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Knock on the door to a new world!
羽衣国際大学の海外研修は
旅行では体験できない
協定校の学生やスタッフとの交流が組み込まれ、
たくさんのことを学ぶことができます。

研修に参加した学生は成長し、 
帰国後も現地の友人やホストファミリーと連絡を取り合ったり、
続けて別のプログラムに参加する
リピーター学生がたくさんいます。

あなたの人生がちょっと変わるかもしれない
羽衣の海外研修に参加してみませんか？
質問があればいつでも教育共通開発センター（CSD）まで!

LINEでも情報発信中

自分の身は自分で守るという意識を持つ

海外留学に関する危機管理ガイドライン

　海外に留学する場合、文化・習慣はもとより、制度・治安など日本とはまるで違うことが多々あります。日本を
離れ海外で生活する中で、ケガや病気、事件・事故などのリスクは常に存在しており、そのリスクを軽減するた
めにも必要なのことが「自分の身は自分で守る」、すなわち自己責任という意識です。
　今回の留学プログラム参加にあたり、海外渡航前に十分な事前学習を行い、危険リスク回避の心構えを十分
に理解したうえで参加し、留学中は「羽衣国際大学の学生」として自覚を持ちながら行動してください。

学生の海外留学状況把握
　学生は、留学中身勝手な行動をせず協定校担当教員の指示に従うこと。また、常に連絡が取れるよう出発前
から海外協定校、学生及び保護者、大学の連絡先を控えておくこと。
　1か月以上留学する場合は、定期的に担当教員と海外研修担当職員に連絡を取り状況を報告すること。担当
教員は、留学中の学習についての指導を行い、海外研修担当職員は、留学生活において学生の相談に乗り適宜
支援を行います。

留学中の渡航先及び国内連絡先の把握及び共有
万が一の場合に備えて、出発前から以下の情報を関係者で共有すること。
● 渡航期間
● 渡航場所
● 滞在場所（宿舎等）
● 協定校担当部署及び担当者
● 協定校担当者の連絡先
● 本学の担当及び連絡先羽衣国際大学 共通教育開発センター（CSD）
　 ☎+81-72-242-8300　e-Mail csd@hagoromo.ac.jp
● 本学の夜間緊急連絡先　羽衣国際大学（代表）　＋81-72-265-7000
● 学生の連絡先

関係省庁の連絡先
● 文部科学省　高等教育局　学生・留学生課　留学生交流室政策調査係
代表　☎03-5253-4111（内線 3433）　　夜間休日直通　☎080-7703-1068

● 外務省　領事局海外邦人安全課（一般邦人援護、緊急事態の邦人保護等）
直通　☎03-5501-8160

● 領事局邦人テロ対策室（海外におけるテロ事件、誘拐、脅迫、ハイジャック、人質事件等）
直通　☎03-5501-8165

● 領事サービスセンター（海外安全担当）
代表　☎03-3580-3311（内線 2902／2903）　　直通　☎03-5501-8162

　 ・保護者の緊急連絡先自宅

　 ・保護者携帯電話

　 ・保険（東京海上日動保険株式会社）の連絡先　☎03-3515-4133

　 ・保険代理店（東海日動パートナーズ）の連絡先　☎06-6233-7225

　 ・渡航先の最寄りの在外公館の連絡先

自分の身は自分で守るための心構え
　海外では日本と違った危険に遭遇する可能性が高い場合が多いのですが現地情報を事前に熟知し、日本にいる時
とは意識を切り替えることで多くのトラブルを回避できます。特に以下の点については、外務省作成の「海外安全虎
の巻」等も参照にしつつ、事前に十分理解しておいてください。

● 危険な場所には近付かないこと
● 多額の現金・貴重品は持ち歩かないこと
● 目立つ服装や言動は慎むこと
● 渡航先で有効な危機事象回避の方法を身につけること
● 犯罪にあったら抵抗しないこと
● 見知らぬ人を安易に信用しないこと
● 常に自分の所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておくこと
● 大学や家族に対して定期的に連絡を取ること
● 現地の法律を守り、宗教、文化等を理解し尊重すること
● 滞在先の法律順守はもちろんのこと、薬物使用や未成年の飲酒など日本国内の法律に抵触する行為は行わないこと
● 万が一に備えて緊急連絡先は常に確認できるようにしておくこと
● 協定校担当部署及び担当者連絡先を把握し、万が一の時は即報告すること

渡航前に準備しておくべきこと
● 外務省 海外安全ホームページのチェック　http://www.anzen.mofa.go.jp
● 留学先の連絡先等の登録
※現地にて緊急の場合すぐに連絡できるよう、協定校及び本学の担当者連絡先を控えておくとともに、留学中
　の連絡先を大学に登録してください。また、留学中に連絡先を変更した場合は、その都度変更の届を提出し
　てください。

● 海外旅行保険の加入
※海外で入院・手術が必要となった場合、医療費が非常に高額となる場合や、家族が留学先を複数回訪問する
必要が生じて、渡航費用が高額となる場合もあります。また、医療水準が日本に比べて低い国では、国外へ
の緊急搬送が必要となり、高額な費用が必要となる場合もあります。こうした事態に備えるため、保険には必
ず加入してください。また、補償対象の事由と免責事項を把握するとともに家族にも内容を確認してもらっ
てください。
※学生が出発前に加入する保険「JEES学研災付帯海外留学保険」
　（保険会社▶東京海上日動　TEL0080-181-2233）

歯科治療は治療費が高額となるだけでなく、保険の適用ができない場合があります。その場合、全て自己負
担となりますので、治療中の方は治療を終えるようにしてください。

盲腸の手術で、150万円かかった場合もあります。

パスポートは絶対に無くさないこと

飲酒・喫煙は国により年齢が違います

現金等は小分けに持ち歩くこと

虫歯の治療は必ず済ませておいてください

外務省
海外安全情報配信サービス に登録すること
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羽衣国際大学の海外協定校は現在、10カ国24校あります。(※2020年3月現在）
どの国に行ったことがありますか？　どの国に興味がありますか？
ここでは、2020年度に海外研修を実施予定の協定校を紹介します。

さぁ、飛ぼう！わたしの夢は世界規模！

China
United States of America

Taiwan

Korea

Thailand

Vietnam

Australia NewZealand

天津商業大学 P17

湖西大学校 P11 順天郷大学校 P12 釡山外国語大学

中台科技大学 タイグエン経済財政短期大学
P18

交換留学

Philippines

CNE1

アイダホ大学 P9

バンコク大学サザンクロス大学 P15 P14

サウスピュージェットサウンド
コミュニティカレッジ（SPSCC）

P10

スカジットバレーカレッジ
（SVC） 交換留学

サンフランシスコ州立大学

フィティレイア国立工科大学

羽衣国際大学 海外協定校

P17

P9

P9

P16
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フィティレイア国立工科大学

羽衣国際大学 海外協定校

P17

P9

P9

P16
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海外研修への参加方法

■ 海外研修論 を必ず履修・全体説明会・プログラ
　 ム別説明会へ参加
■ 申込書・誓約書 の記入　　■ パスポートの申請

海外研修論履修+ガイダンス出席
詳細日程　P8・13

1

■ 今後のスケジュール等について説明会を実施　
※必須参加

■ 必要書類の提出
　 □誓約書　□パスポートコピー
　 □単位認定申請書
■ 研修費用の支払い

準備ガイダンス4

参加決定通知

■ クラスアドバイザー orゼミ担当教員に研修申込
書を確認してもらった後、捺印されたものを教
学センター 学生・学習支援Gに提出

申込書類2

申し込み提出締切日

●国際シンポジウム　4月30日

●アカデミック語学研修　4月24日

●上記以外の夏季研修　6月12日

●2021年前期出発  交換留学　7月31日

●タイ研修　10月21日

●春季研修　12月18日

●2021年後期出発  交換留学　2021年1月31日

■ 充実した研修を送るための 必須講義
　※欠席者は単位申請不可または研修取りやめの
　　可能性があります。
　※事前学習の日程は行事予定表に記載。

事前学習5

■ 渡航前の確認の オリエンテーション
　※研修参加者は必ず出席

出発前オリエンテーション6

■ 伊丹空港 or 
　 関西国際空港より出発

研修出発７

■ 節度ある行動で積極的に研修に参加
　※羽衣の代表学生であることを忘れずに！
■ 研修ノートを書く

研修参加８

■ 単位認定報告書作成
■ プレゼンテーション準備
■ 学内イベント・講義などで研修報告発表

帰国後報告会＆単位認定書類提出9

●夏季研修（韓国・アメリカ）は大学祭
●タイ研修は新春パーティー
●春季研修（台湾・ベトナム・オーストラリア・
　フィリピン）は正課科目ガイダンスを予定

海外研修 申し込みチェックリスト
参加希望の学生は以下の質問の回答がすべて 「はい」である必要があります。

❶ 全学共通学外研修分野「海外研修論」を取得済み/履修中ですか？

❶ 4年間で確実に卒業できる単位を取得していますか。
❷ 2年生以上ですか。
❸ 総合GPAもしくは学年GPAが2.3以上ですか
❹ 成績で「無資格」はありませんか

※全ての海外研修に参加するには、海外研修論取得が必須条件です。 はい いいえ

❷ 研修先の言語の科目を取得済みまたは履修中ですか？ はい いいえ

はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ

交換留学申し込み学生

■ ①羽衣国際大学学生としての自覚を持ち、
　 ②海外研修の目的・内容を理解しているか
　　 面接で確認
■ パスポートを持って
　 いない学生は、事前に
    取得の申請をしておく

選考試験受験3

海外研修 申し込み書
●志望理由書はパソコン入力またはボールペンで記入をしましょう。
●研修に申し込みを希望する目的・理由はきちんと文章で記入しましょう。

単位認定申請書を初め
て申請する場合は「海外
特別活動Ⅰ」になります。

パスポートは持っていま
すか？（持っている学生
は顔写真ページのコ
ピーを提出してくださ
い。）

それぞれの質問にきち
んと回答しましょう。

●申込書受付後、面接の日程を改めて連絡します。

申込書に記入後、クラスアドバイザー/ゼミの
先生から捺印してもらってから期日までに
教学センターに提出しましょう。

日本学生支援機構の給付型奨学金申し込みは、　
学年GPA2.3が必要です。
※プログラムによっては採択されていないものもあります。
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研修目的 ランク 研修種類 研修国 大学名等 特徴 期間 日程 滞在方法 費用 申し込み締切日

