 

明治大（横田雅弘、新田功）、東洋大（芦沢真五）、 

一橋大（太田浩、秋庭裕子、渡部由紀）、名古屋大（米澤彰純）、 

東京大（米村友人）、立命館大（堀江未来）、APU（近藤祐一）、 

早稲田大（黒田一雄）・※敬称略 



調査結果概要 

• 留学を経験することで、前向きな価値観の醸成につな
がる  
 - 日本人・アジア人・地球市民としての意識が高
まった、外交・国際関係への興味が高まった、多様な
価値観や文化的拝見を持つ人と共生する意識が高まっ
た 

 
• 語学力や専門性だけではなく、社会人の基礎力向上に

も貢献 
 - 語学力の向上、専門知識・海外知識の獲得だかで
はなく、社会に出てから特に重要となる「ストレス耐
性」や「柔軟性」「リーダーシップ」等の獲得に繋が
っている 



調査結果概要（続き） 

• 学士留学・単位留学でも年収には顕著な差 
 - 女性：留学非経験者と比べて100万円ほど高い年収 
 
• 留学経験がキャリア設計の助けとなる 
 
• 企業採用時において留学経験そのものが評価されたのは

60％程度 
 
• 留学により異文化や新しい環境で努力することが成長実

感につながる 
 
• 授業以外の活動においても留学経験者の方が積極的 

 
 
 



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
学習・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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日常会話程度なら不
自由なくｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
がとれるレベル 
 
豊かな表現力を身に
つけていくため、熟
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 
 
語彙を増やし実践
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。 

ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙに到
達するﾚﾍﾞﾙ 
 
海外大学院へ
の留学や、通
訳･翻訳･国際
会議への出席
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 
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留学申込） 
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カリキュラムデザイン 

（大学院進学の場合） 
春 夏 秋 冬 
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 国立台湾大学 
  岸部里穂、 
 国立政治大学 
  前田佳菜絵 
   

 モナシュ大学 
  菊地瑞穂 
 ニューサウスウェルズ大学 
      櫻打鈴子 

 北京外国語大学 
  杉本優花、木下奈旺、伊藤真季江 

 梨花女子大学 
  五十嵐陸 

 ウィーン工科大学 
  岡田朋子 

 タンペレ大学 
  吉川絢子、光野静 

 バーギシェ・ブッパタール大学 
  千葉まどか、新倉梨加 
 ケルン大学 
  千家詩織 
 ブレーメン応用科学大学 
  三浦桃子 
 

 ブカレスト大学 
  小山未空 

 
 南オレゴン大学 
  髙田七海 
 カリフォルニア大学リバーサイド校 
  呉碧媛 
 
   

 ロンドン大学SOAS 
  土肥慶子、高田実穂、 
  佐藤琴乃 

  パリ・ディドロ大学 
   根建真衣子、渡辺采香 

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 
  橋本里奈、田邉采佳、 
  宮野桃子、山崎百合香 

 プリンス・オブ・ソンクラ―大学 
  大垣志織 
 タマサート大学 
  伊藤真帆 
 

タイ 

 国立ナポリ大学オリエンターレ 
  君島英恵 

イタリア 
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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1月末日： 語学スコア提出〆切  

2018年2月中旬： 合否通知予定  

                ⇒学内推薦の「決定」 

 

2018年4月～6月頃： 派遣先大学へ入学願書送付 

                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  ※ 完全予約制 
   

チェックリスト 



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.facebook.com/groups/807031605995295/ 
→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！ 

② 帰国報告会＠国際教育センター 木曜日 11月・12月 
③ インターナショナルデー  

  10月11日（水）10時〜16時30分 

  場所：スチューデントコモンズ ※入退場自由 
出展予定国・機関：アメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、フランス、
ドイツ、スウェーデン、ポーランド、オーストリア、中国、韓国、中華
民国、タイ、ベトナムなど；お茶大生協購買部；スタディ・アブロー
ド・ファンデーション；内閣府青年事業 

 

 

https://www.facebook.com/groups/807031605995295/
https://www.facebook.com/groups/807031605995295/


【Facebook】 

「長期留学を目指すお茶大生コミュニティ」 

https://www.facebook.com/groups/8
07031605995295/ 
 
→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！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
協定校の地図

https://www.facebook.com/groups/807031605995295/




先輩の留学体験談 
文教育学部グローバル文化学環 横川和花さん 
 
短期研修： 

オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学 
米国・ヴァッサーカレッジ 
米国・KAKEHASHI Project （ニューヨーク・ボスト
ン・シカゴ） 

