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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
の研修を個人参加の形態にする場合があります。その場合は引率者は
同行しません。

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または伊丹空港より出発します。

事前・事後講義への出席7

韓国文化研修については、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）オーストラリア英語研修（シドニー大学）、韓国文化研修、海外インター
ンシップA（ニュージーランド・春期）、海外インターンシップB（オースト
ラリア・春期）、海外インターンシップC（アメリカ・春期）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2021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）に申込書を提出した学生を優先します。

申込期間 2021年4月5日（月）～4月27日（火）

日　　程 2021年5月14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。

申込金の振込期日 2021年5月21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）オーストラリア英語研修（シドニー大学）、韓国文化研修、海外イン
ターンシップA（ニュージーランド・春期）、海外インターンシップB
（オーストラリア・春期）、海外インターンシップC（アメリカ・春期）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
イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）
カナダ英語研修（トロント大学）
韓国語研修
海外インターンシップA（ニュージーランド・夏期）
海外インターンシップB（オーストラリア・夏期）
海外インターンシップC（アメリカ・夏期）

オーストラリア英語研修（シドニー大学）
韓国文化研修
海外インターンシップA（ニュージーランド・春期）
海外インターンシップB（オーストラリア・春期）
海外インターンシップC（アメリカ・春期）

2021年6月11日（金）

2021年10月1日（金）

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

2021年10月1日（金）
2021年5月21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 国際教育課

TEL（075）706-3746  FAX（075）706-3749
Email : kokusai@ml.notredame.ac.jp
https://www.notredame.ac.jp/international/index.html

日　　程 2021年4月9日（金）および14日（水）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：2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）
研 修 先：シドニー大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生

オーストラリア英語研修（シドニー大学）
申込から出発まで

• 約束事項  p.11 • 研修・旅行条件  p.13

開講日程：2021年8月15日（日）～9月5日（日）（22日間）
研 修 先：カンタベリークライストチャーチ大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）

開講日程：2021年8月2日（月）～8月29日（日）（28日間）
研 修 先：トロント大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

カナダ英語研修（トロント大学）

開講日程：2022年2月13日（日）～2月19日（土）（7日間）
研 修 先：安東、ソウル、安山、城南、大田
滞在方法：ホテル
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生

韓国文化研修

p.7

p.8

p.9

p.10

開講日程：2021年8月8日（日）～8月22日（日）（15日間）
研 修 先：韓国カトリック大学
滞在方法：寮
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

韓国語研修

開講日程：①2021年8月21日（土）～9月12日（日）（23日間）
②2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）

インターンシップ先：オークランド市内の企業、学校、団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップA（ニュージーランド）

開講日程：①2021年8月21日（土）～9月12日（日）（23日間）
②2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）

インターンシップ先：ブリスベン市内の企業、学校、団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップB（オーストラリア）

開講日程：①2021年8月22日（日）～9月12日（日）（22日間）
②2022年2月13日（日）～3月6日（日）（22日間）

インターンシップ先：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：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップC（アメリカ）
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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
の研修を個人参加の形態にする場合があります。その場合は引率者は
同行しません。

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または伊丹空港より出発します。

事前・事後講義への出席7
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参加費用分割払いの取扱いについて9
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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 国際教育課

TEL（075）706-3746  FAX（075）706-3749
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https://www.notredame.ac.jp/international/index.html
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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：2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）
研 修 先：シドニー大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生

オーストラリア英語研修（シドニー大学）
申込から出発まで

• 約束事項  p.11 • 研修・旅行条件  p.13

開講日程：2021年8月15日（日）～9月5日（日）（22日間）
研 修 先：カンタベリークライストチャーチ大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）

開講日程：2021年8月2日（月）～8月29日（日）（28日間）
研 修 先：トロント大学
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

カナダ英語研修（トロント大学）

開講日程：2022年2月13日（日）～2月19日（土）（7日間）
研 修 先：安東、ソウル、安山、城南、大田
滞在方法：ホテル
開 講 期：春期
配当年次：1～3年次生

韓国文化研修
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開講日程：2021年8月8日（日）～8月22日（日）（15日間）
研 修 先：韓国カトリック大学
滞在方法：寮
開 講 期：夏期
配当年次：1～4年次生

韓国語研修

開講日程：①2021年8月21日（土）～9月12日（日）（23日間）
②2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）

