4月21日（土） 駒場キャンパス
時間
11:00～11:05

全体説明会
会場：駒場キャンパス900番教室
プログラム

個別相談会
会場：駒場コミュニケーション・プラザ南館(生協食堂)2F
時間
プログラム

全体説明会
12:15～17:30
① 開会挨拶 矢口 祐人教授 国際化教育推進室長
② 東京大学に広がる国際交流の機会
③ Go Global Meeting 先輩が語る留学

13:00～13:45

・留学経験者によるパネルディスカッション

14:00～15:00

１１：００～１７：３０

① 個別相談会
参加団体（次項3.参照）がブースを出展し、個
別相談に応じます。先輩留学経験者・留学生
のブースも設けています。
② 保護者向け留学説明会
留学について、東京大学担当と経験者学生
が語ります。

第2回サマープログラム説明会（GC推進本部）
香港大学、北京大学、ソウル大学校、シェフィールド
大学、インドネシア大学、ウォーリック大学、チュラロ
ンコン大学、キングモンクット工科大学トンブリ校
（KMUTT）、ストックホルム大学で開催する今夏のサ
マープログラムの説明会です。比較的安価で奨学金
（返済不要）の支給もあります。1年生もこれから申込
みができます！

15:00～16:00

③ 駒場生による留学成果発表会
駒場から交換留学生等として派遣された学生
たちが、それぞれの留学生活とその成果につ
いて報告します。 本学の教員・学生はどなた
でも来聴歓迎、入退室も自由です。発表は英
語、または日本語で行い、各発表後に質問時
間を設けております。 身近な留学経験者から
留学に関する生の声を聞けるチャンスです。

会場レイアウト
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1

EducationUSA/フルブライト・ジャパン

アメリカンセンターJapan（東京）は、
EducationUSAセンターのひとつとして、米国国
務省の支援を受け、アメリカ留学に関する最新で
正確な情報や相談を無料で提供しています。フル
ブライト・ジャパンは、フルブライト奨学金を運
営するほか、EducationUSA事業もサポートして
います。

3

ウォーリック大学（イギリス）

ウォーリック大学は、世界トップ20の国際大学の1つに
選ばれています。世界トップ100の大学の一つであり、
英国トップ10の大学に一貫してランクされています。研
究と教育の世界的リーダーであり、相互につながって世界
で国際人として大切な役割をする卒業生を輩出していま
す。 英国トップ100の卒業生から成る雇用主により、最
も評価の高い大学として認められています。また、世界中
の留学生向けに英語と異文化コミュニケーションの短期
コースも提供しています！

5

エコールポリテクニーク（フランス）

エコール・ポリテークは最先端科学技術の研究、学
問、イノベーションを組み合わせたフランスの代表的
な高等教育・研究機関です。 そのカリキュラムは、
ヒューマニスト（人道主義）の伝統を根幹とし、科学
に重点をおく卓越した文化を促進するものです。 社会
が直面している現在および将来の課題に取り組む、複
雑で革新的なプロジェクトをリードする社会的に責任
ある専門家を輩出しています。

7

Schwarzman Scholars
（シュワルツマン奨学金）

Schwarzman Scholars（シュワルツマン奨学金）は北京の名門校清華大学を拠
点とする、幅広い学問領域追求の選択肢を持つ奨学金全額支給型修士プログラム
です。このプログラムは、次世代の世界的なビジネス、政治、市民社会のリー
ダーとして、中国と国際社会の架け橋になれるよう考案されています。 奨学生は
清華大学キャンパスのSchwarzman Collegeで1年間の修士プログラムを学習し
ます。 世界各国の有力な学者が考案したカリキュラムを通じてリーダーシップス
キルを磨いています。 奨学生は、教室外のテーマスタディーツアー、メンタリン
グプログラム、北京の主要雇用主とのインターンシップを通じて、中国国内で活
躍しています。すべてのクラスは、英語で教えられていますが、北京語を勉強す
ることもできます。将来、影響力のある役割を担うことを望む学生にとって、
Schwarzman Scholarsは、次世代の指導者を育成する最短パスとなります。

