
期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆アウトドアとシティライフが共存する恵まれた環境
　ワイキキビーチやマノア峡谷に近く、大学周辺にはカフェや
映画館もそろっているので、アウトドアとシティライフの両方が
楽しめる南国の明るい雰囲気のもと現地の文化に触れながら
勉強したい人には最高の環境です。

◆授業だけではなく、現地学生との交流も
　ホームステイ先から通学時間が少しかかる場合もあります
が、授業は午後からなので安心です。また、ハワイ大学在籍の
学生達との交流も多く予定されています。

◆現地スタッフのきめ細かなサポート
　本プログラムではホームステイ手配担当者が皆さんの空港出
迎えからプログラムオリエンテーション、そして帰国まで丁寧に
サポートしてくださいます。ホームステイ中のちょっとした悩み
や体調不良時にもすぐに相談ができて安心です。

◆交通費：福岡～ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）
◆現地費用：授業料（大学施設使用料含む）、ホームステイ
　　　　　手配料、ホームステイ地域～空港間の往復送迎費用
◆食事費用：朝・夕（朝食はセルフサービス）
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆渡航手続き料：ESTA 取得申請代行費用
◆教材費
◆海外旅行傷害保険料（01プラン）

【研修機関】
■研修機関名： University of Hawaii at Manoa
　（ハワイ大学マノア校付属語学教育機関）
■URL： http://www.nice.hawaii.edu/
■利用可能なキャンパス内の施設： 
　カフェテリア、図書室、保健室、パソコン室、スポーツセンター、
　フィットネスセンター、テニスコート、プール、Wi-Fi
　※ほとんどの施設利用にはIDカード（$10）が必要

【プログラム】
■プログラム名： New Intensive Courses in English
　（略称：N.I.C.E. Program)
■授業時間： （月～金）12時30分～16時20分
■参加者の国籍（参考）： 主に日本、韓国、台湾ほか
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： 最大15名程度
■その他： フラダンス体験（無料）やスポーツイベントなど（別料 
　金$20～）

◆国内交通費：自宅～福岡空港間の交通費
◆旅券印紙代
◆通学費：１か月のバス定期代　約 US$70
◆イベント参加料：2つのイベントに参加要（約 US$20～)
◆個人的費用
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年 2月2日（日）～2月23日（日）（3週間）
募集人員：30 名（最少催行人員：10 名）

ハワイ大学マノア校
（アメリカ・ハワイ州）

¥472,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： ホームステイ
■1家庭あたりの西南学院大学の学生滞在人数：2～3名
■日本からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外・日本からの学生と同室の可能性： 有
■食事： 朝・夕の2食　（朝食はセルフサービス）
■通学方法・所要時間： 公共バス（約US$70）、片道約1時間（滞 
　在先によって異なる）
■その他： ホストファミリーの家ではWi-Fi利用可（無料）
※ホームステイ先の家族構成は選択できません。

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

2/2（日）

福岡 

ホノルル

19:55

08:45

空路ホノルル到

到着後 研修先に
移動

2/3（月）～
2/21（金） ホノルル 語学研修

2/22（土）
ホノルル 11:50 空港へ移動

空路、福岡へ

2/23（日） 福岡 17:55 到着

日時 地名 現地時間 スケジュール

利用航空会社：ハワイアン航空予定



期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆カナダとアメリカの国境沿いの州都！
　ビクトリアは、カナダのブリティッシュコロンビア州の州都。
歴史的背景から英国風の建造物が立ち並び、美しい街並みが
観光地として人気です。一年を通して温暖な気候のためガーデ
ニングが盛んで、街中が花で溢れており、「ガーデンシティ」と
呼ばれています。

◆美しいキャンパスで学ぶ
　ビクトリア大学は、美しい木々や花々に囲まれた公園のような
キャンパス。数々のスポーツ施設のほか、PCルーム、本屋、映
画館、カフェテリア、レストランなど快適に過ごすための施設が
整っています。授業はスピーキングとリスニングに力を入れてお
り、毎年約2,000人以上の学生が集まるほど人気の高いプログ
ラムです。