インターンシップ先：オークランド市内の企業、学校、団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップA（ニュージーランド）

開講日程：①2021年8月21日（土）～9月12日（日）（23日間）
②2022年2月12日（土）～3月6日（日）（23日間）

インターンシップ先：ブリスベン市内の企業、学校、団体等
滞在方法：ホームステイ
開 講 期：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップB（オーストラリア）

開講日程：①2021年8月22日（日）～9月12日（日）（22日間）
②2022年2月13日（日）～3月6日（日）（22日間）

インターンシップ先：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：①夏期　②春期
配当年次：①2～4年次生  ②2～3年次生

海外インターンシップC（アメリカ）



2022年1月11日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション
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シドニー大学は、1850年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州（当時はイギリス
植民地）の州都シドニーに設立されたオーストラリア最古の名門大学です。「世界の最も
美しいキャンパス10」にランクインされたキャンパスには、ネオゴシック形式の中庭や回廊
などの歴史的建造物が多く、伝統と格式を感じさせる雰囲気があります。また、シドニー
市街中心地から徒歩圏内にあるキャンパスには、現在、約60,000人の学生が在籍してい
ます。シドニーはオーストラリアで最大の都市でありながら、「住み心地の良い街」、「安全
な都市」、「学生のための街」等各種部門で世界都市ランキングトップ10に入っています。
本研修は個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

シドニー大学のCentre for English Teachingが実施するGlobal Englishプログラムに参加します。

プログラム初日のプレースメントテストの結果をもとにクラス分けが行われ、各自のレベルに応じたクラ

スで学びます。どのクラスにおいても、日常会話をはじめ社会に出てからも使えるコミュニケーション技

術と自信をつけることを目標としています。教室から

街に出て、生の英語の世界に触れながら、インタ

ビューでのマナーや職場での会話作法など、社会で

必要な技術を学べます。このプログラムでの学習や

活動の記録をレポートにまとめたり、ブログへの書き

込みや動画を作成することによって、読み書きの技

術を習得します。また、様々な国籍の人 を々聴衆とし

た場合のプレゼンテーションの方法を学びます。

オーストラリア英語研修（シドニー大学）

研修内容

研修終了時にシドニー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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIa」：2単位）

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京都支店　●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空

シドニー

シドニー着

シドニー大学にて3週間の英語研修
 〈ホームステイ〉

着後、空港出迎え。その後、ホストファミリー宅へ
 〈ホームステイ〉

○ ×

○ ×

○

機内

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

2/12

2/13

2/14
～
3/4

関西空港発 17:55頃

12:00頃

香港着
香港発

21:35頃
23:55頃

航空機

航空機

空路、香港経由でオーストラリアへ

香港で乗り継ぎ、シドニーへ

3/5
シドニー発 15:50頃

香港着 21:55頃

航空機 空路、帰国の途へ

機内

機内

3/6
香港発 01:50頃

関西空港着 06:30頃

航空機 香港で乗り継ぎ関西空港へ

着後、入国手続きを経て解散

研修日程

研修先 ： シドニー大学 （The University of Sydney）

研修期間

2022年
2月12日㈯～3月6日㈰

23日間

世界で最も美しいキャンパス「シドニー大学」で英語を磨く

◉参考URL : https://sydney.edu.au/

春 期

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学は、1962年の設立された大学で、大聖堂で有名
なカンタベリーにあります。メインキャンパスは、歴史的なシティセンターや荘厳な大聖堂
から数分のところにあり、中世の雰囲気を残した街並みが特徴的です。現在約18,000人
の学生が在籍し、ケント地域の高等教育機関として最大規模を誇っています。また、人々
が友好的であり、快適な環境で勉強することができるので、欧米を始め毎年多くの留学
生を受け入れています。特に春休みや夏休みを利用した短期語学留学には定評がありま
す。カンタベリーはイギリス・イングランド南東部ケント州東部に位置しており、中世から
代表的な巡礼地として栄えてきました。世界最古の現役の学校の一つと評されるキング
ズ・スクールがカンタベリー大聖堂に隣接しており、学生の街としても有名です。本研修は
個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