9

ソウル大学校（韓国）

ソウル大学校はリベラル教育の理念を尊重し、継続的な個人の成長の基盤
となる生涯的な学習の提供を目指しています。同時に、ますます競争の激
しい国際環境で働き、生き抜いていくための準備をすることに深く関わっ
ています。韓国初の国立大学として、朝鮮半島の民主主義と平和のために
立ち向かうことを伝統としています。卒業生は韓国政府の主要役職に公務
員として長年従事してきました。教育、研究、公共サービスでは、卓越し
た基準を引き続き設定しています。 21世紀のソウル大学校の使命は、未
来を築くために学生と学者が共に参加する、活気のある知的共同社会を創
ることです。韓国の先端研究大学として、ソウル大学校は学生と教授陣の
多様化、国際交流の促進、全分野の知識における先駆的研究の推進に取り
組んでいます。

2

ブリティッシュ・カウンシル

英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッ
シュ・カウンシルでは、イギリスの語学学校、大
学・大学院への留学にご関心をお持ちの方に関連
の情報を提供しています。漠然とした質問でも大
丈夫です。是非お気軽にお立ち寄りください！

4

Campus France
フランス政府留学局・日本支局

政府による公式機関であるCampus France - フ
ランス政府留学局は、フランスの高等教育機関へ
の留学に関する総合的な情報を、ホームページや
Facebook、Twitterからご案内しております。留
学計画を立てる際はお早めにご連絡ください。

6

ドイツ学術交流会

ドイツ学術交流会（DAAD）はドイツ連邦共和国
の大学が共同で設置している機関で、大学間にお
ける国際交流を促進する役割を担っており、 国内
外の研究者、大学教員、学生を対象にした多様な
プログラムやプロジェクトを実施しています。

8

Friends of UTokyo, Inc. (FUTI:東大友の会)

FUTIは東大の国際化を支援するため卒業生を中心
に米国NY州に設立された非営利慈善団体です。米
国在住卒業生や米国伊藤財団からの寄附により、
米国での夏季プログラムや長期留学へ参加する東
大生を支援しています。学業成績の他、課外活動
でも実績ある東大生の応募を期待しています。

10

一般社団法人日本百賢アジア研究院

東大OBの香港の実業家が、日中を中心に青年の交
流を促進し、次世代のアジアの指導者を育成した
いというビジョンに基づき奨学金を創設しまし
た。1年間、北京、浙江、清華、復旦、上海交通、
香港、香港中文、香港科技、台湾、ソウルの各大
学に派遣交換留学する場合、12,500米ドルが付与
されます。
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米国非営利教育財団
SAFスタディ・アブロード・ファウンデーション

SAFでは、アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、オースト
ラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、スペインの約50校
の名門大学と留学プログラムを共同運営を行っています。学生は1
学期間から1年間の留学プログラムを選ぶことができます。SAF留
学プログラムには、「学部授業履修プログラム」、「語学力強化＋
学部授業履修プログラム」、「語学力強化プログラム」、「コンカ
レント・プログラム」、「アカデミック・インターンシップ・プロ
グラム」があり、学生の個々のニーズに合った留学の実現へ向け
て、個別相談から留学中のサポート、帰国後の同窓会や就活サポー
トまで総合的に支援をしています。

13

独立行政法人
日本学生支援機構 （JASSO）
日本学生支援機構（JASSO）は、総合的な学生支
援及び国際教育交流促進事業を行う国の機関で
す。
本日は海外留学のための奨学金制度をご案内しま
す。お気軽にブースにお越しください。

15

外務省 国際機関人事センター

外務省 国際機関人事センターは、国連をはじめ
とする国際機関への就職を志望する日本人の皆様
に、どのようにしたら就職できるのかを説明した
り、また、実際に優秀な日本人の方を原則２年間
国際機関へ派遣し、経験を積ませるための「JPO
派遣制度」を実施しています。

17

留学生/留学経験者との交流コーナー

全学協定校からの留学生 / 留学経験者と直接話が
できるコーナーです。留学前の準備段階から、留
学後のキャリア形成まで疑問に思っていることを
質問してみましょう。また、Go Globalウェブサ
イトには留学経験者による体験記も掲載されてい
ます。

