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◆協定校から選ぼう！

本学が協定を結ぶ

◆日本に居ながら国際交流をしよう！◆内容から選ぼう！

P.7   研修タイプ別紹介
P.8   ①-短期語学研修
P.9   ②-文化体験研修
P.10 ③-ボランティア
P.11 ④-インターンシップ

P.2   留学について
P.3   留学体験談（長期）
P.4　留学体験談（セメスター）

◆国から選ぼう！

CONTENTS

P.5～P.6 P.7～P.11 P.12 P.13～P.14

2 0 2 0年、学生一人ひとりのネットワークを世界に広げる活動を積極的に始動！

国際交流センターでは、「グローバルに活躍できる国際人の育成」を基本理念に、魅力ある多彩な留学プログラムをご用意しています。

「自身の可能性を広げるチケットはここにある。」

Center for International Programs

◆留学奨学金制度を利用しよう！
P.2～P.4

をチェックしてみよう
！

より詳しい情報や最
新情報を

随時更新しています
。 聞くだけでも世界観が広がる！

先輩の体験談もあります。

ネットワークを広げる為の情報が詳しく載っているこの

をじっくり見て、どんな体験ができるかチェックしよう！

に参加してみよう！

長 期 セメスター

1 年間の留学で、外国語及び類
似科目または専門科目を履修
します。

短期大学部対象の 6 ヶ月留学する
制度です。外国語及び特別コース
を履修します。

申込締切：①7 月初旬 ②12 月初旬
出発時期：①翌年 3 月中旬〜4 月中旬 ②翌年 9 月中

※留学先は協定校がある国のみとなります。協定校は P.13〜14 をご確認ください。

申込締切：①5月下旬 ②7月初旬
　　　　  ③12月初旬
出発時期：①1年次後期 ②2年次前期
　　　　  ③2年次後期

半年ごとの前期・後期に分けて
行う。6 ヶ月の留学で外国語科目
及び特別コースを履修します。

短期大学部留学制度短期大学部留学制度

4 年間分の
学費

1 年間分の
学費相当の奨学金

1 年間の
留学費用

留学している期間の本学の学費分が奨学金として支給されます！

留学先での学習は

大学の単位
として認定されます。

※学科によっては単位の対象になりません。
　詳しくは国際交流センターにご確認ください。

大学付属の語学学校で
語学を長期で学べる

『留学奨学金制度』『留学奨学金制度』1年間
or 
6ヶ月
のみ対象

体験談

P.4
体験談

P.3

レベル別クラスに分かれて語学勉強をします。

海外留学にはお金がかかります。本学の学費の支払いに加え、 さらに海外での留学費用が

プラスになると長期の留学を希望する方も少ないでしょう。

そこで、本学では長期の留学を希望する方へ“留学奨学金制度”をご用意しております！

海外留学にはお金がかかります。本学の学費の支払いに加え、 さらに海外での留学費用が

プラスになると長期の留学を希望する方も少ないでしょう。

そこで、本学では長期の留学を希望する方へ“留学奨学金制度”をご用意しております！

留 学 奨 学 金 の 額 は 、 留 学 期 間 中 の 本 学 学 費 相 当 額（ 授 業 料 ）と し ま す 。留学費用や、

学費はそれぞれ異なります。また、この制度に申し込むためには応募条件を満たす必要があ

る為、詳しくは国際交流センターにご確認ください。

【例】長期留学（1年間）した場合の支払い

留学奨学金制度を利用しよう！
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長期長期 Fさん
カナダ  リジャイナ大学

