
研修期間

日間
研修期間

研修旅行代金

募集要項

【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）

申込前に確認を！
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※�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。

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!!

シエナ外国人大学 イタリア語・文化研修
イタリア　シエナ

8月6日（日）～9月1日（金）
372,000

●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

＜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＞
・シエナ外国人大学指定願書（写真添付）

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。

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）

・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。

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。

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。

●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。

★�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

☆研修旅行代金に含まれるもの

☆研修旅行代金に含まれないもの

日程表　
日 都市 予定

1

羽田

フィレンツェ
シエナ

【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〉

2
▽

25

シエナ プログラム参加
スケジュール
��8：30～ 13：30
13：30～
午後

クラス
ランチタイム
文化講座や体験学習

※�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～ 25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〉

26
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〉

27 羽田 【12：00～ 13：00】羽田到着
到着後、解散

プログラム

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）。

●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

コース No.18
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2017年8月 夏季短期プログラムカレンダー(予定) 

 

月日 曜日 時間割 

8/6 日 オリエンテーション 

8/7 月 プレイスメンス・テスト9時  

8/8 火 授業開始  

8/9 水 授業  

8/10 木 授業  

8/11 金 授業  

8/12 土  

8/13 日  

8/14 月 授業  

8/15 火 祝日 

8/16 水 パリオの祝日 

8/17 木 授業  

8/18 金 授業  

8/19 土  

8/20 日  

8/21 月 授業  

8/22 火 授業 

8/23 水 授業 

8/24 木 授業  

8/25 金 授業  

8/26 土   

8/27 日  

8/28 月 授業 

8/29 火 終了試験 (筆記) 

8/30 水 終了試験 (口頭) 

8/31 木 帰国 

 

 

イタリア語講座の時間割は8時30分から13時30分の時間帯で1日の授業時間は4時間から4時間30分

の授業時間を目安にしてください。授業の時間割はシエナ到着時に発表されます。 

イタリア語講座の他に、午後、文化講座・見学(文化講座「シエナのパリオについて」、パリオ博

物館見学、モンテ・ディ・パスキ銀行美術館見学)と見学型のインターンシップ（シエナの企業に

おいて地域の産業システムを知るための体験学習: 観光部門‐公認ガイドとの市内美術館見学と

ワイン・食文化部門‐ワイナリー見学）が企画されます。 

文化講座、インターンシップ等の日程についても到着の際に通知いたします。 

 

また、授業参加開始後、授業内容等により、時間割について変更される場合があります。変更の

際には担任より事前に連絡されます。 

 

※現地のスケジュール、内容は現地受入側または天候等の都合により一部変更となる場合があり

ます。 



foto UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 

Piazza C. Rosselli 27/28 - 53100 SIENA (Italia) 

CORSI ORDINARI DI LINGUA E CULTURA 

ITALIANA 

2017 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO / PLS WRITE IN BLOCK LETTERS 
 
 

COGNOME / SURNAME _________________________________________________ 

 

 

NOME / GIVEN NAME___________________________________________________ 
 

Data di nascita             /      / 
                                        giorno/mese/anno 

Date of birth               /       /                               M �F � 

   day/month/ year              

 

Luogo di nascita(città) _________________________  Nazionalità ____________________________________ 
Place of birth(city)                                                                     Nationality    
 

E-Mail    ____________________________________ 

 

Indirizzo permanente 

Permanent address _____________________________________________________________________________ 

 
                        CALENDARIO 2017                                                                                            CALENDAR 2017 

                           09 gennaio – 31 marzo                               January 9th – March 31st 

9-27 gennaio  1-24  6-31   January 9th-27  February 1st-24  March 6th -31st      

                           3 aprile – 30 giugno                                April 3rd – June 30th 

3-28  2-26  5-30 giugno        April 3rd-28  May 2nd- 26  June 5th-30  

                           3 luglio – 29 settembre                                July 3rd – September 29th 

3-28  1-30  4-29   July  3rd -28th        August 1st-30th     ☑ September 4th- 29th    

 

                         2 ottobre – 22 dicembre                               October 2nd – December 22th 

2-27   6-30  4-22   October 2nd-27  November 6th-30th     December 4th-22  

 

                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 

Data/Date ___________________Firma/ Signature,______________________________________ 
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