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募集説明会

4 26 木 12：15～
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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、85の国や地域の約
600を超える協定大学へ年間4,000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。
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1日24 時間緊急サポート付きで安心です！

※奨学金受給は審査（成績・経済状況等）結果によります
※奨学金は、日本国籍または永住権を保有する方が応募対象と
なります

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
（東京：141.5mm）

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

ウィーン

－7 時間

20.2℃

76.3mm

モスクワ

－6 時間

17.0℃

82.0mm

パース

＋1 時間

13.2℃

114.2mm

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

ウィニペグ P14

オックスフォード P22・23
ロンドン P24

バンクーバー P13

モスクワ P30

ウィーン P26
サラマンカ P29

シエナ P28

トロント P15・16

シアトル P21

ソウル P34

サンフランシスコ P17

プサン P35

デービス P18
ロサンゼルス P19・20

台北 P33

リーヤ P25

マニラ P32

サン = テティエンヌ／グルノーブル P27

パース P31
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安心の海外生活をサポートします！
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申込みから出発までのスケジュール
4

26 募集要項説明会に参加しよう！
Thu

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（予定）
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 !
・事前予約不要、入退場自由です。
・1 回目と 2 回目の内容は同じです。

5

7
Mon

5

MyWaseda での申請方法は、P.7 にて確認してください。

15

MyWaseda 一次申込結果通知

Tue

5

16
Wed

5

申込期間

先着順です !

5/7（月）12:30～5/14（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
におこなってください !

申込期間

5/16
（水）12:30～5/21（月）12:30

次の手続きを忘れずに
おこなってください !
忘れた
ら

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

申込金の支払い、
提出書類の準備等…

メ
ダメダ

21
Mon

3

早めに希望プログラムの申込みをしましょう。

14
Mon

5

MyWaseda 一次申込期間

申込受付は

5

23
Wed

5

25
Fri

5

30
Wed
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7

4
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7

6
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申込書類提出期間
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。

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

P.30 モスクワ大学の書類提出期間は別途設定されています。
詳細は、P.30のプログラム別ガイドをご確認ください。

ご旅行取引条件説明書（抜粋）で規定する取消料について
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、5/26
（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.37）を確認してください。

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 号館教室を予定しています。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!
※実施日は予定です。参加者に改めて案内します。

奨学金申請や

出発前オリエンテーション

科目登録の情報を
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 号館教室を予定しています。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 18 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付します。
支払期日は 6 月中旬～下旬です。
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージを加算した額を請求します
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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、留学センター短期留学プログラムホームページ
（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留学センターホームページ、Waseda Global Gate（早稲田キャンパス22号館1
階）、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。参加決定後は、留学センタ
ーが正当と認める理由以外による参加辞退は認めていません。キャンセルとなった場合には、理由にかか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.37参照）。
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。
※2018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。
※早稲田大学海外留学春募集（2018年5月締切分）
プログラムにて留学予定の方は、
プログラムの手続きの都合上、夏季短期留学プログ
ラムへの参加を認められない場合があります。なお、短期プログラムの取消料は適用されますので、
ご注意ください。
※一部のプログラムは申込時に語学スコアの提出が求められるものや面接が必要なものもあります。特に語学スコアの提出が必要なプロ
グラムは、申込時に指定のスコアに達した語学能力証明書が提出できるよう、早めに受験してください。

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。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上の指定URL申請フォームで必要事項を入力し、
「保存」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。申請期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。申込
期間中であっても定員を超えたプログラムは、募集を終了します。MyWaseda上の申請フォーム内に
【募集終了】
と表記されているプログ
ラムが募集を終了したプログラムになります。
一次申込で定員を満たしたプログラムの二次申込はありません。二次申込は定員に空きがあるプログラムのみが対象となります。
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。
「保存」ボタンを押すと、
「受付完了メール」が自動送
信されますので、
手続きが完了するまで保管しておいてください。申請内容は、
申請登録指定URLにて、
再度ログイン後、
ご確認いただけます
が、
ご自身の申請内容はお手元に控えをとっておくことをお勧めします。
申込結果は別途Wasedaメールにて通知します。なお、
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。
申込期間中は何度でも登録ができますが、一番最後に登録した内容をもとに受付します。登録を繰り返すと先着順の申込み順位が下がり
ますので注意してください。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、指定URLにアクセスし、入力内容を変更した
後に「保存」ボタンをクリックしてください。受付の結果、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。
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! 指定期間外の申込金の支払い、申込書類提
出は受付できません。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。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。
5
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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）」
（2018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。
※2018年9月卒業を予定している場合
※2018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
なお、科目登録しない場合もプログラムへの参加はもちろん可能です!

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・資格の最新情報の確認、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

就職活動や部活・サークル活動等個人的理由で、各プログラムが指定する出発日と、日本出発後の帰国日を変更することはできません。
（プ
ログラム後、残って観光することも不可）
学事（授業や試験）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15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し、留学先機関の
承諾を確認のうえ、可否をお知らせします。帰国日変更が認められた場合は「プログラム途中離団」となり、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・責任になります。

9

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.37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、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（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：2018 年5月 7日（月）12:30 ～5月14日（月）12:30
二次申込受付期間：2018 年5月16日（水）12:30 ～5月21日（月）12:30

Step

1

留学センター短期留学プログラムホームページへアクセス
https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short
上記ホームページ内に、申請登録指定URL申請フォームリンクが掲載されます（4月下旬予定）
※MyWasedaログイン後のお知らせからもアクセス可能です。

Step

2

指定 URL にアクセスすると、
MyWaseda のログイン画面に
移動するので、ログイン

Step

3

MyWaseda にログイン後、
「2018年度 夏季短期留学プロ
グラム 一次申込フォーム」へ。
注意事項など確認後、“申請ボ
タン”
をクリック。必要事項を記
入し
“保存”
をクリックして完了。

MyWaseda
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※すでに MyWaseda
にログイン済の場合
は、申請フォーム画
面が表示されます。

※指定URLからの申請登録は5/7（月）12:30～可能となります。指定時
間前には登録できません。
※二次申込みフォームには「二次」とフォーム名に表示されます。
※この募集要項に掲載のMyWaseda画面はテスト版の画面であり、実際
の2018年度夏季短期留学プログラム申込フォームの画面とは異なる場
合があります。

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。
・「保存 」ボタンを押すと、
「受付完了メール」が自動送信されますので、手続きが完了するまで保管しておいて下さい。
（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
「申込結果通知メール」
とは異なります）
申請内容は、
上記指定URLにて、再度ログイン後、ご確認いただけますが、ご自身の申請内容はお手元に控えをとっておくことをお勧めします。
・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てください。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、指定URLにアクセス
し、入力内容を変更した後に「保存」ボタンをクリックしてください。
・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。
・二次申込は定員に空きがあるプログラムのみ再募集となります。
・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！
留学センター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
り、保険料は参加者負担です。保険料、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（手続き時期：5 月下旬予定）
。

海外旅行保険
［参考情報］
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）

8,130 円

24 ～ 25 日

保険料

・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

8,410 円

26 ～ 27 日

11,850 円

15 日

8,630 円

28 ～ 29 日

12,330 円

16 ～ 17 日

9,120 円

30 ～ 31 日

12,550 円

30 万円

18 ～ 19 日

9,780 円

32 ～ 34 日

11,400 円

2 万円

20 ～ 21 日

10,470 円

35 ～ 39 日

13,050 円

10 万円

22 ～ 23 日

10,980 円

40 ～ 46 日

15,440 円

・疾病に関する応急治療・救援費用 ※1

300 万円

・留学生賠償責任危険

1 億円

・留学生生活用動産損害
・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

11,280 円

●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。
●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
（株）の海外旅行保険です。

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。

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・東京海上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 月上旬予定）
。
●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を参照してください。
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留学体験談
こちらの留学体験談は、前年度までの参加者の声を記載したものです。実際にみなさまがご参加いただく 2018 年度実施
プログラムでは、
プログラム内容が変更になる場合があります。
また、こちらには一部のプログラムを掲載していますが、この他の体験談は、留学センターホームページ、早稲田キャンパ
ス 22 号館 1 階 Waseda Global Gate または MyWaseda の CourseN@vi 上にある「留学ポートフォリオ」にて公開
をしていますので、
是非参考にしてください。
※前年度実績のないプログラムについては、留学体験談はありませんのでご了承ください。

ブリティッシュコロンビア大学 [ カナダ ]

マニトバ大学 [ カナダ ]

13 ページ

14 ページ

カナダは多文化で様々な人種の人が互いに尊重

日本人の方が文法を理解しているのに、他の国か

しあい、国や人種という枠組みではなく人と人

ら来ている留学生の方が英語を話せているのを見

の関わり合いを感じる場面が多く、大切な考え

て驚きました。また、授業では何を言っているか

方だと思った。初めて行った国でたくさんの人

理解できても大学の外に出て現地の人たちに話し

に出会い、交流し、日本で自分の悩んでいたこ

かけられたりしたときは、話すスピードがはやす

とがとても小さく感じた。フレンドリーな人が

ぎて全く聞き取れませんでした。何度も聞き返し

多く、道をたずねた時もとても丁寧に教えても

たり理解できなさすぎて相手を困らせてしまうこ

らったので自分も日本で困っている外国人には

ともありましたが、カナダの人たちは嫌な顔せず

そのように対応したいと改めて思った。

接してくれて親切な人が多かったです。

トロント大学（New College）[ カナダ ]