カンタベリークライストチャーチ大学のメインキャンパスの隣にあるLady Wootton’s Greenで実施

されるGeneral English Programmeに参加します。プログラムの初日のプレースメントテストの結果

をもとにクラス分けされ、各自のレベルに応じたクラスで学べます。午前中の1限目は、テキストを用い

て正しい文法をマスターします。2限目はイギリスの文化や

文学、世界の出来事等のその都度提供されるトピックに関

して知識を増やし、英語でのプレゼンテーションに自信を持

つことを目指します。午後の授業では、各人の希望に応じて

メール作成やディスカッション、映画や音楽鑑賞、またビジ

ネス英語の学習等から選ぶことができ、読む・書く・聞く・話

す技術を向上させることができます。

Mid-Week Activities
毎週月、火、水、金曜日の授業の後はスポーツや
Quiz Night、Games Night、Film Night、
Karaoke Night、Film Night等のイベントが用意
されており、無料で参加できる。カンタベリークライ
ストチャーチ大学の他のコースにいる学生達も参
加するので、様 な々学生と交流する機会となる。

Weekend Excursions
休日にはロンドンやケンブリッジ、オックスフォー
ド等の主要都市の観光やショッピングができる日
帰りツアー（有料）があり、イギリスの文化や歴史
について体験的に学ぶことができる。

イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）

研修内容

研修終了時にカンタベリークライストチャーチ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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIb」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： カンタベリークライストチャーチ大学 （Canterbury Christ Church University）

研修期間

2021年
8月15日㈰～9月5日㈰

22日間

2021年7月13日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

中世の街、カンタベリーで英語を学び、イギリスへの知見を広める

夏 期

◉参考URL : https://www.canterbury.ac.uk/

Communication Skills + α
語彙力を高め、正しい文法を学ぶことにより、スピ
ーキング、リスニング、ライティング、リーディングの
4技能を強化する。オーストラリアをはじめ英語
圏での生活に必要な英語力だけでなく、仕事で
必要となる英語でのコミュニケーション技術を身
に付ける。

Student Talks
授業で学んだ内容から、それぞれにテーマが与
えられる。そのテーマに沿って、研究し、まとめた
ものを英語で発表する。発表後、英語の発音や
文法、慣用表現について先生よりフィードバック
があり、流暢で正確な英語を話すことを目指す。

※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京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

カンタベリー
カンタベリークライストチャーチ大学にて英語研修

〈ホームステイ〉

ソウルで乗り継ぎ、ロンドンへ

専用車でカンタベリーへ

○ ×

○

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

8/15

8/16
～
9/3

関西空港発 10:50頃

12:40頃
14:30頃

航空機

航空機

空路、ソウル経由でイギリスへ

カンタベリー着 着後、ホストファミリー宅へ　　　  〈ホームステイ〉

ロンドン着
ロンドン発 20:50頃 航空機

ロンドン空港で出国手続き
空路、ソウル経由で帰国の途へ

ソウル着
ソウル発

15:50頃
19:20頃 航空機 ソウルで乗り継ぎ、関西空港へ

9/4

9/5

ソウル着
ソウル発

18:50頃ロンドン着
ロンドン発

専用車にてロンドン（ヒースロー）空港へ専用車

専用車

カンタベリー発

関西空港着 21:05頃 着後、入国手続きを経て解散

機内

研修日程

機内

機内

※場所は後日連絡 ※場所は後日連絡

コースNo.  GBE1355 ■科目名： 海外研修（語学）IIa コースNo.  GBE1356 ■科目名： 海外研修（語学）IIb

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はシドニー大学の
担当者が緊急時の対応にあたります。

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はカンタベリーク
ライストチャーチ大学の担当者が緊急時の対応に
あたります。

［定　　員］　①団体参加型20名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／183,000円
合　　計／543,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／549,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

※燃油サーチャージを除く

［定　　員］　①団体参加型16名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／313,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／523,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／316,000円
旅行代金／254,000円
合　　計／570,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）
※万が一ホームステイを手配できな
　い場合は寮になることがあります。

※燃油サーチャージを除く



2022年1月11日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

3 4

シドニー大学は、1850年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州（当時はイギリス
植民地）の州都シドニーに設立されたオーストラリア最古の名門大学です。「世界の最も
美しいキャンパス10」にランクインされたキャンパスには、ネオゴシック形式の中庭や回廊
などの歴史的建造物が多く、伝統と格式を感じさせる雰囲気があります。また、シドニー
市街中心地から徒歩圏内にあるキャンパスには、現在、約60,000人の学生が在籍してい
ます。シドニーはオーストラリアで最大の都市でありながら、「住み心地の良い街」、「安全
な都市」、「学生のための街」等各種部門で世界都市ランキングトップ10に入っています。
本研修は個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

