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1. 留学経験者との個別相談会

11

8金

12：15～／ 16：30～
@Waseda Global Gate

2. 応募方法説明会

11

15 金

12：15～

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

@国際会議場

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、約90の国や地域の
約600の協定大学へ年間4,600名以上の学生が留学しており、その
うち約780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！

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。

※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
※大学院生および３月卒業予定の学部生、また人間科学部eス
クール（通信教育課程 受講者）は、科目登録をしなくても奨
学金の申請は可能です（奨学金受給候補者に決定した場合、
別途レポート提出を行っていただきます）

※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

3 月平均気温
（東京：11.5℃）

バンクーバー

－17 時間

7.0℃

114.8mm

ロサンゼルス

－17 時間

14.8℃

42.4mm

ロンドン

－9 時間

8.0℃

41.9mm

ミュンヘン

－8 時間

4.2℃

49.1mm

パリ

－8 時間

7.9℃

43.3mm

ブリスベン

＋1 時間

23.5℃

109.7mm

オークランド

＋4 時間

18.4℃

77.7mm

マニラ

－1 時間

27.8℃

4.2mm

台北

－1 時間

18.3℃

189.5mm

なし

8.7℃

83.3mm

プサン

※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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3 月平均降水量
（東京：220.0mm）

留学デスティネーション

スターリング P.18
バンクーバー P.12

ロンドン P.17
ミュンヘン P.20

ビクトリア P.13

シアトル P.16

プサン P.28
ロサンゼルス P.14

リーヤ
（マルタ）P.19

サンディエゴ P.15

台北／桃園（P.26／P.27）
マニラ P.25
サン = テティエンヌ／グルノーブル P.21

ブリスベン P.23
メルボルン P.22
オークランド P.24

申込みから出発までのスケジュール

3-4

申込みにあたっての注意

5-6

申込みはここからスタート！
MyWaseda での申請・登録方法

7

安心の海外生活をサポートします！

8

留学体験談

9

よくある質問 Q&A

10

2019年度春季短期留学プログラム一覧表

11

プログラムガイド

12-28

2019年度夏季短期留学プログラム一覧表

29

春の留学イベントについて

29

ご旅行取引条件説明書（抜粋）

30
2

申込みから出発までのスケジュール
11

8
Fri

留学経験者との個別相談会

場所／22号館１階 Waseda Global Gate

12:15～13:15 ／ 16:30～17:30（予定）
・実際にプログラムに参加した先輩から話を聞いてみよう！
・事前予約不要、入退場自由です。
・参加必須ではありません。
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15 応募方法説明会
Fri

場所／国際会議場

12:15～13:00（ 予 定）

・募集要項＆プログラムガイドに記載されている応募方法のポイント
を説明します。

申込受付は

・事前予約不要、入退場自由です。

先着順です !

・参加必須ではありません。
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18 MyWaseda 一次申込期間
Mon

11

20
Wed

11

21
Thu

早めに希望プログラムの申込みをしましょう。

MyWaseda での申請方法は、P.7 にて確認してください。

申込期間

11/18
（月）12:30～11/20（水）12:30

MyWaseda 一次申込結果通知
を Waseda メールに送信します !
「申込結果通知メール」を
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。

11

Fri

11

25
Mon

3

で参加プログラムが決まった方は二次での申込みはできません !
申込み結果は随時 Waseda メールにてお知らせします。案内に
沿って申込金の支払い、提出書類の準備等次の手続きを忘れず
におこなってください !

申込期間

11/22
（金）12:30～11/25
（月）12:30

忘れた
ら

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

次の手続きを忘れずに
おこなってください !
メ
ダメダ

22 MyWaseda 二次申込期間

申込金の支払い、
提出書類の準備等…

11

27
Wed

11

28
Thu

12

3
5
Thu

1

21
Tue

1

28
Tue

1

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

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、11/29
（金）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.30）を確認してください。

Tue

12

申込書類提出期間

29

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。

Wed

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

11 月 25 日（月）

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12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・航空保険料、国際観光旅客税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MyPortfolio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.30参照）。
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春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

短期留学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方、学部生か大学院生の種別、国籍等の条件によって参
加ができない場合があります。
※2020年3月に卒業をする方は3月16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秋募集（2019年10月締切分）
プログラムにて留学予定の方、2020年度春学期から1学期相当以上の留学を予
定している方は、
プログラムの手続きの都合上、春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、短期留学プログ
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。
※人間科学部ｅスクール
（通信教育課程受講者）
も応募可能です。
※当プログラムは正規生のみ応募可能です。
（科目等履修生、交換留学生は出願資格を有しません）

3

プログラム内容の変更について

留学先機関等の諸事情によりプログラム内容（費用を含む）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。また、同じ留学先機関で複数あるプログラムもあります。申込み前に内容をよく確認の上、申込みするようにし
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

6

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
（春季）」
（2020年度
春学期設置科目扱い）の科目登録を行うことができます
（1月予定）。2単位科目と4単位科目があります
（プログラムによって単位数は異な
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、取消および科目区分の変更はできませんの
で注意しましょう。
以下の場合は、科目登録ができません。
※2020年3月卒業を予定している場合
※2020年度春学期から1学期相当以上の留学/休学を予定している場合
※人間科学部eスクール
（通信教育課程受講者）所属の場合
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。

8

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、日本出発後の帰国日を変更すること、プログラム一時離
団を伴う一時帰国はできません。
（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11月21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。
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パッケージ型のプログラムです

本募集要項・プログラムガイドで募集をするプログラムはすべて、あらかじめ決められた往復航空券を利用する「パッケージ型（受注型企画
旅行）」での運営で、参加にあたってはP.30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・航空保険料、国際観光旅客税（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：2019年11月18日（月）12:30 ～11月20日（水）12:30
二次申込受付期間：2019年11月22日（金）12:30 ～11月25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（11月上旬予定）
※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、
「2019年度 春季短期留学プロ
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11/18（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2019年度春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：11 月下旬～12 月予定）
。

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）

保険料

・傷害（死亡・後遺障害）

3,000 万円

13 日まで

8,570 円

24 ～ 25 日

・疾病（死亡）

3,000 万円

・治療救援費用

無制限

14 日まで

8,870 円

26 ～ 27 日

12,520 円

15 日

9,120 円

28 ～ 29 日

13,000 円

16 ～ 17 日

9,650 円

30 ～ 31 日

13,230 円

30 万円

18 ～ 19 日

10,350 円

32 ～ 34 日

12,100 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

11,940 円

2 万円

20 ～ 21 日

11,090 円

35 ～ 39 日

13,890 円

・航空機寄託手荷物遅延等費用

10 万円

22 ～ 23 日

11,620 円

40 ～ 46 日

16,490 円

・緊急時一時帰国費用 ※2

50 万円

・航空機遅延費用

※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

●上記は 2019 年発の補償内容、
保険料となります。2020 年発の詳細は後日参加者にご案内します。
●渡航日数（保険期間）は日本出発日から日本帰着日で計算します。プログラムごとの日数は各プロ
グラムの紹介ページで確認できます。
●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：12 月下旬予定）
。
●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。

8

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 2019 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 MyPortfolio にて公開していますので、是非参考にして
ください。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 [ アメリカ ]

ビクトリア大学 [ カナダ ]

14 ページ

13 ページ

誰も助けてくれない状況下において自分で物事を対処して

私は、他国の学生と遊びに行ったりご飯に行ったり、昼
はLanguage Centreに行ったりして英語を話さなけ

いく力は、日本で守られながら生活していた私に欠けてい

ればならない環境に身をおくようにしました。ルームメ

たものでした。今回自分の責任の下、判断して積極的に活

イトの早稲田の子が積極的に英語を使ってくれたおか

動していくことの楽しさがわかりました。もちろんハプニン

げで、英語を使わなければならないという意識が日本

グもありましたが、大変な思いをする方が行動力も語学力も

人の間でも保てました。時には、不安な気持ちを日本

上がると思います。ハプニングは一見悪い意味で捉えられる

語で共有しあう時間をとることでモチベーションをあげ

ことが多いですが、予想以上の自分の能力を引き出すこと

ることができました。現地にいるからこそできること、

ができると感じました。語学力だけでなく行動の面において

現地でしかできないことを大切にしてください。

も成長でき、有意義な時間を過ごすことができました。

スターリング大学 [ イギリス ]
18 ページ

20 ページ

このプログラムでは、スコットランドの大自然を

最初は、慣れないことの連続で体も心も疲れ切って

感じられ、スコットランドの歴史を学ぶこともで

いたが、二週目からは驚くほど日々が早く過ぎていっ

き、想像していた以上に様々な経験を積むことが

た。美術館を巡ったり、有名なドイツ料理店を訪れたり、

できた。大学に入り、全然英語を勉強してこなかっ

友達とパーティーをしたりした。週末にはプラハなど

た私にとって、授業はもとより生活まですべてが

周辺国を旅した。今まで一人旅さえしたことのなかっ

英語を使わなければいけないという環境に最初

た私が、一人でしかも海外の知らない土地を歩いて

は戸惑ったが、7週間という比較的長い期間であっ

いる。トラブルもあったが、一つ一つ乗り越えられた。

たこともあり、友達や先生との関わりを通してと

留学は大変なことも多いが、それ以上に自分自身を

ても楽しい貴重な経験をすることができた。

成長させ、視野を広げてくれると心から感じた。

クイーンズランド大学 [ オーストラリア ]