◆しっかり学べる授業数と充実の活動内容
　授業は午前・午後に実施されるので、しっかり学びたい方に
おすすめです。毎週金曜日には博物館ツアーや現地の学生と
の交流会など費用に含まれている活動も充実。追加費用がかか
りますが希望者は週末にバンクーバーへの2泊旅行も可能です。

【研修機関】
■研修機関名： The University of Victoria, English Languag 
　Centre（ビクトリア大学付属語学教育機関）
■URL： http://www.uvcs.uvic.ca/elc/
■利用可能なキャンパス内の施設： Wi-Fi（無料）、図書館、PC、
　フィットネスセンター

【プログラム】
■プログラム名： February Monthly English Program
■授業時間： (月～木) 9時～11時30分・12時30分～15時、
　(金)文化活動・英会話練習
■参加者の国籍（参考）： 日本、韓国、サウジアラビア、ブラジル、 
　中国、メキシコなど
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： 平均14～最大18名程度
■オプショナルツアー(予定)： バンクーバー（2泊3日）　（$250～260）

◆交通費： 福岡～ビクトリア間往復航空運賃（エコノミークラス）
　羽田～成田リムジンバス代
◆現地費用： 授業料（大学施設使用料含む）、ホームステイ
　手配料、ホームステイ地域～空港間の往復送迎費用
◆食事費用：朝・昼・夕の3 食
◆諸税： 国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆渡航手続き料： eTA 取得費用
◆教材費
◆海外旅行傷害保険料（01プラン）
◆通学費：バスPASS 代

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

◆国内交通費： 自宅～福岡空港間の交通費
◆旅券印紙代
◆個人的費用
◆バンクーバーへの週末旅行（$250 ～260）
◆その他： 航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年 2月2日（日）～3月1日（日）（4週間）
募集人員：30 名（最少催行人員：10 名）

ビクトリア大学
（カナダ・ビクトリア）

¥512,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： ホームステイ
■1家庭あたりの西南学院大学の学生滞在人数： 1～2名
■日本からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外・日本からの学生と同室の可能性： 無
■食事： 朝・昼・夕の3食
■通学方法・所要時間： 公共バス、片道30 ～ 45分（滞在先によって異なる）
※ホームステイ先の家族構成は選択できません。

2/2（日）

福岡 
羽田 
成田
 
バンクーバー 
ビクトリア

13:20
14:55
18:30
10:10
13:05
13:35

空路、羽田へ
バスで成田へ移動
空路、バンクーバーへ

乗り継ぎ後ビクトリアへ

2/3（月）～
2/28（金）

ビクトリア 語学研修

2/29（土）

ビクトリア
バンクーバー

06:45
07:16
13:50

空路へ移動
空路、バンクーバーへ

3/1（日）

成田 

福岡

16:50 
19:00 
21:15

乗り継ぎ後福岡へ

到着

日時 地名 現地時間 スケジュール

利用航空会社：エアカナダ予定



期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆「デラウェア州」基本データ
アメリカ大西洋岸中部に位置する州の1つ。南と西はメリーラ
ンド州に、北東はニュージャージー州に、北はペンシルベニア州
に接しています。アメリカ合衆国、建国(1776年)に関わった13
植民地のうちで最初に同意した州であることから「First State」
としても知られています。

◆近郊の大都市訪問
ニューヨーク、ワシントンD.C.への日帰り旅行など週末旅行
が充実しており、アメリカ東海岸を存分に楽しめます。語学だ
けではなく、アメリカ文化を学びたい方におすすめです。

◆ホームステイで深い交流
通学はホストファミリーが送迎をしてくれるので安心です。普
段の生活をともにしながら、アメリカの生活習慣を肌で感じる
事はもちろん、常に英語の環境に身を置くことにより語学力の
向上をはかることができます。

◆交通費： 福岡～フィラデルフィア間往復航空運賃（エコノミー
クラス）
◆現地費用： 授業料（大学施設使用料含む）、ホームステイ手配
料、ホームステイ地域～空港間の往復送迎費用、ホテル料金
◆食事費用： ＜平日＞朝・夕、＜土日＞朝・昼・夕
◆通学費
◆諸税： 国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆渡航手続き料： ESTA 取得申請代行費用
◆その他： 日帰り旅行 (予定 )
海外旅行傷害保険料（0１プラン）