VIA スタンフォードプログラム [ アメリカ ]
17 ページ

15 ページ

英語を使ってコミュニケーションを取ることは、

このプログラムは、スタンフォードという

難しいがとても楽しいことであると実感した。

トップクラスの大学での授業が受けられるこ

もっと英語技能を向上させて、たくさんの外国

とと、またシリコンバレーの中心に位置し、

人と英語で色々な話をできるようになりたいと

周辺に多くの大企業本社が存在し容易に訪れ

感じた。また、外国人と仲良くなるには世界の

ることができるという自分の目的を達成する

文化を知り、日本の文化を伝えられるようにな

のに適したものであった。授業内容はハード

らなければならないと思った。留学をしたこと

であるが、先生はスタンフォードで教えて７

で、主体的に問題を解決しようとすることや何

年目であり指導は一味違い、身につくことも

事にも積極的になることが身についたと思う。

多かった。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 [ アメリカ ]

19 ページ

ワシントン大学 [ アメリカ ]

21 ページ

今までは授業中に自分から発言をすることはあまりな

授業における最終プレゼンテーションに向け英語で専門的

く、受け身で授業を受けていた。しかし、今回のプログ

な課題を解決していくことが非常に難しかった。またその

ラムに参加して、大学の先生に３週間しかないのだから

なかでも、見知らぬネイティブスピーカーにインタビュー

恥ずかしがっている暇はないと言われ、積極的に英語で

をし課題を考察していくという課題が与えられ、英語を用

発言をするように心がけた。アメリカでは自分の主張を

いたインタビューの難しさを特に思い知った。毎回、英語

はっきりさせないとイライラされてしまうことが多くあ

が通じないかもしれないという不安や会話が途切れてしま

り、意思表示をすることの大切さを学んだ。また、意思

うかもしれないという思いを乗り越えようと心に決め英語

表示さえしっかりすればとても優しく接してくれる人が

を用いるよう心掛けた結果、ある程度意思疎通を図ること

多く、現地の人の温かさにも触れることができた。

ができ、自分の英語力向上・自信向上に繋がった。

オックスフォード大学
22 ページ

[ イギリス ]

オックスフォード大学マグダレンカレッジ
23 ページ

留学を通して、積極的に学ぶ姿勢が身につい

学問については自分の理解をより深めることができた

たと思います。ただ留学プログラムに参加す

し、専攻以外の分野にも興味関心を持てた。また、専

れば英語が身につくのではなく、自分で考え

攻に関わらず教養があり知識欲にあふれている人が多

行動しなければ何も変わらないのだと気付き

いため、日々刺激を受けることができた。自分に足り

ました。プログラムの最後にプレゼンテー

ないことに直面し見つめなおす機会にもなったし、今

ションがあるのですが、ペアの人と協力して

後の学習意欲の増加につながった。BREXIT につい

調べたりとがんばりました。人前で英語を話

てのレクチャーと少人数でのディスカッション、メ

すという大きな経験ができました。

ディアや日本の安全保障などについて議論するのはと
ても楽しかったし理解がより深まった。
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[ イギリス ]

ユニバーシティカレッジロンドン

[ イギリス ]

24 ページ

マルタ大学

[ マルタ ]

25 ページ

同じく島国であり、イギリスと日本の文化に

留学先での授業は全て少人数参加型で、私個人の意見を求められる

は似ている点も見られるが、異なる点の方が

ことが多く、緊張感と集中力が自然と保たれるものでした。言語が

多くあることに気付いた。しかし、文化が違っ

英語という影響は大きいですが、そうした授業形態であるがゆえに、

ても、言葉がうまく通じなくても、自分から

疲労感と共に達成感を感じて毎日の授業を終えることができまし

積極的に話そうとすればコミュニケーション

た。外国人は非常におしゃべりな人が多いですが、他人が何か発言

が取れるということがわかった。

しだすと相槌を打って、表情豊かにその人の言葉に耳を傾ける人ば
かりであると気付きました。「海外では発言をしない＝自分の意見
を持たない」とみなされてしまいます。今後、今回学んだことを活
かしてコミュニケーションをとるよう心掛けたいです。

ウィーン大学

[ オーストリア ]

シエナ外国人大学

[ イタリア ]

28 ページ

26 ページ

ドイツ語しか通じない田舎町のレストラン店主と

日本人と外国人の間の授業中での発言力、積

のやりとりが大変だった。おそらくこうしたある

極性の違いが大きく違い、自分の意見を伝え

種のハプニングで語学力が伸びるのかもしれない

ることの重要性、曖昧な答えはしてはいけな

と実感した。道端で困っていると、ウィーンの人

いということを強く感じた。語学力を向上さ

はよく手を差し伸べてくれた。一方、店の対応は

せ、資格や検定を取得し、また大学生活を過

無愛想であった。日本はその逆のように思う。は

ごすうえで自分の意見をしっかりと伝えられ

たしてどちらが良いかどうかはわからないが、公

るように努力していきたい。

人私人を区別しつつも、私人として人を助けられ
るのはとても素敵なことだと思った。

サラマンカ大学

[ スペイン ]

29 ページ

モスクワ大学

[ ロシア ]

30 ページ

スペイン人の性格（大抵の欧米圏の人々に共

あれだけ熱心に学習したはずなのに、ロシア人のロ

通することだが）がとてもオープンで日本人

シア語が全く聞き取れなかった。語学学校の先生や

とはまるっきりちがうものであったため、は

現地の大学生が熱心に話しかけてくれたのに、きょ

じめは少し戸惑いがあった。しかし彼らの性

とんとするばかりでコミュニケーションが取れな

格を理解したうえで接するとものすごく充実

かった。語学はからっきしだったが、現地では不自

した生活を送れると思う。オープンな自分で

由なく生活することができた。フィーリングでなん

いれるということが、自分を相手によく知っ

とかなるものである。ロシアの芸術や思想について

てもらうというだけでなく、交流を促進する

新たな見識を手に入れることができた。こうした分

ものであるということがよくわかった。

野についてさらに深く学んでいきたいと思う。

西オーストラリア大学

[ オーストラリア ]

31 ページ

聖トマス大学

[ フィリピン ]

32 ページ

これまでは外国人と話すことに緊張やためらいがあった

初めて出会う人と積極的に交流することの価

のですが、今回の留学を通して、外国人と話すことへの

値を再発見できました。相手がどんな人で

抵抗が少なくなったと感じました。また、日本での常識

あっても、その人から学ぶことがたくさんあ

では考えられないことも多かったのですが、そういった

ります。一人ひとり違う考え方を持っていて、

日本にはない海外の常識を知ることができ、異文化を受

その考えを知ることは自分にとって良い成長

け入れやすくなりました。またオーストラリアでは、知

の機会となります。今後も、人との出会いを

らない人とも挨拶をしっかりしており、バスなど乗降の

大切にして、自分から進んでコミュニティを

時、"Good morning！" や "Thank you！" と運転手

広げていきたいです。

に言っており、人々の温かさを感じました。

国立台湾師範大学

[ 台湾 ]

33 ページ

慶熙大学校

[ 韓国 ]

34 ページ

中国語を伸ばせたのはもちろんのこと、台湾

聞こえてくる言語が全て韓国語なので、リスニング能力

の文化を肌で感じることができました。そし

は以前より上がったように感じます。一方で、実際に韓

て、言語の面においても、大陸と台湾の間に

国人と韓国語で会話しようとしてみて、自分の語彙力が

ある溝は日本人の思っている以上に深いもの

少ないことを気づかされました。一番興味深かった授業

であると気づかされました。これは中国語を

は文化特講で学んだ伝統遊戯。ほとんど知らないもの

学び、かつ台湾に行かなければ気づけないこ

だったけれど韓国人はだいたい皆やったことあるとか。

とです。日本人は歴史に無頓着すぎるのだと

実際に遊び方を教えてもらえて楽しかったです。教科書

改めて感じました。

に有名な観光地や食べ物が出てくるので、放課後に友達
と遊びに行ったり食べに行ったりできて良かったです。
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よくある質問

Q

Q

uestion

Q A
&

Answer

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？

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すので、対象言

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？

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

語の初級者から参加可能です。詳細は各プログラム紹介ページの対象語学
レベルを確認してください。海外が初めてという方もこれまで多く参加して
います。

ご友人と一緒に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
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P.9-10に掲載しています。また詳しい内容は、留学センター
ホームページ、早稲田キャンパス22号館1階Waseda Global Gate、または
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や航空券の自己手配はできません。研修
に沿った勉強だけでは物足りない！という方は、カリキュラム以外の時間に
ご自身で観光したり小旅行に出かけるなど、研修中の時間を充実させてみ
てはいかがでしょうか。

5月7日（月）12：30からMyWaseda上の指定URL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）、授業内容、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.12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
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各プログラムは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

現地の方との
交流の機会がありますか？

い。プログラムによっては現地学生との交流会やイベントが企画されてい
ますので、各プログラム紹介ページ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ため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。

2018

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

都市

出発日 ー 帰国日

研修旅行
代金

一覧表

最大
定員

履修
単位

語学
レベル

クラス運営

宿舎タイプ

オープン クローズ

ホーム
ステイ 学生寮 その他

538,000 円
30 名 2 単位 英語 初級～中級
550,000 円

●

ウィニペグ

8/6（月）−9/2(日) 545,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

P15 トロント大学 (New College)

トロント

8/5（日）−8/26（日） 511,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

4

P16 トロント大学(Continuing Studies)

トロント

8/6（月）−9/2(日) 562,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～上級

●

5

P17 VIA スタンフォードプログラム

サンフランシスコ 8/5（日）−9/2(日) 1,130,000 円 15 名 2 単位 英語 初中級～上級

●

●

6

P18 カリフォルニア大学デービス校

デービス

4 単位 英語 初中級～上級

●

●

7

P19 カリフォルニア大学ロサンゼルス校

ロサンゼルス 8/26（日）−9/16（日） 615,000 円 40 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