観光こども教育学科

アクティビティアクティビティ

リスニングやスピーキングを中心に、カンバセーション
パートナーが積極的に英語を教えてくれます。

アクティビティではカナダの文化
をたくさん学ぶことができます。

アイスホッケー
見学

5:30
7:00
9:00
12:00
13:00
15:00
16:30
17:30

起床 朝ごはん
家 出発
授業
昼ごはん
授業
学校 出発
家 帰宅
夜ごはん

お母さんがディケアのお仕事をされているのでこど
もたちとの交流が多かったです。クリスマスにはパ
ーティーしたりなど、とても仲良く過ごしました。

友達と一緒に街を散策したり
ご飯を食べに行きました。カナ
ダで食べたものはどれも美味
しかったです。アメリカ旅行に
も行きました。

2018年4月～2019年3月まで

語学学校1日のスケジュール

気温が氷点下30度近くまで下
がるカナダでやってみたかった
ことのひとつ！外でタオルを振り
回すだけで見事に凍りました。

気温が氷点下30度近くまで下
がるカナダでやってみたかった
ことのひとつ！外でタオルを振り
回すだけで見事に凍りました。

1年間の留学で

TOEIC スコアTOEIC スコア

以上UP!以上UP!
200点200点

研修費用：約220万円（航空券、授業料、教材、ホームスティ費、朝食＆昼食、文化体験を含めた金額）

ホームスティ

始めは英語ができなくても
カナダに住んでみたら「なんと
かしないと！」と思うから、自然
と語学力が伸び、行動力も
つきました。

VoiceVoice

VoiceVoice
2019年5月～2019年8月まで

研修費用：約130万円（航空券、授業料、教材、ホームスティ費、朝食＆昼食、文化体験を含めた金額）

オーストラリア  スウィンバーン工科大学

Kさん
キャリア形成学科

6:50
7:30
8:30
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30

起床 朝ごはん
家 出発
授業
昼ごはん
授業
学校 出発
家 帰宅
夜ごはん

観光

文化体験語学学校

ホームスティ

授業終わりは友達と買い物しによくメルボルンセント
ラル（駅直結のショッピングセンター）に行きました。ホ
ストファミリーや現地でできた友達と旅行したり、ゴー
ルドコーストへ行ってコアラを抱っこしました。

留学したては、聞き取りやスピーキングの練
習をもっとしてきたらよかったと後悔すること
が多々ありましたが、現地の人と話している
とゆっくりわかりやすく話してくれたり、わか
らない単語を丁寧に教えてくれたので自然
と会話が成り立つようになりました。帰国前
に話すことに慣れてきたのでもっと居たいと
思える留学になりました！

ライティング・リスニング・スピー
キングを各曜日に分けて教わ
ります。1クラス10～13名で日
本人は比較的少なめです。

1学期終了ごとに、シティ観光
や文化体験をしました。観光
では、移民博物館やビクトリア
美術館などを周りました。

いつでも優しく話しかけて来てくれたホストファミリー。
日本のことに興味を持ってくれて日本のアニメを一緒
に見たり、金曜日の夕方は映画デーなど留学生との交
流を大事にしてくれました。こどもたちとはLEGOのオ
モチャで遊んだりととても仲良く過ごせました。

1日のスケジュール

セメスターセメスター

P.3 P.4
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Malta
マルタ

P.5 P.6

人も優しく
料理も
美味しい！

エキゾチックな
魅力に
ハマる！

ヨーロッパな
街並みが
魅力的！イギリスポンドイギリスポンド

Thornton's の
オリジナル・スペシャル・トフィー
Thornton's の
オリジナル・スペシャル・トフィー

ロンドンバスロンドンバス

インド ルピーインド ルピーチャイチャイ ガネーシャガネーシャ

台湾ニュードル台湾ニュードル
ルーローファンルーローファン

タピオカミルクティータピオカミルクティー

IndiaIndia

インドインド

United KingdomUnited Kingdom

イギリスイギリス
短期短期

短期短期

体験体験

体験体験
台湾台湾
TaiwanTaiwan

現代と伝統が入り混じっている街並みや文化など見どころは満載！ヨー

ロッパの雰囲気を感じながら英語を学びたい人にオススメです。

仏教の心を感じることができます。美味しいカレーやチャイなど食べ物

も魅力的で物価はとても安いです！

親日家が多く、研修で行う現地大学生との交流は大好評！料理やスイー

ツも安くて美味しいです。アニメ映画に出てきた有名観光地も訪れます。

キャラメルのような味わいで、
サクサク食感。

英語：

中国語：

茶葉にスパイスを加えた
ミルクティー。

細かく切った豚肉を甘辛いタレで
煮込み、ご飯の上にのせた丼。

(魯肉飯)