【研修機関】
■研修機関名： University of Delaware, English Language
Institute　（デラウェア大学付属語学教育機関）
■URL： http://www.udel.edu/eli/
■利用可能なキャンパス内の施設： 図書室、ジム、プール、バド
ミントンコート、カフェテリア、
パソコン室（インターネット利用可能）、Wi-Fi ※自分のPCも
現地で登録することで利用可

【プログラム】
■プログラム名： American Culture and Language
■授業時間： （月～金）8時15分～12時10分
■参加者の国籍（参考）： コロンビア、トルコ、リビア、サウジア
ラビア、ブラジル、韓国など世界30カ国以上
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： 最大8～12名程度
■その他： ニューヨーク、ワシントンD.C.への日帰り旅行予定
　（参加費用に含まれる）

◆国内交通費： 自宅～福岡空港間の交通費
◆旅券印紙代
◆教材費　約US＄185
◆個人的費用： カフェテリアでの食事代（参考） US$10
◆その他： 航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年３月1日（日）～3月22日（日）（3週間）
募集人員：25 名（最少催行人員：10名）

デラウェア大学
（アメリカ・デラウェア州）

¥539,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： ホームステイ
■1家庭あたりの西南学院大学の学生滞在人数： ２～３名（１名
の場合もあり）
■日本からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外・日本からの学生と同室の可能性： 無
■食事： 平日は朝・夕の2食、土日は朝・昼・夕の3食
■通学方法・所要時間： ホストファミリーによる送迎（滞在先に
　よって異なる）
■その他： ホストファミリーの家ではWi-Fi利用可（無料）
※ホームステイ先の家族構成は選択できません。

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

3/1（日）

福岡
成田

ダラス

フィラデルフィア

07:20
09:00
11:30
08:05
10:20
14:39

空路、成田へ
乗り継ぎ後
ダラスへ
乗り継ぎ後
フィラデルフィアへ
到着後、研修先へ移動

3/2（月）～
3/20（金）

デラウェア 語学研修

3/21（土）

フィラデルフィア
シカゴ

08:25
10:01
12:10

空港まで移動
空路、シカゴへ
乗り継ぎ後
成田へ

3/22（日）

成田

福岡

15:25
19:00
21:15

乗り継ぎ後
福岡へ
到着

日時 地名 現地時間 スケジュール

利用航空会社：アメリカン航空予定



期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆オーストラリア有数の観光都市！
　42Kmの白浜ビーチが続く世界有数の観光地として有名な東
海岸クイーンズランド州ゴールドコースト。特に市街地サーファ
ーズパラダイスは観光客で賑わっており、そこからバスで15分
のサウスポートというビジネス街の中心に学校があります。美し
いビーチやショッピングモールが近くにあり楽しめます。

◆授業時間数が多く、しっかり学べる
　授業は朝８時半から午後2時までみっちりあるので、英語漬
けで学習したい人におススメ。文法やライティングに力を入れ
た授業内容。毎週土曜日（最終週を除く）には ESI企画のイベ
ントがあります。

◆送迎付きで安心
　平日の通学や週末のアクティビティ参加時はホストファミリー
が送迎してくれます。また、食事も毎日3食付きで心配ありません。

【研修機関】
■研修機関名： TAFE Queensland Gold Coast
■URL： http://tafegoldcoast.edu.au/
■利用可能なキャンパス内の施設： PCルーム、図書館、ラウンジ、
　自習室、Wi-Fi（無料）

【プログラム】　
■プログラム名：
①English Language Intensive Course for Overseas Students(ELICOS)
②IELTS Preparation Course
■授業時間： 月～金、8時30分～14時15分
■参加者の国籍（参考）： 日本、韓国、台湾、ヨーロッパ、ニューカレ
　ドニア、タヒチ、サウジアラビアなど
■クラス分けテスト： リスニング、文法、面接
　 ※IELTS Preparation Course希望者は日本でレベルテストを受験する
■1クラス当たりの人数（予定）： 平均15名程度

