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好奇心と勇気が国際人へのパスポートなんだ。
東洋大学の数々の国際交流プログラムが、あなたの気持ちを応援します。

★詳細は、①国際交流センターパンフレット ②各キャンパス掲示板（下図参照）もしくは ③ホームページをご覧ください。

国際交流センターホームページURL：http://www.toyo.ac.jp/kouryu （常に情報チェックを！）
窓口取扱時間：月～金曜／9：30～16：45（13：00～14：00を除く） 土曜／9：30～12：45

国際交流センター情報の各キャンパス掲示場所について  �
国際交流センターからの情報は、下記の各キャンパス掲示板で紹介しています。�

東洋大学は海外18大学（2003.2現在）と学術交流協定を結んで�
います。学生交換（交換留学制度）を行っているのは以下の8大学です。�
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場　　　　所�
○国際交流センター事務室前掲示板（3号館5階）�
○学内各所の学生用掲示板�
●教務課前掲示板（3号館1階）�
◎学生生活課前掲示板（3号館3階） 〔奨学金、医療関係等のお知らせ〕�
●総務課の向い側掲示板（研究管理棟1階）�
◎学生生活課留学生用掲示板（研究管理棟1階）�
◎学内の学生用掲示板（学内各所）�
●教学課前掲示板（4号館）�
◎留学生掲示板（4号館1階）�
◎留学生交流室掲示板（生協横）　�
●中央掲示板�
◎留学生室前掲示板�

《掲載情報》 ○：海外留学・語学セミナー、外国人留学生関係　●：海外留学・語学セミナー関係�
　　　　　  ◎：外国人留学生関係�
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ダブリンシティ大学�

オレゴン州立大学�

ミズーリ大学セントルイス校 

モンタナ大学�

マールブルク大学�

マルク・ブロック大学�

ルイ・パスツール大学�

 ロベール・シューマン大学�

いつ、何ができるの?　国際交流カレンダー 2003─2004  

交換留学･TOEFL-ITP　 ★…2004-2005交換留学生［派遣］�
　　　　　　　　　　　　  ○…2003-2004交換留学生［受入］�
�
�
�
　TOEFL-ITP実施（朝霞キャンパス）6月14日（土）�
○2003-2004ランゲージ・エクスチェンジ・パートナー（LEP）募集  �
�
○2003-2004交換留学生［受入］来日、歓迎会�
�
★2004-2005交換留学生［派遣］説明会�
�
　ＴＯＥＦＬ-ＩＴＰ実施（朝霞キャンパス）１０月１１日（土）�
★2004-2005交換留学生［派遣］出願受付�
�
★2004-2005交換留学生［派遣］選考試験�
�
�
�
�
○2003-2004交換留学生［受入］歓送会、帰国�
�
★2004-2005交換留学生［派遣］出発（8～9月）�
　　　　　　　　　　　　　（2005年5～7月に帰国）�

語学セミナー･一般留学生・語学教室�
●…語学セミナー　　◎…語学教室　　無印…一般留学生�
�

●夏期英語･中国語セミナー説明会�
　留学生連合会新入留学生歓迎会�
◎交換研究員による春期中国語教室受講募集・開始（白山）�

●夏期英語･中国語セミナー申込受付�
　留学生連合会ハイキング�

●夏期英語･中国語セミナー実施�
　留学生連合会第1回スポーツ大会�

●春期英語･中国語セミナー説明会�
◎交換研究員による秋期中国語教室受講募集・開始（白山）�

●春期英語･中国語セミナー申込受付�
　日本文化を堪能する一日［留学生対象］�

　留学生連合会第2回スポーツ大会･忘年会�

　留学生連合会スキー合宿［留学生対象］�
　留学生連合会総会［留学生対象］�

●春期英語･中国語セミナー実施（～3月）�
  �

※［留学生対象］以外の留学生連合会行事には、日本人学生も参加することができます。�

※日程および行事は変更・中止になる場合があります。�

年・月�

2
0
0
3

2
0
0
4

4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8

大学内で国際交流
・外国人留学生と友達になる

・留学生連合会の行事に参加する

・交換研究員による語学教室(受講料無料)

