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～*～*～*～*～ 巻頭メッセージ ～*～*～*～*～
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。在校

「自分に足りないものは何か」
、
「自分の課題を解決す

生の皆さんも気持ちも新たに新学期を迎えられたか

るためには何が必要か」、
「この活動をこれからどのよ

と思います。

うに活かすか」、自ら問いを設定し解を見つけてくだ

津田塾大学では 2017 年に学年暦が 4 学期制に変

さい。センターは皆さんをサポートしますが、手取り

更され、学外学修制度が始動しました。2 年目となっ

足取り教えることはありません。最初は不安になるこ

た 2018 年度も多くの学生が国内外で様々な活動に

ともあるかもしれませんが、キャンパスをこえて学ぶ

参加しました。2018 年度は、学外学修を申請した津

ことできっと成長するはずです。2019 年度も多くの

田塾生が 300 人を超え、海外で活動した学生も 20

学生が学外学修に参加することを期待しています。

か国・地域に 100 人以上となりました。1、2 年生の

学外学修センターでは、４月から５月にかけて津田

参加率が高いのが特徴的です。多くの学生が、必修科

塾生が参加できるプログラムを紹介する説明会を実

目がない第 2 タームを利用し、海外でのボランティア、

施します。皆さん自分の関心にあったプログラムを見

地方での長期インターンシップ、企業での課題解決型

つけてください。

学修（PBL）
、世界各国でのサマープログラム等に参加

（学外学修センター 副センター長

敦賀和外）

していますが、共通して大切になるのが主体性です。
学外学修センター教員紹介
敦賀和外

（副センター長／特任教授）

国際基督教大学大学院行政学研究科修了。2016 年 4 月より現職。2002 年から 2006 年
まで国連開発計画(UNDP)アフガニスタン事務所にてプログラムオフィサー、企画戦略オフ
ィサーとして従事。2007 年、日本国際協力銀行（現国際協力機構）の援助協調専門家とし
てカンボジア政府に対する財政援助プログラムの策定に関わる。その後広島平和構築人材育
成センター(HPC) 就職支援担当プログラムマネージャー（2007 年～2008 年）、国際連合
日本政府代表部政務担当一等書記官（2008 年～2010 年）を歴任。ニューヨークの国連代
表部時代には、国連安全保障理事会や平和構築委員会を担当。2010 年から 2016 年 3 月
まで大阪大学グローバルコラボレーションセンターで特任准教授を務め、平和構築、国際援
助政策、国連政策の研究、教育に従事するとともに、学生の海外インターンシップ、海外フ
ィールドスタディ派遣を担う「海外体験型教育企画オフィス」のオフィス長を務めた。
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2019 年度 春の学外学修説明会

4 月 11 日(木)

4 月 15 日(月)

4 月 16 日(火)

4 月 17 日(水)

12:10
–12:50

12:10
–12:50
12:10
–12:50

12:10
–12:50

4 月 22 日(月)

4 月 23 日(火)

4 月 24 日(水)

4 月 25 日(木)

小平

アメリカの国立公園などで働きながら文化交流ができるプログラ

＜中継＞

ムの紹介（対象：2 年生以上）※インデペンデントスタディ対象プログラム

千駄ヶ谷

インデペンデントスタディ説明会（日本航空/朝日新聞ほか）

小平

5 月 15 日(水)

SA302

特別教室

千駄ヶ谷

SA302

CIEE 国際ボランティア説明会（小平）
小平

7101

海外サマープログラム説明会

小平

7101

南カリフォルニア大学、ジュネーブ国際・開発研究大学院、ユト

＜中継＞

レヒト大学でのサマープログラムの紹介

千駄ヶ谷

国際教育交換協議会（CIEE）による国際ボランティアの紹介

SA302

相談日

学外学修センター教員が千駄ヶ谷キャンパスで相談に応じます。
12:10
–12:50

12:10
–12:50

12:10
–12:50

12:10
–12:50

12:10
–12:50

プロジェクトアブロード 海外インターンシップ説明会

小平

主に途上国でのインターンシップを手掛けるプロジェクトアブロ

＜中継＞

ードによるプログラム説明

千駄ヶ谷

SA302

ETIC. 国内インターンシップ説明会

千駄ヶ谷

SA302

地域の課題解決型長期インターンシップをコーディネートしてい

＜中継＞

る ETIC.によるプログラム説明

小平

第一会議室

Intrax 海外インターンシップ説明会

小平

7101

アメリカ、シンガポール、タイなどでインターンシップを手掛け

（千駄ヶ谷中継なし

る Intrax によるプログラム説明

12:10
–12:50
12:10
–12:50

7101

録画対応）

国内インターンシップ／サービスラーニング説明会

小平

パソナグループや国際協力推進協会(APIC)などでのインターンシ

＜中継＞

ップの紹介

千駄ヶ谷

SA302

千駄ヶ谷

SA202

千駄ヶ谷

SA302

第一会議室

CIEE 国際ボランティア説明会（千駄ヶ谷）
国際教育交換協議会（CIEE）による国際ボランティアの紹介
千駄ヶ谷

５月 13 日(月)