8

P20 City of Hope ベックマン研究所

ロサンゼルス 8/5（日）−9/16（日） 604,000 円

9

P21 ワシントン大学

シアトル

1

P13 ブリティッシュコロンビア大学

2

P14 マニトバ大学

3

バンクーバー 8/6（月）−8/26（日）

カナダ

アメリカ

10 P22 オックスフォード大学 A コース
11 P22 オックスフォード大学 B コース
12 P23 オックスフォード大学マグダレンカレッジ

イギリス

13 P24 ユニバーシティカレッジロンドン

8/9（木）−9/11（火） 1,033,000 円

5名

3名

4 単位 英語 要語学スコア

8/5（日）−8/26（日） 563,000 円 30 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

●

●

●

●

オックスフォード 8/5（日）−8/23（木） 821,000 円 30 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

オックスフォード 8/22（水）−9/9（日） 786,000 円 25 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

オックスフォード 8/25（土）−9/9（日） 739,000 円 15 名 2 単位 英語 要語学スコア

●

●

ロンドン

8/12（日）−9/2(日) 692,000 円 10 名 2 単位 英語 中級～上級

●

●

リーヤ

8/25（土）−9/16（日） 389,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

8/4（土）−9/2(日) 421,000 円 20 名 2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

●

●

●

14 P25 マルタ大学

マルタ

15 P26 ウィーン大学

オーストリア ウィーン

Campus France
16 P27 サン = テティエンヌ・ジャン＝モネ大学／ フランス
グルノーブル・アルプ大学

サン = テティエンヌ／
フランス語
8/11（土）−9/9（日） 625,000 円 10 名 2 単位
グルノーブル
初心者～上級

17 P28 シエナ外国人大学

イタリア

シエナ

8/5（日）−9/2(日) 411,000 円 10 名 2 単位 イタリア語 初級～上級

●

●

18 P29 サラマンカ大学

スペイン

サラマンカ

8/4（土）−8/31（金） 540,000 円 10 名 2 単位 スペイン語 初級～上級

●

●

19 P30 モスクワ大学

ロシア

モスクワ

8/3（金）−8/26（日） 368,000 円 15 名 2 単位 ロシア語 初級～上級

●

20 P31 西オーストラリア大学

オーストラリア パース

8/17（金）−9/16（日） 566,000 円 25 名 4 単位 英語 初級～上級

●

21 P32 聖トマス大学

フィリピン

マニラ

8/9日(木)−9/1(土) 235,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～上級

22 P33 国立台湾師範大学

台湾

台北

8/26（日）−9/15（土） 310,000 円 15 名 2 単位 中国語 初級～上級

●

ソウル

8/5（日）−8/25（土） 167,000 円

●

●

プサン

※今年も実施予定だが、詳細未定のため、
昨年度情報を掲載。詳細 P.35 参照。

●

●

23 P34 慶熙大学校
24 P35 東亜大学校

韓国

【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）」（2018 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。

8名

2 単位 朝鮮語 初級～上級
朝鮮語 初級～中級

●
●

●

●

●
●

●「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。

12

コース No.1

カナダ バンクーバー

21日間

初めての海外でも安心のカナダ ！

ブリティッシュコロンビア大学
西海岸おすすめ都市バンクーバーの名門大学。
English Only ポリシーで英語力をイッキに
のばそう！

研修期間

2018年

8月6日（月）
～8月26日（日）
参加者：

6名〜16名
研修旅行
代金
17名〜30名

550,000 円
538,000 円

募集要項

●最少催行人数：6名 ●最大募集人数：30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。
※国内及び現地空港諸税、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
た英語を学べる
★多文化性のあふれる環境でカナダ文化を体感できる
★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
都市

大自然と都会の融合が特徴的なカナダ西部最大の都市であ
るバンクーバーは、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.37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60,000円
（6 〜 16名の場合）
、
58,800円
（17 〜 30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／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（4,150円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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、レストランなどの施設があり、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附属の研修施設です。

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 for the Global Citizen」に参加します。クラスは、英語の適性試験
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
組みます。
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、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、カナダ文化を体感でき
るのも本プログラムの醍醐味です。

申込前に確認を ！
13

都市
羽田もしくは成田

1

バンクーバー

バンクーバー

2
▽
19

予定
21：00 ～ 22：00 羽田もしくは成田発、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

学生寮泊
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
バンクーバー

各自にて空港へ移動、各自にてチェックイン
16：00 ～ 17：00 バンクーバー発、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

18：00 ～ 19：00
到着後、解散

20
21

羽田もしくは成田到着

・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

28日間

Winnie the Pooh
（くまのプーさん）ゆかりの街

マニトバ大学

カナダ有数の歴史を誇る大学。
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

2018年

8月6日（月）
～9月2日（日）

研修旅行代金

545,000円

●最少催行人数：10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（個室利用予定）
●食 事：平日3食、土日祝日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：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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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】

★スピーキング、リーディング、ライティングをバラ
ンスよく学べます
★Conversation Café や各種アクティビティを通
じて一緒に学ぶ留学生と交流し、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、広大な草原、緑濃い森林が多いことで
知られています。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。 夏の間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、当該大学の学生は工学、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、土日祝日2食（朝・夕）
）
／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／ 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.37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59,500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（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（4,620円）
・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

1

ウィニペグ

ウィニペグ

プログラム参加
スケジュール
  8：30 ～ 15：20 クラス
15：30 ～ 17：00 Conversation Café
（水曜のみ）
※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 ～ 26日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

学生寮泊

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
08：00 〜 09：00
ウィニペグ発、乗継便にて羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

15：00 ～ 16：00
到着後、解散

27
28

予定
16：00 ～ 17：00
羽田もしくは成田発、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、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動

学生寮泊

2
▽
26

●1クラスあたりの人数：10 ～ 25名

「Intensive English Program
（IEP）
」と題して、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、授業のない時間帯にはスポーツ等の交流イベントも予定
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るでしょう。

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） ・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

羽田もしくは成田到着

・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

カナダの名門大学で過ごす夏!

トロント大学（New College）

研修期間

カナダ屈指の名門校で寮生活を満喫する。
午後は、授業 or 市内観光や野球観戦等のアクティ
ビティーを選んでカスタマイズ可能！
（要別途実費）

2018年

8月5日（日）
～8月26日（日）

研修旅行代金

511,000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：平日2食（朝・昼）
●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、デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空、
アメリカン航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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） ・トロント大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★カナダ屈指の名門校で寮生活を体験できる
★大リーグ観戦、ナイアガラフォール見学に、フレンチ
カナダへの旅行等、多彩なアクティビティーも
★日本人学生数がプログラム参加者全体の2割に
制限された学習環境で英語力 UP!
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、
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。夏は日照時間もながく
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、カナダ屈指の名門校です。
研修が行われる大学附属の語学研修機関 New College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
力的なセントジョージキャンパスに所在します。 早大生が参加するIEP
（International
English Program）は、早稲田大学が長年夏季短期留学で利用しているプログラムで、
各国籍の学生の割合を参加者全体の2割に制限しており、世界中からの学生と共に英
語を学ぶことで異文化に触れることができるのも大きな特徴です。

プログラム

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

”General English Course”に3週間参加します。授業は、9時～ 12時で、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）
をバランスよく学んでいきます。 初日にプレイスメントテストを受けご自
身のレベルにあったクラスで学びます。午後にはオプションとして、スピーキング、リスニン
グ及び発音矯正に特化した”Speaking & Pronunciation”を受講することが可能です。
（午後のオプショナルコースには別途＄810がかかります。 現地到着後クレジットカード
決済）
クラス以外の時間には、市内観光をはじめ、Blue Jays 観戦、ナイアガラフォール
見学やフレンチカナダへの旅行等の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、カナダの文化も学ぶことができます。

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／プログラム期間中の食事（平日2食（朝・昼）
）
／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.37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56,100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（2,670円）
・外国諸税（4,620円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（21,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

1

予定

トロント

17：00 ～ 18：00 羽田もしくは成田発、
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、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動

学生寮泊

トロント

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～
午後

2
▽
20

クラス
ランチタイム
課外活動・オプショナルコース

※スケジュールは一般的な例で日により異なります
※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

羽田もしくは成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
13：00 ～ 14：00
トロント発、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊
15：00 ～ 16：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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

カナダ トロント

ホームステイ＋オーラル中心の授業で会話力を重視!!