語学も
異文化体験も
学びたい

初
級 多文化研修 アメリカ合衆国 サウスピュージェットサウンドコミュ

ニティカレッジ（SPSCC）

アメリカ、ワシントン州近郊のサウスピュージェット サ
ウンド・コミュニティカレッジ（SPSCC）で座学とフィー
ルドワークを連携させ、実践練習を中心にした語学プ
ログラム。英語を話す苦手意識を克服できます。

2週間 2020年8月20日頃出発予定
前回実績2019年8月17日～9月1日 ホームステイ 約35万円

2020年6月12日初
級

語学・
異文化研修 韓国 湖西大学校

韓国の湖西大学校で文化体験を中心としたプログラ
ム。少人数制でプログラムが組まれ、日本に興味のあ
る韓国人学生との交流が多いことが特徴です。

約10日間 2020年8月20日頃出発予定
前回実績2019年8月16日～8月23日 学生寮 約10万円

初
級

語学・
異文化研修 韓国 順天郷大学校

世界各国からの留学生と韓国の言葉や文化について
学ぶ、International Programにを1か月間”お試し”
できるプログラム。語学習得だけを目的とせず、英語
で何かを学ぶ’ことに挑戦することができます。

約1か月 2020年8月23日頃出発予定
前回実績2019年8月27日～9月21日 学生寮 約9万円

初
級

語学・
異文化研修 オーストラリア サザンクロス大学

サザンクロス大学リズモア校のランゲージセンター
で英語を学ぶ語学研修プログラム。課外アクティビ
ティが充実しているので楽しみながら英語の勉強が
できます。

2週間 2021年2月末出発（未定）
前回実績2020年2月29日～3月14日 ホームステイ 約35万円 2020年12月18日

英語を徹底的に
伸ばしたい

初
級 語学研修 フィリピン CNE1

フィリピンの語学学校でマンツーマンで英語の集中
特訓ができるプログラム。留学3カ月前から動画など
で学び、マンツーマン指導でスピーキングに自信を付
けます。

2週間～ 2021年2月頃出発(未定）
前回実績2020年3月1日～3月15日 学生寮 約20万円～

（滞在期間によって異なる） 2020年12月18日

中
級

アカデミック
語学研修

アメリカ合衆国 アイダホ大学 協定大学の付属語学学校にてアカデミック英語を学
ぶプログラム。語学能力レベルによって学習クラスが
レベル別に分けられ、自分に合った学習ができます。

10週間 2020年8月中旬出発（未定）
前回実績2018年8月13日～10月14日 学生寮 約85万円

2020年4月24日アメリカ合衆国 サンフランシスコ州立大学 10週間 2020年8月中旬出発（未定） ホームステイまたは学生寮 約110万円

ニュージーランド フィティレイア国立工科大学 16週間 2020年8月中旬出発（未定） ホームステイ 約100万円

日本語TAで
国際交流

初
級

日本語
TAプログラム

ベトナム タイグエン経済財政短期大学 海外協定校の日本語の授業で教員のアシスタントを
経験するプログラム。現地学生の会話パートナー、日
本の紹介を行うなど内容は様々です。自国の文化を
見つめなおす良い機会になります。

2週間 2021年3月初旬出発（未定）
前回実績2018年3月11日～3月24日 学生寮 約10万円 2020年12月18日

台湾 中台科技大学
約10日間 2021年3月初旬出発（未定）

前回実績2019年3月6日～3月19日 学生寮 約7万円 2020年12月18日
中国 天津商業大学

国際
ボランティア

初
級

ボランティア
ワーク タイ バンコク大学

バンコク大学の学生団体ロータラクトが実施する農村
地域で教育施設の建築を目的としたボランティア活動
に参加するプログラム。社会問題や奉仕精神にも目覚
め、一回り人間として成長することができます。

約10日間 2020年12月10日頃出発（未定）
前回実績2019年12月11日～12月21日 ホテル／キャンプ 約14万円

※JASSO給付型奨学金採択プログラム 2020年10月21日

国際シンポジウム
に参加

上
級

International 
Symposium Malaysia

USLS
(University Scholars Leadership 

Symposium)

The Symposium is creatively planned to 
help students discover your hidden potential 
as well as actively engages you in learning 
experiences beyond the conference rooms. 
The event will enable you to acquire robust 
confidence, goal-setting capabilities, self-
reliance and independence, and sharpen 
your cutting edge, prerequisites for the next 
generation of 21st Century leaders. 

1 week August 1st -7th, 2020 Hotel About 200,000 yen April 30th, 2020

世界がキャンパス

中
〜
上
級

語学＋専門性 アメリカ
オーストラリア

⃝ サウスピュージェットサウンド　　
コミュニティカレッジ（SPSCC）

⃝スカジットバレーカレッジ（SVC）
⃝アイダホ大学
⃝サンフランシスコ州立大学
⃝サザンクロス大学

協定大学の付属語学学校での語学学習に加えて、協
定大学において自らの専門に関連した正課科目を履
修し、専門知識を学ぶプログラムです。
期間は留学先によって異なります。

2か月
または
3か月

留学先により異なる
※詳細は別途

ホームステイ
または
学生寮

留学先により異なる
※詳細は別途

※JASSO給付型奨学金採択プログラム
留学先により異なる

※詳細は別途

上
級 交換留学

アメリカ
中国
韓国
台湾
タイ

⃝サウスピュージェットサウンド
　コミュニティカレッジ（SPSCC）
⃝スカジットバレーカレッジ（SVC）
⃝天津商業大学
⃝天津理工大学
⃝湖西大学校
⃝順天郷大学校
⃝釜山外国語大学校
⃝中台科技大学
⃝バンコク大学

羽衣国際大学からの交換留学生として協定校へ留学
をするプログラム。交換留学生として現地学生と共に
正課授業を受講することで海外をキャンパスにして専
門知識を学ぶことができます。期間は留学先によって
異なります。

1学期間
または

2学期間
留学先により異なる

ホームステイ
または
学生寮

留学先により異なる

（2021年前期出発）
2020年７月31日

（2021年後期出発）
2021年1月31日

海外研修一覧表
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研修目的 ランク 研修種類 研修国 大学名等 特徴 期間 日程 滞在方法 費用 申し込み締切日

語学も
異文化体験も
学びたい

初
級 多文化研修 アメリカ合衆国 サウスピュージェットサウンドコミュ

ニティカレッジ（SPSCC）

アメリカ、ワシントン州近郊のサウスピュージェット サ
ウンド・コミュニティカレッジ（SPSCC）で座学とフィー
ルドワークを連携させ、実践練習を中心にした語学プ
ログラム。英語を話す苦手意識を克服できます。

2週間 2020年8月20日頃出発予定
前回実績2019年8月17日～9月1日 ホームステイ 約35万円

2020年6月12日初
級

語学・
異文化研修 韓国 湖西大学校

韓国の湖西大学校で文化体験を中心としたプログラ
ム。少人数制でプログラムが組まれ、日本に興味のあ
る韓国人学生との交流が多いことが特徴です。

約10日間 2020年8月20日頃出発予定
前回実績2019年8月16日～8月23日 学生寮 約10万円

初
級

語学・
異文化研修 韓国 順天郷大学校

世界各国からの留学生と韓国の言葉や文化について
学ぶ、International Programにを1か月間”お試し”
できるプログラム。語学習得だけを目的とせず、英語
で何かを学ぶ’ことに挑戦することができます。

約1か月 2020年8月23日頃出発予定
前回実績2019年8月27日～9月21日 学生寮 約9万円

初
級

語学・
異文化研修 オーストラリア サザンクロス大学

サザンクロス大学リズモア校のランゲージセンター
で英語を学ぶ語学研修プログラム。課外アクティビ
ティが充実しているので楽しみながら英語の勉強が
できます。

2週間 2021年2月末出発（未定）
前回実績2020年2月29日～3月14日 ホームステイ 約35万円 2020年12月18日

英語を徹底的に
伸ばしたい

初
級 語学研修 フィリピン CNE1

フィリピンの語学学校でマンツーマンで英語の集中
特訓ができるプログラム。留学3カ月前から動画など
で学び、マンツーマン指導でスピーキングに自信を付
けます。

2週間～ 2021年2月頃出発(未定）
前回実績2020年3月1日～3月15日 学生寮 約20万円～

（滞在期間によって異なる） 2020年12月18日

中
級

アカデミック
語学研修

アメリカ合衆国 アイダホ大学 協定大学の付属語学学校にてアカデミック英語を学
ぶプログラム。語学能力レベルによって学習クラスが
レベル別に分けられ、自分に合った学習ができます。

10週間 2020年8月中旬出発（未定）
前回実績2018年8月13日～10月14日 学生寮 約85万円

2020年4月24日アメリカ合衆国 サンフランシスコ州立大学 10週間 2020年8月中旬出発（未定） ホームステイまたは学生寮 約110万円

ニュージーランド フィティレイア国立工科大学 16週間 2020年8月中旬出発（未定） ホームステイ 約100万円

日本語TAで
国際交流

初
級

日本語
TAプログラム

ベトナム タイグエン経済財政短期大学 海外協定校の日本語の授業で教員のアシスタントを
経験するプログラム。現地学生の会話パートナー、日
本の紹介を行うなど内容は様々です。自国の文化を
見つめなおす良い機会になります。

2週間 2021年3月初旬出発（未定）
前回実績2018年3月11日～3月24日 学生寮 約10万円 2020年12月18日

台湾 中台科技大学
約10日間 2021年3月初旬出発（未定）

前回実績2019年3月6日～3月19日 学生寮 約7万円 2020年12月18日
中国 天津商業大学

国際
ボランティア

初
級

ボランティア
ワーク タイ バンコク大学

バンコク大学の学生団体ロータラクトが実施する農村
地域で教育施設の建築を目的としたボランティア活動
に参加するプログラム。社会問題や奉仕精神にも目覚
め、一回り人間として成長することができます。

約10日間 2020年12月10日頃出発（未定）
前回実績2019年12月11日～12月21日 ホテル／キャンプ 約14万円

※JASSO給付型奨学金採択プログラム 2020年10月21日

国際シンポジウム
に参加

上
級
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世界がキャンパス

中
〜
上
級

語学＋専門性 アメリカ
オーストラリア
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⃝サザンクロス大学

協定大学の付属語学学校での語学学習に加えて、協
定大学において自らの専門に関連した正課科目を履
修し、専門知識を学ぶプログラムです。
期間は留学先によって異なります。
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※詳細は別途

※JASSO給付型奨学金採択プログラム
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上
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タイ
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（2021年前期出発）
2020年７月31日

（2021年後期出発）
2021年1月31日
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●湖西大学校
●順天郷大学校

