平成２８年５月２６日
統合国際機構長

平成 28 年度東京医科歯科大学・順天堂大学留学生交流会（軽井沢国際交流研修）
募

集 要 項

順天堂大学と東京医科歯科大学の学生（大学院生、外国人大学院研究生、及び日本語研修生）を対象
に、順天堂大学軽井沢セミナーハウスに宿泊し、合同研修を行います。
本研修は、文化交流を通して、参加者の語学力や異文化間コミュニケーション能力を高めることを目
的としています。
国際交流に高い関心を持つ大学院生、また留学生が在籍していない分野や海外に出る機会が少ない分
野の学生にも、異文化や多様な言語に積極的に触れる機会となります。
下記のとおり参加者を募集しますので、ふるってご参加ください。

記
日程（予定）
：

平成２８年７月２９日（金）～７月３０日（土）

行程（予定）
：

1 日目

13：45 順天堂大学集合（冨士ビル前）
14：00 順天堂大学出発（バス）
17：00 順天堂大学軽井沢セミナーハウス到着
18：00 夕食（BBQ）
22：00 就寝

2 日目

8：00 朝食
9：00 軽井沢セミナーハウス出発（バス）
10：00 富岡製糸場見学（途中昼食）※学生証必要
13：00 出発
16：00 順天堂大学到着（冨士ビル前）
・解散

※行程は、都合により変更することがあります。
対

象

者： 東京医科歯科大学および順天堂大学に在籍する学生
（大学院生、外国人大学院研究生、および日本語研修生）※家族は参加できません。

募 集 人 数 ： 東京医科歯科大学、順天堂大学 各々 留学生/日本人学生 計１５名
※応募者多数の場合、抽選により決定

研 修 場 所 ： 順天堂出大学軽井沢セミナーハウス
※部屋・浴場ともに男女別ですが、個室ではありません。
参

加

費： 軽井沢セミナーハウス宿泊費 １，０００円

（参加者決定後に集金（返金は出来ません））
※往復バス交通費と上記食事代は、大学と協賛財団により負担します。
申 し 込 み 方 法： 申請書を大学ホームページからダウンロードし、必要事項を入力し、
指導教員の署名・確認印を押印の上、国際交流課（１号館西４階）に
提出する
申 し 込 み締 切： ６月３日（金）１２：００

以上

May26, 2016
Director of Institute of Global Affairs
Tokyo Medical and Dental University Juntendo University Joint
International Exchange Study Training Application Guideline
Joint study training will be conducted for students (graduate / international research
student / KENSHU student) of Juntendo University and Tokyo Medical and Dental University
while staying at Juntendo University Seminar House in Karuizawa, Nagano prefecture.
This study training aims to improve the linguistic performance of participants through
cross-cultural activities, enabling participants to enhance linguistic ability and communication
skills.
This will be a great opportunity for students to become familiar with different cultures and
languages. It will be particularly valuable to those students located in departments with no
international students or those with few opportunities to go abroad, who nevertheless have a
strong desire to participate in international exchange.
You are cordially invited to apply. Detailed information is as follows.
Date (tentative):

Friday, July 29, 2016 – Saturday, July 30, 2016

Schedule (tentative): 1st day 13:45

2nd day

Gather at Juntendo Univ. (Fuji Building)

14:00

Depart from Juntendo Univ. (Bus)

17:00

Arrive at Seminar House in Karuizawa

18:00

Dinner(BBQ)

22:00

Bedtime

8:00

Breakfast

9:00

Depart Seminar House

10:00

Tour Tomioka Silk Mill (World Heritage Site)
/ Lunch

※require Student ID Card

13:00

Depart

16:00

Arrive Yushima gate / breakup

*The schedule is subject to change
Applicant: Student from Tokyo Medical and Dental University or Juntendo University
(graduate / international research student / KENSHU student)
*Family cannot join together.
The number of student accepted: about 15 students from each university
*Be chosen by lottery in case of oversubscription
Training place: Juntendo University Seminar House in Karuizawa, Nagano prefecture
* Rooms and Bathrooms are gender segregated, but not private.
Entry fee: Seminar House accommodation fee 1,000 yen

*Collected after participants are decided / The money once paid will not be refunded
*Transportation fee and above mentioned meal expense will be borne by university and
supporting sponsor
How to apply: Download application form from university website and fill out the form. The
supervisor’s signature / seal are required. Submit the completed form to International
Exchange Section located in Building No.1 West, 4F.
Application deadline: Noon on Friday June 3, 2016