聖トマス大学 [ フィリピン ]

23 ページ

25 ページ

私は海外に3週間も滞在したことはなく、また英語

聖トマス大での授業は、8時から17時までみっ

は苦手科目だったのでとても不安でした。ホストファ

ちりとあり、非常に密度の濃い留学となりまし

ミリーの方は私にもわかるようにゆっくりわかりや

た。授業は、挨拶から、映画や音楽、食べ物の

すく話してくださりとても親切でした。学校では、

描写の仕方などを教わり、日本では習わないけ

クラス全員が発言できるような授業形態で、先生が

れども、実際の会話ではかなり重要な表現をふ

とてもフレンドリーで話しやすかったので、引っ込

んだんに知ることが出来ました。授業毎に様々

み思案な私でも発言できました。3週間はあっとい

なTAと出会う事が出来て、教科書には載って

う間でした。自分の英語に自信がなくても積極的に

いないような生の英語の表現やジョークに触れ

話にいくことが大切だということがわかりました。

ることで、さらに自身の英語力が向上しました。

国立台湾大学 中国語研修
26 ページ
私は、初海外として今回のプログラムに参加し

9

ミュンヘン大学 ドイツ語研修 [ ドイツ ]

[ 台湾 ]

東義大学校 朝鮮語研修
28 ページ
一対一で韓国人学生のチューターさんがついてくれたの

ました。中国語は1年間のブランクがありました

で、授業内容の復習はスムーズに行えました。先生たち

が、段階別にクラスが分かれているので、自分

もただ机に向かって勉強するだけではなくて、せっかく

のレベルにあったクラスに参加することができ

来ているのだから色んな所を見て、聞いて、経験して帰

ます。他にも、フィールドトリップで九份などの

りなさいということで、毎日のように、チューターさん

有名どころや、夜市にも足を運ぶことで台湾の

達と出かけてすごく思い出になりました。学生のチュー

雰囲気や街の雰囲気を味わうことができます。

ターさんとは、日本や韓国のドラマの話をしたり、流行っ

勉強だけでなく台湾そのものも楽しめるこのプ

ているものを話したり、恋愛話をしたりと、日常会話ら

ログラムに参加してよかったと感じています。

しいこともできたので、話す練習にもなりました。

[ 韓国 ]

よくある質問

Q

Q A

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

Q

&

Answer
大半のプログラムが語学力を向上させるためのプログラムですので、対象
言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

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
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MyPortfolio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。

11月18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.11に記載されている一覧表を参考に比較検討して
みてください。また、英語を学習する場合もアメリカ、カナダ、イギリス等と
いった複数の選択肢があるので、みなさん自身の文化的興味や予算に合わ
せて考えてみてください。

Q

各プログラムは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。
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2019

年度

コース 掲載
ページ

春季短期留学プログラム

プログラム実施先

1

P12 ブリティッシュコロンビア大学

2

P13 ビクトリア大学 A コース

3

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

バンクーバー 2月23日（日）〜3月22日（日） 548,000円 20名

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

2 単位 英語 初級～中級

●

●

ビクトリア

2月5日（水）〜3月1日（日）

479,000円 20名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

P13 ビクトリア大学 B コース

ビクトリア

3月1日（日）〜3月29日（日） 491,000円 30名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

4

P14 カリフォルニア大学ロサンゼルス校

ロサンゼルス 3月1日（日）〜3月28日（土） 913,000円 10名

2 単位 英語 初中級～上級

●

5

P15 カリフォルニア大学サンディエゴ校

サンディエゴ 3月1日（日）〜3月28日（土） 531,000円 25名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

6

P16 ワシントン大学

シアトル

3月1日（日）〜3月22日（日） 524,000円 25名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

7

P17 ユニバーシティカレッジロンドン

ロンドン

2月23日（日）〜3月15日（日） 571,000円 20名

2 単位 英語 中級～上級

●

スターリング 2月8日（土）〜3月29日（日） 853,000円 12名

4 単位 英語 初級～上級

●

●

カナダ

アメリカ

●

●

イギリス
8

P18 スターリング大学

9

P19 マルタ大学

マルタ

リーヤ

2月7日（金）〜3月1日（日）

357,000円 39名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

10 P20 ミュンヘン大学

ドイツ

ミュンヘン

3月2日（月）〜4月1日（水）

312,000円 10名

2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

●

●

●

Campus France
11 P21 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
2月22日（土）〜3月22日（日） 564,000円 10名
／グルノーブル

12 P22 モナシュ・カレッジ

メルボルン

2月4日（火）〜3月15日（日） 551,000円 30名

4 単位 英語 初級～上級

ブリスベン

2月15日（土）〜3月8日（日） 382,000円 18名

2 単位 英語 初級～中級

14 P24 AUT 大学

ニュージーランド オークランド 2月15日（土）〜3月15日（日） 421,000円 15名

2 単位 英語 初級～上級

15 P25 聖トマス大学

フィリピン マニラ

2月10日（月）〜2月29日（土） 215,000円 15名

2 単位 英語 初級～上級

台北

3月4日（水）〜3月25日（水） 427,000 円 10名

2 単位

中国語 初級～上級
英語 中級以上

●

●

桃園

3月1日（日）〜3月21日（土） 126,000円

4名

2 単位 中国語 初心者～上級

●

●

プサン

2月9日（日）〜2月22日（土）

82,000 円 10名

2 単位 朝鮮語 初級～中級

●

2 単位

フランス語
初級～上級

●

●

オーストラリア
13 P23 クイーンズランド大学

16 P26 国立台湾大学
台湾
17 P27 中原大学
18 P28 東義大学校

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（春季）」（2020年度春
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。
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●
●

●
●

●

●

●

●「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。

コース No.１

カナダ バンクーバー

29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
異文化社会、メディア、環境問題、国際的な社会問題
をテーマに英語を学ぶ 29 日間。English Only
ポリシーで英語力をイッキにのばそう！

2020年

研修期間

2月23日（日）
〜3月22日（日）
研修旅行代金

548,000円

●最少催行人数：6名
●最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力初級〜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
●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、エアカナダ、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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

★英語を学ぶだけでなく、異文化社会、メディア、環
境問題など国際的社会問題の知識を身につけること
ができる
★現地学生によるイベントや English Only ポリシー
で英語力をイッキにのばす
★ホームステイでカナダ文化を体感できる
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。

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：100名以上
●1クラスあたりの人数：16名以上

「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！

☆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路送迎費／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.30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59,800円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／
現地空港と研修先または宿泊先間の復路交通費／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（3,780円）
、燃油サーチャージ・航空保険料（28,000円）
、国際観光旅客税
（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30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

バンクーバー

バンクーバー

予定
18：00 〜 19：00
羽田もしくは成田発、バンクーバーへ
…………………日付変更線通過…………………
10：00 〜 11：00 バンクーバー到着
到着後、送迎車にてホームステイ先へ移動
ホームステイ泊
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

2

▽

ブリティッシュコロンビア大学は世界大学ランキング40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。

＜プログラム別＞
・ブリティッシュコロンビア大学指定
Accommodation Form

27

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 〜 27日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
ホームステイ泊

28

バンクーバー

各自にて空港へ移動、チェックイン
13：00 〜 14：00 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

29

羽田もしくは成田

16：00 〜 17：00
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.２

コース No.３

カナダ ビクトリア

A

コース

「ありがとう」
「どういたしまして」が溢れる温かい街

ビクトリア大学

「話す・聞く」力を重点的に伸ばす。
ビクトリア大学の学生との交流も生かして
効率的に英語力アップ！

B

コース

研修期間

A

2020年

B

2020年

コース

コース

2月5日
（水）
〜3月1日（日）
3月1日
（日）
〜3月29日
（日）
A

研修旅行代金

26日間
29日間

コース

B

コース

479,000円
491,000円

●最少催行人数：Aコース10名、Bコース10名
●最大募集人数：Aコース20名、Bコース30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：エアカナダ、全日空、デルタ航空、日本航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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） ・参加決定後メールにてお知らせします。
・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

★スピーキング・リスニングに重点を置いた授業
★課外活動とのバランスの取れたカリキュラム
★ビクトリア大学の学生との交流機会あり！
ブリティッシュ・コロンビア州の州都ビクトリアはカナダで最も
都市
温暖な気候に恵まれ、1年を通して過ごしやすい街です。 歴
史的な背景から英国の影響が色濃く残る街並みや、美しい海岸、フレンドリーな
コミュニティーとしても知られています。
港を囲むように遊歩道が整備されたダウンタウンや、ビクトリアのシンボル的存在
の州議事堂、ブッチャート・ガーデンなどは観光地としての人気も高く、世界中か
ら多くの人々が訪れます。

