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ウォーターループログラム説明
会(オンライン留学特別プログ

ラム)

Tohoku Global
Campus Project

~こんな時だからこそ、オンラ
インで海外協定校の学生と

つながろう！~
国際交流コース

【GCSオンラインイベント】

Tohoku Global
Campus Project

~こんな時だからこそ、オンラ
インで海外協定校の学生と

つながろう！~
留学準備コース

（アジア・オセアニア地域）
【GCSオンラインイベント】

交換留学
帰国者報告会

【北米地域帰国者】

ハワイプログラム説明会
(オンライン留学特別プログラム)

ヨークプログラム説明会
(オンライン留学特別プログラム)

【交換留学応募締切直前！】
交換留学準備たすけあいイベント

【GCSオンラインイベント】

交換留学帰国者報告会
【欧州地域帰国者②】

2021年春実施
オンライン留学特別プログラム

全体説明会

2020年10月海外留学・語学学習関連イベント

高度教養教育・学生支援機構 グローバルラーニングセンター(GLC)
www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/ @TGLtohokutgl.tohoku

教育・学生支援部留学生課
022-795-7820 
sab_query@grp.tohoku.ac.jp

グローバルゼミ 　初回授業
（オリエンテーション）

【対象】
学部1年生 10/6 （火） 16:20～17:50 オンライン

(zoom)

Advanced Global Seminar 　初回授業
（オリエンテーション）

【対象】
4・6・8セメ学生 10/6 （火） 16:20～17:50 オンライン

(Meet)

大学間学術交流協定校への交換留学

2021年度(一次募集)交換留学説明会 10/６（火） 18:00~19:00 オンライン
(zoom)

【欧州地域帰国者①】 10/12（月） 18:00~19:00
【欧州地域帰国者②】 10/13（火） 18:00~19:00
【アジア地域帰国者】 10/14（水） 18:00~19:00
【北米地域帰国者】 10/15（木） 18:00~19:00

オンライン留学特別プログラム
2021年春実施 オンライン留学特別プログラム

10/13（火） 12:10～12:50

　　　②  ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア) 10/14 (水) 12:15～12:45

　　　③　ハワイ大学マノア校(米国) 10/16（金） 12:10～12:50

　　　④　ヨーク大学(英国) 10/16（金） 17:00～18:00
　　　⑤　ウォータールー大学(カナダ) 10/20 (火) 20:00～20:45

10/7 (水) 19:00~21:10

10/13 (火) 19:00~21:10

　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

10/17 (土) 14:00~15:30

10/18 (日) 14:00~15:30
　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

オンライン
(zoom)

【交換留学応募締切直前！】
交換留学準備たすけあいイベント 10/16 (金) 18:30~20:00 オンラインそ

の
他 Tohoku Global Campus Project

~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~
国際交流コース
留学準備コース（アジア・オセアニア地域）

19:30～21:00

T
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海
外
留
学
プ
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グ
ラ
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TOEFL ITP®テスト

社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾
～外資系企業のイメージとリアル～ 10/7 (水)

オンライン
(zoom)2020年秋 交換留学帰国者報告会

　　　①　全体説明会

オンライン
(zoom)

語
学

川内北キャン
パスA棟A200

オンライン
(zoom)

詳しくはGCS公式LINEをチェック！

詳しくはGLCウェブサイト
「10月のイベント」特設サイト
をチェック！


2020. 10月イベント(9.30)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

								19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾～外資系企業のイメージとリアル～【GCSオンラインイベント】 シャカイジン キ リュウガク ダイ ダン ガイシケイ キギョウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

								18:30		20:00		　【交換留学応募締切直前！】交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				17 日		土		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】  トキ カイガイ キョウテイコウ ガクセイ コクサイ コウリュウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				18 日		日		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火		19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第4弾～研究機関や行政の中で活躍する～【GCSオンラインイベント】 ケンキュウ キカン ギョウセイ ナカ カツヤク				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				15日 ニチ		日		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（ヨーロッパ地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





2020ちらし用 

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(zoom)

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(Meet)