・ランゲージ・エクスチェンジ・パートナー（LEP）になる

・シンポジウムを聴講する

海外で国際交流
・交換留学制度
・認定留学制度
・語学セミナー(夏期・春期の年2回実施）
※夏期語学セミナーの募集は左ページ上段をご覧ください。

このコーナーでは毎回、国際交流に関する情報やニュースを掲載していきます

19

Information
News &

履 修 ス ケ ジ ュ ー ル

期　　間 2003年8月1日（金）～8月29日（金）（29日間） 2003年8月5日（火）～9月2日（火）（29日間）

研修校 ①オレゴン州立大学　　②モンタナ大学 大連外国語大学

（アメリカ･オレゴン州） （アメリカ･モンタナ州） （中国・遼寧省）

募集人数 各コースとも30名を予定 22名

参加費 4月に開催する説明会にてお知らせします。 261,000円

申込期間 5月6日（火）～5月9日（金）

備　　考 このセミナーに参加し所定の要件を満たすと、 通信教育部を除く全学生は、このセミナーに

単位認定を受けることが可能です。 参加し所定の要件を満たすと、単位認定を

受けることが可能です。

4月21日（月） 川　　越 12：20～13：05 2104教室　 2105教室

4月22日（火） 白　　山 12：15～12：55 1311教室 1312教室

4月23日（水） 朝　　霞 12：20～13：05 133教室 134教室

4月23日（水） 白　　山 17：30～17：55 未定 未定

4月24日（木） 板　　倉 12：45～13：15 2206教室 2207教室

「語学学習」を越えた言葉と異文化に触れる旅に出よう。各研修校では
東洋大生のためのプログラムを特別に企画しています。

●説明会 下記の日程で行ないます。積極的に参加してください●夏期語学セミナー

文・経済・経営・法・社会　第1部3・4年生／第2部1～4年生 前期授業開始　4／9（水）
4／2（水）～ 4／ 8（火） 新入生教育
4／4（金）～ 4／15（火） 進級手続期間（学生証更新・通学証明書配付）
4／4（金）～ 4／12（土） 講義要項・授業時間割表・時間割作成用紙等配付

（第1部3年生は、3年生ガイダンス時に配布）
4／4（金）～ 4／22（火） Web情報システムによる履修登録期間

（社会学部は期間が異なります）
4／4（金）～ 教育実習参加決定者発表（4年生）

文・経済・経営・法・社会　第1部1・2年生 前期授業開始　4／9（水）
4／2（水）～ 4／ 8（火） 新入生教育
4／5（土）～ 4／15（火） 進級手続期間（学生証更新・通学証明書配付）
4／5（土）～ 4／ 7（月） 講義要項・授業時間割表・時間割作成用紙等配付
4／4（金）～ 4／22（火） Web情報システムによる履修登録期間

（社会学部は期間が異なります）

工　1～4年生 春学期授業開始　4／7（月）
4／2（水）～ 4／ 4（金） 新入生教育
4／2（水）～ 4／16（水） 進級手続期間（学生証更新）
4／2（水）～ 4／ 4（金） 講義要項・授業時間割表・時間割作成用紙等配付
4／2（水）～ 4／15（火） Web情報システムによる履修登録期間

国際地域・生命科　　1～4年生 春学期授業開始　4／7（月）
4／2（水）～ 4／ 5（土） 新入生教育
4／2（水）～ 4／ 5（土） 履修関係書類配付
4／2（水）～ 4／15（火） 進級手続期間（学生証更新・通学証明書配付）
4／5（土） 在校生ガイダンス（学科・就職ガイダンス）
4／5（土）～ 4／17（木） Web情報システムによる履修登録期間

Open minds open doors


