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羽衣国際大学の海外協定校は現在、10ヵ国26校あります。（※2021年3月現在）
このガイドブックでは、2021年度以降予定のボランティアワーク、
ティーチングアシスタント、海外研修、交換留学実施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！

羽衣国際大学 海外協定校 INDEX

釡山外国語大学 P8

順天郷大学校 P9

湖西大学校 P9

天津商業大学 P11

中台科技大学 P11

グアム大学 P11

CNE 1 P5

デラサール大学 P7

タイグエン
経済財政短期大学 P11

バンコク大学 P12

フィティレイア
国立工科大学 P10

サザンクロス大学 P6

P10SPSCC
（サウスピュージェット
  サウンドコミュニティカレッジ）

スカジットバレー
カレッジ P10

P10アイダホ大学

P10サンフランシスコ
州立大学

羽衣国際大学海外協定校 P1-2

海外研修一覧表 P3-4

P11

日本研修
サポートボランティア

海外研修の申込から提出まで

海外留学に関する
危機管理ガイドライン

CNE 1（フィリピン）
サザンクロス大学（オーストラリア）
デラサール大学（フィリピン）
釡山外国語大学（韓国）

P5
P6
P7
P8

オンライン留学

交換留学プログラム

SPSCC（USA） P10

P12

中台科技大学（台湾）
天津商業大学（中国）

日本語ティーチングプログラム

P13

P14

P15-16

バンコク大学（タイ）

順天郷大学校（韓国）
湖西大学（韓国）

来年度実施予定校

アイダホ大学（USA）
サンフランシスコ州立大学（USA）
フィティレイア国立工科大学
（ニュージーランド）

アカデミック英語研修 P10

P17-18

P9
P9

オンライン受講に必要な物

ヘッドセット、WEBカメラ、メールアドレス、
「Zoom」または「Facebookメッセンジャー」

韓国

韓国 フィリピン

フィリピン

ベトナム

タイ

ニュージーランド

オーストラリア

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

韓国

中国

台湾

グアム

2021年度秋学期
オンライン留学決定
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海外研修一覧表 ★ … オンライン授業実施大学等

研修目的 ランク 研修種類 研修国 大学名等 説明会参加～研修開始（出発）まで 英語レベル／応募資格 期間 研修日程 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

語学・
異文化体験

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）

5月初旬����������説明会参加
5月～6月中旬� ����研修申請手続き
6月中旬～7月� �������事前研修
8月下旬�����������研修開始

帰国後1カ月以内�報告書作成、発表会参加

全学生
英語・異文化体験に
興味があること

2週間 未定 学生寮 約35万円

6月中旬韓国 順天郷大学校 約1か月 未定 学生寮 約10万円

韓国 湖西大学校 約10日間 未定 学生寮 約9万円

フィリピン ★デラサール大学 8・９月開講のオンライン授業を受ける場合
5月13日��������� 説明会参加
5月下旬������� 研修申請手続き
8・9月�������オンライン研修開始

約18日間 8月
オンライン授業あり 自宅 約2万8千円～６万円

（個別・グループにより異なる。） 6月25日

オーストラリア ★サザンクロス大学 2週間 8月
オンライン授業あり 自宅 約8万～14万円 6月4日

語学研修 フィリピン ★CNE1 5月13日��������� 説明会参加
8月��������オンライン研修開始 1週間～ 8月

オンライン授業 自宅 約28,000円～ 7月16日

英語を徹底的に
伸ばしたい

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 1月中旬��������� 説明会参加
2月~3月初旬� ��� 研修申請手続き
4月～6月� �������� 渡航準備
8月中旬������������ 出発

10週間 未定 学生寮 約85万円

1月下旬アメリカ合衆国 サンフランシスコ州立大学 10週間 未定 ホームステイ／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 8月または2月���������� 出発
(2月出発の場合：8月に手続き開始) 16週間 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
10月初旬� ������� 説明会参加
10月初旬～中旬� ���� 申請手続き
11月� ������� 渡航前研修参加
3月�������������� 出発

