早稲田大学留学センター
8 月～ 9 月出発

短期

海外留学

募集要項 ＆ プログラムガイド
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＠国際会議場

研 修 企 画：早稲田大学留学センター
旅行企画・実施：株式会社早稲田大学アカデミックソリューション

プログラムの特徴

早稲田大学は、日本で最も多くの学生を短期・中期・長期留学プロ
グラムを通じて海外へ送り出しています。現在、80の国や地域の
400を超える協定大学へ年間3,000名以上の学生が留学しており、
そのうち約700名が留学センターの短期留学プログラムを通じて海
外で学んでいます。
夏休みや春休みを利用する短期留学プログラムに参加する学生の
みなさんが見聞を広げ、新たな価値観と出会い、今後の人生に役立
てることができるよう応援しています！
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気軽にお申込みください！

世界の名門大学での研修がたくさん！

語学の勉強がしたい、長期は無理でも短期であれば、将来長期プ

世界の大学ランキング上位校での研修を豊富にそろえられるの

ログラム参加のためのお試し……等、参加者の参加目的・理由は

は早稲田大学ならではです。早大生だからこそ、語学の勉強の

様々です。海外留学がしたいという熱意がある早大生はみんな歓

みならず海外名門校での生活を体感できる絶好のチャンスです。

迎です！
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パッケージタイプの安心お手軽研修です！

科目登録、奨学金申請が可能です！

すべてのプログラムは留学センターの設置科目でもあり、学部生

往復航空券や現地受入先校の手配は留学センターが行いますので、

（一部条件あり）は2または4単位科目として登録することが可

海外初心者や旅行慣れしていない方でも安心して参加できます。

能です。また、科目登録をした場合は6～10万円支給の給付型
奨学金を申請することができます。

5

※奨学金受給は審査（成績・経済状況等）結果によります

1日24 時間緊急サポート付きで安心です！

指定の海外旅行保険に加入し、海外用レンタル携帯電話を貸与しま
す。海外滞在中は病気、事故、トラブル、悩みごと等なんでも相談で
きるサポートデスクを日本語・英語にて利用できます。
※海外旅行保険料、携帯電話通話料は参加者負担です

旅行情報
都市

日本との時差

8 月平均気温
（東京：26.4℃）

8 月平均降水量
（東京：168.2mm）

バンクーバー

－16 時間

17.9℃

37.2mm

ロサンゼルス

－16 時間

21.0℃

0.3mm

ロンドン

－8 時間

18.5℃

57.8mm

ミュンヘン

－7 時間

18.1℃

84.3mm

モスクワ

－6 時間

17.0℃

82.0mm

シドニー

＋1 時間

13.7℃

81.2mm

マニラ

－1 時間

27.5℃

427.9mm

台北

－1 時間

29.2℃

349.1mm

なし

25.7℃

364.2mm

ソウル

※平均気温と降水量は、気象庁のウェブサイトから確認可 http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/nrmlist/
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留学デスティネーション

オックスフォード P22・23
ロンドン P21
モスクワ P29
ミュンヘン P25
ウィーン P26
シエナ P27

バンクーバー P11
ウィニペグ P12

ソウル P35
プサン P36

マルタ P24
サラマンカ P28

シアトル P20
コーバリス P19

台北 P33・34

サンフランシスコ P14
デービス P15

トロント P13
ロサンゼルス P16・17・18

マニラ P32

シドニー P31
メルボルン P30

申込みから出発までのスケジュール

3-4

申込みにあたっての注意

5-6

申込みはここからスタート！
MyWaseda での申請・登録方法

7

安心の海外生活をサポートします！

8

よくある質問 Q&A
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2017 年度夏季短期留学プログラム一覧表
プログラムガイド

10
11-36

2016 年度春季短期留学プログラム一覧表

37

秋の留学イベントについて

37

ご旅行取引条件説明書（抜粋）

38
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申込みから出発までのスケジュール
4

28 募集要項説明会に参加しよう！
Fri

場所／国際会議場

12:15～13:15 募集要項説明会（1 回目）
18:15～19:15 募集要項説明会（2 回目）
13:15～14:20 ・16:30～18:15
留学センター / 体験者による個別相談
・申込みにあたり説明会への参加は必須ではありませんが、応募方法やプログラム内容を理解するため
にもなるべく参加するようにしましょう !
・参加無料、入退場自由です。
・1 回目と 2 回目の内容は同じです。
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MyWaseda での申請方法は、P.7 にて確認してください。

16

MyWaseda 一次申込結果通知

Tue

5

17
Wed

5

5/6（土）12:30～5/15（月）12:30

「申込結果通知メール」を Waseda メールに送信します !
申込みをした方全員に Waseda メールにて通知します。
MyWaseda の登録だけでは申込みは完了しません。

MyWaseda 二次申込期間
定員に余裕がある等のプログラムのみ再募集します。一次申込み
で参加プログラムが決まった方は二次での申込みはできません !
申込み結果は随時 Waseda メールにてお知らせします。案内に
沿って申込金の支払い、提出書類の準備等次の手続きを忘れず
におこなってください !

申込期間

5/17（水）12:30～5/22（月）12:30

申込金の支払い、
提出書類の準備等…

次の手続きを忘れずに
おこなってください !
忘れた
ら

Mon

申込期間

先着順です !

メ
ダメダ

22

3

早めに希望プログラムの申込みをしましょう。

15
Mon

5

MyWaseda 一次申込期間

申込受付は

5

24
Wed

5

26
Fri

5
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31
1
Thu

提出先は早稲田キャンパス 22 号館 1 階
Waseda Global Gate
（窓口対応時間 12:00～17:00）

海外旅行保険・
海外用レンタル携
帯電話の加入手続
きを忘れずに !
詳細は P.8 参照

ご旅行取引条件説明書（抜粋）で規定する取消料について

他の参加者と顔合わせ ! 決定時オリエンテーション
参加プログラムによって実施日が異なります。場所は早稲田キャンパ
ス 22 号館教室予定。授業がない限り出席をしてください。留学セン
ターの説明や他の参加者と知り合う貴重な機会です !

奨学金申請や
科目登録の情報を

5

Wed

7

各プログラムが指定する書類をもれなく提出してください。

申込金の納入、各プログラムが指定する申込み書類を提出して、申込みが完了します。
申込み完了後、５/27
（土）より取消料が適用になりますので注意してください。
取消の時期によって金額が変わります。詳細は、各プログラム紹介ページ
記載の企画料金および旅行取引条件書（P.38）を確認してください。

Wed

6

申込書類提出期間

7
Fri

出発前オリエンテーション

逃さずチェック！

参加プログラムによって実施日が異なります。場所は早稲田キャンパ
ス 22 号館教室予定。出発に必要な情報、海外でのサポートサービス
について共有します。授業がない限り出席してください。
・実施日は予定です。参加者に改めて案内します。

研修旅行代金の支払いについて
申込金（10 万円）

留学センター指定の金融機関口座にお支払ください。
口座の詳細は参加者に別途お知らせします。申込金は研修旅行代金に充当されます。

対象者

支払期日

一次申込で参加が決定した方

5 月 19 日（金）

二次申込で参加が決定した方

申込結果通知（メール）による指定日

※研修旅行代金が 10 万円以下の場合、申込金は 5 万円です
※期日までに無連絡・未納入の場合は申込みが取消となる場合があります

残金

残金請求書は決定時オリエンテーションにて各参加者に配布します。
支払期日は 6 月中旬～下旬です。
※日本空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージを加算した額を請求します

4

申込みにあたっての注意

1

申込む前によく確認 !

本募集要項・プログラムガイド、留学センターウェブサイト
（https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short）
にて募
集条件やプログラム内容をよく確認 してください。
プログラムによっては過去に参加した学生の体験談をWaseda Global Gate（早稲田キャンパス22号館1階）
やMyWasedaのCourse
N@vi上の「留学ポートフォリオ」にて公開していますので活用してください。
申込書類の一部「海外留学プログラム誓約書」をよく読み、必ずご両親や保証人の同意を得たうえで申込みをしましょう。参加決定後にキャ
ンセルをすることがないよう、
ご自身の学事（授業や再試験、科目登録等）
や予定を申込み前によく確認しましょう。キャンセルの理由によっ
ては、キャンセルの再考をお願いすることもあります。キャンセルとなった場合、理由に関わらず規定の取消料が適用になりますので注意し
てください（P.38参照）。
また、留学センターのプログラムは一部を除いて早稲田大学の夏季休業開始後に出発しますが、一部の留学先機関では出発前にすでにプ
ログラムが始まっているケースがあります。その他、留学先機関にて別途面談等による選考がある場合や、現地でのプログラムが終了する
前に帰国をするプログラムがあります。該当するプログラムについては各プログラム紹介ページ「申込前に確認を!」欄に記載しています。

2

プログラムごとの申込み・参加制限に注意

プログラムによっては早稲田大学の中・長期留学プログラムに参加する場合や、学部生か大学院生か、国籍等条件によって参加ができない
場合があります。また、2017年9月に卒業をする方は9月15日以降に帰国するプログラムへの参加はできません。

3

プログラム内容の変更について

留学先機関等の諸事情により費用を含むプログラム内容の一部や日本での発着空港（羽田または成田）が変更になることがあります。ま
た、参加者の数が最少催行人数に達しない場合には、留学先機関、旅行会社等と協議のうえ実施の可否を決定します。その場合、参加希望
者の承諾を得たうえで研修旅行代金が増額となることがあります。また、震災・悪天候等の航空会社や留学先機関の手配に起因しない事由
によりプログラム内容が変更になる場合の追加費用（国内外での欠航・遅延、交通・宿泊費等）
は参加者の負担になります。
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申込みは MyWaseda 申請・登録順による「先着順」です !

「先着順」
とは、MyWasedaでの登録順で、MyWaseda上の申請フォームで必要事項を入力し、
「登録」ボタンを押した時点で順番が確定
します。全項目に正しい内容を入力しましょう。
申込みのチャンスは2回（一次申込、二次申込）ありますが、一次申込みで定員を満たしたプログラムは二次申込はありませんので、なるべ
く一次申込で申請・登録を済ませてください。申込み期間中であっても定員を超えたプログラムについては、MyWaseda上の申請フォー
ム内の選択リストからプログラム名を削除、
または
【募集終了】
と表記する場合があります。
一次申込ではプログラムを第三希望まで、
二次申込では第二希望まで申請が可能です。申込みを完了すると、
申請者のWasedaメールのアド
レスへ「申請内容確認メール」が自動送信で届きますので、大切に保管しておきましょう。申込結果は別途Wasedaメールにて通知します。
申込期間中は何度でも登録ができます。一度登録した内容や希望するプログラムを変更したい場合は再度登録をし直してください。一番
最後に登録をした内容をもとに受付けをします。ただし、登録を繰り返すと先着順受付けの順位が下がりますので注意が必要です。受付け
の結果、第二希望や第三希望のプログラムに参加が決定する場合もあるため、
プログラムは慎重に選択してください。一次申込で参加が決
まった場合は、二次申込での申請・登録はできません。
MyWasedaでの登録の際、
「志望理由」を入力する欄があります。第一希望のプログラムについての志望理由をプログラムで学ぶ、
または
使用する言語の学習状況を含め350字以上～400字以内で入力してください。また、在学中の累計のGPAを記入する欄もありますの
で、MyWaseda上で確認のうえ入力してください。入学後半年未満の場合はGPAは算出されないため入力は不要です。志望理由が不明
確であったり文字数が少ない場合は、申込みの理由を確認する場合があります。
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申込後、参加が決まったら・・・

指定期間内に申込金を支払い、各プログラムが指定する申込書類を提出して申込み完了です!
MyWasedaでの登録のみでは正式な申込み完了とはなりません。指定期間内に手続きが完了しないと申込みが取消しになることがあるの
で注意しましょう。期間外の申込み受付はできません。 申込書類は、
プログラムによって異なりますので各プログラム紹介ページと留学セン
ターウェブサイトで確認してください。申込書類は、提出前に自分用の控えをコピーし保管してください。
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大学の単位にしたい！

留学センターの短期プログラムは単位登録が可能です。学部生は任意で海外研修科目「海外語学・文化研修プログラム
（夏季）」
（2017年度
秋学期設置科目扱い）の科目登録を行うことができます
（6月予定）。2単位科目と4単位科目があります。概要は決定時オリエンテーション
やメールにて確認してください。科目登録決定後は、取消はできませんので注意しましょう。
以下の場合は、科目登録ができません。
●2017年9月卒業を予定している場合
●2017年秋学期から1学期相当以上の留学/休学を予定している場合
また、科目として登録しない場合もプログラムへの参加はもちろんできます!

7

ビザ（査証）の申請・取得について

プログラム、
または国籍によっては渡航国のビザ（査証）
を申請・取得する必要があります。各プログラム紹介ページにて確認してください。
ビザの取得に際し、取得条件・資格の確認、必要書類準備・申請は申込者の責任においておこない、
ビザ取得の可否判断は各国大使館・領事
館の判断によります。短期留学の場合、申込みから出発までの期間が比較的短いため、参加者は迅速に情報収集、申請・取得をする必要が
あります。在京の大使館・領事館が混雑していたり、天災等の影響で閉館した際は地方の外国公館にて手続きをしなくてはならないことも
あります。万が一、出発までにビザが取得できなかった場合、
プログラムに参加できない恐れがあるだけでなく、規定の取消料が適用になり
ますので自身の国籍とその国籍保持者に対する手続きについてよく 調べておくようにしましょう。
ただし、
プログラムによってはビザ申請代行手数料や申請実費が研修旅行代金に含まれている場合があります。その場合、参加者が該当プ
ログラム参加にあたり必要なビザをすでに保持していたとしても研修旅行代金に含まれる申請代行手数料や申請実費は返金されません
ので、
ご理解のうえ申込みをしてください。
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日程の変更はできません

各プログラムが指定する出発日と、
日本出発後の帰国日変更はできません。学事の都合等やむを得ない事情により帰国日の短縮・延長を希
望する場合は、留学センターから参加可否連絡のメール(申込結果通知メール：一次申込の場合5月16日配信予定)を受け取ってから5日
以内に相談してください。留学センターで検討のうえ可否をお知らせします。
帰国日変更が認められた場合はプログラムから「離団」することになり、帰国時の空港への移動、変更にかかる追加費用等は参加者の負担・
責任です。また、留学先機関の承諾も必要です。就職活動や部活・サークル活動等個人的理由による変更の希望は受けられません。
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パッケージ型のプログラムです

本募集要項・プログラムガイドで募集をするプログラムはすべて、あらかじめ決められた往復航空券を利用する「パッケージ型（受注型企画
旅行）」での運営で、参加にあたってはP.38記載の「ご旅行取引条件説明書（抜粋）」が適用されます。参加者自身による航空券の予約・購
入、出発日や帰国日の設定は認めていません。
なお、留学先機関との手続きや航空券の予約のためパスポートのコピーの提出が必要ですが、航空券予約に際してはMyWaseda登録時
のローマ字氏名を指定旅行会社に提出・使用する場合があるため、登録時に間違えないようお願いします。
国内空港施設使用料、外国諸税、旅客保安サービス料・燃油サーチャージ
（以下、諸税・サービス料とします）
は研修旅行代金に含めて記載し
ていませんが、研修旅行代金請求時に併せてお支払いただきます。プログラムごとの諸税・サービス料は各プログラムの紹介ページにて確
認してください。諸税・サービス料は為替変動や航空会社規定により変更になる場合があります。
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危機管理支援サービスへの加入について

留学センターのプログラムに参加する場合、早稲田大学が包括契約を結んでいる損害保険会社の海外旅行保険への加入を義務付けてい
ます。これにより、補償内容に準じた医療機関利用費用等が無料になるだけでなく、海外滞在中は 1 日24時間日本語・英語による早稲田大
学専用の相談窓口「サポートデスク」を無料で利用できることで渡航中の事件、事故、病気、その他トラブル等の対応に備えています。
あわせて、留学センターが契約をしている携帯電話会社より用意される海外用レンタル携帯電話を現地に持参
していただきます
（初期手数料等無料、申込みの際にクレジットカードが必要）。短期留学プログラム参加にあたり、
これらのサービスへの加入・契約は必須です。
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申込みはここからスタート !
MyWaseda での申請・登録方法
一次申込受付期間：2017 年 5 月 6 日（土） 12:30 ～ 5 月15 日（月） 12:30
二次申込受付期間：2017 年 5 月 17 日（水） 12:30 ～ 5 月22日（月） 12:30

Step

1

MyWaseda 画面左のメニュー参照

↓

MyWaseda へログイン！
「申請フォーム・アンケート」
↓

ここをクリック

「申請フォーム入力」をクリック

Step

2

申請フォーム
ここをクリック

「2017年度 夏季短期留学
プログラム一次申込フォーム」

をクリック、入力スタート !