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						2021年度(一次募集)交換留学説明会 ネンド イチジ ボシュウ コウカン リュウガク セツメイカイ						10/６		（火） カ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

						2020年秋 交換留学帰国者報告会				【欧州地域帰国者①】		10/12		（月） ゲツ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

										【欧州地域帰国者②】		10/13		（火） カ		18:00~19:00

										【アジア地域帰国者】		10/14		（水） スイ		18:00~19:00

										【北米地域帰国者】		10/15		（木） モク		18:00~19:00

						オンライン留学特別プログラム リュウガク トクベツ

						2021年春実施 オンライン留学特別プログラム

						　　　①　全体説明会						10/13		（火） カ		12:10～12:50		オンライン(zoom)

						　　　②  ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)						10/14		(水) スイ		12:15～12:45

						　　　③　ハワイ大学マノア校(米国)						10/16		（金） キン		12:10～12:50

						　　　④　ヨーク大学(英国)						10/16		（金） キン		17:00～18:00

						　　　⑤　ウォータールー大学(カナダ)						10/20		(火) カ		20:00～20:45



		語学 ゴガク				TOEFL ITP®テスト						10/7		(水) スイ		19:00~21:10		川内北キャンパスA棟A200 カワウチ キタ トウ

												10/13		(火) カ		19:00~21:10



		その他 タ				社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾                                    ～外資系企業のイメージとリアル～						10/7		(水) スイ		19:30～21:00		オンライン(zoom)



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						【交換留学応募締切直前！】                                    交換留学準備たすけあいイベント						10/16		(金)		18:30~20:00		オンライン



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						Tohoku Global Campus Project                                     ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~

								国際交流コース				10/17		(土) ド		14:00~15:30		オンライン(zoom)

								留学準備コース（アジア・オセアニア地域）				10/18		(日) ニチ		14:00~15:30

						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】





2020カレンダー  

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				10/5		6		7		8		9		10		11

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TOEFL ITP®テスト

						Advanced Global              Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ		社会人に聞く「留学×キャリア」   第3弾                                  ~外資系企業のイメージとリアル~【GCSオンラインイベント】

						交換留学説明会 コウカン リュウガク セツメイカイ

				12		13		14		15		16		17		18

				交換留学                    帰国者報告会                     【欧州地域帰国者①】		2021年春実施                 オンライン留学特別プログラム             全体説明会		 UNSWプログラム説明会       (オンライン留学特別プログラム)		交換留学                       帰国者報告会               【北米地域帰国者】		ハワイプログラム説明会        (オンライン留学特別プログラム)		Tohoku Global      Campus Project                       ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生と     つながろう！~                                     国際交流コース            【GCSオンラインイベント】 		Tohoku Global   Campus Project           ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~                   留学準備コース             （アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  



												ヨークプログラム説明会          (オンライン留学特別プログラム)

						交換留学帰国者報告会      【欧州地域帰国者②】		交換留学帰国者報告会         【アジア地域帰国者】

												【交換留学応募締切直前！】    交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 

						TOEFL ITP®テスト

				19		20		21		22		23		24		25

						ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)



				26		27		28		29		30		31		11/1





				11/2		3		4		5		6		7		8











2020. 10月イベント(9.29)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

				17 日		土

				18 日		日

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土

				15日 ニチ		日

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





（参考）2019 カレンダー 

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				9/30		1		2		3		4		5		6

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会

						Advanced Global Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ

						TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会 キナイ セツメイカイ

				7		8		9		10		11		12		13

				「アメリカって壮大だ。アメリカ留学に　　　　行きたくなる90分」		交換留学説明会　　　　　　＋留学報告会 コウカン リュウガク セツメイカイ リュウガク ホウコクカイ		2020春SAP/FL　　　　　プログラム別説明会① ハル ベツ セツメイカイ		2020春SAP/FL　　　　プログラム別説明会② ハル ベツ セツメイカイ		"留学"x"就活" 　     ~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~ リュウガク シュウカツ ソツ リュウガク ケイケンシャ カタ シュウカツ