P11
P12

前期短期研修プログラム

前期ガイダンススケジュール

交換留学・短期研修

●海外協定校へ10日間から2週間の短期研修を体験。
●現地学生・教員・スタッフとのたくさんの交流。
●ホームステイや学生寮での滞在を通して現地生活の体験が可能。

2020年度に実施予定の海外研修のガイダンス日程です。 
全体のプログラム説明会で興味のある研修を探し、研修ごとのガイダンスで内容を確認しましょう。 
先輩学生からの経験談を聞いて、あなたに合った海外研修を見つけてください！

韓国　［語学・文化体験＆異文化交流］

申し込み締切日

全プログラム説明会

● 国際シンポジウム  4月30日（木） ● アカデミック語学研修  4月24日（金）
● 夏季海外研修  6月12日（金） ● 2021年前期出発交換留学  7月31日（金）

Program Date Place

全体説明 4月15日(水)
4月23日(木) 1105

プログラム別説明会

各プログラムの詳細説明や先輩学生の体験談を聞くことができ
ます。

本学でどのような海外研修を実施して
いるか紹介します。

Program Date Place
①アカデミック英語研修 4月17日（金）
②シアトル語学研修 5月  8日（金）
③韓国語学・異文化研修（湖西大学校） 5月  7日（木）
④韓国語学・異文化体験（順天郷大学校） 5月11日（月）

5月14日（木）交換留学

1105

●サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ　P10
●アイダホ大学　P9　　●サンフランシスコ州立大学　P9

アメリカ　［英語・文化研修＆アカデミック英語研修］

●フィティレイア国立工科大学　P9
ニュージーランド　［語学+海外ボランティア/インターンシップ］

アカデミック英語研修

If you want to improve your English, 
we will offer you an Intensive English 
Program at the following universities.  
This is an advanced university English 
program, you can have a good experi-
ence like internship and volunteer 
activities!  
Your classmates and international life 
will inspire you. 
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A Story of Hagoromo SAP

は今回、現地でも使える英語を身に付けたいと思いこの研修に参加しました。アイダホ
大学ではいろいろな国から来た留学生と一緒に英語を勉強します。私たちにとって難

しい発音があるように、留学生にもそれぞれ英語にアクセントがあり、最初はお互いのコミュニ
ケーションが難しかったですが、国の習慣や有名な場所の話をしたり、言葉を教えてもらった
りして仲良くなることができました。
授業で学んだ英語は、友達との会話や買い物ですぐに使え、積極的に話しかければ拙い英語で
も理解しようと真剣に聞いてくれる学習環境でした。学校では毎日のようにイベントがありま
す。参加すればするほどアメリカ人の友達もでき、ネイティブの英語にも受け答えがスムーズに
できることを実感できたので、語学力に自信がつきました。
10週間の研修が終わる頃には、自分の知っている言葉で言いたいことを伝えられるようになり
ました。英語を上達させたいと思って参加したプログラムですが、多国籍の学生交流で自分の
世界を広げることができたこともプラスの経験になりました。今後は、英語を学ぶプログラムで
はなく、英語を使って自分の興味のある分野を学んでいきたいです。留学生ともアメリカ人学生ともコミュニケーション
をとることで、より多くのことを学べたので、アイダホの研修はとてもいい人生経験を積むことができます。

Runa Nakamura
現代社会学科観光コース
2年

研修日程　2020年8月中旬頃出発予定
（前回実績 2018年8月13日～10月14日）

滞在方法　学生寮
参加費用　約85万円（研修費・宿泊費・航空券等）

Stay with American 

University Students a
nd

 learn Academic Engl
ish!

University of Idaho
（アイダホ大学）

8月下旬出発（約10週間）

San Francisco State University
（サンフランシスコ州立大学）

8月下旬出発（約3ヶ月）

フィティレイア国立工科大学
（ニュージーランド）

8月or2月出発 （約16週間）

研修日程　2020年8月中旬頃出発予定
滞在方法　ホームステイ
参加費用　約100万円(研修費・宿泊費・航空券等)

研修日程　2020年8月中旬頃出発予定
滞在方法　学生寮／ホームステイ
参加費用　約110万円(研修費・宿泊費・航空券等)

※説明会・ガイダンスは、いずれの日にちも12：15～12：50となります。
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湖西大学校 8月下旬出発（約10日間）

韓国語学・文化体験プログラム

　韓国の湖西大学校で韓国の文化
体験を中心としたプログラムです。
　少人数クラスで、日本に興味のあ
る韓国人学生との交流が多く、語学
の上達だけでなく、韓国への興味が
一層深まるプログラムです。湖西大
学校からは交換留学生として羽衣
国際大学に留学する韓国人学生も
います。

少人数クラスで韓国人学
生との

交流もでき、韓国への興味
を

一層深められる研修！SPSCC（サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ） 8月下旬出発（約２週間）

シアトル 英語・文化研修

　アメリカ、ワシントン州の州都オリンピアのサウスピュージェット サウン
ド・コミュニティカレッジ（SPSCC）で英語教員による英語とアメリカ文
化・社会などについて楽しく学ぶことができるプログラムです。
　午後や週末は現地学生と共にフィールドワークを行うのでリスニング
やスピーキングの実践練習ができます。言葉の壁を乗り越えて、生涯付き
合える友人を作るチャンスです。
　宿泊先はホームステイのため、多文化共生が日本より進んでいるアメリ
カの一般家庭生活を体験することができます。異文化や習慣の違いを理
解し、違いを受け入れられる力を身に付けます。
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A Story of Hagoromo SAP

のSPSCC研修の最大の魅力は、語学力の向上に加えて日本とは違った文化に触れること
ができる内容が組み込まれているので、自分の価値観や常識などが大きく変わることで

す。SPSCCの日本研修のボランティアに参加したことがきっかけで、迷っていたシアトル研修に参
加を決心することができました。
私はこの2週間のプログラムに参加して、「また、ここに戻ってきたい」「SPSCCの学生たちと一緒
に学んでみたい」と思い、交換留学に申し込みをしました。新学期から1クォーター、SPSCCに第
一期の交換留学生として渡航します。
この短期研修は、もう一度参加したいと思わせてくれるような研修です。参加を迷っている学生の
みんな、絶対に参加して後悔はしません。来年にしようと思っているとチャンスを逃してしまいま
す！！是非、今年参加して欲しいです！

Taiga Kasugai
現代社会学科
国際英語コース3年
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A Story of Hagoromo SAP

は高校の時から海外で生活することを将来の目標にしています。ですが実際に海外
に行ったことはなく、外国語を話すことができないので、どうやって海外に行こうかと

考えていた入学時にこの研修のことを知りました。研修期間は約10日間と長くはありません
でしたが、毎日たくさんのアクティビティが組まれていて、バラエティ豊かな韓国の食事や文
化を体験できました。
初めての海外だったので不安なこともありましたが、韓国人の学生との交流や、一緒に研修
に参加した羽衣の学生や他大学の学生とも仲良くなることができ、学ぶだけでなく人脈を構
築することもできたので充実した１0日間を過ごすことができました。
この研修に参加して、初めてのことでも勇気を出してチャレンジすることの大切さを学びまし
た。“学生”という自由な時間のある今だからこそできる、いろんなことにチャレンジしていこ
うと思います。

Aki Yamaguchi
放送・メディア映像学科
2年

現地学生と交流しながら

英語もアメリカ文化も体験
したい

あなたには、コレ！

研修日程　2020年8月20日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年8月16日～23日）

滞在方法　学生寮／ホームステイ
参加費用　約10万円(研修費・宿泊費・航空券等)

研修日程　2020年8月20日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年8月17日～9月1日）

滞在方法　ホームステイ
参加費用　約35万円(研修費・宿泊費・航空券等)

日程表（例）
Day  1 Arrival: Host families will pick up students Homestay
Day  2 Seattle Mariners Baseball Game Homestay

Day  3 Orientation & Welcome 
Lunch English Class 1＆ 2 Homestay

Day  4 English Class 3 & 4 Capitol Building in Olympia Homestay
Day  5 English Class 5&6 Native American Museum Homestay
Day  6 English Class 7＆ 8 Downtown Olympia Homestay
Day  7 Seattle Tour Homestay
Day  8 BBQ Homestay
Day  9 Swing Dance Lessons Homestay
Day10 English Class 9 & 10 Movie Day Homestay
Day11 English Class 11 & 12 Sports Day Homestay
Day12 Mt. Rainier Tour/ English Class 13 & 14 in Nature Homestay
Day13 English Class 15 Closing Ceremony Homestay
Day14 Departure
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のSPSCC研修の最大の魅力は、語学力の向上に加えて日本とは違った文化に触れること
ができる内容が組み込まれているので、自分の価値観や常識などが大きく変わることで
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加を決心することができました。
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に学んでみたい」と思い、交換留学に申し込みをしました。新学期から1クォーター、SPSCCに第
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この短期研修は、もう一度参加したいと思わせてくれるような研修です。参加を迷っている学生の
みんな、絶対に参加して後悔はしません。来年にしようと思っているとチャンスを逃してしまいま
す！！是非、今年参加して欲しいです！

Taiga Kasugai
現代社会学科
国際英語コース3年
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は高校の時から海外で生活することを将来の目標にしています。ですが実際に海外
に行ったことはなく、外国語を話すことができないので、どうやって海外に行こうかと

考えていた入学時にこの研修のことを知りました。研修期間は約10日間と長くはありません
でしたが、毎日たくさんのアクティビティが組まれていて、バラエティ豊かな韓国の食事や文
化を体験できました。
初めての海外だったので不安なこともありましたが、韓国人の学生との交流や、一緒に研修
に参加した羽衣の学生や他大学の学生とも仲良くなることができ、学ぶだけでなく人脈を構
築することもできたので充実した１0日間を過ごすことができました。
この研修に参加して、初めてのことでも勇気を出してチャレンジすることの大切さを学びまし
た。“学生”という自由な時間のある今だからこそできる、いろんなことにチャレンジしていこ
うと思います。

Aki Yamaguchi
放送・メディア映像学科
2年

現地学生と交流しながら

英語もアメリカ文化も体験
したい

あなたには、コレ！

研修日程　2020年8月20日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年8月16日～23日）

滞在方法　学生寮／ホームステイ
参加費用　約10万円(研修費・宿泊費・航空券等)

研修日程　2020年8月20日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年8月17日～9月1日）

滞在方法　ホームステイ
参加費用　約35万円(研修費・宿泊費・航空券等)