Step

※二次申込フォームには「二次」とフォーム名に表示されます

3

↓

必要事項をすべて入力し
「確認」ボタン
入力内容を再度確認して
「登録」ボタンをクリック
して完了

MyWaseda
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申請・登録時の注意

・申込フォームは日本語ページのみの対応です。
・申請フォームは正しく、必須回答項目はすべて記入してください。
・「志望理由」を入力する欄があります。第一希望のプログラムについての志望理由をプログラムで学ぶ、または使用する言語の
学習状況を含め350字以上～400字以内で入力してください。
・在学中の累計の「GPA」を記入する欄もあります。MyWaseda上で確認して入力しましょう。入学後半年未満の場合はGPA
は算出されないため入力は不要です。
・登録ボタンを押すと「申請内容確認メール」が自動送信されます。手続きが完了するまで保管してください（このメールは参加
プログラムが決定した際に留学センターが Wasedaメールに送信する連絡「申込結果通知メール」とは異なります）
。
・一度登録した内容や希望するプログラムを変更する場合は再度上書き登録ができます。申込期間中は何度でも登録ができますが、
一番最後に登録をした内容をもとに受付けをします。登録を繰り返すと先着順の申込み順位が下がりますので注意しましょう。
・二次申込は定員に空きがある等のプログラムのみの再募集となります。
・MyWaseda申請フォームのシステムエラーについては、ITヘルプデスクへ問合せてください。
・申請時間外の受付はできませんので、時間に余裕をもって登録してください。

安心の海外生活をサポートします！
本学の海外短期留学プログラムに参加するには、
以下の 3 つのサポートサービスに加入することが必須条件です。
補償内容は全プログラムで同じです。国や地域による違いはありません。渡航日数によって保険料が異
なるので、以下の 渡 航日数 別 保 険 料 を 参 照してください。保 険 料は参加 者 負 担です。加入 方法
（MyWaseda での申請、指定金融機関口座への保険料納入）は、後日参加者にお知らせします（手続

海外旅行保険

き時期：5 月下旬）
。

補償内容

補償金額

渡航日数（保険期間）

保険料

渡航日数（保険期間）

保険料

7,600 円

24 ～ 25 日

10,350 円

・傷害（死亡・後遺障害）

3,000 万円

13 日まで

・疾病（死亡）

3,000 万円

・治療救援費用

1 億円

14 日

7,790 円

26 ～ 27 日

10,770 円

15 日

8,000 円

28 ～ 29 日

11,200 円

16 ～ 17 日

8,490 円

30 ～ 31 日

11,480 円

30 万円

18 ～ 19 日

9,140 円

32 ～ 34 日

10,770 円

2 万円

20 ～ 21 日

9,750 円

35 ～ 39 日

12,340 円

10 万円

22 ～ 23 日

10,130 円

40 ～ 46 日

14,620 円

・疾病に関する応急治療・救援費用 ※1
・留学生賠償責任

300 万円
1 億円

・留学生生活用動産
・航空機遅延費用
・航空機寄託手荷物遅延等費用

100 万円

・緊急時一時帰国費用 ※2
※1「保険期間 31日以内」の場合のみ補償対象です
※2「保険期間 3 ヵ月超」の場合のみ補償対象です

● 渡航日数（保険期間）は日本出発日から日本帰着日で計算します。プログラムごとの日数は各プロ
グラムの紹介ページで確認できます（例：P.11「ブリティッシュコロンビア大学」は 21 日間のため、
保険料は 9,750 円）
。
（株）の海外旅行保険です。
● 加入する保険は本学が包括契約を締結している東京海上日動火災保険

海外での生活は誰にとっても不安なもの。些細な相談から病気の際の病院手配まで様々なケースに対

海外でのサポート

応する「早稲田大学サポートデスク」を 1 日 24 時間 365 日運営し、主には以下のような問合せに対応
していますので安心して参加してください！

ケガや病気に

近くの病院を

パスポート等の

なったとき

案内してほしいとき

盗難に遭ったとき

健康・メンタル面の

その他

相談がしたいとき

日常相談全般

携行品が破損した時

●
「早稲田大学サポートデスク」は海外での緊急アシスタンスサービスを提供する東京海上日動火災保険（株）のグループ会社・インターナショナルアシスタンス（株）が運営しています。
●サポートデスクへの登録は、海外旅行保険に加入することで自動的におこなわれます。

本学、ご家族や友人、サポートデスクとのコミュニケーションに利用できる海外用レン
タル携帯電話を参加者ひとりひとりに貸与します。初期設定料やレンタル料は無料、

海外用レンタル
携帯電話

通話料のみ参加者の負担です。海外用の回線を使用するため、通話料も比較的低く
抑えられています。
手続き方法は別途参加者にお知らせします。手続き時、クレジットカードの登録が必
要ですので予め用意ください（手続き時期：6 月上旬）
。
●留学先の国・地域によってはスマートフォンのレンタルや SIM カードのみのレンタルも可能ですが、有料プランになる場
合があるので、詳しくは手続きの際の案内ガイドを参照してください。
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よくある質問

Q

uestion
海外が初めてで、
語学力に自信がないのですが
大丈夫でしょうか？

Q

一人で申込みができますか？
また過去に参加した人の
体験談はありますか？

Q A
&

Answer
一部を除いて大半のプログラムが語学力を向上するためのプログラムで、
対象言語の初級者から参加可能です。詳細はプログラム別ガイドの対象語
学レベルを確認してください。過去も海外が初めてという方も多く参加して
いますし、ツアータイプのプログラムです。あまり心配せず申込みしてくだ
さい！

友人の学生さんと申合せて応募する方も見受けられますが、参加する方の
ほとんどは一人での応募です。各プログラムの参加者人数はそれぞれ異なり
ますが、同じプログラムに参加する方との顔合わせの機会もあります。過去
に参加した方の体験談を早稲田キャンパス22号館1階Waseda Global Gate
やMyWasedaのCourse N@vi上にある「留学ポートフォリオ」にて公開していま
すので、是非参考にしてください。

Q

Q

Q

プログラムの前後に個人で
旅行ができますか？
航空券を自分で手配しても
いいですか ?

いつまでに
申し込めばいいですか？
行きたいプログラムに必ず
行けますか？

どのプログラムが
おすすめですか？
どのプログラムに申し込もうか
迷っています。

各プログラムの日程に合わせて留学センターが手配する航空便を利用しま
すので、プログラム前後の個人旅行も航空券の自己手配もできません。も
ちろん、研修に沿った勉強だけでは物足りない！という方もいらっしゃると
思いますので、カリキュラム以外の時間はご自身で観光したり小旅行に出か
けるなど、充実した時間を過ごしてみてください。

5月6日（土）12：30からMyWasedaの申請フォームにて、一部のプログラ
ムを除いて先着順で申込みを受付けます。プログラムは第3希望まで選択
することができ、応募状況によっては第2・第3希望のプログラムに決定し
たり、先着外となる場合もあります。早めのお申し込みをおすすめします！

対象言語、語学レベル（初心者～上級）、滞在先（学生寮、ホームステイ、ホ
テル・アパートタイプ）、プログラム形態（早大生以外も参加するオープンタ
イプか、早大生のみのクローズタイプか）、などによりそれぞれ特徴があり
ますので、P.10に記載されている一覧表を参考に比較検討してみてくださ
い。また、英語を学習する場合もアメリカ、カナダ、イギリス等といった複数
の選択肢があるので、みなさん自身の文化的興味や予算に合わせて考えて
みてください。

Q

各プログラムは夏休みに実施され、現地受入先も基本的には夏休みのため

現地の方との
交流の機会がありますか？

現地学生との交流の機会は限定的である点をご理解ください。プログラム
によっては交流会実施やTA（Teaching Assistant）が世話をしてくれた
りしますので、プログラム別のガイドを参照してください。滞在先がホーム
ステイの場合、地元の方がホストになるので語学の学習や現地の実生活を
体験できるという点で魅力的です。
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年度
コース 掲載
ページ

夏季短期留学プログラム

プログラム実施先

国・地域

1 P11 ブリティッシュコロンビア大学

都市

出発日 - 帰国日

一覧表

研修旅行
代金

最大
定員

履修
単位

語学
レベル

クラス運営
オープン クローズ

宿舎タイプ
ホーム
ステイ

学生寮 その他

バンクーバー 8／ 7 ( 月) - 8／ 27（日） 525,000 円 35 名 2 単位 英語 初級～中級

●

ウィニペグ

8／ 7 ( 月) - 8／ 27（日） 531,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

3 P13 トロント大学

トロント

8／6 (日) - 8／ 27（日） 479,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

4 P14 VIA スタンフォードプログラム

サンフランシスコ 8／6 (日) - 9／ 3 （日） 1,144,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

5 P15 カリフォルニア大学デービス校

デービス

8／10 (木) - 9／12（火） 952,000 円 12 名 4 単位 英語 初中級～上級

●

●

ロサンゼルス

8／27 (日) - 9／17（日） 602,000 円 40 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

ロサンゼルス

8／6 (日) - 9／17（日） 1,051,000 円 15 名 4 単位 英語 初級～上級

●

●

8 P18 City of Hope 研究所

ロサンゼルス

8／6 (日)- 9／17（日） 817,000 円

9 P19 オレゴン州立大学

コーバリス

8／10 (木)- 9／ 3 （日） 633,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

10 P20 ワシントン大学

シアトル

8／6 (日) - 8／ 27（日） 567,000 円 30 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

11 P21 ユニバーシティカレッジロンドン

ロンドン

8／6 (日) - 8／ 27（日） 622,000 円 20 名 2 単位 英語 中級～上級

●

●

2 P12 マニトバ大学

カリフォルニア大学
6 P16 ロサンゼルス校（IECP）
カリフォルニア大学
7 P17
ロサンゼルス校（AIEP）

12 P22 オックスフォード大学 A コース
13 P22 オックスフォード大学 B コース

カナダ

アメリカ

イギリス

オックスフォード大学
14 P23
マグダレンカレッジ

3 名 4 単位 英語 要語学スコア

●

●

●

オックスフォード 8／ 7 ( 月)- 8／ 25（金） 724,000 円 35 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

オックスフォード 8／24 (木) - 9／11（月） 701,000 円 35 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

オックスフォード 8／26 (土) - 9／10（日） 644,000 円 15 名 2 単位 英語 要語学スコア

●

●

15 P24 マルタ大学

マルタ

リーヤ

8／26 (土) - 9／17（日） 402,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

16 P25 ミュンヘン大学

ドイツ

ミュンヘン

8／1 ( 火 ) - 8／ 28（月） 359,000 円 10 名 2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

●

17 P26 ウィーン大学

オーストリア ウィーン

8／27 (日) - 9／17（日） 361,000 円 15 名 2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

●

18 P27 シエナ外国人大学

イタリア

シエナ

8／6 (日) - 9／1 （金） 372,000 円 12 名 2 単位 イタリア語 初級～上級

●

●

19 P28 サラマンカ大学

スペイン

サラマンカ

8／5 (土) - 9／1 （金） 501,000 円 15 名 2 単位 スペイン語 初級～上級

●

●

20 P29 モスクワ大学

ロシア

モスクワ

8／4 (金) - 8／ 27（日） 373,000 円 15 名 2 単位 ロシア語 初級～上級

●

●

メルボルン

8／5 (土) - 9／ 3 （日） 609,000 円 15 名 2 単位 英語 要語学スコア

●

●

シドニー

573,000 円
8／4 (金) - 9／10（日） ～ 619,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

21 P30 モナシュ・カレッジ
22 P31 シドニー工科大学
23 P32 聖トマス大学
24 P33 国立台湾師範大学

オーストラリア

フィリピン マニラ
台湾

25 P34 淡江大学
26 P35 慶熙大学校
27 P36 東亜大学校

韓国

8／20 (日) - 9／ 9 （土） 236,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～中級

●

●

●

台北

8／27 (日) - 9／16（土） 317,000 円 15 名 2 単位 中国語 初級～上級

●

新北

8／6 (日) - 8／ 26（土） 256,000 円 15 名 2 単位 中国語 初級～中級

●

●

ソウル

9／3 (日) - 9／ 20（水） 157,000 円

8 名 2 単位 朝鮮語 初級～上級

●

●

プサン

8／6 (日) - 8／19（土） 94,000 円

8 名 2 単位 朝鮮語 初級～中級

●

●

【一覧 表に関する補 足 説 明】
●「研修旅行代金」
代金が複数表示されているプログラムは参加人数によって代金が異なります。

●「履修単位」
学部生で海外研修科目「海外語学・文化研修プログラム（夏季）」（2017 年度秋学
期設置科目扱い）として登録した場合に付与される単位数です。科目登録をしない
場合もプログラムへの参加はできます。

●「クラス運営」
「オープン」は、早大生以外の参加者も参加するプログラム、「クローズ」は早大生
向けに運営されているプログラムに参加します。

●「宿舎タイプ」
該当プログラムにおいて、最も泊数が多いタイプに印がついています。

●

●「語学レベル」
各プ ロ グ ラム が 指 定 する 語 学 レ ベ ル 参 加 条 件 の 目 安 で す。「要 語 学 ス コ ア」と 記 載 が な い 場 合 は
TOEFL® 等の語学スコアシートの提出は不要です。下の表は目安として参照してください。語学力を判
定するプレイスメントテストを踏まえてクラス分けされるプログラムが多いですが、同レベルの参加者が
少ない場合等は必ずしも最適のクラスに振り分けられないこともあります。語学スコアシートの提出が不
要の場合、語学レベルの判断は自己判断で、やる気重視です！

初心者

学習歴がまったくない、またはほぼないビギナー。

初

級

使用できる単語や表現は限定的だが簡単な日常会話はこなせる。
自己紹介をしたり、簡単な質問をしたりすることができる。

中

級

留学先での生活にほぼ支障がない程度のコミュニケーションがとれる。ある
程度限定的な話題について会話、文章作成、読解ができ、ネイティブスピーカー
とも緊張せず話すことができる。

上

級

自身が得意とするフィールドのみでなく幅広い話題においてネイティブスピー
カーとコミュニケーションがとれる。
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コース No.1

カナダ バンクーバー

21日間

ブリティッシュコロンビア大学 英語・文化研修
語学学習とホームステイ体験を通じ、
カナダの文化を肌で体感する！

研修期間

8月7日（月）
～8月27日（日）
研修旅行代金

525,000

募集要項

●最少催行人数：6名／最大募集人数：35名
●対象語学レベル：英語力初級～中級

●宿泊先：ホームステイ（個室利用予定）

※1家庭に2名以上の場合、早大生含め日本人と同じ家庭の場合あり
※到着日のみ学生寮（相部屋利用予定）
●食事：1日3食（ホームステイ滞在中のみ）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、日本航空、エアカナダ、デルタ航空
●査証：日本国籍の場合、eTA 取得。外国籍の場合は各自にて確認し取得
していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・ブリティッシュコロンビア大学指定
・海外留学プログラム誓約書
Accommodation Form
・パスポートのコピー

★ホ ームステイや現地大学生との交流を通じ、生き
た英語を学べます
★多文化性のあふれる環境でカナダ文化を肌で体感
できます
★習熟度別のクラス編成により、自分のレベルにあっ
た授業が受講可能です
都市

カナダ西部最大の都市であるバンクーバーは、大自然と都会
が融合されており、太平洋へのゲートウェイとして栄えてきまし
た。雄大な山並みと海に囲まれた絶好のロケーションでは、一年を通じてアウトド
アや芸術鑑賞などのアクティビティを楽しむことができます。また、多文化性あふ
れる環境ならではのレストランやショッピングも魅力の一つです。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食※到着日除く）／日程表に記載したエコノミーク
ラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往路送迎費（※ 10名以上の場合）／
eTA 申請料・代行手数料／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企
画料金を基準とします。）
※企画料金は57,500円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／現
地空港と研修先または宿泊先間の往路送迎費（※ 9名以下の場合）／現地空港と研修先または宿泊先
間の復路送迎費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（4,060円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,000円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

留学先

ブリティッシュコロンビア大学は世界大学ランキング50位以
内にランクインする名門大学です。キャンパス内には図書館、
庭園、博物館、劇場、ギャラリー、レストランなどの設備があり、50,000人以上
もの学生が在籍しています。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施してい
ます。
皆さんが研修を受けるEnglish Language Instituteは、ブリティッシュコロンビア
大学のメインキャンパス内に設立された大学付属の研修施設です。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：100名以上
●1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

English Language Institute 実施の英語・文化研修プログラム「English for
the Global Citizen」に参加します。クラスは、英語の適正試験により習熟度
別に編成され、講義の他にプレゼンテーションやプロジェクトに取り組む研修内
容になっています。
例年、午前と午後の授業の中で異文化社会や、環境問題、メディアなどの様々
なテーマを扱った内容を学習しますが、本プログラムは語学の向上だけでなく、国
際社会についての知識を身につけることを目的としています。 参加者のほとんど
は日本人ですが、現地大学生が企画するイベントやEnglish Only ポリシーが実
施されており、英語を使用する環境が整っています。また、ホームステイを通じ、
カナダ文化を実体験できるのも本プログラムの醍醐味です。

申込前に確認を！
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都市
羽田

1

バンクーバー

バンクーバー

2
▽

19

予定
【21：00 ～ 22：00】 羽田発、バンクーバーへ
…………………日付変更線通過…………………
【14：00 ～ 15：00】バンクーバー到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