トロント大学（Continuing Studies）
ホームステイ + オーラル中心の授業でコミュ
ニケーションスキルアップ！
カナダでボランティア体験をしてみよう！

28日間

研修期間

2018年

8月6日（月）
～9月2日（日）

研修旅行代金

562,000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：英語力初級～上級

●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
●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：エアカナダ、デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空、
アメリカン航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★オーラル中心の授業+ホームステイの相乗効果で、
カナダ文化を体験すると共にコミュニケーションス
キルもアップ！
★ボランティア活動や市内観光等の課外活動（別途
実費）を通して異文化に触れる！
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、
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。夏は日照時間もながく
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

研修がおこなわれるSchool of Continuing Studiesは、様々な分
野の技術や知識を学ぶ生涯教育を目的としたトロント大学附属の生
涯学習機関で、地元近郊や世界中から集まる国際色豊かな学生の学びの場となってい
ます。School of Continuing Studiesは、ダウンタウンの中心に所在するセントジョージ
キャンパス内にあり、地元トロントのコミュニティグループやチャリティ団体と連携して様々
なボランティアイベントを開催し、学生にボランティア活動に参加する機会を多く提供して
いるのも特徴の一つです。このプログラムでは、カナダの家庭にホームステイし、カナダ
文化を体験するのと共に生活を通じて英語でのコミュニケーション力をアップさせることが
できます。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、中国、台湾、韓国、イタリア
●平均的な参加者数：100 ～ 200名 ●1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

幅 広い 分 野で学びの 機 会を提 供しているトロント大 学 の 生 涯 学 習 機 関で４週 間
「English Language Program: English Plus」に参加します。初日にプレイスメントテ
ストを受け、自分のレベルに合ったクラスで学びます。授業は、9：00 ～ 13：00で、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）の中でも、特にリスニン
グ力と会話力に重点を置きOral Communication Skillの向上を目的とした内容になっ
ています。プレゼンテーションやディスカッションを取り入れた授業も行われます。クラス
以外の時間には、フードシェアイベントの手伝いやスポーツイベントでの支援金集め等、
多彩なボランティア活動や市内観光などの課外活動（別途実費）が用意されており、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ます。本プログラムでは、
トロント
大学の学生証の発行が受けられトロント大学の図書館利用が可能です。

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） ・Homestay Application Form
・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2食（朝・夕）
）
／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.37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61,200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（2,670円）
・外国諸税（4,620円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（21,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

予定

トロント

17：00 ～ 18：00 羽田もしくは成田発、
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
ホームステイ泊

トロント

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 13：00
13：00 ～
午後

2
▽
26

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
※2 ～ 26日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

ホームステイ泊
トロント

27
28

羽田もしくは成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
13：00 ～ 14：00
トロント発、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊
15：00 ～ 16：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。
16

コース No.5

アメリカ スタンフォード（サンフランシスコ郊外）
シリコンバレーの中心でアメリカを学びつくす

VIAスタンフォードプログラム
American Language and Culture:Silicon Valley
名門スタンフォードで英語を学び寮生活
国際企業訪問・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

2018年

8月5日（日）
～9月2日（日）
研修旅行代金

1,130,000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：英語力初中級～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、日本航空、ユナイテッド航空、デルタ航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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） ・VIA 指定プログラム参加誓約書
・海外留学プログラム誓約書
・VIA 指定オンラインアプリケーション
・パスポートのコピー

★スタンフォード大学で徹底してプレゼンや実践英語
を学びつくす
★世 界的企業の訪問、ボランティア活動などの活動
を通じアメリカ社会と文化を学ぶ
★中国、台湾、マカオ、アメリカの大学生と共にスタ
ンフォード大学寮に滞在
都市

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
するスタンフォード。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。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。

留学先

英語研修が行われるスタンフォード大学は1891年の設立後、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

☆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／
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.37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118,000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（6,930円）
・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

1

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

サンフランシスコ

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

サンフランシスコ

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：100名前後 ●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おり、平日の午前中は

2
▽
27

12：30 ～
午後

回予定されており、スタンフォードの講義スタイルや内容に触れる機会も設けられています。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

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、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

15：00 ～ 16：00
到着後、解散

28

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周辺の企業訪問
（過去はGoogleやIntel等）
、
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。オプションで大リーグ観戦などもあり、社会、文化、経済活動等
を通し多面的なアメリカ理解を深められる絶好の機会です。

申込前に確認を ！
17

クラス
クラス（期間中2回以上の
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

やプレゼンテーションスキルを伸ばす授業を受講。また社会学に関する大学レクチャーも全2 ～ 3

プログラムにはスタンフォード大学を含む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

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 10：30
11：00 ～ 12：30

スタンフォード大学にて流暢で実践的な会話力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

られ、アメリカの大学生活を体験できます。

予定
17：00 ～ 18：00
羽田もしくは成田発、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

29

羽田もしくは成田到着

・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 ／ 23（水）または5 ／ 24（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。



コース No.6

アメリカ デービス

34日間

大学を中心に広がる学術都市デービス

カリフォルニア大学
デービス校
English for Science and Technology
［理系学生注目！］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。
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

2018年

8月9日（木）
～9月11日（火）

研修旅行代金

1,033,000円

●最少催行人数：1名
●最大募集人数：5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
申請にて手続きいただきます）

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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 指定オンラインア
・海外留学プログラム誓約書
プリケーション
・パスポートのコピー
・証明写真データ

★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
流機会あり
★世 界を舞台に活躍する早大卒業生による貴重なレ
クチャーも！
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
「The most “bicycle friendly” town in 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。

☆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、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.37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108,300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／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（6,950円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（21,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

留学先

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。

プログラム

都市
羽田もしくは成田
サンフランシスコ
デービス
デービス

プログラム参加
スケジュール
  8：30 ～   9：20
クラス
  9：30 ～ 10：20
クラス
10：40 ～ 11：30
クラス
11：40 ～ 12：30
クラス
12：30 ～ 13：30
ランチタイム
13：30 ～ 14：40
クラスまたは課外活動
14：50 ～ 16：30
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

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：自由行動
サンフランシスコ市内ホテル泊

サンフランシスコ

早大サンフランシスコオフィス企画イベント
イベント終了後、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、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

19：00 ～ 20：00
到着後、解散

2
30
▽

●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 ！

31
▽
32
33
34

予定
19：00 ～ 20：00 羽田もしくは成田発、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

羽田もしくは成田到着

・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。
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コース No.7

アメリカ ロサンゼルス

22日間

全米でトップクラスの出願者数 ！

カリフォルニア大学ロサンゼルス校
世界大学ランキングで常に上位に入る名門大
学！キャンパス内の学生寮で、キャンパスラ
イフを楽しむ！

研修期間

2018年

8月26日（日）
～9月16日（日）
研修旅行代金

615,000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
アメリカン航空、
日本航空、
●利用予定航空会社：シンガポール航空、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）
※国内及び現地空港諸税、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

☆研修旅行代金に含まれるもの

★日常会話からアカデミック・ビジネス英語まで、レ
ベルに合わせて実力アップ！
★グループワークで英語スキルをバランスよく伸ばす！
★午後も英会話の授業で有意義に過ごす！
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、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

●1クラスあたりの人数：9 ～ 15名

IECP
（Intensive English Communication Program）は、ご自身のレベルにあ
わせて英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、パネルディスカッションやコミュニケーションゲームなどのグループワー
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目指します。プレイスメントテストにより英語力ごと
にクラスが 分かれ、レベルによっては希 望のトピック(Academic/Business/
Culture)を選択することも可能です。Academicトピックでは文法や熟語等を学
び、Businessトピックでは広告やマーケティングなどをトピックにビジネスコミュニ
ケーションスキルのアップを目指します。Cultureトピックではアメリカのメディアや
文化をトピックに英語を学びます。
午後は英会話力の向上を目的としたクラスです。

申込前に確認を ！
19

研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日2食（朝・夕）
）
／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.37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66,500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／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（6,930円）
・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（0円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

1

ロサンゼルス

ロサンゼルス

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

2
20
▽

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

学生寮泊
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、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

13：00 ～ 14：00
到着後、解散

21
22

予定
19：00 ～ 20：00
羽田もしくは成田発、ロサンゼルスへ
------------------------日付変更線通過 -----------------------13：00 ～ 14：00 ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

学生寮泊

羽田もしくは成田到着

・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。

コース No.8

アメリカ ロサンゼルス郊外

43日間

今年度は2,000ドル相当の特別奨学金付

City of Hopeベックマン研究所 ラボ実験体験
［理系学部対象］早大生派遣10年以上の実績。
がんや糖尿病治療で著名な最先端研究所で課
題研究に没頭！

研修期間

2018年

8月5日（日）
～9月16日（日）
研修旅行代金

604,000円

●最少催行人数：１名 ●最大募集人数：3名
●対象語学レベル：英語力（TOEFL iBT65（80以上推奨。
R15、L15、S18、W17以上）、TOEIC 605 またはIELTS 6.5以上）
●宿泊先：現地研究所手配ホテル（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：シンガポール航空、デルタ航空、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）

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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＞
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・要
・海外留学プログラム誓約書
厳封）
、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（英語力要件を満たす TOEIC
／ TOEFL ／ IELTS のスコアシートコピー）
・英文成績証明書（学内自動証明書発行

★最 先端の基礎科学・医学応用分野の研究所で貴重なラボ
ワーク・研究経験ができます
★2018年度は特別に City of Hope 研究所より2,000ドル
相当が奨学金として差し引かれた研修代金となっています
（来年度奨学金は未定）
★過 去の実績より是非早大生を受け入れたいというラボもあ
り、現地研究員はフレンドリーにサポートしてくれます

都市

カリフォルニア州ロサンゼルスの中心から東へ30キロほどに位置す
る住宅街 Duarte
（デュアーテ）に、庭園のように美しく広大なキャン
パスがあります。 地下鉄にてロサンゼルス市内へ45分ほどで移動できるため、平日は実
験体験に没頭し、週末はロサンゼルス観光等をリラックスして楽しむこともできる立地。年
間を通じて湿度が低く過ごしやすい気候も魅力的です。
City of Hope Medical Centerは、がんや糖尿病治療において最
先端の医療を提供している第一級のメディカルセンターとして知られ
ています。 併設の Beckman Research Institute（ベックマン研
究所）は、世界初の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、さらに近年がん分子標的治療に頻繁に使われるようになった抗体医薬作製の
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応用されています。

