


 2 ２０１４年度派遣・交換留学生 

突然ですが……、 

 皆さんは、駒澤大学に外国人留学生の方が何人在学しているか、ご存知ですか？ 

 

  答：今年度は、27１人の外国人留学生が在学しています（5月1日現在）。 

  

 中国、台湾、韓国、イタリア、タイ、ベトナム、ミャンマー、イタリア、アメリカ、メキシコ、フランス、オース

トラリア、ニュージーランドと、多くの国（地域）から留学生が来ています。 

  

 そして、この今年度も中国・台湾・韓国・アメリカ・オーストラリア・フランスの協定校より、12人の学生を

交換留学生として受入れました。 

  

こうした受入れ交換留学生との交流の場を設け、異文化とのふれ合い、双方向の国際交流をきっかけ

に、協定校への交換留学や語学セミナーの参加等を含め、「留学」について考える場として「海外研修・

留学フェア」を開催しています。 

  

 今日、社会が求めるグローバルな人材となるためには、国際情勢を正しく理解し、外国の言語や文化

を海外の生活習慣のなかで学ぶことが必要不可欠です。グローバルな人材を目指す皆さんへ、国内外

の情報を提供し、さらに語学担当の先生方からも学習方法のアドバイスをいただく等、各人の留学スタ

イルに合わせてサポートすることができればと考えています。 

  

 ぜひ、このチャンスを活用し、「留学」への第一歩を踏み出してください。   

 

 今回の注目セミナー 

  ○毎日学べる英会話模擬授業（9月30日（水）13：00～） 
   
  ○トビタテ！留学JAPAN説明（9月30日（水）13：45～） 
   
  ○交換留学生・留学経験者と話そう(１０月１日（木）14：30～）     

 

注目！ 
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会場案内図 ・・・・ 4-5 

9月30日(水）タイムテーブル ・・・・・・ 6 

9月30日（水）セミナー詳細 ・・・・ 7-8 

10月1日（木）タイムテーブル ・・・・・・ 9 

10月1日（木）セミナー詳細 ・・・10-11 

ブース説明  ・・・12-13 

目次 

海外研修・留学フェア2015の歩き方 

①参加したいセミナーを選ぶ 

 ６ページおよび９ページのタイムテーブルを参照してください。各セミナーの詳細につい

ては、7ページ～・１０ページ以降に掲載してあります。 

 

 

②空いている時間で、ブースを回る（入退場は自由です。） 

 自分に合ったブースで相談をして、自分の欲しい情報を入手しましょう。 
 

 
③アンケートに回答する （当日、会場入り口でお渡しします。） 

 今後、開催するイベント等の充実にご協力ください。 
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アンケートへのご協力を 

お願いします。 

個別相談ブースコーナー 
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会場 記念講堂１階ロビー 

個別相談ブースコーナー 
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駒沢キャンパス 記念講堂ロビーで行われます。 

 

  

セミナー第1会場 セミナー第2会場   

11:30 
      

11:45 
      

12:00 
      

12:15 
春季語学セミナー説明会 SAF認定校留学説明会 お昼休み 

12:30 

オーストラリア・フランス・スペイン     

(40分） （40分）   

12:45 国際センター SAF   

13:00 

「毎日学べる英会話」模擬授業 留学と就職 3時限目 

13:15 

(40分） （40分）   

13:30 

KUサポート マイナビ   

13:45 

留学説明会（トビタテ！説明他） TOEIC®対策講座説明会   

14:00 

（40分） (40分）   

14:15 

国際センター KUサポート   

14:30 

     

14:45 

    4時限目 

15:00 
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12 ： 15 ～ 13 ： 00 春季語学セミナー説明

●（スペイン）アルカラ大学スペイン語セミナー 

●（オーストラリア）クィーンズランド大学英語セミナー 

●（フランス）エクス・マルセイユ大学フランス語セミナー 

 

上記 3 カ国で実施する春季語学セミナーの魅力・プログラム詳細・

応募方法等について説明します。    （国際センター） 

アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイ

ルランド、その他ヨーロッパの非英語圏の大学へ 1 学期または 1 年

間留学してみませんか？語学力に不安のある学生は、大学附属の

語学学校で語学力をつけた上で、大学学部の授業を履修することも

可能です。駒澤大学で認定校留学として認められれば、留学期間を

含めて 4 年間で大学を卒業することもできます。 

                        （協力： SAF 日本事務局）   

13： 00～ 13： 45「毎日学べる英会話」模擬授業 

    ～ネイティブの授業で英会話の練習を！～ 
 本学で昨年から始まった課外講座「毎日学べる英会話」をご存知

ですか？本校キャンパスで授業の空き時間にネイティブ教員と英会

話の練習ができる講座です。毎日の積み重ねが必要な英語、授業

の前後や空き時間を利用して、すこしずつ慣れていき、年間 100 時

間の英会話を勉強すると一年後には英会話に自信がつきます。 

（協力： KU サポート・毎日学べる英会話） 

オススメ！⇒ 

春休みに短期で

海外生活を送って

みたい学生 

  

