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大学生活を始めたばかりの学部 1 年生を対象に、アジアのダイナミズムを体感し、異文化に触れ、海外に滞在するためのノ

ウハウを身に付け、実践力を鍛えることを目的とした多彩なプログラムを用意しています。これらのプログラムを経験し、将来

的に短期留学からセメスター留学・交換留学等へと飛躍していくことを期待します。 

 

①ベトナム、マレーシア 
学部 1 年生を対象としたフレッシュマンズグローバル人材育成プログラムです。 

★本プログラムの特長 

(1) 「春学期（集中）」の学期に設置される正規の授業科目です。所属学部は問いません。 

(2) これまで海外デビューを果たしたことのない学生にお勧めです。アジアの魅力を体感できます。 

(3) 事前学習の間にベトナム マレーシアで調べたい課題を設定し、調査計画を立てます。 

(4) 現地滞在中には、課題の調査（インタビュー）、ベトナム国家大学ハノイ校、マラヤ大学での授

業体験と学生交流、市街視察、世界遺産見学、ホームステイなど、盛りだくさんの活動が含まれています。 

(5) 帰国後のまとめ（事後学習）を行い、成果を発表した学生には 2 単位が付与されます。 

(6) 参加費用は、ベトナム 約 220,000 円、 マレーシア 約 210,000 円（航空賃、宿泊費、研修費用等を含む、概算）です。 

 
事前学習 2018 年 4 月  6 時限（18：15～19：45） ×5 回 （予定） 

事後学習 2018 年 5 月  6 時限（18：15～19：45） ×3 回 （予定） 

 

②台湾 
新入生と在学中の学部生を対象とした、留学としての海外体験導入プログラムです。サイエンスプログラムで理工系よりの

内容ですが、文系の方も参加できるように配慮されています。 

★本プログラムの特長 

(1) 「集中講義（春学期）」の学期に設置される正規授業科目です。所属学部は問いません。 

(2) これまで海外デビューを果たしたことのない学生にお勧め。体験型授業に加え、台湾大学の天文台がある溪頭や地震ミュ

ージアムへ行きます。また、 観光的な要素もあり、盛りだくさんの内容で台湾の魅力を体感できます。 

(3) プログラム期間、全活動、授業に出席し、成果発表を行った学生には、1 単位が付与される予定です。 

(4) 参加費用 は、約 285,000 円 （航空賃、宿泊費、研修費用等を含む、概算）です。 

 
【旅程】  ※諸事情により、変更となる場合があります。 

 ベトナム マレーシア 台湾 

4/29 

(日) 

（朝） 羽田空港 発 

（昼） ハノイ 着 

・ホアンキエム湖探索 

(夕方) 成田空港 発 

（夜） クアラルンプール 着 

（昼）羽田空港 発 

（夕方）台北（松山） 着 

4/30 

(月) 

バッチャン陶器村 

・ 陶器作りに挑戦 

首都クアラルンプール 

・ フィールドワーク（インタビュー） 

渓頭へ移動（台湾中部） 

・渓頭エコツアー 

・天文台で天体観測 

5/1 

(火) 

古き良きベトナム ドゥンラム村 

ホームステイ 

政都プトラジャヤ探索 

地域事前活動を体験 

渓頭 

・針葉樹植樹体験 

・台湾地震博物館訪問 

5/2 

(水) 

ドゥンラム村 

・ 自転車散策やケーキつくり 

ハノイ 

・ フィールドワーク（インタビュー） 

世界遺産 古都マラッカ探索 

・ フィールドワーク（インタビュー） 

国立台湾大学での授業（化学） 

National Palace Museum 訪問 

士林夜市訪問 

5/3 

(木) 

ハノイ 

・市場探索・昼食つくりに挑戦 

・ フィールドワーク（インタビュー） 

・自由行動 

文廟訪問 

マラヤ大学留学体験 
国立台湾大学での授業（生物） 

台湾企業訪問 

5/4 

(金) 

ハロン湾訪問 

・プログラムまとめ 

カンポンステイ 

・フィールドワーク 

プログラムまとめ、成果発表 

台湾企業訪問 

5/5 

(土) 

