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開講日程：2017年2月5日（日）～2月26日（日）
研 修 先：ハワイ大学マノア校
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生

1 2

英語海外研修Ⅰ（アメリカ）

申込から出発まで

p.9約束事項

p.11研修・旅行条件

p.13参加者VOICE

p.14申込書

開講日程：2016年8月7日（日）～ 8月28日（日）
研 修 先：レジャイナ大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

英語海外研修Ⅲ（カナダ）

開講日程：2016年9月6日（火）～ 9月16日（金）
研 修 先：ノーフュンス・ホイスコーレ、デンマーク内の福祉施設・教育機関
滞在方法：学生寮（ボーゲンセ）、ホテル（コペンハーゲン）
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

社会福祉海外研修（デンマーク）

開講日程：2017年2月10日（金）～3月5日（日）
研 修 先：カリフォルニア州シリコンバレーの企業・団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：2～3年次生

海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）

開講日程：2016年8月7日（日）～ 8月20日（土）
研 修 先：韓国カトリック大学
滞在方法：大学寮
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

韓国語海外研修（韓国）

開講日程：①2016年8月18日（木）～9月8日（木）  ②2017年2月9日（木）～3月2日（木）
研 修 先：ブリスベン市内の企業、学校等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①1～4年次生　②1～3年次生

海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア）

申込から出発まで

参加決定3
１）応募書類を受付順に審査し、教授会に諮った上で参加者を決定します。各研修へ
の応募者が定員を超えた場合は、その時点で申込受付を締め切ることがあります。

２）定員を超過した場合は、申込者の承諾を得てキャンセル待ちのウェイティング申
込者として登録します。ウェイティング登録者は、参加が決定した時点で申込金を
納付してください。

３）参加を希望した研修の申込者数が最少催行人数に満たない場合は、その研修の
実施を見合わせる場合があります。その際、他研修への変更を依頼することがあ
ります。

パスポート申請6
パスポートの申請は、各自で渡航前オリエンテーションまでに早めに行ってください
（既にパスポートを持っている場合も、有効期限を確認し、研修終了時に残存期間が
3ヶ月未満の場合は切り替え申請を行ってください）。

渡航前オリエンテーション10
研修に参加することが決定した学生は、渡航手続き等を行うため、各研修の渡航前
オリエンテーションに必ず参加してください。オリエンテーション日程は、それぞれの
研修のページに記載されています。

出発11
各出発日に関西国際空港より出発します。

事前・事後講義への出席7
社会福祉海外研修については、事前・事後講義に必ず出席すること。出席しない場
合は、単位が認定されません。

申込書の提出1
１）参加希望者は、所定の申込書に必要事項を記入・捺印し、各自の指導教員また
はゼミ担当教員に提出してください。

２）英語海外研修Ⅰ（アメリカ）、海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春期）、
海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）に参加を希望する場合も上記期間中に申
込書を提出してください。同研修については、参加希望者が定員に満たない場合
のみ2016年度後期（9月下旬～10月上旬）にも追加募集することがありますが、
参加者の決定については、上記申込期間（4月～5月）に申込書を提出した学生を
優先します。

申込期間 2016年4月8日（金）～5月2日（月）

日　　程 2016年5月20日（金）〔予定〕

海外研修参加決定者対象説明会4
学部教授会にて申込者の参加決定が行われ、掲示板を通じて参加決定者を発表し
ます。参加決定した学生はこの説明会に必ず参加してください。この説明会で、参加
費用の振込用紙をお渡しします。

申込金の支払い5
１）参加が決定したらすぐに申込金（50,000円）を指定銀行口座へ所定の振込用紙を
使用し、振り込んでください。振込用紙は参加決定者対象説明会でお渡しします。

２）申込金は、参加費用の一部として繰り入れます。
３）留学サポート英語特色入試の補助金を利用する場合は下記の期日までに必ず
申し出てください。

申込金の振込期日 2016年5月27日（金）

残金の支払い8
１）以下の期日までに、参加費用の残額（参加費用から申込金50,000円を差し引いた
金額）を一括して指定銀行口座へ所定の振込用紙を使用して振り込んでください。

２）英語海外研修Ⅰ（アメリカ）、海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春
期）、海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）に参加する場合は、残金の支払期日
がその他の研修と異なります。

指定振込
口　　座

銀 行 名 三井住友銀行　京都支店
普通　8741428
京都ノートルダム女子大学

口座番号
口座名義

研修名
英語海外研修Ⅲ（カナダ）
韓国語海外研修（韓国）
社会福祉海外研修（デンマーク）
海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・夏期）

英語海外研修Ⅰ（アメリカ）
海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春期）
海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）

2016年6月10日（金）

2016年10月3日（月）

残金の振込期日

参加費用分割払いの取扱いについて9

分割払い申込書
提出期限（夏期）
提出期限（春期）
提出場所 国際教育課

2016年10月3日（月）
2016年5月27日（金）

各研修の参加費用を分割で支払うことを希望する場合は、株式会社ジャックスとの
提携による海外研修ローン制度を利用できます。

１）分割対象額（参加費用－申込金50,000円）＋取扱手数料
２）分割払い回数　6回／12回／18回／24回

※詳細については、国際教育課まで直接お問い合わせください。

研修に関するお問い合わせは以下へお願いします。

〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町1番地

京都ノートルダム女子大学 教務部・国際教育課 TEL（075）706-3746  FAX（075）706-3749
Email : kokusai@notredame.ac.jp
http://www.notredame.ac.jp/international/index.html

日　　程 2016年4月12日（火）および14日（木）16：35～17：30
場　　所 E404（ユージニア館4F）

海外研修説明会2
本研修に関心のある学生は上記のうちいずれかの説明会に必ず参加してください。

※場所は変更する場合がありますので国際教育課掲示板で確認してください。
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開講日程：2017年2月5日（日）～2月26日（日）
研 修 先：ハワイ大学マノア校
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生
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英語海外研修Ⅰ（アメリカ）

申込から出発まで
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開講日程：2016年8月7日（日）～ 8月28日（日）
研 修 先：レジャイナ大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

英語海外研修Ⅲ（カナダ）

開講日程：2016年9月6日（火）～ 9月16日（金）
研 修 先：ノーフュンス・ホイスコーレ、デンマーク内の福祉施設・教育機関
滞在方法：学生寮（ボーゲンセ）、ホテル（コペンハーゲン）
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

社会福祉海外研修（デンマーク）

開講日程：2017年2月10日（金）～3月5日（日）
研 修 先：カリフォルニア州シリコンバレーの企業・団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：2～3年次生

海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）

開講日程：2016年8月7日（日）～ 8月20日（土）
研 修 先：韓国カトリック大学
滞在方法：大学寮
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

韓国語海外研修（韓国）

開講日程：①2016年8月18日（木）～9月8日（木）  ②2017年2月9日（木）～3月2日（木）
研 修 先：ブリスベン市内の企業、学校等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①1～4年次生　②1～3年次生

海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア）

申込から出発まで

参加決定3
１）応募書類を受付順に審査し、教授会に諮った上で参加者を決定します。各研修へ
の応募者が定員を超えた場合は、その時点で申込受付を締め切ることがあります。

