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　近年、海外において事件や災害に巻き込まれる日本人の
数が増えています。また、大気汚染や感染症など新たに懸
念すべき事項も増えてきているため、渡航先での危機管理

や安全管理に対する意識を日頃から高め、情報を収集しておく必要があります。
　危機管理はテロ行為のようなものだけでなく、異文化理解、事件や事故、犯罪、疾病など、身の回りで
日常的に起こりうることについても事前の情報収集と準備・心構えが必要です。
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◇国際教育センター ＞ 国際交流
http://siis.seikei.ac.jp/ie/

海外渡航中の危機管理

以下のウェブサイトは安全管理の観点から有益だと思われますので、ブックマークなどに登録し、
渡航前および渡航先においても確認するようにしましょう。

7月18日に実施した「危機管理セミナー」では、株式会社エスティー
エートラベルより講師をお招きし、海外渡航に関する豊富な経験・
知識に基づく危機管理手法や緊急時の対処法などについて、具体
例も交えてお話いただきました。夏期休暇中や後期
から海外旅行や留学を開始する学生が数多く参加

し、「出発前に渡航先の情報が得られ、参考になった」、「危機管理に
対する意識が高まった」などの感想が寄せられました。
※当セミナーは年2回、6月～ 7月と2月に実施しています。

●在留届について
外務省＞海外渡航・滞在＞届出・証明＞「在留届」をご存知ですか？
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

●在留届の届出
外務省ORRnet－インターネットによる在留届電子届出システム
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

●外務省（海外渡航情報など）
各国・地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/

海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/

●感染症や保健について
厚生労働省検疫所FORTH(For Traveler’s Health) http://www.forth.go.jp/

国立感染症研究所 http://www.nih.go.jp/niid/ja/

世界保健機構WHO(World Health Organization)（英語） http://www.who.int/en/

開催報告
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海外旅行保険および危機管理
支援サービスについては中面で!



　海外で緊急事故や重病・重症等の不測の事態に遭遇した場合、日本とは比較にならない高額の医療費や救援費用等がかか
ることがあるため、本学の中・長期協定留学制度を通して留学する学生は、本学が指定する東京海上日動火災保険株式会社の
海外旅行保険（学研災「付帯海学」）の加入ならびに日本アイラック株式会社の危機管理支援サービス（アイラック安心サポー
トデスク※下記図参照）に登録していただきます。詳細は、各留学プログラム説明会やオリエンテーションでご案内します。

◇ 国際教育センター＞留学＞留学中の危機管理
 http://siis.seikei.ac.jp/abroad/crisis.html
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保険会社 外務省など
※24時間ホットラインは、 例えば…

成蹊大学はアイラック安心サポートデスクと連携し、派遣留学生の皆さんをサポートします。
も利用可能

《派遣留学生》
日本出発後の乗り継ぎトラブルや事故、自然災
害、盗難被害、体調不良や怪我などの緊急時

《日本にいるご家族》
留学中の学生と連絡を取っているが、電話がつ
ながらず5日間メールの返信もないなどの緊急時

危機管理シートの提出

POINT 1

海外旅行保険
15%割引

（2015年度実績）

POINT 2

日本との往復や
留学先から第三国への

旅行なども保証

POINT 3

24時間年中無休
のホットラインによる

緊急受付

短期協定留学での渡航を除き、協定留学、JSAFプログラム、認定留学および休学で海外渡航する場
合は、必ず渡航前に危機管理シートを提出してください。「危機管理シート」は国際教育センター国際
課のウェブサイトより入力用フォームをダウンロードすることができます。一度提出した後も、記載事項
に変更がある場合は、その都度、国際教育センター国際課に本シートを提出してください。

街で時間を聞かれたの
で教えてあげようとス
マホを取り出したとこ
ろ、盗難にあった。

現地で知り合った友人たちとパー
ティを開催中、誤って他人のパソコ
ンに飲み物をこぼしてしまい、パソ
コンを破損させてしまった。持ち
主から損害賠償請求を受けた。

疲れと慣れない食事が
原因で、高熱と蕁麻疹
が出て受診し、現地で
の治療費および救援費
用が発生した。

CASE 3

携行品
CASE 2

賠償責任
CASE 1

治療費・救援費用

派遣留学生

海外にて
トラブル発生

（日本アイラック株式会社の
危機管理支援サービス登録者）

海外渡航中の危機管理特 集

海外旅行保険について

海外旅行保険は例えばこんなときに補償されます。

本学指定の海外旅行保険加入のメリット

アイラック安心サポートデスク

成蹊大学

連携協力

報　告

24時間ホットライン※

成蹊大学の学生が実際
に被害に遭っています。
現金やバッグなどに気
を取られがちですが、
スマホで行き先を検索
したり、写真を撮った
りなどしている時に盗
難にあうケースもあり
ます。