◆交通費：福岡～ブリスベン間往復航空運賃（エコノミークラス）
◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、ホームステイ料、
　ホームステイ地域～空港間の往復送迎費用
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆海外旅行傷害保険料(01プラン)
◆教材費
◆食事費用：朝・昼・夜の３食
◆通学費
◆渡航手続き料：ETA取得申請代行費用

◆国内交通費：自宅～福岡空港間の往復交通費
◆旅券印紙代
◆個人的費用
◆オプショナルツアー
　（Movieworld、Seaworld、Paradise Country）
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年 2月8日（土）～3月8日（日）（4週間）
募集人員：40 名（最少催行人員：10 名）

¥419,000

TAFEクイーンズランド
（オーストラリア・クイーンズランド州）

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： ホームステイ
■1家庭あたりの西南学院大学の学生滞在人数： 1人または2人（選
　択可）
■日本からの学生と同ファミリーの可能性： 無
■海外からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外・日本からの学生と同室の可能性： 無（2人を希望した場合を   
　除く）
■食事： 朝・昼・夕の３食
■通学方法・所要時間： ホストファミリーによる送迎　
　※帰宅が平日17時以降になる場合やTAFE及びESIの企画以外
　で外出する時の交通費は自己負担
　 片道　約30分程度（滞在先によって異なる）
■その他： ホストファミリーの家ではWi-Fi利用可（無料）

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

2/8（土）
福岡  
台北

20:35
22:20
23:55

空路、台北へ
乗り継ぎ後
ブリスベンへ

2/9（日）
ブリズベン 10:50 到着後

研修先へ移動

2/10（月）～
3/6（金）

ゴールドコースト 語学研修

3/7（土） ブリズベン 23:10
空港まで移動
空路台北へ

3/8（日）
台北 

福岡

05:50
06:50
09:55

乗り継ぎ後
福岡へ
到着

日時 地名 現地時間 スケジュール

利用航空会社：中華航空予定



日時 地名 現地時間 スケジュール

期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆ニュージーランド最大の都市！
　オークランンドは、ニュージーランド北島北部に位置するニュ
ージーランド最大の都市です。映画館やレストランなどへのア
クセスも良い都会にありながら、都心から30分程離れると山や
きれいなビーチなどが広がり、豊かな自然環境を楽しむことが
できます。国際色豊かな土地で、初めての留学でもリラックスし
て過ごせる環境。

◆世界ランキング上位の大学で学ぶ
　オークランド大学はニュージーランドで唯一「世界の大学トッ
プ100」に選出されています。授業内容は、文法や語彙、リスニ
ング、リーディング、スピーキング、ライティング、発音など広い
範囲に及びます。

◆様々なオプショナルを用意
　週末の有料ツアーの種類がとても豊富。オークランド博物館
とマオリ文化体、指輪物語のセット（Hobbiton）見学ツアー、海
岸での乗馬体験やドルフィンウォッチングなどがあり、その他カ
スタマイズ旅行の相談も可能です。

【研修機関】
■研修機関名： The University of Auckland, English Language  
　Academy　（オークランド大学付属語学教育機関）
■URL： http://www.ela.auckland.ac.nz/
■利用可能なキャンパス内の施設： カフェテリア、図書室、各種
　スポーツ施設、Wi-Fi（無料）

【プログラム】
■プログラム名： 4 Week General English Programme
■授業時間： 月～金、午前（8時15分～ 10時15分、10時30分～
　12時30分）
　又は午後（13時～15時、15時15分～17時15分）
■参加者の国籍（参考）： 日本、中国、韓国、南米、タイなど
■クラス分けテスト： 出発前に事前のプレースメントテスト（選
　択問題、ライティング）、現地到着後ライティングテスト、リス
　ニングテスト、面接
■1クラス当たりの人数（予定）： 平均15名程度
■その他： オプショナルツアー、アクティビティあり

◆交通費：福岡～オークランド間往復航空運賃（エコノミークラス）
◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、ホームステイ料、
ホームステイ地域～空港間の往復送迎費用
◆食事費用：（平日）朝・夕（土日）朝・昼・夕
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆海外傷害保険料（０１プラン）
◆教材費