シドニー大学のCentre for English Teachingが実施するGlobal Englishプログラムに参加します。

プログラム初日のプレースメントテストの結果をもとにクラス分けが行われ、各自のレベルに応じたクラ

スで学びます。どのクラスにおいても、日常会話をはじめ社会に出てからも使えるコミュニケーション技

術と自信をつけることを目標としています。教室から

街に出て、生の英語の世界に触れながら、インタ

ビューでのマナーや職場での会話作法など、社会で

必要な技術を学べます。このプログラムでの学習や

活動の記録をレポートにまとめたり、ブログへの書き

込みや動画を作成することによって、読み書きの技

術を習得します。また、様々な国籍の人 を々聴衆とし

た場合のプレゼンテーションの方法を学びます。

オーストラリア英語研修（シドニー大学）

研修内容

研修終了時にシドニー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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIa」：2単位）

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京都支店　●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空

シドニー

シドニー着

シドニー大学にて3週間の英語研修
 〈ホームステイ〉

着後、空港出迎え。その後、ホストファミリー宅へ
 〈ホームステイ〉

○ ×

○ ×

○

機内

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

2/12

2/13

2/14
～
3/4

関西空港発 17:55頃

12:00頃

香港着
香港発

21:35頃
23:55頃

航空機

航空機

空路、香港経由でオーストラリアへ

香港で乗り継ぎ、シドニーへ

3/5
シドニー発 15:50頃

香港着 21:55頃

航空機 空路、帰国の途へ

機内

機内

3/6
香港発 01:50頃

関西空港着 06:30頃

航空機 香港で乗り継ぎ関西空港へ

着後、入国手続きを経て解散

研修日程

研修先 ： シドニー大学 （The University of Sydney）

研修期間

2022年
2月12日㈯～3月6日㈰

23日間

世界で最も美しいキャンパス「シドニー大学」で英語を磨く

◉参考URL : https://sydney.edu.au/

春 期

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学は、1962年の設立された大学で、大聖堂で有名
なカンタベリーにあります。メインキャンパスは、歴史的なシティセンターや荘厳な大聖堂
から数分のところにあり、中世の雰囲気を残した街並みが特徴的です。現在約18,000人
の学生が在籍し、ケント地域の高等教育機関として最大規模を誇っています。また、人々
が友好的であり、快適な環境で勉強することができるので、欧米を始め毎年多くの留学
生を受け入れています。特に春休みや夏休みを利用した短期語学留学には定評がありま
す。カンタベリーはイギリス・イングランド南東部ケント州東部に位置しており、中世から
代表的な巡礼地として栄えてきました。世界最古の現役の学校の一つと評されるキング
ズ・スクールがカンタベリー大聖堂に隣接しており、学生の街としても有名です。本研修は
個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

カンタベリークライストチャーチ大学のメインキャンパスの隣にあるLady Wootton’s Greenで実施

されるGeneral English Programmeに参加します。プログラムの初日のプレースメントテストの結果

をもとにクラス分けされ、各自のレベルに応じたクラスで学べます。午前中の1限目は、テキストを用い

て正しい文法をマスターします。2限目はイギリスの文化や

文学、世界の出来事等のその都度提供されるトピックに関

して知識を増やし、英語でのプレゼンテーションに自信を持

つことを目指します。午後の授業では、各人の希望に応じて

メール作成やディスカッション、映画や音楽鑑賞、またビジ

ネス英語の学習等から選ぶことができ、読む・書く・聞く・話

す技術を向上させることができます。

Mid-Week Activities
毎週月、火、水、金曜日の授業の後はスポーツや
Quiz Night、Games Night、Film Night、
Karaoke Night、Film Night等のイベントが用意
されており、無料で参加できる。カンタベリークライ
ストチャーチ大学の他のコースにいる学生達も参
加するので、様 な々学生と交流する機会となる。