日程表（例）
日程 午前 午後 宿泊
1日目 仁川空港到着 大学到着 学生寮

2日目 景福宮・ソウル見学
（仁寺洞・南大門・ソウルタワー） 夕食 学生寮

3日目 全州韓屋村見学 特別講義（地域の紹介) 学生寮

4日目
開幕式(学術情報館)
特別講義(韓国文化の理解)
漢方化粧品の製作体験 
ゴルフ実習体験

キャンパスツアー
韓国映画上映 学生寮

5日目 外厳民俗村観覧 韓国映画上映 学生寮

6日目 独立記念館観覧
天安市内の自由散策 韓国映画上映 学生寮

7日目 特講(韓国伝統武芸)
テコンドー体験 閉幕式・学生交流 学生寮

8日目 出国 関西国際空港着
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後期短期研修プログラム

交換留学・短期研修

●国際交流をとおして、多文化社会への理解を深められる。
●羽衣国際大学のためのオリジナルプログラムだから、少人数制で学習できる。

2020年度後期実施予定の海外研修のガイダンス日程です。 
研修ごとのガイダンスでしっかり内容を確認しましょう。先輩学生からの経験談も聞くことが出来ます。
あなたに合った海外研修を見つけてください！

本年予定：10月24日（土）＆ 10月25日(日)

HAGO祭: HAGOROMO SAP報告会

申し込み締切日
● タイ  10月21日（水）
● 春季（中国・台湾・ベトナム・オーストラリア）  12月18日(金)
● 2021年後期出発交換留学  2021年1月31日（日）

プログラム別説明会 各プログラムの詳細説明や先輩学生の体験談を聞くことができます。

Program Date Place
⑤ボランティアワークキャンプ 10月7日（水）予定
⑥オーストラリア語学・異文化研修 10月9日（金）予定

⑧日本語ティーチングアシスタント（台湾・中国）
交換留学 2021年1月12日（火）予定

⑦日本語ティーチングアシスタント（ベトナム）
10月8日（木）予定

1105

●バンコク大学　P14
タイ　［ボランティアワーク］

●中台科技大学 ／ 天津商業大学　P17　　●タイグエン経済財政短期大学　P18
台湾・中国・ベトナム　［日本語ティーチングアシスタント］

●サザンクロス大学　P15
オーストラリア　［語学・異文化体験］

●CNE1　P16
フィリピン　［語学研修］

後期ガイダンススケジュール

順天郷大学校（SCH） 8月下旬出発（約1ヶ月）

韓国語学・異文化交流プログラム

　世界各国からの留学生と韓国の言葉や文化について学ぶ、順天
郷のInternational Programに協定校だからできる“1か月お試し”
として受講します。ほとんどのクラスは英語で行われます。グローバ
ルビレッジの公用語は英語。交換留学生として、長期留学への参加
も可能なプログラムです。“英語で何かを学ぶ”という、“英語”という
語学習得だけを目的としていない、ユニークなプログラムが魅力で
す。この研修で、あなたの英語力に挑戦することができます。
　この研修に参加してから交換留学に挑戦する羽衣学生もいます。 韓国にも興味があるけど

、

英語力も伸ばしたい！
そんな羽衣学生におスス

メ！

元

A S
to

ry
 of

 Ha
go

ro
mo

 SA
P

A Story of Hagoromo SAP

々語学に興味があり、色んな国から留学生を受け入れている大学のプログラムだと聞い
ていたので、韓国語だけではなく英語なども学べると思い研修に参加しました。私が参加

した年は中国、アメリカ、オーストラリアなどの国の人たちと一緒に学び、グローバルビレッジには
モンゴル、フランス、ウズベキスタンなど様々な国の学生と生活できました。
授業は主に韓国語が使われ、日常会話では英語で話すことが多かったです。一ヶ月間という期間
でしたが、その間に色々な行事にも参加できたので毎日が充実していました。このプログラムは韓
国語、英語の両方に興味がある方にとてもオススメのプログラムです。たくさんの国の学生と交流
することが出来るので異文化に興味がある人にもおすすめです。
他の国の学生たちはみんな母国語プラス他国語を喋れていたので、自分も二か国語以上話せる
ようにもっと勉強しようと思いました。また韓国での滞在で外国の文化にも興味を持つことがで
きたので、これからも色んな国に行って文化に触れてみたいです。

Norie Urasaki
食物栄養学科4年

研修日程　2020年8月末頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年8月27日～9月21日）
滞在方法　学生寮
参加費用　9万円(研修費・宿泊費・航空券等)

※説明会・ガイダンスは、いずれの日にちも12：15～12：50となります。

履修科目（サンプル）

科目名

Cultural Internship Discussion

Korean Speaking

Korean Writing

Elective course

Elective course
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バンコク大学 12月中旬出発（約10日間）

タイ ボランティアワークキャンプ
海外でボランティア活動。

自分を成長させることがで
きる

スペシャルな研修！

　現地学生とタイの農村地域でボランティアに挑戦!
　タイで最古で最大の私立大学、バンコク大学の約80名の学生と
ともにキャンプ地で寝泊りしながらボランティア活動を行います。児
童用の就学施設を建設したり、村の子供たちに日本語を教えたりキ
ャンプ地での炊事や洗濯、毎晩のレクリエーション大会など、日本で
は体験できないことばかりの研修です。
　フレンドリーなバンコク大学の学生との交流をとおして異文化理
解だけでなく、人間的にも大きく成長することができる研修です。
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A Story of Hagoromo SAP

はタイという国にとても思い入れがあり、旅行以外でタイを知ることができる機会があれば
と考えていたのでこの研修に参加しました。研修前は学内外で募金活動をし、タイ人の先生

からタイ語やタイ文化について学び、研修参加するメンバーとも話し合いを重ねて準備をしました。
研修中のキャンプではバンコク大学の学生たちと一緒に建築や給仕などの作業をし、毎晩のレクリ
エーションなどで親交を深めました。バンコク大学の学生は明るくて元気で、英語や日本語を少し話
すことができたのでコミュニケーションを取るのはそれほど難しく感じませんでした。ボランティア
ワークに参加して自立すること・責任を持つことの大切さに気づくことができました。少しでも自分
が成長できるよう、帰国してから新しいことに挑戦しています。
この研修の魅力は、海外ボランティア活動だけでなく、世界遺産アユタヤ遺跡やタイの歴史展示会
の見学、バンコク市内の巨大なショッピングセンター散策など、タイ文化を一度で学ぶことができる
内容の充実さです。言語や文化を学びたい、タイやボランティア活動に興味がある人はぜひ参加して
ほしいです！

Mayumi Inao
現代社会学科
国際英語コース2年
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は今回が初めての研修なので少し不安もありましたが、羽衣の先輩がこの研修を勧めてく
れたので思い切って参加をしました。サザンクロス大学があるリズモアは、自然豊かでゆっ

くりと時間が流れているところなので多くの人と触れ合いながら英語を勉強するには一番いい環境
だと思います。
授業は曜日によって先生が違い、授業内容が様々で楽しく勉強をしています。オーストラリア英語は
聞き取りやすく新鮮です。私が英語を考えながら話すことを待ってくれ、理解できるまでゆっくり話し
てくれます。サーフィンをしたり、マーケットに行ったりと課外アクティビティも充実したプログラム
です。先日、戦時中の日本とオーストラリアについての映画「愛の鉄道」鑑賞し、知らなかった事実に
衝撃を受けました。このことを自分で考え、伝えていかなければならないと感じました。現地のことを
学ぶことができる機会は海外研修の最大の魅力だと思います。
滞在先のホストファミリーはとても親切にしてくれ、ホストファザーがシェフなので毎日の料理がお
いしいです。オーストラリア文化も教えてくれ、家族や友達を紹介してくれました。日本についても興
味を持っていたので、お土産のお茶を飲んだり折り紙をしたりして一緒に日本文化も楽しんでもら
いました。まだ研修中です。残りの研修期間では、他の国の留学生と話をしていないので海外の友達
を作りたいです！限られた期間の中で最大限成長できるよう一日一日を過ごして帰国します。

Mayu Maeda
食物栄養学科3年

サザンクロス大学
オーストラリア 語学・異文化体験プログラム

「英語で挑戦してみる」勇
気ある一歩が

踏み出せるじっくり学べる
研修！

　オーストラリア・ゴールドコースト空港から約1時間半、サザンクロ
ス大学リズモア校のランゲージセンターで英語を学ぶオーストラリ
アに浸るプログラムです。地平線が見える大地が広がりきれいなビ
ーチも近い、ゆったりとした時間が流れる街で、オーストラリア特有
の文化を体験できるフィールドワークなどもあり、楽しみながら英語
の勉強ができます。ホームステイで家族との時間も大切にすること
ができ、一般家庭の生活や家庭料理が体験できます。この研修は、自
分の生活を振り返るきっかけを与えてくれ、人生のライフスキルを磨
くことができる研修です。

2月初旬出発 （約２週間）

研修日程　2021年2月末頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2020年2月29日～3月14日）
滞在方法　ホームステイ
参加費用　約35万円（研修費・宿泊費・航空券等）

研修日程　2020年12月10日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年12月11日～21日）
滞在方法　学生寮／キャンプ
参加費用　14万円(研修費・宿泊費・航空券等)

※JASSO給付型奨学金採択プログラム

日程表（例）

日程 午前 午後 宿泊
  1日目 到着（朝5時） 大阪出発前夜10時
  2日目 開講式（ランシットキャンパス） アユタヤ遺跡見学 ホテル
  3日目 中学校でボランティア活動 ホテル
  4日目 キャンプ（移動日） キャンプ地
  5日目 キャンプ ボランティア活動 キャンプ地
  6日目 キャンプ ボランティア活動 キャンプ地
  7日目 キャンプ ボランティア活動 キャンプ地
  8日目 キャンプ ボランティア活動 キャンプ地
  9日目 キャンプ（移動日） ホテル
10日目 閉講式（シティキャンパス） 自由 ホテル
11日目 出発（夜22時） 関空到着　翌朝6時
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はタイという国にとても思い入れがあり、旅行以外でタイを知ることができる機会があれば
と考えていたのでこの研修に参加しました。研修前は学内外で募金活動をし、タイ人の先生

からタイ語やタイ文化について学び、研修参加するメンバーとも話し合いを重ねて準備をしました。
研修中のキャンプではバンコク大学の学生たちと一緒に建築や給仕などの作業をし、毎晩のレクリ
エーションなどで親交を深めました。バンコク大学の学生は明るくて元気で、英語や日本語を少し話
すことができたのでコミュニケーションを取るのはそれほど難しく感じませんでした。ボランティア
ワークに参加して自立すること・責任を持つことの大切さに気づくことができました。少しでも自分
が成長できるよう、帰国してから新しいことに挑戦しています。
この研修の魅力は、海外ボランティア活動だけでなく、世界遺産アユタヤ遺跡やタイの歴史展示会
の見学、バンコク市内の巨大なショッピングセンター散策など、タイ文化を一度で学ぶことができる
内容の充実さです。言語や文化を学びたい、タイやボランティア活動に興味がある人はぜひ参加して
ほしいです！