〈現地大学指定宿舎泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 10：40
10：50 ～ 12：30
12：30 ～ 13：30
13：30 ～ 15：45

クラス
クラス
ランチタイム
プロジェクト

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 19日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈ホームステイ泊〉

20
21

バンクーバー

各自にて空港へ移動、チェックイン
【16：00 ～ 17：00】 バンクーバー発、羽田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

羽田

【18：00 ～ 19：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.2

カナダ ウィニペグ

21日間

マニトバ大学 英語・文化研修
カナダ有数の歴史を誇る大学の緑ゆたかな
キャンパスで学ぶ充実の英語学習プログラム！

研修期間

8月7日（月）
～8月27日（日）
研修旅行代金

531,000 円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）
●食事：平日3食、土日2食
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：エアカナダ、全日空、日本航空、デルタ航空
●査証：日本国籍の場合、eTA 取得。外国籍の場合は各自にて確認し取得
していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・マニトバ大学指定 Admission Form
・海外留学プログラム誓約書
・マニトバ大学指定 Consent for Release
・パスポートのコピー
of Personal Information Form
・マニトバ大学指定 Residence 
Application Form

★スピーキング、リーディング、ライティング、発音、
文法等をバランスよく学べます
★Conversation Café や各種アクティビティを通
じて楽しく英会話スキルを伸ばせます
★バンクーバーやトロントとはまた異なるカナダを体
感できます
都市

ウィニペグはカナダ中部にあるマニトバ州の州都であり、一年を通し
て青空が続き、周辺には広大な草原、緑濃い森林が広がっていま
す。 人口はおよそ80万人で、市内には世界各国の料理が味わえるレストラン、英王室
の称号を持つ 2つのアートカンパニー、30以上の美術館や博物館を有します。 夏の日
照時間は一日で最大 16時間もあり、気温は平均 26度と過ごしやすい気候です。

留学先

1877年に創立された歴史的にも古い大学です。学生数は約 3万
人で、そのうちおおよそ16％の学生がカナダ国外の 100カ国以上
の国々から集まっています。メインキャンパスはウィニペグ中心街から12キロほど離れた、
レッド川沿いにあります。 画期的な研究で世界的に認知されており、特に工学、科学、
ビジネス等の分野において顕著な実績を残しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、中国、韓国、ベトナム、ベルギー、
ウクライナ、コロンビア、ブラジル、メキシコ等

●平均的な参加者数：約 150名

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（4,510円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（7,000円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

都市
成田

1

ウィニペグ
ウィニペグ

2
▽

19

予定
【16：00 ～ 17：00】 成田発、乗継便にてウィニペグへ
…………………日付変更線通過…………………
【19：00 ～ 20：00】ウィニペグ到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  8：30 ～ 15：20
15：30 ～ 17：00

クラス
Conversation Café
（英会話実践交流会）

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 19日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

● 1クラスあたりの人数：10 ～ 25名

「Intensive English Program
（IEP）
」では、語学レベルにあわせて、スピーキング、リー
ディング、ライティング、発音、文法等をバランスよく学習します。また、英会話実践の場
として、Conversation Caféの時間が設けられており、他の留学生との交流を楽しみな
がら英会話スキルを磨くことができます。英語学習以外のアクティビティも充実しており、
授業のない午後や夜の時間帯にはスポーツ等の交流イベントがあり、週末にはLake of
Woodsへのショートトリップ（希望者のみ・要別途費用：400カナダドル）等も予定され
ています。充実した英語学習プログラムと各種アクティビティを通じて英語スキルを向上
させ、英語への自信をつけることができます。

申込前に確認を！

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（平日3食、土日2食）／日程表に記載したエコノミークラ
ス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ eTA 申請料・代行手数料
／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は58,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

〈学生寮泊〉

20
21

ウィニペグ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【10：00 ～ 11：00】 ウィニペグ発、乗継便にて成田へ
…………………日付変更線通過…………………

〈機中泊〉

成田

【15：00 ～ 16：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエアカナダ利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.3

カナダ トロント

22日間

トロント大学 英語・文化研修
カナダ屈指の名門校で学ぶ
文化に触れながら英語力をのばす実りある
貴重な経験を !

研修期間

8月6日
（日）
～8月27日（日）
研修旅行代金

479,000 円

募集要項
●最少催行人数：16名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：1日2食（朝・昼）
（平日のみ）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
日本航空、
●利用予定航空会社：エアカナダ、デルタ航空、ユナイテッド航空、
全日空
●査証：日本国籍である場合はeTA 取得。外国籍の場合は各自にて確認し、
取得していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★カナダ屈指の名門校で、英語を習得しながら、カ
ナダ文化の体験をすることができる
★日照時間も長く、トロントを満喫できる多彩なアク
ティビティの機会に恵まれている
★世 界中からの学生との交流を通じ、英語と異文化
を学ぶことができる
都市

カナダオンタリオ州の州都であり、国際的な活気にあふれた
多文化都市であるトロントは、生活の場として最高の都市の
一つとしてあげられています。その魅力は世界で最も高い建物の 1つであるCN
タワーやチャイナタウン、リトルイタリーなどの多彩な顔を持ち合わせているところ
にあります。 夏は日照時間も長くなるため、思い思いのアクティビティーを楽しむ
ことができます。

留学先

1827年に創立されたトロント大学は国内屈指の名門校であ
り、カナダ内に3つのキャンパスを持っています。 研修がおこ
なわれるセントジョージキャンパスは、ダウンタウンの中心に位置しながらも、緑の
美しい佇まいと歴史的建築物が融合する魅力的なキャンパスです。
また多数の図書館や公園、カフェが点在し、充実した施設を兼ね備えていること
も特徴です。様々な経験を深めることのできる、素晴らしい環境といえるでしょう。

プログラム

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（平日2食）／エコノミークラス利用海外往復航空券／現
地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ eTA 申請料・代行手数料／早大プログラム開発運営
費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は52,900円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,670円）
・外国諸税（4,690円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（7,000円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

申込前に確認を！

都市
羽田

1

トロント
トロント

2
▽

20

●参加者の主な国籍：日本、イタリア、ブラジル、スペイン、ロシア
●平均的な参加者数：130 ～ 150名 ●1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

トロント大学の広大なキャンパスに設けられた、英語教育専門の機関で学ぶ、英
語研修プログラムです。プレイスメントテストを受け、自分のレベルに合ったクラ
スで学びます。授業の中では、
さまざまなメディア媒体を使用するだけでなく、ロー
ルプレイやグループディスカッションなどを通して4つのスキル（スピーキング、リス
ニング、リーディング、ライティング）を学んでいきます。また、クラス以外の時間
には、さまざまな課外活動が設定されており（別途実費）
、現地の英語に触れな
がら、カナダの文化を学ぶことができるのも、このブログラムの大きな特徴です。

13

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・なし
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

予定
【17：00 ～ 18：00】 羽田発、
トロントへ
…………………日付変更線通過…………………
【16：00 ～ 17：00】
トロント到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～
夕方・夜

クラス
ランチタイム
課外活動

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉
トロント

21
22

羽田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【13：00 ～ 14：00】
トロント発、羽田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉
【15：00 ～ 16：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエアカナダ利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●現地プログラムは留学センター指定出発日前に開始されており早大生は途中から参加します。そのため、通常のプログラムの一部を消化できないことを
理解のうえ申込みをしてください。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.4

アメリカ スタンフォード（サンフランシスコ郊外）

VIA スタンフォード プログラム
American Language and Culture:Silicon Valley

スタンフォードで英語を学び寮で過ごし、
企業訪問にアメリカ文化体験と欲張りな夏
を過ごそう

29日間

研修期間

8月6日（日）
～9月3日（日）
研修旅行代金

1,144,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：1日3食
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、ユナイテッド航空、デルタ航空、日本航空
●査証：日本国籍の場合はESTA 取得。外国籍の場合は各自にて確認し取
得していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★ノーベル賞受賞者を多く輩するスタンフォード大学
で英語授業を受講
★企業訪問、ボランティア活動、大リーグ野球観戦等
の活動を通じアメリカ文化を学ぶ
★中 国、台 湾、マカオ、アメリカの 大 学 生とスタン
フォード大学寮に滞在
都市

スタンフォードはカリフォルニア州サンフランシスコから南西へ車で1
時間ほどの距離に位置します。サンフランシスコはアメリカの中でも
多種多様な人々が混在する地域の一つで、活気にあふれた都市です。さらに近隣のシリ
コンバレーはコンピュータテクノロジー企業の拠点としても有名で、アメリカ経済を支える
最も技術的に進んだ地域として知られています。

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・VIA 指定プログラム参加同意書
・海外留学プログラム誓約書
・スタンフォード大学指定同意書
・パスポートのコピー
・VIA 指定オンラインアプリケーション

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（平日3食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ ESTA 申請料・代行手数料／早大プ
ログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は119,400円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／オプショナルの課
外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（7,140円）
・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,400円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

都市
成田

留学先

英語研修が行われるスタンフォード大学は1891年に設立され、医
学、物理、化学、経済といった分野で革新的な研究を続け、ノーベ
ル賞受賞者を多数輩出しています。IT 分野においては数多くの起業家を生み、Yahoo、
Google、Instagramといったシリコンバレーを代表する企業の創設者はスタンフォード大
学出身です。「自由の風が吹く」をモットーとしつつ学生の社会貢献も重視しており、学
生の多くは積極的に国内、海外においてボランティア活動を展開しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本・中国・台湾
●平均的な参加者数：135～145名 ●1クラスあたりの人数：9～15名

American Language & Cultureプログラムは、スタンフォードで生まれた教育系 NPO
であるVIAとスタンフォード大学が 1977年からアジアの大学生を対象に毎夏開催してい
ます。平日の午前中は英語の流暢性を伸ばす授業と、社会的トピックを通しディスカッショ
ンやプレゼンテーションスキルを伸ばす授業を受講します。プログラム中は図書館、コン
ピュータセンター、運動施設等、通常のスタンフォード生と同じ利用資格が与えられ、アメ
リカの大学生活を体験できます。
プログラムにはアメリカの大学生もコーディネータとして参加し、参加学生をサポート。ス
タンフォード大学寮での生活を通し、英語を使いながらお互いの文化の類似点や相違点
を学ぶことができます。また課外活動の一環として企業訪問、ボランティア活動、アメリ
カ社会の抱える様々な問題についてのパネルディスカッションなど学びを深める活動が予
定されています。

申込前に確認を！

1

サンフランシスコ

サンフランシスコ

2
▽

27

予定
【17：00 ～ 18：00】
成田発、サンフランシスコへ
…………………日付変更線通過…………………
【10：00 ～ 11：00】サンフランシスコ到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 10：30
11：00 ～ 12：30
12：30 ～
午後

クラス
クラス 週 1大学レクチャー予定
ランチタイム
課外活動

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 27日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉
サンフランシスコ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【12：00 ～ 13：00】
サンフランシスコ発、成田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

成田

【15：00 ～ 16：00】成田到着
到着後、解散

28
29

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

● 5 ／ 24（水）または 5 ／ 25（木）の 9 ～ 13時の間に 15分ほどの現地担当者（VIA）によるSkype 個別面談があります。（必須）日付の変更はできません。
面談結果によってはプログラムに参加できない場合もあります。●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載して
います。

14

コース No.5

アメリカ デービス

34日間

カリフォルニア大学デービス校エクステンション
English for Science and Technology

サイエンスやテクノロジーに関するトピックを
取り上げながら英語力アップを目指す
プログラムの最後にはアメリカで活躍する早大
卒業生によるレクチャーも！

研修期間

8月10日（木）
～ 9月12日
（火）
研修旅行代金

募集要項

952,000円

●最少催行人数：6名／最大募集人数：12名
●対象語学レベル：英語力初中級～上級

●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
、サンフランシスコ市内ホテル
●食事：1日3食、サンフランシスコ市内ホテルはなし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：日
 本航空、全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空
●査証：学生ビザ（F1）が必要。（各自にて、または旅行代理店により代理
申請にて取得していただきます）
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・UC Davis Extension 指定願書（PDF）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートサイズの証明写真データ
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの

★座学だけでなく大学内実験施設や民間企業への訪
問など実践的な授業が魅力
★プログラム期間中は現地学生（Mentor）
との交流
ができます
★世 界を舞台に活躍する早大卒業生による貴重なレ
クチャーがあります

研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食、サンフランシスコ市内ホテルはなし）／日程表
に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早
大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は100,200円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ビザ申請料／通学費／課外
活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（7,140円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（7,600円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

都市

デービスはカリフォルニア州の北に位置し、サンフランシスコ、ヨセミ
テ、シリコンバレーにもほど近く、治安の良い地域です。カリフォル
ニアの特徴である温暖な気候に加え、フラットな地形から、自転車が市民に広く利用され
ており「Bicycle Capital of the United States」として有名です。また、カリフォルニ
ア大学デービス校（UC Davis）を中心とした学術都市としても知られています。
10大学からなるカリフォルニア大学群のひとつUC Davisは、
5,300
エーカーに及ぶ同大学群最大のキャンパスで、約 35,000人の学
生が学んでいます。広大な敷地内には、図書館や研究施設といった通常の大学施設の
他、農場や消防・警察署、空港も備わっています。 世界大学ランキングでは、獣医学
部門で第 1位、農林業部門で第 2位と、農学分野に定評のある名門校です。早稲田大
学とは、長期留学プログラムも実施しています。

日程表
日

1

留学先

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、中国、韓国、サウジアラビア
●平均的な参加者数：100 ～ 120名 ●1クラスあたりの人数：12 ～ 16名

UC Davis Extensionにて実施される「English for Science and Technology」プ
ログラムに参加します。 現地到着後に英語のレベルチェックテストが実施され、各自の
レベルに合ったクラスで学ぶことができます。プログラムは4つのコース「Hot Topics
in Science and Technology」
「Intercultural Research Project」
「Listening and
Pronunciation for Science and Technology」
「Introduction to Entrepreneurship
in Science and Technology」から成り、少人数のクラスでサイエンスやテクノロジーの
トピックを取り上げながら、スピーキング力やリスニング力の向上だけでなく、プレゼンテー
ションスキルやクリティカルシンキング、アナリティカルスキル（分析技術）の習得を目指
します。また、授業の一環として、大学内の研究・実験施設や地域のハイテク関連企
業への訪問が予定されています。UC Davisでの研修終了後はサンフランシスコ市内へ
移動し、早大サンフランシスコオフィスが企画する早大卒業生によるレクチャーを受ける
予定です。

申込前に確認を！
15

都市
羽田
サンフランシスコ
デービス
デービス

2
▽

30

予定
【19：00 ～ 20：00】 羽田発、
サンフランシスコへ
…………………日付変更線通過…………………
【13：00 ～ 14：00】サンフランシスコ到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  8：30 ～ 9：20
  9：30 ～ 10：20
10：40 ～ 11：30
11：40 ～ 12：30
12：30 ～ 13：30
13：30 ～ 14：40
14：50 ～ 16：30

クラス
クラス
クラス
クラス
ランチタイム
クラスまたは課外活動
課外活動

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 30日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

31
▽

32
33
34

デービス
サンフランシスコ

31日目：送迎車にてサンフランシスコ市内へ移動
32日目：早大卒業生によるレクチャー
〈サンフランシスコ市内ホテル泊〉

サンフランシスコ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【16：00 ～ 17：00】 サンフランシスコ発、羽田へ
…………………日付変更線通過…………………

〈機中泊〉

羽田

【19：00 ～ 20：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは日本航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●理系の分野で英語を学ぶプログラムですが早大での専攻に制限はありません。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.6

アメリカ ロサンゼルス

カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション 英語研修
Intensive English Communication Program（IECP）

全米屈指の名門大学付属機関で
英語でのコミュニケーション能力アップを目指す！
魅力的な南カリフォルニアで留学生活を！

22日間

研修期間

8月27日（日）
～9月17日
（日）
研修旅行代金

602,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：40名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：1日2食（朝・夕）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：シンガポール航空、アメリカン航空、日本航空、全
日空、ユナイテッド航空、デルタ航空
●査証：学 生ビザ（F1）が必要（各自にて、または旅行代理店により代
理申請にて手続きいただきます）
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・UCLA Extension（ALC）指定オンライ
・海外留学プログラム誓約書
ンアプリケーション
・パスポートのコピー

★世 界の中でも有名な全米屈指の大学の 1つである
UCLA付属の語学機関で、英語のコミュニケーショ
ン力アップ！
★キャンパス内宿舎に滞在し、キャンパスライフが体
験できます
都市

ロサンゼルスは南カリフォルニアの中心地、西海岸を代表す
る大都市です。 ハリウッドや有名なビーチやテーマパークな
どがあり、年間を通じて多くの観光客が訪れます。過ごしやすい気候も魅力のひ
とつです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のホームタウンである
Westwood Villageは、
ロサンゼルスの中でも治安が良い地域といわれています。
1919年創立の UCLAは、10校で構成されるカリフォルニア
大学システムと呼ばれる大学群の1つで、バークレー校、サン
フランシスコ校に次いで歴史のある、全米でもトップクラスの名門大学です。研修
が行われるUCLA Extensionの一部、American Language Centerでは集中
英語プログラムが提供され、経験豊富な教師による授業を受けることができます。

