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大韓民国は、国土面積が日本の約4分の1の大きさで、約5,200万人が暮らしています。
韓国の人々のほとんどは朝鮮半島にルーツを持つといわれる朝鮮民族で、儒教と仏教が
その社会と文化に大きな影響力を持っています。儒教は朝鮮王朝の建国理念でもあり、
「親や年配者を大切にすること」、「目上の人を敬うこと」などを美徳とするなど、韓国の
人々の生活には儒教的な価値観が今でも根付いています。またキリスト教信者も多く、そ
の精神に基づいた社会支援活動も広がっています。韓国の首都ソウルは、人口約1,030
万人を抱える世界有数の大都市で、バルセロナやパリと並ぶ世界的な大都市です。洗練
されたお洒落な街並みや、近代的な高層ビル群が立ち並んでいて、日々発展を続けてい
ます。一方で、朝鮮王朝の歴史を今に伝える数々の史跡など、古きよき伝統的な面も併せ
持っており、独特の、魅力ある都市といえます。

「世界の流行の先端でありながら、伝統を大切にする韓国、その全てを知る」をテーマに、衣食住の生活様
式、伝統文化と文化財・芸術（音楽、文字、工芸、美術）、慣習とマナー、歴史と現在、環境保護、社会福祉・
保健の在り方など、多岐にわたって、体験や見学を通して学ぶ。ただ異文化を知るにとどまるのではなく、自
国と韓国を比較することで、自国をより具体的に認識し、さらには文化の多様性を認め、広い視野と多角的
な視点を持つことを目指す。

韓国文化研修

研修内容

事前・事後講義の授業参加度、研修時の参加態度・受講姿勢・研修のまとめの発表内容とディス

カッションへの参加姿勢に基づき評価します。

（「海外文化研修」：1単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： 安東、ソウル、安山、城南、大田

韓国の歴史と伝統文化、現在の生活スタイルと社会を学ぶ

春 期

コースNo.  IDE1252 ■科目名： 海外文化研修

詳細は追って連絡します。

事前・事後講義（3回）

2022年1月18日㈫ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

研修期間

2022年

2月13日㈰～2月19日㈯

7日間

［定　　員］　18名
（最少催行人数12名）

［参加費用］ 研修代金／  91,000円
旅行代金／  63,000円
合　　計／154,000円

［滞在方法］　ホテル
（2～3名部屋）

［引 率 者］　金美仙
（ND教育センター 特任准教授）

社会貢献と福祉のあり方を学ぶ
「大田（テジョン）エコ環境事業部」で脱化
学エネルギーによる環境復元や太陽光発電
について、「明洞無料食堂」では福祉のあり
方、「産後調理院」では女性の産後ケアにつ
いて学ぶ。

伝統的な生活様式と文化を知る
博物館や展示館で言葉や文字の成立ち・歴
史・韓紙・染め・韓服・伝統色・工芸について、
見学や小物作り、韓服の試着などの体験を
通して学ぶ。また、河回村を見学しながら、伝
統的な生活様式や礼儀作法についても知識
を得る。

芸術
伝統音楽舞踊（サムルノリ）の鑑賞、各種美術
館（安東自然色文化院、伝統工芸文化展示
館、韓紙展示館、カンソン美術館、安山檀園
美術館、国立ハングル博物館）で古典から現
代のアート・陶磁器・装身具・絵画などを見学
するだけでなく、実際に体験する。

※場所は後日連絡

トロント大学は、カナダのオンタリオ州トロントに本部を置く州立大学で、1827年創立の
英国王室認可を受けたキングスカレッジを母体とし、カナダ屈指の名門大学として知ら
れています。同大学は5人のカナダ首相と10人以上のノーベル賞受賞者を輩出しており、
世界大学ランキングトップ20に入るカナダで最大の大学です。キャンパス敷地内に美術
館や遺跡、公園、博物館、歴史的建造物などがあり、セントジョージ、スカボロ、ミシサガ
の3つのキャンパスからなっています。トロントはカナダ最大の都市で、北米ではニューヨ
ーク、ロサンゼルス、シカゴに次ぐ4番目の大都市です。また、市街地は大学を中心に発達
しているため、とても便利でありながら、重厚感のある建物も多く、趣深い街です。本研修
は個人参加型であるため、引率者は同行しません。