◆国内交通費：自宅～福岡空港間の交通費
◆旅券印紙代
◆通学費
◆個人的費用
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年 2月15日（土）～3月14日（土）（４週間）
募集人員：20 名（最少催行人員：10 名）

¥480,000

オークランド大学
（ニュージーランド・オークランド）

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： ホームステイ
■1家庭あたりの西南学院大学の学生滞在人数： 基本1人（2人
　になる可能性も有）
■日本からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外からの学生と同ファミリーの可能性： 有
■海外・日本からの学生と同室の可能性： 無
■食事： （平日）朝・夕　（土日）朝・昼・夕
■通学方法・所要時間： 公共バス （1か月のバス定期代　約　
　NZ$215）、片道　約40 ～ 50分程度（滞在先によって異なる）
■その他： ホストファミリーの家ではWi-Fi利用可（無料、データ
　量制限あり）

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

2/15（土）

福岡

ソウル

13:40

15:10
17:05

空路、ソウルへ

乗り継ぎ後
オークランドへ

2/16（日）

オークランド 08:15 到着後、
研修先へ移動

2/17（月）～
3/13（金） オークランド 語学研修

3/14（土）

オークランド

ソウル
福岡

10:00
17:55
18:40
19:55

空港まで移動
空路、ソウルへ
乗り継ぎ後
福岡へ

利用航空会社：大韓航空予定



期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆圧倒的な英語学習時間
　マンツーマンレッスン４時間を含む１日７時間の授業で構成
され、短期間で英語力を集中的に向上させるプログラム。総授
業時間は他の英語圏で実施されるプログラムの約４週間分に
相当する。多くの教員は教育学、言語学、心理学などの修士号
を取得しており、手厚く、質の高い指導には定評がある。

◆目的別のプログラムを設定（試験対策プログラム）
　午前中のGeneral English（３時間）に続いて、午後の授業で
はTOEFL-ITP ・TOEIC・IELTS対策の中から希望のコースを選
択する。４時間のマンツーマンレッスン及び５：１の少人数クラ
スでの試験対策授業（計４時間）を受講する。就職活動までに
TOEICのスコアを伸ばしたい、派遣留学選考のTOEFL-ITP ・
IELTSの語学力要件を突破したい、という目的が明確な学生に
オススメのプログラム。

◆恵まれた滞在環境
　首都マニラにある大学で、一流企業のオフィスや富裕層の邸
宅などが立ち並ぶエリアに位置している。大学、宿舎ともに利
便性に優れ、治安・衛生面も安心できる地区であり、語学学習
に集中できる環境が整っている。

【研修機関】
■研修機関名： Enderun Colleges　（エンラデン大学付属語
学教育機関）
■URL： https://www.enderuncolleges.com/
■利用可能なキャンパス内の施設： 図書室、レストラン、ジム、
テニスコート

【プログラム】
■プログラム名：　General English＋試験対策（ TOEFL-ITP 、
IELTS、TOEICから選択）
■授業時間： 月～金　9：00 ～17:00(週35時間） 
■参加者の国籍（参考）： 日本人、韓国人、台湾人、中国人、ベト
ナム人、サウジアラビア人など
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： General English（最大8人）、
試験対策（マンツーマン＋グループ（最大5人））
■その他： Mixer Night, City Tour, Volunteer Work: Gawad Kalinga

期間：2020 年 2月2日（日）～2月15日（土）（2 週間）
募集人員：30 名（最少催行人員：5 名）

エンデラン大学
（フィリピン・マニラ）

¥216,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： 学生寮　The Woodridge Residences（4名１室、
日本人学生同士）
■設備： ハウスキーピング（月～木）、ランドリーサービス（週２ 
回）、ラウンジ（オーブン、ウォーターディスペンサー）、ヘルスケ
アサービス（平日のみ）
■食事： なし　
■通学方法・所要時間： 徒歩５分（滞在先によって異なる）
■寮周辺の施設： ショッピングモール、スーパーマーケット