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／
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.30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52,900円、Ⓑコース54,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参加
任意のもの）
／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
、外国諸税（3,360円）
、燃
油サーチャージ・航空保険料（28,000円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30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

羽田もしくは成田

留学先

カナダ名門校の一つビクトリア大学は、ダウンタウンからバス
で15分ほどの場所に位置し、海岸に近く自然あふれる美しい
キャンパスでは約21,000人の学生が学んでいます。
118か国から3千人以上の留学生を受け入れており、フレンドリーで国際色豊か
な学生コミュニティーや、カフェテリア、レストラン、映画館、スポーツジムなど
充実したキャンパス施設も魅力です。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、韓国、中国
●平均的な参加者数：150 〜 200名 ●1クラスあたりの人数：10 〜 18名

English Language Centerにて、4週間の集中英語研修プログラム「Monthly
English Program」に参加します。プレイスメントテストにより初級から上級まで
5つのレベルに分けられ、各自の語学力に合ったクラスで学ぶことができます。
また、クラスルームでの授業と、授業で学んだことを実践する場としてのアクティ
ビティのバランスがとても良いカリキュラムになっています。月曜日から木曜日は、
午前と午後に2時間半ずつの授業を受けます。授業は日常的な場面でのコミュ
ニケーションスキル向上を目的としており、スピーキング・リスニングに重点を置
いた内容になっています。 毎週金曜日には、カナダの文化やビクトリアの街をよ
り深く知るための様々なアクティビティやフィールドトリップが用意されています。
この企画・運営はCultural Assistantと呼ばれるビクトリア大学の学生が行って
おり、ビクトリア大学学生との交流の機会の一つにもなっています。その他に、
カナダの一般家庭へのホームステイを通して、語学だけでなく、現地の生きた文
化や生活習慣を体験することができます。

申込前に確認を！
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都市

予定
18：00 〜 19：00

羽田もしくは成田発、乗継便にてビクトリアへ

…………………日付変更線通過…………………

1

ビクトリア

16：00 〜 17：00
ビクトリア到着。
14：00 〜 15：00
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

ビクトリア

A
2
▽
24

B
2
▽
27

A B
25 28
A B
26 29

ホームステイ泊

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 11：30

クラス

11：30 〜 12：30
12：30 〜 15：00

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 〜 24 2 〜 27日目は研修旅行取扱会社「無手配
日」です。
ホームステイ泊
ビクトリア

送迎車にてビクトリア空港へ移動、各自にてチェックイン
08：00 〜 09：00 ビクトリア発、乗継便にて羽田もしくは
12：00 〜 13：00 成田へ
…………………日付変更線通過…………………
機中泊

羽田もしくは成田

16：00 〜 17：00
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。

● Aコースに限り、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。● Aコース参加者は、出発前にプレイスメントテストを受けていただく予定です。
●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。

コース No.４

アメリカ ロサンゼルス

28日間

全米屈指の名門！

カリフォルニア大学ロサンゼルス校
世界中の高校生が憧れるキャンパスを歩こう！
ロサンゼルスの中でも治安が良く安心！

2020年

研修期間

3月1日（日）
〜3月28日（土）

研修旅行代金

913,000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：英語力初中級〜上級
●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）※原則、早大生と同室
●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：デルタ航 空、日本 航 空、全日空、アメリカン航 空、
ユナイテッド航空、シンガポール航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

★レベルによってアメリカメディアや文化、広告や
マ ーケティング、文 法・ 熟 語 などテー マを選 ん
で英語を学ぶことができる
★グル ープワークやプレゼンテーション で 英 語 力
をバランスよく鍛える
★午後も英会話の授業で時間を有効につかう！
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。ハリウッドやサンタモニカを始めとする有名なビー
チ、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオなどのテーマパークがあり、年間を
通じて多くの観光客が訪れます。過ごしやすい気候も魅力のひとつです。カリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校
（UCLA）
のホームタウンであるWestwood Villageは、
ロサンゼルスの中でも治安が良い地域といわれています。

留学先

1919年 創 立 の UCLAは、10校で構 成されるカリフォルニ
ア大学システムと呼ばれる大学群の1つで、バークレー校、
サン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
多くの教師が TESOL
（英語教授法）の修士号を持ち、集中英語プログラムが提
供されています。
●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 〜 17名

プログラム

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、プレゼンテー
ションやコミュニケーション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。午後は英会話を中心に学びます。

申込前に確認を！

＜プログラム別＞
・UCLA Extension
（ALC）指定オンライン
アプリケーション
・金融機関発行の英文残高証明書

※ US$4,555相当以上（60日以内に発行されたもの）
の英文残高証明を、可能であれば米ドル表示でご用
意ください。
※学生ご本人名義の口座、または保証人（ご家族様）
名義の口座の残高証明が対象です。 保証人名義
の口座による残高証明書を提出する場合、以下の
「Sponsor Guarantee Form」もあわせて提出してく
ださい。

・Sponsor Guarantee Form

※英文残高証明書が学生ご本人名義の口座ではない
場合のみご提出ください。

☆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.30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96,300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（6,860円）
、燃油サー
チャージ・航空保険料（28,000円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30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

28

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
▽
26

27

予定
16：00 〜 17：00 羽田もしくは成田発、ロサンゼルスへ
…………………日付変更線通過…………………
09：00 〜 10：00 ロサンゼルス到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
現地大学手配宿舎泊

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 〜 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
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
11：00 〜 12：00 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

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

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。
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コース No.５

アメリカ サンディエゴ

28日間

地中海スタイルのビーチシティで温暖な南カリフォルニアの魅力満喫

カリフォルニア大学サンディエゴ校
スペイン語で「宝石」といわれる街！
南カリフォルニアの明るい陽気と雰囲気の中、
実践的な会話力を磨く

2020年

研修期間

3月1日（日）
〜3月28日（土）
研修旅行代金

531,000円

●最少催行人数：6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：日本航空、全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空、
アメリカン航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

★全米大学でも上位にランキングされる学校で経験
豊富な講師陣から学べる
★「 話 す、聞 く」に 重 点 を 置 いて アメリカ 文 化 を
テーマに楽しく学べる
★現地学生や地元の方と会話の練習ができる
都市

サンディエゴは、カリフォルニア州の最南端、メキシコとの国
境に位置するビーチシティで、スペイン統合時代の歴史から
エキゾチックな雰 囲 気が漂う街です。カリフォルニア大 学サンディエゴ校は、
ダウンタウンから約２０㎞北上したラホヤにあり、スペイン語で「宝石」と名付け
られたように美しい海と丘陵が広がり、高級リゾート地や住宅街となっています。
カリフォルニア 大 学 サンディエゴ 校（UCSD）は、アメリカの
トップ 大 学であるカリフォルニア 大 学（UCシステム）のキャ
ンパスの 一 つです。UCSDは、生 物 工 学、電 気 工 学、コ
ンピューターサイエンスなどの科 学 分 野で世 界 的 評 価を得ており、また、経 済
学、政治学、国際関係など社会科学においても全米トップクラスの実力を誇って
います。快適な環境の中で2万人を越える学生が勉学に励んでいます。本プログ
ラムが実施されるUCSDのエクステンションEnglish Language Institute
（ELI）に
は、世界中から学生が集まり、自然に囲まれた緑豊かなキャンパスで学んでいます。

留学先

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、韓国、イタリア、中国、ブラジル、台湾など
●平均的な参加者数：50 〜 100名 ●1クラスあたりの人数：1 〜 15名

本プログラムでは「Conversation and Fluency」と題された、会話力向上を目
的としてアメリカ文化を取り上げながら英語を学ぶカリキュラムを受講します。授
業ではプレゼンテーションやロールプレイ、インタビュー等を通し日常会話に必
要な語彙や表現を学んでいきます。 会話実践の機会が多く設けられているのも
特 徴で、プログラム中はゲストスピーカーによる講 演とConversation Leader
Time、フィールドトリップが行われます。 過去はゲストスピーカーとして警察官、
映画のディレクター等を招いており、講演を通しリスニング力や会話力を磨きます。
Conversation Leader TimeではUCSDの学生や地元の方との会話時間があ
り、習った表現を活用する機会が設けられています。フィールドトリップは滞在中
に2回企画され、地元の美術館や水族館、歴史的地区や博物館等へ出かけま
す。またフィールドトリップやゲストスピーカー講演では、事前や事後に関連する
内容を授業中に学ぶため、より理解を深められるはず。南カリフォルニア留学生
活とホームステイ滞在を希望する方にお勧めのプログラムです。

申込前に確認を！
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＜プログラム別＞
・UCSD Extension 指定願書
※登録料 USD150支払いのためクレジッ
トカード情報要
・UCSD Extension 指定同意書
・ホームステイ申込書