留学先

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 ※参加者の国籍や人数はラボにより異なります

CoH 大学院では常時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現地研究者の実験サポートを行いつつ、
研究室員の指導の下で自身の課題研究に取り組みます。アメリカの最先端研究環境に
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。（特に先
進理工学部や教育学部生物系専修所属の学生におすすめ）
プログラムについては、元早稲田大学国際教養学部非常勤講師でベックマン研究所教
授として長年第一線で活躍をされている山口陽子先生に直接詳細を質問することができ
ます。 問い合わせや応募前には、Waseda Global Gate 内設置の CoH 研究所研究
者詳細カタログも参照ください。
山口先生連絡先：yyamaguchi@coh.org

申込前に確認を ！

【注意】当プログラムは別途 5／25
（金）
（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（USD4,050 相当以上）
、
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／通学費（バス定期券）
／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.37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65,400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／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（2,610円）
・外
国諸税（6,950円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（0円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田
ロサンゼルス
ロサンゼルス

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

2
▽
41

42
43

予定
19：00 ～ 20：00 羽田もしくは成田発、ロサンゼルスへ
------------------------日付変更線通過 -----------------------13：00 ～ 14：00 ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
ホテル泊

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
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、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 ------------- 機中泊

羽田もしくは成田

13：00 ～ 14：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。

●このプログラムはリサーチ・ラボワーク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ジェクトです。●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 シアトル

22日間

パブリック・アイビー校でリスニング・会話力アップ ！

ワシントン大学

スターバックス、アマゾンなど有名企業の
創業地、シアトル。
世界の名門大学で語学スキルアップ！

研修期間

2018年

8月5日（日）
～8月26日（日）
研修旅行代金

563,000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（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：全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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＞
・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

★世界の名門パブリック・アイビー校を体感！
★長 期留学プログラムも実施している早稲田大学と
は関係の深い協定校のひとつ
★アメリカ映画等を教材に楽しくリスニング力アップ
都市

アメリカ北西部最大の都市であるシアトルは、周りを山や湖な
どの自然に囲まれた住みよい地域の一つです。 美術館、水
族館、博物館、動物園などもあり、また世界のトップ企業である、ボーイング、マイ
クロソフト、アマゾン、スターバックスコーヒーなどの発祥の地でもあります。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／週2回行われるシアトル周辺課外活動費／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／ 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.37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61,300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／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（6,930円）
・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

ワシントン大学は、1861年に設立された世界的に有名な大
学のひとつで、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4万5千人
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。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、台湾、韓国、サウジアラビア、中国
●平均的な参加者数：100名 ●1クラスあたりの人数：9~18名

ワシントン大学で行われている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、アメリカ映画等を教材としたリスニング、ネイティブスピーカーとの交
流で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9~18名で構成され、午後に行われるアクティビティに
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
学生寮となり、アメリカの大学での生活を体感できるのも魅力の一つです。

申込前に確認を ！
21

＜プログラム別＞
なし

都市
羽田もしくは成田

1

シアトル

18：00 ～ 19：00 羽田もしくは成田発、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

シアトル

プログラム参加
スケジュール
  9：40 ～ 12：30
12：30 ～ 13：30
13：30 ～ 16：30

2
20
▽

21
22

予定

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

学生寮泊
シアトル

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、羽田もしくは成田へ
------------------------日付変更線通過 -----------------------
機中泊

羽田もしくは成田

15：00 ～ 16：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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.10

コース No.11

イギリス オックスフォード

19日間

歴史ある大学都市で伝統的なオックスフォード文化を満喫!

オックスフォード大学
研修期間

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！

A

2018年

B

2018年

コース

コース

8月5日（日）～8月23日（木）
8月22日（水）～9月9日（日）
A

研修旅行代金

コース

B

コース

821,000円
786,000円

募集要項
●最少催行人数：Aコース 12名／ Bコース 12名
●最大募集人数：Aコース 30名／ Bコース 25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：日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★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
★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る
★オックスフォード大学の学生による学習・生活面の
サポート
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留学生や観光
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等
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。
11世紀創立のオックスフォード大学は、学術的な研究機関と
留学先
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1280年代にまで遡ります。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への日帰り小旅行を2回予定しています。

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.37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87,100円、Ⓑコース83,600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／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（18,850円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（21,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

羽田もしくは成田

11：00 ～ 12：00

ロンドン
オックスフォード

15：00 ～ 16：00 ロンドン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

羽田もしくは成田発、ロンドンへ

オックスフォード

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 10：30
11：00 ～ 12：30
12：30 ～ 14：00
14：00 ～ 16：00
夜

2
▽
17

学生寮泊

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 ～ 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
19：00 ～ 20：00 ロンドン発、羽田もしくは成田へ

機中泊

羽田もしくは成田

15：00 ～ 16：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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

●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.12

イギリス オックスフォード

16日間

教育の最高峰で過ごす2週間

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

ハリーポッターの舞台にもなったオックス
フォードの街。世界の超名門大学で英国特有の
政治事情やメディアを学ぶ貴重なチャンス！

研修期間

2018年

8月25日（土）
～9月9日（日）

研修旅行代金

739,000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
iBT 76 ／ IELTS5.5相当の語学力が必要）
●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：日本航空、アシアナ航空、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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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 界大学ランキングで1位を獲得した名門中の名
門大学での研修
★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度々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。
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、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。

留学先

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に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 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、
高い意識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 ／
・海外留学プログラム誓約書
IELTS 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 ／ 11（金）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）
／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／早
大プログラム開発運営費／企画料金（P.37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78,900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（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（18,850円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

羽田もしくは成田

11：00 ～ 12：00

ロンドン
オックスフォード

15：00 ～ 16：00 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

オックスフォード

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 10：00
10：00 ～ 11：00
11：30 ～ 13：00
13：00 ～ 14：00
14：00 ～ 15：30
夜

2
▽
14

羽田もしくは成田発、ロンドンへ

クラス
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
19：00 ～ 20：00 ロンドン発、羽田もしくは成田へ

機中泊

羽田もしくは成田

15：00 ～ 16：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。

●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 ／ 11（金）12時～ 13時予定）
。
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。



コース No.13

イギリス ロンドン

22日間

ロンドンを巡りながらBritish Artsを学ぶ。

ユニバーシティカレッジロンドン
ロンドンの有名スポットを巡りながら British Arts・
British Media を学ぶ。世界ランキング上位校で
アカデミックな英語スキルを鍛える 22 日間！

研修期間

2018年

8月12日（日）
～9月2日（日）

研修旅行代金

692,000円

募集要項
●最少催行人数：6名 ●最大募集人数：10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
●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：アシアナ航空、
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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★大学世界ランキングトップ10の常連校を体感できる！ 
（2018年版 QS 大学世界ランキング）
★リサーチプロジェクトを通して英語力を徹底的に鍛える！
★ロンドン周辺の文化的に重要な場所を実際に訪れながら
British Arts や British Media を学べる！
都市

言わずと知れた世界都市、イギリスの首都ロンドンは豊かな芸術や
文化の都市です。 少し足を運べば美術館、博物館、コンサート、
ミュージカル、オペラやバレエ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、
年間を通してイギリス訪問に最適な過ごしやすい季節です。
ユニバーシティカレッジロンドンはロンドン大学を構成するカレッジの
留学先
ひとつで、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、その為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London’s
West Endなどが徒歩圏内にあり、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：主に日本、中国。その他、フランス、イラン、
イタリア、ロシア、台湾、
トルコ、ベトナム、オランダ、香港

●平均的な参加者数：50 ～ 100名

●1クラスあたりの人数：14（平均）～ 16（最大）名

プログラム期間中は読む・書く・話す・聞くの英語の4技能の向上を目指します。その
日々の学習を生かして最終週のリサーチプロジェクトに取り組みます。 初日のテストでレ
ベルに合わせた課題が与えられるので安心です。また、事前学習では各テーマ（British
Culture・British Arts・British Theatre・British Media・Multicultural Londonなど）
について学び、それぞれのテーマに沿った文化的・社会的・歴史的な場所を訪れます。
フィールドトリップの次の日には実際に訪れた場所についての学びを深めるための学習を
行います。アカデミックな英語スキルが鍛えられる3週間です。

＜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） ・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

☆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）
／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.37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74,200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（20,890円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,480円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

予定

ロンドン

09：00 ～ 10：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてロンドンへ
18：00 ～ 19：00 ロンドン到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

ロンドン

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

2
▽
20

学生寮泊

クラス（英語）
休憩
クラス（校外学習準備）
ランチタイム
校外活動

※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

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、乗継便にて羽田もしくは成田へ
機中泊

羽田もしくは成田

21：00 ～ 22：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。

申込前に確認を ！

●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

マルタ リーヤ

23日間

一度は行きたい地中海リゾートの要塞都市

マルタ大学

地中海の真珠と呼ばれる島国マルタ。
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

2018年

8月25日（土）
～9月16日（日）
研修旅行代金

389,000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：学生寮（相部屋利用予定）

※部屋割の関係で性別による先着順になります。
●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：エミレーツ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

★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る
★快適に過ごせる寮滞在！滞在先からクラスまでは徒
歩圏内
★欧州の中でも比較的物価が安め
都市

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。 地中海に位置し、気候が良いのが特徴で、サ

マーシーズンは30度を超える日が続くこともあります。首都ヴァレッタは世界遺産
にも指定されており、マルタ騎士団、巨石文明など歴史を感じることができます。
ヴァレッタは2018年度欧州文化首都（European Capital of Culture）に選出
されているため、一年間を通して様々なイベントが行われる予定です。

留学先

☆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（朝）
）
／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.37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43,900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／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（2,610円）
・外国諸税（4,910円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（16,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