※ 各補償項目ともに補償対象外（免責）
となるケースもあります。



新たにカナダと中国の2大学と長期留学協定を締結し、本学の留学協定校は12カ国27大学になります。

ニューファンドランド・メモリアル大学は、カナダのニューファンド
ランド州セント・ジョンズ市に本部を置く、1925年創立の州立の総
合大学です。カナダ国内に3キャンパス、英国エセックスに1キャンパ
スを有し、約18,000名が学んでいます。本学の学生は①自然豊かな
Grenfellキャンパス、②ニューファンドランド州都のSt. John’sキャ
ンパスのいずれかのキャンパスを選択できます。St.John'sキャンパス
では日本語科目が開講されており、日本語学習者と知り合う機会があ
ります。大学だけでなく、地域一体の日本人比率が低いため、英語を
学習するには最適な環境です。また、自然が大変豊かで、夏はハイキ
ングやカヌー、ビーチ、冬はスキーを楽しむことができます。

上海交通大学は1896年に南洋公学を起源として創立された総合大学です。
上海市内に複数のキャンパスを持ち、学部生は約16,000名、大学院生は
約20,000名に上ります。特に理系分野に強みを持ち、大学院生が多いの
も特徴です。中国の国家重点大学の一つであり、江澤民中国国家主席をは
じめ、政財界や学術界等、各界に傑出した人材を多数輩出してきました。
キャンパスは地下鉄、高架鉄道、バス等公共交通の便も良く、最新の設備
と美しい環境を誇っています。

◇派遣期間
1年（9月～翌年4月中旬）

◇派遣人数(予定）
1名

◇出願期間
2015年10月26日～ 30日

◇出願資格※学内選考あり
◉ 留学開始時点で学部もしくは大学院在籍1年以上
◉ GPA 2.5以上
◉ 協定校において修学するに当たり次のいずれか

の語学要件を満たすこと。
◉ TOEFL iBT 70/TOEFL-ITP 530/IELTS 6.0

◇学部受入基準
◉ TOEFL iBT 79(Reading 20, Writing 20, 

Listening 17, Speaking 17)
◉IELTS 6.5
※ 上記の学部受入基準に満たない場合、留学開始

学期（9月～ 12月）は有料のBridge Program
に自己負担で参加することになります。

◇説明会
9月28日（月）　12時20分～ 13時　1-212にて

◇派遣期間
1年（2月～翌年2月）

◇派遣人数(予定）
1名

◇出願期間
2016年5月上旬予定

◇出願資格※学内選考あり
◉ 留学開始時点で学部もしくは大学院在籍1年以上
◉ GPA 2.5以上
◉ 協定校において修学するに当たり次の語学要件

を満たすこと。
　 派遣時までに最低1年間の中国語の学習を修了ま

たは同等レベル以上の中国語能力を有している
こと（中国語検定・HSK試験等の検定試験を受
検していることが望ましい）。

◉ 中国籍以外の者。

◇説明会
2016年4月下旬予定

成蹊大学からの派遣生は原則として、専門科目を英語で学びます。た
だし、語学レベルによりブリッジプログラム（※有料・参加者自己負担）
からスタートすることもできます。

成蹊大学からの派遣生は、上海交通大学の国際教育中心（http://www.
sie.sjtu.edu.cn/JN/Default.aspx）で主に中国語を学習します。また、中
国語や中国文化に関する様々な科目が提供されており、それらを選択する
ことも可能です。
提供科目の一例：中国語（精読、会話、ヒアリング、漢字）、中華文化（英
語講座）、上海語、ビジネス中国語、漢字、漢字と文化、中国武術、太極拳、
書道、絵画、篆刻、切り紙細工、映画鑑賞など