韓国ウォン韓国ウォン

パセパセ

トッポギトッポギ

チマチョゴリチマチョゴリ

キンパキンパ

留学留学 短期短期 体験体験
近くて
料理も
美味しい！

KoreaKorea

韓国
研修先の人気が急上昇中！韓国語をしっかり学びたい

人向けのプログラムが充実しています。

韓国語：

フワッサクッのえびチップ。
食べだしたら止まりません！

フィリピンペソフィリピンペソ
レチョンカワリレチョンカワリ

ボランティアボランティアPhilippinePhilippine

ビーチ
リゾート

＆
普段できない
体験を！

フィリピン
研修先の人気が急上昇中！日本ではできないボラン

ティア活動をフィリピンにあるセブ島の孤児院で行い
ます。異文化体験・子どもが好きな人に向いています。

レチョンとは豚の丸焼きのことを指し、誕生日会など
お祝いの席には必ずと言っていいほどテーブルに並びます。

United States of AmericaUnited States of America

CanadaCanada

New ZealandNew Zealand

AustraliaAustralia

IndiaIndia

United KingdomUnited Kingdom

TaiwanTaiwan

PhilippinePhilippine

KoreaKorea

United States of AmericaUnited States of America

アメリカ合衆国アメリカ合衆国
自分の

心を鍛えるなら
ココ！

大自然に
憧れている人は
ココ！

CanadaCanada

カナダドルカナダドル

アメリカドルアメリカドル

自由の女神自由の女神

TwinkiesTwinkies

メープルシロップメープルシロップ

プーティンプーティン

カナダカナダ

体験体験

留学留学 短期短期 インターンインターン
インターンインターン

留学留学 短期短期

さまざまな人種の人々が住み、都会も自然もある自由な国！アメリカの

食事はすべてビッグサイズが基本。

冬はマイナス30℃にもなるけど、夏は過ごしやすい！他の国や地域からの

移民が多く、多様性に富んだ多文化・多民族国家の一つ。

フライドポテトにグレイビーソースと
チェダーチーズをたっぷりかけた
ファーストフード！

アメリカ映画によく出てくるお菓子。
映画好きの間で「一度は食べてみたい
お菓子」として有名！

英語：

英語：

初めての
海外なら
ココ！

フレンドリーな
国に行きたいなら

ココ！
オーストラリアドルオーストラリアドル

コアラコアラ ミートパイミートパイ

キウイキウイ ARATAKI の
はちみつ
ARATAKI の
はちみつ

ニュージーランドドルニュージーランドドル

ニュージーランドニュージーランド
New ZealandNew Zealand

オーストラリアオーストラリア
AustraliaAustralia 体験体験
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暖かい気候とカラッとした空気が気持ち良い！コアラとカンガルーもい

ます。知られざるカフェ文化の国！

キウイ（ニュージーランド人）はとても親切！ホームスティ人気No.1 ！

大自然を目の前にしたら、空いた口が塞がらない。

大自然からとれた
天然のハチミツ

英語：

英語：

国から選ぼう！国から選ぼう！

各国の特徴を知ることで、自身にあった国選びができます。
研修先で語学や文化を学びたい方はそれぞれの国をチェック！
各国の特徴を知ることで、自身にあった国選びができます。
研修先で語学や文化を学びたい方はそれぞれの国をチェック！
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短期で
語学力を
伸ばすなら

