
＊すべてのプログラムについて、内容や費用は、変更の可能性があります。また、プログラム費は、概算のため、為替レートにより変動します。 2015年12月25日現在

プログラム名
ベトナム・FPT大学グローバルインターンシッププログラム ニュージーランド・オークランド大学英語短期研修プログラム アメリカ・オレゴン大学実地型短期研修プログラム SOAS, Univeristy of London, UK

International Foundation Course and English Language Studies
CIEE海外ボランティアプロジェクト

国・地域・地域の特色

ベトナム・ダナン（中部）ASEAN経済回廊の都市として今後も更なる
成長が見込まれている、人口約89万人の都市です。
同時に、世界中からツーリストを引き付ける高級ビーチリゾート地で
もあります。
ビーチだけでなく、東南アジアならではの活気とフランス統治時代の
名残を感じさせるコロニアルな建築物を見ることができる、ベトナム
中部最大の商業都市として発展しています。

オークランドは、ニュージーランドの北島に位置し、ニュージーランド
最大の都市であり、交通の要、経済の中心でもあります。人口は約
140万人で、国の人口の約3割が集中しています。オークンラドには、
ヨーロッパ、南太平洋諸島、アジア等からの移民も多く、多文化が共
存する国際都市です。マリンスポーツも盛んな湾岸都市で、"City of
Sails"の愛称で呼ばれています。地域を取り囲む海、湾内に浮かぶ
島々、近代的な高層ビルとビクトリア調の古い街並みが美しいオー
クランドは、「暮らしやすい街」として世界の上位に常にランクインし
ています。

アメリカ・オレゴン州第3の都市ユージーンは、ポートランド市の南約
110マイル（約176キロ）に位置しており、人口は約14万人です。この
町の近くで映画「スタンド・バイ・ミー」が撮影されたというほど自然が
豊かな街で、人口の20％が学生という学生街でもあります。
オレゴン大学は陸上の名門として有名で、同大学が誇るヘイワード・
フィールド（Hayward Field）はオリンピック誘致会場にもなったほど全
米でも名高い競技場です。
比較的快適な気候で、街ではスポーツを楽しむ人々を見ることがで
きます。

SOASはロンドン中心部にあり、2つのキャンパス（メインキャンパス
があるラッセル・スクウェアキャンパスと キングス・クロス駅近くの
ヴァーノン・スクウェアキャンパス）があります。
ラッセル・スクウェア・キャンパスはロンドンの文教地区とでも言うべ
き ブルームスベリー地区にあり、大英博物館や大英図書館などの
有名文化施設がすぐ近くにあります。
SOASはロンドン大学の中の一つとして、アジア・中東・アフリカ研究
に特化し世界的に高い評価を受けていて、正規課程の学生40％以
上が100以上の国と地域からの留学生という、大変国際色豊かな大
学です。

複数のボランティア先の中から、学生個人の興味・関心に応じて行
先を決定します。行先は世界約30ヶ国。ヨーロッパ各国、オーストラ
リア、ニュージーランド、ベトナム、インドネシア、カナダ、アメリカなど
です。

英語能力基準
必要なし 必要なし（一部の選択科目のみ必要あり） 必要なし IELTS 4.5～6.5　（下記プログラムの概要・特徴を参照） CIEEに確認すること

プログラム形態

最初の1週間は国際社会科学部生のみのカスタマイズプログラム、
キャンパスでフィリピン・ブルネイ・台湾などからの留学生とベトナム
人学生アシスタントと交流が可能です。

国際社会科学部生以外の学生と一緒に学ぶオープンクラスです。日
本からの学生以外にも中国、韓国、タイ、台湾等のアジア地区、サ
ウジアラビア、クウェート、オマーン等の中近東、コロンビア、ブラジ
ル、チリ等の南アメリカからも参加があります。