（2015年度内締結予定）

ロケーションや周辺環境

ロケーションや周辺環境

出
願
～
選
考

出
願
～
選
考

プログラム内容

プログラム内容

ニューファンドランド・メモリアル大学

Memorial University
of Newfoundland

Shanghai Jiao Tong University

上海交通大学

http://www/muc.ca/URL

http://www.sjtu.edu.cn/URL

カナダ

中 国

長 期

長 期

新規協定校の紹介



2015年度後期受入れ
協定留学生の紹介
2015年度後期受入れ
協定留学生の紹介

キムチミートボール入り
トマトバジルソースの
パスタ

2016年3月から約1年間、成蹊大学国
際交流会館に居住し、留学生とともに
生活を送る「学生アドバイザー」を募
集します。10月5日(月)に説明会を行
いますので、興味がある方はご参加く
ださい。

日本人学生と留学生の交流を目的とし
た国際交流バスツアー、今年度後期は
10月16日(金)に催行します。今回は山
梨方面を訪れ、紅葉の名所である昇仙
峡の散策と、ほうとう打ちやぶどう狩り
を体験します。参加申込は国際課まで。

少人数で英語での会話を楽しめると好
評のEnglish Chat Timeを、後期も開
催します。スケジュールは国際教育セ
ンター国際課のウェブサイトや掲示板
で確認してください。留学したい（す
る予定の)の人、英語を話したい（話
せるようになりたい）人、留学生と交流したい人の参加を
お待ちしています。

《作り方》
① 鍋にトマトペーストとバジルを入れて、混ぜる。人参と玉

ネギを切って、鍋に入れ、キムチも入れて10分ぐらい強火
で煮ている間にミートボールを作ります。

② ミートボールは豚ひき肉を丸め、中にキムチを入れます。
入れた後、また丸くして塩こしょうをかけて、鍋のソース
に入れてください。少し混ぜて、そのまま蓋をして、30分
ぐらい中火で煮ます。

③ ソースを煮ながら、湯を沸かして、お好きなスパゲッティ
をお好みの固さまで茹でてください。

④ ソースができたら、スパゲッティと交ぜ
て、お召し上がりください。好みで、パ
ルメザンチーズをかけても構いません。

後期より海外の協定校10校から14名の協定留学生を受け入れました。

2015年度後期受入れ
協定留学生の紹介

《食材》
●豚ひき肉 ●キムチ ●人参
●玉ネギの半分 ●バジル ●塩こしょう
●トマトペースト ●スパゲッティ ●パルメザンチーズ

グリフィス大学（オーストラリア）からの協定留
学生Lachlanさんがオリジナルレシピを教えてくれ
ました。国際交流会館に入居する留学生や学生ア
ドバイザーに手料理を振舞うこともあるそうです。

留学生のRecipe
オーストラリア

国際交流会館学生アドバイザー募集

国際交流バスツアー参加者募集

English Chat Time

エリナ ザイフェルト
Elina Seifert

［ハイデルベルク大学］
マキシミリアン リッソン
Maximilian Lisson

［ハイデルベルク大学］
アスヤ ユナル
Asya Ünal

［ハイデルベルク大学］

ジュン ガオ
Siyun Gao

［ボン大学］
アンナ メーナー
Anna Mener

［ボン大学］

イネス アワ アラム ディエディウ
Inés Awa Arame Diedhiou

［リヨン第三大学］

ヴァネッサ エヴァ トレス
Vanessa Eva Torres

［リヨン第三大学］

カトリオーナ マーリ ニコラ クレイトン
Catriona Mairi Nichola Clayton

［エディンバラ大学］

ロォウー アン チェン
Jou-An Chen

［ウェスタンワシントン大学］

ショー リー
Xiao・Li

［広東外語外貿大学］

シン ショウカ
奏　小霞

［復旦大学］

リ シン
李 晨

［同済大学］

ド イ ツ

中　国

ドンウック ウォン
Dongwook Won

［高麗大学］韓　国

イギリス

アメリカ

マイケル ラム
Michael・Lam

［ビクトリア大学］カナダ

フランス

分量は適当ですが、ソースの辛さと旨味

で美味しくパスタがいただけます。 ◇国際教育センター ＞ 国際交流
http://siis.seikei.ac.jp/ie/

国際交流イベント等に関しては下記ウェブサイトをご確認ください。


