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0. 本日の流れ
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第１部 ウインタープログラム編 19:00-19:50

19:00 はじめに、ごあいさつ（国際化教育支援室長矢口祐人教授）

19:10 各プログラム共通事項
19:15 各プログラム紹介
19:40 Ｑ＆Ａ
19:50 閉会

第２部 全学交換留学・奨学金編 20:00-21:00

20:00 はじめに、ごあいさつ（国際化教育支援室長矢口祐人教授）

20:10 2020-21 全学交換留学秋募集について
20:23 奨学金について（グローバルキャンパス推進本部、奨学財団）

20:35 派遣学生からの報告
20:50 Ｑ＆Ａ
21:00 閉会
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ウインタープログラム編

各プログラム共通事項



１. 各プログラム共通事項に関する説明・注意事項①
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２．応募書類提出先・締切

自分が所属する学部・研究科の担当係に提出。（UTAS「海外派遣」で）

締切は10月下旬頃が多いが、具体的には各学部・研究科で異なる（本部国際交

流課は答えられない）。

１．ウインタープログラム募集要項・申請書など

・Go Global ウェブサイトを確認。

「東大 留学」「Go Global」で検索または→

締切厳守！

余裕をもって、早めに準備しましょう！

※是非過去の参加者の報告書も参照してください。→

UTASのPC版で
見てください!



１. 各プログラム共通事項に関する説明・注意事項②
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３．選考・倍率

・書類選考。英語スコアよりも書類の内容を重視。

・選考に当たっては、参加者の多様性を意識する場合がある。

・昨年のウインタープログラム：５プログラム定員約８４名に１５０名超の応募。

定員を超えて採択し、約１．３倍の倍率ということになった。

・今年も５プログラム。定員約１２０名。

４．奨学金（原則返済不要）

・要件を満たす（＊前年度成績を平均「良」以上など）希望者に支給する。

・振込はプログラム終了後の予定（参加確定後に手続き案内）。



１. 各プログラム共通事項に関する説明・注意事項③
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５．保険・危機管理サービス（OSSMA）

・グローバルキャンパス推進本部のプログラム参加学生は、学研災付帯海外留

学保険（付帯海学）に渡航期間（私事部分含む）の全てにわたり加入必須

（自己負担） 。

※保険料…約3500円／1週間

・派遣学生危機管理サービス（OSSMA）に加入可能。所属する学部・研究科

によっては加入必須（自己負担）。

６．その他の注意事項

・申請時点で未成年の者は、誓約書に保証人（両親など）の署名が必要。

・誓約書の内容は、良く確認すること。
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工学&理学分野の学生対

象！ﾖｰﾛｯﾊﾟへのGatewayで

仏文化とSmart Cityを学ぶ。

INSA Lyon

必要英語力★★☆～★★★

原則学部3.4年生 10名

3月9日～3月20日

約360,000円～

講義、フィールドトリッ

プでアメリカの名門校を

満喫！初心者も安心！

カリフォルニア大

学サンディエゴ校

学部・大学院生 30名

2月10日～2月21日

約550,000円～

奨学金
80,000円

必要英語力★★☆

夏のニュージーランドで

ホームステイ！英語力を

アップさせたい人に

オタゴ大学

学部生最大35名

2月20日～3月13日

約400,000円～

奨学金
80,000または160,000円

必要英語力★☆☆

奨学金
70,000円

英語でテーマ講義＋文化

を学びインドネシアで活

躍する卒業生にも会える

インドネシア

大学

学部・大学院生 25名

2月10日～2月21日

約220,000円～

必要英語力★★☆

奨学金
70,000円

第2外国語の伸長に！上海

にほど近い中国の一流校

で留学生と中国語を学ぶ

浙江大学

学部・大学院生 25名

3月2日～3月13日

約150,000円～

必要中国語力★☆☆

奨学金
60,000円

2 3 4

各プログラム一覧
下の費用は航空運賃も含むが、料金は状況により異なるため目安として考えること。
奨学金は要件（学業成績等）を満たすことが前提。（UCSDの奨学金8万円は除く。）

51



１. 各プログラム共通事項に関する説明・注意事項④
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プログラム名
実施日程