語学研修 ＜2 WEEKS＞

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

日時 地名 現地時間 スケジュール

2/2（日）

福岡

マニラ

15:15

18:05

空路、マニラへ

到着後、研修先
へ移動

2/3（月）～
2/14（金）

マニラ 語学研修（2週間）

2/15（土）
マニラ

福岡

09:45

14:15

空港まで移動
空路、福岡へ
到着

◆交通費：福岡～マニラ間往復航空運賃　（エコノミークラス）、
大学～空港間の往復送迎費用
◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、寮費
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆海外旅行傷害保険料（01プラン）
◆教材費

◆国内交通費：自宅～福岡空港までの往復交通費
◆旅券印紙代
◆食事費用
◆個人的費用
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

利用航空会社：フィリピン航空予定



日時

3/1（日）

福岡

マニラ

15:15

18:05

空路、マニラへ

到着後、研修先
へ移動

3/2（月）～
3/27（金）

マニラ 語学研修（4週間）

3/28（土）
マニラ

福岡

09:45

14:15

空港まで移動
空路、福岡へ
到着

地名 現地時間 スケジュール

期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆圧倒的な英語学習時間
　マンツーマンレッスン４時間を含む１日７時間の授業で構成
され、短期間で英語力を集中的に向上させるプログラム。総授
業時間は他の英語圏で実施されるプログラムの約8週間分に相
当する。多くの教員は教育学、言語学、心理学などの修士号を
取得しており、手厚く、質の高い指導には定評がある。

◆目的別のプログラムを設定（試験対策プログラム）
　午前中のGeneral English（３時間）に続いて、午後の授業で
はTOEFL-ITP ・TOEIC・IELTS対策の中から希望のコースを選
択する。４時間のマンツーマンレッスン及び５：１の少人数クラ
スでの試験対策授業（計４時間）を受講する。就職活動までに
TOEICのスコアを伸ばしたい、派遣留学選考のTOEFL-ITP ・
IELTSの語学力要件を突破したい、という目的が明確な学生に
オススメのプログラム。

◆恵まれた滞在環境
　首都マニラにある大学で、一流企業のオフィスや富裕層の邸
宅などが立ち並ぶエリアに位置している。大学、宿舎ともに利
便性に優れ、治安・衛生面も安心できる地区であり、語学学習
に集中できる環境が整っている。

【研修機関】
■研修機関名： Enderun Colleges　（エンラデン大学付属語
学教育機関）
■URL： https://www.enderuncolleges.com/
■利用可能なキャンパス内の施設： 図書室、レストラン、ジム、
テニスコート

【プログラム】
■プログラム名：　General　English＋試験対策（ TOEFL-ITP 、
IELTS、TOEICから選択）
■授業時間： 月～金　9：00 ～17:00(週35時間）
■参加者の国籍（参考）： 日本人、韓国人、台湾人、中国人、ベト
ナム人、サウジアラビア人など
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： General English（最大8人）、
試験対策（マンツーマン＋グループ（最大5人））
■その他： Mixer Night, City Tour, Volunteer Work: Gawad Kalinga

期間：2020 年 3月1日（日）～3月28日（土）（４週間）
募集人員：20 名（最少催行人員：5 名）

エンデラン大学
（フィリピン・マニラ）

¥316,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

【滞在先】
■宿泊形態： 学生寮　The Woodridge Residences（4名１室、
日本人学生同士）
■設備： ハウスキーピング（月～木）、ランドリーサービス（週２
　回）、ラウンジ（オーブン、ウォーターディスペンサ　ー）、ヘル 
　スケアサービス（平日のみ）
■食事： なし　
■通学方法・所要時間： 徒歩５分（滞在先によって異なる）
■寮周辺の施設： ショッピングモール、スーパーマーケット

語学研修 ＜4 WEEKS＞

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

◆交通費：福岡～マニラ間往復航空運賃　（エコノミークラス）、
大学～空港間の往復送迎費用
◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、寮費
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆海外旅行傷害保険料（01プラン）
◆教材費

◆国内交通費：自宅～福岡空港までの往復交通費
◆旅券印紙代
◆食事費用
◆個人的費用
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