1

羽田もしくは成田

22：00 ～ 23：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてマルタへ

2

マルタ

14：00 ～ 15：00 マルタ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

マルタ

プログラム参加

Malta University Language School
（マルタ大 学 附 属 語

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

学学校）にて学びます。ケンブリッジ大学英語検定資格者ま

たは修士号取得者の経験豊富な講師陣が揃っています。欧州からの留学生も
多く、多国籍の中で英語を学ぶことができます。Malta University Language
Schoolのある「Lija
（リーヤ）
」はこぢんまりとした地域で治安もよいといわれてい

3
▽
21

分のため、授業がない時間も有意義に過ごすことができます。
●参加者の主な国籍：イタリア、日本、韓国、コロンビア、スペイン、ロシア
●平均的な参加者数：70 ～ 100名 ●1クラスあたりの人数：9 ～ 12名

22

基本的な、「話す・聞く・読む・書く」の授業とあわせ、正確で流暢な英語力の

23

上達を目指す会話のクラスも受講します。グループワークやディスカッションなど、
インタラクティブな要素が強く、スピーキング力やコミュニケーション力を伸ばすク

機中泊
学生寮泊

クラス
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

学生寮泊

ます。公共交通機関も整備されており、首都・ヴァレッタまでもバスで20 ～ 30

プログラム

予定

マルタ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
15：00 ～ 16：00
マルタ発、乗継便にて羽田もしくは成田へ
機中泊

羽田もしくは成田

22：00 ～ 23：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。

ラス内容が、各国の留学生に人気です。

申込前に確認を ！
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●参加決定後、オンラインテストを受けていただきます。●シェンゲン協定加盟国です。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.15

オーストリア ウィーン

30日間

「音楽の都」 ウィーン

ウィーン大学

ドイツ語研修

研修期間

モーツァルト、ベートーヴェンの「音楽の都」ウィーン。 2018年
ドイツ語圏最古の総合大学で、語学と文化を学ぶ！

8月4日（土）
～9月2日（日）

研修旅行代金

421,000円

●最少催行人数：10名
●最大募集人数：20名
●対象語学レベル：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：エミレーツ航空、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。外国籍の方は、ビザ取得に時間がかかる場合が
あります。申込み前に留学センターへお問い合わせください。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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
★充実した課外活動（別途実費）を通し、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、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。
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
留学先
大学です。現在では、約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

トルコ、イタリア、スペイン、フランス
●参加者の主な国籍：日本、
●平均的な参加者数：400~600名 ●1クラスあたりの人数：15 ～ 17名

4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 ～ 12:00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、発音や文法など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い環境です。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 ！

☆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.37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47,100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（2,670円）
・外国諸税（8,400円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（16,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

1

羽田もしくは成田

21：00 〜 22：00
羽田空港もしくは成田空港集合

羽田もしくは成田

00：00 〜 01：00
羽田もしくは成田発、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

プログラム参加

2

スケジュール
  9：15 ～ 12：00
12：00 ～
午後

3
▽
28

29
30

予定

学生寮泊

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。
※3 ～ 28日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

学生寮泊
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、乗継便にて羽田もしくは成田へ 機中泊

羽田もしくは成田

17：00 ～ 18：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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

フランス サン=テティエンヌ／グルノーブル

30日間

フランス政府公的機関 Campus Franceのお墨付き！

フランス語研修

サン=テティエンヌ・ジャン＝モネ大学
もしくは

グルノーブル・アルプ大学

※本プログラムは、フランス政府による公的機関であるCampus Franceにより運営されるプログラムです。そのため、留学先はCampus France
パリ本局にて最終的に決定されます。早大生のなかでも、各自違う留学先に割り当てられる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

帰国後に TCF-TP 受験が１回無料！緑豊かなロー
ヌ・アルプ地方でフランス語・文化を学べるチャンス。

2018年

研修期間

8月11日（土）
～9月9日（日）

研修旅行代金

625,000円

募集要項
●最少催行人数：6名 ●最大募集人数：10名
●対象語学レベル：フランス語力初心者～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：エールフランス、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。
※国内及び現地空港諸税、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

★Campus France パリ本局が提供する良質の語
学・文化プログラム！
★帰国後、プログラム参加者は、TCF-TP（総合的な
フランス語レベルを計るヨーロッパ基準のテスト）
を無料で1回受験できる！
★フランス語の初心者から上級者まで参加 OK！
都市

留学先2校があるローヌ・アルプ地方は、伝説の山モン・ブランが
そびえるアルプス山脈や湖など雄大な自然がある緑豊かな地域で
す。留学先の１つの都市、
サン＝テティエンヌは、
リヨンから電車で40分ほどの場所にあり、
歴史とアートの街とも言われ、近代美術館などの文化施設も数多くあります。またもう１つ
の留学先であるグルノーブルは、
ドイツ・スイス・イタリア・地中海にも近い都市です。自
然豊かな街で、夏はハイキング・カヤック・パラグライダーなどのsportsも盛んな場所です。

留学先

留学先であるサン=テティエンヌ・ジャン＝モネ大学もしくはグルノー
ブル・アルプ大学附属の語学センターは、フランスの外務・国際
開発省、高等教育研究省などにより認められており、その質の良さは国際的にも評判が
高く、Campus Franceが長年にわたりパートナーシップを結んできました。いずれの2校
も同じ地域にあり、リヨン空港からのアクセスも良い環境にあります。

プログラム

●参加者の主な国籍：アメリカ、中国、メキシコ、コロンビア、韓国、カナダ、シリア
●平均的な参加者数：900名（2校あわせて） ●1クラスあたりの人数：15名

このプログラムは、Campus Franceパリ本局が提供する4週間の短期フランス語学留
学プログラムです。 留学先は、サン=テティエンヌ・ジャン＝モネ大学付属の語学・文
明国際センター、もしくはグルノーブル・アルプ大学付属の大学フランス語教育センター
のどちらかの機関で学びます。参加者のニーズや興味に応じた授業内容が構築されてお
り、フランス語の初心者から上級者まで、レベルを問わずプログラムに参加することが可
能です。言語と同時に、
フランスの文化や文明にも触れられるような学習になっています。
また、様々な文化アクティビティや社会見学なども企画されています。
このプログラム参加者には、帰国後 TCF-TP
（総合的なフランス語レベルを計るヨーロッ
パ基準のテスト／テストスコアは2年間有効）
を無料で1回受験することができます。（口
頭筆記の補足試験やTCF-DAP 等は対象外）

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 /アクティビティ参加費（参加任意のものを除く）
/フランス滞在中の健康保険料 /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.37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67,500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 /アクティビティ参加費
（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
（10,290円）
・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（27,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

1

羽田もしくは成田

22：00 ～ 23：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてリヨンへ

リヨン

09：00 ～ 10：00 リヨン到着

サン＝テティエンヌ
もしくはグルノーブル

到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

2

サン＝テティエンヌ
もしくは グルノーブル

3
▽
28

29
30

予定
機中泊

学生寮泊

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 12：00
12：00 ～ 14：00
14：00 ～ 17：00

クラス
ランチタイム
クラスまたは課外活動

※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。
※3 ～ 28日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

学生寮泊
サン＝テティエンヌ
もしくは グルノーブル

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン

リヨン

16：00 ～ 17：00
リヨン発、乗継便にて羽田もしくは成田へ

羽田もしくは成田

18：00 ～ 19：00 羽田もしくは成田到着
到着後、解散

機中泊

・上記のフライトスケジュールはエールフランス利用の例です。
・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

イタリア シエナ

29日間

中世美術館のような美しい街

シエナ外国人大学 イタリア語研修
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

2018年

8月5日（日）
～9月2日（日）
研修旅行代金

411,000円

募集要項
●最少催行人数：10名 ●最大募集人数：10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、エール
フランス、全日空、アリタリア航空、KLMオランダ航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★中世期の街並みを残した世界遺産の美しい街シエ
ナでイタリアを体感できる
★イタリア語普及を目的とした国立の国際教育機関
で世界各国の学生たちとイタリア語を学べる！
★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！
都市

イタリア中部・トスカナ地方にあるシエナは、現在も中世その
ものの街並みが残る都市です。また、12 ～ 15世紀にかけ

て整ったゴシック様式の大聖堂など歴史的建造物が数多く残り、世界一美しいと

＜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） ・シエナ外国人大学指定願書（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／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.37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46,100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（2,570円）
・外国諸税（8,960円）
・燃料サーチャージ、
旅客保安サービス料（27,400円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃料サーチャージは2018年2月1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。

いわれるカンポ広場を含め、街全体が周囲の自然と見事に調和しています。

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。 語学教育の高い専門性を持ち、イタリア語のみならず、観光、翻訳、

日程表
日

都市
羽田もしくは成田

1

フィレンツェ
シエナ
シエナ

プログラム参加

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

スケジュール
  8：30 ～ 13：30 クラス
13：30 ～
ランチタイム
午後
文化講座や体験学習（週2、3回）

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おります。

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

2
27
▽

※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

現地大学手配宿舎泊

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。イタリア語講座の他に文化講座「シ
エナのパリオについて」やパリオ博物館の見学が予定されています。また、見学
型インターンシップとして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。その他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 ！

28
29

予定
12：00 ～ 13：00
羽田もしくは成田発、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、送迎車にて宿泊先へ移動

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、乗継便にて羽田もしくは成田へ

機中泊

羽田もしくは成田

12：00 ～ 13：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・上記のフライトスケジュールはルフトハンザ・ドイツ航空および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

スペイン サラマンカ

28日間

スペイン語文法発祥の地 ！

サラマンカ大学 スペイン語研修
サラマンカ大学は今年創立 800 年！
歴史ある世界遺産の街、スペイン語文法発祥
の地でスペイン語を学ぶ 28 日間

研修期間

2018年

8月4日（土）
～8月31日（金）
研修旅行代金

540,000円

●最少催行人数：10名
●最大募集人数：10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
●利用予定航空会社：エミレーツ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、カタール
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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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） ・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