								COLABS 募集説明会 ボシュウ セツメイカイ

								海外体験プログラム　　　　　事後報告会 カイガイ タイケン ジゴ ホウコクカイ

								TOEFL ITP®テスト

				14		15		16		17		18		19		20

				体育の日　　　　　　(授業日） ジュギョウ ビ						2019夏SAP          　　　 事後報告会① ナツ ジゴ ホウコクカイ		2019夏SAP      　　　    事後報告会②

										2019夏FL                     事後報告会 ナツ ジゴ ホウコクカイ

				21		22		23		24		25		26		27

						即位礼正殿の儀 



				28		29		30		31		11/1		2		3











（参考）2019ちらし用

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ｃ棟　2階　C200 コウギトウ トウ カイ

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北		講義棟Ａ棟　2階　A202



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						募集説明会 + 留学報告会 ボシュウ セツメイ カイ リュウガク ホウコクカイ						10/8		（火） カ		18:30~20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A200 他 ホカ

						スタディアブロードプログラム(SAP)/ファカルティレッドプログラム(FL)

						2020春プログラム別説明会(SAP/FL) ハル						10/9		(水) スイ		12:00～13:00		川内南 カワウチ ミナミ		文科系総合講義棟　1階　コモンスペース ブンカケイ ソウゴウ コウギトウ カイ

												10/10		(木) モク

						2019夏　事後報告会(SAP) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　1階　A101~A105 コウギトウ トウ カイ

												10/18		（金） キン

						2019夏　事後報告会(FL) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A202, 203, 205



						自然科学系短期共同研究留学生派遣プログラム(COLABS-Outbound)

						募集説明会 ボシュウ セツメイカイ						10/9		(水) スイ		17:00～19:00		青葉山 アオバヤマ		情報科学研究科棟　                       2階　中講義室(207) ジョウホウ カガク ケンキュウカ トウ カイ チュウ コウギシツ

						【対象】自然科学系研究科に在籍する大学院生及び進学予定の学部生 タイショウ シゼン カガク ケイ ケンキュウカ ザイセキ ダイガク インセイ オヨ シンガク ヨテイ ガクブセイ

						海外体験プログラム カイガイ タイケン

						事後報告会 ジゴ ホウコクカイ						10/9		(水) スイ		18:30~20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　2階 A203



		語学 ゴガク				TEA's English 学期内プログラム説明会 ガッキ ナイ セツメイカイ						10/1		(火) カ		18:30~19:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

												10/2		(水) スイ		12:10~12:50

						TOEFL ITP®テスト						10/9		(水) スイ		18:00～21:10		青葉山 アオバヤマ		理学研究科　大講義棟　大講義室 リガク ケンキュウカ ダイ コウギトウ ダイコウギシツ



		その他 タ				アメリカって壮大だ。						10/7		(月) ゲツ		18:30～20:00		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館 1階　多目的室 カイ タモクテキ シツ

						アメリカ留学に行きたくなる90分

						グローバルキャンパスサポーター（ＧＣＳ）による北米留学プロモーションイベント

						"留学"x"就活"   						10/11		(金)		16:30~18:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

						~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~












2020. 10月イベント(9.30)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

								19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾～外資系企業のイメージとリアル～【GCSオンラインイベント】 シャカイジン キ リュウガク ダイ ダン ガイシケイ キギョウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

								18:30		20:00		　【交換留学応募締切直前！】交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				17 日		土		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】  トキ カイガイ キョウテイコウ ガクセイ コクサイ コウリュウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				18 日		日		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火		19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第4弾～研究機関や行政の中で活躍する～【GCSオンラインイベント】 ケンキュウ キカン ギョウセイ ナカ カツヤク				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				15日 ニチ		日		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（ヨーロッパ地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





2020ちらし用 

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(zoom)

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(Meet)



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						2021年度(一次募集)交換留学説明会 ネンド イチジ ボシュウ コウカン リュウガク セツメイカイ						10/６		（火） カ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

						2020年秋 交換留学帰国者報告会				【欧州地域帰国者①】		10/12		（月） ゲツ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