２）定員を超過した場合は、申込者の承諾を得てキャンセル待ちのウェイティング申
込者として登録します。ウェイティング登録者は、参加が決定した時点で申込金を
納付してください。

３）参加を希望した研修の申込者数が最少催行人数に満たない場合は、その研修の
実施を見合わせる場合があります。その際、他研修への変更を依頼することがあ
ります。

パスポート申請6
パスポートの申請は、各自で渡航前オリエンテーションまでに早めに行ってください
（既にパスポートを持っている場合も、有効期限を確認し、研修終了時に残存期間が
3ヶ月未満の場合は切り替え申請を行ってください）。

渡航前オリエンテーション10
研修に参加することが決定した学生は、渡航手続き等を行うため、各研修の渡航前
オリエンテーションに必ず参加してください。オリエンテーション日程は、それぞれの
研修のページに記載されています。

出発11
各出発日に関西国際空港より出発します。

事前・事後講義への出席7
社会福祉海外研修については、事前・事後講義に必ず出席すること。出席しない場
合は、単位が認定されません。

申込書の提出1
１）参加希望者は、所定の申込書に必要事項を記入・捺印し、各自の指導教員また
はゼミ担当教員に提出してください。

２）英語海外研修Ⅰ（アメリカ）、海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春期）、
海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）に参加を希望する場合も上記期間中に申
込書を提出してください。同研修については、参加希望者が定員に満たない場合
のみ2016年度後期（9月下旬～10月上旬）にも追加募集することがありますが、
参加者の決定については、上記申込期間（4月～5月）に申込書を提出した学生を
優先します。

申込期間 2016年4月8日（金）～5月2日（月）

日　　程 2016年5月20日（金）〔予定〕

海外研修参加決定者対象説明会4
学部教授会にて申込者の参加決定が行われ、掲示板を通じて参加決定者を発表し
ます。参加決定した学生はこの説明会に必ず参加してください。この説明会で、参加
費用の振込用紙をお渡しします。

申込金の支払い5
１）参加が決定したらすぐに申込金（50,000円）を指定銀行口座へ所定の振込用紙を
使用し、振り込んでください。振込用紙は参加決定者対象説明会でお渡しします。

２）申込金は、参加費用の一部として繰り入れます。
３）留学サポート英語特色入試の補助金を利用する場合は下記の期日までに必ず
申し出てください。

申込金の振込期日 2016年5月27日（金）

残金の支払い8
１）以下の期日までに、参加費用の残額（参加費用から申込金50,000円を差し引いた
金額）を一括して指定銀行口座へ所定の振込用紙を使用して振り込んでください。

２）英語海外研修Ⅰ（アメリカ）、海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春
期）、海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）に参加する場合は、残金の支払期日
がその他の研修と異なります。

指定振込
口　　座

銀 行 名 三井住友銀行　京都支店
普通　8741428
京都ノートルダム女子大学

口座番号
口座名義

研修名
英語海外研修Ⅲ（カナダ）
韓国語海外研修（韓国）
社会福祉海外研修（デンマーク）
海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・夏期）

英語海外研修Ⅰ（アメリカ）
海外インターンシップ研修Ⅱ（オーストラリア・春期）
海外インターンシップ研修Ⅲ（アメリカ）

2016年6月10日（金）

2016年10月3日（月）

残金の振込期日

参加費用分割払いの取扱いについて9

分割払い申込書
提出期限（夏期）
提出期限（春期）
提出場所 国際教育課

2016年10月3日（月）
2016年5月27日（金）

各研修の参加費用を分割で支払うことを希望する場合は、株式会社ジャックスとの
提携による海外研修ローン制度を利用できます。

１）分割対象額（参加費用－申込金50,000円）＋取扱手数料
２）分割払い回数　6回／12回／18回／24回

※詳細については、国際教育課まで直接お問い合わせください。

研修に関するお問い合わせは以下へお願いします。

〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町1番地

京都ノートルダム女子大学 教務部・国際教育課 TEL（075）706-3746  FAX（075）706-3749
Email : kokusai@notredame.ac.jp
http://www.notredame.ac.jp/international/index.html

日　　程 2016年4月12日（火）および14日（木）16：35～17：30
場　　所 E404（ユージニア館4F）

海外研修説明会2
本研修に関心のある学生は上記のうちいずれかの説明会に必ず参加してください。

※場所は変更する場合がありますので国際教育課掲示板で確認してください。



2017年1月13日（金）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

3 4

ハワイ大学は、約2万人の学生が在籍するハワイ州最大の州立大学です。高
水準の教育、研究機関として定評があり、第二外国語教育研究では常に全
米トップクラスにランクされています。研修が行われるマノア校は、世界各国か
ら留学生が集まる広大なキャンパスであり、英会話の実践から学生交流や文
化体験まで幅広いプログラムを受講できます。また、ホノルルの中心地に近く
周辺にはワイキキビーチやマノア渓谷、ショッピングセンターや映画館などが
あります。そのため、アウトドアとシティライフの両方が楽しめる素晴らしい環
境にあります。　

ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジが実施する集中英語プログラムに参加します。プレースメント

テストで英語能力を測り、クラス分けが行われます。クラスのレベルは、初級から上級まで5段階に分

かれ、自分の能力に応じたクラスで英語を学ぶことが

できます。どのクラスにおいても、自信を持って英語を

話すこと、またナチュラルスピードで英語を聞くことを

目標にスピーキング、リスニングに重点がおかれ、実際

の日常生活に必要な英語を学びます。また、授業は、

学生主体で進められるため、クラスでは、活発な発言

が求められます。このプログラムでは、ハワイ大学の学

生との会話セッションが組み込まれており、授業で学

んだことを基に楽しみながらコミュニケーション能力

を強化することができます。教室の授業のみならず、課

外活動として、ハワイの文化や歴史、経済等について

学ぶ機会もあります。

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：ハワイアン航空

ハワイ（ホノルル） ハワイ大学マノア校にて3週間の英語研修
〈ホームステイ〉

○ × ○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/5

2/6
～
2/24

関西空港発

ホノルル着

21：15頃

09：30頃

航空機 空路、アメリカ（ハワイ）へ

着後、ホストファミリー宅へ
〈ホームステイ〉

2/25 ホノルル発 14：00頃 航空機 空路、帰国の途へ

機内

機内
× ○

○

2/26 関西空港着 19：05頃 着後、入国手続きを経て解散 機内

× 機内

英語海外研修Ⅰ［アメリカ］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。研修終了時

にハワイ大学マノア校から授与される「修了証書」をもって、帰国後に「特定目的海外研修A」として

2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ： ハワイ大学マノア校（The University of Hawaii at Manoa）

研修期間

2017年
2月5日㈰～2月26日㈰

22日間

［定　　員］　20名（最少催行人数8名）
［参加費用］　研修代金／318,000円

旅行代金／175,000円

合　　計／493,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭2名）

素晴らしい自然と気候の地、ハワイで学ぶ

◉参考URL: http://www.uhm.hawaii.edu/

春 期

レジャイナ大学は、1911年創立のRegina Collegeを前身とした州立の総合
大学です。キャンパスは北アメリカ最大の都市公園であるワスカナセンター内
にあり、約13,000名の学生が在籍しています。また、キャンパス内には図書館
やスポーツ施設など学習環境が整えられているほか、コンピュータセンター
や言語研究所などの付属機関もあり、質の高い教育を提供しています。レジ
ャイナはバンクーバーから飛行機で約2時間半の距離に位置するカナダ中西
部のサスカチュワン州の州都であり、人口は約20万人です。カナダ王室騎馬
警察発祥の地としても有名なレジャイナは、夏期は午後10時ごろまで明るく、
快適に過ごすことができます。