2週間 未定 学生寮 約10万円
※JASSO給付型奨学金採択プログラム 12月中旬

台湾 中台科技大学 約10日間 未定 学生寮 約7万円
※JASSO給付型奨学金採択プログラム 12月中旬

中国 天津商業大学 約10日間 未定 学生寮 約7万円
※JASSO給付型奨学金採択プログラム 12月中旬

国際ボランティア

ボランティア
ワーク タイ バンコク大学

10月初旬� ������� 説明会参加
10月初旬～中旬� ���� 申請手続き
11月� ������� 渡航前研修参加
12月� ������������ 出発

約10日間 未定 ホテル／キャンプ 約12万円
※JASSO給付型奨学金採択プログラム 10月中旬

日本研修 日本
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）

毎年夏休みに開催しています。
※2021年は開催なし
興味がある方は共通教育開発センター
（CSD）までお問い合わせください。

2週間
未定 ユースホステル　

ホームステイ(1泊） プログラム内の参観料は大学負担
（※交通費・食費などは自己負担）

5月下旬

大学内で国際交流 スカジットバレーカレッジ(SVC) 未定 ユースホステル 5月下旬

世界が
キャンパス

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）
⃝グアム大学
⃝天津商業大学
⃝天津理工大学
★順天郷大学校
⃝湖西大学校
★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
定校へ留学をします。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。

⃝�英語で最低限のコ
ミュニケーションがと
れる。

⃝�留学時点で2年生以
上であること

1学期間
または
2学期間

順天郷大学校
釜山外国語大学校
オンライン授業あり

ホームステイ／学生寮
または自宅 留学先によって異なる

（前期出発）
7月下旬

（後期出発）
1月下旬

前期出発
説明会�5月中旬

後期出発�
説明会�1月中旬

オンライン
受講 アメリカ等 オンライン授業配信会社

例）edX,Alison

世界中の学生に無償で、多岐にわたる分
野の大学レベルの授業を無償で提供して
いる。
授業内容については担当の先生と要相
談。修了すれば専門の科目と単位互換可
能。また専門の科目と単位互換できないが
修了した場合「海外特別活動ⅠorⅡ」として
単位認定する。

目安：TOEIC600 ー オンライン授業 自宅 授業によって異なる ー

海外研修ガイドブック 43



サザンクロス大学

オーストラリア語学・
異文化オンラインプログラム

https://www.scu.edu.au/scu-college/

https://www.cne1jp.com/

海外特別活動Ⅰ　単位認定可

CNE1
フィリピン　英語研修

　CNE1はオンラインもリアル授業も1コマ50分。
　他校に比べマンツーマンレッスンは英語を「話す」「聞く」
事に絞ってレッスンをしますので、英語を話す時間を大幅に
獲得でき、時間効率と費用対効果を最大化します。
　CNE1留学と同じクラスをオンライン英会話で提供開始！

　サザンクロス大学は留学生を積極的に受け入れている大
学の一つで、毎年春休みにスタディツアーを実施していま
す。2021年はオンラインで行われ、日本にいながら受講する
ことができます。プログラムには英語レッスンのほか、ホスト
ファミリーと交流ができるバーチャルホームステイや、オー
ストラリアの観光地を訪れるバーチャルツアーなど、オンラ
インで行われるアクティビティも盛りだくさんです。

オンライン
留学

オンライン
留学

オンライン英会話コース

海外研修コース（今年度は未定） 
前回実績：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・航空券・寮費他）

●コアラセンター訪問
●サザンクロス大学キャンパスツアー
●動物園ツアー
●Uluruへ行こう！(写真左)
●The Great Barrier Reefへ行こう！(右)

などなど 通常研修で行われる
アクティビティがVirtualに！

　僕は、人生で初めて海外に行き、大学でのプログラムを通して、多くのことを学ぶことができました。
　英語の授業中の話し合いなどでは、みんなの英語は同じくらいのレベルでしたし、2週間があっという間に終わりました。
今回の体験で、自然の中での授業や課外活動を体験できたことが一番気持ちよく楽しかったですし、人生で初めて海でサー
フィンをしてとても幸せでした。大学の体育館にはスポーツジムやプールがついており、泳ぐこともでき、また最終日には、野
生のワラビーも見かけるなど、豊かな自然が感じられました。
　ホームステイ先のホストマザーが毎日作ってくれる各国の料理はとてもおいしく、普段は食べることができない料理ばか
りで毎回楽しみで、料理のお手伝いやピザ作りの体験もすることができました。ホストマザーの友人が遊びに来た時は、珍し
い楽器の演奏体験や私の能の仕舞を披露したりして交流しました。能や日本の伝統文化について英語で説明するのは難し
かったですが、私の能を見てくれた人から拍手を頂きうれしく思いました。
　こういう海外研修は、大学でしかできないプログラムなので、興味がある人は、1回だけでも参加しておくと良い経験にな
ると思います。