Mayumi Inao
現代社会学科
国際英語コース2年
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は今回が初めての研修なので少し不安もありましたが、羽衣の先輩がこの研修を勧めてく
れたので思い切って参加をしました。サザンクロス大学があるリズモアは、自然豊かでゆっ

くりと時間が流れているところなので多くの人と触れ合いながら英語を勉強するには一番いい環境
だと思います。
授業は曜日によって先生が違い、授業内容が様々で楽しく勉強をしています。オーストラリア英語は
聞き取りやすく新鮮です。私が英語を考えながら話すことを待ってくれ、理解できるまでゆっくり話し
てくれます。サーフィンをしたり、マーケットに行ったりと課外アクティビティも充実したプログラム
です。先日、戦時中の日本とオーストラリアについての映画「愛の鉄道」鑑賞し、知らなかった事実に
衝撃を受けました。このことを自分で考え、伝えていかなければならないと感じました。現地のことを
学ぶことができる機会は海外研修の最大の魅力だと思います。
滞在先のホストファミリーはとても親切にしてくれ、ホストファザーがシェフなので毎日の料理がお
いしいです。オーストラリア文化も教えてくれ、家族や友達を紹介してくれました。日本についても興
味を持っていたので、お土産のお茶を飲んだり折り紙をしたりして一緒に日本文化も楽しんでもら
いました。まだ研修中です。残りの研修期間では、他の国の留学生と話をしていないので海外の友達
を作りたいです！限られた期間の中で最大限成長できるよう一日一日を過ごして帰国します。

Mayu Maeda
食物栄養学科3年

サザンクロス大学
オーストラリア 語学・異文化体験プログラム

「英語で挑戦してみる」勇
気ある一歩が

踏み出せるじっくり学べる
研修！

　オーストラリア・ゴールドコースト空港から約1時間半、サザンクロ
ス大学リズモア校のランゲージセンターで英語を学ぶオーストラリ
アに浸るプログラムです。地平線が見える大地が広がりきれいなビ
ーチも近い、ゆったりとした時間が流れる街で、オーストラリア特有
の文化を体験できるフィールドワークなどもあり、楽しみながら英語
の勉強ができます。ホームステイで家族との時間も大切にすること
ができ、一般家庭の生活や家庭料理が体験できます。この研修は、自
分の生活を振り返るきっかけを与えてくれ、人生のライフスキルを磨
くことができる研修です。

2月初旬出発 （約２週間）

研修日程　2021年2月末頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2020年2月29日～3月14日）
滞在方法　ホームステイ
参加費用　約35万円（研修費・宿泊費・航空券等）

研修日程　2020年12月10日頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2019年12月11日～21日）
滞在方法　学生寮／キャンプ
参加費用　14万円(研修費・宿泊費・航空券等)

※JASSO給付型奨学金採択プログラム

前年度日程表

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

AM

Placement 
Test

Orientation

English 
Class

1.5 hours

English 
Class

1.5 hours

English 
Class

1.5 hours
English 
Classes
5 hours

Overnight 
Field Study: 
Surfing in 
Byron Bay

Break

English 
Class

1.5 hours

English 
Class

1.5 hours

English 
Class

1.5 hours

English 
Class

1.5 hours

PM

Lunch

Campus 
Tour
Koala 

Hospital

Field Study 
in Lismore

English 
Class

2 hours

Global 
Conversation 
class 2 hours

*Other activities and free time with host family are planned on 
weekends.
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　授業はすべてマンツーマンで、周りの学生を気
にすることなく1日6時間みっちりスピーキング特
化の英語学習が行えます。1日6時間と聞くと、非
常に長く感じるかもしれませんが、ベテランの先
生の授業内容は多種多様でユーモアたっぷりで
飽きることなし！3食食事つきで、寮の掃除洗濯も
すべてスタッフがやってくれるので、英語学習に集
中でき、英語力UP間違いなしのプログラムです！

3月初旬出発 （約２週間）
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は現在CNE１での研修真っただ中です。私がこのプログラムに参加した理由は英語で話す
ことに慣れ、英語でのコミュニケーション力を向上させて、今後の交換留学に生かしたいと

思ったからです。最初はマンツーマンでの英語の授業についていけるか、他の学生と仲良くなれるか
不安でした。しかしたくさんの人と交流することができ、授業も分かりやすく、初日から充実した時間
を過ごせています。授業は１コマ２時間で、１日３コマあり、先生とのマンツーマンレッスンで教科書
を使い授業を進めます。フィリピンの先生方はとてもフレンドリーで生徒のペースに合わせて授業を
進めてくれるので、英語が苦手な人でも理解しやすい内容です。また、教科書以外で日本のことや世
間話、人生のことなど色々な話題で話しながら、英語でのコミュニケーション力を高められていま
す。さらにお昼休みや放課後には様々なクラブやアクティビティが用意されています。これらに参加
することで他の生徒や先生方とも話すことができ、楽しみながら英語を吸収できています。
　ここでの生活はまだ1週目ですが、既に英語で話すことへの苦手意識が減り、自分の言いたいこと
を英語で伝えられたり、聞き取ることが前よりも出来るようになったと実感しています。まだ改善す
る余地は沢山ありますが、先生から教わったことを生かしこれからも勉強に励んでいきます。

Minto Koja
現代社会学科
国際英語コース2年

中台科技大学〈台湾〉
天津商業大学〈中国〉 3月初旬出発 （約２週間）

日本語ティーチングアシスタントプログラム

「教えてもらう」だけじゃ
ない、

「教える」という経験がこ
の研修の魅力！

　海外協定校の日本語授業でアシスタント！
　日本語の授業や国際文化祭に参加します。現地
学生の会話パートナーになったり、日本の紹介を
行ったりと内容は様々で、改めて日本語や日本文
化・社会を 見つめなおす良い機会になります。台
湾の学生は羽衣の学生にとても親切で、研修をし
っかりサポートしてくれます。滞在は大学寮に宿
泊し、現地学生の生活を体験します。
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外研修の参加は今回で2回目になります。私は1年の夏に韓国の湖西大学校へのプロ
グラムに参加しました。韓国では文化体験がメインで韓国の文化やマナーを学ぶこと

ができましたが、今回の台湾研修は教えることがメインのプログラムなので入念に事前準備を
しました。
　現地では4コマの授業を私が担当するので、授業の内容・アクティビティを考えてパワーポイ
ントや教材を作成しました。現地の先生からも情報を教えてもらい、台湾の学生のために羽衣
国際大学の紹介と大阪弁を教える授業計画を立てました。
今までの学生生活では「教えてもらう」立場だったので、「教える」ことからも学べることが多く
あることに気づくことができました。これから始まる就職活動に生かせる研修プログラムだと
感じています。現地ではたくさんの現地学生と交流できることがとても楽しみです。みんな日本
語がとても上手で、先生も学生もとても親切にしてくれます。来年はもっと多くの学生に参加し
てもらえるよう、帰国後に私の経験と研修の魅力を伝えていきたいと思います。

Misa Inoue
現代社会学科
観光コース4年

CNE1〈フィリピン〉 2月頃出発（約２週間～）

フィリピン英語研修
フィリピンの語学学校で英

語の

集中レッスンを受講するプ
ログラム

研修日程　2021年2月頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2020年3月1日～15日）

滞在方法　学生寮
参加費用　約20万円～(研修費・宿泊費・航空券等)

研修日程　2021年3月初旬頃出発予定
　　　　　 （前回実績 2019年3月6日～19日）

滞在方法　学生寮
参加費用　約7万円／中台科技大学(研修費・宿泊費・航空券等)

平日の基本スケジュール（例）

7:00 起床・準備

7:00～7:50 朝食

8:00～9:50 英語マンツーマンレッスン１

10:00～11:50 英語マンツーマンレッスン２

12:00～12:50 昼食

13:00～14:50 自習

15:00～16:00 フリー

16:00～17:50 英語マンツーマンレッスン４

18:00～18:50 夕食
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す。さらにお昼休みや放課後には様々なクラブやアクティビティが用意されています。これらに参加
することで他の生徒や先生方とも話すことができ、楽しみながら英語を吸収できています。
　ここでの生活はまだ1週目ですが、既に英語で話すことへの苦手意識が減り、自分の言いたいこと
を英語で伝えられたり、聞き取ることが前よりも出来るようになったと実感しています。まだ改善す
る余地は沢山ありますが、先生から教わったことを生かしこれからも勉強に励んでいきます。
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の研修の魅力！

　海外協定校の日本語授業でアシスタント！
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外研修の参加は今回で2回目になります。私は1年の夏に韓国の湖西大学校へのプロ
グラムに参加しました。韓国では文化体験がメインで韓国の文化やマナーを学ぶこと

ができましたが、今回の台湾研修は教えることがメインのプログラムなので入念に事前準備を
しました。
　現地では4コマの授業を私が担当するので、授業の内容・アクティビティを考えてパワーポイ
ントや教材を作成しました。現地の先生からも情報を教えてもらい、台湾の学生のために羽衣
国際大学の紹介と大阪弁を教える授業計画を立てました。
今までの学生生活では「教えてもらう」立場だったので、「教える」ことからも学べることが多く
あることに気づくことができました。これから始まる就職活動に生かせる研修プログラムだと
感じています。現地ではたくさんの現地学生と交流できることがとても楽しみです。みんな日本
語がとても上手で、先生も学生もとても親切にしてくれます。来年はもっと多くの学生に参加し
てもらえるよう、帰国後に私の経験と研修の魅力を伝えていきたいと思います。

Misa Inoue
現代社会学科
観光コース4年

CNE1〈フィリピン〉 2月頃出発（約２週間～）

フィリピン英語研修
フィリピンの語学学校で英

語の

集中レッスンを受講するプ
ログラム

研修日程　2021年2月頃出発予定
　　　　　 （前年度実績 2020年3月1日～15日）

滞在方法　学生寮
参加費用　約20万円～(研修費・宿泊費・航空券等)

研修日程　2021年3月初旬頃出発予定
　　　　　 （前回実績 2019年3月6日～19日）

滞在方法　学生寮
参加費用　約7万円／中台科技大学(研修費・宿泊費・航空券等)