★世界遺産にも登録されている歴史ある街でスペイン語
の学習ができる
★スペイン語文法発祥の地、創立800年のサラマンカ大
学の語学機関でスペイン語を学べる
★課外活動を通じて歴史的・文化的観点からもスペイン
を体感できる（別途実費）
都市

サラマンカは、首都マドリードから215km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。 旧市街
地は1988年にユネスコの世界遺産に登録されています。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
集まりより一層国際色豊かな環境になります。サラマンカは長い歴史を持つ反面、
現代的な一面をも持つ歴史と現代が共存する魅力的な都市です。
サラマンカ大学は1218年に創設され、今年創立800周年を
迎える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、サラマンカ大学附属の語学機関となります。
1989年の設立以来、世界各国の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、これまでの蓄積したノウハウをもとに学習者の状況や
希望に応じたさまざまなプログラムを提供しております。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機関となります。

留学先

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、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：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、サラマンカ大学の教授による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名となるため他
の国からの留学生たちと交流を深めながらスペイン語を学ぶことができるのも魅
力の一つです。

申込前に確認を ！
29

☆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.37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59,000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（5,900円）
・燃料サーチャージ、
旅客保安サービス料（16,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃料サーチャージは2018年2月1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
羽田もしくは成田

予定
22：00 ～ 23：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてマドリードへ


機中泊

マドリード
サラマンカ

13：00 ～ 14：00 マドリード到着
到着後、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動

現地大学手配宿舎泊

サラマンカ

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～ 10：00
10：00 ～ 11：00
11：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00

3
▽
26

クラス
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

現地大学手配宿舎泊

27
28

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、乗継便にて羽田もしくは成田へ

機中泊

羽田もしくは成田

17：00 ～ 18：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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

ロシア モスクワ

24日間

ロシア語を通してロシア文化・文学を満喫する夏 ！

モスクワ大学 ロシア語研修

※本プログラムは、他のプログラムより先行し申込書類をご提出いただく必要があります。詳細は、
【申込みに必要な書類】欄をご確認ください

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！

2018年

研修期間

8月3日（金）
～8月26日（日）
研修旅行代金

368,000円
※この費用に宿泊費・空港送迎費（往復）
（約400米ドル相当）は含まれていません。

●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：学生寮（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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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】

★少 人数クラスで実践的なカリキュラムを通して語
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
★涼 しい気候で過ごしやすい夏のモスクワは、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。近年、
急速に発展し、ビジネスや観光でも多くの人が訪れます。また、モス
クワでは17世紀 “ 美しい”という意味から名づけられた世界遺産と知られる“ 赤の広場 ”を
はじめ、クレムリン、セント・バジル大聖堂などは、数世紀にわたって造られた美しい歴史的
建造物も多く残る都市です。冬の季節が長いモスクワでは、夏の時期には多くの観光客
が訪問します。
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
留学先
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人の留学生も学んでいま
す。物理学者などの数多くのノーベル賞受賞者も輩出し、中でもノーベル受賞者で旧ソ
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、
トルコ

●平均的な参加者数：300 ～ 350名

●1クラスあたりの人数：8-9名

本プログラムはモスクワ大学附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。例年、日本や欧米各国からも参加しており、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・経済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
やイディオムなどの選択科目も準備されています。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 ！

＜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） ・モスクワ大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
※本プログラムは、他のプログラムより先行し
・パスポートのコピー（カラーコピーのもの） て手続き、および申込書類をご提出いただく
※パスポートは、日本国籍の場合、有効
必要があります。結果通知後、5月17日（木）
期限はロシア帰国日＋ 18 か月以上の
までに申込金支払い手続きおよび上記【申
ものが必要です。ビザ申請を迅速に行う
込みに必要な書類】をご準備の上、5 月17
必要があるため、必ず上記の有効期限
日（木）、18日（金）12:00〜17:00 に
があるカラーコピーをご提出ください。
提 出 先（ 早 稲 田キャンパス 22 号 館 1 階
Waseda Global Gate）
に必ずご提出ください。

☆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.37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41,800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／宿泊費／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／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（2,800円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,600円）

※宿泊費、空港送迎費（往復）
（約400米ドル相当）
はロシアルーブルで現地払いとなります。
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

1

羽田もしくは成田
モスクワ

10：00 ～ 11：00 羽田もしくは成田発、モスクワへ
15：00 ～ 16：00 モスクワ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
学生寮泊

モスクワ

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
13：20 ～ 14：00
ランチタイム
14：00 ～ 15：30
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 ～ 22日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です
学生寮泊


2
22
▽

23
24

モスクワ
羽田もしくは成田

予定

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、羽田もしくは成田へ
機中泊


08：00 〜 09：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。
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コース No.20

オーストラリア パース

31日間

穏やかな気候と大自然の中でスローライフを満喫 ！

西オーストラリア大学
多文化が共存する環境。国際人としての新し
いあなたを発見！多様なバックグラウンドを
持つ人々に出会い英語を使おう。

研修期間

2018年

8月17日（金）～9月16日（日）

※第1週目は早大生のみが参加するオーストラリア文化に関するプロ
グラム、その後の3週間はGeneral English 5週間コースのうち、
第1 ～ 3週目まで参加するプログラムです。

研修旅行代金

566,000円

●最少催行人数：12名 ●最大募集人数：25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）

※1 家庭に2名以上の場合、早大生を含め日本人
と同じ家庭の場合あり。
●食 事：平日2食（朝・夕）土日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：シンガポール航空、キャセイパシフィック航空、カンタ
ス航空、タイ国際航空
●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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、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） ・西オーストラリア大学指定願書
・海外留学プログラム誓約書
・ホームステイ申請書
・パスポートのコピー

★
「言いたいことが言える」ようになるための実践的な質
の高い英語教育。講師は全員英語教育のスペシャリスト！
★親しみやすくゆったりとした環境の中で勉強とオージー
ライフを堪能できる
★ホームステイなどを通してクラス外でも積極的に英語が
使える環境
都市

西オーストラリア州は人口の約30％が国外出身者で世界170か国
以上の人々が暮らす多様な文化を持つ州です。その州都であるパー
スはオーストラリアで4番目に大きな都市であり世界有数の壮大な海岸線を望む「美しい
街並み」と「大自然」、「ゆったりとした環境」が魅力です。世界で最も住みやすい都市
としてその穏やかな気候や、安全で友好的な雰囲気は世界中の人を惹きつけています。
公共交通機関も充実しているので、市内の主要な見どころや歴史的建造物、ビーチなど
にも気軽にアクセスすることができる環境です。
西オーストラリア大学は「オーストラリア8大学」に属する伝統ある
留学先
国立大学です。教育と研究の水準の高さは国際的に評価されてお
り、世界ランキング100位以内に入る名門大学でもあります。プロ
グラムを提供する西オーストラリア大学附属のCenter for English Learning Teaching
（CELT）はカリキュラムや教師の質の高さに定評があり、世界中から学生を受け入れ豊
かな文化性を誇ります。クレアモントキャンパスに位置し、歴史ある砂岩作りの美しい校
舎やキャンパスガーデンは学生の憩いの場となっています。スワンリバー沿い、キングス
パークにも程近い静かで落ち着いた最適な学習環境です。

プログラム

●参加者の主な国籍：インドネシア、ブラジル、フランス、日本、韓
国、中国、ポルトガル、スペイン、インド、タイ

●平均的な参加者数：200 ～ 250名

●1クラスあたりの人数：16 ～ 18（最大）名

第1週目はオーストラリアの文化を学びます。パース市街、キングスパーク、カヴァシャム
ワイルドライフパークやフリーマントルへのフィールドトリップも予定されています。 第2 ～
4週目はGeneral English コースにて、様々な場面で自信を持って英語が「使える」よ
うになるための勉強をします。タスクやアクティビティー、プロジェクトなどを通して学習者
には実際に英語を使う多くの機会が与えられます。明確で論理的に書いたり話したりす
るスキルの向上も目指します。クラス外でも英語を使うことが推奨されており、希望すれ
ば週に一度、西オーストラリア大学の学生とお互いに言語や文化を学び合えるJapan
Society Club へも参加ができます。また、CELTはキャンパス内外で様々な社会活動
や行事を行っており、ほとんどの活動や行事にはリーズナブルな費用か無料で参加できま
す。ホームステイ先ではホストファミリーとの生活を通してオーストラリアの生活文化にも
触れながら、英語でのコミュニケーションを通して日々の学習の成果を発揮できます。

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／プログラム期間中の食事（平日2食（朝・夕）
、土日3食）
／課外活動費（参加任意の
ものを除く）
／通学費（平日のみ）
／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／ 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.37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61,600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／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（9,940円）
・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（0円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

1

羽田もしくは成田

22：00 ～ 23：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてパースへ

予定

2

パース

12：00 ～ 13：00
到着後、送迎車にて研修先へ移動

パース

プログラム参加

機中泊

ホームステイ泊

スケジュール
第1週目（文化）
  8：30 ～ 12：45
クラス
12：45 ～
ランチタイム
スタディツアー
第2-4週目（語学）
  8：30 ～ 10：30
クラス
10：30 ～ 10：45
休憩
10：45 ～ 12：45
クラス

3
29
▽

※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 ～ 29日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

ホームステイ泊

30
31

パース

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
14：00 ～ 15：00
パース発、乗継便にて羽田もしくは成田へ
機中泊