（移動日含まず）
募集人数 語学レベル

プログラム料金等目安
※航空賃は各自の購入時期やチ

ケットの種類等による。

奨学金
要件を満たし希望する者に支給

カリフォルニア大学
サンディエゴ校
ウインタープログラム

2月10日
～

2月21日

学部・大学
院生
30名

（最小催行
人数20名）

英語中級程度
TOEFL iBT 75-
TOEIC 750-

プログラム料金3,350米ドル
航空運賃、現地での食費等
合わせて55万円程度

学部学生：最大 80,000円+80,000
円

大学院学生：最大80,000円

オタゴ大学
ウインタープログラム

2月20日
～

3月13日

学部学生
最大35名

特に問わない
プログラム料金2,701NZドル
航空運賃、等
合わせて40万円程度

70,000円



１. 各プログラム共通事項に関する説明・注意事項⑤
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プログラム名
実施日程

（移動日は含まず）
募集人数 語学レベル

プログラム料金等目安
※航空賃は各自の購入時期や
チケットの種類等による。

奨学金
要件を満たし希望する者に支給

インドネシア大学
ウインタープログ
ラム

2月10日
～

2月21日

学部・
大学院生

25名

TOEFL iBT 64
TOEIC 600
IELTS5.0
以上程度

プログラム料金100,000円
航空運賃、現地食費等
合わせて22万円程度

70,000円

浙江大学
ウインタープログ
ラム

3月2日
～

3月13日

学部・
大学院生

25名
（応募者僅少の場合
先方の判断で中止の

場合あり）

特に問わない
プログラム料金60,000円程度
航空運賃、現地での食費等
合わせて15万円程度

60,000円

INSA Lyonウイン
タープログラム

3月9日
～

3月20日

学部学生
10名

（学年・学部の制限
あり）

TOEFL iBT 80
TOEIC 750
IELTS6.5
以上程度

プログラム料金1,550ユーロ
航空運賃、現地食費等
合わせて36万円程度

80,000円
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ウインタープログラム編

各プログラム紹介
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2-1 カリフォルニア大学サンディエゴ校ウインタープログラム①

１．プログラム内容

２．対象者

・社会科学、自然科学等の入門的な講義を英語で受講（2時間×7コマ予定）

・講義前後に、大学院生による準備・復習セッション（30分）

・英語でのワークショップやプレゼンテーションも実施

・裁判所や研究室見学などを予定

・土日等にはエクスカーション（オプション）あり

・学部学生及び大学院学生

・「海外初心者」（TOEFL iBT 75～、TOEIC750 ～程度）

・留学に興味があるが、いきなり1人で長期留学は不安な人

プログラム中、
ＵＣＳＤ側の

コーディネイター
がサポート

英語学習ではない！

海外経験豊
富な人向け
では無い！

今年から大学院学生
も応募可能！



• 英語学習プログラムではないが、専門分野の学習でもない、「米国大学院の体験」

• 良くも悪くも東大生と一緒のプログラム（現地学生との交流は自分次第で無限大）

• 大学付近のアパートを東大生でシェア（２人部屋）予定

• 航空券は各自で手配。空港⇔宿泊先の送迎有・食費等は各自で負担。宿泊先はキッ

チン等完備

• 指定条件に沿って現地集合・現地解散

• １２月１３日（金）１９：３０～本郷キャンパスでのオリエンテーションに要参加

12The University of Tokyo

2-1 カリフォルニア大学サンディエゴ校ウインタープログラム②

３．費用・奨学金

４．留意点

• ３,３５０米ドル相当（２月１０日チェックイン～２月２２日チェックアウトの宿
泊料含む。１２月までに金額確定、日本円で支払）＋航空運賃等、生活費、保険、
OSSMA等は自己負担

• 奨学金は要件を満たす希望者に８万円～１６万円を支給
（成績要件を満たさない場合や、要件を満たしても大学院学生の場合は８万円）
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プログラム担当者から
Message from the Program Coordinator
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2-2 オタゴ大学ウインタープログラム①

１．プログラム趣旨・内容
・英語圏で英語を学習する。（週２３時間）

・ホームステイ、ニュージーランドに関する講義（週１時間）、

課外活動による文化体験

・正規課程講義の聴講（条件あり）

・ウインター？（現地はサマーだが、おそらく想像ほど気温は高くない）

・詳しくは、募集要項の参考資料を！

２．対象者
・学部学生最大35名を募集

・英語学習、文化理解に興味のある者

※既に英語能力の高い学生の応募は妨げないが、主なターゲットは初～中級
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2-2 オタゴ大学ウインタープログラム②