留学先

プログラム

●参加者の主な国籍：日本／中国／台湾／韓国／ブラジル／
トルコ／イタリア／サウジアラビア／フランス／ロシア

●平均的な参加者数：50 ～ 100名

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日2食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は65,200円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ビザ申請料／通学費／課外
活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（7,140円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（0円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市

【19：00 ～ 20：00】 成田発、ロサンゼルスへ

ロサンゼルス

…………………日付変更線通過…………………
【13：00 ～ 14：00】ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉

ロサンゼルス

2
▽

20

IECP
（Intensive English Communication Program）は、日常生活で使う英

申込前に確認を！

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 15：00
15：00 ～ 16：30
夜

クラス
ランチタイム
クラス
オプショナル（Computer Lab）

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

● 1クラスあたりの人数：15 ～ 22名

語力向上を目指す方にお勧めのプログラムです。
授業には、グループワークが多く取り入れられ、英語でのコミュニケーションスキ
ルや、リスニング・スピーキング能力のスキルアップをめざします。午前は初級か
ら中級レベルの場合はテキストにそった授業を受け、上級レベルの場合は希望の
トピック（Academic/Business/Culture）を選択することが可能です。 午後
は英会話を中心に学びます。

予定

成田

〈学生寮泊〉

21
22

ロサンゼルス

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【10：00 ～ 11：00】 ロサンゼルス発、成田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

成田

【13：00 ～ 14：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはシンガポール航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.7

アメリカ ロサンゼルス

カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション 英語研修
Academic Intensive English Program（AIEP）

全米屈指の名門大学付属機関で
アカデミックな英語をじっくり学ぶ！
魅力的な南カリフォルニアで留学生活を！

43日間

研修期間

8月6日
（日）
～9月17日
（日）
研修旅行代金

1,051,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：1日2食（朝・夕）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
シンガポール航空、
日本航空、
●利用予定航空会社：全日空、アメリカン航空、
ユナイテッド航空，デルタ航空
●査証：学生ビザ（F1）が必要（各自にて、または旅行代理店により代理申
請にて手続きいただきます）
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・UCLA Extension（ALC）指定オンライ
・海外留学プログラム誓約書
ンアプリケーション
・パスポートのコピー

★世 界の中でも有名な全米屈指の大学の 1つである
UCLA 付属の語学機関で、アカデミックな英語を
学べます
★キャンパス内宿舎に滞在し、キャンパスライフが体
験できます
都市

ロサンゼルスは南カリフォルニアの中心地、西海岸を代表す
る大都市です。 ハリウッドや有名なビーチやテーマパークな

どがあり、年間を通じて多くの観光客が訪れます。過ごしやすい気候も魅力のひ
とつです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のホームタウンである
Westwood Villageは、
ロサンゼルスの中でも治安が良い地域といわれています。

留学先

1919年創立の UCLAは、10校で構成されるカリフォルニア
大学システムと呼ばれる大学群の1つで、バークレー校、サン

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日2食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は110,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ビザ申請料／通学費／課外
活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（7,140円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（7,400円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

フランシスコ校に次いで歴史のある、全米でもトップクラスの名門大学です。研修

都市
成田

【17：00 ～ 18：00】 成田発、ロサンゼルスへ

ロサンゼルス

…………………日付変更線通過…………………
【11：00 ～ 12：00】ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉

ロサンゼルス

が行われるUCLA Extensionの一部、American Language Centerでは集中
英語プログラムが提供され、経験豊富な教師による授業を受けることができます。

プログラム

●参加者の主な国籍：サウジアラビア／中国／日本／台湾／
韓国／トルコ／チリ／フランス／イタリア

●平均的な参加者数：250名

2
▽

41

AIEP（Academic Intensive English Program）では、アカデミックな

キング・グラマーなど、すべての英語能力の向上を目指します。レベルによっ
ては、Elective クラスを選択することも可能です。短期留学に興味のある
方はもちろん、今後英語圏への長期留学を検討している方にもお勧めです。

申込前に確認を！
17

スケジュール
  9：00 ～ 11：00
11：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 15：00
15：00 ～ 16：30
夜

クラス
クラス
ランチタイム
クラス
オプショナル（Computer Lab）

〈学生寮泊〉

分野に関する英語力向上を目的としています。
カッションなども取り入れられ、リーディング・ライティング・リスニング・スピー

プログラム参加

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 41日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

● 1クラスあたりの人数：15 ～ 22名

通常、7 つのレベルに分かれて授業が行われます。グループワークやディス

予定

42
43

ロサンゼルス

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【12：00 ～ 13：00】 ロサンゼルス発、成田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

成田

【16：00 ～ 17：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.8

アメリカ ロサンゼルス郊外

43日間

City of Hope研究所 ラボ実験体験
最先端の医療研究施設で
City of Hope の第一線研究者と
充実の実験体験が魅力！

研修期間

8月6日（日）
～9月17日（日）
研修旅行代金

募集要項

817,000円

●最少催行人数：1名／最大募集人数：3名

●対象語学レベル：英語（TOEIC 605 、TOEFL iBT80（R15、L15、S18、
W17以上）またはIELTS 6.5以上）
●宿泊先：City of Hope周辺のホテル（個室利用予定）
●食事：なし ●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：デルタ航空、シンガポール航空、ユナイテッド航空、
日本航空、全日空
または旅行代理店により申請いただきます）
●査証：学生ビザ
（F1）
が必要
（各自にて、
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
機にて発行）
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・教 員評価シート、教員推薦状（英語）
、
・海外留学プログラム誓約書
知人推薦書（要厳封）
・パスポートのコピー
・英文志望理由書（A4 一枚程度）
＜プログラム別＞
・英 語 能 力 証 明 書（TOEFL、TOEIC、
・英文成績証明書（学内自動証明書発行
IELTSのスコアシート）

★世界でも最先端の研究が行われている研究所での
プログラムです
★将 来のキャリアを見つめるうえでも貴重な研究経
験ができます
★フレンドリーな研究員がラボワークを通じて参加者
のサポートをします
都市

ロサンゼルスの中心から東へ 30キロほどに位置するDuarte
（デュアーテ）に広大なキャンパスがあります。 周辺は住宅
街で、ロサンゼルス市内には地下鉄で45分ほどで移動できる便利な場所です。
週末は各自でロサンゼルス観光等を楽しむこともできます。

【注意】当プログラムは別途 5 ／ 17（水）
（予定）
にCOH 教授による面談選考があります。
希望する研究分野について確認をし、後日ラボを決定します。参加決定後に上記の「申
込みに必要な書類」とは別途、COH 指定願書、財政証明書、英文履歴書（CV）
、メディ
カルチェック（B 型肝炎、風疹、はしか等の予防接種・抗体証明、胸部レントゲン検査）
を指定日までに提出してください。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または
宿泊先間の往復送迎費／バス定期券／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規
定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は86,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ビザ申請料／予防接種等
健康検査に関する費用／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・
外国諸税（7,110円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,000円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表

City of Hope Medical Centerは、がんや糖尿病治療に最
留学先
先端の医療を提供しており、第一級のメディカルセンターとし
て知られています。 庭園のように広大なキャンパス内の Beckman Research
Institute ( ベックマン研究所）は、現在世界的に使用されている遺伝子組替医
薬品であるヒトインシュリン、ヒト成長ホルモンを生み出したこと、さらに近年がん
標的治療に頻繁に使われるようになった抗体作製の基礎技術を創出した研究所
としても知られています。ベックマン研究所では基礎科学分野と生物医学応用
分野の研究が密接に連携しており、その結果生まれる科学的発見や革新技術
は、生命を脅かす病気の治療に即応用されています。

プログラム

●研究室員の主な国籍：アメリカ、中国、インド、日本、ドイツ、ロシア等
●平均的な研究室（ラボ）
：ひとつのラボに8名前後

日

都市
羽田

1

ロサンゼルス
ロサンゼルス

2
▽

41

申込前に確認を！

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 17：00

ラボワーク
ランチタイム
ラボワーク

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 41日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈ホテル泊〉

※参加者の国籍や人数はラボにより異なります

CoHには常時 80名ほどの大学院生が Ph.D. 取得を目指して研究しています。
この実験体験プログラムではラボをひとつ選択し、滞在中は現地研究者の実験
のサポートを行うなかでラボ体験し、同時に研究室員の指導の下で課題研究に
取り組みます。アメリカの研究環境に興味があり体験してみたい、現時点では明
確な研究テーマが決まっていなくても将来大学院に進学したいと考える学部 2 〜
3年生対象の数少ない理系プログラムです。

予定
【15：00 ～ 16：00】 羽田発、ロサンゼルスへ
…………………日付変更線通過…………………
【09：00 ～ 10：00】ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈ホテル泊〉

42

ロサンゼルス

43

羽田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【10：00 ～ 11：00】 ロサンゼルス発、羽田へ
…………………日付変更線通過…………………

〈機中泊〉
【14：00 ～ 15：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはデルタ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●このプログラムはリサーチプログラムで語学研修ではありません。● CoH 教授による面談選考があります。面談等の結果次第ではプログラムに参加でき
ない場合があります。●応募は学部 2年生、3年生のみが対象です。●このプログラムは早大生のみ参加のプログラムです。●プログラム別の申込書類およ
びスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.9

アメリカ コーバリス

25日間

オレゴン州立大学 英語・文化研修

研修期間

伝統的なアメリカの学生街で、語学学習にあわせて
文化や自然を満喫できる盛りだくさんなプログラム！

8月10日
（木）
～9月3日
（日）
研修旅行代金

633,000円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）

●食事：学内にて利用可能なミールプラン240米ドル分が含まれます
※上記金額を超える場合は自己負担となります
●同行員：添乗員・教職員は同行しません

●利用予定航空会社：デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、
日本航空、全日空
●査証：学生ビザ（F1）が必要（各自にて、または旅行代理店により代理申
請にて手続きいただきます）
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・オレゴン州立大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★短 期留学プログラムでは珍しいボランティア体験
ができます
★オレゴンの文化や大自然に触れることができます
★寮生活を通じてアメリカのキャンパスライフを体験
できます
都市

オレゴン州・コーバリス（Corvallis）はポートランドから
車で 1 時間半ほどの距離に位置し、東側にカスケード山
脈、西側にオレゴンの美しい海岸線が広がる自然に囲まれた都市です。ま
た、コーバリスは全米の中でも安全な小都市とされており、緑が多く、魅力
的な学生街としても有名です。

留学先

オレゴン州立大学は 1868 年に創立され、ビジネスや教
育学などの一般教養と共に、工学、海洋学、農業科学、
林学、薬学など多岐に渡った学問を学ぶことができる総合大学です。オレ
ゴン州最大の大学として約 3 万人が在籍しており、全米各州から、そして
100 ヶ国以上から学生が集まっている、多様性に富んだ大学です。また、
自然にあふれた美しいキャンパスも魅力の一つです。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費（参加任意のものを除く）／プログラム期間中の食事（ミールプラン
240米ドル分）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿
泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料
金を基準とします。）
※企画料金は68,300円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ビザ申請料／通学費／課外
活動費（参加任意のもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税
（7,110円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,000円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

都市
成田

1

ポートランド
コーバリス
コーバリス

2
▽

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：30 ～ 50名
● 1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

オレゴン州立大学が提供する「English+Culture」プログラムは、コミュニ
ケーション能力を伸ばすことに重きを置いた英語学習プログラムです。語学
授業だけではなく、現地のイベントなどにボランティアとして参加する機会
もあり、実践的な英語を身に付けることができます。
地域イベントへの参加、地元野球チームの試合観戦、充実したキャンパス
ライフなどを通して、アメリカ文化に触れることができます。また、週末に
はオレゴン州を代表する観光地への小旅行（別途実費）も予定しています。

申込前に確認を！
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23

予定
【16：00 ～ 17：00】 成田発、ポートランドへ
…………………日付変更線通過…………………
【10：00 ～ 11：00】ポートランド到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 11：50
12：00 ～ 12：50
13：00 ～ 14：00
15：00 ～ 17：00

クラス
ランチタイム
クラス
課外活動など

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 23日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

24
25

コーバリス
ポートランド

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【12：00 ～ 13：00】 ポートランド発、成田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

成田

【15：00 ～ 16：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはデルタ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.10

アメリカ シアトル

22日間

ワシントン大学 英語・文化研修
世界的にも有名な企業の創業地であるシアトルで、
語学学習とアメリカ文化に触れる！

研修期間

8月6日（日）
～8月27日（日）
研修旅行代金

567,000円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：30名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空
●査証：日本国籍の場合、ESTA 取得。外国籍の場合は各自にて確認し
取得していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・なし
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★世界的に有名な名門大学での語学研修です
★学 生寮に滞在し、海外の大学キャンパスでの生活
を体感できます
★文 化的魅力が豊富なシアトルは多彩なアクティビ
ティがあります
アメリカ北西部に位置するワシントン州の都市・シアトル
は、周りを山や湖などの自然に囲まれたアメリカでも住み
よい街のひとつとされています。日本人選手の活躍で有名になった野球の
マリナーズやアメリカンフットボールのプロチームが本拠地としており、年間
を通じてスポーツ観戦や音楽等の文化活動が盛んに行われています。また、
世界のトップ企業である、ボーイング、Microsoft、Amazon、スターバックス
コーヒーなどが創業した街でもあります。

都市

ワシントン大学は、1861年に設立された世界的にも評価
の高い名門大学で、大都市としての機能と小さな街のよう
な心地の良さを兼ね備えた街・シアトルの中心地に位置しています。学生数
は 4万人を超える大規模校です。周辺には美しい自然の景色が広がり、気
候も穏やかな環境です。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施してい
ます。

留学先

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／隔週で行われるシアトル周辺課外活動（* 交通費除く）／日程表に記載したエコノミー
クラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ ESTA 申請料・代行
手数料／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準としま
す。）
※企画料金は61,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（日
程表に記載のないもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税
（7,110円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,400円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

都市
成田

1

シアトル

シアトル

2
▽

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、台湾、中国、韓国、トルコなど
●平均的な参加者数：110名 ● 1クラスあたりの人数：17 ～ 18名

英語のコミュニケーション能力を向上させる 3週間の短期英語プログラム
（STEP）に参加します。週15時間のカリキュラムが設定されており、主にリ
スニング、スピーキングの強化を目指します。到着後に行われるクラス分け
テストにより、初級レベルから上級レベルまで自分の語学力にあったクラス
で英語と文化を学ぶことができます。1クラスは18名前後で構成され、午後
に行われるアクティビティにも活用できる日常的な英語表現も学ぶことがで
きます。宿泊先はワシントン大学の学生寮で、キャンパスライフを楽しむこ
とができるプログラムです。

申込前に確認を！

予定
【18：00 ～ 19：00】 成田発、シアトルへ
…………………日付変更線通過…………………
【11：00 ～ 12：00】シアトル到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：45 ～ 12：30
12：30 ～ 13：20
13：20 ～ 16：30

クラス
ランチタイム
課外活動（火・木のみ）

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
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〈学生寮泊〉

21
22

シアトル
成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【13：00 ～ 14：00】 シアトル発、成田へ
…………………日付変更線通過…………………
〈機中泊〉

成田

【15：00 ～ 16：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

・プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.11

イギリス ロンドン

22日間

ユニバーシティーカレッジロンドン 英語・文化研修
さあ飛び出そう、ロンドンへ
英語と文化と芸術に魅了される夏

研修期間

8月6日（日）
～8月27日（日）
研修旅行代金

622,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力中級～上級
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）
●食事：なし※宿舎に共有キッチン付き
●同行員：添乗員・教職員は同行しません

●利用予定航空会社：アシアナ航空、日本航空、全日空、
ブリティッシュエアウェイズ、ルフトハンザドイツ航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・現地大学指定オンラインアプリケーション
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★なんといってもロンドン生活を満喫できる絶好の
ロケーションです
★リサーチ、プレゼンテーション、レポート作成等を
通し語学スキルを伸ばします
★世界有数の名門大学での研修です
都市

イギリスの首都ロンドンは、金融、ビジネスの中心地であると同
時に芸術・文化の栄えた一大都市です。街中に点在する歴史
的建造物などの他、美術館、博物館、劇場など多様な分野の芸術を楽しむことが
できます。地下鉄やバスが発達しており、市内やロンドン近郊への移動手段に大変
便利です。雨が多いというイメージの強いロンドンですが、
夏場は晴れることも多く、
気温も最高でも 25度前後、からっとした過ごしやすい季節です。

留学先

ユニバーシティー・カレッジ・ロンドンは、イギリスにおいて初
めて人種・階級・宗教等の区別なく全ての学生に広く門戸を開
いた総合大学です。世界大学ランキングでも常に上位に名を連ねています。在学
生の 41パーセント以上がイギリス以外の国の出身で、国際的でオープンな雰囲気
が大学全体にあります。大英図書館や大英博物館など世界的に有名な観光地や、
ショッピングやミュージカルが楽しめるWest End が徒歩圏内にあり、ロンドン生
活を存分に満喫することができます。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本・中国・イタリア・韓国
●平均的な参加者数：約 110名 ● 1クラスあたりの人数：10 ～ 14名