日程表（例）
日程 午前 午後 宿泊

  1日目 大阪出発 大学到着
  2日目 歓迎会/英語授業 日本語授業 学生寮
  3日目 日本語授業 日本語授業 学生寮
  4日目 台中市内見学 学生寮
  5日目 台中市内見学 学生寮
  6日目 日本語授業 英語授業 学生寮
  7日目 英語授業 日本語授業 学生寮
  8日目 日本語授業（指導） サークル見学 学生寮
  9日目 英語授業 日本語授業 学生寮
10日目 日本語授業（指導） 日本語授業 学生寮
11日目 台中市内見学 学生寮
12日目 台中市内見学 学生寮
13日目 日本語授業 英語授業/修了式 学生寮
14日目 出発 関空到着 学生寮
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対
象
校

交換留学プログラム
●1学期間または1年、羽衣国際大学からの交換留学生として協定校へ留学をするプログラム。
●交換留学生として現地学生と共に正課授業を受講できる。
●語学力向上に加え、海外の大学の授業スタイルや大学生の学ぶ姿勢を身近に見ることができ、
　帰国後の学生生活にが変化します。
●協定校だから単位互換が可能！

中国　●天津商業大学　●天津理工大学

韓国　●湖西大学校　●順天郷大学校　●釡山外国語大学校

台湾　●中台科技大学 タ イ　●バンコク大学

タイ・バンコク大学での交換留学を
終えた羽衣学生にインタビュ－

Hiromu Kawahira
現代社会学科
国際文化・英語コース
2017年度卒業

アメリカ　●サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）
　　　　　　　 ●スカジットバレーカレッジ（SVC）

タイグエン経済財政短期大学（TCEF）
3月初旬出発 （約２週間）

日本語ティーチングアシスタントプログラム

ベトナムについてだけでな
く、

自分の国、日本を知ること
が

できる研修！

　清風情報工科学院とタイグエン経済財政短期大学と羽衣
国際大学との三者協定に基づいて実現した、ベトナムでの日
本語ティーチングアシスタント＆文化体験プログラムです。
ハノイ・ノイバイ空港から1時間ほど北に位置する
　タイグエン経済財政短期大学に日本語クラスのアシスタ
ントとして会話の練習パートナーや日本文化の紹介をしま
す。研修中はベトナムの文化もタイグエンの学生と交流しな
がら体験することが出来ます。
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トナムでの日本語ティーチングアシスタントプログラムの一期生として研修に参加しまし
た。今回の研修ではベトナムの社会問題について考える機会を持つことができました。1つ

目は交通問題。ベトナムは信号機が少なく、車の合間をみて歩くことが日常で交通事故が日本より
多いそうです。　
2つ目は日本と違い、ベトナムは社会主義国家で、発展途上の部分もあり子供や女性の人身売買、強
制労働などの被害やストリートチルドレンが社会問題になっていることです。そんな子供たちを助け
るためにオーストラリア人のマイケル先生が立ち上げたブルードラゴン・チルドレンズファンデー
ションという施設を訪問し、子どもたちに日本文化を教えるという貴重な体験が出来ました。現地で
は自分のベトナム語はあまり通じませんでしたが、みんな笑顔で迎えてくれ楽しそうに話してくれた
ので、笑顔は世界共通語だと感じました。
タイグエンではベトナム人の学生たちに日本語の授業をしました。海外で授業することはまず出来
ない経験で、「日本語学習者にとって分かりやすい日本語で教えること」に苦労しました。この研修を
経て人に何かを教えることの難しさ、自分の学習環境の充実さ、語学をネイティブの先生から学ぶ機会があることがいかに恵
まれているかを実感しました。これから社会人になると、人に何かを伝えることがずっと増えると思います。この研修の経験を
生かして、これから世界で活躍できる人間になれるように学業もプライベートも頑張っていきます。

Riku Yokota
現代社会学科
経済経営コース3年

研修日程　2021年3月初旬頃出発予定
　　　　　 （前回実績 2019年3月11日～24日）

滞在方法　ホテル／学生寮
参加費用　10万円(研修費・宿泊費・航空券等)

留学をして吸収できた学びはどんなことですか？
　短期研修よりも長い時間を現地で過ごすことで、言葉や文化はもちろんのこと、現
地の人達の生活、文化、人間性を深く理解することが出来ました。その点は交換留学
で一番学ぶことができたと実感しているし、長期滞在する魅力だと思います。

1

留学先で履修した授業を教えてください。 
　授業は４クラス（12単位）履修しました。一番印象に残っている授業は「タイ語」の授業ですが、どのクラスでもプ
レゼンやディベートがあり、自分の意見を発表する機会が多く、携帯のアプリで参加するという授業もあり、主体的
に授業に参加することが求められたので授業形態が日本と違うと感じました。自分の意見を発言しないと、評価さ
れないことが日本ではあまりなかったので、タイでは自分の考えを英語で説明できるようにかなり努力しました。ま
た、間違えても大丈夫と思えるクラスの雰囲気も好きで、いろんな意見をクラスメイトと交換することができました。

2

達成できたこと、チャレンジだったことを教えてください。
　日本語が全く通じない場所で生活する機会は経験したことがなかったので、英語のみの授業で理解出来るか、不安
は大きかったです。滞在中はバンコク大学の先生やスタッフ、羽衣のスタッフに相談し、親身に対応していただけたので
、大きな問題は起こらず留学生活を過ごすことが出来ました。単位も全部取れたし、生活面で辛い思いをすることはあ
りませんでした。正直、先生から声かけてもらわなければ留学する決心はつかなかったと思います。でも、5か月間自分
一人で生活してみると、「今までの両親や大学のスタッフにどれだけサポートをしてもらっていたのか」気付くことがで
きました。まだまだ十分ではありませんが、英語も成長出来たので、留学に行って本当に良かったです。 

3

これからの新しい目標・宣言を聞かせてください。
　留学を経験したことで、自分がやりたいと思ったことは機会があれば不安要素があっても飛び込んで行こうと思
えるようになりました。これからは「やりたいことを後回しにしない」ということを意識してどんどん色んなことに挑
戦していきます。 

4

羽衣の後輩に一言！
　卒業して初めて分かりました。学生時代は幸せです。「まだ時間がある」「まだいい」なんて思わずに、いろんなこと
に挑戦してほしいです！

5

日程表（例）
日程 午前 午後 宿泊

  1日目 大阪出発 ノイバイ空港到着 ホテル
  2日目 ハノイ施設訪問（日本文化紹介） ホテル
  3日目 タイグエンへ移動 開校式/歓迎会 学生寮
  4日目 ベトナム語授業/博物館見学 日本語授業 学生寮
  5日目 サパツアー ホテル
  6日目 大学戻り ベトナム語授業 学生寮
  7日目 地元企業見学 市場見学 学生寮
  8日目 授業準備 学生寮
  9日目 日本語会話授業 日本語会話授業 学生寮
10日目 ベトナム語授業 日本語授業 学生寮
11日目 日本語授業 日本語授業 学生寮
12日目 修了式/ 送別会 日本語授業 学生寮
13日目 ハノイ見学 ノイバイ空港出発 学生寮
14日目 関空到着 学生寮
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対
象
校

交換留学プログラム
●1学期間または1年、羽衣国際大学からの交換留学生として協定校へ留学をするプログラム。
●交換留学生として現地学生と共に正課授業を受講できる。
●語学力向上に加え、海外の大学の授業スタイルや大学生の学ぶ姿勢を身近に見ることができ、
　帰国後の学生生活にが変化します。
●協定校だから単位互換が可能！

中国　●天津商業大学　●天津理工大学

韓国　●湖西大学校　●順天郷大学校　●釡山外国語大学校

台湾　●中台科技大学 タ イ　●バンコク大学

タイ・バンコク大学での交換留学を
終えた羽衣学生にインタビュ－

Hiromu Kawahira
現代社会学科
国際文化・英語コース
2017年度卒業

アメリカ　●サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）
　　　　　　　 ●スカジットバレーカレッジ（SVC）

タイグエン経済財政短期大学（TCEF）
3月初旬出発 （約２週間）

日本語ティーチングアシスタントプログラム

ベトナムについてだけでな
く、

自分の国、日本を知ること
が

できる研修！

　清風情報工科学院とタイグエン経済財政短期大学と羽衣
国際大学との三者協定に基づいて実現した、ベトナムでの日
本語ティーチングアシスタント＆文化体験プログラムです。
ハノイ・ノイバイ空港から1時間ほど北に位置する
　タイグエン経済財政短期大学に日本語クラスのアシスタ
ントとして会話の練習パートナーや日本文化の紹介をしま
す。研修中はベトナムの文化もタイグエンの学生と交流しな
がら体験することが出来ます。
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A Story of Hagoromo SAP

トナムでの日本語ティーチングアシスタントプログラムの一期生として研修に参加しまし
た。今回の研修ではベトナムの社会問題について考える機会を持つことができました。1つ

目は交通問題。ベトナムは信号機が少なく、車の合間をみて歩くことが日常で交通事故が日本より
多いそうです。　
2つ目は日本と違い、ベトナムは社会主義国家で、発展途上の部分もあり子供や女性の人身売買、強
制労働などの被害やストリートチルドレンが社会問題になっていることです。そんな子供たちを助け
るためにオーストラリア人のマイケル先生が立ち上げたブルードラゴン・チルドレンズファンデー
ションという施設を訪問し、子どもたちに日本文化を教えるという貴重な体験が出来ました。現地で
は自分のベトナム語はあまり通じませんでしたが、みんな笑顔で迎えてくれ楽しそうに話してくれた
ので、笑顔は世界共通語だと感じました。
タイグエンではベトナム人の学生たちに日本語の授業をしました。海外で授業することはまず出来
ない経験で、「日本語学習者にとって分かりやすい日本語で教えること」に苦労しました。この研修を
経て人に何かを教えることの難しさ、自分の学習環境の充実さ、語学をネイティブの先生から学ぶ機会があることがいかに恵
まれているかを実感しました。これから社会人になると、人に何かを伝えることがずっと増えると思います。この研修の経験を
生かして、これから世界で活躍できる人間になれるように学業もプライベートも頑張っていきます。

Riku Yokota
現代社会学科
経済経営コース3年

研修日程　2021年3月初旬頃出発予定
　　　　　 （前回実績 2019年3月11日～24日）

滞在方法　ホテル／学生寮
参加費用　10万円(研修費・宿泊費・航空券等)

留学をして吸収できた学びはどんなことですか？
　短期研修よりも長い時間を現地で過ごすことで、言葉や文化はもちろんのこと、現
地の人達の生活、文化、人間性を深く理解することが出来ました。その点は交換留学
で一番学ぶことができたと実感しているし、長期滞在する魅力だと思います。