Naoya Nakayama
放送メディア映像学科

卒業生

海外特別活動Ⅰ　単位認定可

オンライン英会話コース

バーチャルアクティビティ

海外研修コース（今年度は未定） 
前回実績：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・航空券・寮費他）

Voice
　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ました。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ました。
　フィリピンでの英語研修を通して、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、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。

Voice

Minto Koja
現代社会学科3年

期間

下記時間から3コマ選ぶ

1限目　   9：00－9：50
2限目　10：00－10：50
3限目　11：00－11：50
4限目　12：00－12：50

※授業開始2週
間前までに終
えること

あり
スピーキング

語学学習 Real Time

3時間
マンツーマンレッスン
下記日程の月曜日始まり
から選択
・8月9日～8月13日
・8月16日～8月20日
・8月23日～8月27日
・8月30日～9月3日

休校日

土日 1名～

最小催行人数 事前レベル確認 内容 授業形態 料金授業時間（日本時間）
期間

825ドル
約65,000円
（1人あたり）

①9時～10時

②10時15分～11時15分

③12時～13時

授業初日に
実施

・ 語学学習
・ バーチャル
　アクティビティ

自宅or大学
Real Time
オンデマンド

8月16日～8月27日
開講予定

3時間×5日間×2週間
＝30時間

休校日

なし 15名
以上

最小催行人数 事前レベル確認 内容 授業形態 料金授業時間（日本時間）

1週目

①

②

休憩

昼休憩

クラス分け

オリエンテーション

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

8月16日 8月17日 8月18日

土・日

8月19日 8月20日

③ バーチャル
アクティビティ

バーチャル
アクティビティ

バーチャル
アクティビティ

バーチャル
アクティビティ

グローバル
コミュニケーション

2021年8月　１～4週間程度日程 2021年7月16日（金)申込締切

2021年8月16日(月)～8月27日(金)日程 2021年6月4日（金)申込締切

授業時間…50分/1回 料金目安…約3万円～

オンライン英会話クラスは、オンラインで毎週決まった時間、固定の担任講師、同じカリキュラム、テキストで
「英語を話す」練習を行います。

5月13日説明会

5月13日説明会

2週目

①

②

休憩

昼休憩

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

英語レッスン

レッスン

8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日

③ バーチャル
アクティビティ

バーチャル
アクティビティ 修了式グローバル

コミュニケーション プログラム評価

初期費用1万円
（カウンセリング、カリ
キュラム提案、スピー
キングテスト2回、
バーチャルクラスルー
ム使用料）が別途、か
かります。

1週間 18,000円
2週間 36,000円
3週間 54,000円
4週間 72,000円

＋

朝から昼のレッスン

5限目　14：00－14：50
6限目　15：00－15：50
7限目　17：00－17：50
8限目　18：00－18：50

昼から夕方のレッスン

9限目　20：00－20：50
10限目　21：00－21：50
11限目　22：00－22：50
12限目　23：00－23：50

夕方から夜のレッスン

「25分レッスン」無料体験レッスン開催中 受講前に無料で25分の体験レッスンができます
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釡山外国語大学校
オンライン交換留学プログラム

大学H.P. https://www.bufs.ac.kr/html/00_main/default.aspx
国際交流H.P. http://cia.bufs.ac.kr

https://www.dlsu.edu.ph/

海外特別活動Ⅰ　単位認定可

デラサール大学
フィリピン　英語オンラインプログラム

　1911年に創立されたフィリピンの首都マニラ市に
位置するカトリック系の私立大学です。現在では、国立
フィリピン大学、私立アテネオ・デ・マニラ大学と並ぶ
フィリピン最高峰の名門大学となっています。首都マ
ニラのキャンパスを中心として、フィリピン各地にキャ
ンパスがあります。

