
2019年度 国際センター主催

春 期 語 学 研 修

シエナ外国人大学
◆中世の街
　イタリア中部トスカーナ地方のシエナ。旧市街は中世の華やかな姿を残し、「シエナ歴史地区」として世界遺
産に登録されています。イタリアの中でもシエナは治安が良く過ごしやすいという意見が多く、きれいな街並み
は見ごたえがあります。
◆文化や地域産業に触れる充実した内容
　本プログラムでは語学だけでなくイタリア文化や地域産業であるワイン・食文化・観光についても学べる様々
な企画が用意されています。（パリオについての文化講座、パリオ博物館見学、ワイナリー見学、公認ガイドによ
るシエナ大聖堂・美術館見学）
◆イタリア語初心者にもわかりやすく丁寧な授業
　過去の参加者アンケートからは、イタリア語初心者でも、研修後半には確かな成長が感じられるほど丁寧な
授業が行われていると評価が高いです。教師陣も質問に丁寧に答えてくれますし、親身になってイタリア語を
教えてくれます。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学
◆スペイン語初心者にもおすすめの授業
　文法・発音・語彙を中心に、コミュニケーションにも重点を置いた授業を展開しています。スタッフが手厚くサ
ポートし、学生の様々な相談にも親身になって応えてくれるので、スペイン語初心者でも安心して語学研修に望む
ことができます。
◆ローマ、エルサレムと並ぶキリスト教三大巡礼地のひとつ
　9世紀のはじめ、12使徒の1人である聖ヤコブの遺骨が発見されたとして、この街に大聖堂が建立されました。
この聖地を目指す巡礼の道は1000年以上の歴史を持ち、巡礼者は年間に約20万人以上に上ります。フランスか
ら続く巡礼路のうち、スペイン国内の道は、1993年にユネスコの世界遺産にも登録されました。
◆文化や歴史に触れる充実した内容
　語学学習だけでなく文化や歴史を学ぶことにも重点を置いたプログラムになってます。週に１回無料のアクテ
ィビティ（旧市街ツアー、博物館、タパスツアー、ハイキングなど）に参加する事ができ、オプショナルで毎週土曜
日にはガリシアの遺跡をめぐる小旅行なども用意されています。

東海大学
◆台湾の三大都市の一つ「文化の都・台中」
　台中は国立科学博物館や省立美術館などがある文化都市です。東海大学は、台中市にある私立のカトリッ
ク系の大学。緑豊かな大規模キャンパスは設備も整っており、勉学には最適の環境です。
◆現地学生との交流もあり、しっかりと中国語を学べます
　中国語初級者から中級者向けのプログラムです。授業は中国語（繁体字）で行われ、自身のレベルに合った
授業を受けることができます。現地学生との交流時間も設けられているため、実践的な会話力を伸ばしたい方
には特におススメです。
◆充実した文化体験や学外ツアー (予定）
　午前中は授業でしっかりと中国語を学び、午後は台湾と日本の文化を比較する特別講座や文化体験が予定
されています。また週末には日帰りツアーや1泊2日の見学ツアーが予定されており、充実した内容です。

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

（スペイン・ガリシア）

（イタリア・シエナ）

（台湾・台中）

お問合せ

梨花女子大学
◆韓国の首都にして最大の都市
　言わずと知れた、大韓民国の首都、ソウル。日本からも多くの観光客が訪れる韓国最大の都市です。大学の
ある新村（シンチョン）地域は延世大学校、弘益大学校もあり、ソウル随一の学生街。駅周辺から大学までは
オシャレなカフェ、化粧品ショップ、屋台、デパートが立ち並び、若者たちでにぎわう活気あふれる街です。
◆ドウミ制度
　「ドウミ」と呼ばれる韓国語チューターが日本人学生1 ～ 2人に対し1人つきます。韓国語の会話パートナーに
なってもらったり、一緒にカフェにお茶をしに行ったりすれば、短い研修の一日一日がさらに充実したものにな
ります。
◆韓国文化体験
　韓国文化学習では、韓国料理、ダンス公演鑑賞、伝統工芸などの体験ができます。