Weekend Excursions
休日にはロンドンやケンブリッジ、オックスフォー
ド等の主要都市の観光やショッピングができる日
帰りツアー（有料）があり、イギリスの文化や歴史
について体験的に学ぶことができる。

イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）

研修内容

研修終了時にカンタベリークライストチャーチ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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIb」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： カンタベリークライストチャーチ大学 （Canterbury Christ Church University）

研修期間

2021年
8月15日㈰～9月5日㈰

22日間

2021年7月13日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

中世の街、カンタベリーで英語を学び、イギリスへの知見を広める

夏 期

◉参考URL : https://www.canterbury.ac.uk/

Communication Skills + α
語彙力を高め、正しい文法を学ぶことにより、スピ
ーキング、リスニング、ライティング、リーディングの
4技能を強化する。オーストラリアをはじめ英語
圏での生活に必要な英語力だけでなく、仕事で
必要となる英語でのコミュニケーション技術を身
に付ける。

Student Talks
授業で学んだ内容から、それぞれにテーマが与
えられる。そのテーマに沿って、研究し、まとめた
ものを英語で発表する。発表後、英語の発音や
文法、慣用表現について先生よりフィードバック
があり、流暢で正確な英語を話すことを目指す。

※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京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

カンタベリー
カンタベリークライストチャーチ大学にて英語研修

〈ホームステイ〉

ソウルで乗り継ぎ、ロンドンへ

専用車でカンタベリーへ

○ ×

○

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

8/15

8/16
～
9/3

関西空港発 10:50頃

12:40頃
14:30頃

航空機

航空機

空路、ソウル経由でイギリスへ

カンタベリー着 着後、ホストファミリー宅へ　　　  〈ホームステイ〉

ロンドン着
ロンドン発 20:50頃 航空機

ロンドン空港で出国手続き
空路、ソウル経由で帰国の途へ

ソウル着
ソウル発

15:50頃
19:20頃 航空機 ソウルで乗り継ぎ、関西空港へ

9/4

9/5

ソウル着
ソウル発

18:50頃ロンドン着
ロンドン発

専用車にてロンドン（ヒースロー）空港へ専用車

専用車

カンタベリー発

関西空港着 21:05頃 着後、入国手続きを経て解散

機内

研修日程

機内

機内

※場所は後日連絡 ※場所は後日連絡

コースNo.  GBE1355 ■科目名： 海外研修（語学）IIa コースNo.  GBE1356 ■科目名： 海外研修（語学）IIb

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はシドニー大学の
担当者が緊急時の対応にあたります。

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はカンタベリーク
ライストチャーチ大学の担当者が緊急時の対応に
あたります。

［定　　員］　①団体参加型20名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／183,000円
合　　計／543,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／549,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

※燃油サーチャージを除く

［定　　員］　①団体参加型16名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／313,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／523,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／316,000円
旅行代金／254,000円
合　　計／570,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）
※万が一ホームステイを手配できな
　い場合は寮になることがあります。

※燃油サーチャージを除く
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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
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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



①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

7 8

※幼児教育機関でのインターンシップには事前に犯罪経歴証明書の取得が必要です。

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 470～730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 730以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 英語力問わず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 550以上

英語力問わず

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

ボランティア団体 TOEIC 550以上各種ボランティア団体での活動や事務アシスタント等

ニュージーランドは北島と南島に分かれており、その北島に位置し、ニュージーラン
ド最大の都市であるオークランド市内の研修先機関において約3週間のインターン
シップ（就業体験）を行います。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、個人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、ニュージーランド人家庭に滞在

し、ニュージーランドの生活や文化、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TOEIC470点

以上の英語力が必要です。そのため、申

込時にTOEIC450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。TOEIC未受験もしくは点数を

満たしていない場合は、事前にご相談

ください。

海外インターンシップA（ニュージーランド）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： オークランド市内の企業、団体、学校等

研修期間

2021年

8月21日㈯～9月12日㈰

春期23日間夏期23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／277,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／466,000円

春期
研修代金／285,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／495,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

オークランドでの就業体験で国際性を磨きながら、柔軟な対応力と積極性を培う

春 期

夏 期

夏 期

2022年

2月12日㈯～3月6日㈰春 期

研修内容

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

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株式会社が緊急時の対応にあたり
ます。

1885年創立の神学校を前身とする韓国カトリック大学は、人文学部、社会科学部、
経済学部、法学部、看護学部等20以上の専門を有する私立の総合大学で、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、看護学科）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85万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。本研修は個人参加型であるた
め、引率者は同行しません。