長期研修： 
オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学 

 
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_GSM3LCsP4 
 
 

https://youtu.be/p0afDzKmqjo
https://www.youtube.com/watch?v=9_GSM3LCsP4


各種奨学金制度の説明 

1.奨学金の種類について 

2.給付型奨学金 

3.貸与型奨学金 



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 



官民協働海外留学支援制度 

～トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム～ 

•支援内容： 
o奨学金（12万円～16万円／月額） 
o留学準備金（アジア地域15万円、その他地域25万円） 
o学費 

•選考方法：  書類選考及び面接選考 
•メリット： 同世代の留学生ネットワーク／インターンや各種イベン
トの情報 
•義務：在籍確認、報告書、事前・事後研修への参加 
•詳細:  http://www.tobitate.mext.go.jp/ 
 

平成29年度募集スケジュール 
第8期：2017年7月~10月 
第9期：2017年12月~2018年3月（予定） 

給付 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
同世代の留学を志す人と話すことで、刺激を受けることが出来る

http://www.tobitate.mext.go.jp/


日本学生支援機構（JASSO） 

海外留学支援制度（協定派遣） 

 支援内容：   奨学金（6万円～10万円／月額） 
     →ヴァッサー大学（アメリカ）に9か月留学する 
          場合：72万円 
     →梨花女子大学校（韓国）と国立政治大学（台湾）に 
         半年ずつ留学する場合：60万 
 選考方法： 学内の交換留学推薦順位に基づき、 
                       推薦上限人数に達するまで 
 メリット： 奨学金のための選考は無し 
 義務： 在籍確認、報告書、アンケート回答 
 詳細：  国際課まで 

給付 



お茶の水女子大学 

国際交流事業基金海外留学奨学金 

 支援内容：奨学金（10万円～30万円 ※半期は半額） 
     →ストラスブール大学（フランス）に１年間留学する 
         場合：30万円 
  →タマサート大学に半年留学する場合：10万円 
 選考方法： 学内の交換留学推薦順位に基づき、 
                          推薦上限人数に達するまで 
 メリット： 奨学金のための選考は無し 

給付 



佐藤陽国際奨学財団 

海外派遣留学生奨学制度 

 対象者：東南アジアへ6ヶ月以上留学する日本人学生 
 支援内容：奨学金（8万円／月額）、渡航費（25万円）、留学一時

金（10万円） 
  →タマサート大学（タイ）に１年間留学（10ヶ月在籍）する 
   場合：115万円 
 選考方法： 書類選考及び面接選考 
 メリット： 物価の安い東南アジアへの奨学金としてはかなり高額 
         東南アジアからの留学生、東南アジアへの留学生との 
        ネットワーク 
 やるべきこと： 交流会への参加、奨学財団同窓会への参加 
 詳細：     http://www.sisf.or.jp/ または国際課まで問い合わせ 

給付 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
タマサート大学へ留学したお茶大の先輩によると、住居費　2万円／生活費　4万円で月々必要な経費は6万円。10ヶ月の在籍とすると生活費は60万円。さらに、航空券は約10万円なので計70万円。約120万円の奨学金をもらえるとなると、約50万円残るので、お茶大の1年分の学費（約53万）が支払える計算となります。少し、留学が現実的になってきませんか？他にも保険料やビサ取得にかかる費用、現地でタイ人学生と旅行したりする費用は必要になってきますが、夏の間にちょっと頑張ってアルバイトをすれば、絶対に無理！ではない金額だと思いませんか？

http://www.sisf.or.jp/


IELTS 奨学金 

• 対象者：米国、カナダ、英国へ留学する学生 
• 支援内容：奨学金 
• 選考方法：書類選考及び面接選考 
• 詳細：IELTS HP 

給付 



地方公共団体 奨学金 

• 飯塚毅育英会・・・栃木県内の高校を卒業した者／   
学部3年以上／40万円 

• 「埼玉発世界行き」奨学金・・・1年以上本人又は親が 
埼玉県に居住する者／20万円 

• 戸田市海外留学奨学制度・・・父母及び本人が戸田市に 
2年以上居住／上限200万                                               
etc… 

• その他奨学金情報 
  日本学生支援機構HP「海外留学奨学金パンフレット」 
  http://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/ 

給付 



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 

※昨年度例です。 
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 



独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 

第一種奨学金（海外協定派遣対象） 

支援内容：  
① 奨学金（3万円～5.1万円／月額から選択） 
② 留学一時金（10・20・30・40・50万円）申請
可 
選考方法： 学力基準及び家計基準 
利子：無し 
詳細：JASSO HP 

貸与 



独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 

第二種奨学金（短期留学） 

支援内容：  
① 奨学金（3万円・5万円・8万円・10万円・12
万円／月額から選択） 
② 留学一時金（10・20・30・40・50万円）申請
可 
選考方法： 学力基準及び家計基準 
利子：有り 
詳細：JASSO HP 

貸与 



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 予約制 

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」 

  

 



★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 

7月12日（水）12時20分～13時10分  

場所：共通講義棟1号館101室  

※終了後、国際教育センターで個別相談会 

  

★交換留学生との交流（10月以降） 
毎週火曜日 13：20～14：50 

場所：共通講義棟１－２０３ 

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！ 

自由参加・事前申込み不要 

気軽にいつでも来てください！ 
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