
2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 16:40
香港 19:15

香港 1:00
マンチェスター 6:40

～

マンチェスター 12:20

香港 7:00
10:50

福岡 15:30

空路香港へ

期間・募集人員

スケジュール

参加費用

¥451,000円
プログラム紹介

アベリストウィス大学

（イギリス・ウェールズ）

現地校・滞在先について

【研修機関】

■研修機関名：Aberystwyth University, International English Centre（アベリストウィス大学付属語学学校）

■URL：http://www.aber.ac.uk/en/international-english/

■利用可能なキャンパス内の施設：PCルーム（24時間）、図書館、カフェテリア、コンビニ、スポーツセンター、Wi-Fi（無料）

【プログラム】

■プログラム名：English and Communicative Skills Course

■授業時間：（火・木）9時～12時30分・14時～16時30分、（月・水・金）9時～12時30分

　　　　　　　　 *水曜は午後に旅行や見学有（交通費は含まれる）

■参加者の国籍（参考）：中国、スペイン、韓国、日本、イタリア、フランスなど

■クラス分けテスト：有　（スピーキング・ライティング・文法）

■1クラス当たりの人数（予定）：最大16名程度（通常10-12名）

■その他：毎週土曜日に日帰り観光旅行有（マンチェスター、リヴァプール、カーディフなど）（参加費用に含まれる）

【滞在先】

■宿泊形態：学生寮（シングル）

■設備（共有）：キッチン、TV、洗濯機、乾燥機、ラウンジ、Wifi（無料）

■部屋に備付の設備：ベット、トイレ

■食事：なし。自炊もしくは外食

■通学方法・所要時間：徒歩5分程度

■寮周辺の施設：スーパー

9/8(日)

※利用予定航空会社　キャセイドラゴン航空・キャセイパシフィック航空

8/10(土)

8/11(日)

8/12(月)

9/6(金)

9/7(土)

香港で乗り換え

◆イギリス西部ウェールズの都市

　ウェールズの西海岸沿いにあり、美しいカーディガン湾と丘に囲まれた小さな海沿い

の町です。見晴らしの良いダイナミックな山々の景色や、群れをなして山を登る羊な

ど、壮大な大自然が魅力。ダウンタウンも近い。イギリスの田舎の雰囲気を満喫する

ことができます。イギリスの中でも治安が良く、また比較的物価が安い地域でもありま

す。 1872年設立のアベリストウィス大学はウェールズで最も歴史のある大学です。

期間：2019年8月10日（土）～9月8日（日）
募集定員：40名（最小催行人員：10名）

※プログラム・滞在先の内容、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。

語学研修

（プログラム期間）

マンチェスター到着後
指定先へ移動

空港まで送迎

空路、香港へ

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

◆交通費：福岡～マンチェスター間往復航空運賃（エコノミークラス）

◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、宿泊費

                  大学～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

◆海外傷害保険料

◆教材費：約￡20

◆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

◆授業時間数が多く、しっかり学べる

　授業は午前だけでなく午後にもあるため、しっかり学びたい学生におススメです。

◆豊富なアクティビティ

　毎週土曜日は終日旅行、毎週水曜日の午後は見学や旅行、そして週に2日は

夕方以降にアクティビティが予定されています。アクティビティはほぼ無料ですが、一

部有料のものもあります。（1週間につき￡25）

香港で乗り換え、福岡へ



2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 11:35
バンコク 14:55

バンコク 0:01
ブリスベン 10:45

～

ブリスベン 14:00
バンコク 20:20

バンコク 0:50
福岡 8:00

TAFEクイーンズランド・ゴールドコースト

（オーストラリア・クイーンズランド州）
期間・募集人員 参加費用

期間：2019年8月17日（土）～9月16日（月） ¥429,000円募集定員：40名（最小催行人員：10名）

現地校・滞在先について

スケジュール プログラム紹介

8/17(土)
空路、バンコクへ

8/18(日)

◆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時までびっしりあるので、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。

8/19(月)

9/14(日)

9/15(日)

語学研修

（プログラム期間）

※9/14 IELTSテストあり（希望者のみ）

バンコクで乗り換え

バンコクで乗り換え

ブリスベン到着後

研修先へ移動

【研修機関】

■研修機関名： TAFE Queensland Gold Coast　（大学付属語学教育機関）

■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　　　■その他： オプショナルの日帰り旅行（Movieworld,Seaworld,Paradise country)

【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

■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）

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・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～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）、