レジャイナ大学が実施する英語集中プログラムに参加し、各自のレベルに応じたクラスで学びます。

午前3時間、午後2時間のプログラムで構成されています。総合的な能力を養うことだけでなく、正確

な発音の習得や語彙力を伸ばし、英語で自

信を持って話すことを目指します。また、個別

研究プレゼンテーションやカナダの社会事情

などのクラスを通じて、語学のみならずカナダ

への理解を深めます。さらに、カナダ人会話パ

ートナーとの会話練習やディスカッションを

行うことで、英語のナチュラルなスピードや発

音に慣れることができます。

Canadian Issues
カナダの歴史や政治をはじめとして、先住
民や移民の人々によって作られた生活様
式や文化について理解を深める。

Personal Research
カナダの歴史、多文化社会、自然、環境問
題などに関連するトピックを選び、個別研
究と発表を行う。発表を通して、自らの意
見を英語で伝える方法を学ぶ。

異文化体験
レジャイナ市が主催するいろいろなジャン
ルの音楽ライブやオーケストラの演奏、
様々な国の文化や料理、アート等のイベン
ト等に参加し、異文化体験や異文化交流
を行う。

英語海外研修Ⅲ［カナダ］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。課題終了時

にレジャイナ大学から授与される「修了証書」により、帰国後に「特定目的海外研修A」として2単位を

認定します。

成績評価・単位認定

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：エア・カナダ、全日空

レジャイナ
レジャイナ大学にて3週間の英語研修

〈ホームステイ〉

バンクーバーで乗り継ぎ、レジャイナへ
着後、ホストファミリー宅へ

〈ホームステイ〉

○ ×

○ ×

×

×

○

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/7

8/8
～
8/26

関西空港発 16：25頃

バンクーバー着 10：30頃

13：25頃
16：28頃

航空機

航空機

空路、カナダ（バンクーバー）へ

バンクーバー発 13：40頃 航空機 バンクーバーで乗り継ぎ成田空港へ
8/27

バンクーバー発
レジャイナ着

空路、帰国の途へ09：55頃
11：10頃

航空機レジャイナ発
バンクーバー着

航空機8/28

成田空港着 15：20頃 着後、入国手続

成田空港発
伊丹空港着

17：55頃
19：15頃

国内線にて伊丹空港へ
到着後、解散

機内

機内

機内

研修日程

研修先 ： レジャイナ大学（University of Regina）

研修期間

2016年
8月7日㈰～8月28日㈰

22日間

［定　　員］　20名（最少催行人数8名）
［参加費用］　研修代金／232,000円

旅行代金／267,000円

合　　計／499,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭1名）

［引 率 者］　英語英文学科
大川 淳 講師

2016年7月1日（金）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

カナダの歴史が息づく街、レジャイナで英語を磨く

夏 期

※場所は後日連絡

◉参考URL: http://www.uregina.ca/

Off-campus
Educational Activates
このプログラムには、地域の人 と々の英語での
コミュニケーションを通してより生きた英語を
学び、ハワイをより深く理解するために、課外
活動が組み込まれている。ホノルルの歴史ス
ポットとして知られるイオラニ宮殿やパールハ
ーバーなどに行きハワイの歩んできた歴史を
学んだり、ダイヤモンドヘッドに登りハワイの大
自然を体験する。

Interchange
研修期間中、授業に5回程度、厳選されたハ
ワイ大学の学生が会話パートナーとして参加
する。これによりスピーキングやリスニングの
強化を図るとともに、アメリカの大学生と日常
会話を体験しながら交流することができる。

Hawaiian Culture Workshop
ハワイの文化を学ぶことに重点がおかれるワ
ークショップ形式の授業。フラダンスの歴史、
意味を学ぶことに加えて、実際にフラを踊る
体験型の授業も行われる。

往路は本学職員が引率者として同行します。ま
た、復路はJTB西日本京都支店から添乗員が同
行して対応します。研修期間中の2月9日（木）～2
月23日（木）は、ハワイ大学の担当者が本学の引
率者に代わって緊急時の対応にあたります。

往路と復路のみ引率者が同行します。研修期間
中の8月11日（木）～8月24日（水）は、レジャイナ
大学の担当者が本学の引率者に代わって緊急時
の対応にあたります。

（予定）

機内



2017年1月13日（金）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡
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ハワイ大学は、約2万人の学生が在籍するハワイ州最大の州立大学です。高
水準の教育、研究機関として定評があり、第二外国語教育研究では常に全
米トップクラスにランクされています。研修が行われるマノア校は、世界各国か
ら留学生が集まる広大なキャンパスであり、英会話の実践から学生交流や文
化体験まで幅広いプログラムを受講できます。また、ホノルルの中心地に近く
周辺にはワイキキビーチやマノア渓谷、ショッピングセンターや映画館などが
あります。そのため、アウトドアとシティライフの両方が楽しめる素晴らしい環
境にあります。　

ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジが実施する集中英語プログラムに参加します。プレースメント

テストで英語能力を測り、クラス分けが行われます。クラスのレベルは、初級から上級まで5段階に分

かれ、自分の能力に応じたクラスで英語を学ぶことが

できます。どのクラスにおいても、自信を持って英語を

話すこと、またナチュラルスピードで英語を聞くことを

目標にスピーキング、リスニングに重点がおかれ、実際

の日常生活に必要な英語を学びます。また、授業は、

学生主体で進められるため、クラスでは、活発な発言

が求められます。このプログラムでは、ハワイ大学の学

生との会話セッションが組み込まれており、授業で学

んだことを基に楽しみながらコミュニケーション能力

を強化することができます。教室の授業のみならず、課

外活動として、ハワイの文化や歴史、経済等について

学ぶ機会もあります。

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：ハワイアン航空

ハワイ（ホノルル） ハワイ大学マノア校にて3週間の英語研修
〈ホームステイ〉

○ × ○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/5

2/6
～
2/24

関西空港発

ホノルル着

21：15頃

09：30頃

航空機 空路、アメリカ（ハワイ）へ

着後、ホストファミリー宅へ
〈ホームステイ〉

2/25 ホノルル発 14：00頃 航空機 空路、帰国の途へ

機内

機内
× ○

○

2/26 関西空港着 19：05頃 着後、入国手続きを経て解散 機内

× 機内

英語海外研修Ⅰ［アメリカ］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。研修終了時

にハワイ大学マノア校から授与される「修了証書」をもって、帰国後に「特定目的海外研修A」として

2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ： ハワイ大学マノア校（The University of Hawaii at Manoa）