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日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／ 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.30記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は58,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆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／ UCSD 登録料／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（6,860円）
、燃
油サーチャージ・航空保険料（28,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

サンディエゴ

サンディエゴ

プログラム参加
スケジュール
9：30 〜 10：20
10：30 〜 12：10
12：10 〜

2
▽
26

クラス
クラス
課外活動など

※スケジュールは一 般 的な例で日により異なります。
過去のスケジュールの場合もあります。
※2 〜 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
サンディエゴ

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
12：00 〜 13：00
サンディエゴ発、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

16：00 〜 17：00
到着後、解散

27
28

予定
17：00 〜 18：00
羽田もしくは成田発、サンディエゴへ
…………………日付変更線通過…………………
09：00 〜 10：00 サンディエゴ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
ホームステイ泊

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。

●申し込み結果通知後、クレジットカードにて登録料 USD150相当をお支払いただく手続きがありますのでクレジットカードをご準備ください。
●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.６

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・スピーキング力アップ！

ワシントン大学

スターバックスコーヒー、アマゾンなど
有名企業の創業地、シアトル。
落ち着いた環境で、じっくり学ぶ 22日間。

2020年

研修期間

3月1日
（日）
〜3月22日
（日）
研修旅行代金

524,000円

募集要項
●最少催行人数：6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
（相部屋利用予定 )
※1家庭に2名以上の場合、早大生含め日本人と同じ家庭の場合あり
●食事：1日3食 ●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：デルタ航空、全日空、ユナイテッド航空、日本航空、
アメリカン航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

＜プログラム別＞
・ホームステイ指定願書

☆研修旅行代金に含まれるもの

★世界の名門パブリック・アイビー校を体感！
★アメリカ映画等を教材に楽しくリスニング力アップ
★「話す、聞く」の重点授業に加え、ホームステイで
さらにリスニング・スピーキング力アップ！
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／
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.30記載の取消料規定はこの
企画料金を基準とします。）
※企画料金は57,400円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（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（6,860円）
、燃
油サーチャージ・航空保険料（28,000円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

羽田もしくは成田

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、中国、台湾、韓国
●平均的な参加者数：100名
●1クラスあたりの人数：12 〜 18名

英 語 のコミュニケーション能 力を向 上させる3週 間 の 短 期 英 語プログラム
（STEP）に参加します。 週15時間のカリキュラムが設定されており、主にリス
ニング、スピーキングの強化を目指します。 到着後に行われるクラス分けテスト
により、初級レベルから上級レベルまで自分の語学力にあったクラスで英語と
文化を学ぶことができます。1 クラスは12 〜 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。プログ
ラム期間中はホストファミリーと一緒に時間を過ごし異文化に触れることができ
るプログラムです。

申込前に確認を！

都市

1

シアトル

シアトル

22

17：00 〜 18：00 羽田もしくは成田発、シアトルへ
…………………日付変更線通過…………………
09：00 〜 10：00 シアトル到着
到着後、ホストファミリーもしくは、ホームステイ会社係員
の出迎えを受け研修先または宿泊先へ移動
ホームステイ泊
プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 12：00
12：00 〜 13：15
13：15 〜 16：00

2
▽
20

21

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。
ホームステイ泊
シアトル

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
12：00 〜 13：00 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デルタ航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

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

イギリス ロンドン

22日間

英語力中級以上の方必見！ロンドンでさらなる高みへ。

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 等を学ぶ。
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！

2020年

研修期間

2月23日
（日）
〜3月15日
（日）
研修旅行代金

571,000円

●最少催行人数：10名
●最大募集人数：20名
●対象語学レベル：英語力中級〜上級
●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）※原則、早大生と同室
●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、ブリティッシュ・エアウェイズ、アシアナ航空、
日本航空、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。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

★大学世界ランキングトップ10の常連校を体感できる！
（2019年度版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4技能を徹底
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等を学べる！
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。また、複数の特別区に分かれるロンドンは、その多くが独特の
雰囲気を持っており、その土地ごとに異なった良さがあります。

留学先

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、そのため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Londonʼs 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：日本 ●平均的な参加者数：1 〜 50名
●1クラスあたりの人数：14（平均）
〜 16（最大）名

ユニバーシティーカレッジロンドンの Spring English Courseは名 門 大 学 にて
イギリスの学生生活を体験することができるプログラムです。コミュニケーション
能力の向上に重点をあて、話す・聞く・読む・書くという4技能の技術向上を
目的としています。 授業の一環として大学外でのリサーチを含むプロジェクトに
取り組んだり、テートブリテン、ロンドン博物館など、ロンドンを象徴するような場所
への訪問も予定されており、訪問の前にはクラスにおいて事前学習があります。
また、プログラム参加者には大学で行われている実際の授業に参加する貴重な機
会も設けられています。その他現地大学の学生との交流会
（予定）
、図書館やカフェ
テリアなど学内施設の利用を通してロンドンの大学生活を感じることができます。

申込前に確認を！
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＜プログラム別＞
・現地大学指定オンラインアプリケーション

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／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.30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62,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参加
任意のもの）
／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）
、外国諸税（16,120円）
、
燃油サーチャージ・航空保険料（28,200円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
ロンドン
ロンドン

予定
11：00 〜 12：00 羽田もしくは成田発、ロンドンへ
15：00 〜 16：00 ロンドン到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
現地大学手配宿舎泊
プログラム参加
スケジュール
10：00 〜 11：30
11：30 〜 11：45
11：45 〜 13：00
13：00 〜 14：00
14：00 〜

2
▽
20

クラス（英語）
休憩
クラス（校外学習準備）
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

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

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

コース No.８

イギリス スターリング

51日間

スコットランドの文化を体験しよう！

スターリング大学
美しい自然と広大なキャンパスで学ぶ
英語集中プログラムとスコットランドの文化
体験でひと味違った留学！

2020年

研修期間

2月8日（土）
〜3月29日（日）
研修旅行代金

853,000円

●最少催行人数：10名
●最大募集人数：12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：エールフランス、カタール航空、ブリティッシュ・エアウェ
イズ、日本航空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。

募集要項

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

＜プログラム別＞
・スターリング大学指定願書

☆研修旅行代金に含まれるもの

★英語学習において重要な要素をまんべんなく磨き、
総合的な英語能力の向上を目指すプログラム
★スコットランドの伝統文化を学び、他の地域とは
ひと味ちがった留学が経験できる
★美しいキャンパスの中で、勉強以外のアクティビ
ティーも充実したキャンパスライフが体験できる
都市

スコットランド中部、
エジンバラとグラスゴーの中間に位置するスターリングは、
かつてのスコットランドの首都でした。ローモンド湖やスターリング城などその
美しい自然や中世を感じられる城下町は街の大きな魅力です。
「昔」
と
「今」
が融合された都市スター
リングは、イギリスの中でも魅力的な場所のひとつとして多くの人を惹きつけています。スターリング
自体は小さな都市ですが、それゆえに全体的に温かい雰囲気があり、コンパクトでありながらも様々
な商業的・文化的施設が充実しています。ハリー・ポッターシリーズの作者であるJ. K. Rowling
に大きな影響を与えたと言われるエジンバラのランドマークや美しいお城までは電車で50分程度の
距離です。
1967年に創立されたスターリング大学は豊かな歴史を持ち、ヨーロッパの
留学先
中で最も美しいキャンパスのひとつと度々形容されています。メインキャン
パスの中心には18世紀に設計されたアースレー城があり、今現在も学部の施設として使用されて
います。教育水準が高いことでも知られており、教育やビジネス、研究の分野などにおいて世界的
に貢献し、高い評価を受けるとともに、多くの学部がスコットランドやイギリス全土の大学ランキング
の上位に名を連ねています。 学生数は14,000名以上、イギリス国内のみならず120を超える
国からの学生が在籍し、その20パーセントは海外からの学生です。 学内施設も充実しており、
映画館・銀行・薬局・スーパー等の他、体育館・プール・テニスコート等スポーツ施設も利用
できる留学生にはうれしい環境です。

プログラム

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.30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90,300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（2,670円）
、外国諸税（16,790円）
、
燃油サーチャージ・航空保険料（34,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30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

申込前に確認を！

50
51

予定

羽田もしくは成田

23：00 〜 00：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてエジンバラへ

エジンバラ
スターリング

10：00 〜 11：00 エジンバラ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

スターリング

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 13：00
13：00 〜 14：00
14：00 〜 16：00

3
▽
49

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

General English Language Courseは20年以上前に開講された実績のある集中語学プログ
ラムです。 文法・ライティング・リーディング・リスニング・スピーキング・発音など様々な英語の
スキルを学びます。プレースメントテストの結果によってPre-intermediate・Intermediate・UpperIntermediate へクラス分けされ、レベルごとにテキストと教材が提供されます。 語学授業の他に
も多様な文化体験やアクティビティーが組み込まれています。エジンバラ、グラスゴー、セント・ア
ンドリューへの課外活動、ローモンド湖への小旅行などが予定されています。General English
Language Course 期間中はスターリング大学の授業期間中でもあるため、クラブ活動などにも参
加し、世界中の人々とふれあい、友達を作ることができます。