										【欧州地域帰国者②】		10/13		（火） カ		18:00~19:00

										【アジア地域帰国者】		10/14		（水） スイ		18:00~19:00

										【北米地域帰国者】		10/15		（木） モク		18:00~19:00

						オンライン留学特別プログラム リュウガク トクベツ

						2021年春実施 オンライン留学特別プログラム

						　　　①　全体説明会						10/13		（火） カ		12:10～12:50		オンライン(zoom)

						　　　②  ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)						10/14		(水) スイ		12:15～12:45

						　　　③　ハワイ大学マノア校(米国)						10/16		（金） キン		12:10～12:50

						　　　④　ヨーク大学(英国)						10/16		（金） キン		17:00～18:00

						　　　⑤　ウォータールー大学(カナダ)						10/20		(火) カ		20:00～20:45



		語学 ゴガク				TOEFL ITP®テスト						10/7		(水) スイ		19:00~21:10		川内北キャンパスA棟A200 カワウチ キタ トウ

												10/13		(火) カ		19:00~21:10



		その他 タ				社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾                                    ～外資系企業のイメージとリアル～						10/7		(水) スイ		19:30～21:00		オンライン(zoom)



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						【交換留学応募締切直前！】                                    交換留学準備たすけあいイベント						10/16		(金)		18:30~20:00		オンライン



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						Tohoku Global Campus Project                                     ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~

								国際交流コース				10/17		(土) ド		14:00~15:30		オンライン(zoom)

								留学準備コース（アジア・オセアニア地域）				10/18		(日) ニチ		14:00~15:30

						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】





2020カレンダー  

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				10/5		6		7		8		9		10		11

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TOEFL ITP®テスト

						Advanced Global              Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ		社会人に聞く「留学×キャリア」   第3弾                                  ~外資系企業のイメージとリアル~【GCSオンラインイベント】

						交換留学説明会 コウカン リュウガク セツメイカイ

				12		13		14		15		16		17		18

				交換留学                    帰国者報告会                     【欧州地域帰国者①】		2021年春実施                 オンライン留学特別プログラム             全体説明会		 UNSWプログラム説明会       (オンライン留学特別プログラム)		交換留学                       帰国者報告会               【北米地域帰国者】		ハワイプログラム説明会        (オンライン留学特別プログラム)		Tohoku Global  Campus Project        ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~                                     国際交流コース            【GCSオンラインイベント】 		Tohoku Global   Campus Project         ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~                 留学準備コース          （アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  



						交換留学帰国者報告会      【欧州地域帰国者②】						ヨークプログラム説明会          (オンライン留学特別プログラム)

								交換留学帰国者報告会         【アジア地域帰国者】

						TOEFL ITP®テスト						【交換留学応募締切直前！】    交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 



				19		20		21		22		23		24		25

						ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)



				26		27		28		29		30		31		11/1





				11/2		3		4		5		6		7		8











2020. 10月イベント(9.29)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

				17 日		土

				18 日		日

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土

				15日 ニチ		日

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





（参考）2019 カレンダー 

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				9/30		1		2		3		4		5		6

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会

						Advanced Global Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ

						TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会 キナイ セツメイカイ

				7		8		9		10		11		12		13

				「アメリカって壮大だ。アメリカ留学に　　　　行きたくなる90分」		交換留学説明会　　　　　　＋留学報告会 コウカン リュウガク セツメイカイ リュウガク ホウコクカイ		2020春SAP/FL　　　　　プログラム別説明会① ハル ベツ セツメイカイ		2020春SAP/FL　　　　プログラム別説明会② ハル ベツ セツメイカイ		"留学"x"就活" 　     ~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~ リュウガク シュウカツ ソツ リュウガク ケイケンシャ カタ シュウカツ



								COLABS 募集説明会 ボシュウ セツメイカイ

								海外体験プログラム　　　　　事後報告会 カイガイ タイケン ジゴ ホウコクカイ

								TOEFL ITP®テスト

				14		15		16		17		18		19		20

				体育の日　　　　　　(授業日） ジュギョウ ビ						2019夏SAP          　　　 事後報告会① ナツ ジゴ ホウコクカイ		2019夏SAP      　　　    事後報告会②