研修期間

2017年
2月5日㈰～2月26日㈰

22日間

［定　　員］　20名（最少催行人数8名）
［参加費用］　研修代金／318,000円

旅行代金／175,000円

合　　計／493,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭2名）

素晴らしい自然と気候の地、ハワイで学ぶ

◉参考URL: http://www.uhm.hawaii.edu/

春 期

レジャイナ大学は、1911年創立のRegina Collegeを前身とした州立の総合
大学です。キャンパスは北アメリカ最大の都市公園であるワスカナセンター内
にあり、約13,000名の学生が在籍しています。また、キャンパス内には図書館
やスポーツ施設など学習環境が整えられているほか、コンピュータセンター
や言語研究所などの付属機関もあり、質の高い教育を提供しています。レジ
ャイナはバンクーバーから飛行機で約2時間半の距離に位置するカナダ中西
部のサスカチュワン州の州都であり、人口は約20万人です。カナダ王室騎馬
警察発祥の地としても有名なレジャイナは、夏期は午後10時ごろまで明るく、
快適に過ごすことができます。

レジャイナ大学が実施する英語集中プログラムに参加し、各自のレベルに応じたクラスで学びます。

午前3時間、午後2時間のプログラムで構成されています。総合的な能力を養うことだけでなく、正確

な発音の習得や語彙力を伸ばし、英語で自

信を持って話すことを目指します。また、個別

研究プレゼンテーションやカナダの社会事情

などのクラスを通じて、語学のみならずカナダ

への理解を深めます。さらに、カナダ人会話パ

ートナーとの会話練習やディスカッションを

行うことで、英語のナチュラルなスピードや発

音に慣れることができます。

Canadian Issues
カナダの歴史や政治をはじめとして、先住
民や移民の人々によって作られた生活様
式や文化について理解を深める。

Personal Research
カナダの歴史、多文化社会、自然、環境問
題などに関連するトピックを選び、個別研
究と発表を行う。発表を通して、自らの意
見を英語で伝える方法を学ぶ。

異文化体験
レジャイナ市が主催するいろいろなジャン
ルの音楽ライブやオーケストラの演奏、
様々な国の文化や料理、アート等のイベン
ト等に参加し、異文化体験や異文化交流
を行う。

英語海外研修Ⅲ［カナダ］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。課題終了時

にレジャイナ大学から授与される「修了証書」により、帰国後に「特定目的海外研修A」として2単位を

認定します。

成績評価・単位認定

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：エア・カナダ、全日空

レジャイナ
レジャイナ大学にて3週間の英語研修

〈ホームステイ〉

バンクーバーで乗り継ぎ、レジャイナへ
着後、ホストファミリー宅へ

〈ホームステイ〉

○ ×

○ ×

×

×

○

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/7

8/8
～
8/26

関西空港発 16：25頃

バンクーバー着 10：30頃

13：25頃
16：28頃

航空機

航空機

空路、カナダ（バンクーバー）へ

バンクーバー発 13：40頃 航空機 バンクーバーで乗り継ぎ成田空港へ
8/27

バンクーバー発
レジャイナ着

空路、帰国の途へ09：55頃
11：10頃

航空機レジャイナ発
バンクーバー着

航空機8/28

成田空港着 15：20頃 着後、入国手続

成田空港発
伊丹空港着

17：55頃
19：15頃

国内線にて伊丹空港へ
到着後、解散

機内

機内

機内

研修日程

研修先 ： レジャイナ大学（University of Regina）

研修期間

2016年
8月7日㈰～8月28日㈰

22日間

［定　　員］　20名（最少催行人数8名）
［参加費用］　研修代金／232,000円

旅行代金／267,000円

合　　計／499,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭1名）

［引 率 者］　英語英文学科
大川 淳 講師

2016年7月1日（金）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

カナダの歴史が息づく街、レジャイナで英語を磨く

夏 期

※場所は後日連絡

◉参考URL: http://www.uregina.ca/

Off-campus
Educational Activates
このプログラムには、地域の人 と々の英語での
コミュニケーションを通してより生きた英語を
学び、ハワイをより深く理解するために、課外
活動が組み込まれている。ホノルルの歴史ス
ポットとして知られるイオラニ宮殿やパールハ
ーバーなどに行きハワイの歩んできた歴史を
学んだり、ダイヤモンドヘッドに登りハワイの大
自然を体験する。

Interchange
研修期間中、授業に5回程度、厳選されたハ
ワイ大学の学生が会話パートナーとして参加
する。これによりスピーキングやリスニングの
強化を図るとともに、アメリカの大学生と日常
会話を体験しながら交流することができる。

Hawaiian Culture Workshop
ハワイの文化を学ぶことに重点がおかれるワ
ークショップ形式の授業。フラダンスの歴史、
意味を学ぶことに加えて、実際にフラを踊る
体験型の授業も行われる。

往路は本学職員が引率者として同行します。ま
た、復路はJTB西日本京都支店から添乗員が同
行して対応します。研修期間中の2月9日（木）～2
月23日（木）は、ハワイ大学の担当者が本学の引
率者に代わって緊急時の対応にあたります。

往路と復路のみ引率者が同行します。研修期間
中の8月11日（木）～8月24日（水）は、レジャイナ
大学の担当者が本学の引率者に代わって緊急時
の対応にあたります。

（予定）

機内



5 6

世界で最も暮らしやすい国と称されるデンマークを訪れ、福祉や教育、人々
の暮らしと文化について学びます。研修の場であるボーゲンセは人口約
6,000人の港町であり、18世紀に建てられた家々が保存され、美しい街並み
が広がっています。デンマークの国民高等学校であるノーフュンス・ホイスコ
ーレにて、同国の福祉や教育に関する講義を受け、さまざまな福祉施設や教
育機関を訪問することで、現地の社会福祉への取り組みおよび理念を理解し
ます。また、現地の学生や福祉に携わる多くの人 と々の交流を通して異文化
理解を深めます。

デンマークでは、充実した社会福祉政策、公共サー

ビスが提供されています。本研修では、ボーゲンセに

あるノーフュンス・ホイスコーレにて、デンマークはど

のように福祉・教育・医療の制度を充実させている

かについて学びます。また、高齢者センター、知的障

がい者グループホーム、家庭医等の「現場」を体験す

ることで、質の高い生活とは何かという問いに対する

答えを探ります。さらに、幼稚園や小学校訪問では子

供との交流が組まれており、デンマークの児童福祉

についても理解を深めます。

社会福祉海外研修［デンマーク］

研修内容

事前・事後講義の授業参加度、海外研

修時の課題、参加態度、発表等に基づ

いて評価し、帰国後に「特定目的海外研

修B」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ： ノーフュンス・ホイスコーレ（Nordfyns Højskole）（デンマーク・ボーゲンセ）

研修期間

2016年
9月6日㈫～9月16日㈮

11日間

［定　　員］　20名（最少催行人数8名）
［参加費用］　研修代金／326,000円

旅行代金／172,000円

合　　計／498,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　学生寮・ホテル
 （2～3人部屋）

［引 率 者］　生活福祉文化学部
酒井 久美子 准教授

2016年7月21日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

2016年前期（4回）後期（１回）実施

事前事後講義

デンマークの福祉、教育、暮らし、文化を探る

◉参考URL: http://nordfyns.nu/ja/forside/kortkursus/

デンマークの学校教育
デンマークの子供は通常6歳から15歳ま
で、国民学校という小学校と中学校が一
貫の学校に通う。また、就学前教育は、遊
び中心の生活から授業中心の学校生活に
円滑に移行できるよう配慮されている。デ
ンマークの学校教育は、社会性や自分で
考える力を早い段階から育てることに重点
が置かれている。