　釡山市は大韓民国南東部に位置し、人口規模はソウル特別市
に次ぐ2位。
　対馬海峡に面し、古くから日本と朝鮮半島とを結ぶ交通の要
衝として栄えてきた港湾都市。
　大学は1981年に設立された私立大学で、”BUFS”と略されま
す。外国語大学だけあって、英語、西洋語、東洋語、日本語など
様々な語学学科があり、映像メディア学科、国際貿易学科など語
学以外の学科も充実しています。

オンライン
留学

オンライン
留学

オンライン交換留学プログラム

交換留学生にはTOPIKの資格の基準を設けておりません。　
読み書きができる程度、あるいは韓国入国後自分で基礎を学ぶ意欲のある方であれば問題なく授業についていけるかと思います。

※本人の専攻にあわせて、また出身大学から認められる学科・学部を選んでください。
※パイデイア創意人材学部の場合、授業は聴講できますが、所属学科として選ぶことはできません。

海外特別活動IまたはⅡ　単位認定可オンライン英会話コース

▶学部（科）紹介

※ オンライン授業は本人の所属学科とは関係なく、受講した科目はすべて専攻科目として認定可能。
※ 専攻↔教養相互認定も可能。

期間

1名クラス
約49,000円
2～3名クラス
約27,000円
4～7名クラス
約21,000円

①9時～11時
②11時15分～13時15分
③14時～16時15分
上記より1コマ選択

あり
英文法
読解

ライティング
スピーキング

語学学習 自宅or大学
Real Time

8月2日～8月20日

2時間×5日間×3週間＝30時間
1名

最小催行人数 事前レベル確認 内容 授業形態 料金授業時間（日本時間）

グローバルビジネス大学

経営学部

国際貿易・マーケティング学部

国際秘書学科
経済金融学科

経営／会計

国際貿易／国際マーケティング
スポーツ産業学部

国際学部

社会福祉学科
映像コンテンツ融合学科

社会体育／スポーツ産業

コンピューターソフトウェア学部
エンベデッドIT学部
電子ロボット工学科

コンピューターソフトウェア／ビッグデータ

韓国語文化教育／国際貿易経営 ※外国人専用
警察情報保護学部 警察行政／サイバー警察／情報保護

大学 学部（科）名 専攻

グローカル創意融合大学

グローバルIT大学

● 韓国内に入国できない海外在住者の場合 ▶ すべてオンライン授業
● 韓国内在住者の場合 ▶ オンライン+オフライン（対面）授業(週ごと交互) 
　 例) 1週目オンライン、2週目オフライン（対面）、3週目オンライン 
● 韓国内入国後の隔離期間(14日) ▶ オンライン授業(最大6単位まで申請可能) 
　例) 隔離期間オンライン授業を6単位 + 開講後13単位 = 19単位 

2021年8月2日～8月20日日程 5月13日説明会 2021年6月25日(金)申込締切

授業内容　•英文法　30分　•読解力と語彙力の向上　45分　•書き込み　60分　•スピーキング発音　15～20分

2021年8月31日～12月18日（約4か月）日程 5月初旬説明会

2021年5月中旬までに指定された申請用紙に記入し、国際郵便（EMS）で提出申込締切

授業料　不要

費用（韓国への渡航が可能となった場合）
約30万円【航空券、寮費（＋保証金・管理費）、食費、雑費、VISA申請費など】

韓国語能力試験（TOPIK）　不問

▶プログラムの構造と内容
　CIESOLは、学術的、個人的、または専門的な開発のためのマクロスキル（リスニング、スピーキング、読み書き）とマイクロスキル（文
法、語彙、および発音）の両方に焦点を当てた、幅広い集中的なオンラインESOLコースを提供しています。以下の短期のノンフィクショ
ンコースの詳細については、
CIESOL Webサイト▶https://www.dlsu.edu.ph/colleges/bagced/ciesolを参照してください。

▶プログラムの目的と成果
　この3週間の集中オンラインESOLプログラムは、生徒の全体的な英語能力を向上させることを目的としています。
　Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Low Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, and 
Proficient.の8つのレベルに応じて、最も適切なコースに設定されています。