現地で語学の能力を

伸ばしたい学生 

オススメ！⇒ 

留学に漠然と興味のある

学生 

 

留学に行こうか迷ってい

る学生留学に向けてどの

ように準備すればいいか

分からない学生 

 

留学とキャリアについて

考えたい学生   

オススメ！⇒ 

英語圏の留学を考えて

いる学生 

 

就職に備えて、英語力を

つけたい学生 

12： 15～ 13： 00 SAF 認定校留学説明会 

10月1日（木）

12:15～13:00に

も同じ説明会を

実施します。 
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 TOEIC○R とは英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する

世界共通のテストで、就職活動を有利に進めたいと思っている人

には必要不可欠なテストです。テストの概要や、講座の内容、申し

込み方法を説明します。  

 

（協力： KU サポート） 

 

 駒澤大学の留学制度についてお話します。 

交換留学・認定校留学・語学留学などなど漠然と留学を考えてい

る学生さんにもわかりやすく留学とは何か、どうすれば留学にいけ

るのかなどを説明します。 

なかでも、最近注目を浴びている、奨学金制度の「トビタテ！留学

JAPAN」の説明も実施いたします。 

 

（国際センター） 

13： 45～ 14： 30 留学説明会（トビタテ！案内） 

オススメ！⇒ 

留学を漠然と考えている

けれども、どのように実

行に移したらよいか分か

らない学生 

 

留学のための奨学金を

探している学生 

 

13： 45 ～ 14： 30 TOEIC○R 対策講座説明会  
オススメ！⇒ 

就 職 活 動 の た め に 、 英

語力を証明できるように

しておきたいと考えてい

る学生。 

 

 

初 企 画 ！ 

13： 00 ～ 13： 45 留学と就職 

  留学すると就職活動はどうなるのか？と心配している方、また留

学経験・海外経験がどのように将来に役立つのか、活躍の場はどの

ような所にあるのかを知りたい方は是非お越しください。また、留学

のメリットや就職活動の基礎もお伝えしますので、留学を検討してい

る１～２年生も是非ともご参加ください！  

  

 

（協力：株式会社マイナビ） 

オススメ！⇒ 

留学に興味のある学生 

留学を直前に控えた学

生 

 

日本に留学している外

国人留学生  

留学後、就活中の学生 
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※各セミナーの詳細は、10～11ページを参照してください。 

  
セミナー第1会場 セミナー第2会場   

11:30 
     

11:45 
     

12:00 
      

12:15 

春季語学セミナー説明会 IELTSTM説明会 お昼休み 

12:30 

オーストラリア・フランス・スペイン     

(40分） (40分）   

12:45 
国際センター 英検協会   

13:00 

海外ボランティアについて TOEFL®対策講座説明会 3時限目 

13:15 

（40分） (40分）   

13:30 

CIEE KUサポート   

13:45 

交換留学生による協定校紹介     

14:00 

アーカンソー工芸・東国・グリフィス・華東     

14:15 

-Westen, Tayler, KIM, Ellyn、陳-     

14:30 

帰国留学生・来日留学生と話そう！    

14:45 

アフタヌーンティーを飲みながら   4時限目 

15:00 

ー交換留学生－     
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●（スペイン）アルカラ大学スペイン語セミナー 

●（オーストラリア）クィーンズランド大学英語セミナー 

●（フランス）エクス・マルセイユ大学フランス語セミナー 

上記 3 カ国で実施する春季語学セミナーの魅力・プログラム詳細・

応募方法等について説明します。         

                         （国際センター） 

12 ： 15 ～ 13 ： 00 春季語学セミナー説明会 

 夏休み・春休み等の長期休暇中に参加できる短期海外ボランティ

アプログラムを紹介します。在学中に何か新しいことにチャレンジし

たいと思っている方、少しでも海外ボランティアに興味のある方は、

ぜひ説明会にご参加ください。                 

 

 （協力： CIEE 日本代表部） 

オススメ！⇒ 

 

TOEFL○R を受験したい

けど、勉強の仕方がわ

からない学生 

13： 00～ 13： 45 TOEFL○R 対策講座説明会 
 留学のために TOEFL○R iBT を受験したいけど、その勉強方法がい

まいちわからない、という人のために本学で行われている TOEFL○R

試験対策講座についてご案内いたします。自分で勉強しようか、

迷っている学生さんは、ぜひ説明会にご参加ください。 

                            （協力： KU サポート） 

12： 15～ 13 ： 00 IELTSTM英検説明会 
オススメ！⇒ 

自 分 の 英 語 力 を知 り

たい学生 

 

IELTSで資格を取り交

換留学や認定校留学

を検討している学生 

  イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなどの

英語圏の各国への留学を検討中の皆さんに、英語力の証明として必

要となる「英検」「IELTS™」の 2 つの試験について、それぞれの特徴と

試験形式などの概要についての説明をおこないます。   

 

                           (協力：英検協会） 

オススメ！⇒ 

旅行とは違った出会い

や経験をしたい学生 

 

ボランティアに興味のあ

る学生 

13： 00～ 13： 45 海外ボランティアについて 

オススメ！⇒ 

海外の大学ってどんな

感じなんだろうと思って

いる学生 

 