国際社会科学部学生のみ 国際社会科学部学生のみ 国際社会科学部生以外の学生も参加します。

プログラムの概要

グローバル化する実社会で「使える英語」「コミュニケーション力」を
養成します。英語学習プログラムとインターンシップが１つになった
実践型のプログラムです。

「Global English Plus」は、日常生活で必要な英語力を伸ばしたい方
や、アカデミック英語コースへ進むための準備が必要な方を対象とし
た英語プログラムです。

少人数のグループで、教室だけではなく地域の人々と交わりなが
ら、知識や技術を学べる体験型プログラムです。毎週学ぶ場所が変
わります。プログラムは、オレゴン大学の学生とペアになって行う予
定です。

本コースの受講には、IELTS4.5以上が必要です。本学部の学生は、
6週間の受講となります。各コース週18時間が開講。IELTS 5.5以上
の場合は、英語のみでなく専門分野も学ぶことができます。

複数の国、ボランティア内容から選択します。

プログラムの特徴

・1週間のビジネスコミュニケーション英語コース、4週間のビーチリ
ゾートホテルやFPTグループでのインターンシップ体験
・日本人が弱いとされる「スピーキング」「リスニング」「プレゼンテー
ション」を育成する研修
・「異文化環境」で生活する、働く経験を通し、キャリアの視野を広げ
る
・非英語圏の学生との交流を通じ、英語力向上へのモチベーション
を高める
・世界一の親日国ベトナムの文化や歴史の学習を通じて、日本をよ
り理解する教養を養う

・オープンクラスのため、日本の他大学または世界各国の学生と共
に英語を学ぶ（日本の夏休みに実施されるため、日本からも多くの
学生が参加）
・プレイスメントテストで6レベルに分けられ、自分のレベルにあったク
ラスで学べる
・レベルによって、午前中心のクラスまたは午後中心のクラスに分か
れる
・ホームステイで生きた英語とニュージーランド文化を学べる
・授業以外にも、語学学校が主催する映画鑑賞や乗馬等、様々なア
クティビティにも希望者は参加可能

・短期海外留学のはじめの1週間は、オレゴン大学やアメリカの生活
スタイルを学ぶためにオリエンテーションを実施
・ホームステイを通じてアメリカの家族文化を経験
・実践的な授業のため、地域のサブカルチャーに慣れ親しめるようプ
ログラム担当員の丁寧な指導・支援体制を整備

・基礎からよりアカデミックな文章の書き方、効果的なノートのとり
方、授業の受け方、プレゼンテーションの仕方等が学べる（English
Language Skills）
・チューターと1対1でリーディングやライティングが学べる（Intensive
Reading and Writing Course）
・アジアとヨーロッパのビジネス環境を比較しながら近年の国際的な
ビジネス問題を学ぶ（Global Business Studies）
・講義・セミナー・グループワーク（プレゼン）等さまざまな形態をミック
スしながら、歴史の形成と近代の社会秩序を学ぶ（International
Relations)

・国際ボランティア
・環境保護活動
・チャイルドケア
・児童福祉
・日本語クラスサポート
・アニマルケア
・地域サポート
・シニア福祉
・NPO活動支援
・教師アシスタント

プログラム詳細

ビジネスコミュニケーション英語コースに加え、ビーチリゾートホテル
におけるインターンシップ（受付業務、レストランでの配膳、ハウス
キーピング、マーケティングなど）を実施します。

インターン先ホテルリスト（一例）
・Sandy Beach Resort
・Vinpear Luxury Da Nang Resort
・Fusion Maia Da Nang Resort
・The Ocean Villas
・Premier Village Da Nang Resort

オークランド大学の「Global English Plus」コースを4週間受講します。
1クラス15名前後の少人数制で、英語の構文、リスニング、リーディン
グ、スピーキング、ボキャブラリー、流暢な発話、正確なライティング
と英語を総合的に学習します。
更にビジネス英語、IELTS、ライティングスキル等の選択科目もあり、
自分の希望に沿ったクラスを選択できます。（ただし、各選択科目に
は必要な英語レベルが設定されています。）ペアやグループワーク
等も多く、学生主体の参加型の授業です。