第一会議室

＜中継＞

日本航空や朝日新聞との連携企画などについて紹介

千駄ヶ谷

4 月 18 日(木)

4 月 19 日(金)

CIEE ワーク＆トラベル説明会

相談日

ETIC. 国内インターンシップ説明会 （2 回目）
地域の課題解決型長期インターンシップをコーディネートしてい
る ETIC.によるプログラム説明

CIEE 国際ボランティア説明会（小平）(2 回目)
小平

国際教育交換協議会（CIEE）による国際ボランティアの紹介
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≪ 危機管理セミナー ≫
5 月２８日(火)

5 月２９日(水)

６月４日(火)

６月６日(木)

12:10
–12:50
12:10
–12:50
12:10
–12:50
12:10
–12:50

危機管理セミナー（外務省）千駄ヶ谷
千駄ヶ谷

SA202

海外渡航予定者対象。海外での安全管理について専門家より講義

危機管理セミナー（外務省）小平

小平

7101

＜中継＞

海外渡航予定者対象。海外での安全管理について専門家より講義

千駄ヶ谷

SA207

危機管理セミナー（CIEE）小平
小平

7101

海外渡航予定者対象。海外での安全管理について専門家より講義

危機管理セミナー（CIEE）千駄ヶ谷
千駄ヶ谷

SA202

海外渡航予定者対象。海外での安全管理について専門家より講義

※海外渡航予定者はいずれかの日程に必ず参加してください※

学外学修センターの利用方法


学外学修センターは小平キャンパス本館１F にあります。
（右地図参照）



開室時間は 9:00-16:30（お昼休み 11:15-12:15）

（以下略。学生は学内配布版を参照）

よくある質問(FAQ)
Q. 学外学修のプログラムはどのように探せばよいですか？
A. まずはご自身で探しましょう。インターネット検索だけでなく、先輩や友人に話を聞いてみるのもよいでしょう。
学外学修センターでも掲示板やメーリングリスト、説明会などで情報提供はしていますので、ご自身の関心にあっ
た活動を見つけてください。そのうえで質問や面談希望があればセンターに問い合わせてください。

Q. 大学で募集しているプログラムはどのように応募すればよいですか？
A. 学外学修センターが運用する「オフキャン・ナビ」
（学外学修検索、申請システム。４月以降詳細公表）経由で応募
することができます。プログラムによって応募窓口が学生生活課や国際センター等になっている場合は、当該部署
に確認してください。

Q. 単位申請はどのようにすればよいですか？
A. 「インターンシップ」「インデペンデントスタディ」「サービスラーニング」科目については「オフキャン・ナビ」
で単位申請が可能です。
（教務課への履修登録はセンターで行います）
「オフキャン・ナビ」の利用方法は４月以降
公表します。

3

第１号 April 2019
Q. 事前事後学習は必ず出席しなくてはいけませんか？
A. 必ず出席してください。事前事後学習のスケジュールは「学外学修ハンドブック」
（４月上旬公開予定）及び「オフ
キャン・ナビ」で確認できます。参加日は選択可能となっていますので、アルバイト、サークル活動他の予定より
優先させてください。事前事後学習に参加できない場合は「不合格」となります。

Q. 自分で見つけた学外学修活動を単位申請することは可能ですか？
A. 可能です。各科目の条件を満たせば申請することはできます。可否については審査の上決定します。活動がどの科
目に該当するのかは、
「インターンシップ」
「インデペンデントスタディ」
「サービスラーニング」科目のシラバスを
参照してください。

学外学修センター メーリングリスト登録について
学外学修に関する最新情報を提供します。
（以下略。学生は学内配布版を参照ください）

事例紹介
これまでの学外学修体験談（事例紹介）は、学外学修ポータルサイトで閲覧できます。
（以下略。学生は学内配布版を参照）
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