										2019夏FL                     事後報告会 ナツ ジゴ ホウコクカイ

				21		22		23		24		25		26		27

						即位礼正殿の儀 



				28		29		30		31		11/1		2		3











（参考）2019ちらし用

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ｃ棟　2階　C200 コウギトウ トウ カイ

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北		講義棟Ａ棟　2階　A202



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						募集説明会 + 留学報告会 ボシュウ セツメイ カイ リュウガク ホウコクカイ						10/8		（火） カ		18:30~20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A200 他 ホカ

						スタディアブロードプログラム(SAP)/ファカルティレッドプログラム(FL)

						2020春プログラム別説明会(SAP/FL) ハル						10/9		(水) スイ		12:00～13:00		川内南 カワウチ ミナミ		文科系総合講義棟　1階　コモンスペース ブンカケイ ソウゴウ コウギトウ カイ

												10/10		(木) モク

						2019夏　事後報告会(SAP) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　1階　A101~A105 コウギトウ トウ カイ

												10/18		（金） キン

						2019夏　事後報告会(FL) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A202, 203, 205



						自然科学系短期共同研究留学生派遣プログラム(COLABS-Outbound)

						募集説明会 ボシュウ セツメイカイ						10/9		(水) スイ		17:00～19:00		青葉山 アオバヤマ		情報科学研究科棟　                       2階　中講義室(207) ジョウホウ カガク ケンキュウカ トウ カイ チュウ コウギシツ

						【対象】自然科学系研究科に在籍する大学院生及び進学予定の学部生 タイショウ シゼン カガク ケイ ケンキュウカ ザイセキ ダイガク インセイ オヨ シンガク ヨテイ ガクブセイ

						海外体験プログラム カイガイ タイケン

						事後報告会 ジゴ ホウコクカイ						10/9		(水) スイ		18:30~20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　2階 A203



		語学 ゴガク				TEA's English 学期内プログラム説明会 ガッキ ナイ セツメイカイ						10/1		(火) カ		18:30~19:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

												10/2		(水) スイ		12:10~12:50

						TOEFL ITP®テスト						10/9		(水) スイ		18:00～21:10		青葉山 アオバヤマ		理学研究科　大講義棟　大講義室 リガク ケンキュウカ ダイ コウギトウ ダイコウギシツ



		その他 タ				アメリカって壮大だ。						10/7		(月) ゲツ		18:30～20:00		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館 1階　多目的室 カイ タモクテキ シツ

						アメリカ留学に行きたくなる90分

						グローバルキャンパスサポーター（ＧＣＳ）による北米留学プロモーションイベント

						"留学"x"就活"   						10/11		(金)		16:30~18:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

						~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~












2020. 10月イベント(9.30)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

								19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾～外資系企業のイメージとリアル～【GCSオンラインイベント】 シャカイジン キ リュウガク ダイ ダン ガイシケイ キギョウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

								18:30		20:00		　【交換留学応募締切直前！】交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				17 日		土		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】  トキ カイガイ キョウテイコウ ガクセイ コクサイ コウリュウ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				18 日		日		14:00		15:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火		19:30		21:00		社会人に聞く「留学×キャリア」第4弾～研究機関や行政の中で活躍する～【GCSオンラインイベント】 ケンキュウ キカン ギョウセイ ナカ カツヤク				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」国際交流コース【GCSオンラインイベント】 				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				15日 ニチ		日		18:00		19:30		Tohoku Global Campus Project～こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！」留学準備コース（ヨーロッパ地域）【GCSオンラインイベント】  リュウガク ジュンビ チイキ				オンライン				坂本 サカモト		GCS

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





2020ちらし用 

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(zoom)

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/6		（火） カ		16:20～17:50		オンライン(Meet)



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						2021年度(一次募集)交換留学説明会 ネンド イチジ ボシュウ コウカン リュウガク セツメイカイ						10/６		（火） カ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

						2020年秋 交換留学帰国者報告会				【欧州地域帰国者①】		10/12		（月） ゲツ		18:00~19:00		オンライン(zoom)