台湾台湾
韓国韓国ニュージ

ーランド
ニュージ

ーランド

短期間で現地の語学を中心に学びます。

現地の文化体験や学生のニーズに合わせた体験をします。

海外の社会問題を自分の目で見て理解を深めます。

海外で就労体験をすることができます。

夏休みや春休みを利用して参加する短期研修は、研修先の成績表や出席状況表を
提出することで単位が認定されるものもあります。

海外協定校や関係機関における短期研修をタイプ別にご紹介いたします。

★は体験談
ページあります！

研修先での学習は 大学の単位 として認定されることも！

リベラルアーツ教育科目「海外での語学研修」と「インターンシップ」
ライフデザイン学科「外国の大学での短期研修」

① 短期語学研修
② 文化体験研修
③ ボランティア研修
④ インターンシップ研修

P.8

P.9

P.10

P.11

※参加する研修が単位の対象になるかどうかは、国際交流センターにご確認ください。

科目名

内容から選ぼう！

2020年度に実施予定の研修

※あくまで予定であり、最小催行人数に満たない等で実施されない場合があります。

短期語学研修（アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド→P.8①★）

韓国語研修（蔚山）→P.8②★

台湾東呉大学中国語研修→P.8③★

マルタ語学＋文化体験研修

南海大学聴講研修

ニュージーランド食文化研修→P.9★

オーストラリア看護研修

台湾文化体験研修

アメリカ栄養士研修

昭和ボストン専門研修（心理・ボランティア）

セブボランティア研修→ P.10★

インターンシップ研修 ( オーストラリア→P.11★・カナダ・韓国） 

ニュージーランド幼稚園インターンシップ研修

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

春 夏
春 夏
　 夏
春
春
春
春
春
春
春 夏
春 夏
春 夏
春 夏

短期間で現地の語学を中心に学びます。現地の文化体験や学生との交流もあります。

～短期語学研修～

蔚山科学大学蔚山科学大学 東呉大学東呉大学リンカーン大学リンカーン大学
（航空券、授業料、教材、寮費、朝食＆昼食、週末文化体験を含めた金額）（航空券、授業料、教材、ホームスティ費、朝食＆昼食、週末文化体験を含めた金額）

期間：1ヶ月/研修費用：約20万円
（航空券、授業料、教材、寮費、朝食＆昼食、週末文化体験を含めた金額）

期間：3週間/研修費用：約20万円期間1ヶ月/研修費用：45万円

Tさんこども教育学科Tさん健康栄養学科

9～15時まで授業があり、がっつり韓国語の勉強をしたい人
には最適な環境です。この大学には、四六時中留学生のお世
話をしてくれる教職員やバディ（現地の大学生）が居て、授業
が終わってからも宿題を見てくれたり、土曜日はバディと一緒
に文化体験をするなど韓国語を楽しみながら話すので勉強と
いう感覚がなく自然と実力がつきます！行く前はハングルが読
めるくらいで現地の人が何を言ってるか分からなかったけど、
バディに「自然に話せるようになったね。」と言ってもらったこと
から、韓国語能力の伸びを実感できました。

この研修に参加したら、現地の友達が増えて自分の生活力や
韓国語能力もUPしたし、人として成長できました！

VoiceVoice Hさんキャリア形成学科

授業は9時～16時までで、午前は語学、午後が文化の授業と
分かれています。授業後は、みんなとご飯を食べに行ったり買
い物をしました。クラスは習熟度別で分けてもらえるため、無
理なく授業に着いていくことができ、自然に中国語を話せまし
た。文化の授業では、お茶や台湾料理について学んだり、校
外学習で

ぎらん

宜蘭や
きゅうふん

九份に行くことができました。この授業のおか
げで、さらに台湾のことが好きになりました。この研修で仲良く
なった友人とは今も連絡をとっており、中国語を一緒に勉強し
たり、情報交換しあったりしています。中国語力もあがり、海外
での生活を無事に送れたことで自信もつきました。

VoiceVoiceVoiceVoice
語学学校ではレベルにあわせた英語が学べ、少人数制な
ので学生に手厚い指導をしてくださいます。私は英検準二
級を持っていたので会話を伸ばそうとアカデミックな英語
力を鍛えていきました。先生が親身になって教えてくださる
ので、とても充実した勉強環境だと思います。ホストファミリ
ーとはとても仲良くなれて、別れの時は号泣しました。

この研修を通して、新しい世界を見れたことはとても新鮮で
これからもいろんなことに挑戦してみたいと思いました！

P.7 P.8
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最終日に日本の料理を作って
喜んでもらえました！

英語の
勉強も

できる
よ！

などが短期で体験できる！

オーガニックファーム

観光 & 小旅行

ワイナリー
マタカナファーマーズマーケット

1週目 9:00〜15:30　英語の授業　

2週目 9:00〜12:00　英語の授業

ニュージーランドの食文化や
ライフスタイルを感じることができる！

とても広い！

ドミニオンイングリッシュスクール

ホームスティ

オーストラリア看護研修オーストラリア看護研修 アメリカ栄養士研修アメリカ栄養士研修 ニュージーランド食文化研修ニュージーランド食文化研修台湾文化体験研修台湾文化体験研修

ニュージーランド食文化研修

現地学生との交流・語学研修・文化体験・現場視察・専門研修・観光

現地の文化体験や学生のニーズに合わせた体験をします。 海外の社会問題を自分の目で見て理解を深めます。

シティ内に山があり、
羊や牛がたくさんいました！

EXPERIENCEEXPERIENCE

体験
重視の方は
コレ！

※学生のニーズに沿って企画しているため、内容や行き先が変更になる可能性がございます。
　【過去の例】ニュージーランド地域文化体験研修、茶道台湾文化交流研修、ハワイ文化体験研修、ベトナム世界遺産研修、韓国文化体験研修など