都市

機中泊

学生寮泊

クラス
ランチタイム
課外活動・文化体験

※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 〜 49日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
学生寮泊
スターリング
エジンバラ
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
11：00 〜 12：00
エジンバラ発、乗継便にて羽田もしくは成田へ
19：00 〜 20：00
到着後、解散

機中泊

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。

●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

マルタ リーヤ

24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。
美しい地中海リゾートの地で、英語を
学んでみませんか？
Image by vewingmaita.com, Clive Vella

2020年

研修期間

2月7日（金）
〜3月1日（日）
研修旅行代金

357,000円

●最少催行人数：10名
●最大募集人数：39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。※原則、早大生と同室
●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：カタール航空、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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

＜プログラム別＞
・マルタ大学指定願書

☆研修旅行代金に含まれるもの

★修士号取得者の経験豊富な教師陣から学ぶこと
ができる
★欧州の中でも比較的物価が安め
★首都まで近いため、休日は地中海のリゾートを楽
しめる！
都市

マルタ共和国は地中海に浮かぶ島国で、イギリス連邦加盟
国でもあり、英語（とマルタ語）が公用語です。地中海に位置
しているため、冬でも気候が穏やかなのが特徴です。首都ヴァレッタは町全体が
世界遺産にも指定されており、マルタ騎士団、巨石文明などマルタの長い歴史と
文化を感じることができます。島全体で東京23区の面積の半分ほどの大きさで、
島内に点在する世界遺産を見てまわることもできます。

留学先

Malta University Language School
（マルタ大学附属語学
学校）にて学びます。ケンブリッジ英語教授法認定資格者
または修士号取得者の経験豊富な講師陣が揃っており、アジア、ヨーロッパ、
南米など多くの国から学生を受け入れています。Malta University Language
Schoolのある「Lija
（リーヤ）
」はマルタ島の中心に位置しており、治安も良いと
いわれています。 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
30分ほどのため、授業がない時間も有意義に過ごすことができます。

プログラム

☆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
（2,670円）
、
外国諸税
（4,500円）
、
燃油サーチャージ・航空保険料（1,720円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

申込前に確認を！

都市
羽田もしくは成田

マルタ

マルタ

予定
23：00 〜 00：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてマルタへ
13：00 〜 14：00 マルタ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

機中泊

学生寮泊

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 10：30
11：00 〜 12：30
12：45 〜 13：45
13：45 〜

3
▽
22

●参加者の主な国籍：日本
●平均的な参加者数：50 〜 100名
●1クラスあたりの人数：9 〜 12名

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上達を
目指す会話のクラスも受講します。事前にオンラインテストがあるため、自分のレベル
に合ったクラスで学ぶことができ、インタラクティブでコミュニケーションをベースとした
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ラス内容になっています。
滞在先の学生寮とMalta University Language Schoolは同じ敷地内にあり、通学
も徒歩圏内で非常に便利です。時期的に日本人の参加が多くなる可能性があります。

19

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.30記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は40,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

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 〜 22日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です
学生寮泊

23
24

マルタ

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
16：00 〜 17：00
マルタ発、乗継便にて羽田もしくは成田へ
17：00 〜 18：00
到着後、解散

機中泊

羽田もしくは成田到着

・上記のフライトスケジュールはカタ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。

●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.10

ドイツ ミュンヘン

31日間

ノーベル賞受賞者も多く輩出！

ミュンヘン大学 ドイツ語研修
創立 540 年以上の伝統校で学ぶ！
ニュルンベルク訪問、ノイシュバンシュタイン城見学、
ヴィース巡礼教会の見学など課外活動も盛りだくさん！

2020年

研修期間

3月2日（月）
〜4月1日（水）
研修旅行代金

312,000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：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：ルフトハンザ・ドイツ航空、日本航空、全日空
●査証：日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して
いただきます。
※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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） ・ミュンヘン大学指定オンラインアプリケー
・海外留学プログラム誓約書
ション
・パスポートのコピー

★語彙・文法のおさらいなどの初級クラスに定評あり
★最大16名の少人数クラスで、友人もつくりやすい！
★初 級 から上 級までそれぞれのレベルに合ったカリ
キュラムで学べるため、上級者も十分成長できる！
都市

ミュンヘンは南東ドイツに位置するバイエルン州の州都で、人
口約140万人を抱えるドイツで3番目に大きな都市です。バイ
エルンアルプスの山々や湖、古城にもアクセスが良く、美術館やギャラリー、アー
ト、バレエ、音楽などヨーロッパ文化の中心地として、世界中から観光客の集ま
る活気のある街です。有名なサッカークラブ、FC バイエルン・ミュンヘンの本拠
地があることでも知られています。

留学先

ミュンヘン大学（Ludwig-Maximilians-Universität München）
は、研究、技術など高等教育の主要都市であるミュンヘンの
街の中心に位置しています。1472年に創立され540年以上の歴史を誇る、18の
学部からなる総合大学で、140ヵ国ほどから約50,000人の学生が学んでいます。
ノーベル賞受賞者を多数輩出するなど、研究分野を中心に、国内外から常に高い
評価を獲得しているドイツの名門大学のひとつです。早稲田大学とは長期留学プロ
グラムも実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、ブラジル、中国、イタリア
●平均的な参加者数：120名 ●1クラスあたりの人数：10 〜 16名

留学生向けのドイツ語研修プログラム
（Study Preparation-Intensive Language
Course）に参加します。このプログラムは、
「学生としてミュンヘン大学で勉強を
したり、ミュンヘンで暮らすために必要なスキルを身につけること」を目的としてお
り、言語面・文化面から研修を行います。1クラス16人までの少人数クラスで、
事前のクラス分けテストによって、自分のレベルに合ったクラスで学べます。
プログラム中には課外活動として、ニュルンベルク訪問やノイシュバンシュタイン
城・ヴィース巡礼教会の見学、ダッハウ強制収容所跡見学、ミュンヘンシティツ
アー、白バラ記念館の訪問を予定しています。

申込前に確認を！

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費（参加任意のものを除く）
／通学費（宿泊先の場所により追加でお支払
いいただく可能性があります）
／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.30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36,200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／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（8,550円）
、燃油サーチャー
ジ・航空保険料（28,200円）
・国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30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
ミュンヘン
ミュンヘン

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 11：00
11：30 〜 13：00
13：00 〜
午後

2
▽
29

30
31

予定
12：00 〜 13：00 羽田もしくは成田発、ミュンヘンへ
16：00 〜 17：00 ミュンヘン到着
到着後、送迎車にて研修先もしくは宿泊先へ移動
学生寮泊

クラス
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 〜 29日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
学生寮泊
ミュンヘン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
16：00 〜 17：00 ミュンヘン発、羽田もしくは成田へ
機中泊

羽田もしくは成田

10：00 〜 11：00
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。

●プログラム開始前にオンラインテストがあります。（現地到着後に入るクラスのレベルを見るもので、参加可否を決めるものではありません）●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.11

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のお墨付き！

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

フランス語研修

※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
プ地方でフランスの文化・フランス語が学べるチャンス。

2020年

研修期間

2月22日
（土）
〜3月22日
（日）
研修旅行代金

564,000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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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】

★Campus
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！
★フランス語の初級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、フランス最高峰モン・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、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、
ユネスコのデザインシティに選ばれたこともある都市です。徒歩で街歩きを楽しむことがで
きます。またもう１つの留学先が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、夏も冬も様々なスポーツを楽しむことができます。

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。

●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校合わせて） ●1クラスあたりの人数：15名

プログラム

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＝モネ大学附属の語学・
文明国際センター、もしくはグルノーブル・アルプ大学附属の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、
フランス語の初級から上級者まで、
レベルを問わずプログラムに参加することが可能です。
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は、帰国後 TCF-TP
（総合的な語学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）

＜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

☆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・賠
償責任保険料／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.30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61,400円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／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（8,330
円）
、燃油サーチャージ・航空保険料（34,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

23：00 〜 00：00
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

サン＝テティエンヌ
もしくは グルノーブル

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 12：00
クラス
12：00 〜 14：00
ランチタイム
14：00 〜 16：00
クラスもしくは課外活動
※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

14：00 〜 15：00
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

19：00 〜 20：00
到着後、解散

2

3
▽
28

29
30

予定
機中泊

学生寮泊

機中泊

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。

申込前に確認を！
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●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.12

オーストラリア メルボルン

41日間

世界で最も住みやすい都市メルボルン

モナシュ・カレッジ
英国風の美しい建物が連なるオーストラリア第 2 の都市メルボ
ルン。休日をつかって地球上最も美しい海岸線グレートオーシャ
ンロードやペンギンに会えるフィリップ島を訪れてみては？