Summer English Course は語学力向上を目指し、ロンドンの学生生活を体験する
ことができるプログラムです。コミュニケーション能力の向上に重点をあて、4技能
修得（話す・聞く・読む・書く）のための学習を行います。授業の一環として大学
外でのリサーチプロジェクトに取り組んだり、テートブリテン、ロンドン博物館など、
都市を象徴するような場所への訪問も予定されており、訪問の前にはクラスにおい
て事前学習があります。また、プログラム参加者には大学で行われている授業に参
加する貴重な機会も設けられています。その他 UCL の学生との交流会（予定）
、
図
書館やカフェテリアなど学内施設の利用を通してロンドンの大学生活を感じること
ができます。

申込前に確認を！
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☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と
研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規
定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は67,200円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参
加任意のもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（18,260円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,480円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市
成田
ロンドン

予定
【09：00 ～ 10：00】
成田発、乗継便にてロンドンへ
【18：00 ～ 19：00】ロンドン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動


ロンドン

2
▽

20

〈学生寮泊〉

プログラム参加

スケジュール
10：00 ～ 11：30
11：30 ～ 11：45
11：45 ～ 13：00
13：00 ～ 14：00
14：00 ～ 16：00

クラス（英語）
休憩
クラス（校外学習準備）
ランチタイム
校外学習

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

21
22

ロンドン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【20：00 ～ 21：00】 ロンドン発、乗継便にて成田へ

〈機中泊〉

成田

【21：00 ～ 22：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはアシアナ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

・プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.12

コース No.13

イギリス オックスフォード

19日間

オックスフォード大学 英語・文化研修
語学学習とイギリス文化にどっぷり浸る
世界の名門大学で過ごす充実のひと夏を！

研修期間

A

8月7日
（月）
～8月25日
（金）

B

8月24日
（木）
～9月11日
（月）

コース

コース

A

研修旅行代金

コース

B

コース

724,000円
701,000円

募集要項
●最少催行人数：20名／最大募集人数：35名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）

●食事：平日3食、土日1 ～ 3食
（土日は課外活動有無等により異なります）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません

●利用予定航空会社：ブ
 リティッシュエアウェイズ、日本航空、 全日空、
ルフトハンザドイツ航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となりま
す。その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★なんといっても名門中の名門大学での研修！貴重な
機会をお見逃しなく
★幅広いイギリス文化に触れることができるカリキュ
ラムが特徴的です
★寮生活を通じてオックスフォード大学の伝統的なカ
レッジ生活が体験できます
都市

オックスフォードはロンドンから鉄道で1時間、バスで2時間ほどの距
離に位置する世界的に有名な学術都市です。また、多数の歴史
的建造物を有する観光都市でもあり年間を通じて多くの観光客が訪れます。 夏休みの
オックスフォード大学は、各カレッジでサマースクールなどが開催されており多くの海外から
の学生でにぎわいます。 夏の気候は日本と比較して過ごしやすく、天気の良い日は夜 9
時ごろまで空が明るいのが特徴です。

留学先

11世紀創立のオックスフォード大学は、学際的な研究機関として、
またチュートリアル制度、カレッジ制度を特徴としたユニークな教
育機関として世界にその名を誇る名門大学です。研修が行われるハートフォードカレッジ
（Hertford College）の設立は1282年にまで遡ります。 中世のたたずまいが美しく、
中庭を中心に教会や図書館も併設されており、学術の知と歴史を感じさせるカレッジで
す。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：20 ～ 35名
●1クラスあたりの人数：10 ～ 18名

「British Society and Culture Programme」は、幅広くイギリスの文化学習ができる
人気プログラムです。授業ではイギリス社会・慣習・歴史・文化等、多様なトピックを用
い学習します。
プログラム期間中はオックスフォード大学の学生 RA
（Residential Adviser）が学習・生
活のサポートをしてくれます。授業後や休日にはRAが企画する課外活動
（別途実費負担）
などに参加し、交流を楽しむこともできます。
その他、重厚な雰囲気を持つカレッジでの寮生活やドレスアップして参加するプログラム
修了セレモニーを兼ねた夕食会（Gala Dinner）など、伝統的なオックスフォード文化を
満喫できるプログラムです。
週末にはロンドンなど2回の日帰り小旅行を予定しています。

申込前に確認を！

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・オックスフォード大学指定願書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／週末の日帰り小旅行 2回／プログラム期間中の食事（平日3食、土日1 ～ 3食（土
日は課外活動有無等により異なります）
）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現
地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の
取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金はⒶコース77,400円、Ⓑコース75,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（16,400円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（7,000円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市
成田
ロンドン
オックスフォード
オックスフォード

2
▽

17

予定
【12：00 ～ 13：00】 成田発、ロンドンへ
【17：00 ～ 18：00】ロンドン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 10：30
クラス
11：00 ～ 12：30
クラス
12：30 ～ 14：00
ランチタイム
14：00 ～ 16：00
クラス
夜
課外活動
※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 17日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

18
19

オックスフォード
ロンドン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【15：00 ～ 16：00】 ロンドン発、成田へ
〈機中泊〉

成田

【11：00 ～ 12：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはブリティッシュエアウェイズ利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

● このプログラムは早大生のみ参加のプログラムです。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.14

イギリス オックスフォード

16日間

オックスフォード大学マグダレンカレッジ
英国政治＆メディアプログラム

世界の超名門大学にて英国特有の政治事情や
メディアについて学べる貴重なチャンス！

研修期間

8月26日（土）
～9月10日（日）
研修旅行代金

募集要項

644,000円

●最少催行人数：8名／最大募集人数：15名

●対象語学レベル：英語力中級～上級（TOEFL iBT76/IELTS 5.5相当）
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）
●食事：1日3食 ●同行員：添乗員・教職員は同行しません

●利用予定航空会社：アシアナ航空、日本航空、全日空、
ルフトハンザドイツ航空、ブリティッシュエアウェイズ
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★語学学習にとどまらず政治や

メディアといった 「学問」を英語で学べます
★少 人数制の参加型レッスンを通じて、総合的な英
語力を身に着けるチャンス
★寮 生活や現地大学生との交流を通じてイギリスの
伝統的なカレッジ生活を肌で体感
都市

ロンドンから鉄道で1時間ほど離れた場所に位置するオックスフォー
ドは街全体が歴史と伝統で満ち溢れており、その美しい町並みは、
映画ハリーポッターの舞台としても取り上げられてきました。世界的にも学術都市として知
られるオックスフォードは「英国の頭脳」とも呼ばれ、イギリス歴代の首相や詩人たちもこ
の地で教育を受けてきました。

留学先

英語圏最古の大学であるオックスフォード大学は、世界大学ランキング
では常に上位にランクインする世界的にも名の知れた超名門大学で
す。これまでに50人以上ものノーベル賞受賞者を輩出してきた大学は教育の最高峰といって
も過言ではありません。
オックスフォード大学には、30以上ものカレッジが存在し、学生達は寮生活にて寝食を共にし、
学問に励んでいます。研修が実施されるマグダレンカレッジ（Magdalen College）は1458
年に設立された由緒あるカレッジとして知られています。

プログラム

●参加者の主な国籍：中国、日本 ●平均的な参加者数：8 ～ 50名
● 1クラスあたりの人数：1 ～ 9名（セミナー）、9 ～ 15名（グループワーク）、15名以上（講義）

オックスフォード大学の伝統ある教授法「少人数教育」を通じて、英国のメディア・文化・
政治を題材に取り上げられた授業を受け、同時に英語の総合力を伸ばすことを目的として
います。授業は講義の他にセミナー、ワークショップ等があり、ディスカッションやディベー
ト等の「参加型」のレッスンでは、自己表現力を養っていきます。 実際にオックスフォー
ド大学へ在学中の学生が授業やイベントに参加をする予定のため、異文化交流はもちろ
んのこと、イギリスの大学生活を肌で体感できるのも本プログラムの魅力の一つです。ロ
ンドン小旅行やシェイクスピアの故郷であるStratford Upon Avon へのツアー、演劇の
ワークショップ等（入場料等は各自実費負担）が予定されています。応募に際し関連分
野の学習経験は不要ですが、高い意欲を持った方の参加をお待ちしています。

申込前に確認を！
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＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・英語能力テスト（TOEFL iBT76/IELTS

・海外留学プログラム誓約書
5.5以上）のスコアシートコピー
（※所持している場合のみ）


・パスポートのコピー
要求英語力証明を提出できない場合は面
談を行います
（5／12
（金）
14時〜15時半
予定）
。
・マグダレンカレッジ指定願書（メール添付
での提出）

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は69,400円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（18,380円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（7,480円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市
成田
ロンドン
オックスフォード
オックスフォード

2
▽

14

予定
【09：00 ～ 10：00】 成田発、乗継便にてロンドンへ
【18：00 ～ 19：00】ロンドン到着
到着後、公共交通機関にて研修先へ移動
〈学生寮泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～   9：50
10：00 ～ 12：00
12：00 ～ 14：00
14：00 ～ 16：00
夜

クラス
クラス
ランチタイム
クラス
課外活動

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 14日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

15
16

オックスフォード
ロンドン

公共交通機関にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【20：00 ～ 21：00】 ロンドン発、乗継便にて成田へ

〈機中泊〉

成田

【21：00 ～ 22：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはアシアナ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●要求英語力証明を提出できない場合は面談を行います（5／12（金）14時〜 15時半予定）
。
面談等の結果次第ではプログラムに参加できない場合があります。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。



マルタ共和国 リーヤ

コース No.15

23日間

マルタ大学 英語研修
地中海の真珠と呼ばれる島国マルタ。首都ヴァレッタ旧市街
は世界文化遺産にも登録されています。各国から集まる多彩
なバックグラウンドを持つ学生と一緒に学んでみませんか？

研修期間

8月26日（土）
～9月17日（日）
研修旅行代金

Image by vewingmalta.com, Clive Vella

募集要項

402,000円

●最少催行人数：10名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級～上級

●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）
●食事：朝食のみ
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、エミレーツ航空、全日空、 
日本航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となりま
す。その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞

・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・マルタ大学指定願書
参加決定後、オンラインテストを受けてい
・海外留学プログラム誓約書
ただきます。
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの

★欧 州からの留学生も多く、様々な国籍の学生と一
緒に学ぶことができます
★欧 州の中でも比較的物価が安く、治安の良いエリ
アです
★地 中海ならではのアクティビティが満喫できます


都市

（要別途実費）

マルタ共和国はイギリス連邦加盟国で、
英語（とマルタ語）
が公用語です。地中海の真珠と呼ばれる島国で首都・バ

レッタの旧市街は世界文化遺産に登録されているなど豊かな歴史と文化を
もっています。温暖な気候から、ヨーロッパではリゾート地としても有名です。

留学先

Malta University Language School（マルタ大学付属語
学学校）にて学びます。ケンブリッジ英語教授法資格保

研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（朝食のみ）／日程表に記載したエコノミークラス利用海
外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は45,200円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／入
学許可書発行料／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（14,230
円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（13,400円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1
2

有の経験豊富な講師陣が揃っています。イギリス・アイルランドよりも物価

寮にはプールやテニスコート、カフェテリアなどの設備も整い、快適に過ご

3

すことができます。
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プログラム

ンスキルを上げたい方におすすめの会話クラスも受講します。マルタ島はリ
ゾート地でもあり歴史ある美しい街並みが魅力の観光地でもあることから、
希望者は多彩な課外活動（別途実費）に参加することもできます。

申込前に確認を！

フランクフルト
フランクフルト
マルタ

▽

●参加者の主な国籍：韓国・イタリア・日本
●平均的な参加者数：70 ～ 100名 ●1クラスあたりの人数：12名程度

基本的な、
「話す・聞く・読む・書く」の授業とあわせ、英語のコミュニケーショ

羽田

マルタ

が安いため、ヨーロッパ人にとっての英語学習先として人気があります。学
校のあるリーヤ（Lija）はこぢんまりとした地域で治安もよいといわれており、

都市

予定
【14：00 ～ 15：00】
羽田発、フランクフルトへ
【18：00 ～ 19：00】フランクフルト到着
到着後、各自にてホテルへ移動
〈ホテル泊〉
【13：00 ～ 14：00】 フランクフルト発、マルタへ
【15：00 ～ 16：00】マルタ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

〈現地大学手配宿舎泊〉
プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 10：30
10：30 ～ 11：00
11：00 ～ 12：30
12：45 ～ 13：45
13：45 ～

クラス
休憩
クラス
クラス
ランチタイム／課外活動など

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 3 ～ 21日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈現地大学手配宿舎泊〉

22
23

マルタ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【12：00 ～ 13：00】
マルタ発、乗継便にて羽田へ
〈機中泊〉

羽田

【12：00 ～ 13：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはルフトハンザドイツ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●シェンゲン協定校加盟国です。過去 180日間のうちに通算で 90日を超えて滞在することができません。この半年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方は
シェンゲン協定に違反しないかどうかを確認の上お申し込みください。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.16

ドイツ ミュンヘン

28日間

ミュンヘン大学 ドイツ語・文化研修
長い伝統の残る近代的都市ミュンヘン
ドイツ名門大学でドイツ語と文化を学ぶ！

研修期間

8月1日（火）
～8月28日（月）
研修旅行代金

359,000円

募集要項
●最少催行人数：8名／最大募集人数：10名
●対象語学レベル：ドイツ語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：シンガポール航空、ルフトハンザドイツ航空、全日空、
日本航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★ドイツの名門大学での語学・文化研修です
★世 界各国から集まった学生と一緒にドイツ語を学
べるチャンス
★初 級から上級までそれぞれのレベルに合ったカリ
キュラムで学べます
ミュンヘンは南ドイツに位置するバイエルン州の州都で、人口
約 1,400 万人を抱えるドイツで 3 番目に大きな都市です。バ
イエルンアルプスの山々や湖、古城にもアクセスが良く、美術館やギャラリー、アー
ト、バレエ、音楽などヨーロッパ文化の中心地として、世界中から観光客の集まる
活気のある街です。有名なサッカークラブ、FC バイエルン・ミュンヘンの本拠地
があることでも知られています。

都市

留学先

ミュンヘン大学（Ludwig-Maximilians-Universität München）
は、研究、技術など高等教育の主要都市であるミュンヘンの
街の中心に位置しています。1472 年に創立され 540 年以上の歴史を誇る、18
の学部からなる総合大学で、130ヵ国から約 50,000人の学生が学んでいます。ノー
ベル賞受賞者を 26 名輩出するなど、研究分野を中心に、国内外から常に高い評
価を獲得しているドイツの名門大学のひとつです。早稲田大学とは長期留学プログ
ラムも実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：イタリア、
ロシア、
イギリス、アメリカ、
オー
ストラリア、インド、タイ、中国

●平均的な参加者数：260名

● 1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

留学生向けのドイツ語研修プログラム（Summer German Language Course）に
参加します。事前にクラス分けテストがあり、1 クラス 15 人までの少人数クラスで、
Speaking、Reading、Writing、Listening を学びます。このプログラムはドイツの
地域や文化についての理解を深めながら語学研修を行うことを目的としており、学
問的、文化的、社会的な観点からドイツ語を学ぶことができるプログラムです。
プログラム中には課外活動として、ザルツブルク訪問やノイシュバンシュタイン城
見学、ダッハウ強制収容所跡見学、ドイツの映画鑑賞を予定しています。
また、オプションで Theater Workshop、Phonetic Training（発音トレーニング）
を受講することもできます。
（別途申込、追加料金各 35 ユーロ要現地支払い）

申込前に確認を！
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＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

＜プログラム別＞
・参加決定後、ミュンヘン大学指定のオンラ
イン登録を行います。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／通学費（宿泊先の場所により追加でお支払いいただく可能性があります）／課外活
動費（参加任意のものを除く）／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／日程表に記載したエ
コノミークラス利用海外往復航空券／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定
はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は40,900円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／課外活動費（参加任意のも
の）／現地追加クラス費用（希望者のみ）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610
円）
・外国諸税（9,420円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（0円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

都市

予定

1

成田

【14：00 ～ 15：00】
成田発、乗継便にてミュンヘンへ

2

ミュンヘン

【06：00 ～ 07：00】ミュンヘン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

ミュンヘン

3
▽

26

28

〈学生寮泊〉

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 11：15
11：45 ～ 13：15
13：15 ～
午後

クラス
クラス
ランチタイム
課外活動など

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 3 ～ 26日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
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〈機中泊〉

〈学生寮泊〉

ミュンヘン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【13：00 ～ 14：00】
ミュンヘン発、乗継便にて成田へ
〈機中泊〉

成田

【17：00 ～ 18：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはシンガポール航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●早大の夏季休業開始前に出発します。補講・試験等との重複など学事理由で参加を取消す場合も、所定の取消料が適用されます。●シェンゲン協定校
加盟国です。過去 180日間のうちに通算で 90日を超えて滞在することができません。この半年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方はシェンゲン協定に違
反しないかどうかを確認の上お申し込みください。●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.17