・第1週：大学にてオリエンテーションやチームアクティビティ、講義を
実施
・第2週：The ARIS Applicationにて、環境保全を学習
・第3週：大学のHealth Center等で、アメリカのメディカルシステムを
学ぶ
・第4週：地域のコミュニティ（Food Bank等）でボランティアを行う

・English Language Skills (IELTS 4.5)
・Intensive Reading and Writing Course (IELTS 5.0)
・Global Business Studies & Strategy/ Art of the World in London/
International Relations/Politics & Development/Environment &
Development /Introduction to the Media/World Literature in London
（以上全てIELTS 5.5)
・Advanced Reading and Writing Course (IELTS 6.5)

・国際ボランティア：世界30ヶ国で古城や教会の修復、環境保護、子
供キャンプの手伝い、ウミガメの保護等
・環境保護活動：植林・遊歩道の建設や整備、外来種のコントロー
ル、動物生息地の保護等
・チャイルドケア：幼稚園や保育園で園児のケアや交流を通じて幼児
教育の現場を体験
・児童福祉：孤児や障がいをもった子供たちのケアと交流
・日本語クラスサポート：現地の高校/大学、幼稚園/小学校で日本
語教師のアシスタント
・アニマルケア：動物保護施設やファームでおりの清掃やえさやり等
・地域サポート：低所得者向け食糧支援施設やリサイクルショップア
ンドでのアシスタント
・シニア福祉：老人ホームで入居者ケアと文化交流
・NPO活動支援：貧困層支援を行う国際的な団体のサポート
・教師アシスタント：小学校で英語での授業サポートと教師体験

週あたりの授業時間・プ
ログラム実施時間

18時間/週（英語90分×12コマ）
インターンシップ8時間×19日間（4週間のうちの平日のみ）

22時間/週（中核となる英語クラス週20時間+ワークショップ週2時間） 未定 18時間/週 25時間前後/週

プログラム期間

2016年8月7日（日）発　9月10日（土）着　35日間 2016年8月6日（土）発　9月4日（日）着　30日間 2016年8月7日（日）発　9月8日（木）着　34日間 夏季休業期間中（詳細は未定）
2015年の実績：8月2日（日）発　9月13日（日）着　43日間

プログラムにより異なる

プログラム費用（概算）

255,650円
＊授業料、宿舎費、ベトナムビザ取得手続き費用を含む

約350,000円
＊授業料、ホームステイ費を含む

784,800円
＊授業料、ホームステイ費、アメリカビザ取得手続き費用を含む

3,770ポンド（6週間）(日本円：約680,000円　1ポンド180円換算）
＊授業料、宿舎費を含む

プログラムにより異なる

往復渡航費用（概算）
88,150円（往復航空券、燃油特別付加運賃、空港税類を含む） 173,480円（往復航空券、燃油特別付加運賃、空港税類を含む） 190,390円（往復航空券、燃油特別付加運賃、空港税類を含む） 個人で手配のこと プログラムにより異なる

募集人数
10～15名程度 10～15名程度 8～12名程度 問わない CIEEに確認すること

宿泊形態
FPT大学ダナンキャンパス併設の学生寮 ホームステイ ホームステイ 学生寮 プログラムにより異なる

食事条件
なし（キャンパス周辺の食堂などで購入可能） 平日朝夕2食、週末/休日3食 未定 なし（自炊可能な設備あり） プログラムにより異なる

集合・解散場所
成田空港集合、解散 成田空港集合、羽田空港解散 成田空港集合、解散 個人により異なる 個人により異なる

事前研修（授業時間外）

3回：
渡航案内1回（1時間）
インターンシップガイダンス1回（1時間）
最終案内（1時間）

3回：
手続き編（昼休み）
危機管理&異文化理解編（1時間30分）
出発準備（1時間）

2～3回程度を予定 学生本人が直接申し込むため、なし CIEEに確認すること

【国際社会科学部で募集する団体での参加プログラム】 【その他卒業要件を満たす国際社会科学部推奨の個人での参加プログラム】

学習院大学国際社会科学部　2016年夏季短期海外研修先一覧