羽田もしくは成田

06：00 〜 07：00
到着後、解散

羽田もしくは成田到着

・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。

●第1週目は早大生のみが参加するオーストラリア文化に関するプログラム、その後の3週間は General English 5週間コースのうち、第1 ～ 3週目まで参加す
るプログラムです。●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。●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

フィリピン マニラ

24日間

公用語は英語とタガログ語 ！”東洋の真珠”マニラ

聖トマス大学

日本からのフライト時間が比較的短い！東南
アジアで異文化の経験値を高める。日々目覚
ましい発展を遂げる ASEAN 諸国の一つ

研修期間

2018年

8月9日（木）
～9月1日（土）

研修旅行代金

235,000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～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：日本航空、全日空、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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★アジアでは数少ない英語公用語の国で学ぶ！
★聖トマス大学生の Student Assistant による
Buddy 制度
★欧 米と比較して低い研修旅行費が魅力！

＜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／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.37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28,500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

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
月の最低・最高気温は約25℃～ 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。
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、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。

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（2,610
円）
・外国諸税（1,170円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（6,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

09：00 ～ 10：00 羽田もしくは成田発、マニラへ
13：00 ～ 14：00 マニラ到着
到着後、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動

学生寮泊

マニラ

プログラム参加

留学先

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：7 ～ 15名
●1クラスあたりの人数：7 ～ 15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。

申込前に確認を ！

スケジュール
  8：30 ～ 11：30
11：30 ～ 13：00
13：00 ～ 17：00

2
▽
23

24

予定

羽田もしくは成田
マニラ

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 ～ 23日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

学生寮泊
マニラ
羽田もしくは成田

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、羽田もしくは成田へ
19：00 ～ 20：00 羽田もしくは成田到着
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。

●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.22

台湾 台北

21日間

近代と伝統が共存する街、台北

国立台湾師範大学 中国語研修
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

2018年

8月26日（日）
～9月15日（土）
研修旅行代金

310,000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：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：エバー航空、全日空、日本航空、中国国際航空
●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。
※国内及び現地空港諸税、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
語を学ぶ !
★古 い町並みも魅力的！伝統ある中華文化を肌で感
じることができる
都市

台湾の北部に位置する台北は、国際化された都市と言われ、台湾
の政治経済の中心となっています。ショッピングセンターも多く、また
国際的な催しも開催されています。一方で、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
みも魅力の一つです。
1946年に設立された台湾師範大学（1967年に国立台湾師範大
学に改名）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姉妹校提携を結び、4,000
人以上を超える外国人学生が学んでいるということからも、国際化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場所といえるでしょう。研修が行われる国語教学セン
ターは、1956年に設立され、中国語を第二外国語として学べる台湾で最大の語学教育
機関でもあります。

＜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／文化授業・校外授業／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.37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36,000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（2,610円）
・外国諸税（1,870円）
・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（5,600円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、韓国、アメリカ、カナダ、フランス
●平均的な参加者数：50名 ●1クラスあたりの人数：10名前後

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、小クラス制（10名前後）
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、台湾茶道、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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＜プログラム別＞
国立台湾師範大学指定願書

日程表
日

1

都市

14：00 ～ 15：00 羽田もしくは成田発、台北へ
16：00 ～ 17：00 台北到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

現地大学手配宿舎泊

台北

プログラム参加
スケジュール
  9：10 ～ 12：10
12：10 ～ 14：00
14：00 ～ 16：00

2
▽
20

21

予定

羽田もしくは成田
台北

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

現地大学手配宿舎泊
台北
羽田もしくは成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
15：00 ～ 16：00 台北発、羽田もしくは成田へ
19：00 ～ 20：00 羽田もしくは成田到着
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。

コース No.23

韓国 ソウル

21日間

美しいキャンパスと熱い韓流文化 ！

慶煕大学校 朝鮮語研修
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

2018年

8月5日（日）
～8月25日（土）
研修旅行代金

167,000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。
※国内及び現地空港諸税、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】

★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
★ソウルでの文化授業・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

＜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

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／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.37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21,700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

隣国韓国の首都ソウル。朝鮮半島の中央に位置し、人口が
都市
1,000万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。

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（2,850円）
・燃油サーチャージ、
旅客保安サービス料（1,200円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1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。

慶煕大学校は1949年に創設され、韓国の大学の国際化を
留学先
リードし続けている名門私学の一つです。 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。

日

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できます。文化授
業では、韓国の歌やドラマ、伝統的な慣習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、会話練習などを通して現地学
生と交流することもできます。なお、教材費は別途実費となります。

申込前に確認を ！

日程表

1

都市
羽田もしくは成田

予定

ソウル

08：00 ～ 09：00 羽田もしくは成田発、ソウルへ
11：00 ～ 12：00 ソウル到着
到着後、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動

学生寮泊

ソウル

プログラム参加
スケジュール
  9：00 ～   9：50
10：00 ～ 10：50
11：10 ～ 12：00
12：10 ～ 13：00
14：00 ～ 16：00

2
▽
20

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 ～ 20日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

学生寮泊

21

ソウル
羽田もしくは成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
12：00 ～ 13：00 ソウル発、羽田もしくは成田へ
15：00 ～ 16：00 羽田もしくは成田到着
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。

●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。
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コース No.24

本プログラムガイドは昨年のものです。
今年も実施予定ですが、プログラム詳細、研修旅行代金、出願手続方法、
出願スケジュール等については留学センターホームページにて後日公開
いたします。そちらにてご確認ください。

早稲田大

学留学セ
ンター

海外留学

8 月～ 9

短期

募集要項

問合せ先

早稲田大

学留学セ
ンター

〒169- 0051
東京都新宿区

＆ プログラ
ムガイド
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月出発

2017

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に募集したプログラム一覧表です。
2018 年度春季の募集プログラム詳細については 11月ごろに決定予定です。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 2/25(日)－3/25(日) 581,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～中級

●

●

ビクトリア

2/ 6(火)－3/ 4(日) 484,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

ビクトリア大学 Bコース

ビクトリア

3/ 4(日)－3/31(土) 511,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

4

カリフォルニア大学ロサンゼルス校

ロサンゼルス 2/ 6(火)－3/ 3(土)

814,000 円
20 名 2 単位 英語 初級～上級
874,000 円

●

5

カリフォルニア大学サンディエゴ校

サンディエゴ 3/ 4(日)－3/31(土) 570,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

6

ワシントン大学

シアトル

2/25(日)－3/19(月) 524,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

7

ユニバーシティカレッジロンドン

ロンドン

2/18(日)－3/11(日) 511,000 円 20 名 2 単位 英語 中級～上級

●

スターリング 2/ 8(木)－3/25(日) 955,000 円 12 名 4 単位 英語 初級～上級

●

2/10(土)－3/ 4(日) 409,000 円 16 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

フライブルク 3/ 1(木)－3/29(木) 347,000 円 10 名 2 単位 ドイツ語 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 Aコース

3

カナダ

アメリカ

●

●

イギリス
8

スターリング大学

9

マルタ大学

マルタ

10 フライブルク大学

リーヤ

●

ドイツ

11 ミュンヘン大学

ミュンヘン

3/ 2(金)－3/31(土) 325,000 円 10 名 2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

12 パリ政治学院

パリ

2/10(土)－3/11(日) 781,000 円

8 名 2 単位 英語 要語学スコア

●

フランス

Campus France
13 サン=テティエンヌ・ジャン＝モネ大学／
グルノーブル・アルプ大学

／グルノーブル
スペイン

14 バルセロナ自治大学

サン = テティエンヌ

15 モナシュ・カレッジ

2/24(土)－3/25(日) 580,000 円 15 名 2 単位

フランス語
初心者～上級

●
●

●

●

バルセロナ

2/ 6(火)－3/ 4(日) 440,000 円 15 名 2 単位 スペイン語 初級～上級

●

●

メルボルン

2/ 6(火)－3/18(日) 675,000 円 20 名 4 単位 英語 初級～上級

●

●

ブリスベン

2/10(土)－3/ 3(土) 455,000 円 18 名 2 単位 英語 初級～中級

オーストラリア
16 クイーンズランド大学
17 オークランド大学

●

●

オークランド 3/ 2(金)－3/25(日) 465,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

オークランド 2/17(土)－3/18(日) 468,000 円 15 名 2 単位 英語 初級～上級

●

●

ニュージーランド
18 AUT大学

2/ 7(水)－2/28(水) 223,000 円 20 名 2 単位 英語 初級～上級

●

マーガオ

2/11(日)－2/24(土) 304,000 円 15 名 2 単位 英語 初中級～上級

●

台湾

台北

3/ 1(木)－3/25(日) 455,000 円 10 名 2 単位

韓国

プサン

2/11(日)－2/24(土)

19 聖トマス大学

フィリピン マニラ

20 ゴア大学附属チョウグルカレッジ

インド

21 国立台湾大学
22 東義大学校

お知らせ
秋の留学イベント
について

中国語 初級～上級
英語 初級～中級

●

88,000 円 10 名 2 単位 朝鮮語 初級～中級

●

●
●

●
●
●

10月5日（金）
・6日（土）
〈予定〉 11 月中旬予定

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！
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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 月～金曜日の

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。

9時～17時30分まで（土日曜・祝日・大学暦における祝日を除く）にお受け致します。

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

に必要な範囲内で利用させていただきます。

送・宿泊機関・査証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

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

お申込み頂く際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意頂くものとします。

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

旅行条件・旅行代金の基準

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
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

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。

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 3 階
観光庁長官登録旅行業第2059号 総合旅行業務取扱管理者：鈴村由美
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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。