３．オタゴ大学とは？

・ニュージーランド最古の大学・東大の全学交換留学協定校！

・ニュージーランド南島 第２の都市ダニーデン（人口１３万人）に所在

・オタゴ＝地方行政区画（１６区画）、ダニーデン＝中心都市

・自然豊かな環境

ダニーデン

クライストチャーチ

ウエリントン

オークランド
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2-2 オタゴ大学ウインタープログラム③

４．費用・奨学金
• 授業料＋ホームステイ（２月１９日チェックイン～３月１４日チェックア

ウトの３食付）＋空港送迎＝2,701NZD ＝約20万円

※銀行振り込み等で支払い。詳細はオリエンテーションにて説明

• 要件を満たす希望者に奨学金７万円

• 航空券代＝約13万円～20万円程度（エコノミークラス）

• その他 保険、ＯＳＳＭＡ、旅行？ お土産？ 外食？？

Good on you, mate!

プログラム担当者から
Message from the Program Coordinator

５．留意点
• オリエンテーション：１２月１９日（木）１９：３０～駒場キャンパス要参加
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2-3 インドネシア大学ウインタープログラム①

１．プログラム趣旨・内容

・プログラムテーマに関する講義

・テーマ関連機関・施設の視察・見学

・インドネシア文化（言語、宗教、音楽）について学べる体験学習

・グループごとに学びをまとめて報告会で発表

・現地同窓会との懇親会を予定

・現地同窓会メンバーの勤務先訪問（過去にはインドネシア初の地下鉄工事見学）

２．対象者

・学部学生を対象としたプログラムだが、大学院生も参加可能

・講義受講とグループディスカションができる程度の英語力

・発展途上国における課題や文化理解に興味のある者
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2-3 インドネシア大学ウインタープログラム②

３．費用・奨学金
• 参加費１０万円：参加者の数等により上下する可能性あり。授業料、空港送迎、

２月9日チェックイン～２月22日チェックアウトの宿泊費、朝・昼食、懇親会費

等を含む

• 航空賃：オリエンテーション時に指す条件に合致する航空券を各自購入

• 奨学金：要件を満たす希望者に７万円

４．留意点
• １２月１０日（火）１９：３０～本郷キャンパスのオリエンテーション要参加

• メール、ＬＩＮＥ等での連絡事項を確実にチェックすること

• 事前・事後課題（エッセイ）の締め切りを守ること

• 健康・安全に関する注意事項を厳守すること

• インドネシア留学生会の協力も得ながら事前学習（インドネシア語、社会・歴

史・文化学習）を実施する予定なので積極的な参加を
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プログラム担当者から
Message from the Program Coordinator
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2-4 浙江大学ウインタープログラム①

１．プログラム趣旨・内容

・中国語講座（レベル設定あり初学者可）週に約２０クラス

（１クラス４５分）

・加えて、文化体験、課外活動（博物館、企業訪問等を予定）

・他大学学生（浙江大学に来ている留学生）、浙江大学学生との交流

・詳しくは募集要項の参考資料を参照

２．対象者

・学部学生及び大学院学生（２０２０年３月卒業予定者も今年は応募可）

・中国語力は問わない。学習意欲、異文化体験に興味をもっていること
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2-4 浙江大学ウインタープログラム②

３．浙江大学とは？

・中国浙江省杭州市に所在。世界遺産の西湖などがある

上海から杭州までは180km、高速鉄道で１時間、車で３～4時間

・歴史ある名門総合大学

・本学全学協定校（2019-2020より全学交換留学で留学可）

・浙江省にはアリババ・グループ・ホールディングの本社があることも有名

（浙江大学から車で１時間弱）
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2-4 浙江大学ウインタープログラム③

４．費用・奨学金

・プログラム料金 ６万円程度（2人部屋の学生寮費込み）

・航空運賃等、生活費、保険、OSSMA等は自己負担

・往路航空便は本部国際交流課が指定するものを購入すること

・奨学金は要件を満たす希望者に６万円を支給

プログラム担当者から
Message from the Program Coordinator
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正門
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2-5 INSA Lyon ウインタープログラム①