▶参加条件
　英語力のレベルを確認するには、すべての学生がオンラインのレベル別テストを受ける必要があります。学生は、1か月に最低1つ、最
大3つのオンラインESOL※コースに登録できます。(大学では1コースの受講を推奨します) プレースメントテストの結果を取得した後、
FaceBook MessengerまたはZoomを使用してすべての生徒が最初の面接を受け、どのレベルの指導を受ける必要があるかを判断し
ます。
※ESOL＝English for speakers of other languages（非英語母語話者のための英語学習）
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湖西大学校
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！

順天郷大学校（SCH）
韓国語学・異文化交流プログラム

University of Idaho（アイダホ大学）
アカデミック英語研修

　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。

If you would like to improve your English skills, we can offer intensive English study programs at the 
following universities. These are advanced university level English programs which can offer excellent 
experiences like internships and volunteer activities! It's an inspiring opportunity to experience inter-
national classmates and life!

さらなる英語力の向上をご希望の場合は、以下の大学で集中的な英語プログラムを実施いたします。これは大学の高
度な英語プログラムで、インターンシップやボランティア活動など良い経験ができます。クラスメートや国際的な生活
がより学生生活を刺激してくれますよ。

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！

　交換留学に行くのが難しいコースに所属しているので、夏休みに一か月間の交換留学体験ができることが大変魅力的で
した。寮の部屋はオンドルがあったり、トイレと狭いシャワースペースがワンルームになっていたりと韓国の住まいを体験で
きました。
　授業は大きく分けて韓国語、韓国文化、国際理解があり、興味のある授業を自分で選択しました。授業以外の時間は、ダン
スや日本語のサークルに参加し、正規学生の日本語授業のサポートをしました。私は英会話に自信がなく、韓国語も全く分
からない状態で参加したので友達作りが一つの課題でしたが、私のゆっくり話す英語を最後まで聞いてくれる留学生仲間
や、スマホで翻訳しながら話してくれる韓国人の友達など、今でも連絡の取りあえる温かい人たちに出会えることができまし
た。一番の思い出は誕生日をたくさんの人にお祝いしてもらったことで、当日のサプライズや誕生日後に出会ってもプレゼン
トを用意してくれた友達の優しさに嬉し泣きをしました。
　留学中にたくさんの人に支えてもらったので私にできることをしたいと思い、順天郷大学の先生が主催するzoom交流会
に参加しています。コロナが落ち着けば留学中やzoom交流会で出会った友達に会いに行きたいです。

Voice

Saki Arai
人間生活学科

住空間デザインコース 4年

　私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
事ができないので、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。

Voice

Aki Yamaguchi
放送メディア映像学科

4年

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）

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（SPSC-
C）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。

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！

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）

前回実績…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)

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

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)

フィティレイア国立工科大学（ニュージーランド）

Stay with American University Students and learn Academic English!

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

2021年度秋学期
オンライン留学決定！
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タイグエン経済財政
短期大学（TCEF）〈ベトナム〉

日本語ティーチングアシスタントプログラム

　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。

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！

　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。

「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！

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)

前回実績…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)

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)

中台科技大学〈台湾〉
天津商業大学〈中国〉

日本語ティーチングアシスタントプログラム

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

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

バンコク大学〈タイ〉
タイ ボランティアワークキャンプ

　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。

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！

　この研修では、タイやボランティアの在り方について学ぶことができます。異なる国の人同士が文化も言葉も違う中、同じ

目標に向かって生まれる団結力や達成感は他では味わえないと思います。そしてタイという国で友達の輪を広げることがで

きます。こういった環境は自分の強みや、得意分野を新しく発見することの手助けにもなり、自分自身を見つめ直すきっかけ

となりました。実際に私もこの研修を経験して、もっとタイ人の学生と色んな話をしたい！仲良くなりたい！と思い、現在次に

行った時に通訳をすることを目標にタイ語や英語を勉強しています！もちろん大変な場面や、苦手なことにも直面するかも

しれません。でもそんな時は周りのメンバーに思いっきり助けられる経験も大切です。国境を越えて頼り、頼られ、の関係が

生まれ、他人を尊重し、認めることの大切さも学びます。少しでも興味のある方、本当に素晴らしい経験ができるのでぜひ一

緒に行きましょう！！

Voice

Haruna Masuyama
現代社会学科

国際英語コース 3年

※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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スカジットバレーカレッジ (SVC) アメリカ シアトル
2019年9月～2020年3月