										【欧州地域帰国者②】		10/13		（火） カ		18:00~19:00

										【アジア地域帰国者】		10/14		（水） スイ		18:00~19:00

										【北米地域帰国者】		10/15		（木） モク		18:00~19:00

						オンライン留学特別プログラム リュウガク トクベツ

						2021年春実施 オンライン留学特別プログラム

						　　　①　全体説明会						10/13		（火） カ		12:10～12:50		オンライン(zoom)

						　　　②  ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)						10/14		(水) スイ		12:15～12:45

						　　　③　ハワイ大学マノア校(米国)						10/16		（金） キン		12:10～12:50

						　　　④　ヨーク大学(英国)						10/16		（金） キン		17:00～18:00

						　　　⑤　ウォータールー大学(カナダ)						10/20		(火) カ		20:00～20:45



		語学 ゴガク				TOEFL ITP®テスト						10/7		(水) スイ		19:00~21:10		川内北キャンパスA棟A200 カワウチ キタ トウ

												10/13		(火) カ		19:00~21:10



		その他 タ				社会人に聞く「留学×キャリア」第3弾                                    ～外資系企業のイメージとリアル～						10/7		(水) スイ		19:30～21:00		オンライン(zoom)



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						【交換留学応募締切直前！】                                    交換留学準備たすけあいイベント						10/16		(金)		18:30~20:00		オンライン



						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】

						Tohoku Global Campus Project                                     ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~

								国際交流コース				10/17		(土) ド		14:00~15:30		オンライン(zoom)

								留学準備コース（アジア・オセアニア地域）				10/18		(日) ニチ		14:00~15:30

						　【グローバルキャンパスサポーター(GCS)オンラインイベント】





2020カレンダー  

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				10/5		6		7		8		9		10		11

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TOEFL ITP®テスト

						Advanced Global              Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ		社会人に聞く「留学×キャリア」   第3弾                                  ~外資系企業のイメージとリアル~【GCSオンラインイベント】

						交換留学説明会 コウカン リュウガク セツメイカイ

				12		13		14		15		16		17		18

				交換留学                    帰国者報告会                     【欧州地域帰国者①】		2021年春実施                 オンライン留学特別プログラム             全体説明会		 UNSWプログラム説明会       (オンライン留学特別プログラム)		交換留学                       帰国者報告会               【北米地域帰国者】		ハワイプログラム説明会        (オンライン留学特別プログラム)		Tohoku Global  Campus Project          ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~                                     国際交流コース            【GCSオンラインイベント】 		Tohoku Global   Campus Project         ~こんな時だからこそ、オンラインで海外協定校の学生とつながろう！~                 留学準備コース          （アジア・オセアニア地域）【GCSオンラインイベント】  



												ヨークプログラム説明会          (オンライン留学特別プログラム)

						交換留学帰国者報告会      【欧州地域帰国者②】		交換留学帰国者報告会         【アジア地域帰国者】

												【交換留学応募締切直前！】    交換留学準備たすけあいイベント【GCSオンラインイベント】 

						TOEFL ITP®テスト

				19		20		21		22		23		24		25

						ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)



				26		27		28		29		30		31		11/1





				11/2		3		4		5		6		7		8











2020. 10月イベント(9.29)

		2020年10月 留学・TGL・語学関連イベントスケジュール（予定） ネン ヘイネン ガツ カンレン ヨテイ



		青字 アオジ		未定/調整中/仮案 ミテイ チョウセイチュウ カリ アン						★		GLC以外が主催する主要イベント等 イガイ シュサイ シュヨウ トウ												2020/9/29現在 ゲンザイ

		月 ツキ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン				イベント

東北大学: 東北大学:
9/24以降にイベント情報を追加する場合は赤字で入力してください		主な対象者 オモ タイショウシャ		開催方法 カイサイ ホウホウ		会場 カイジョウ		担当 タントウ				備考（締切等） ビコウ シメキリ トウ