１．プログラム趣旨・内容
• 工学または理学分野の学生対象の短期プログラム

• スマートシティがコンセプト。

• 講義、フィールドトリップ、文化体験、学生交流

• プログラムは英語で実施（フランス語学習もある）

• 国内外の他大学（東北、神戸、瑞Chalmers、英

Derexel）も参加予定

• 詳しくは募集要項の参考資料を参照

２．対象者
• 原則、学部学生3,4年生（理学部・工学部・教養学

部後期課程の統合自然科学科/学際科学科のいずれ

かの正規課程在学生またはこれらに進学決定して

いる学部2年生のみ）

• 英語での講義受講やディスカッションを行える程

度の英語能力が必要。目安はTOEFL iBT 80程度～ま

たは TOEIC750～または IELTS6.5～
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2-5 INSA Lyon ウインタープログラム②

３．INSA Lyonとは？

・フランス国立応用科学院
リヨン校

・1957年設置のグランゼコール
工学系が主

・フランス南東部第二の都市で
あるリヨンに位置

・本学では学部・研究科により
交換留学が可能（部局間交換
留学）
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2-5 INSA Lyonウインタープログラム③

４．費用・奨学金
• 参加費1,550ユーロ：授業料、文化体験、空港⇔市内のシャトルチケット、３

月８日チェックイン～２０日チェックアウトの宿泊費（2人部屋）、食事（平

日は3食）等を含む

• 航空賃：オリエンテーション時に指定する条件に合致する航空券を各自購入

• ・奨学金：要件を満たす希望者に８万円

５．留意点
• １２月２０日（金）１９：３０～本郷キャンパスのオリエンテーションに要参加
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プログラム担当者から
Message from the Program Coordinator
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3 ウインタープログラム以外で募集中のもの

パリ政治学院（Sciences Po）春期短期留学
・パリ政治学院が日本の大学に所属する学生向けに実施

・英語でＥＵ等についての講義を受講（フランス語能力不問）

・別途費用でフランス語学習機会あり

・授業料 2,450 ユーロ（宿泊費用 1,440ユーロ程度含まず）

・東大生は、昨年度10名が参加

・現在、募集中！

・奨学金は要件を満たす希望者に１０万円支給

その他、随時募集。Facebook、Twitter、LINEをフォロー！

AEARU Winter Abroad Program 2019-2020 at Yonsei University 

・延世大学校（韓国）がAEARU（The Association of East Asian Research 
Universities、東アジア研究型大学協会）加盟大学等の学生向けに実施

・韓国語学習コース、韓国に関するテーマの特別講義、Kポップや韓流ドラマ
を通じた韓国語学習の特別講義で構成

・Tuition (800,000KRW)、Housing (476,000KRW (Optional))など

・現在、募集中！



国際総合力認定制度Go Global Gateway 概要

〇2018年4月より開始された新しい取組

〇参加対象は2018年度以降に入学の学部学生全員

〇自分に必要な学びや体験をプランニングし、国際交流活動等

に取り組むことを推奨。

国際総合力とは・・・

｢世界の多様な人々と共に生き、

共に働く力」

在学中に様々な国際交流活動に

挑戦し、認定を受けよう！

国際総合力を構成する５つの要素

詳細についてはQRコード

または「東大 国際総合力」で検索！



両校の学生が英語で議論とフィールドワー

クに参加。密な時間を共に過ごそう！

必要英語力★★☆～★★★

1月11日-12日：国内プログラム（山中湖）

2月1日-2月15日：海外プログラム（オース

トラリア国立大学キャンパス）

※日程は変更となる場合がある。

オーストラリア国立
大学合同プログラム

ハワイ大学付属語学学校で英語漬け。英語

への苦手意識を無くそう！

必要英語力☆☆☆～★☆☆

3月21日～29日：海外プログラム

(ハワイ大学マノア校キャンパス)

※日程は変更となる場合がある。

ハワイ大学マノア校
プログラム

プログラム詳細はGo Global Gatewayウェブサイトまたは10月17日の説明会へ！

Go Global Gatewayウィンタープログラム紹介

｢ジェンダー｣について英語で学習。ドイツ語

にもチャレンジしよう！

必要英語力★★☆

2月22日-3月7日：海外プログラム

(ベルリン自由大学キャンパス)

※日程は変更となる場合がある。

ベルリン自由大学
プログラム

プ ロ グ ラ ム 料 金 は 東 京 大 学 が 負 担 ！
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Thank you!

問合せ先
◆プログラム内容について
本部国際交流課：

studyabroad.adm[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

◆応募締切等について
各学部・研究科担当係

多数のご応募お待ちしています！

SNSもぜひフォローを！