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本京都支店　●利用予定航空会社：KLMオランダ航空
●利用予定宿舎：研修中、ボーゲンセでは学生寮、コペンハーゲンではホテル（スタンダードクラス）に滞在

ボーゲンセ

コペンハーゲン

ボーゲンセ発
コペンハーゲン着

ノーフュンス・ホイスコーレにて研修
・ 「デンマークについて」の講義
・ 高齢者センター（特別養護老人ホーム）への訪問
・ 高齢者デイケアセンターへの訪問
・ 家庭医療制度を学ぶため診療所にて研修
・ 学童保育所と国民学校の訪問と交流
・ 知的障がい者グループホームへの訪問と交流
・ 知的障がい者作業所への訪問
・ 幼稚園の訪問と交流
・ ノーフュンス・ホイスコーレで学んでいる学生たち
とのディスカッション

○ ○ ○

○

○

○

○

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

9/7
～
9/13

関西空港発
アムステルダム着

機内

機内

10：25頃
15：10頃

航空機 空路、アムステルダム経由でデンマークへ

9/6 アムステルダム発
コペンハーゲン着
コペンハーゲン発
ボーゲンセ着

17：00頃
18：10頃

航空機

専用バス

専用バス

専用バス

アムステルダムで乗り継ぎ、コペンハーゲンへ

着後、ボーゲンセへ

コペンハーゲンへ移動

デンマーク社会省を訪問、事務次官補による講義

機内

9/14

コペンハーゲン発
アムステルダム着
アムステルダム発

11：50頃
13：15頃
14：40頃

航空機 空路、帰国の途へ

アムステルダムで乗り継ぎ関西空港へ
9/15

9/16 関西空港着 08：35頃 航空機 着後、入国手続を経て解散

夏 期

（予定）

※詳細は後日連絡

学生交流
韓国カトリック大学の学生がチューターと
なり、韓国語の発音や会話の練習を行い
ます。また、韓国カトリック大学の学生とと
もに映画鑑賞や伝統舞踊等のクラブや
サークル活動を行うことを通して、お互い
の学生生活や将来について意見を交換
し、相互理解を深めます。

韓国文化体験
韓国の伝統工芸やキムチ作り、韓服体験
を通して韓国文化を学びます。また、韓国
の教会や寺院での見学研修を通し、韓国
の風習や習慣について理解を深めます。ま
た、放送局やソウルタワー等の見学では、
現在の韓国文化を体験します。

1855年創立の神学校を前身とする韓国カトリック大学は、韓国内でもトップ
クラスの教育･研究を行っています。ソウル近郊の富川（プチョン）市に聖心キ
ャンパス（人文社会学系学部、自然科学系学部など）、ソウルに聖神キャンパ
ス（神学部）と聖医キャンパス（医学部）の計3つのキャンパスがあり、約
11,000名の学部生と大学院生が在籍しています。今回研修を行う聖心キャ
ンパスがある富川市は、仁川空港とソウルの間にある人口約90万人の都市で
韓国内外への交通至便の良さから工業都市として発展し、近年は韓国にお
けるマンガやテレビ、映画など映像文化産業の拠点となっています。

韓国語海外研修［韓国］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。研修終了時
に韓国カトリック大学より授与される「修了証書」により、帰国後に「特定目的海外研修A」として2単
位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ： 韓国カトリック大学（The Catholic University of Korea）

研修期間

2016年
8月7日㈰～8月20日㈯

14日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　研修代金／141,000円
旅行代金／  77,000円

合　　計／218,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　大学寮（3人部屋）

2016年6月21日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

ソウル近郊の総合大学で韓国語・韓国文化を学ぶ

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

富川

ソウル発

韓国カトリック大学にて韓国語研修
 〈大学寮泊〉

× × ×

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/7

8/8
～
8/19

関西空港発 09：30頃

14：10頃

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

ソウル着 11：20頃 専用車 着後、空港出迎え
富川市にある韓国カトリック大学へ
 〈大学寮泊〉

航空機 空路、帰国の途へ

関西空港着 15：50頃 着後、入国手続きを経て解散

× ××

× ××

8/20

夏 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。韓国到着時、出発時の空港～韓国カ
トリック大学間の送迎は韓国カトリック大学が行
います。また緊急時には、韓国カトリック大学の担
当者が対応に当たります。

◉参考URL: http://www.catholic.ac.kr/

韓国カトリック大学韓国語教育センターで実施される韓国語韓国文化研修に参加します。プレース

メントテストにより各自の韓国語能力に応じたクラスで学ぶことができますが、授業が韓国語で行われ

るため、初級程度の韓国語の知識が必要とな

ります。どのクラスにおいても韓国語文法、日常

生活に必要な韓国語表現や語彙を学び、韓国

語でのコミュニケーション能力の向上を目指

します。さらに授業には、現地の大学生が参加

し、韓国語で交流することにより、韓国語での

コミュニケーションに自信を持てるようにしま

す。また、授業では、韓国社会や家族について

学んだり、伝統工芸（韓紙工芸）を体験したり、

韓国のテレビ局見学を通して、韓国の文化や

風習、生活様式についても理解を深めます。
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世界で最も暮らしやすい国と称されるデンマークを訪れ、福祉や教育、人々
の暮らしと文化について学びます。研修の場であるボーゲンセは人口約
6,000人の港町であり、18世紀に建てられた家々が保存され、美しい街並み
が広がっています。デンマークの国民高等学校であるノーフュンス・ホイスコ
ーレにて、同国の福祉や教育に関する講義を受け、さまざまな福祉施設や教
育機関を訪問することで、現地の社会福祉への取り組みおよび理念を理解し
ます。また、現地の学生や福祉に携わる多くの人 と々の交流を通して異文化
理解を深めます。

デンマークでは、充実した社会福祉政策、公共サー

ビスが提供されています。本研修では、ボーゲンセに

あるノーフュンス・ホイスコーレにて、デンマークはど

のように福祉・教育・医療の制度を充実させている

かについて学びます。また、高齢者センター、知的障

がい者グループホーム、家庭医等の「現場」を体験す

ることで、質の高い生活とは何かという問いに対する

答えを探ります。さらに、幼稚園や小学校訪問では子

供との交流が組まれており、デンマークの児童福祉

についても理解を深めます。

社会福祉海外研修［デンマーク］

研修内容

事前・事後講義の授業参加度、海外研

修時の課題、参加態度、発表等に基づ

いて評価し、帰国後に「特定目的海外研

修B」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ：ノーフュンス・ホイスコーレ（Nordfyns Højskole）（デンマーク・ボーゲンセ）