韓国語研修

研修内容

研修終了時に韓国カトリック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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）I」：2単位）

成績評価・単位認定

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

韓国トップクラスの総合大学で韓国語・韓国文化を学ぶ

夏 期

◉参考URL : https://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。

コースNo.  GBF1354 ■科目名： 海外研修（語学）I

2021年6月25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8日㈰～8月22日㈰

15日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 研修代金／110,000円
旅行代金／  80,000円
合　　計／190,000円

［滞在方法］　大学寮
（3人部屋）

韓国語授業
自分に合ったレベルのクラスで1日4時間の
韓国語の授業を受講する。韓国語の基本語
彙や文型等をはじめとして、短期間で集中
的に聴く、話す、読む、書く能力を総合的に
磨きながら、日常生活に必要とされる実用的
な会話を習得する。

韓国文化体験
韓国の伝統工芸やキムチ作り、歌、料理、韓
服体験を通して韓国文化を学ぶ。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る。また、放送局
やソウルタワー等の見学では、現在の韓国文
化を体験する。

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う。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、相互理解を深める。

※場所は後日連絡

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。

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

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

8/8

8/9
～
8/21

関西空港発 10:50頃

14:05頃

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

ソウル着 12:40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

× ××

× ××

8/22

※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：キャセイパシフィック航空

オークランド

オークランド発

香港で乗り継ぎ、オークランドへ

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

8/21

8/22

2/12

2/13

9/11

9/12

3/5

3/6

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発

オークランド着

10:00頃

11:55頃

香港空港着
香港空港発

13:05頃
21:10頃

航空機

13:40頃 航空機

航空機

空路、香港経由でニュージーランドへ

空路、帰国の途へ

航空機 香港で乗り継ぎ、関西空港へ

香港空港着

香港空港発

21:35頃

01:50頃

現地時刻
10:00頃

13:25頃
15:30頃

15:00頃

関西空港着06:30頃 着後、入国手続を経て解散06:30頃

07:15頃

21:20頃

01:50頃

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程



①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

7 8

※幼児教育機関でのインターンシップには事前に犯罪経歴証明書の取得が必要です。

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 470～730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 730以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 英語力問わず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 550以上

英語力問わず

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

ボランティア団体 TOEIC 550以上各種ボランティア団体での活動や事務アシスタント等

ニュージーランドは北島と南島に分かれており、その北島に位置し、ニュージーラン
ド最大の都市であるオークランド市内の研修先機関において約3週間のインターン
シップ（就業体験）を行います。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、個人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、ニュージーランド人家庭に滞在

し、ニュージーランドの生活や文化、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TOEIC470点

以上の英語力が必要です。そのため、申

込時にTOEIC450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。TOEIC未受験もしくは点数を

満たしていない場合は、事前にご相談

ください。

海外インターンシップA（ニュージーランド）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： オークランド市内の企業、団体、学校等

研修期間

2021年

8月21日㈯～9月12日㈰

春期23日間夏期23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／277,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／466,000円

春期
研修代金／285,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／495,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

オークランドでの就業体験で国際性を磨きながら、柔軟な対応力と積極性を培う

春 期

夏 期

夏 期

2022年

2月12日㈯～3月6日㈰春 期

研修内容

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

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株式会社が緊急時の対応にあたり
ます。

1885年創立の神学校を前身とする韓国カトリック大学は、人文学部、社会科学部、
経済学部、法学部、看護学部等20以上の専門を有する私立の総合大学で、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、看護学科）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85万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。本研修は個人参加型であるた
め、引率者は同行しません。

韓国語研修

研修内容

研修終了時に韓国カトリック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総合的に評価します。

（「海外研修（語学）I」：2単位）

成績評価・単位認定

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

韓国トップクラスの総合大学で韓国語・韓国文化を学ぶ

夏 期

◉参考URL : https://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。

コースNo.  GBF1354 ■科目名： 海外研修（語学）I

2021年6月25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8日㈰～8月22日㈰

15日間

［定　　員］　個別対応
（最少催行人数1名）

［参加費用］ 研修代金／110,000円
旅行代金／  80,000円
合　　計／190,000円

［滞在方法］　大学寮
（3人部屋）

韓国語授業
自分に合ったレベルのクラスで1日4時間の
韓国語の授業を受講する。韓国語の基本語
彙や文型等をはじめとして、短期間で集中
的に聴く、話す、読む、書く能力を総合的に
磨きながら、日常生活に必要とされる実用的
な会話を習得する。