1

留学先で履修した授業を教えてください。 
　授業は４クラス（12単位）履修しました。一番印象に残っている授業は「タイ語」の授業ですが、どのクラスでもプ
レゼンやディベートがあり、自分の意見を発表する機会が多く、携帯のアプリで参加するという授業もあり、主体的
に授業に参加することが求められたので授業形態が日本と違うと感じました。自分の意見を発言しないと、評価さ
れないことが日本ではあまりなかったので、タイでは自分の考えを英語で説明できるようにかなり努力しました。ま
た、間違えても大丈夫と思えるクラスの雰囲気も好きで、いろんな意見をクラスメイトと交換することができました。

2

達成できたこと、チャレンジだったことを教えてください。
　日本語が全く通じない場所で生活する機会は経験したことがなかったので、英語のみの授業で理解出来るか、不安
は大きかったです。滞在中はバンコク大学の先生やスタッフ、羽衣のスタッフに相談し、親身に対応していただけたので
、大きな問題は起こらず留学生活を過ごすことが出来ました。単位も全部取れたし、生活面で辛い思いをすることはあ
りませんでした。正直、先生から声かけてもらわなければ留学する決心はつかなかったと思います。でも、5か月間自分
一人で生活してみると、「今までの両親や大学のスタッフにどれだけサポートをしてもらっていたのか」気付くことがで
きました。まだまだ十分ではありませんが、英語も成長出来たので、留学に行って本当に良かったです。 

3

これからの新しい目標・宣言を聞かせてください。
　留学を経験したことで、自分がやりたいと思ったことは機会があれば不安要素があっても飛び込んで行こうと思
えるようになりました。これからは「やりたいことを後回しにしない」ということを意識してどんどん色んなことに挑
戦していきます。 

4

羽衣の後輩に一言！
　卒業して初めて分かりました。学生時代は幸せです。「まだ時間がある」「まだいい」なんて思わずに、いろんなこと
に挑戦してほしいです！

5
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Q パスポート どこでもらえるん？

A 大阪パスポートセンターで申請の仕方や書類を確認してください。
時間がかかるので、 早めに取りに行くべき！

Q 申し込み用紙、どこにあるん？

A 食堂の海外研修パネルや共通教育開発センター（CSD）に
用紙があるけど、ワードデータでもらった方がいいよ！

Q 保険ってなんなん？

A 大学の付帯海外保険に自己負担で加入します。 
研修中の病気や怪我などを保障してくれます。

Q お小遣い、いくらいるん？

A プログラムや滞在期間によって変わってきます。
クレジットカードを作った方が便利な国もあるので、
この機会にカードを作っておくと、大金を持ち歩かなくてもいいので安心です。

Q 申し込みの締め切りいつやった？

A 短期研修前期は4月30日と6月12日、短期研修後期は10月21日と
１２月18日。提出先は共通教育開発センター（CSD）まで。

Q 事前学習は、絶対出席なん？

A 研修の一環なので、必須参加です！
現地に着いてからもっと勉強しておけばよかったって思う。
後悔しないように行く前からしっかり準備していこう！

LINEでも質問受付中！
友達申請待ってます。Q 何持っていったらいいん？

A 心配しなくても大丈夫。ガイダンスや事前学習で
プログラムに参加した学生から
アドバイスや経験談を聞くことができます！
何でも聞いてください！

Hagoromo SAP※ FAQ　海外研修 よくある質問
海外研修のあれこれ。みなさんからよく寄せられる質問に、
研修に参加してくれた羽衣学生が回答してくれます。
その他の質問は、共通教育開発センター（CSD）まで。 

※HagoromoSAPとは【Study Abroad Program（海外研修プログラム）】のことです。

研修修了後の必須提出物

必要事項を記入の上、押印して提出

海外特別活動単位認定申請書（事前計画書）1

次の①～⑥の活動報告を作成の上、研修中の写真を10枚程度添付して、
氏名などの必要事項を記入、押印して提出

※期限を過ぎると単位認定されません
※提出期限を過ぎても報告書の提出は海外研修参加者の義務です

海外特別活動単位認定申請書（活動報告書）2

期限厳守！

単位認定申請書と活動報告書は
帰国後1週間以内に必ず提出する！

活動報告書の記載項目

●申請書・報告書とは別にお世話になった先生・スタッフ・学生・
　ホストファミリーへお礼の手紙、メール等を送ること
●研修アンケートも1週間以内に提出

①事前準備
実際に行った事前準備とそれがどのように役立ったか。

②学習内容
研修中に学んだ内容（課題、自主学習、イベントなども含める）

③生活面
滞在中の普段の生活の様子、地域の人との交流等

④海外短期留学の成果
上記①～③や計画書に基づいての研修成果のまとめ（1,000字以上）

⑤反省点
今回の研修で達成できなかったことや、今後どのように反省を生かすか

⑥今後の研修参加者へのアドバイス
参加して得たこと、現地情報などを具体的に
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Q パスポート どこでもらえるん？

A 大阪パスポートセンターで申請の仕方や書類を確認してください。
時間がかかるので、 早めに取りに行くべき！

Q 申し込み用紙、どこにあるん？

A 食堂の海外研修パネルや共通教育開発センター（CSD）に
用紙があるけど、ワードデータでもらった方がいいよ！

Q 保険ってなんなん？

A 大学の付帯海外保険に自己負担で加入します。 
研修中の病気や怪我などを保障してくれます。

Q お小遣い、いくらいるん？

A プログラムや滞在期間によって変わってきます。
クレジットカードを作った方が便利な国もあるので、
この機会にカードを作っておくと、大金を持ち歩かなくてもいいので安心です。

Q 申し込みの締め切りいつやった？

A 短期研修前期は4月30日と6月12日、短期研修後期は10月21日と
１２月18日。提出先は共通教育開発センター（CSD）まで。

Q 事前学習は、絶対出席なん？

A 研修の一環なので、必須参加です！
現地に着いてからもっと勉強しておけばよかったって思う。
後悔しないように行く前からしっかり準備していこう！

LINEでも質問受付中！
友達申請待ってます。Q 何持っていったらいいん？

A 心配しなくても大丈夫。ガイダンスや事前学習で
プログラムに参加した学生から
アドバイスや経験談を聞くことができます！
何でも聞いてください！

Hagoromo SAP※ FAQ　海外研修 よくある質問
海外研修のあれこれ。みなさんからよく寄せられる質問に、
研修に参加してくれた羽衣学生が回答してくれます。
その他の質問は、共通教育開発センター（CSD）まで。 

※HagoromoSAPとは【Study Abroad Program（海外研修プログラム）】のことです。

研修修了後の必須提出物

必要事項を記入の上、押印して提出

海外特別活動単位認定申請書（事前計画書）1

次の①～⑥の活動報告を作成の上、研修中の写真を10枚程度添付して、
氏名などの必要事項を記入、押印して提出

※期限を過ぎると単位認定されません
※提出期限を過ぎても報告書の提出は海外研修参加者の義務です

海外特別活動単位認定申請書（活動報告書）2

期限厳守！

単位認定申請書と活動報告書は
帰国後1週間以内に必ず提出する！

活動報告書の記載項目

●申請書・報告書とは別にお世話になった先生・スタッフ・学生・
　ホストファミリーへお礼の手紙、メール等を送ること
●研修アンケートも1週間以内に提出

①事前準備
実際に行った事前準備とそれがどのように役立ったか。

②学習内容
研修中に学んだ内容（課題、自主学習、イベントなども含める）

③生活面
滞在中の普段の生活の様子、地域の人との交流等

④海外短期留学の成果
上記①～③や計画書に基づいての研修成果のまとめ（1,000字以上）

⑤反省点
今回の研修で達成できなかったことや、今後どのように反省を生かすか

⑥今後の研修参加者へのアドバイス
参加して得たこと、現地情報などを具体的に
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が日本研修ボランティアに参加したきっかけは、ゼミの先生に誘われたからです。英語が
苦手だったので、通じなかったらどうしようと最初は戸惑いました。でもアメリカの学生

が私の言いたいことを理解しようとしてくれたことに勇気づけられ、何度も話しかけるうちに少
しずつ英語が上達し、コミュニケーションをとることが楽しくなりました。ボランティアとしてどう
すれば日本文化を楽しんで学んでもらえるのか考えるのは難しかったけど、アメリカの学生に喜
んでもらえた時は私も本当に嬉しくてやりがいを感じました。ボランティアを終えてみて、英語を
事前にもっと勉強しておけば、より深く交流できたという反省はありますが、出来ないなりに努
力してアメリカの学生とコミュニケーションを取れたことは貴重な経験となりました。

Fuka Sasabe
放送・メディア映像学科

Vina Ramadhani
現代社会学科　観光コース

Student Voice
私

は国を超えてたくさんの友達を作りたいと思っています。私はインドネシア出身ですが、
羽衣国際大学に留学することで国を超えてたくさんの友達を作ることができています。

そして日本研修ボランティアは、さらに友達の輪を広げられるチャンスだと思い、参加しました。
実際に参加してみて、アメリカの文化や日本の文化、インドネシアの文化の3か国の異文化交流
をすることができました。特に外国人から見た日本の風景は、留学生である私だからこそ伝えら
れたのだと思っています。例えばインドネシアではお正月に花火をしてお祝いするのですが、日
本人は神社にお参りすることを大切にしています。そんな私が気づいた文化の違いを紹介しま
した。また、私自身もアメリカ人学生と積極的にコミュニケーションを取ることで英語の勉強にも
なり、文化も教えてもらえたので得るものが多かったです。日本研修ボランティアを通してまた
友達が増えたことを嬉しく思います。

私

日本研修
サポートボランティア

JAPA
N

STU
DY

日本にいながら英語の勉強がしたい！国際交流したい！！というみなさんに朗報！！！

日本研修にはみなさんの力が必要です！

アメリカの協定校からやってくる学生に
最高の「O・MO・TE・NA・SHI」しませんか？！

アメリカの協定校日本研修のサポートを通して、国際交流の楽しさが体感できるプログラムです。
英語が話せなくても、アメリカの学生に日本での生活を楽しんでもらいたいという

“おもてなしの気持ち”があれば大丈夫！

日本研修ボランティアに興味がある方は共通教育開発センター（CSD)にお問い合わせください。
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夏
SPSCC

研修日程
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が日本研修ボランティアに参加したきっかけは、ゼミの先生に誘われたからです。英語が
苦手だったので、通じなかったらどうしようと最初は戸惑いました。でもアメリカの学生
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Fuka Sasabe
放送・メディア映像学科