フィールドワーク（インタビュー） 

自由行動 

カンポンステイ 

・フィールドワーク（インタビュー） 

慶熙大学校（韓国）の学生と 

九分へ日帰りツアー 

5/6 

（日） 

（夕方）ハノイ 発 

（夜）羽田 着 

（朝）クアラルンプール 発 

（夕方）成田 着 

（朝）台北（桃園） 発 

（昼）成田 着 

 

新入生向けゴールデンウィーク短期留学プログラムのご案内(2018) 

 

http://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g304160-d2246988-Reviews-Xitou-Nantou.html
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③申込手続等（共通） 
(1) 対象： 早稲田大学 学部入学予定者（合格し入学確定した方） 

 （※ゴールデンウィーク中に、理工系は学科のオリエンテーション等予定されている場合もあります。その場合は、学科

の行事を優先とし、本プログラムにはお申込みできませんので、ご注意ください。） 

①ベトナム最大 25名、最少催行人員 6名 

②マレーシア 最大 20名、最少催行人員 6名 

③台湾 最大 15名、最少催行人員 10名 

 

(2) 英語力： TOEFL(iBT) 50-60、TOEIC(LR) 500-600、英検 2級 程度（基準以下でも応募可能） 

 

(3) 申込み： 以下日程で留学センターウェブサイト上にてオンライン申込フォームを開設します。 

そちらでお申し込みください。（※申請期間外はクリックしても表示されません） 

※プログラムにより申請期間が異なりますので、十分にご注意ください。 

 

①マレーシア 

https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=5LyE0N2qzbHXZo7N5zKerg 

※申請期間 2018年 2月 21日（水）～3月 6日（火） 

 

②ベトナム・台湾 

https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=-5Wg8whgg4tdLSeqDja46A 

※申請期間 2018年 3月 7日（水）～3月 18日（日） 

 

(4) 結果発表 ： マレーシアのプログラムは 3月 7日（水）までに、ベトナム・台湾のプログラムは 3月 19日（月）までに、

申請者全員に E メールにて通知予定です。参加決定者には科目登録手続きをお知らせします。 

 

なお、その後の予定、状況は以下のとおりとなりますので、必ずあらかじめ了解のうえ、申込みください。 

 

①マレーシア 

  2018.03.08（木）17：00 最終参加意思確認メール返信締切[学生⇒留学センター] 

  2018.03.22（木）     航空券の発券[留学センター手配] 

②ベトナム・台湾 

  2018.03.20（火）17：00 最終参加意思確認メール返信締切[学生⇒留学センター] 

  2018.03.22（木）       航空券の発券[留学センター手配] 

 

■変更・キャンセル手数料 

 発券後、出発前に取消連絡を行った場合： 

 大人 12,000円+弊社取消手数料 11,880円+手数料 7,560円（一人当たり） 

  

 ただし、出発 45日前【2018年 3月 15日】の人数に対し、最終搭乗人数が 70%未満となった場合： 

 対象人数×（大人 10,000円+弊社取消手数料 11,880円+手数料 7,560円（一人当たり）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=5LyE0N2qzbHXZo7N5zKerg
https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=-5Wg8whgg4tdLSeqDja46A
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④申込手続等【台湾・理工新 2 年生以上】 
(1) 対象： 基幹/創造/先進理工学部 在学生 

       台湾 最大 5～10名程度（最少催行人数：新入生と合わせて 10名） 

 

(2) 英語力： TOEFL(iBT) 50-60、TOEIC(LR) 500-600、英検 2級 程度（基準以下でも応募可能） 

 

(3) 申込み： 2018年 2月 10日（土）～2月 28日（水）までに、以下オンライン申請フォームでお申し込みください。 

 

【基幹・創造・先進理工学部 新 2年生以上 専用】 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=163708910 

※申請期間外はクリックしても表示されません。 

 

(4) 結果発表：3月 5日（月）までに、申請者全員に E メールにて通知予定です。参加決定者には科目登録手続き等をお

知らせします。 

 

問い合わせ：早稲田大学留学センター 

        Email： gw-projects@list.waseda.jp 

        Web：https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/iep 

 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=163708910
mailto:gw-projects@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/iep