利用航空会社：フィリピン航空予定



期間・募集人員 参加費用

プログラム紹介

現地校・滞在先について　

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

プログラム紹介
◆グローバルキャリアを体感する海外インターンシップ
東南アジアの成長国として注目されるフィリピンで、英語を使い
ながら実践的な就労体験を積むことができます。仕事内容は
（1）ビジネス (2)ホスピタリティ・観光・（医療）のいずれかの分
野で、英語力と希望に応じて配属が決定されます。職種は、会
計・財務・マーケティング・人事・セールス・オペレーション等、
様々です。

◆圧倒的な英語学習時間と実践学習
マンツーマンレッスン3時間、インターンシップ準備授業2時間
を含む１日8時間の授業で構成され、短期間で英語力を集中的
に向上させるプログラム。正しい話し方やビジネスマナーも英
語で学習することで、インターンシップにおいて実践的に活用
できる英語力の向上を図ります。

 ◆恵まれた滞在環境
首都マニラにある大学で、一流企業のオフィスや富裕層の邸宅
などが立ち並ぶエリアに位置している。大学、宿舎ともに利便
性に優れ、治安・衛生面も安心できる地区であり、語学学習に
集中できる環境が整っている。またインターンシップ先への送
迎も大学が手配してくれる。

◆交通費：福岡～マニラ間往復航空運賃　（エコノミークラス）、
大学～空港間の往復送迎費用
◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、インターン参加料、寮費
◆諸税：国内、国外出入国税及び空港施設使用料
◆燃油特別付加運賃
◆海外旅行傷害保険料（01プラン）
◆教材費

【研修機関】
■研修機関名 ： Enderun Colleges　（エンデラン大学付属語
学教育機関）、インターンシップ受入企業
■受入企業（一例）：ホンダ自動車フィリピン、フィリピン商工会
議所、HOLIDAY INN AND SUITESなど※英語面接等あり
■ＵＲＬ：https://www.enderuncolleges.com/
■利用可能なキャンパス内の施設： 図書室、レストラン、ジム、
テニスコート

【プログラム】
■プログラム名：　語学研修＋インターンシッププログラム
■授業時間・勤務時間： 月～金　9：00 ～18:00(週40時間）
■参加者の国籍（参考）： 日本人、韓国人、台湾人、中国人、ベト
ナム人、サウジアラビア人など
■クラス分けテスト： 有
■1クラス当たりの人数（予定）： General English（最大8人）、
試験対策（マンツーマン＋インターンシップ準備授業）

◆国内交通費：自宅～福岡空港までの往復交通費
◆旅券印紙代
◆食事費用
◆個人的費用
◆その他：航空会社の規定による超過手荷物運搬料

期間：2020 年 3月1日（日）～3月28日（土）（4週間）
募集人員：20 名（最少催行人員：5 名）

エンデラン大学
（フィリピン・マニラ）

¥303,000

2019 年度国際センター主催春期語学研修（英語）

■インターンシップ分野：ビジネス、ホスピタリティ、観光、（医療）
■配属：英語力と希望に応じて決定する
■その他： Mixer Night, City Tour, Volunteer Work: Gawad Kalinga

【滞在先】
■宿泊形態： 学生寮　The Woodridge Residences（4名１室、
日本人学生同士）
■設備： ハウスキーピング（月～木）、
　ランドリーサービス（週２回）、
　ラウンジ（オーブン、ウォーターディスペンサー）、
　ヘルスケアサービス（平日のみ）
■食事： なし　
■通学方法・所要時間： 徒歩５分（滞在先によって異なる）
■寮周辺の施設： ショッピングモール、スーパーマーケット