　　　　　　　　　インターン参加料、宿泊費、宿泊費、食事（朝昼夕）

                  大学～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

◆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

◆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

◆IELTS受験料金：$340

◆オプショナルツアー

（ Movieworld、Seaworld、Paradise Country）

※利用予定航空会社　タイ国際航空

空路、バンコクへ

9/16(月)
福岡へ



2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 11:35

バンコク 14:55

バンコク 1:00

オークランド 6:40

～

7:00

10:50

福岡 15:30

8/18(日)
着後、宿泊先へ

（現地ホームステイ）

オークランド大学

（ニュージーランド・オークランド）
期間・募集人員 参加費用

期間：2019年8月17日（土）～9月15日（日）
\483,000円募集定員：20名（最小催行人員：10名）

スケジュール プログラム紹介

8/17(土)
空路バンコクへ

バンコクで乗り換え

9/14(土)
空港まで送迎

空路、バンコクへ

9/15(日)

バンコクで乗り換え

福岡へ

※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。

語学研修

（プログラム期間）

12:20オークランド

バンコク

※利用予定航空会社　タイ国際航空

現地校・滞在先について

【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：図書館、各種スポーツ施設、Wi-Fi（無料）、ラウンジ、PC

【プログラム】

■プログラム名： 4-week General English (integrated) course

■授業時間： 月～金、午前（8時15分～10時15分、10時30分～12時30分）

　　　　　　　　　または午後（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（筆記試験）、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（有料）

【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： 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

■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30～60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）

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

◆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）、宿泊費、

                  宿泊先、大学～空港間の往復送迎費用

◆食事費用：　平日2食、週末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

◆海外傷害保険料

◆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

◆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です。

◆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験、

指輪物語のセット（Hobbiton）見学ツアー、カヤックツアー、クジラとイルカウォッ

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。

空路、オークランドへ

８/19(月)

9/13(金)



2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 15:30

マニラ 18:25

～

マニラ 9:45

福岡 14:30

エンデラン大学

（フィリピン・マニラ）
期間・募集人員 参加費用

期間：2019年8月18日（日）～8月31日（土）

\203,000円募集定員：20名（最小催行人員：10名）

スケジュール プログラム紹介

8/18(日)

◆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。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。

空路、マニラへ

（現地寮へ宿泊）

着後、指定先へ移動

空港まで送迎

空路、福岡へ8/31(土)

8/19(月)

8/30(金）

※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。

語学研修

（プログラム期間）

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

◆交通費：福岡～マニラ間往復航空運賃　（エコノミークラス）

◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、宿泊費、

　　　　　　　　　大学～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

◆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

※利用予定航空会社　フィリピン航空

現地校・滞在先について

【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）

■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、サウジアラビア人等

■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

【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（TV, DVD、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



2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 15:30

マニラ 18:25

～

マニラ 9:45

福岡 14:30

※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。

語学研修2週間 ＋インターン2週間

（プログラム期間）

エンデラン大学

（フィリピン・マニラ）
期間・募集人員 参加費用

期間：2019年8月18日（日）～9月14日（土）

\266,000円募集定員：20名（最小催行人員：5名）

スケジュール プログラム紹介

8/18

(日)

◆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。

空路、マニラへ

着後、寮へ移動

（現地寮へ宿泊）

8/19

(月)

◆交通費：福岡～マニラ間往復航空運賃　（エコノミークラス）

◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、宿泊費、

　　　　　　　　　大学～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

◆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

9/13

（金）

9/14

(土)

空港まで送迎

空路、福岡へ

※利用予定航空会社　フィリピン航空

現地校・滞在先について

【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, TOYOTA, メダスホテル＆カジノなど※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

■配属：英語力と希望に応じて決定する

■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）

■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）

■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（TV, DVD、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

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの



2019年度国際センター主催夏期語学研修（英語）

日時 地名 現地時間

福岡 10:55
台北 12:30

台北 16:40
福岡 20:00

スケジュール プログラム紹介

8/11(日）

◆台湾東部の花蓮市に位置する国立総合大学

台湾随一の面積（約231ヘクタールで西南学院大学の約21倍）を誇るキャンパ

スで、8学部43学科を有し、学生数は約10,000人。教育・研究レベルが高く、台

湾でトップクラスの評価を得ている。中でも教育環境の国際化には力を入れており、

英語で開講されている科目も多く、英語教育に定評がある。

◆治安が良く生活しやすい街

花蓮市は台北駅から列車で約2～3時間の場所にあり、人口は約10万人。太平

洋に面しており、年間平均気温は23度。繁華街は端から端まで15分程の小さな

エリアに商店や飲食店などが集まっている。治安も非常に良い。国立東華大学は

花蓮駅から約15キロのところに位置している。

♦英語学習だけでなく、観光も楽しめるプログラム

授業時間がしっかり確保されており、みっちり学習ができるだけでなく、花蓮市や台

北市内への観光もプログラムの中へ含まれており、充実したプログラムとなっていま

す。（花蓮市や台北市への観光は参加費用に含まれる）

空路、台北へ
着後、鉄道などで花蓮市へ

現地指定先へ

8/25(日）
空港まで送迎
空路、福岡へ

※利用予定航空会社　チャイナエアライン

8/12(月)