フィリピンの家庭料理や昔からある遊びを教えてもらったりと、学ぶことが
たくさんありました。こどもたちは元気いっぱいで 1 日中外で遊びました。
こどもたちが考えた遊びのアイディアがおもしろくて楽しかったです！

日本から持
ってきた

お土産で遊
びました！

歓迎セレモニーを開いてくれました！

観光やアクティビティも体験できる！観光やアクティビティも体験できる！

フィリピンのセブ島にある孤児院にて 3日間ホームスティ !
こどもたちと共に家事などを手伝ったり、日本の文化や遊びなどを紹介します。

マザーテレサハウスでのボランティア
体験があります。

その他にも、インド仏教研修にて

※語学のスキルや知識がなくても誰でも参加することができます。

海外でしかも孤児院でボランティアという経験はめずらしく、初めての海外
にしたら5日間という期間はちょうど良いと思って参加しました。生活面で不
便なところはありましたが、1日目を乗り越えれば慣れました。セブ島の方はみ
んなフレンドリーでこどもたちとも仲良くなれたし、ボランティアを通して学ぶ
ことがたくさんあった研修でした！他の研修にも参加したいです！

VoiceVoice

VoiceVoice

普段
できない
体験を！

Hさん
健康栄養学科

Uさん
ライフデザイン学科

期間：16日間/研修費用：約35万円
　　　 （航空券、授業料、ホームスティ費、視察費用を含めた金額）

期間：7日間/研修費用：約16万円 （航空券、ホームスティ費、観光&アクティビティを含めた金額）

※体験内容は、すべて日本語のガイド付きなので安心して参加していただけます。

レベル別に分かれて勉強しました。いろんな
国の人が居て、座ってるだけでも楽しい！!!

してみたかったことをこの研修で
できたのでとにかく楽しかったです！
他の研修にも参加したくなりました！

お庭でBBQをしたり、ボートに乗って釣りをしに行っ
たり、色んな体験をさせてくれるとても気さくで優し
いホストファミリーでした。日本に帰って来てからも
連絡をやりとりしたりと英語に触れる時間が増えました。

行き先行き先

～文化体験研修～ ～ボランティア研修～

2~4 日目2~4 日目

5~6 日目5~6 日目
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～インターンシップ研修～

期間：4週間/研修費用：約50万円（航空券、授業料、ホームスティ費、インターン費用を含めた金額） C PCP
カンバセーションパートナーカンバセーションパートナー

国際交流のつどい
スタッフ募集！スタッフ募集！

英会話ラウンジ英会話ラウンジ イングリッシュカンバセーションラウンジイングリッシュカンバセーションラウンジ

準備や企画を手伝ってくださるスタッフを募集して
います。詳しくは国際交流センターにご確認ください。
　

一緒に盛り上げませんか？！

始めはみんな緊張しているけど数分でワイワイガヤガヤ！

本学に外国人留学生を招き、一緒に食事をするイベントを年に2回開催しています。

世界各国の友達ができる！語学を伸ばすチャンス！
学内で行なっている国際交流を紹介します。
世界各国の友達ができる！語学を伸ばすチャンス！
学内で行なっている国際交流を紹介します。

外国人留学生が本学にて行われる「日本

語日本文化研修」に参加した際に、ボラ

ンティアで留学生のお世話やサポートを

する制度です。

英語ができなくても構いません。留学生の

日本語会話力の向上に向け、積極的に

話しかけてサポートをしていただける方を

募集しています。

外国人留学生が本学にて行われる「日本

語日本文化研修」に参加した際に、ボラ

ンティアで留学生のお世話やサポートを

する制度です。

英語ができなくても構いません。留学生の

日本語会話力の向上に向け、積極的に

話しかけてサポートをしていただける方を

募集しています。

誰もが自由に参加して昼食を食べながら、ネイティブの先生方と気軽に楽しく英語でおしゃべ

りできます。週1回、昼休みに開催。

誰もが自由に参加して昼食を食べながら、ネイティブの先生方と気軽に楽しく英語でおしゃべ

りできます。週1回、昼休みに開催。

オーストラリア

オーストラリア・カナダ・韓国・ニュージーランドのみ対象

アビリティーイングリッシュアビリティーイングリッシュ
シドニーのセントラル駅の中にある

幼稚園

初めて行く海外でインターンをすることに不安を感じていましたが、職
場に行ってみると先生や園児のみんながあたたかく迎えてくれました！日
本と違い、自主性を尊重するオーストラリアの幼稚園保育がとても新鮮で
した。周りは積極的な人が多く、英語でのコミニケーションを通して視野が
広がり自信がつきました。このインターンを通して、将来働きたい職場像が
明確になり、地元に帰って働いてもこのインターンを通して学んだことを
活かしていきたいと思います！