								開始 カイシ		終了 シュウリョウ										教員 キョウ イン		職員 ショクイン

				24 日		木

				25 日		金

				26 日		土

		9月 ガツ		27 日		日

				28 日		月

				29 日		火		16:00		16:45		後期グローバルゼミ・ミニ説明会 コウキ セツメイ カイ				オンライン				米澤・新見 ヨネザワ シンミ

				30 日		水

		10月 ガツ		1 日		木

				2 日		金

				3 日		土

				4 日		日

				5 日		月

				6 日		火		16:20		17:50		グローゼミ初回授業/Advanced Global Seminar初回授業 ショカイ ジュギョウ ショカイ ジュギョウ				オンライン				米澤・新見・渡部(由) ヨネザワ シンミ ワタベ ユ

								18:00		19:00		2021年度(一次募集)交換留学説明会				オンライン

				7 日		水		19:00		21:10		TOEFL ITP®

				8 日		木

				9 日		金

				10 日		土

				11 日		日

				12 日		月		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者①】				オンライン

				13 日		火		12:10		12:50		2021年春実施 オンライン留学特別プログラム全体説明会 ネン ハル ジッシ リュウガク トクベツ ゼンタイ セツメイカイ				オンライン				SAP担当教員 タントウ キョウイン		SAP担当職員 タントウ ショクイン

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【欧州地域帰国者②】				オンライン

								19:00		21:10		TOEFL ITP®

				14 日		水		12:15		12:45		2021年春実施 UNSWプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				渡部(由) ワタベ ユ		渋谷 シブヤ

								18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【アジア地域帰国者】				オンライン

				15 日		木		18:00		19:00		2020年秋 交換留学帰国者報告会【北米地域帰国者】				オンライン

				16 日		金		12:10		12:50		2021年春実施 ハワイプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				米澤 ヨネザワ		小林 コバヤシ

								17:00		18:00		2022年春実施 ヨークプログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				髙橋 タカハシ		小林 コバヤシ

				17 日		土

				18 日		日

				19 日		月

				20 日		火		20:00		20:45		2022年春実施 ウォーターループログラム説明会(オンライン留学特別プログラム)				オンライン				坂本 サカモト		赤間 アカマ

				21 日		水

				22 日		木

				23 日		金

				24 日		土

				25 日		日

				26 日		月

				27 日		火

				28 日		水

				29 日		木

				30 日		金

				31 日		土

		11月 ガツ		1日 ニチ		日

				2日 ニチ		月

				3日 ニチ		火						文化の日 

				4日 ニチ		水

				5日 ニチ		木

				6日 ニチ		金

				7日 ニチ		土

				8日 ニチ		日

				9日 ニチ		月

				10日 ニチ		火

				11日 ニチ		水

				12日 ニチ		木

				13日 ニチ		金

				14日 ニチ		土

				15日 ニチ		日

				16日 ニチ		月

				17日 ニチ		火

				18日 ニチ		水

				19日 ニチ		木

				20日 ニチ		金

				21日 ニチ		土

				22日 ニチ		日

				23日 ニチ		月

				24日 ニチ		火

				25日 ニチ		水

				26日 ニチ		木

				27日 ニチ		金

				28日 ニチ		土





（参考）2019 カレンダー 

				イベント周知用カレンダー シュウチヨウ

				MON		TUE		WED		THU		FRI		SAT		SUN

				9/30		1		2		3		4		5		6

						グローバルゼミ初回授業 ショカイ ジュギョウ		TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会

						Advanced Global Seminar 初回授業 ショカイ ジュギョウ

						TEA's English 　　　　　　　プログラム説明会 キナイ セツメイカイ

				7		8		9		10		11		12		13

				「アメリカって壮大だ。アメリカ留学に　　　　行きたくなる90分」		交換留学説明会　　　　　　＋留学報告会 コウカン リュウガク セツメイカイ リュウガク ホウコクカイ		2020春SAP/FL　　　　　プログラム別説明会① ハル ベツ セツメイカイ		2020春SAP/FL　　　　プログラム別説明会② ハル ベツ セツメイカイ		"留学"x"就活" 　     ~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~ リュウガク シュウカツ ソツ リュウガク ケイケンシャ カタ シュウカツ