交換留学を目指してい

る学生 



14： 30～ 15： 00 留学生と話そう！  

     ～アフタヌーンティーを飲みながら～ 
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オススメ！⇒ 

自分の語学力を知りたい

学生 

 

交換留学や認定校留学

を検討している学生 

 日本に来ている留学生や海外で留学を経験してきた日本人留学

生たちとざっくばらんにお茶を飲みながら気になることを聞いてみま

せんか？日ごろ疑問に思っていることや、相談したかったこと、何で

も聞くことができるチャンスです。  

（協力：元派遣交換留学生・来日交換留学生） 

13： 45～ 14： 30 交換留学生による協定校紹介 

                              ①アメリカ・アーカンソー工芸大学 

              ②韓  国・東国大学校 

              ③オーストラリア・グリフィス大学 

              ④中  国・華東師範大学 

オススメ！⇒ 

海外の大学ってどんな

感じなんだろうと思って

いる学生 

 

交換留学を目指してい

る学生 

 現在、駒澤大学で勉強するために海外からきている交換留学生

が、出身校についてスライドを用いながら、自分の住んでいるところ・

大学・寮・現地の授業について、日本の大学とどう異なるかを話して

くれます。英語・韓国語・中国語を交えながら話しますので、生の外

国語に触れてみたい学生もオススメです。 

留学生とお友達になりたい学生もぜひ参加して交流してください。 

                     

                     （協力：協定校交換留学生） 
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日本英語検定協会（英検・IELTS™） 

相談できる内容：IELTS™・英検について 

 イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなど英語圏の各国への留学を検討中の学生に、

英語力の証明として有効な「英検」「IELTS™」の2つの試験について、それぞれの特徴と、試験形式や申込方

法・試験スケジュール、両試験を入学資格として認めている大学等について案内します。 

The Study Abroad Foundation (SAF)日本事務局 

相談できる内容：認定校留学先選び、語学留学について 

 語学力に不安があるけれど大学の授業を受けられるのだろうか？TOEFL○R /IELTS™対策は何をすれば

よい？自分に合った留学先大学やプログラムの選び方は？就職に役立つ留学をするためにはどうすれ

ばよい？など、留学に関することであればどのような相談でも構いません。SAFは駒澤大学と正式に提

携をしているアメリカの非営利教育機関です。毎年、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーラン

ド、イギリス、アイルランド、その他ヨーロッパの大学へ多くの大学生を派遣していますので、様々な学生

の例を交えながら皆さんからのご質問にお答えします。  

国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部 

相談できる内容：TOEFL®、海外ボランティアについて 

TOEFL®テストの概要から、無料で入手できるサンプルテストのご案内まで、TOEFL®テストに関するこ

となら何でも相談に応じます。留学にTOEFL®のスコアが必要だけどどこから始めていいのかわからない

と思っている方、ブースへのお立ち寄りをお待ちしています。 

海外ボランティア：学生時代に海外に行ってみたいけれど迷っている方、必見！海外でボランティア体験

をしてみませんか？旅行とは違った出会いと経験が待っています！各プログラムの特色を詳しくご説明

しますので興味のある方は是非お立ち寄りください。   
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マイナビ 

相談できる内容：留学と就職について 

 留学すると就職活動はどうなるのか？と心配している方はもちろん、留学経験・海外経験がどのように

将来に役立つのか、活躍の場はどのような所にあるのか知りたい方まで、個別に相談に応じます、グ

ローバル化が求められている今、皆さんができること・やるべきことをお伝えします。留学経験者で、現在

就職活動中の学生も大歓迎です。 

 

国際センター 

相談できる内容：留学全般、学内の留学制度、春季語学セミナー・課外講座等各種 

 留学について少し興味があるという人から、具体的に詳しく知りたい人まで、個別に相談に応じます。普

段は深沢キャンパスにいるスタッフが、駒沢キャンパスで皆さんの留学相談や疑問にお答えします！ど

のブースに行けばいいか迷ったら、まずこちらへ！ 

 

資料配布コーナー 

海外研修・留学を計画する上で役立つ資料や、語学検定試験の資料等はこちらで入手！ 

 国別の留学情報や、語学検定試験の案内などを一斉に集めたコーナーです。留学計画や語学学習の

参考にしてください。 

 ※資料には限りがありますので、必要なものだけお持ち帰りいただくよう、ご協力をお願いいたします。 
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MEMO 
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MEMO 



                

 

深沢キャンパス 

深沢校舎2階 

国際センター事務室 

         

          

          

          

 駒沢公園通り  

至等々力  駒大深沢 

キャンパス前  

駒沢四丁目          

      

駒沢公園 

  

駒沢キャンパス  

海外研修・留学フェア 

201４実施会場  

          至駒沢大学駅 

電話 ：（03）3702-9732 

E-mail: kokusaicenter@komazawa-u.ac.jp 

HP ： www.komazawa-.ac.jp/cms/ryugaku_kokusai/ 

駒澤大学国際センター事務室 

問い合わせ先： 