オーストリア ウィーン

22日間

ウィーン大学 ドイツ語・文化研修
「音楽の都」ウィーンでドイツ語を学ぶ！
ドイツ語圏最古の総合大学で、語学と文化を学ぶ！

研修期間

8月27日
（日）
～9月17日
（日）
研修旅行代金

361,000円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：ドイツ語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（個室利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
ブリティッシュエアウェイズ、日本航空、
●利用予定航空会社：エミレーツ航空、
全日空、ルフトハンザ航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して

いただきます。
外国籍の方は、ビザ取得に時間がかかる場合があります。申込み前
に事前に留学センターへお問い合わせください。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となりま
す。その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★世界有数の観光・文化都市、「音楽の都」ウィーン
でドイツ語が学べます
★経 験豊富な講師による授業と、参加者の国籍の多
様さが魅力です
★課 外活動 （別途実費）が充実し、オーストリア文
化への理解を深められます
都市

オーストリアの首都ウィーンは、
「音楽の都」として知られてい
ます。近世の音楽史を彩るモーツァルト、ハイドン、ベートー
ヴェンなどが活躍したのもこの街で、ウィーン楽友協会で行われるニューイヤーコン
サートは世界中のクラシックファンを魅了しています。また、ハプスブルク帝国が栄
華を極めた地でもあり、市内に点在するゆかりの歴史的建築物やその象徴である
シェーンブルン宮殿には、毎年多くの観光客が訪れます。

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・各 参加者にて宿舎の前払い金支払い手
・海外留学プログラム誓約書
続きが求められる場合があります。
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または
宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画
料金を基準とします。）
※企画料金は41,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参
加任意のもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,670円）
・外国諸税（9,790円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（2,320円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

留学先

ウィーン大学は、1365 年に創立されたドイツ語圏最古の総合
大学です。現在では、94,000 人の学生が 15 学部に在籍する
大規模な大学となり、25,000 人を超える留学生が学ぶ国際的な大学でもありま
す。メインキャンパスはウィーンの中心地に位置し、近くにはホーフブルク王宮や国
会議事堂などの有名な観光地があります。早稲田大学とは長期留学プログラムも
実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、
トルコ、イタリア、スペイン、フランス
●平均的な参加者数：590名 ● 1クラスあたりの人数：15〜17名

3 週間の「Summer Intensive Course」に参加します。クラスはレベル分けテス
トの結果に沿って振り分けられます。授業は 9:15 ～ 13:00 で、経験豊富な講師
が学生目線に立った授業をリスニング、リーディング、ライティング、スピーキング
のスキルアップを目指して運営します。午後にはオプショナルコースとして、発音や
文法の授業を履修することも可能なほか、課外活動として多様なウィーン観光が用
意されており参加者の希望に合わせてウィーンでの滞在を満喫することができます
（オプショナルコース、課外活動は別途実費）。
滞在先は学生寮で、他の参加者との交流がしやすく、食事は寮のキッチンスペース
での自炊か周辺のレストランを利用します。

申込前に確認を！

1

都市

予定

羽田

【00：00 ～ 01：00】
羽田より乗継便にてウィーンへ

ウィーン

【12：00 ～ 13：00】ウィーン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

ウィーン

2
▽

20

〈学生寮泊〉

プログラム参加

スケジュール
9：15 ～ 13：00
13：00 ～
午後

クラス
ランチタイム
課外活動

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈学生寮泊〉

21
22

ウィーン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【15：00 ～ 16：00】
ウィーン発、乗継便にて成田へ
〈機中泊〉

成田

【17：00 ～ 18：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエミレーツ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●シェンゲン協定校加盟国です。過去 180日間のうちに通算で 90日を超えて滞在することができません。この半年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方は
シェンゲン協定に違反しないかどうかを確認の上お申し込みください。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.18

イタリア シエナ

27日間

シエナ外国人大学 イタリア語・文化研修
世界遺産の美しい街イタリア・シエナで
語学学習とイタリア文化に浸る !!

研修期間

8月6日（日）
～ 9月1日（金）
研修旅行代金

372,000円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：12名
●対象語学レベル：イタリア語力初級～上級
●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）
●食事：到着時の食事、到着翌日の朝食のみ
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、エアードロミティー、全日空、
アリタリア航空、日本航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★中 世の街並みを残した美しいシエナでイタリアを
体感できます
★プログラム期間中に世界的に有名なシエナの伝統
行事パリオが開催
★現 地日本人スタッフによるサポートがあり、イタリ
ア語初級者から参加可能です
都市

イタリア中部・トスカーナ地方にあるシエナは、ルネサン
ス期フィレンツェと共に芸術の中心地として栄えた街で
す。12 ～15世紀のゴシック様式の大聖堂など歴史的建造物が現在も数多
く残り、世界一美しいといわれるカンポ広場を含め、街全体がユネスコの世
界遺産として登録されています。

＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の一部食事（到着時の食事、到着翌日の朝食のみ）／日程表に
記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大
プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は42,200円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（7,920円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（13,400円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、中国、米国、イギリス、ドイツ、トルコ、レバノン
●平均的な参加者数：約 600名 ● 1クラスあたりの人数：約 25名

イタリア語のコミュニケーション能力の向上に重点をおいた基礎科目、およ
び様々なテーマを通じて実践的なイタリア語能力を養成するテーマ別科目
で構成されている「イタリア語・文化コース」に参加します。世界的に有名
な伝統行事「シエナのパリオについて」の文化講座やパリオ博物館の見学、
ワイナリー見学やシエナの美術館見学も予定されており、単なる言語の学習
にとどまらず歴史の街「シエナ」を肌で体感することができる魅力的なプロ
グラムです。また、課外活動も実施される予定です（別途実費）。

申込前に確認を！
27

都市
羽田

留学先

シエナ外国人大学は、イタリア語・イタリア文化教育を世
界に向けて普及・促進することを目的とした国立の国際
教育機関です。語学教育において高い専門性を持ち、イタリア語のみならず、
観光、翻訳、経済等の分野で活躍できる人材育成を目的に英語やフランス
語、中国語、日本語など多彩な言語教育を提供しています。そのため、シエ
ナ外国人大学は言語や文化を学ぶための就学環境が優れていると同時に、
世界各国から学生が集まる国際色豊かな環境が整っています。

＜プログラム別＞
・シエナ外国人大学指定願書（写真添付）

1

フィレンツェ
シエナ
シエナ

2
▽

25

予定
【12：00 ～ 13：00】
羽田発、乗継便にてフィレンツェへ
【20：00 ～ 21：00】フィレンツェ到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

〈現地大学手配宿舎泊〉
プログラム参加

スケジュール
  8：30 ～ 13：30
13：30 ～
午後

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 25日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
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クラス
ランチタイム
文化講座や体験学習

〈現地大学手配宿舎泊〉

シエナ
フィレンツェ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【13：00 ～ 14：00】
フィレンツェ発、乗継便にて羽田へ
〈機中泊〉

羽田

【12：00 ～ 13：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはルフトハンザドイツ航空・エアードロミティー利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●現地プログラムは留学センター指定出発日前に開始されており早大生は途中から参加します。そのため、通常のプログラムの一部を消化できないこ
とを理解のうえ申込みをしてください。●シェンゲン協定校加盟国です。過去 180日間のうちに通算で 90日を超えて滞在することができません。この半
年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方はシェンゲン協定に違反しないかどうかを確認の上お申し込みください。●プログラム別の申込書類およびスケ
ジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.19

スペイン サラマンカ

28日間

サラマンカ大学 スペイン語・文化研修

研修期間

歴史ある世界遺産の街、サラマンカで学ぶ
国際色豊かな環境でスペインを体感しよう！

8月5日（土）～ 9月1日（金）
研修旅行代金

501,000円

募集要項
●最少催行人数：10名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：スペイン語力初級～上級
●宿泊先：現地大学手配宿舎（個室利用予定）
●食事：1日3食
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
ルフトハンザドイツ航空、
カタール航空、
●利用予定航空会社：エミレーツ航空、
日本航空、全日空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★歴 史ある世界遺産の街でスペイン語の学習ができ
ます
★スペイン語学習の専門機関で自分のレベルにあっ
たスペイン語学習が可能
★課外活動を通じてスペイン文化を体感できます
都市

サラマンカは、首都マドリードから200km ほど離れ、長距離バ
スで 2時間半ほどの距離にある内陸部の町の一つです。旧市
街地は1988年にユネスコの世界遺産に登録されており、カテドラルや修道院など
の古い建築物に囲まれた風光明媚な都市です。なかでも、
中心地に位置するマヨー
ル広場は「スペインで最も美しい広場のひとつ」といわれています。夏にはスペイン
語を学んだり、サマースクールに参加するために世界各国よりたくさんの外国人学
生が集まるため、国際色豊かな環境になります。

留学先

サラマンカ大学は、1218年に創設されヨーロッパの中でも歴
史ある総合大学です。サラマンカ大学インターナショナルコース
は、サラマンカ大学付属の語学教育機関です。1989年の設立以来、世界各国の
教育機関と提携し外国人向けに多彩なスペイン語プログラムを提供しており、これ
までに蓄積したノウハウをもとに学習者の語学レベルや希望に応じたさまざまなプ
ログラムを提供しています。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施しており、
スペイン語学習には定評のある語学教育機関です。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、中国、台湾、アメリカ、イギリス、
ドイツ、スイスなど
●平均的な参加者数：150～200名 ● 1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

4週間の「Spanish Language and Culture Course」に参加します。1・2時間目
はスペイン語を学び、3・4時間目は文化や歴史、美術など所定の選択科目の中から
ご自身の興味にあわせた科目を履修することができます（ただし初級クラスの場合
には、所定の授業を受講します）。通常のスペイン語の学習に加え、サラマンカの
ガイド付き市内ツアーや週末を利用した小旅行などの課外活動（別途実費）を通じ
て、歴史的・文化的観点からも「スペイン」を肌で感じることができるプログラムです。
また、1クラス最大 15名程度のクラスで学ぶため他の国からの留学生たちと交流を
深められることも魅力の一つです。

申込前に確認を！

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・パスポートサイズの証明写真 1枚
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は55,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税（5,350円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（2,280円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1
2

都市

予定

成田

【22：00 ～ 23：00】
成田発、乗継便にてマドリードへ

マドリード
サラマンカ

【13：00 ～ 14：00】マドリード到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

〈現地大学手配宿舎泊〉

サラマンカ

3
▽

26

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 11：00
11：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00

28

クラス
選択クラス
選択クラス

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 3 ～ 26日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。



27

〈機中泊〉

〈現地大学手配宿舎泊〉

サラマンカ
マドリード

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【15：00 ～ 16：00】
マドリード発、乗継便にて成田へ
〈機中泊〉

成田

【17：00 ～ 18：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエミレーツ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●現地プログラムは留学センター指定出発前に開始されており早大生は途中から参加します。そのため、通常のプログラムの一部を消化できないこと
をご理解のうえ申込みをしてください。●シェンゲン協定校加盟国です。過去 180日間のうちに通算で 90日を超えて滞在することができません。この半
年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方はシェンゲン協定に違反しないかどうかを確認の上お申し込みください。●プログラム別の申込書類およびスケ
ジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.20

ロシア モスクワ

24日間

モスクワ大学 ロシア語研修

研修期間

伝統的建造物の残るモスクワで、ロシア語学
習を通して異文化体験をしてみませんか！

8月4日（金）～8月27日（日）
研修旅行代金

373,000円

※この費用に登録料、宿泊費、空港送迎費（往復）
（約 450米ドル相当）は含まれていません

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：ロシア語力初級～上級
●宿泊先：現地大学手配宿舎
（原則、相部屋利用予定ですが、個室利用の場合もあります）
●食事：なし ●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：日
 本航空、アエロフロートロシア航空
●査証：必要（旅行代理店による代理申請にて手続きをいたします）
。
外国籍の方は、ビザ取得に時間がかかる場合があります。
申込み前に事前に留学センターへお問い合わせください。






※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

【申込みに必要な書類】（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★少 人数クラスで実践的なカリキュラムを通じて語
学力の強化ができます
★ロシアの政治・経済・文化の中心都市、モスクワで
の研修です
★夏 のモスクワは東京よりも涼しい気候で過ごしやす
く、おすすめの渡航シーズンです
都市

モスクワはロシア連邦の東部に位置するロシアの首都です。17
世紀に “ 美しい ”という意味から名づけられた世界遺産 “ 赤の
広場 ”やロシア帝国の歴史を物語るロシア最古の博物館である“State Armory” など
が立ち並ぶ、歴史的建築物が多く残る都市です。冬が長いモスクワですが、夏は東
京より涼しい気候で過ごしやすく多くの観光客が訪れます。

※パスポートのコピーは、ビザ申請を迅速に行う必要があるため、必ず 5 ／ 26までに
提出のこと。また、日本国籍の場合、有効期限は帰国日＋6 ヶ月以上必要

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／ビザ申請料・代行手数料／早大プ
ログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は42,300円と定め、研修旅行代金に充当します。
※ビザ申請料・代行手数料は、外国籍の方は別途追加費用がかかる場合があります。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／登録料／宿泊費／海外旅行保険／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎
費／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港
施設使用料（2,610円）
・外国諸税（2,660円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,600円）
※登録料、宿泊費、空港送迎費（往復）
（約 450米ドル相当）はロシアルーブルで現地払いとなります。
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

留学先

モスクワ大学は1755年に設立され約 260年の歴史を持つ大学
です。ロシアのトップレベルの大学として知られており、約 4万
人以上の学生が在籍し、世界各国から約 4,000人の留学生が学んでいます。物理
学者などの数多くのノーベル賞受賞者を輩出し、中でもノーベル賞受賞者で旧ソビ
エト連邦共産党のゴルバチョフ書記長は本大学の卒業生です。大学の本館はスター
リング様式の代表作として知られており、学生だけでなく多くの観光客が訪れるス
ポットです。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本・韓国・中国・台湾・タイ・アメリカ・
イタリア・スイス・ポーランド・イギリス・メキシコ・ギリシャ

●平均的な参加者数：300 ～ 350名 ● 1クラスあたりの人数：6 ～ 8名
本プログラムはモスクワ大学付属のロシア語研修機関で行われ、現在では年間を通
して語学プログラムが開講されています。国籍や年齢などさまざまなバックグラウン
ドを持つ人が学んでおり、例年、日本や欧米各国からの人が参加しており、ロシア
語学習を通して様々な異文化交流を楽しむことができます。
クラスは、9人以下の少人数制で、実践的なロシア語習得を目的としたカリキュラム
で構成されています。初級レベルのクラスでは、一般的なロシア語学習をおこない
ますが、中級レベル以上のクラスでは、ロシア文学や歴史・文化・ビジネスなどをテー
マにした選択科目を選ぶことができます。その他にもロシア語学習の強化をしたい
方は、ロシア語の音韻やイディオムの学習などの選択科目も準備されています。モス
クワ市街やモスクワ郊外（別途実費）へのエクスカーションも予定されています。

申込前に確認を！
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＜プログラム別＞
・モスクワ大学指定願書

日程表
日

1

都市
成田
モスクワ

モスクワ

2
▽

22

予定
【10：00 ～ 11：00】 成田発、モスクワへ
【15：00 ～ 16：00】モスクワ到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

〈現地大学手配宿舎泊〉
プログラム参加

スケジュール
10：00 ～ 11：30
クラス
11：50 ～ 13：20
クラス
14：00 ～ 15：30
ランチタイム
13：40 ～ 15：00
クラス（曜日により異なります）
※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 22日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。



23
24

〈現地大学手配宿舎泊〉

モスクワ

各自にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【17：00 ～ 18：00】 モスクワ発、成田へ

〈機中泊〉

成田

【08：00 ～ 09：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは日本航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

・プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.21

オーストラリア メルボルン

30日間

モナシュ・カレッジ

グローバル・プロフェッショナルズ・プログラム
グローバル人材育成プログラム！
国際的な環境で仕事をするために
欠かせないスキルを学ぶ！

研修期間

8月5日
（土）
～9月3日
（日）
研修旅行代金

609,000円

●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：英語力上級以上
TOEFL iBT 71、IELTS5.5、TOEFL ITP530、
TOEIC700以上の語学力が必要

●宿泊先：ホームステイ（個室利用予定）

※ 1家庭に2名以上の場合、早大生含め日本人と同じ家庭の場合あり
●食事：1日3食 ●同行員：添乗員・教職員は同行しません

●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、ジェットスター航空、
シンガポール航空、カンタス航空、日本航空、全日空
●査証：日本国籍の場合、ETAS 取得。外国籍の場合は各自にて確認し取
得していただきます。

募集要項

※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★世 界のトップ 100に入る名門大学の付属機関での
研修です
★英 語の学習のみならず、国際的な環境で活かせる
スキルが学べます
★オ ーストラリアの実生活が体験でき英語学習に最
適なホームステイ滞在です
都市

ガーデンステートと言われるほど緑が多いビクトリア州の州都・
メルボルンは異国情緒あふれる街。オーストラリアではシドニー
に次ぐ大都市でありながらゆったりとした雰囲気、ヨーロッパ風の建築物が随所に
残り歴史を感じる街並みが魅力です。世界で最も住みやすい街のひとつとも評され
ており、留学先としても人気がある街です。