研修期間

2016年
9月6日㈫～9月16日㈮

11日間

［定 員］ 20名（最少催行人数8名）
［参加費用］ 研修代金／326,000円

旅行代金／172,000円

合 計／498,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］ 学生寮・ホテル
（2～3人部屋）

［引 率 者］ 生活福祉文化学部

酒井 久美子 准教授

2016年7月21日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

2016年前期（4回）後期（１回）実施

事前事後講義

デンマークの福祉、教育、暮らし、文化を探る

◉参考URL: http://nordfyns.nu/ja/forside/kortkursus/

デンマークの学校教育
デンマークの子供は通常6歳から15歳ま
で、国民学校という小学校と中学校が一
貫の学校に通う。また、就学前教育は、遊
び中心の生活から授業中心の学校生活に
円滑に移行できるよう配慮されている。デ
ンマークの学校教育は、社会性や自分で
考える力を早い段階から育てることに重点
が置かれている。

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本京都支店　●利用予定航空会社：KLMオランダ航空
●利用予定宿舎：研修中、ボーゲンセでは学生寮、コペンハーゲンではホテル（スタンダードクラス）に滞在

ボーゲンセ

コペンハーゲン

ボーゲンセ発
コペンハーゲン着

ノーフュンス・ホイスコーレにて研修
・ 「デンマークについて」の講義
・ 高齢者センター（特別養護老人ホーム）への訪問
・ 高齢者デイケアセンターへの訪問
・ 家庭医療制度を学ぶため診療所にて研修
・ 学童保育所と国民学校の訪問と交流
・ 知的障がい者グループホームへの訪問と交流
・ 知的障がい者作業所への訪問
・ 幼稚園の訪問と交流
・ ノーフュンス・ホイスコーレで学んでいる学生たち
とのディスカッション

○ ○ ○

○

○

○

○

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

9/7
～
9/13

関西空港発
アムステルダム着

機内

機内

10：25頃
15：10頃

航空機 空路、アムステルダム経由でデンマークへ

9/6 アムステルダム発
コペンハーゲン着
コペンハーゲン発
ボーゲンセ着

17：00頃
18：10頃

航空機

専用バス

専用バス

専用バス

アムステルダムで乗り継ぎ、コペンハーゲンへ

着後、ボーゲンセへ

コペンハーゲンへ移動

デンマーク社会省を訪問、事務次官補による講義

機内

9/14

コペンハーゲン発
アムステルダム着
アムステルダム発

11：50頃
13：15頃
14：40頃

航空機 空路、帰国の途へ

アムステルダムで乗り継ぎ関西空港へ
9/15

9/16 関西空港着 08：35頃 航空機 着後、入国手続を経て解散

夏 期

（予定）

※詳細は後日連絡

学生交流
韓国カトリック大学の学生がチューターと
なり、韓国語の発音や会話の練習を行い
ます。また、韓国カトリック大学の学生とと
もに映画鑑賞や伝統舞踊等のクラブや
サークル活動を行うことを通して、お互い
の学生生活や将来について意見を交換
し、相互理解を深めます。

韓国文化体験
韓国の伝統工芸やキムチ作り、韓服体験
を通して韓国文化を学びます。また、韓国
の教会や寺院での見学研修を通し、韓国
の風習や習慣について理解を深めます。ま
た、放送局やソウルタワー等の見学では、
現在の韓国文化を体験します。

1855年創立の神学校を前身とする韓国カトリック大学は、韓国内でもトップ
クラスの教育･研究を行っています。ソウル近郊の富川（プチョン）市に聖心キ
ャンパス（人文社会学系学部、自然科学系学部など）、ソウルに聖神キャンパ
ス（神学部）と聖医キャンパス（医学部）の計3つのキャンパスがあり、約
11,000名の学部生と大学院生が在籍しています。今回研修を行う聖心キャ
ンパスがある富川市は、仁川空港とソウルの間にある人口約90万人の都市で
韓国内外への交通至便の良さから工業都市として発展し、近年は韓国にお
けるマンガやテレビ、映画など映像文化産業の拠点となっています。

韓国語海外研修［韓国］

研修内容

研修先大学での授業参加度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて評価されます。研修終了時
に韓国カトリック大学より授与される「修了証書」により、帰国後に「特定目的海外研修A」として2単
位を認定します。

成績評価・単位認定

研修日程

研修先 ： 韓国カトリック大学（The Catholic University of Korea）

研修期間

2016年
8月7日㈰～8月20日㈯

14日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　研修代金／141,000円
旅行代金／  77,000円

合　　計／218,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　大学寮（3人部屋）

2016年6月21日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

ソウル近郊の総合大学で韓国語・韓国文化を学ぶ

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

富川

ソウル発

韓国カトリック大学にて韓国語研修
〈大学寮泊〉

× × ×

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/7

8/8
～
8/19

関西空港発 09：30頃

14：10頃

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

ソウル着 11：20頃 専用車 着後、空港出迎え
富川市にある韓国カトリック大学へ

〈大学寮泊〉

航空機 空路、帰国の途へ

関西空港着 15：50頃 着後、入国手続きを経て解散

× ××

× ××

8/20

夏 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。韓国到着時、出発時の空港～韓国カ
トリック大学間の送迎は韓国カトリック大学が行
います。また緊急時には、韓国カトリック大学の担
当者が対応に当たります。

◉参考URL: http://www.catholic.ac.kr/

韓国カトリック大学韓国語教育センターで実施される韓国語韓国文化研修に参加します。プレース

メントテストにより各自の韓国語能力に応じたクラスで学ぶことができますが、授業が韓国語で行われ

るため、初級程度の韓国語の知識が必要とな

ります。どのクラスにおいても韓国語文法、日常

生活に必要な韓国語表現や語彙を学び、韓国

語でのコミュニケーション能力の向上を目指

します。さらに授業には、現地の大学生が参加

し、韓国語で交流することにより、韓国語での

コミュニケーションに自信を持てるようにしま

す。また、授業では、韓国社会や家族について

学んだり、伝統工芸（韓紙工芸）を体験したり、

韓国のテレビ局見学を通して、韓国の文化や

風習、生活様式についても理解を深めます。



受講条件
本研修は、各自の英語力に応じてインター
ンシップ先となる企業、団体等を決定しま
す。①英語力が高い場合（TOEIC730点
以上が望ましい）は、アメリカ人指導員のも
とで英語による実務研修を行います。②英
語に自信がない場合は、日系企業で日本
人指導員のもとで実務研修を行います。申
込時に受入れ団体の専任カウンセラーと
Skypeによる個別面談を行い、専攻分野、
志望職種、英語力、積極性、本人の希望な
どを考慮して実習先企業が決定されます。
受講希望者は、TOEIC成績通知書を提
出してください。

研修期間

2017年
2月10日㈮～3月5日㈰

24日間

［定 員］ 個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 研修代金／338,000円
旅行代金／155,000円

合 計／493,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］ ホームステイ
（1家庭1名）

①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡
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アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコからサンタクララ・パロアルト・サンノゼ周辺一帯は、シリコンバレーとよばれ、intel、Apple、
Googleなど最先端のIT関連会社が所在し、様々な企業や研究所が集まっています。
本研修では、シリコンバレーにある研修機関において約3週間のインターンシップ（就業体験）を行います。アメリカの企業で実際に働く経
験をすることにより、国際性やコミュニケーション能力を養い、積極性や責任感、キャリア意識を身につ
けることを目的としています。研修形態は2つに分けられます。
（1）英語の語学力が高い学生は、米国企業又はSONYやFUJITSUなどの大手日系企業において、アメ