語学研修＋インターンシップ

※プログラム・滞在先・交通機関は予期せぬ理由により変更になる場合があります。

日時

3/1（日）

福岡

マニラ

15:15

18:05

空路、マニラへ

到着後、研修先
へ移動

3/2（月）～
3/27（金）

マニラ 語学研修（2週間）＋
インターンシップ（2週間）

3/28（土）

マニラ

福岡

09:45

14:15

空港まで移動
空路、福岡へ
到着

地名 現地時間 スケジュール

利用航空会社：フィリピン航空予定



申込方法

注意事項

事前オリエンテーション（必ず出席ください）

お問い合わせ先

2019年9月26日（木）～ 10月15 日（火）17時20分まで
QRコードにアクセスして必要事項を入力し、申込みを行う。
1．本学の学部生または大学院生であること    2．心身ともに健康で海外での研修に適応できること
申込者が定員を超えた場合は、抽選により決定
2019 年 10月16日（水）13時00分（国際センター事務室内掲示板及びポータルにて）
※参加決定者には発表当日、研修プログラムの願書、ホームステイ・寮の申込書等を
配付しますので、必ず国際センター事務室に書類を取りに来ること。
2019 年 10月17日（木）17時20分まで（国際センター事務室にて受付）
※抽選に漏れた方を対象に、他のプログラムに空きがある場合は再申込みを受け付け
ます。希望者は必ず期日までに国際センター事務室内設置の申込用紙に記入すること。
2019 年10月18日（金）12時30分（国際センター事務室内掲示板及びポータルにて）

申込期間：
申込方法：
申込資格：

参加者決定：
参加者発表：

再申込み期限：

参加者発表（再申込者）：

参加者対象のオリエンテーションを以下のとおり出発までに３回実施しますが、いずれも海外で安全に生活・研修するための重
要なものです。必ず出席してください。出席を怠る場合は、研修地での自己管理能力の有無が問われるものとして、参加を取
消す場合があります。授業等でやむを得ず欠席する場合は、事前に欠席届を国際センターへ提出してください。
第 1回オリエンテーション：11/6（水）／第 2回オリエンテーション：12/11（水）第 3回オリエンテーション：1/15（水）

■申込後に取り消しをすると、キャンセル料がかかる場合があります。
■国際センター事務室閉室後(17:20以降)のキャンセル連絡は、次の開室日を受付日として処理します。
■本学主催の語学研修に引率者は同行しません。各研修校への受講申込みや宿舎の手配、航空券の予約などは国際センター事
務室と手配業者で 行います。
■パスポートは参加決定後、直ちに各自で取得してください。第２回オリエンテーションまでに取得できるように手続きを行って
ください。
■国際センター主催語学研修に参加する場合、本学指定の海外旅行保険への加入を義務付けます。詳しくはオリエンテーショ
ンで案内します。
■大幅なレートの変動による研修費用の上昇、航空機の延着などの不測の事態により、参加費用を追加徴収する場合があります。
■「申込みに際しての注意事項」（SAINSポータル「事務局のページ」 ＞  「国際センター」 ＞ 「短期語学研修」に掲載）をよく確認
したうえでお申込みください。

【海外語学研修奨学金について】
本学主催の語学研修に参加する学生は、海外語学研修
奨学金に申請することができます。
応募資格等詳細は、「海外語学研修奨学金募集要項」
でご確認ください。募集要項は以下のサイトからダウン
ロードできます。
⇒ SAINS ポータル
「事務局のページ」 ＞ 「国際センター」＞「短期語学研修」

プログラムについて　西南学院大学国際センター事務室 　TEL： 092-823-3346 / FAX： 092-823-3334　Email： outbound@seinan-gu.ac.jp
手配について　株式会社 JTB福岡支店　TEL：092-752-8002 / FAX：092-716-9131　Email： seinangakuindaigaku@jtb.com

旅行契約の解除期日

１．旅行出発日の前日から起算して60日前まで

２．旅行出発日の 45日前まで

３．旅行出発日の31日前まで

４．旅行出発日の3日前まで

５．旅行出発日の当日まで

６．無連絡、及び旅行開始後の解除

取消料（一人あたり）

１,０００円

５,０００円

旅行代金の１０％

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

【単位認定について】
　語学研修に関する単位認定については、別紙「語学
研修学部別認定方法一覧」を参照し、不明な点があれ
ば教務課窓口で確認してください。一覧は以下のサイト
に掲載しています。
⇒ SAINS ポータル「事務局のページ」 ＞　
　  「国際センター」　＞　「短期語学研修」

↓申込はこちら