●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ます。
●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！

交換留学を終えた羽衣学生にインタビュー

Riku Yokota
2020年度卒業生
現代社会学部 現代社会学科
経済・経営コース

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。 
　文法のクラスとコミュニケーションスキルのクラスを受講しました、文法のクラス
では小説の中の単語や文法を理解しながら読み進め、教材は文法の教科書を使用
しました。英語の文法を英語で学ぶのはすごく楽しかったです。日本語で学ぶより私は理解できました。
　日本語から英語に直すとちょっと意味が変わったりするので英語で英語文法を学ぶのはすごくいい経験でした。
　コミュニケーションスキルでは発音の練習や、一つの単語についてのプレゼンテーションやトピックについての
ディスカッションなどをしました。
　日本人用の発音の練習などがあってすごく勉強になりました。

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。
　チャレンジだったことは二つあります。
　一つ目は語学です。英語があまり得意ではなかったので語学の面でのチャレンジはすごく大きな壁でした。なので
SVCに留学行った際アメリカ人の友達が入っているtravel clubに入らせて頂いてその中で友達を作って映画に行
ったりご飯一緒に食べに行ったりしました。そうしてる内に最初は理解できなくて愛想笑いしかできなかったけど、
いつのまにか理解でき本気で笑えるようになったりできたことです。
　二つ目は単位取得です。留学でさらに英語での授業で単位取得出来るのかすごく不安でしたでも毎日遅刻や欠
席をせず分からないことは分からないと授業終わった時に先生に聞きに行ったりしていて真面目に取り組んだりし
単位を落とすことなく取得できたことです。

3

これからの新しい目標・宣言を聞かせてください。
　新しい目標はまずアメリカ留学で出来たサウジアラビアの友達に会いにサウジアラビアに行くことです。
　そしてもっと海外に旅行に行き日本にいては味わえない経験をしたいです。そして色んな人に出会ってどんどん
成長したいです。

4

羽衣の後輩に一言！
　一度でもいいと思うので日本から飛び出して欲しいと思います。
　一度出てみれば見たことない景色見たことない人たち、文化などが経験出来ると思います。今はインターネットが
あり色んなことが調べたらすぐに出てくる時代になりました。でもそれは他人が書いたものなので自分の感性では
ないので自分の目や肌で感じて欲しいと私は強く思います。
　「今年はいいや」と言っている人を時代は待ってはくれないので行ける時間やお金があるなら今すぐにでも飛び
込んでみて下さい。世界が変わり考え方を変えられると思います。

5

交換留学プログラム 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。

2022.
夏

SPSCC

研修日程
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海外研修の準備から出発まで

海外研修論履修、ガイダンス出席

■海外研修論を必ず履修し、全体説明会・プログラム別ガイダンスへ参加する
■申込書・誓約書 の記入

参加準備（出発の約１年前～４カ月前）1

■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
のを共通教育開発センター（CSD）に提出

※申込提出期限は共通教育センターに確認すること

申込書類2

■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

■伊丹空港または関西国際空港から出発

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。研修終了後の報告書を書くときに役立ちます
■共通教育開発センター（CSD）の職員とは常に連絡をとれるようにしておきましょう！

研修参加中8

■羽衣国際大学学生としての自覚を持ち、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

審査・決定3

■今後のスケジュールなど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（有効期限が十分あるもの）
　□単位認定申請書
■研修費用の支払

準備ガイダンス4

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 全額共通学外研修分野「海外研修論」を
　 取得済みまたは履修中ですか？
　 ※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。

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 留学時、２年生より上ですか？

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？

❺ ご家族の皆さんの了承を得ていますか？

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

はい いいえ

海外研修終了後の手続き

交換留学申し込み学生

帰国報告会＆単位認定書類提出

■単位認定報告書作成
※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者の義務です。

■プレゼンテーション準備

■学内イベント・講義など研修報告参加

●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
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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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