リカ人指導員のもとで英語による実務研修を行います（英語力はTOEIC730点以上が望ましい）。
（2）英語の語学力に自信がない場合も参加が可能です。その場合は、日系企業で日本人指導員のもと、

英語力を問わない実務研修を行います。

英語能力に応じて、インターンシップ先を選びます。主なインターンシップ先や業務内容、英語能力の

目安は表のとおりです。インターンシップは、1日平均7時間行われます。インターンシップ先にて仕事を

行うことにより、現地の人々の仕事に対する姿勢

や考え方、多様な価値観について学びます。また、

本研修では、アメリカ人家庭に滞在し、アメリカで

の生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

海外インターンシップ研修Ⅲ［アメリカ］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ：アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレーに所在する企業、団体等

シリコンバレーの企業でグローバルなキャリア意識を身につける

春 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入れサポート機関
であるOKCオセアニア交流センターのカリフォル
ニア在住日本人アドバイザーが現地での対応に
あたります。

研修内容

春
期

①2016年6月23日（木）16：35～18：30
②2016年7月14日（木）16：35～18：30
①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

オーストラリア第三の都市であるブリスベン市内の研修先期間において約３
週間のインターンシップ（就業体験）を行います。英語の応用力や国際性、コ
ミュニケーション能力を養い積極性や責任感、キャリア意識を身につけること
を目的としています。また、研修中は積極的に物事に取り組む姿勢が求められ
ます。インターンシップ先は、一般企業、観光関連企業、幼児教育機関、福祉
施設、学校の中から各自の語学力に応じて選択します。
本研修は、夏期、春期より各自が選択して受講することができます。また、個別
参加型の研修のため、
引率者は同行しません。

英語能力に応じて、インターンシップ先を

選びます。主なインターンシップ先や業務

内容、英語能力の目安は表のとおりです。

インターンシップは一日平均７時間行われます。インターンシップ先にて英語で仕事を行うことによ

り、現地の人 に々仕事に対する姿勢や考え方、多様な価値観について学びます。また、本研修では、オ

ーストラリア人家庭に滞在し、オーストラリアの生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

受講条件
本研修ではインターンシップ研修で英語
による実務を伴うためTOEIC500点以上
の英語力が必要です。そのため、申込時に
TOEIC470点以上のスコアを有すること
が条件となります。受講希望者は、TOEIC
成績通知書を提出してください。

海外インターンシップ研修Ⅱ［オーストラリア］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ： ブリスベン市内の企業、団体、学校等

研修期間

2016年
8月18日㈭～9月8日㈭

春期22日間夏期22日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　夏期
研修代金／288,000円
旅行代金／194,000円

合　　計／482,000円

春期
研修代金／311,000円
旅行代金／179,000円

合　　計／490,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭1名）

オーストラリアでの就業体験で国際性を磨く

春 期

夏 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入サポート機関で
あるオセアニア交流センターが緊急時の対応に
当たります。

夏 期

2017年
2月  9日㈭～3月2日㈭春 期

研修内容

夏
期

春
期

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：シンガポール航空　●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター

ブリスベン

ブリスベン

ホストファミリーと過ごす 〈ホームステイ〉

シンガポールで乗り継ぎ、ブリスベンへ
着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ 〈ホームステイ〉

夏期 春期 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール
8/18 2/9

8/19 2/10

8/20
8/21

2/11
2/12

関西空港発 23：30頃

シンガポール着 05：40頃

06：50頃
16：50頃

航空機

航空機

航空機

空路、シンガポール経由でオーストラリアへ

8/22
～
9/6

2/13
～
2/28

シンガポール発
ブリスベン着

空路、帰国の途へ
9/7 3/1

14：40頃
20：40頃

ブリスベン発
シンガポール着

シンガポールで乗り継ぎ関西空港へ
着後、入国手続を経て解散

9/8 3/2
01：30頃
08：45頃

シンガポール発
関西空港着

インターンシップ先で就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程

研修日程

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 550以上

学校（小中高）日本語教育

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

一般事務の補助業務、大学や専門学校等での学校事務等

観光関連企業 TOEIC 550以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、空港アシスト、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 TOEIC 500以上保育園や幼稚園で先生の補助業務、子供の出席管理、遊び相手、食事補助等

小・中・高校等で日本語教師のアシスタント、日本文化紹介、発音指導、ゲーム、会話補助等

福祉施設 TOEIC 500以上

TOEIC 600以上

高齢者福祉施設での介護補助、食事手伝い、ベッドメイキング、話し相手等、介護のアシスタント業務

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 教育旅行 神戸支店　●利用予定航空会社：ユナイテッド航空
●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター、AZusa Inc.

シリコンバレー

サンフランシスコ発

インターンシップ先にて就業体験
〈ホームステイ〉

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/10

2/11
～
3/3

関西空港発 18：20頃

11：20頃

航空機 空路、サンフランシスコへ

サンフランシスコ着 11：05頃 専用車 着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ
〈ホームステイ〉

専用車
航空機

出発日当日はホームステイ先から空港へ送迎あり
空路、帰国の途へ

関西空港着 16：20頃 着後、入国手続きを経て解散

× ○

機内

機内

機内

× ○○

× 機内○3/4

3/5

企業(例)・業種 主な業務 語学力目安

米国企業・団体※ TOEIC 730以上が望ましい

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

マーケティングリサーチ、企画プランニング、在庫管理、営業補佐等の実務を体験する。

日系企業 日常会話程度企画プランニング、リサーチな等のサポート業務を体験する。

旅行会社 日常会話程度カスタマーサポート、企画、マーケティング、WEBサポート

営業管理、WEB政策、在庫管理

日本語教師のアシスト、日本文化紹介、発音指導、会話補助等

食品製造

アパレル貿易

教育関係

英語力問わず

英語力問わず

日常会話程度

食品分析、マーケティング

※ソフトウェア・WEB開発、機械開発、貿易商社、通販会社、流通、出版・メディア、食品開発・販売、デザイン会社、美容関連、会計事務所、幼児教育施設、
　福祉事務所等



受講条件
本研修は、各自の英語力に応じてインター
ンシップ先となる企業、団体等を決定しま
す。①英語力が高い場合（TOEIC730点
以上が望ましい）は、アメリカ人指導員のも
とで英語による実務研修を行います。②英
語に自信がない場合は、日系企業で日本
人指導員のもとで実務研修を行います。申
込時に受入れ団体の専任カウンセラーと
Skypeによる個別面談を行い、専攻分野、
志望職種、英語力、積極性、本人の希望な
どを考慮して実習先企業が決定されます。
受講希望者は、TOEIC成績通知書を提
出してください。

研修期間

2017年
2月10日㈮～3月5日㈰

24日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　研修代金／338,000円
旅行代金／155,000円