2020年

研修期間

2月4日（火）
〜3月15日（日）
研修旅行代金

551,000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：ホームステイ
（個室利用予定）
※1家庭に2名以上の場合、早大生含め日本人と同じ家庭の場合あり
●食事：1日3食
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、カンタス航空、ジェットスター
航空、シンガポール航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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】

★「聞く・話す」だけでなくライティングも学べる
★40日間の長期滞在とホームステイでどっぷり英語
に浸る
★世界大学ランキング上位の大学で 世界 を体感
できる
都市

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

留学先

モナシュ・カレッジは、名門モナシュ大学の傘下にあり、語
学 の 習 得 のみならず、大 学 入 学 のためのアカデミックスキ
ルを高めるコースなど幅広く留学生に提供しています。 授業で利用するCity
Campusは、メルボルンの中心地にあり、活気あふれる街の雰囲気を体感する
ことができます。モナシュ大学は世界大学ランキングでも常に上位に位置する、
言わずと知れた世界的な名門大学のひとつで、早稲田大学とは長期留学プログ
ラムも実施しています。
●参加者の主な国籍：日本、中国、サウジアラビア、ベトナム、
オマーン、インドネシア、韓国、香港、タイ
●平均的な参加者数：500名 ●1クラスあたりの人数：15 〜 18名

プログラム

Monash English Programは、初級から上級レベルのクラスが用意されてお
り、自分のレベルにあったクラスで約5週間の英語研修に参加します。また、
海外からの留学生も多く、国際色豊かな環境で、General Englishから、会話、
ライティングスキルなどを高めることができるプログラムです。プログラム参加中
の滞在先は、ホストファミリー宅となり、ホストファミリーと一緒に時間を過ごし
ながら、英語や異文化にふれることができます。

申込前に確認を！

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

＜プログラム別＞
・モナシュ・カレッジ指定願書
・ホームステイ・オンライン申込確認メール
コピー

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（１日3食）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／ 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.30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60,100円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／そ
の他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）
、外国諸税（12,170円）
、燃油サーチャージ・
航空保険料（26,000円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
16：00 〜 17：00
メルボルンへ

メルボルン

12：00 〜 13：00 メルボルン到着
到着後、送迎車にて研修先または宿泊先へ移動
ホームステイ泊

メルボルン

プログラム参加
スケジュール
8：45 〜 12：45
12：00 〜 13：00
13：00 〜 17：15
夜

3
▽
39

40
41

予定

羽田もしくは成田

羽田もしくは成田発、乗継便にて
機中泊

クラス（午前もしくは午後）
ランチタイム
クラス（午前もしくは午後）
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 〜 39日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
ホームステイ泊
メルボルン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
15：00 〜 16：00 メルボルン発、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

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

●ノートパソコン／タブレット要持参（Wi-Fi 対応、ワード・エクセル・パワーポイント必要）
●日本出発前に英語レベルの確認テスト（Reading 及び Writing）を行います。
●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.13

オーストラリア ブリスベン

23日間

オージーライフを楽しむならブリスベン

クイーンズランド大学
英会話が苦手な日本人のためにつくられた
授業だから安心！自由時間を使って、ゴールド
コーストでオージーライフを楽しもう！

2020年

研修期間

2月15日（土）
〜3月8日（日）
研修旅行代金

382,000円

募集要項
●最少催行人数：14名 ●最大募集人数：18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
●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、カンタス航空、ジェットスター航空、
大韓航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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】

★日常英会話（買い物、カフェ注文等）を苦手とする
日本人のためにつくられたカリキュラム！
★現地学生とのカフェタイムや BBQ、コアラ保護区
への小旅行と課外活動も盛りだくさん！
★ホームステイでオージーライフも満喫！
ブリスベンはオーストラリアの北東沿岸に位置し、200万人前後が
暮らすクイーンズランド州の州都。 亜熱帯性気候で1年中暖かく、
春季短期プログラムが実施される2 〜 3月は現地では真夏の気候になります。緑豊かな
市内はバス、鉄道、水上バスなどの公共交通機関が張り巡らされ、中心部は程よくコン
パクトなので短期留学でも散策しやすいのが魅力です。

都市

クイーンズランド大学は1909年に創立され、QS 世界大学ランキン
留学先
グでは上位50位以内にランキングされる実力校。メインキャンパス
であるセントルシアは、ブリスベン中心部から7キロ程の郊外に100
ヘクタールを超える敷地を持ち、自然豊かな環境に複数のカフェテリア、書店、映画館、
スポーツ施設などを有しています。プログラムは敷地内にある英語教育提供機関である、
Institute of Continuing & TESOL Educationにより提供されます。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本
●平均的な参加者数：18名（語学コース全体では常時800名程度在籍）
●1クラスあたりの人数：14 〜 18名

このプログラムでは、オーストラリア英語、食べ物や動物と言ったオーストラリア独特の
環境をトピックとして学びながら、日本人学生が比較的苦手とする日常英会話（買い物、
カフェ注文等）
、プレゼンテーションなど実践的な英語を学びます。具体的にはブリスベ
ンに関するレクチャーの後実際に街を歩き、散策について発表したり、大学構内で現
地学生にインタビューしたりします。
アクティビティとして企画されている現地学生とのカフェタイムやスポーツ、ブリスベン市
内散策、BBQ、コアラ保護区への小旅行などは過去参加者の評判がよく、短期留学
でも現地学生と交流しオーストラリア文化や自然を感じる機会が設けられています。
滞在は一般家庭でのホームステイですので、オーストラリアの日常生活を理解する絶好
の機会です。
※このプログラムは語学力によるクラス分けがなく語学レベル初中級者が合同で授業
を受ける形となります。

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

＜プログラム別＞
・クイーンズランド大学指定願書
（メール添付での提出）
・証明写真（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（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）
／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.30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43,200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（10,620円）
、
燃油サーチャージ・航空保険料（0円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
11：00 〜 12：00

ブリスベン

07：00 〜 08：00 ブリスベン到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動

ブリスベン

プログラム参加

23

羽田もしくは成田発、乗継便にて
ブリスベンへ
機中泊

スケジュール
8：15 〜 10：15
10：45 〜 12：45
12：45 〜 13：30
13：30 〜

3
▽
21

22

予定

羽田もしくは成田

ホームステイ泊

クラス
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 〜 21日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
ホームステイ泊
ブリスベン

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
23：00 〜 00：00 ブリスベン発、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。

コース No.14

ニュージーランド オークランド

30日間

都会からの解放！自然の多いグローバル都市オークランドでゆっくり過ごそう！

AUT 大学

「聞く、話す、読む、書く」をバランスよく鍛え、
休日は市内観光を楽しむメリハリの30日間。ホーム
ステイと現地学生の交流で生きた英語を学ぼう！

2020年

研修期間

2月15日（土）
〜3月15日（日）
研修旅行代金

421,000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、
ニュージーランド航空、
カンタス航空、
全日空、キャセイパシフィック航空、日本航空
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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

★現地学生との交流の機会があり、コミュニケーショ
ン能力を高めたい方におすすめ
★ホームステイを通じてニュージーランドの文化に
触れることができる
ニュージーランドは、国を挙げて自然環境の保護に取り組ん
でおり、数多くの国立公園が点在し豊かな自然が特徴です。
かつて首都であった歴史を持つオークランドはニュージーランド最大の都市であり、
地域人口の約40％は海外出身者が占めるグローバル都市です。 過ごしやすい
気候の中アウトドアを楽しんだり、先住民族であるマオリの文化に触れることの
でき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。

都市

留学先

都会でありながら周辺は自然環境に富んだ街、オークランドに
あるAUT 大学（オークランド工科大学）には、2万5千人以上
の学生が在籍し、海外からの留学生も多く、国際色豊かな大学です。本プログ
ラムは、AUT 大学のInternational Houseで学びます。International House
は、質の高い語学教育の開発、提供の最前線にある語学学校です。研修中は、
ホームステイ先に滞在し、現地の生活を体験すると共に、コミュニケーション
スキルも磨くことができます。

プログラム

●参加者の主な国籍：中国、日本、韓国、サウジアラビア、ベトナム、タイ
●平均的な参加者数：120 〜 250名 ●1クラスあたりの人数：最大16名

現地に到着した後、英語のレベルチェックテストを実施し、自分に合ったクラスで
4週間じっくり学ぶプログラムです。午前中は、General Englishで文法、語彙、
発音に重点を置きながら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）をバランスよく学びます。 午 後は、選 択 科目の受 講となります。
クラス以外の時間には、市内観光や週末旅行等、様々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、ニュージーランド文化も学ぶこと
ができます。また、週に一度、Ocha no Jikan
（お茶の時間）
と呼ばれるサーク
ルのイベントが開催され、参加者は、AUT 大学で日本語を勉強する現地学生と
交流する機会が設けられています。なお、教材費は別途実費となります。