								COLABS 募集説明会 ボシュウ セツメイカイ

								海外体験プログラム　　　　　事後報告会 カイガイ タイケン ジゴ ホウコクカイ

								TOEFL ITP®テスト

				14		15		16		17		18		19		20

				体育の日　　　　　　(授業日） ジュギョウ ビ						2019夏SAP          　　　 事後報告会① ナツ ジゴ ホウコクカイ		2019夏SAP      　　　    事後報告会②

										2019夏FL                     事後報告会 ナツ ジゴ ホウコクカイ

				21		22		23		24		25		26		27

						即位礼正殿の儀 



				28		29		30		31		11/1		2		3











（参考）2019ちらし用

		TGL				グローバルゼミ		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　学部1年生 タイショウ ガクブ ネン セイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ｃ棟　2階　C200 コウギトウ トウ カイ

						Advanced Global Seminar 		　初回授業　　　　　　　　　（オリエンテーション）		【対象】　　　　　　　　4・6・8セメ学生 タイショウ ガクセイ		10/1		（火） カ		16:20～17:50		川内北		講義棟Ａ棟　2階　A202



		海外留学プログラム カイガイ リュウガク				大学間学術交流協定校への交換留学 ダイガクカン ガクジュツ コウリュウ キョウテイ コウ コウカン リュウガク

						募集説明会 + 留学報告会 ボシュウ セツメイ カイ リュウガク ホウコクカイ						10/8		（火） カ		18:30~20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A200 他 ホカ

						スタディアブロードプログラム(SAP)/ファカルティレッドプログラム(FL)

						2020春プログラム別説明会(SAP/FL) ハル						10/9		(水) スイ		12:00～13:00		川内南 カワウチ ミナミ		文科系総合講義棟　1階　コモンスペース ブンカケイ ソウゴウ コウギトウ カイ

												10/10		(木) モク

						2019夏　事後報告会(SAP) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　1階　A101~A105 コウギトウ トウ カイ

												10/18		（金） キン

						2019夏　事後報告会(FL) ナツ ジゴ ホウコクカイ						10/17		(木) モク		18:30～20:30		川内北		講義棟Ａ棟　2階 A202, 203, 205



						自然科学系短期共同研究留学生派遣プログラム(COLABS-Outbound)

						募集説明会 ボシュウ セツメイカイ						10/9		(水) スイ		17:00～19:00		青葉山 アオバヤマ		情報科学研究科棟　                       2階　中講義室(207) ジョウホウ カガク ケンキュウカ トウ カイ チュウ コウギシツ

						【対象】自然科学系研究科に在籍する大学院生及び進学予定の学部生 タイショウ シゼン カガク ケイ ケンキュウカ ザイセキ ダイガク インセイ オヨ シンガク ヨテイ ガクブセイ

						海外体験プログラム カイガイ タイケン

						事後報告会 ジゴ ホウコクカイ						10/9		(水) スイ		18:30~20:30		川内北 カワウチ キタ		講義棟Ａ棟　2階 A203



		語学 ゴガク				TEA's English 学期内プログラム説明会 ガッキ ナイ セツメイカイ						10/1		(火) カ		18:30~19:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

												10/2		(水) スイ		12:10~12:50

						TOEFL ITP®テスト						10/9		(水) スイ		18:00～21:10		青葉山 アオバヤマ		理学研究科　大講義棟　大講義室 リガク ケンキュウカ ダイ コウギトウ ダイコウギシツ



		その他 タ				アメリカって壮大だ。						10/7		(月) ゲツ		18:30～20:00		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館 1階　多目的室 カイ タモクテキ シツ

						アメリカ留学に行きたくなる90分

						グローバルキャンパスサポーター（ＧＣＳ）による北米留学プロモーションイベント

						"留学"x"就活"   						10/11		(金)		16:30~18:30		川内南 カワウチ ミナミ		附属図書館　2階　グローバル学習室 フゾク トショカン カイ ガクシュウシツ

						~20卒の留学経験者が語る就活のススメ~
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