（韓国・ソウル）※男性申込可能

言語 スペイン語 期間 2/2（日）～ 3/3（火）4 週間 宿泊
形態 ホームステイ 食事 朝・夕の 2 食　（朝食はセルフサービス）

言語 韓国語 期間 3/3（火）～ 3/24（火）3 週間 宿泊
形態 ゲストハウス 食事 なし

言語 中国語 期間 3 週間（3 月） 宿泊
形態 寮 食事 なし

言語 イタリア語 費用 約 40 万円

費用 約 50 万円

費用 約 20 万円

費用 約 30 万円

期間 2/2（日）～ 3/1（日）4 週間 宿泊
形態 アパートメント 食事 朝・夕の 2 食　（朝食はセルフサービス）



ハワイ大学マノア校
◆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。

デラウェア大学
◆「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。

ビクトリア大学
◆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1泊旅行も可能です。

言語 英語 期間 3/1（日）～ 3/22（日）3 週間 宿泊
形態 ホームステイ 食事 平日は朝・夕の 2 食

土日は朝・昼・夕の 3 食

言語 英語 期間 4 週間（2 月） 宿泊
形態 ホームステイ 食事 朝・夕の 2 食　（朝食はセルフサービス）

言語 英語 期間 2/2（日）～ 3/1（日）4 週間 宿泊
形態 ホームステイ 食事 朝・昼・夕の 3 食

言語 英語 期間 2/2（日）～ 2/23（日）３週間 宿泊
形態 ホームステイ 食事 朝・夕の 2 食　（朝食はセルフサービス）

言語 英語 期間 2/2（日）~2/15（土）2 週間
3/1（日）~3/28（土）4 週間

宿泊
形態 寮 食事 なし

言語 英語 期間 3/1（日）~3/28（土）4 週間 宿泊
形態 寮 食事 なし

言語 英語 期間 2/15（土）~3/15（日）4 週間 宿泊
形態 ホームステイ 食事 平日は朝・夕の 2 食

土日は朝・昼・夕の 3 食

オークランド大学
◆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。

エンデラン大学 2W(語学研修) ＆ 4W(語学研修)

4W(語学研修＋インターンシップ)

◆圧倒的な英語学習時間
　マンツーマンレッスン３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2倍に相当します。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ります。
◆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
望のコースを選択します。３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）を受講します。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です。
◆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ます。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ます。

エンデラン大学
◆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。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ます。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ます。

（アメリカ・デラウェア州）

（カナダ・ビクトリア）

（アメリカ・ハワイ州）

（フィリピン・マニラ）

（フィリピン・マニラ）

（ニュージーランド・オークランド）

TAFE クイーンズランド
◆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３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。

（オーストラリア・クイーンズランド州）
申込～出発までのスケジュール

申込方法　上記のＱＲコードにアクセスして必要事項を記入し、お申込下さい。

海外語学研修
奨学金について

０９月２６日（木）～１０月1５日（火）１７時２０分

０９月２６日（木）

１０月１６日（水）１３時００分

１０月１７日（木）１７時２０分

１０月１８日（金）１７時２０分

１１月０６日（水）１５時３０分

１２月１１日（水）１５時３０分

０１月１５日（水）１５時３０分

募集期間

募集要項掲載（SAINSポータル国際センター HP内）

参加者発表（国際センター事務室内掲示板にて）

再申込期限

再申込者参加者発表（国際センター事務室内掲示板にて）

第１回オリエンテーション

第２回オリエンテーション

第３回オリエンテーション

↑申込みはコチラ ↑募集要項はコチラ

研修支援奨学金

渡航支援奨学金

支給予定人数

１０

２０

方面
アジア圏以外
アジア圏
全方面一律

給付額
２５０，０００
１００，０００

５０，０００

本学主催の語学研修に参加する学生には奨学金（給
付）を用意しています。募集要項等は国際センターの
HPでご確認下さい。

SAINSポータル＞事務局のページ＞短期語学研修

応募期間　 2019年10月15日（火）17時20分まで
　

※プログラム・滞在先・交通機関等は変更になる場合があります。　※各プログラムの詳細は国際センター HPの募集要項をご確認下さい。

費用 約 47 万円

費用 約 54 万円

費用 約 51 万円

費用 約 48 万円

費用 約 22 万円（2W)
約 32 万円（4W)

費用 約 30 万円

費用 約 42 万円