申込前に確認を！

＜プログラム別＞
・AUT 大学 International House 指定願書
・Accommodation Application Form

☆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）
／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・IVL
（国
際観光税）
・代行手数料／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.30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（2,610円）
、外国諸税（6,240円）
、燃油サーチャージ・
航空保険料（0円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

11：00 〜 12：00
羽田もしくは成田発、乗継便にてオークランドへ

オークランド

13：00 〜 14：00 オークランド到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

オークランド

プログラム参加
スケジュール
8：00 〜 11：00
11：00 〜 11：20
11：20 〜 12：50
午後

3
▽
28

29
30

予定

羽田もしくは成田

機中泊

ホームステイ泊

クラス
休憩
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。
※3〜28日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
ホームステイ泊
オークランド

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
15：00 〜 16：00 オークランド発、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

07：00 〜 08：00
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。

●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.15

フィリピン マニラ

20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

欧米と比較すると圧倒的な安さ！
今話題のフィリピンで英語留学しよう！

2020年

研修期間

2月10日
（月）
〜2月29日
（土）
研修旅行代金

215,000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）※原則、早大生と同室
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、日本航空、フィリピン航空
●査証：日本 国 籍の場 合、事 前のビザ取 得は必 要なし。SSP（Special
Study Permit）の申請が必要。外国籍の場合は各自にて確認し取
得していただきます。
※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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） ・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

★欧米と比較して低い研修旅行費が魅力！
★「話す、聞く、読む、書く」をバランスよく学ぶ！
★聖トマス大学生の Student Assistant による
Buddy 制度で英会話力アップ！
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。
街中には植民地時代の古いヨーロッパ風の建築物、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。

都市

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、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。

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、リーディング、ライティング、スピーキング、等を学習するだけでなく、サバイバル、ソー
シャル、
アカデミック英語の実用的な使い方を学びます。
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とともに、
フィリピンの豊かな歴史と文化遺産に触れることができることも魅力です。フィリピンで
の英語研修は、その費用面の安さ、ホスピタリティの良さもあり近年人気があります。

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／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／課外活動費（参加任意のものを除く）
／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.30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26,500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／ SSP
（Special Study
Permit）申請料／通学費／課外活動費（参加任意のもの）
／その他個人的生活諸費用／国内空港施設
使用料（2,570円）
、外国諸税（1,130円）
、燃油サーチャージ・航空保険料（8,200円）
、国際観光旅客税
（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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

マニラ

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

羽田もしくは成田発、マニラへ

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

2
▽
19

20

予定

羽田もしくは成田

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 〜 19日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
学生寮泊
マニラ

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

羽田もしくは成田

20：00 〜 21：00
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。

●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。

コース No.16

台湾 台北

22日間

親日的な台湾で繁体字をマスター！

国立台湾大学 中国語研修
午前は中国語学習、午後は英語で台湾文化
を学ぶ充実の春休み！

2020年

研修期間

3月4日（水）
〜3月25日（水）
研修旅行代金

427,000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：中国語力初級〜上級
英語力中級以上（※文化学習は英語で行われるため英
語でのコミュニケーション力が必要です。）
●宿泊先：現地大学手配ホテル（相部屋利用予定）※原則、早大生と同室
●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：日本航空、全日空、中華航空、エバー航空、キャセイ
パシフィック航空、
●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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

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

★英語による台湾文化体験コースや日帰り旅行で英
語力も同時に UP !
★国立台湾の学生がチューターとしてつき日常生活
のサポートあり
★台湾トップの大学で学ぶことができる
都市

九州とほぼ同じ大きさの国土を持つ台湾。その中で台北市
は台湾最大の都市であり、経済、政治、文化の中心地です。
人口は約270万人で12の行政区からなります。 温暖なイメージのある台湾です
が、北部にある台北では比較的四季がはっきりしており、年間最高気温は34.3
度（7月）
、年間最低気温は13.9度（1月）
。 本プログラムが開催される3月の平
均気温は18度程度で過ごしやすい気候です。市内には日本統治時代の建物も
多く残り、親日家も多く、日本人にとって親しみやすい街です。

留学先

国立台湾大学は1945年に設立された台湾でトップの総合
大学です。前身は日本統治時代の1928年に日本政府によ
り設立された台北帝国大学となります。6つあるキャンパスの面積は約34,283
ヘクタールに及び、とても広大で緑豊かです。 台北市内のメインキャンパスの
周辺には学食や食堂、店も多く、また台北の中心地まで近い便利な立地です。
11学部、56学科、112研究所を擁し、30,000人以上の学生が学んでいます。
ノーベル賞受賞者１名、中華民国総統４名を輩出しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本、ロシア、東南アジア諸国
●平均的な参加者数：25名 ●1クラスあたりの人数：4 〜 8名

「NTU Spring＋１ Chinese Language & Culture Program」と題して中国
語、中華文化を学ぶ3週間のプログラムです。45時間の中国語学習と8時間の
文化学習で構成されています。現地到着後にクラス分けテストが行われ、それぞ
れのレベルに応じたクラスで中国語を学びます。中国語授業では繁体字を使用
します。また、中国語の学習だけではなく、台湾の歴史・社会文化を学ぶ台湾
文化体験コース、台湾文化に直接触れ体験するための校外学習や台北郊外へ
の日帰り旅行も設けられており、台湾や中華文化を深く知ることができます。文化
学習は英語で行われます。また、現地の学生がチューターとして日常生活等を
サポートしてくれるので、台湾人学生との交流を通じて実践的な会話力を伸ばす
機会があります。今後台湾への長期留学を検討している方にもおすすめです。

申込前に確認を！

＜プログラム別＞
＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付） ・国立台湾大学指定願書
（メール添付での提出）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートサイズの顔写真データ
・パスポートのコピー
（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1食（朝）
）
／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.30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47,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（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（1,680円）
、
燃油サーチャージ・航空保険料（7,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
14：00 〜 15：00

羽田もしくは成田発、台北へ
台北到着

台北

到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
現地大学手配ホテル泊

台北

2
▽
21

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 12：30
中国語学習
12：30 〜 14：00
ランチタイム
14：00 〜 16：00
文化学習
※スケジュールは一 般 的な例で日により異なります。
過去のスケジュールの場合もあります。
※2〜21日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
現地大学手配ホテル泊

台北

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
13：00 〜 14：00
17：00 〜 18：00

22
羽田もしくは成田

台北発、羽田もしくは成田へ
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。

●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.17

台湾 桃園

21日間

昔ながらの台湾の面影を体感する

中原大学 中国語研修
現地学生によるチューター授業でレベルアップ
も。中国語・中華文化を満喫する春休み！

2020年

研修期間

3月1日（日）
〜3月21日（土）
研修旅行代金

126,000円

募集要項
●最少催行人数：1名
●最大募集人数：4名
●対象語学レベル：中国語力初心者〜上級
※現地規定により、日本国籍の学生以外の方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）※早大生と同室の場合あり
●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：日本航空、全日空、エバー航空
●査証：日本国籍の場合、不要。
※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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】

★現 地 の 学 生 ボランティア や 学 生 チューターとの
交流で語学力の飛躍を目指す！
★台中とは異なる台湾の魅力も知ることができる
★豊富な体験コース、校外学習で伝統ある中華文化
を学ぶことができる
桃園は、台湾本島の西北部に位置し、多様な文化に恵まれ
都市
た自然豊かな風景が広がる都市です。 観光名所として知ら
れる百年の栄華を誇る大渓老街（旧市街）には、日本の植民支配、西洋文化の
影響を受け、大渓公会堂などを始めとした文化史跡と歴史的風情が残る街です。
一年を通して比較的温暖な気候ですが、季節とともに移り変わる四季折々の桃
園の風景も魅力的な一つとして紹介されています。

留学先

1955年に創立されたミッション系の中原大学は、約60年以
上の歴史を持つ私立総合大学です。 約13万人近くの卒業
生を輩出し、おおよそ16000人の学生が学んでいます。キャンパスは、洗練され
た建物が点在しており緑も多く広大です。有名な中原夜市も近く、生活には便
利な場所です。また、台湾政府の中国語教育の推進政策にあわせ、国際化の
推進にも力を入れており、早稲田大学とは長期留学プログラムのみならず、この
春季中国語短期研修プログラムも約10年前から実施しています。

プログラム

●参加者の主な国籍：日本 ●平均的な参加者数：15 〜 25名
●1クラスあたりの人数：10名

「Chinese language and Cultural Experience Course」と題し、中国語と中
華文化を学ぶ研修プログラムです。教科書を含め授業は繁体字にて行われ、豊
富な経験を持った優秀な教員陣による中国語教育を提供しています。平日は授
業後に、中原大学の学生チューターとの会話練習時間も提供されており、実践
的な中国語を短期間で学習したい方にはお勧めです。また、ボランティア学生が
日常生活のサポートをしてくれるため、台湾の友人を作り言語習得をする良い機
会にもなるでしょう。
さらに、中国文化体験コースもプログラムに組み込まれており、中華文化への理
解を深めることができるのも、このプログラムの特徴です。 台北や台中などへの
校外学習や週末に課外活動なども予定されています。