韓国文化体験
韓国の伝統工芸やキムチ作り、歌、料理、韓
服体験を通して韓国文化を学ぶ。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る。また、放送局
やソウルタワー等の見学では、現在の韓国文
化を体験する。

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う。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、相互理解を深める。

※場所は後日連絡

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。

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

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

8/8

8/9
～
8/21

関西空港発 10:50頃

14:05頃

航空機 空路、韓国（ソウル）へ

ソウル着 12:40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

× ××

× ××

8/22

※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：キャセイパシフィック航空

オークランド

オークランド発

香港で乗り継ぎ、オークランドへ

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

8/21

8/22

2/12

2/13

9/11

9/12

3/5

3/6

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発

オークランド着

10:00頃

11:55頃

香港空港着
香港空港発

13:05頃
21:10頃

航空機

13:40頃 航空機

航空機

空路、香港経由でニュージーランドへ

空路、帰国の途へ

航空機 香港で乗り継ぎ、関西空港へ

香港空港着

香港空港発

21:35頃

01:50頃

現地時刻
10:00頃

13:25頃
15:30頃

15:00頃

関西空港着06:30頃 着後、入国手続を経て解散06:30頃

07:15頃

21:20頃

01:50頃

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程
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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先機関において約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）英語の語学力の高い学生は、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、日系企業もしくは日本人指導員のいる

職場で、英語力を問わない実務研修を行います。
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、個人参加型研修のため、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、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 の々仕事に対す

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、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C（アメリカ）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

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

研修内容

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

春 期

夏 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京都支店　●利用予定航空会社：ユナイテッド航空

サンフランシスコ

サンフランシスコ発

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

8/22 2/13

9/11 3/5

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発16:50頃

サンフランシスコ着11:10頃

航空機

11:00頃 航空機

専用車

空路、直行便でアメリカ（サンフランシスコ）へ

空路、帰国の途へ

関西空港着9/12 3/615:00頃

現地時刻
18:00頃

11:00頃

11:10頃

16:20頃 着後、入国手続きを経て解散

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

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、日系企業もしくは日本人指導員の
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。TOEIC未受
験の場合は、事前にご相談ください。

研修期間

2021年

8月22日㈰～9月12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／406,000円
旅行代金／227,000円
合　　計／633,000円

春期
研修代金／406,000円
旅行代金／216,000円
合　　計／622,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

夏 期

2022年

2月13日㈰～3月6日㈰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株式会社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。

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。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を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、個人参
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、現地の人々から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。

海外インターンシップB（オーストラリア）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

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

多民族国家のオーストラリアでビジネスに必要なコミュニケーション能力をのばす

春 期

夏 期

研修内容

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

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TOEIC470点

以上の英語力が必要です。そのため、申

込時にTOEIC450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。TOEIC未受験もしくは点数を

満たしていない場合は、事前にご相談

ください。

研修期間

2021年

8月21日㈯～9月12日㈰

春期23日間夏期23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／302,000円
旅行代金／167,000円
合　　計／469,000円

春期
研修代金／306,000円
旅行代金／195,000円
合　　計／501,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

夏 期

2022年

2月12日㈯～3月6日㈰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株式会社が緊急時の対応にあたり
ます。

※幼児教育機関でのインターンシップには事前に犯罪経歴証明書の取得が必要です。
　また、未成年を相手にするインターンシップの場合、ブルーカードの取得が必要です。
　取得には2か月程度かかります。

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 470～730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 730以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 英語力問わず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 550以上