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・ホームステイ・オンライン申込確認メール
・海外留学プログラム誓約書
コピー
・パスポートのコピー
・TOEFL iBT 71／ IELTS5.5 ／ TOEFL
ITP530 ／ TOEIC700 以上相当を確認
できる英語検定試験スコア証明書のコピー
（有効なもの）

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ ETAS 申請料・代行手数料／早大プ
ログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は65,900円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,670円）
・外国諸税（12,250円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（6,000円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表

モナシュ・カレッジは、名門モナシュ大学の傘下にあり、語学を
留学先
含む大学入学のためのさまざまな準備コースを留学生に提供し
ています。グローバル・プロフェッショナルズ・プログラムは、モナシュ・カレッジの
City Campusで開講されます。City Campus はメルボルンの中心地にあり、活気あ
る街を体感することができます。モナシュ大学は世界大学ランキングでも常に上位
に位置する、言わずと知れた世界的な名門大学のひとつで、早稲田大学とは長期留
学プログラムも実施しています。

日

●参加者の主な国籍：日本、マカオ、中国
●平均的な参加者数：50～100名 ●1クラスあたりの人数：約 20名

3

プログラム

グローバル・プロフェッショナルズ・プログラム（GPP）は、これから国際的な環境
で仕事をすることに興味がある方を対象に作られたプログラムです。授業の中に
は、ゲスト・スピーカーによる講義、会社訪問なども含まれます。4つのフォーカス
（Global Perspective、Cross-Cultural Capability, Global Professional Skills,
Cultural and Business Engagement）で構成され、コミュニケーションスキルや
ネットワーク作りなど、国際的に活躍するために欠かせないスキルを学びます。プロ
グラム参加中の滞在先は、ホストファミリー宅となり、プログラム期間中は、ホストファ
ミリーと一緒に時間を過ごしながら、英語や異文化にふれることができるプログラム
です。

申込前に確認を！

都市

予定

1

羽田

【16：00 ～ 17：00】
羽田発、乗継便にてメルボルンへ

2

メルボルン

【11：00 ～ 12：00】メルボルン到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動 〈ホームステイ泊〉

メルボルン

▽

28

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 16：00

クラス
ランチタイム
クラス

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 3 ～ 28日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。



29
30

〈機中泊〉

〈ホームステイ泊〉

メルボルン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【14：00 ～ 15：00】
メルボルン発、乗継便にて成田へ
〈機中泊〉

成田

【06：00 ～ 07：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはキャセイパシフィック航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●早稲田大学正規在学生（学部 2年生以上推奨）●ノートパソコン／タブレット要持参（Wi-Fi 対応、ワード・エクセル・パワー
ポイント必要）●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.22

オーストラリア シドニー

38日間

シドニー工科大学 英語・文化研修
留学先として人気のシドニー！
国際的に定評のあるシドニー工科大学で
学ぶ充実の 5週間

研修期間

8月4日
（金）
～9月10日
（日）
参加者：

6名〜10名
研修旅行
代金
11名〜20名

619,000円
573,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級～上級
●宿泊先：ホームステイ（個室利用予定）
●食事：平日2食（朝・夕）
、
土日3食（土日は課外活動有無等により異なります）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、カンタス航空、日本航空、ジェットスター航空
●査証：日本国籍の場合、ETAS 取得。外国籍の場合は各自にて確認し取
得していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★留学生に人気の国際都市シドニーで学べます
★様々な国籍の学生との交流の機会があり、コミュニ
ケーション能力を高めたい方におすすめです
★ホームステイを通じてオーストラリアの多様な文化
に触れるチャンス
都市

シドニーは 200 以上の国からの学生が集まる、世界で最も多
文化な国際都市の一つで留学先としても非常に人気の高い都
市です。温暖な気候やフレンドリーな人々、都市と自然が融合した緑の多いシドニー
は世界で最も住みやすい都市の一つとしても知られています。気候は年中温暖で、
冬（6 月～ 8 月）は最も気温が下がる時期ですが、平均最高気温は約 16 度と穏
やかです。

留学先

シドニー工科大学（UTS）は、創立 50年未満ながら世界的に高い
評価を受けているオーストラリアの主要な工科大学で、4万人以上
の学生が学ぶ大規模校です。シドニー中央駅近くに学部ごとにビルが立ち並んでおり、
英語研修機関も独自のビルを有しています。周辺にはレストランや映画館、劇場やショッ
ピング街などがあり、有名なオペラハウスやニュー・サウス・ウェールズ州立美術館、ロイ
ヤル・ボタニック・ガーデンにもアクセスが良く観光面でも大変便利です。

プログラム

●参加者の主な国籍：中国、インドネシア、ベトナム、韓国、香港、ブラジルなど
●平均的な参加者数：約 200名 ● 1クラスあたりの人数：15 ～18名

シドニー工 科 大 学（UTS）の 付属 機 関 UTS:INSEARCH の 英 語 研 修プログラム
（General English Course または Academic English Course）に参加します。
到着後にクラス分けテストがあり、基礎的な Listening、Speaking スキルの向上を目
的としたクラスから、現地の大学入学を目指す留学生と一緒に学ぶことができるク
ラスまで、幅広いレベルの中から自分に合ったカリキュラムで学ぶことができるプロ
グラムです。
プログラム期間中、UTSもしくは UTS:INSEARCH の学生が皆さんのバディとして、
オリエンテーションから課外活動、キャンパスツアーなど現地での滞在をサポートし
てくれるため、安心して留学先での生活に溶け込むことができます。現地大学の学
生が主催する Student Activity Club のイベントへの参加も可能です。
（イベントに
よっては別途費用がかかる場合もあります。
）

申込前に確認を！
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＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・シドニー工科大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
・Homestay Application Form
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（平日2食、土日3食（土日は課外活動有無等により異な
ります）
）／課外活動費（参加任意のものを除く）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航
空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ ETAS 申請料・代行手数料／早大プログラ
ム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は66,900円（6 〜 10名の場合）
、62,300円（11 〜 20名）と定め、研修旅行代金に充当
します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参
加任意のもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（9,940円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,400円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1
2

都市

予定

羽田

【22：00 ～ 23：00】 羽田発、シドニーへ 〈機中泊〉

シドニー

【08：00 ～ 09：00】シドニー到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

〈ホームステイ泊〉

シドニー

3
▽

36

プログラム参加

スケジュール
  8：30 ～ 10：30
11：00 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30
午後

クラス
クラス
ランチタイム
課外活動など

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 3 ～ 36日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。



〈ホームステイ泊〉

37

シドニー

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【20：00 ～ 21：00】 シドニー発、羽田へ 〈機中泊〉

38

羽田

【05：00 ～ 06：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.23

フィリピン マニラ

21日間

聖トマス大学 英語・文化研修
フィリピン最古といわれている歴史ある
フィリピン名門大学での英語語学学習と
フィリピン文化を学ぶ！

研修期間

8月20日
（日）
～9月9日
（土）
研修旅行代金

236,000円

募集要項
●最少催行人数：7名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：英語力初級～中級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、日本航空、フィリピン航空
●査証：日本国籍の場合、事前のビザ取得は必要なし。SSP（Special
Study Permit）の申請が必要。外国籍の場合は各自にて確認し取
得していただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★英 語研修だけでなく、現地学生との交流を通じて
フィリピン文化を学べます
★整った環境のキャンパスで生活ができるのは、便
利で安心
★比 較的低い研修費用と発展目覚ましい東南アジア
の文化体験が魅力です
都市

東京から約 4 時間のフライトで到着ができる、日本から
もっとも近い英語圏の国、フィリピン共和国の首都であ
るマニラが研修地です。
気候は雨季と乾季があるものの、基本的には1年中高温多湿で、8月と9月の最
低・最高気温は約 26℃～ 31℃。日本との時差は、マイナス1時間です。 経
済発展の目覚ましいフィリピンですが、街中には植民地時代の古いヨーロッパ風
の建築物、名物の交通渋滞や庶民的な街並みが混在して独特の雰囲気を作り
出しています。

留学先

聖トマス大学は、フィリピン大学、デラサール大学、アテ
ネオデマニラ大学とともに、フィリピンでは名門といわれ
る 4 大学のひとつで、1611 年設立のフィリピン最古の大学といわれていま
す。キャンパス内には歴史が感じられる建物が立ち並び、芝生のスポーツ
広場が広がり雰囲気はとてもよく、学生寮のほか、ケンタッキーフライドチ
キン、スターバックスコーヒー、コンビニエンスストアといった商店や、銀行、
附属病院等がそろっており、キャンパス内で不自由なく、比較的治安の良
い環境で生活ができます。

プログラム

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・聖トマス大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／日程表に記載したエコノミークラ
ス利用海外往復航空券／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画
料金を基準とします。）
※企画料金は28,600円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／ SSP
（Special Study
Permit）申請料／通学費／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570
円）
・外国諸税（1,240円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（2,400円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

申込前に確認を！

予定

羽田

【09：00 ～ 10：00】 羽田発、マニラへ

マニラ

【13：00 ～ 14：00】マニラ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

マニラ

2
▽

20

スケジュール
  8：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 17：00

クラス
ランチタイム
クラス

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

マニラ

21

〈学生寮泊〉

プログラム参加



●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：7名～20名
● 1クラスあたりの人数：7 ～ 20名

「Intensive English Language and Filipino Culture Program」と題
して、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティング、文法等をバラ
ンスよく学習します。またプログラム中は Buddy（聖トマス大学の Student
Assistant）との英会話を通じての交流の機会があることも魅力です。フィ
リピンでの英語研修は、その費用面の安さや講師陣の英語のわかりやすさ
もあり近年人気があります。

都市

〈学生寮泊〉

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【14：00 ～ 15：00】 マニラ発、羽田へ

羽田

【20：00 ～ 21：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●このプログラムは早大生のみ参加のプログラムです。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.24

台湾

台北

21日間

国立台湾師範大学 中国語・文化研修
台湾で最大規模を誇る教育機関で、
中国語と伝統ある中華文化を肌で体験 !

研修期間

8月27日（日）
～9月16日（土）
研修旅行代金

317,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名

●対象語学レベル：中国語力初級～上級
※現 地規定により、中国籍（台湾含む）の学生はご参
加いただけません。
●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）
●食事：1日1食（朝）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：エバー航空、全日空、日本航空、中華航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

★台 湾最大の規模を誇る、国語教学センターで中国
語を学べます
★講師陣の質が高く、少人数制クラスです
★伝 統ある中華文化を肌で感じ、体験することがで
きます
都市

台湾の北部に位置する台北は、台湾の政治・経済・文化の中
心となっています。近代的なビル群のある都市にありながら、
伝統的な文化も引き継いでおり、中国宮廷の文化遺産を多く所蔵する故宮博物院
や、歴史的に価値のある多くの古跡、古い町並みも魅力のひとつです。親日国とし
ても有名で、治安も比較的良い方で安心して過ごすことができる街です。
1946 年に成立された台湾師範大学（1967 年に国立台湾師範
大学に改定）は、台湾中等教育に携わる優秀な教師陣の育成
機関として知られています。250 校以上に及ぶ世界各地の大学
と協定校提携を結び、4,000 人を超える外国人学生が学んでいるということから
も、国際性を兼ね備えた大学と言えます。近隣には、夜市、コンビニエンスストア、
スーパーマーケット、書店がすぐそばにあり、食事や生活をするのに便利な地域で
す。研修が行われる国語教学センターは、1956 年に設立され、長い歴史のある、
中国語を第二外国語として学べる台湾で最大のセンターでもあります。

留学先

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 、アメリカ、イギリス、ロシア、ドイツ、フランス
●平均的な参加者数：30～40名 ●1クラスあたりの人数：6 ～10名

台湾で最も著名・最大の国語教学センターで、中国語と中華文化を学ぶ研修プロ
グラムです。授業では繁体字を使用し、教科書・教材については繁体字と簡体字
の両方が使用されます。言語授業は、少人数（6 ～ 10人）となっており、必要に
応じてその言語力と文化知識を強化していきます。実用的な語彙、文法、発音練
習を中心に学び、
「読む」
「聞く」
「話す」の 3 技能を養うことを目指しています。
文化授業は、体験型授業となっており、書道、カンフー、中国ヨーヨー、中国絵画、
中国茶道、切り紙などの伝統文化を先生の指導の下、実際に実演し、肌で感じる
ことができます。またこの他にも、故宮博物院、九份、十分、淡水、故宮、宜蘭
などの街に赴く校外授業が予定されており、中華文化、台湾の生活、習慣や特色
をより一層理解することができるのもこのプログラムの特徴となっています。また
国立台湾師範大学の学生との交流会も行われるため、台湾の友人を作り、言語を
習得する良い機会となるでしょう。

申込前に確認を！
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＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・国立台湾師範大学
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

指定願書

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日1食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費（※ 4名以上の場合）／早大プログラム
開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は36,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／現地空港と研修先または宿
泊先間の往復送迎費（※ 3名以下の場合）／通学費／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国
内空港施設使用料（2,670円）
・外国諸税（1,850円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（1,600円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市

予定

羽田

【10：00 ～ 11：00】 羽田発、台北へ

台北

【13：00 ～ 14：00】台北到着
到着後、送迎車で宿泊先へ移動

〈現地大学手配宿舎泊〉

台北

2
▽

20

プログラム参加

スケジュール
  9：00 ～ 12：10
12：10 ～ 14：00
14：00 ～ 16：00

クラス
ランチタイム
クラス

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。


台北
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〈現地大学手配宿舎泊〉

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【16：00 ～ 17：00】 台北発、羽田へ

羽田

【19：00 ～ 20：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエバー航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.25

台湾

新北

21日間

淡江大学 中国語・文化研修
台湾の中でも歴史のある私立大学で
中国語と中華文化を学ぶ！

研修期間

8月6日（日）
～8月26日（土）
研修旅行代金

256,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：15名
●対象語学レベル：中国語力初級～中級

●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）

※早大職員と同室になる可能性があります。
●食事：1日3食
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：エバー航空、全日空、日本航空、中華航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・証明写真 1枚（4.5cm×3.5cm）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★現地指導員との交流を通じて会話力がみがけます
★文化と歴史の足跡をたどれる校外学習があります
★台北とは異なる台湾の魅力を知ることができます
都市

新北市は台湾の北部に位置し、淡江大学がある淡水区は台北の
中心地から約 1時間の距離にあります。首都台北に次ぐ台湾で2
番目に大きなビジネス産業都市で、文化・観光・交通・都市開発に力を入れることで、
国際都市へと発展しています。120㎞にもわたる有名な自然公園や温泉が立ち並ぶ海
岸線や、日本による植民地時代から残る歴史的資産は多くの観光客を魅了しています。
平溪天燈節と呼ばれるランタンフェスティバルの開催地でもあり数々の映画の撮影の舞
台にもなっています。

留学先

淡江大学は1950年に創立された65年以上の歴史を持ち、台湾
の私立大学の中では最も歴史のある総合大学です。「国際化・情
報化・未来化」という教育理念を掲げ、学術的にも高い評価を受け、
「台湾大企業 2,000
社が選ぶ学生ランキング」では18年連続で私学 1位にランキングされています。夏季短
期留学プログラムが行われる「淡水キャンパス」は、教育と研究を重視するキャンパスと
して設立され、中華と西洋の歴史の融和が感じられる建物が魅力です。 早稲田大学と
は長期留学プログラムも実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本・韓国・アメリカ・メキシコ・フランス・スペイン・ブラジル・インドネシア
●平均的な参加者数：50 ～ 100名 ●1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

夏季集中中国語プログラムを提供している淡江大学中国語センターは世界各国からの
中国語学習者のため、優秀な教師及び学習環境を長年に渡り提供しています。2015
年には教育部中国語センター評価鑑定に合格し、優良中国語センターの資格を取得し
ています。クラスは少人数制で、中国語の授業は週に20時間予定されています。特に
「聞く」
「 話す」に焦点を当て、実践的な言語スキルの向上に力を入れています。 授業
では繁体字、教科書や教材は繁体字と簡体字の両方が使用されます。語学学習の他
にも、
週に2 ～ 4時間の文化を学ぶクラスがあったり、週に1度校外学習も実施されます。
現地指導員が 24時間体制で日常生活のサポートをしてくれるので、日々の交流を通して
コミュニケーション力を高めていくことができるでしょう。研修期間の最後には、2泊 3日の
終了旅行も予定されています。

申込前に確認を！

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費（参加任意のものを除く）／プログラム期間中の食事（1日3食）／日
程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費
（※ 15名以上の場合）／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企
画料金を基準とします。）
※企画料金は30,600円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／現地空港と研修先または宿
泊先間の往復送迎費（※ 14名以下の場合）／通学費／課外活動費（参加任意のもの）／その他個
人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,670円）
・外国諸税（1,850円）
・燃油サーチャージ、旅客
保安サービス料（1,600円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市