10 年前から週 1 で英語を習っていてリスニングには自信が
あったけど、ブランクがあり不安だったので 3 日間だけ語学
学校に通うことにしました。授業ではプリントが配られ、主に
会話の練習をしました。

この研修で仲良くなった友達とシドニー市内を観光したり、
オーストラリアの大自然を見に旅行もしました。二人で英語の
練習をしたり美味しいものを食べたり、気の合う友達と出会え
て嬉しかったです！

ベトナム人のホストファミリーが温かく迎えてくれて、他にも違う国から来ている留
学生が何名かいたので英語でたくさん会話しました。ベトナム料理も美味しかったの
ですが、日本食が恋しくならないようにと日本食を作ってくれたり、こどもたちが英
語の本を読みながら発音を教えてくれたり、とても良くしてくださいました。

VoiceVoice

こども教育学科で学んでいることを活かしたかったので、インターン先は、幼稚園を希望しました。

語学が不安な人は、まず　　　　　　　で現地の言語を学ぼう！

私の場合は

海外で就労体験をすることができます。希望する方は語学学校も通えます。

語学学校語学学校

インターンインターン開始！開始！ にてにて

Sさん
こども教育学科

折り紙の折り方を伝授！ 英語で書いた折り紙説明書

英語だから難しい…。

絵本の
読み聞かせ

オーストラリアの古本屋さんに
通っていたら、

絵本集めが趣味になりました。

みんなと一緒に自身の国旗の色で

手形をとりました！

オーストラリアは移民して来られる方が多く、

国際色豊かです。

こどもたちから

感動のお手紙を

もらいました！

毛糸で作られている
アイスクリームのおもちゃ

ホームスティ

おい
しかったベトナム料理

観光

経験値を
上げるなら
コレ！

留学や研修が決まっている方

には、渡航前英会話トレーニン

グも行なっています。

留学や研修が決まっている方

には、渡航前英会話トレーニン

グも行なっています。

日本に居ながら国際交流をしよう！日本に居ながら国際交流をしよう！
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本学が協定を結ぶ本学が協定を結ぶ
それぞれ受けられる体験や制度が異なります。大学の特色を知り、自身の目的に合う学校選びで海外留学or海外研修を楽しもう！

カナダの文化を学びたい方のためのプロ
グラムが豊富で、春休みや夏休み期間に
は日本人向けのプログラムもあります。

アメリカの中でも安心安全な地域にあ
ります！チャレンジ精神ある方向け！寮が
とても綺麗で、日本人も少なめです。

キャンパスが二つあり、どちらか選べます！
①ロックハンプトン校
自然豊かな農場でBBQ三昧！ファームス
テイ気分を味わえる場所です。
②ブリスベン校
オーストラリアの街中にあり、キャンパス
が街と一体化しています。雑貨を見たり
買い物が好きな人はGOOD。

ホームスティ満足度120%！少人数制
で手厚い指導が受けられるので、しっ
かり英語を勉強したい人にオススメ！

教職員がフレンドリーで、大学は故宮
博物館や士林夜市など有名観光地
から近い！教室が 1階にあり、寮は2
階にあります。平日は中国語に集中
でき、週末には観光しやすい最適な
環境です！

サポート体制ばっちり！!現地の教職員や
学生たちが四六時中私たちを楽しませ
てくれること間違いなし！授業の他に宿
題を見てくれたり、アクティビティでは企
業見学やテーマパークにも行きます。

短期語学研修の体験談は P.8 ベイカリー製品開発実務やコーヒー創業の授業など

文化体験研修の様子

研修の様子

留学の体験談は P.3

実習を中心とした大学の授業が短期で
受けられるという他ではなかなかできな
い体験ができます！そして研修費が激安！
韓国語を勉強している実力者、もしくは
向上心がある方にはオススメです。

ブリスベン校

授業の様子

Showa Boston Institute 
for Language and Culture
昭和ボストン／アメリカ

University of Regina
 リジャイナ大学／カナダ

Buena Vista University
ブエナビスタ大学／アメリカ

The University of 
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