英語力問わず

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

ボランティア団体 TOEIC 550以上各種ボランティア団体での活動や事務アシスタント等

※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：エバー航空

ブリスベン

ブリスベン発

台北で乗り継ぎ、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

8/21

8/22

2/12

2/13

9/11

9/12 3/6

3/5

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発

ブリスベン着

18:30頃

09:50頃

台北着
台北発

20:30頃
23:00頃

航空機

22:10頃 航空機

航空機

空路、台北経由でオーストラリアへ

空路、帰国の途へ

航空機 台北で乗り継ぎ関西空港へ
台北着
台北発

05:10頃
06:30頃

現地時刻
17:40頃

20:00頃
23:20頃

22:30頃

関西空港着10:10頃 着後、入国手続を経て解散10:00頃

10:20頃

05:10頃
06:30頃

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程
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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先機関において約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）英語の語学力の高い学生は、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、日系企業もしくは日本人指導員のいる

職場で、英語力を問わない実務研修を行います。
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、個人参加型研修のため、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、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 の々仕事に対す

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、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C（アメリカ）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

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

研修内容

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

春 期

夏 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京都支店　●利用予定航空会社：ユナイテッド航空

サンフランシスコ

サンフランシスコ発

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

8/22 2/13

9/11 3/5

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発16:50頃

サンフランシスコ着11:10頃

航空機

11:00頃 航空機

専用車

空路、直行便でアメリカ（サンフランシスコ）へ

空路、帰国の途へ

関西空港着9/12 3/615:00頃

現地時刻
18:00頃

11:00頃

11:10頃

16:20頃 着後、入国手続きを経て解散

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

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、日系企業もしくは日本人指導員の
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。TOEIC未受
験の場合は、事前にご相談ください。

研修期間

2021年

8月22日㈰～9月12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／406,000円
旅行代金／227,000円
合　　計／633,000円

春期
研修代金／406,000円
旅行代金／216,000円
合　　計／622,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

夏 期

2022年

2月13日㈰～3月6日㈰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株式会社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。

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。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を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、個人参
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、現地の人々から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。

海外インターンシップB（オーストラリア）

研修参加度・態度、課題、研修先機関からの評価、レポート等に基づいて総合的に評価します。研修

終了時にOKCより授与される「修了証書」を確認し、帰国後に単位を認定します。

（「海外インターンシップ」：2単位）

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

多民族国家のオーストラリアでビジネスに必要なコミュニケーション能力をのばす

春 期

夏 期

研修内容

コースNo.  GCP3650 ■科目名： 海外インターンシップ

①2021年6月22日㈫ 16：35～18：30
②2021年7月20日㈫ 16：35～18：30
①2021年12月7日㈫ 16：35～18：30
②2022年1月14日㈮ 16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

夏 

期

春 

期

※場所は後日連絡

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TOEIC470点

以上の英語力が必要です。そのため、申

込時にTOEIC450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。TOEIC未受験もしくは点数を

満たしていない場合は、事前にご相談

ください。

研修期間

2021年

8月21日㈯～9月12日㈰

春期23日間夏期23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／302,000円
旅行代金／167,000円
合　　計／469,000円

春期
研修代金／306,000円
旅行代金／195,000円
合　　計／501,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

夏 期

2022年

2月12日㈯～3月6日㈰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株式会社が緊急時の対応にあたり
ます。

※幼児教育機関でのインターンシップには事前に犯罪経歴証明書の取得が必要です。
　また、未成年を相手にするインターンシップの場合、ブルーカードの取得が必要です。
　取得には2か月程度かかります。

派遣先 主な業務 語学力目安

一般企業 TOEIC 470～730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 730以上ホテルや旅行会社の補助業務、ガイドアシスタント、観光局での事務アシスタント等

幼児教育機関 英語力問わず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 550以上

英語力問わず

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

ボランティア団体 TOEIC 550以上各種ボランティア団体での活動や事務アシスタント等

※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：エバー航空

ブリスベン

ブリスベン発

台北で乗り継ぎ、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

8/21

8/22

2/12

2/13

9/11

9/12 3/6

3/5

8/23
～
9/10

2/14
～
3/4

関西空港発

ブリスベン着

18:30頃

09:50頃

台北着
台北発

20:30頃
23:00頃

航空機

22:10頃 航空機

航空機

空路、台北経由でオーストラリアへ

空路、帰国の途へ

航空機 台北で乗り継ぎ関西空港へ
台北着
台北発

05:10頃
06:30頃

現地時刻
17:40頃

20:00頃
23:20頃

22:30頃

関西空港着10:10頃 着後、入国手続を経て解散10:00頃

10:20頃

05:10頃
06:30頃

インターンシップ先にて就業体験 〈ホームステイ〉

研修日程