トロント大学が実施するEnglish for Effective Communicationコースで、研修初日に受けるプレイ

スメントテストの結果を基に、各自のレベルに応じたクラスで学びます。このプログラムは、午前9時から

午後1時までの授業と、午後の課外活動からなっており、短時間で英語を話す力、聞く力をしっかりと

伸ばすことを目的としています。カナダの歴史や文化に関する授業を通して、語彙力の強化を図るとと

もに、的確に伝わるライティングの方法を

身につけます。週毎に決められたテーマに

ついてのディスカッションをしながら、正し

い発音に磨きをかけ、流暢に、自信を持っ

て話す方法を実践的に学びます。また、

トロント大学の学生がCultural Assistant

として週に1度のアクティビティに加わるほ

か、交流する機会があります。

カナダ英語研修（トロント大学）

研修内容

研修終了時にトロント大学から授与される「修了証書」を確認し、授業参加度、授業態度、課題、発表、

テスト等に基づいて評価します。

（「海外研修（語学）IIb」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： トロント大学 （University of Toronto）

カナダを代表する名門大学・トロント大学で英語力を伸ばす

夏 期

◉参考URL : https://www.utoronto.ca/

コースNo.  GBE1356 ■科目名： 海外研修（語学）IIb

2021年7月6日㈫ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

研修期間

2021年

8月2日㈪～8月29日㈰

28日間

English for 
Effective Communication
短時間で話す力、聞く力をしっかりと伸ばす
ことに重点を置く。カナダの日常生活や文化
をテーマとした授業を通して正しい発音を身
につけ、さらに語彙力の強化を図る。

Fluency Fridays
毎週金曜日にカナダ文化についてテーマ別
にディスカッションを行いながら、語彙力や正
しい発音を練習する。また、一週間毎にどのく
らい自信を持って流暢に話せるか、学習成果
も確認する。

Intercultural Communication
週に1度、小グループに分かれてグループリー
ダーの指導のもと、リラックスした状況で会話
の練習を行う。Cultural Assistant（トロント
大学の学生）との会話を通して、自然な英語
の発話に慣れ、多様な国籍をもつ学生の考
え方などを理解する。

※場所は後日連絡

※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京都支店　●利用予定航空会社：エアカナダ、全日空

トロント
トロント大学にて4週間の英語研修

〈ホームステイ〉

着後、ホストファミリー宅へ
 〈ホームステイ〉

○ ×

○ ×

○

機内

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/2

8/3
～
8/27

伊丹空港発 15:00頃 航空機 空路、羽田空港へ

羽田空港着
羽田空港発

16:15頃
17:40頃 航空機 羽田空港から直行便にてトロントへ

トロント発 13:40頃 航空機 空路、帰国の途へ

羽田空港着
羽田空港発

15:40頃
17:00頃 航空機

8/28

8/29

16:45頃トロント着

伊丹空港着 18:10頃 着後、入国手続きを経て解散

機内

機内

研修日程

研修日程

※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京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

ソウル

ソウル
ソウル発

ソウルへ移動し、チェックイン

○ ○ ×

○ ○ ×

○ ○ ×

○

×

○ ×

○ ○ ×

×

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

ソウル着

機内

12:40頃

21:00頃

10:30頃
14:05頃

専用車 着後、専用車にて安東のホテルへ

安東 専用車

専用車
航空機

伝統文化研修①
･河回村の視察
･河回世界お面博物館で見学
･安東民俗村漢字村（見学・韓服着付け体験）

空港へ
空路、帰国の途へ

機内

2/19

2/13

2/14

関西空港発 10:50頃

09:00頃
終日

安東 専用車 伝統文化研修②
･布工房　キュウバン針の音
･安東自然色文化院または安東工芸文化展示館で体験
･安東韓紙展示館で体験

2/15

09:00頃
～

17:00頃

ソウル 専用車 芸術・文化財研修①
･国立ハングル博物館で見学と文具制作体験
･カンソン美術館で見学
･サムルノリ鑑賞
･歴史博物館での見学等

2/16

09:00頃
終日

ソウル
安山

ソウル

ソウル

専用車 安山へ移動
芸術・文化財研修②
･安山檀園美術館で見学
現代社会研修①（保健）
･産後調理院で見学

2/17

2/18

09:00頃
午前

ソウル
大田

専用車 大田へ移動
現代社会研修②（環境・社会貢献）
･大田エコ環境事業部で見学

･明洞無料食堂で見学

09:00頃
午前

午後

午後

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

関西空港着 15:50頃 着後、入国手続きを経て解散

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。トロント到着時、出発時の空港～ホー
ムステイ先間の送迎は、本プログラムの現地ホー
ムステイ担当者が行います。また緊急時には、トロ
ント大学の担当者が対応に当たります。

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］　研修代金／408,000円
旅行代金／272,000円
合　　計／680,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

〈ホテル泊〉

〈ホテル泊〉

〈ホテル泊〉

〈ホテル泊〉

〈ホテル泊〉

〈ホテル泊〉

城南