予定

羽田

【10：00 ～ 11：00】 羽田発、台北へ

台北

【13：00 ～ 14：00】台北到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動


台北

2
▽

20

スケジュール
  9：10 ～ 12：00
12：10 ～ 14：00
14：10 ～ 16：00
16：10 ～ 18：00

クラス（中国語）
ランチタイム
クラス（中国語）
クラス（文化）または自由時間

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
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〈学生寮泊〉

プログラム参加

〈学生寮泊〉

台北

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【16：00 ～ 17：00】 台北発、羽田へ

羽田

【19：00 ～ 20：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエバー航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●早大職員が参加する場合があります。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
34

コース No.26

韓国 ソウル

18日間

慶煕大学校 朝鮮語・文化研修
韓国ソウルの名門大学で学ぶ朝鮮語と
韓国文化体験！

研修期間

9月3日（日）
～9月20日（水）
研修旅行代金

157,000円

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：8名
●対象語学レベル：朝鮮語力初級〜上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、アシアナ航空、日本航空、大韓航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・慶煕大学校指定入学願書
・海外留学プログラム誓約書
・慶煕大学校指定修学計画書
・パスポートのコピー
・証明写真 4枚（4×3ｃｍ）
内一枚は入学
願書に貼付
・和文在学証明書

★韓国名門私立大学の定評ある朝鮮語学習プログラ
ムです
★文化授業・現地学習を通じて韓国生活・文化に触
れられます
★トウミ （チューター）制度等サポート体制が充実し
ています
都市

隣 国 韓 国の首都ソウル。朝 鮮 半島の中央に位置し、人口が
1000万人を超える世界有数の大都市で、韓国の政治、経済、
ビジネス、文化の中枢です。古い歴史を持つ史跡、活気のある市場や問屋街から
最新のファッションやエンターテイメントまで、古い伝統と新しい文化の融合が魅
力的な都市です。

留学先

慶煕大学校は1949年に創設され、韓国の大学の国際化をリー
ドし続けている名門私学のひとつです。朝鮮語プログラムを実
施する国際教育院は韓国政府など主要機関の朝鮮語・韓国文化研修の委託を受
け実施している優秀な専門機関として評価されており、毎年世界 50余か国・1,200
名以上の学生が朝鮮語と韓国文化を学んでいます。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、台湾、中国、アメリカ等
●平均的な参加者数：100名以上 ● 1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

国際教育院で朝鮮語を学ぶと共に、韓国文化研修を通して短期間でより深く韓国
を理解できるように構成されたプログラムです。朝鮮語授業と文化授業、現地学習
の 3つからなり、朝鮮語授業では午前中にスピーキング、リスニング、文法を学びま
す。作文、読解は希望者が文化授業に代わり受講することができます。文化授業
では、韓国の歌や映画、伝統的な習慣を学ぶことができます。現地学習では例年
日帰りの課外活動があり、陶磁器作り、民俗村見学、ソウル市内ツアー等が行われ
ています。勉強のみならず韓国生活・文化についても理解を深めることができるプ
ログラムです。また現地学生が韓国での生活や朝鮮語学習のサポートをするトウミ
（チューター）制度が設けられており、一対一での会話練習などを通して現地学生と
の交流をすることもできます。

申込前に確認を！
35

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／日程表の文化授業・現地学習／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航
空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38
記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は20,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／教材費／通学費／課外活
動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
・外国諸税（2,780円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（800円）
※羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

都市

予定

羽田

【08：00 ～ 09：00】 羽田発、ソウルへ

ソウル

【11：00 ～ 12：00】ソウル到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

ソウル

2
▽

17

スケジュール
  9：00 ～   9：50
10：00 ～ 10：50
11：00 ～ 12：00
12：10 ～ 13：00
14：00 ～ 16：00

朝鮮語授業
朝鮮語授業
朝鮮語授業
朝鮮語授業
文化授業

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 17日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
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〈学生寮泊〉

プログラム参加

〈学生寮泊〉

ソウル

午前中授業を受けた後、送迎車にて空港へ移動、各自
にてチェックイン
【20：00 ～ 21：00】 ソウル発、羽田へ

羽田

【22：00 ～ 23：00】羽田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●早大生は実際の現地プログラム終了日よりも早く終了し帰国します。そのため、通常のプログラムの一部を消化できないことを理解のうえ申込みを
してください。●早大職員が参加する場合があります。●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載してい
ます。

コース No.27

韓国 プサン

14日間

東亜大学校 朝鮮語・文化研修
充実の文化体験と現地大学学生との交流
が魅力！韓国文化を肌で感じたい方必見
の朝鮮語・文化研修

研修期間

8月6日（日）
～8月19日（土）

94,000円

研修旅行代金

募集要項
●最少催行人数：6名／最大募集人数：8名
●対象語学レベル：朝鮮語力初級～中級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：エアプサン、アシアナ航空、大韓航空、日本航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
【申込みに必要な書類】

＜全プログラム共通＞
＜プログラム別＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・東亜大学校指定参加申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・和文在学証明書
・パスポートのコピー

★現地大学学生との交流で生きた朝鮮語を学びます
★首都ソウルと異なる韓国を知ることができます
★課 外活動を通じて、韓国文化への理解を深めるこ
とができます
都市

朝鮮半島南東端に位置し、韓国の主要都市の中でも最も日
本の近くに位置するプサン。 韓国第二の都市であり、韓国

第一の貿易港でもあります。およそ770平方キロメートルの面積に、約 360万
人の人が暮らしています。山と川、海が調和していて、都心に6つもの海水浴場
があります。日本からも多くの人が訪れる観光都市であり、近年ではプサン国際
映画祭の開催地としても有名です。

留学先

自由・真理・正義を建学理念として1964年に創設された私

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（日
程表に記載のないもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
・外国諸税
（2,290円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（600円）
※成田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年 2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

日程表
日

1

立の総合大学で、10の単科大学と2つの学部、10の大学

院から構成されており、プサンに3つのキャンパスを有し、現在おおよそ2万人の
学生が学んでいます。

プログラム

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費（日程表に記載のもの）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.38記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は14,400円と定め、研修旅行代金に充当します。

都市

【13：00 ～ 14：00】 成田発、プサンへ

プサン

【16：00 ～ 17：00】プサン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動


プサン

2
▽

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：30～40名
● 1クラスあたりの人数：10 ～ 15名

大学校の学生もトウミ（ボランティア学生）としてプログラムに参加するため、現
地学生のサポートを受けながら交流を深めることができます。また、朝鮮語講座
や韓国経済・社会・文化を学び、文化体験や市内観光も予定されています。

スケジュール
  9：30 ～ 12：30
14：00 ～ 17：00

朝鮮語講座
文化体験
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〈学生寮泊〉

プログラム参加

※スケジュールは一般的な例で日により異なります。 過去のス
ケジュールの場合もあります。
※ 2 ～ 13日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

13

「Korean Summer Session」と題して、東亜大学校が日本の協定大学学生
に様々な韓国文化を伝えるために開設している短期交流プログラムです。東亜

予定

成田

〈学生寮泊〉

プサン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
【14：00 ～ 15：00】 プサン発、成田へ

成田

【16：00 ～ 17：00】成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールはエアプサン利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

現地大学学生とはもちろん、韓国・朝鮮語への興味を共有する日本の他大学
の学生とも交流できる貴重な機会です。朝鮮語初級者におすすめのプログラム
です。

申込前に確認を！

●国籍は問いませんが、日本人向けのプログラムです。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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年度

春季短期留学プログラム

一覧表

下の表は前年度春休み向けに募集したプログラムの一覧表です。
2017 年度春季の募集プログラム詳細については 11月ごろに決定します。このページはあくまでも参考としてご覧ください。
コース

プログラム実施先

国・地域

都市

出発日 - 帰国日

研修旅行
代金

最大
定員

履修
単位

語学
レベル

クラス運営
オープン クローズ

宿舎タイプ
ホーム
ステイ

学生寮 その他

バンクーバー 2 ／26（日）- 3／26（日） 525,000 円 20 名 2 単位 初級～中級

●

●

2 ／ 7 （火）- 3／5 （日） 434,000 円 30 名 2 単位 初級～上級

●

●

VIA ソーシャルイノベーションプログラム

サンフランシスコ 2 ／8 （水）- 2 ／19（日） 526,000 円 10 名 2 単位 中級～上級

●

4

カリフォルニア大学デービス校

デービス

2 ／9 （木）- 3／15（水） 714,000 円 15 名 4 単位 中級～上級

●

5

カリフォルニア大学ロサンゼルス校

ロサンゼルス

2 ／ 7 （火）- 3／4 （土） 674,000 円 20 名 2 単位 初級～上級

●

6

カリフォルニア大学サンディエゴ校

サンディエゴ

2 ／26（日）- 3／26（日） 539,000 円 20 名 2 単位 初級～上級

●

●

7

ワシントン大学

シアトル

2 ／26（日）- 3／19（日） 452,000 円 18 名 2 単位 初級～上級

●

●

8

ハワイ大学

ホノルル

2 ／5 （日）- 2 ／26（日） 504,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

9

ユニバーシティカレッジロンドン

ロンドン

2 ／19（日）- 3／12（日） 432,000 円 20 名 2 単位 中級～上級

●

●

スターリング

2 ／5 （日）- 3／27（月） 759,000 円 15 名 4 単位 初級～上級

●

●

1

ブリティッシュコロンビア大学

2

ビクトリア大学

3

カナダ

アメリカ

イギリス

10 スターリング大学

ビクトリア

●
●
●

11 ミュンヘン大学

ドイツ

ミュンヘン

3／2 （木）- 4／1 （土） 286,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

12 パリ政治学院

フランス

パリ

2 ／12（日）- 3／12（日） 644,000 円 10 名 2 単位 英語上級

●

13 ナポリ東洋大学

イタリア

ナポリ

2 ／25（土）- 3／12（日） 256,000 円 12 名 2 単位 初級

14 サラマンカ大学

スペイン

サラマンカ

2 ／27（月）- 3／30（木） 445,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

15 マルタ大学

マルタ

リーヤ

2 ／11（土）- 3／5 （日） 324,000 円 20 名 2 単位 初級～上級

●

16 モスクワ大学

ロシア

モスクワ

2 ／19（日）- 3／20（月） 265,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

メルボルン

2 ／ 7 （火）- 3／18（土） 585,000 円 30 名 4 単位 初級～上級

●

ブリスベン

2 ／11（土）- 3／5 （日） 392,000 円 18 名 2 単位 初級～中級

ブリスベン

2 ／11（土）- 3／19（日） 491,000 円 10 名 4 単位 中級～上級

●

●

2 ／18（土）- 3／19（日） 432,000 円 12 名 2 単位 初級～上級

●

●

21 ミクロネシア・カレッジ

ニュージー
オークランド
ランド
ミクロネシア
ヤップ島
連邦

3／4 （土）- 3／15（水） 231,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

22 シンガポール国立大学

シンガポール シンガポール

2 ／19（日）- 3／4 （土） 427,000 円 12 名 2 単位 中級

●

●

23 ゴア大学附属チョウグルカレッジ

インド

ゴア

2 ／12（日）- 2 ／25（土） 296,000 円 10 名 2 単位 中級～上級

●

24 北京大学

中国

北京

2 ／19（日）- 3／19（日） 310,000 円 15 名 2 単位 初級～上級

●

台北

2 ／27（月）- 3／20（月） 431,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

台中

2 ／15（水）- 3／11（土） 222,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

桃園

3／5 （日）- 3／26（日） 184,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

大邱

2 ／ 7 （火）- 2 ／25（土） 107,000 円 10 名 2 単位 初級～上級

●

●

プサン

2 ／12（日）- 2 ／25（土） 77,000 円 10 名 2 単位 初級～中級

●

●

17 モナシュ・カレッジ
オースト
ラリア

18 クイーンズランド大学
19 クイーンズランド大学（TESOL）
20 オークランド工科大学

25 国立台湾大学
26 東海大学

台湾

27 中原大学
28 大邱大学校
29 東義大学校

お知らせ
秋の留学イベント
について
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韓国

●
●
●

●
●

●
●
●
●

●

●

●
●

10 月 6 日（金）
、7 日（土）

11 月中旬

秋の留学フェア

春季短期留学プログラム募集説明会

留学センターの中・長期プログラム出願に関する重要情報が入

春休みの短期留学プログラムラインアップが出そろいます！参加希望者はぜひ参加を。

手できる機会です。多数の海外協定大学担当者も来日します！

詳しくは留学センターウェブサイトをこまめにチェックしましょう！

ご旅行取引条件説明書（抜粋）
受注型企画旅行契約

約款準拠

受注型企画旅行契約とは、当社がお客様の依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提

本旅行条件書に記載のない事項は当社の旅行業約款（受注型企画旅行の部）に定めるとこ

供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金
の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

旅行代金のお支払い

ろによります。

契約の申込
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の

各プログラムごとに定められている日付までにお申込金および旅行代金の残額をお振込み

申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して

願います。

いただきます。

取消料について

要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客

①身体に障害をお持ちの方②健康を害している方③妊娠中の方④その他特別な配慮を必

旅行契約の解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約の解除
お客様が旅行契約を解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約を解除するとき
は以下の料金を申し受けます。

様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客
様の負担とします。

契約の成立時期

お客様のご都合で旅行契約を解除する場合のご連絡は、弊社の営業時間内〔（9時～17時

契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに成立します。

30分まで）土日曜・祝日・大学暦における祝日を除く〕にのみお受け致します。

申込金は、旅行代金、取消料その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

契約解除（申込取消）の日

取消料

イ. ロからニまでに掲げる場合以外の場合
当社が契約書面において企画料金の
金額を明示した場合に限る）

企画料金に相当する金額

旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せく
ださい。）旅券の有効期間や査証については、参加するプログラムによって異なります。現在
お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行っ

ロ （研修）旅行出発日の前日から起算して
（研修）旅行代金の 20％
さかのぼって30日目にあたる日以降［ハ及びニを除く］
ハ．
（研修）旅行開始日の前々日以降［ニを除く］

（研修）旅行代金の 50％

ニ．
（研修）ご集合時間後の解除又は無連絡不参加

（研修）旅行代金の100％

お客様が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日にお客様が
契約を解除したものとみなします。この場合、お客様は当社に対し前項の企画料金を支払わ
なければなりません。

旅行代金に含まれるもの
①旅程表に記載した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）②旅程表
に記載した研修の料金③旅程表に記載した宿泊の料金及び税・サービス料金④旅程表に

てください。これらの手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けする
事があります。

保険衛生について
渡 航 先 の 衛 生 状 況 につ いては 、厚 生 労 働 省「 検 疫 感 染 症 情 報 」ホーム ペ ージ：
http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する
情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.
mofa.go.jp/」をご確認ください。

記載した食事の料金及び税・サービス料金・諸費用⑤企画料金

海外旅行保険への加入について

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。

海外において、
病気・けがをした場合、
多額の治療費、
移送費等がかかることがあります。また、

旅行代金に含まれないもの

事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。こ
れらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

の海外旅行保険に加入することをお勧めします。

①旅程表以外に行動される場合の費用②渡航手続き諸費用（旅券印紙代、ビザ代等）
③超

※早稲田大学の海外留学プログラムでは、早稲田大学が包括契約を締結している東京海上日

過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、

動火災保険（株）の海外旅行保険に加入することが義務付けられています。詳しくは留学

その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金④オプショナルツ

センターの案内にて確認してください。

アー料金⑤日本国内の空港施設使用料⑥外国諸税・燃油サーチャージ⑦日本国内における
ご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費

早稲田大学留学センターの短期留学プログラム別
募集要項日程にある「無手配日」について
無手配日期間は、旅行会社による航空券、宿泊施設、旅行サービスの手配を行なっていません。
この期間にお客様が被った損害については、旅行会社約款に基づく補償金等の支払い対象

事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知くだ
さい。
（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
）

個人情報の取扱について
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との

とはなりません。

間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運

特別補償

な範囲内で利用させていただきます。

当社は、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は
手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を
支払います。
死亡補償金：２,５００万円 入院見舞金：４～４０万円 通院見舞金：２～１０万円

送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要

旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2017 年 4 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2017 年 4 月 1 日
現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を
限度とします。
）
当該旅行日程にて、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定
められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の
損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したとき
は、当該日は「旅行参加中」とはならず、
「無手配日」といたします。

旅行取扱

株式会社早稲田大学アカデミックソリューション

大学業務支援部

旅行チーム

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-12 大隈スクエアビル 2 階
東京都知事登録旅行業第 2-6655 号 総合旅行業務取扱管理者：江口俊之
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問合せ先

早稲田大学留学センター
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田 1-7-14
早稲田キャンパス22号館 1階

（

Waseda Global Gate

TEL:03-3208-9602

）

Email：out-cie@list.waseda.jp

開室時間／平日 9:00 ～ 17:00（窓口対応時間／ 12:00 ～ 17:00）

早稲田駅
都営荒川線

神田川

国際
会議場
北門

新目白

通り

留学センター

正門
早稲田キャンパス

早大通り
早稲田通り

早稲田駅
東京メトロ東西線

「りゅうがくま」は、学生留学アドバイザーのデザインによるもので、留学センター発行冊子、Web ページなどの広報媒体に限定して使用します。

