
インド ゴア大学附属チョウグルカレッジ
短期文化体験プログラム

チョウグルカレッジは、ムンバイより650キロほど南のゴアに位置し、ゴ
ア大学傘下のカレッジです。ゴア州はインド屈指のビーチリゾート。
チョウグルカレッジのあるマーガオ市はゴア州の中心地です。

研修では、ヨガ、伝統芸能、教育制度等をテーマにした体験学習
や、ビーチやファームへの訪問、現地学生との交流などが企画され
ています。また滞在中は数日のホームステイが予定されており、イン
ドの実生活を体験することができます。

■参加費用に含まれるもの
研修費用/期間中の宿泊費/食費(ホテル滞在：朝昼食、ホーム
ステイ：朝昼夕食)/ゴア空港と宿泊先間の往復送迎費/早大プ
ログラム開発運営費

■参加費用に含まれないもの
上記のほかは含まれません。その一部を例示します。
早稲田大学が指定する海外旅行保険料/往復航空券費用/超
過手荷物手数料/インド・ゴア空港までの移動費/通学費/渡航
手続関係費用/その他個人的諸費用

現地学生との交流、ヨガや伝統芸能を学びインドを体感

■日程 ：2020年2月16日(日)～2月23日(日）
■募集対象：早稲田大学正規在学生
■使用言語：英語・中級以上

※プログラムは全て英語でおこなわれます。語学能力証明書の提出は不要です。

■定員 ：8～15名(人数に達しない場合は中止となります）
■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費 ：約12～13万円※プログラム費用送金時レートにより異なります。

■宿泊先 ：ホテル（相部屋利用予定）・ホームステイ(早大生と同家庭・相部屋）
■食事 ：ホテル滞在中 朝・昼食 ホームステイ滞在中 朝・昼・夕食
■同行員 ：同行しません
■査証 ：必要（各自にて手続き）
■渡航 ：現地集合、現地解散（航空券は各自にて手配）
■応募 ：留学センターへ書類提出(11/13締切/先着順選考）



■現地レクチャー詳細
Yoga
In Yoga, students are taught low-impact physical activity, postures 
(called asanas), breathing techniques (pranayama), relaxation, and 
meditation. The basic yoga class is aimed at developing harmony in the 
body, mind, and environment. Yoga is a union of the organ systems in the 
body with the consciousness in the mind. Philosophically, yoga produces a 
union of body, mind, and energy (or soul or spirit) to bring about a state of 
equanimity (calmness).

Goan Culture and Language

Culture represents lifestyle or way of life. Language, food, dress, religion 

represents culture. Language gives regional identity.It also enables to foster 

Unity and dispute too.

Heritage of Goa

The tableau of Goa showcases religious harmony by focusing on the 

Deepastambha, the Cross, Ghode Modni followed by a chariot. Western 

royal attire of kings and regional dances being performed depict the unique 

blend of different religions and cultures of the State. The festival of music 

and dance, Shigmo Mel or the Holi and spring celebrations, signify unity in 

diversity.

The Goan Carnival and New Year celebration is known to attract a large 

number of tourists.

Classical  Music

Brief background of Indian Classical music – Hindustani and Carnatic    

music Music used as a therapy in the east. Visual slide demonstration of 

instruments used for a “baithak” performance in Hindustani music

Practical session – A Sanskrit verse and a light Indian melody will be taught.

Combination of meditation and music used for healing.

Questions (Last 10 minutes)

The entire session will be an interactive session with the students. 

Indian Classical Dance

Bharatnatyam is a classical dance of India. Bharatnatyam dance form is 

popular in Tamil Nadu and Karnataka.

The name Bharatanatyam is a simple derivation from the four most 

important aspects of dance (in Sanskrit). These are: Bha from Bhava 

meaning emotion, Ra from Raaga meaning music or melody, Ta from Taala

meaning rhythm and Natyam meaning dance.

The students will learn more about each topic during the guest 

lectures.

※スケジュールの内容ならびに実施曜日等は現地都合・天候等により変更する場合があります。

■ 注意事項
１．本プログラムの参加者は早大生のみです。
２．参加にあたり必ず保証人の承諾を得てください。
３．本プログラムへの参加にあたっては、大学指定の海外旅行

保険への加入、海外携帯電話への申込み、事前オリエン
テーションへの参加が必要になります。

４．渡航に伴いビザ申請等が必要な場合は、各自で行っていた
だきます。

５．申込み完了後の参加辞退（キャンセル）は原則できませ
ん。やむを得ない理由により参加を取り消す場合、既定の
取消料がかかりますのであらかじめ理解いただいた上で申込
みください。

６．取消料について 現地機関との取り決めにより、下記の取
消料がかかります。
– 12月12日以降のキャンセル：約6万円相当
– プログラム開始後のキャンセル：プログラム費用の100％

7. プログラム費用は、プログラム費用相当額を留学センターの指
定レートで日本円に換算した金額にて、早稲田大学指定
の口座にお支払いいただきます。

■応募方法
１．応募希望の旨、以下メールアドレスまでご連絡ください。

必要書類についてご案内いたします。
２．下記書類を指定期日までに提出ください。
●提出期日：11月13日（水）12：00まで
●提出場所：22号館1階Waseda Global Gate
●受付日時：月～金曜日 12～17時
●提出書類

a. 留学センター短期留学プログラム申込書
b. 短期留学プログラム誓約書
c. 学生証コピー
d. パスポートのコピー
e. 志望理由書(400字前後、和文、書式自由）

■応募後の手続き
応募者が最少催行人数に達した場合は、留学センターよりオリエ
ンテーション日時、海外旅行保険登録等の詳細を別途ご連絡い
たします。

■問合せ
早稲田大学留学センター
03-3208-9602 out-cie@list.waseda.jp


