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（2019）
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、海外で生活するためのノウハ
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。

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) 「春クォーター」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) 研修費用は、ベトナム 263,000円、 マレーシア 234,000円（往復航空運賃、宿泊費、研修費用等を含む）です。
※研修費用は参加人数によって多少の変動がある場合があります。

【ご参考:2018年度事前・事後学習について】
事前学習 2018年4月 6時限（18：15～19：45） ×3回
事後学習 2018年5月 6時限（18：15～19：45） ×4回
※2019年度については、事前学習4回、事後学習4回の計8回を予定しております。
日程、曜日、時限については確定次第ご連絡いたします。

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）
①ベトナム最大20名、最少催行人員15名
②マレーシア 最大20名、最少催行人員10名
選考は応募先着順に行います。

(2) 語学: 英語力は問いません。

(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。
マレーシア
https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=Xl9exeoZBjylxP7YLb7DVg
※申請期間2019年2月4日（月）正午～2月18日（月）正午
べトナム
https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=EU0q5ZhR262xTGEwxL5H4A
※申請期間2019年2月4日（月）正午～3月4日（月）正午

(4) 結果発表 ：お申込みいただいた順に、適宜申請者全員に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。
通知から3~5日以内に申込金30,000円（研修費用として充当）をお支払いただきます。

VIETNAM

MALAYSIA
詳細は、留学センター Webサイトにて確認！
https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/iep

【スケジュール】

マレーシア（マラヤ大学）

ベトナム（ベトナム国家大学ハノイ校）
午前
1
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4/28
(日)

4/29
(月)

3

4/30
(火)

4

5/1
(水)

5
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7

5/2
(木)

5/3
(金)

5/4
(土)

午後

午前
午後
午前

06:25 羽田空港国際線ターミナル集合
08:55 羽田空港発 NH857
12:25ハノイ着 バス移動⇒ベトナム国家大学ハノイ校入寮
寮にて自己紹介
・ホアンキエム湖、Cyclo ツアーなど
＜大学寮泊＞
08:00 大学寮発
ドンラム村訪問
・農村体験、地元の人々と交流、村内散策
・フィールドワーク、自由時間

＜ホームステイ＞

午後

ドンラム村
・自転車ツアー、地元の人々との交流
・昼食後、バスにてハノイ市内へ

午前
午後

08:00 クッキングクラス
ハノイ市内視察（文廟など）、フィールドワーク

＜大学宿泊＞

＜大学寮泊＞

朝○
昼○
夜X

07:00 大学寮発

午前

自由時間、発表の準備

午後

ベトナム国立大学ハノイ校
・ベトナム語基礎講座、現地学生との交流、最終発表 <大学寮発＞

午後

朝○
昼○
夜X
朝○
昼○
夜○

午前
午後

午前

昼X
夜○

1

2

4/29
(月)

3

4/30
(火)

4

5/1
(水)

5

5/2
(木)

6

5/3
(金)

7

5/4
(土)

朝○
昼○
夜○

ハロン湾視察

自由時間
11:00 バスで空港へ移動
15:05 ハノイ発 NH858
22:15 羽田空港着

朝○
昼X
夜○
朝○
昼X

4/28
(日)

午後
夕方
深夜

14:50成田空港第1ターミナル集合
17:20成田空港発 NH815
23:35クアラルンプール着
バスで移動

終日

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）、古都マラッカ視察、
ビーチウォーク

終日

マラヤ大学留学体験
・授業見学
・キャンパスツアー
・現地学生との交流
・バティック染め体験
・フィールドワーク（インタビュー）

午前
午後

終日
午前
午後
午前
午後

＜大学寮泊＞

＜大学寮泊＞

朝X
昼X
夜X

朝X
昼X
夜X
<大学寮泊＞

政都プトラジャヤ視察
首都クアラルンプール探索
フィールドワーク（インタビュー）
国立モスク、歴史地区、China Town、寺院、Batu Cave、
仏教寺院、インド街、KL Central （予定）
＜大学寮泊＞

朝X
昼X
夜X

カンポンステイ
フィールドワーク（インタビュー）、
カンポンアクティビティ、生活習慣・文化体験

朝X
昼○
夜○

＜ホームステイ＞

カンポンステイ
・生活習慣、・文化体験
首都クアラルンプール探索
フィールドワーク（インタビュー）
KLCC、寺院、マーケット等視察（予定）フェアウェル ＜大学寮泊＞

朝○
昼X
夜○

空港へ移動
07:10 クアラルンプール発 NH816
15:10 成田空港着

※スケジュールの内容ならびに実施する曜日は変更する場合があります。
※訪問先は変更になる可能性があります。
※スケジュールの内容ならびに実施する曜日は変更する場合があります。
※訪問先は変更になる可能性があります。

ご旅行取引条件説明書(抜粋)
●受注型企画旅行契約
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
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願います。
●取消料について
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。
お客様のご都合で旅行契約を解除する場合のご連絡は、弊社の営業時間内〔（9時～17時
30分まで）土日曜・祝日・大学暦における祝日を除く〕にのみお受け致します。
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

ロ．(研修)旅行出発日の前日から起算してさかのぼって30日目にあ
たる日以降［ハ及びニを除く］

(研修)旅行代金の 20％

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％

※本企画旅行の企画料金は20,000円です。
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。
●特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上
に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において補償金又は見舞金を支払います。
•死亡補償金：２，５００万円
•入院見舞金：４～４０万円
•通院見舞金：２～１０万円
•携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円
•（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）
●約款準拠
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いただきます。
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
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。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。
●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てください。
●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。
●海外旅行保険への加入について
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、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の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
※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。
●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送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年4月1日を基準としています。又、旅行代金は2018年9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。

詳細は、留学センター Webサイトにて確認！
https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/iep

プログラム主催：

早稲田大学 留学センター
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-7-14-4F
Email: gw-projects@list.waseda.jp

株式会社 早稲田大学アカデミックソリューション

旅行企画・実施：

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9/12-3F
TEL:03-5272-3476
総合旅行業務取扱管理者 鈴村 由美
観光庁長官登録旅行業第2059号