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

＜プログラム別＞
なし

☆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）
）
／課外活動費（参加任意のものを除く）
／
台湾滞在中の傷害保険料／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.30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17,600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
（2,610円）
、
外国諸税
（1,710円）
、
燃油サー
チャージ・航空保険料（7,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
台北（桃園）

11：00 〜 12：00 羽田もしくは成田発、台北（桃園）へ
14：00 〜 15：00 台北（桃園） 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（桃園）

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 12：00
12：00 〜 14：00
14：00 〜 16：30
16：30 〜 17：00
17：00 〜 18：00

2
▽
20

クラス
ランチタイム
クラスまたは課外活動
休憩
チューターとの会話練習

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

21

台北（桃園）
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 台北（桃園）発、羽田もしくは成田へ
17：00 〜 18：00 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。

●現地規定により、日本国籍の学生以外の方はご参加いただけません。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

コース No.00
No.18

韓国 プサン

14日間

2週間集中で韓流を学ぶ！

東義大学校 朝鮮語研修
九州からすぐ近くで安心！海外が初めてでも
安心の 2 週間プログラム！集中して朝鮮語
学習と文化体験を学ぶ 2 週間

2020年

研修期間

2月9日（日）
〜2月22日（土）

82,000円

研修旅行代金

募集要項
●最少催行人数：6名
●最大募集人数：10名
●対象語学レベル：朝鮮語力初級〜中級
※参加人数によっては、レベルによるクラス分けがない場合があります。
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）※原則、早大生と同室
●食事：平日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：エアプサン、日本航空、アシアナ航空、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・航空保険料、国際観光旅客税は含みません。
※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】

★東義大学校正規生による充実のチューター機会
★スピーキングを中心とした４技能を取り入れた朝鮮
語を修得する
★市内ツアーや文化体験で韓流に触れることができる
都市

朝鮮半島の東南端にある人口約350万の湾岸都市であり、
国際観光都市としても知られているプサン。韓国第二の都市
であり、また朝鮮戦争以後著しい発展を遂げ現在では韓国第一の貿易港となり
ました。プサンは山、川や海などの自然に囲まれており、海水浴やハイキングなど
季節ごとに自然を楽しむことができます。また、各種大規模な国際イベントを成功
させ、今や世界中から大勢の人々が訪れる観光都市しての名声を博しております。

留学先

東義大学校は1966年に東義知天の建学理念で設立した
東義学園を母体に設立され、1983年に総合大学へと発展
を遂げました。 東義大学校は、10単科大学および7大学院を備えているプサン
の総合大学の中で上位の規模を誇っている大学です。中国、日本、アメリカな
ど海外23カ国との学術交流を行っており、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：30 〜 40名

●1クラスあたりの人数：9 〜 15名

「冬季日本姉妹大学 朝鮮語研修プログラム」と題して、東義大学校が日本
の協定大学学生向けに例年実施をしている語学研修プログラムに参加をします
（使用言語は日本語および朝鮮語となります）
。2週間という期間の中で、朝鮮
語の学習、市内ツアーや韓国の文化を体験する文化体験、チューターとの交流
の機会が用意されています。チューターは基本的には東義大学校の正規学生で
あり、朝鮮語練習や一部の文化体験のサポートをしてくれ、同時に交流を深める
ことができます。朝鮮語学習や文化体験、現地大学学生や日本の他大学の学
生との交流を通じ、
「韓国」を肌で体感することができる魅力的なプログラムです。

申込前に確認を！

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

＜プログラム別＞
なし

☆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1食（朝）
）
／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.30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13,200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（2,000円）
、燃
油サーチャージ・航空保険料（2,600円）
、国際観光旅客税（1,000円）
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ・航空保険料、国際観光旅客税は2019年8月30
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
プサン
プサン

プログラム参加
スケジュール
9：00 〜 10：30
10：40 〜 12：10
12：10 〜 13：10
13：10 〜 14：40

2
▽
13

14

予定
11：00 〜 12：00 羽田もしくは成田発、プサンへ
13：00 〜 14：00 プサン到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
学生寮泊

クラス
クラス
ランチタイム
朝鮮語練習

※スケジュールは一 般 的な例で日により異なります。
過去のスケジュールの場合もあります。
※2 〜 13日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
学生寮泊
プサン
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
08：00 〜 09：00 プサン発、羽田もしくは成田へ
10：00 〜 11：00 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アプサン利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●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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2019

年度

夏季短期留学プログラム

一覧表

下の表は夏休みに募集したプログラム一覧表です。
2020 年度夏季の募集プログラム詳細については 4 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 掲載
ページ

プログラム実施先

1

P13 ブリティッシュコロンビア大学

2

P14 マニトバ大学

国・地域

都市

出発日 ー 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

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

バンクーバー 8月5日（月）〜9月1日（日）

563,000円
30名
580,000円

4 単位 英語 初級～上級

●

ウィニペグ

8月5日（月）〜9月1日（日）

534,000円 15名

2 単位 英語 初級～上級

●

●
●

●

カナダ
3

P15 トロント大学（New College）

トロント

8月4日（日）〜8月25日（日） 471,000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月5日（月）〜9月1日（日）

534,000円
20名
553,000円

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月4日（日）〜9月1日（日） 1,187,000円 15名

2 単位 英語 初中級～上級

●

●

6

P18 カリフォルニア大学ロサンゼルス校

ロサンゼルス 8月25日（日）〜9月15日（日） 653,000円 40名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

7

P19 ワシントン大学

シアトル

8月25日（日）〜9月14日（土） 516,000円 30名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

8

P20 オックスフォード大学 A コース

オックスフォード 8月5日（月）〜8月23日（金） 748,000円 25名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

9

P20 オックスフォード大学 B コース

オックスフォード 8月26日（月）〜9月13日（金） 731,000円 25名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

オックスフォード 8月24日（土）〜9月8日（日） 696,000円 15名

2 単位 英語 要語学スコア

●

●

ロンドン

8月4日（日）〜8月25日（日） 641,000円 20名

2 単位 英語 中級～上級

●

●

10 P21

オックスフォード大学
モードレンカレッジ

アメリカ

●

イギリス

11 P22 ユニバーシティカレッジロンドン
12 P23 マルタ大学

マルタ

リーヤ

8月24日（土）〜9月15日（日） 380,000円 39名

2 単位 英語 初級～上級

●

●

13 P24 ミュンヘン大学

ドイツ

ミュンヘン

8月3日（土）〜8月30日（金） 404,000円 15名

2 単位 ドイツ語 初級～上級

●

●

●

●

Campus France
14 P25 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
8月3日（土）〜9月2日（月）
／グルノーブル

15 P26 サラマンカ大学

スペイン

サラマンカ

8月4日（日）〜8月31日（土） 522,000円 15名

2 単位 スペイン語 初級～上級

●

16 P27 モスクワ大学

ロシア

モスクワ

8月4日（日）〜8月25日（日） 350,000円 10名

2 単位 ロシア語 初級～上級

●

17 P28 クイーンズランド大学

オーストラリア ブリスベン

8月17日（土）〜9月21日（土） 554,000円 20名

4 単位 英語 初級～上級

●

18 P29 聖トマス大学

フィリピン

マニラ

8月9日（金）〜8月31日（土） 232,000円 15名

2 単位 英語 初級～上級

19 P30 国立台湾師範大学

台湾

台北

8月25日（日）〜9月13日（金） 309,000円 10名

2 単位 中国語 初級～上級

●

ソウル

8月4日（日）〜8月24日（土） 163,000円

8名

2 単位 朝鮮語 初級～上級

●

●

プサン

8月4日（日）〜8月17日（土） 113,000円

2名

2 単位 朝鮮語 初級～中級

●

●

20 P31 慶熙大学校

594,000円 10名

2 単位

フランス語
初級～上級

●
●
●
●

●
●

韓国
21 P32 東亜大学校

お知らせ
春の留学イベント
について
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4月17日（金）
・18日（土）
〈予定〉 4月23日（木）予定

春の留学フェア

夏季短期留学プログラム応募方法説明会

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

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

手できる機会です。多数の海外協定大学担当者も来日します！

詳しくは留学センターウェブサイトをこまめにチェックしましょう！

ご旅行取引条件説明書（抜粋）
受注型企画旅行契約

約款準拠

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

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

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

旅行代金のお支払い

ろによります。

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

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

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

願います。

いただきます。

取消料について

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

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

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

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

契約の成立時期

お客様のご都合で旅行契約を解除する場合のご連絡は、弊社の営業時間内 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：https://www.anzen.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国際観光旅客税
⑧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。

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

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
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。

旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2019 年 4 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2019 年 8 月 30 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

30

問合せ先

〒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 10:00 ～ 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
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