Vina Ramadhani
現代社会学科　観光コース

Student Voice
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自分の身は自分で守るという意識を持つ

海外留学に関する危機管理ガイドライン

　海外に留学する場合、文化・習慣はもとより、制度・治安など日本とはまるで違うことが多々あります。日本を
離れ海外で生活する中で、ケガや病気、事件・事故などのリスクは常に存在しており、そのリスクを軽減するた
めにも必要なのことが「自分の身は自分で守る」、すなわち自己責任という意識です。
　今回の留学プログラム参加にあたり、海外渡航前に十分な事前学習を行い、危険リスク回避の心構えを十分
に理解したうえで参加し、留学中は「羽衣国際大学の学生」として自覚を持ちながら行動してください。

学生の海外留学状況把握
　学生は、留学中身勝手な行動をせず協定校担当教員の指示に従うこと。また、常に連絡が取れるよう出発前
から海外協定校、学生及び保護者、大学の連絡先を控えておくこと。
　1か月以上留学する場合は、定期的に担当教員と海外研修担当職員に連絡を取り状況を報告すること。担当
教員は、留学中の学習についての指導を行い、海外研修担当職員は、留学生活において学生の相談に乗り適宜
支援を行います。

留学中の渡航先及び国内連絡先の把握及び共有
万が一の場合に備えて、出発前から以下の情報を関係者で共有すること。
● 渡航期間
● 渡航場所
● 滞在場所（宿舎等）
● 協定校担当部署及び担当者
● 協定校担当者の連絡先
● 本学の担当及び連絡先羽衣国際大学 共通教育開発センター（CSD）
　 ☎+81-72-242-8300　e-Mail csd@hagoromo.ac.jp
● 本学の夜間緊急連絡先　羽衣国際大学（代表）　＋81-72-265-7000
● 学生の連絡先

関係省庁の連絡先
● 文部科学省　高等教育局　学生・留学生課　留学生交流室政策調査係
代表　☎03-5253-4111（内線 3433）　　夜間休日直通　☎080-7703-1068

● 外務省　領事局海外邦人安全課（一般邦人援護、緊急事態の邦人保護等）
直通　☎03-5501-8160

● 領事局邦人テロ対策室（海外におけるテロ事件、誘拐、脅迫、ハイジャック、人質事件等）
直通　☎03-5501-8165

● 領事サービスセンター（海外安全担当）
代表　☎03-3580-3311（内線 2902／2903）　　直通　☎03-5501-8162

　 ・保護者の緊急連絡先自宅

　 ・保護者携帯電話

　 ・保険（東京海上日動保険株式会社）の連絡先　☎03-3515-4133

　 ・保険代理店（東海日動パートナーズ）の連絡先　☎06-6233-7225

　 ・渡航先の最寄りの在外公館の連絡先

自分の身は自分で守るための心構え
　海外では日本と違った危険に遭遇する可能性が高い場合が多いのですが現地情報を事前に熟知し、日本にいる時
とは意識を切り替えることで多くのトラブルを回避できます。特に以下の点については、外務省作成の「海外安全虎
の巻」等も参照にしつつ、事前に十分理解しておいてください。

● 危険な場所には近付かないこと
● 多額の現金・貴重品は持ち歩かないこと
● 目立つ服装や言動は慎むこと
● 渡航先で有効な危機事象回避の方法を身につけること
● 犯罪にあったら抵抗しないこと
● 見知らぬ人を安易に信用しないこと
● 常に自分の所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておくこと
● 大学や家族に対して定期的に連絡を取ること
● 現地の法律を守り、宗教、文化等を理解し尊重すること
● 滞在先の法律順守はもちろんのこと、薬物使用や未成年の飲酒など日本国内の法律に抵触する行為は行わないこと
● 万が一に備えて緊急連絡先は常に確認できるようにしておくこと
● 協定校担当部署及び担当者連絡先を把握し、万が一の時は即報告すること

渡航前に準備しておくべきこと
● 外務省 海外安全ホームページのチェック　http://www.anzen.mofa.go.jp
● 留学先の連絡先等の登録
※現地にて緊急の場合すぐに連絡できるよう、協定校及び本学の担当者連絡先を控えておくとともに、留学中
　の連絡先を大学に登録してください。また、留学中に連絡先を変更した場合は、その都度変更の届を提出し
　てください。

● 海外旅行保険の加入
※海外で入院・手術が必要となった場合、医療費が非常に高額となる場合や、家族が留学先を複数回訪問する
必要が生じて、渡航費用が高額となる場合もあります。また、医療水準が日本に比べて低い国では、国外へ
の緊急搬送が必要となり、高額な費用が必要となる場合もあります。こうした事態に備えるため、保険には必
ず加入してください。また、補償対象の事由と免責事項を把握するとともに家族にも内容を確認してもらっ
てください。
※学生が出発前に加入する保険「JEES学研災付帯海外留学保険」
　（保険会社▶東京海上日動　TEL0080-181-2233）

歯科治療は治療費が高額となるだけでなく、保険の適用ができない場合があります。その場合、全て自己負
担となりますので、治療中の方は治療を終えるようにしてください。

盲腸の手術で、150万円かかった場合もあります。

パスポートは絶対に無くさないこと

飲酒・喫煙は国により年齢が違います

現金等は小分けに持ち歩くこと

虫歯の治療は必ず済ませておいてください

外務省
海外安全情報配信サービス に登録すること
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Knock on the door to a new world!
羽衣国際大学の海外研修は
旅行では体験できない
協定校の学生やスタッフとの交流が組み込まれ、
たくさんのことを学ぶことができます。

研修に参加した学生は成長し、 
帰国後も現地の友人やホストファミリーと連絡を取り合ったり、
続けて別のプログラムに参加する
リピーター学生がたくさんいます。

あなたの人生がちょっと変わるかもしれない
羽衣の海外研修に参加してみませんか？
質問があればいつでも教育共通開発センター（CSD）まで!

LINEでも情報発信中
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　学生は、留学中身勝手な行動をせず協定校担当教員の指示に従うこと。また、常に連絡が取れるよう出発前
から海外協定校、学生及び保護者、大学の連絡先を控えておくこと。
　1か月以上留学する場合は、定期的に担当教員と海外研修担当職員に連絡を取り状況を報告すること。担当
教員は、留学中の学習についての指導を行い、海外研修担当職員は、留学生活において学生の相談に乗り適宜
支援を行います。

留学中の渡航先及び国内連絡先の把握及び共有
万が一の場合に備えて、出発前から以下の情報を関係者で共有すること。
● 渡航期間
● 渡航場所
● 滞在場所（宿舎等）
● 協定校担当部署及び担当者
● 協定校担当者の連絡先
● 本学の担当及び連絡先羽衣国際大学 共通教育開発センター（CSD）
　 ☎+81-72-242-8300　e-Mail csd@hagoromo.ac.jp
● 本学の夜間緊急連絡先　羽衣国際大学（代表）　＋81-72-265-7000
● 学生の連絡先

関係省庁の連絡先
● 文部科学省　高等教育局　学生・留学生課　留学生交流室政策調査係
代表　☎03-5253-4111（内線 3433）　　夜間休日直通　☎080-7703-1068

● 外務省　領事局海外邦人安全課（一般邦人援護、緊急事態の邦人保護等）
直通　☎03-5501-8160

● 領事局邦人テロ対策室（海外におけるテロ事件、誘拐、脅迫、ハイジャック、人質事件等）
直通　☎03-5501-8165

● 領事サービスセンター（海外安全担当）
代表　☎03-3580-3311（内線 2902／2903）　　直通　☎03-5501-8162

　 ・保護者の緊急連絡先自宅

　 ・保護者携帯電話

　 ・保険（東京海上日動保険株式会社）の連絡先　☎03-3515-4133

　 ・保険代理店（東海日動パートナーズ）の連絡先　☎06-6233-7225

　 ・渡航先の最寄りの在外公館の連絡先

自分の身は自分で守るための心構え
　海外では日本と違った危険に遭遇する可能性が高い場合が多いのですが現地情報を事前に熟知し、日本にいる時
とは意識を切り替えることで多くのトラブルを回避できます。特に以下の点については、外務省作成の「海外安全虎
の巻」等も参照にしつつ、事前に十分理解しておいてください。

● 危険な場所には近付かないこと
● 多額の現金・貴重品は持ち歩かないこと
● 目立つ服装や言動は慎むこと
● 渡航先で有効な危機事象回避の方法を身につけること
● 犯罪にあったら抵抗しないこと
● 見知らぬ人を安易に信用しないこと
● 常に自分の所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておくこと
● 大学や家族に対して定期的に連絡を取ること
● 現地の法律を守り、宗教、文化等を理解し尊重すること
● 滞在先の法律順守はもちろんのこと、薬物使用や未成年の飲酒など日本国内の法律に抵触する行為は行わないこと
● 万が一に備えて緊急連絡先は常に確認できるようにしておくこと
● 協定校担当部署及び担当者連絡先を把握し、万が一の時は即報告すること

渡航前に準備しておくべきこと
● 外務省 海外安全ホームページのチェック　http://www.anzen.mofa.go.jp
● 留学先の連絡先等の登録
※現地にて緊急の場合すぐに連絡できるよう、協定校及び本学の担当者連絡先を控えておくとともに、留学中
　の連絡先を大学に登録してください。また、留学中に連絡先を変更した場合は、その都度変更の届を提出し
　てください。

● 海外旅行保険の加入
※海外で入院・手術が必要となった場合、医療費が非常に高額となる場合や、家族が留学先を複数回訪問する
必要が生じて、渡航費用が高額となる場合もあります。また、医療水準が日本に比べて低い国では、国外へ
の緊急搬送が必要となり、高額な費用が必要となる場合もあります。こうした事態に備えるため、保険には必
ず加入してください。また、補償対象の事由と免責事項を把握するとともに家族にも内容を確認してもらっ
てください。
※学生が出発前に加入する保険「JEES学研災付帯海外留学保険」
　（保険会社▶東京海上日動　TEL0080-181-2233）

歯科治療は治療費が高額となるだけでなく、保険の適用ができない場合があります。その場合、全て自己負
担となりますので、治療中の方は治療を終えるようにしてください。

盲腸の手術で、150万円かかった場合もあります。

パスポートは絶対に無くさないこと

飲酒・喫煙は国により年齢が違います

現金等は小分けに持ち歩くこと

虫歯の治療は必ず済ませておいてください

外務省
海外安全情報配信サービス に登録すること
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