19

中谷医工計測技術振興財団

中谷財団は医工計測分野の研究助成を行っていま
す。この一環として理系学部生が米国の大学で研
究を実体験できる夏季および春季短期留学プログ
ラムを提供しています。グローバルに活躍する研
究者を目指す学生諸君の参加を期待します。旅
費、宿泊費、研修費等を支給します。
注）医工計測技術には物理、化学、生物学的手法
だけでなく数理的手法も含まれます。

12

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部

国際教育交換協議会は1947年に創設された国際
交流団体で、年間4万5千人に上る若者がCIEEのプ
ログラムに参加しています。ブースでは海外ボラ
ンティア紹介の他、TOEFL®テスト日本事務局と
して、テストに関する情報提供、相談もお受けし
ます。
お気軽にお立ち寄り下さい。

14

ＪＩＣＡ ＰＡＲＴＮＥＲ

国際協力には、どのようなものがあるの？ 海外での留学
経験は、どのように国際協力に生かせるの？ ＪＩＣＡで
国際協力の人材養成に関わる担当者が、国際協力業界の概
要やキャリア形成などについてお答えします。開発途上国
で開発援助に携わるスペシャリスト、青年海外協力隊を代
表とするボランティア…興味のある方は、お気軽にお越し
ください。国際協力を志すあなたにおすすめのサイト「Ｐ
ＡＲＴＮＥＲ」についてもご紹介します。

16

東京大学
グローバルリーダー育成プログラム推進室
GLP-GEfILは、国際社会における指導的人材の育
成を目的とした学部学生対象の特別教育プログラ
ムです。プログラムの一環として、世界トップレ
ベルの大学の厳選された海外プログラム等に、奨
学金付き（地域、期間等に応じて最高１００万円
まで）で２回参加する機会を設けています。

18

東京大学
駒場グローバリゼーションオフィス

21KOMCEE West地下1階にあるグローバリゼーショ
ンオフィス（ＧＯ：ジーオー）では、皆さんが大学時代に
様々な国際経験を積むことができるよう、日頃より種々の
サポートを行っています。今回の留学フェアでは、国際研
修、ＧＯが行うイベントやセミナーなどの情報を提供し、
駒場から派遣された留学経験者の成果発表会を実施しま
す。また、留学経験学生から直接留学や海外の大学につい
て話を聞くこともできますので、お気軽にお立ち寄り下さ
い。

20

株式会社ディスコ CareerForum.Net (CFN)

1973年創立以来、企業の採用と学生の就職支援に取
り組んでいます。
「キャリアフォーラム」の名前で1987年より留学経
験者向けの就職フェアを開催。
（開催場所：東京、大阪、ボストン、ロンドン、シド
ニー、上海、サンフランシスコ、ロサンゼルス）
あなたの『留学経験を就職に繋げる』ためのアドバイ
スをさせていただきます。
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22

インフォシスリミテッド

1981年インドで7人の技術者により資本金250ドルで創業さ
れたインフォシスは現在売上高1兆2000億円、従業員21万
人の企業に成長しました。インド人エンジニアによる高品質な
ソフトウエア開発能力、そしてグローバルでの巨大プロジェク
トをスケジュールどおりにこなすプロジェクト管理能力がその
原動力となりました。今後も世界をリードするＩＴ大国イン
ド、そして日本の労働力不足、生産性改革のキーとなるインド
ＩＴ企業との連携を当社がインドで開催するインターシップを
通じて体験してみませんか。

23

2018年4月より開始された、国際総合力認定制度
「Go Global Gateway」を知っていますか？Go
Global Statementは書き始めていますか？
本制度は2018年度学部新入生を対象とした制度で
す。制度について知りたい方、Go Global
Statementの書き方が分からない方、お気軽にGo
Global Gateway担当ブースまでお立ち寄り下さい。

24

多目的スペース

東京大学
国際総合力認定制度

東京大学
グローバルキャンパス推進本部

全学向けに実施している交換留学や短期派遣プログラ
ム、留学のための奨学金等について、様々な質問にお
答えします。ぜひお立ち寄りください！

相談、交流など、自由にお使いいただけるスペー
スです。スナックやコーヒーもありますので、休
憩にもご利用下さい。

MEMO

Go Global 東京大学留学フェア 2018
Email: studyabroadfair.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
Web: https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/
Facebook: https://www.facebook.com/todai.go.global
Twitter: https://twitter.com/todai_global
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Go Global Center
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