合　　計／493,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］　ホームステイ
（1家庭1名）

①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

7 8

アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコからサンタクララ・パロアルト・サンノゼ周辺一帯は、シリコンバレーとよばれ、intel、Apple、
Googleなど最先端のIT関連会社が所在し、様々な企業や研究所が集まっています。
本研修では、シリコンバレーにある研修機関において約3週間のインターンシップ（就業体験）を行います。アメリカの企業で実際に働く経
験をすることにより、国際性やコミュニケーション能力を養い、積極性や責任感、キャリア意識を身につ
けることを目的としています。研修形態は2つに分けられます。
（1）英語の語学力が高い学生は、米国企業又はSONYやFUJITSUなどの大手日系企業において、アメ

リカ人指導員のもとで英語による実務研修を行います（英語力はTOEIC730点以上が望ましい）。
（2）英語の語学力に自信がない場合も参加が可能です。その場合は、日系企業で日本人指導員のもと、

英語力を問わない実務研修を行います。

英語能力に応じて、インターンシップ先を選びます。主なインターンシップ先や業務内容、英語能力の

目安は表のとおりです。インターンシップは、1日平均7時間行われます。インターンシップ先にて仕事を

行うことにより、現地の人々の仕事に対する姿勢

や考え方、多様な価値観について学びます。また、

本研修では、アメリカ人家庭に滞在し、アメリカで

の生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

海外インターンシップ研修Ⅲ［アメリカ］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ： アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレーに所在する企業、団体等

シリコンバレーの企業でグローバルなキャリア意識を身につける

春 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入れサポート機関
であるOKCオセアニア交流センターのカリフォル
ニア在住日本人アドバイザーが現地での対応に
あたります。

研修内容

春
期

①2016年6月23日（木）16：35～18：30
②2016年7月14日（木）16：35～18：30
①2016年12月8日（木）16：35～18：30
②2017年1月12日（木）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

※場所は後日連絡

オーストラリア第三の都市であるブリスベン市内の研修先期間において約３
週間のインターンシップ（就業体験）を行います。英語の応用力や国際性、コ
ミュニケーション能力を養い積極性や責任感、キャリア意識を身につけること
を目的としています。また、研修中は積極的に物事に取り組む姿勢が求められ
ます。インターンシップ先は、一般企業、観光関連企業、幼児教育機関、福祉
施設、学校の中から各自の語学力に応じて選択します。
本研修は、夏期、春期より各自が選択して受講することができます。また、個別
参加型の研修のため、
引率者は同行しません。

英語能力に応じて、インターンシップ先を

選びます。主なインターンシップ先や業務

内容、英語能力の目安は表のとおりです。

インターンシップは一日平均７時間行われます。インターンシップ先にて英語で仕事を行うことによ

り、現地の人 に々仕事に対する姿勢や考え方、多様な価値観について学びます。また、本研修では、オ

ーストラリア人家庭に滞在し、オーストラリアの生活や文化、社会事情等への理解を深めます。

受講条件
本研修ではインターンシップ研修で英語
による実務を伴うためTOEIC500点以上
の英語力が必要です。そのため、申込時に
TOEIC470点以上のスコアを有すること
が条件となります。受講希望者は、TOEIC
成績通知書を提出してください。

海外インターンシップ研修Ⅱ［オーストラリア］

インターンシップ先での研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、課題、レポート等に基づ

いて評価されます。研修終了時にオセアニア交流センターより授与される「修了証書」をもって、帰国

後に「特定目的海外研修A」として2単位を認定します。

成績評価・単位認定

研修先 ：ブリスベン市内の企業、団体、学校等

研修期間

2016年
8月18日㈭～9月8日㈭

春期22日間夏期22日間

［定 員］ 個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 夏期
研修代金／288,000円
旅行代金／194,000円

合 計／482,000円

春期
研修代金／311,000円
旅行代金／179,000円

合 計／490,000円
（燃油サーチャージを除く）

［滞在方法］ ホームステイ
（1家庭1名）

オーストラリアでの就業体験で国際性を磨く

春 期

夏 期

引率について
本研修は個人参加の形態をとるため、引率者は同
行しません。研修中は、現地受入サポート機関で
あるオセアニア交流センターが緊急時の対応に
当たります。

夏 期

2017年
2月 9日㈭～3月2日㈭春 期

研修内容

夏
期

春
期

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 京都支店　●利用予定航空会社：シンガポール航空　●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター

ブリスベン

ブリスベン

ホストファミリーと過ごす 〈ホームステイ〉

シンガポールで乗り継ぎ、ブリスベンへ
着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ 〈ホームステイ〉

夏期 春期 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール
8/18 2/9

8/19 2/10

8/20
8/21

2/11
2/12

関西空港発 23：30頃

シンガポール着 05：40頃

06：50頃
16：50頃

航空機

航空機

航空機

空路、シンガポール経由でオーストラリアへ

8/22
～
9/6

2/13
～
2/28

シンガポール発
ブリスベン着

空路、帰国の途へ
9/7 3/1

14：40頃
20：40頃

ブリスベン発
シンガポール着

シンガポールで乗り継ぎ関西空港へ
着後、入国手続を経て解散

9/8 3/2
01：30頃
08：45頃

シンガポール発
関西空港着

インターンシップ先で就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程

研修日程

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 550以上

学校（小中高）日本語教育

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

一般事務の補助業務、大学や専門学校等での学校事務等

観光関連企業 TOEIC 550以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、空港アシスト、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 TOEIC 500以上保育園や幼稚園で先生の補助業務、子供の出席管理、遊び相手、食事補助等

小・中・高校等で日本語教師のアシスタント、日本文化紹介、発音指導、ゲーム、会話補助等

福祉施設 TOEIC 500以上

TOEIC 600以上

高齢者福祉施設での介護補助、食事手伝い、ベッドメイキング、話し相手等、介護のアシスタント業務

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB西日本 教育旅行 神戸支店　●利用予定航空会社：ユナイテッド航空
●現地受入サポート機関：オセアニア交流センター、AZusa Inc.

シリコンバレー

サンフランシスコ発

インターンシップ先にて就業体験
〈ホームステイ〉

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/10

2/11
～
3/3

関西空港発 18：20頃

11：20頃

航空機 空路、サンフランシスコへ

サンフランシスコ着 11：05頃 専用車 着後、空港出迎え後、ホームステイ宅へ
〈ホームステイ〉

専用車
航空機

出発日当日はホームステイ先から空港へ送迎あり
空路、帰国の途へ

関西空港着 16：20頃 着後、入国手続きを経て解散

× ○

機内

機内

機内

× ○○

× 機内○3/4

3/5

企業(例)・業種 主な業務 語学力目安

米国企業・団体※ TOEIC 730以上が望ましい

■ インターンシップ派遣先の主な業務と語学力の目安

マーケティングリサーチ、企画プランニング、在庫管理、営業補佐等の実務を体験する。

日系企業 日常会話程度企画プランニング、リサーチな等のサポート業務を体験する。

旅行会社 日常会話程度カスタマーサポート、企画、マーケティング、WEBサポート

営業管理、WEB政策、在庫管理

日本語教師のアシスト、日本文化紹介、発音指導、会話補助等

食品製造

アパレル貿易

教育関係

英語力問わず

英語力問わず

日常会話程度

食品分析、マーケティング

※ソフトウェア・WEB開発、機械開発、貿易商社、通販会社、流通、出版・メディア、食品開発・販売、デザイン会社、美容関連、会計事務所、幼児教育施設、
福祉事務所等