~

8/24(土)

語学研修

（プログラム期間）

国立東華大学

（台湾・花蓮）※商学部優先
期間・募集人員 参加費用

期間：2019年8月11日（日）～8月25日（日）

¥151,000円募集定員：20名（最小催行人員：５名）

現地校・滞在先について

【研修期間】

■研修機関名：国立東華大学

■URL：https://www.ndhu.edu.tw/bin/home.php

■利用可能なキャンパス内の施設：スーパー、カフェテリア、Wifi（無料）

【プログラム】

■授業時間：09：00～12：00、13：30～16：30

■クラス分けテスト：無

■1クラス当たりの人数（予定）：最大20名

【滞在先】

■宿泊形態：学生寮（2名もしくは1名部屋）

■設備：お風呂、トイレ、エアコン、クローゼット

■食事：朝食

■通学方法：徒歩もしくは自転車

■寮周辺の施設：レストラン、スーパーマーケット

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・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。

商学部独自補助金について

対象：以下3点の要件を全て満たす者

1. 商学部の学生1年次～3年次

2. 定められた全てのTOEFL ITP ［5月22日(水)と7月17日(水)と9月4日(水)］を必ず受験する者

3. 商学部独自TOEFL ITP講座の受講者（ただし、出席が前提であるため、出席率が50％以下の場合は対象外とします）。

※上記講座（大学生協で受付）の詳細についてはSAINSポータル「お知らせ」で確認してください。

※参加者が決定した後に対象者に支給手続きを別途案内します。なお、対象者は国際センターの海外語学研修奨学金に申込できません。

金額：以下3点の基準による上位10名は最大8万円程度、その他10名はその半額相当。

1. 商学部独自TOEFL ITP講座の出席率…30％

2. 商学部独自TOEFL ITP講座終了時のTOEFL ITPスコア ［7月17日(水)］…40％

3. 2におけるTOEFL ITPスコア ［5月22月(水)］からの伸び率…30%　 ※支給は出発後となります。

◆交通費：福岡～台北間往復航空運賃　（エコノミークラス）

◆現地費用：授業料（学校施設使用料含む）、

　　　　　　    　宿泊費（ツイン又はシングル、朝食付、別棟に洗濯室有）

                  大学～空港間の往復送迎費用

　　　　　　　    花蓮市、台北市内観光費用、台北宿泊代金

◆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

◆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

◆教材費

◆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



■申込期間：2019年4月18日(木)～ 5月13 日(月)17時20分まで

■申込方法：ＱＲコードにアクセスし、必要事項を記入し、申込を行う。

■申込資格：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

■参加者決定：申込者が定員を超えた場合は、抽選により決定

■参加者発表：2019 年 5月16 日(木)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。

必ず国際センター事務室に書類を取りに来ること。

■再申込み期限：2019 年 5月17日(金）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。

■参加者発表(再申込者)：2019 年 5月 20 日(月)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参加する学生は「海外語学研修奨学金」に申請することが出来ます。

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出来ます。

⇒SAINSポータル「事務局のページ」＞「国際センター」＞「奨学金」

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」

TEL:092-823-3346，FAX：092-823-3334

事前オリエンテーション（必ず出席ください）

海外語学研修奨学金について

単位認定について

お問い合わせ先

参加者対象のオリエンテーションを出発までに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：6月5日（水）　第2回：　６月12日（水）　第3回：　7月10日（水）

プログラム手配について

観光庁長官登録旅行業第64号　　　　　㈱JTB福岡支店教育旅行センター　

TEL：092-752-8002，FAX092-716-9131，seinangakuindaigaku@jtb.com

主催

西南学院大学　国際センター

営業時間：9：15～17：45／定休日：土日祝日

4.旅行出発日の3日前まで

5.旅行出発日の当日まで

6.無連絡及び旅行出発後の解除

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％

3.旅行出発日の31日前まで

注意事項

・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。可能であれば、第1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ており研修費用に含まれます（死亡補償、

治療救援者費用、個人賠償責任、携行品損害、航空機遅延費用）。申し込み後に取消をする場合、保険にも取消の手続きが必要で

す。内容、期日に応じて取消料が発生致します。再度オリエンテーションでご案内します。

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。

申込方法

旅行契約の解除期日 取消料（一人当たり）

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

tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334
tel:092-823-3346，FAX：092-823-3334

