
【2０２２年度春季】

海外研修リスト（英語・韓国語・中国語研修）
申込締切：１１/１６（国際交流センターまで必要書類すべて要提出）

オンライン研修については上記日程後も応募可
(10/25更新）

研修国 マレーシア 台湾

都市 クライストチャーチ
オンライン

（国内受講）
サンウェイ市

（クアラルンプール）
ソウル ソウル 慶尚道

オンライン
（国内受講）

学校名(プログラム名） リンカーン大学英語研修
Languages International

オンライン英語研修
（4名～光華オリジナル企画）

サンウェイ大学英語研修
（5名～光華オリジナル企画）

梨花女子大学
韓国語研修

慶熙大学
短期韓国語研修

南海大学聴講研修
中国語キャンプ
オンラインクラス

研修期間
2023/2/6（火）-3/3（金）

（４週間）

①2023/3/13（月）-3/24（金）
②2023/2/20（月）-3/3（金）

（2週間）

2023/2/20（月）-3/3（金）
（１５日間）

2023/2/1（水）-2/17（金）
（１９日間）

2023/3/6（月）-3/24（金）
（３週間）

2023/3/6（月）-3/24（金）
（３週間）

2023/2/6（月）-2/24（金）
（3週間）

渡航日
帰着日

2023/2/3（金）
2023/3/5（日）
（変更の可能性あり）

オンライン（国内受講）
2023/2/19（日）
2023/3/5（日）
(変更の可能性あり）

2023/1/31（火）
2023/2/18（土）

2023/3/5（日）
2023/3/25（土）

2023/3/5（日）
2023/3/25（土）

オンライン（国内受講）

研修費用
（現地通貨） $3,650 $330 $1,500 KPW 1,594,400 KPW 1,450,000 KPW 425,000 TWD 15,000

研修費用（円） ¥310,250 ¥28,050 ¥225,000 ¥159,440 ¥145,000 ¥42,500 ¥69,900
適用レート（１０月現在） １NZドル約85円 １NZドル約85円 US$=150円 KRW 0.10 KRW 0.10 KRW 0.10 TWD 4.66

航空券 ¥250,000 ¥140,000 ¥87,000 ¥87,000 ¥80,000
海外旅行保険 ¥25,300 ¥14,310 ¥16,720 ¥18,150 ¥18,150

※参加費概算
(航空券・保険含む） ¥585,550 ¥28,050 ¥379,310 ¥263,160 約２２～２６万円

（寮の部屋タイプによる）
約13～14万円 ¥69,900

授業時間 月～金　9：00～15：00 月～金　9：00-11：00

月～金　9：00-12:30
13:30-15:30
（放課後）

現地大学生とクラブ活動など（選択制）

月～金　14：00-17：50
月～金　9：00-12：50

文化授業　水　14：00-15：50
月～金　午前中～午後

月～金　9：00-12：00
文化授業　火・木13：30-15：30

授業時間数 １００時間 ２０時間 ４０時間 60時間 80時間 未定 61時間

宿泊場所 ホームステイ 学生寮 学生寮（食事なし） 学生寮（食事なし） 学生寮（2人部屋or1人部屋）

食事 ホームステイ先にて３食付 平日の食券つき・到着日の食事
学食にて1食3,000won～6000won

（実費）
なし（寮で自炊可） 平日は３食学食にて（料金に含む）

世界各国からの学習者と机を並べ
英語を学習

語学研修 リーディング＆ライティング
韓国語授業５２時間

（話す・聞く・読む・書くの4技能）
韓国語授業 南海大学の講義の聴講 語学研修（少人数制）

少人数クラス6-16名
NZのネイティブの先生から毎日２時間ラ

イブで受講
リスニング＆スピーキング(Intensitve

English programmeの学生一緒に学ぶ）
文化授業（K-POP, K-Drama)

８時間
午後文化授業（k-pop, ドラマ、ハングル

カリグラフィー、美術館訪問など）
ホスピタリティ系や調理実習の授業

を聴講予定
文化プログラム

現地の学生と同じキャンパスで学ぶ Zoom受講 キャンパスツアー・お別れパーティー
トウミ活動：ｷｮﾝﾋ大学の学生と１：１でﾏｯ

ﾁﾝｸﾞ（催行されない場合もある）
現地大学生との交流 会話クラス

研修中はホームステイ滞在なので英語
に触れる時間が多い

日曜日はフリー 文化体験

単位認定

ライフデザイン「外国の大学での短期研修（2
単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
リベラル「海外での語学研修（2単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期研修

（2単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期研修（2

単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期研

修（2単位）」

特徴

クライストチャーチは豊かな自然と親
切な人々が多く、リンカーン大学のス
タッフは英語が不慣れな学生の事を
気にかけてくれる。今まで派遣した学
生は全員素晴らしいホームステイと
学校からの手厚いサポートの元、満
足した留学生活を送ることができた。
クライストチャーチのシティー中心部
から車で20分のところにあるリンカー
ンという町にある国立の総合大学。
大学近辺は羊も多い広大な敷地や
豊かな一軒家も多く、大学にて独自
のワイナリーも所有している。

毎回好評のオークランドの私立語学
学校Languages International主催。
経験豊富な先生がアットホームな雰
囲気で授業をおこなう。春休みの渡
航型に都合が合わない方、予算を
押さえたい方にもオススメです。
破格の料金設定。（1クラス4名～10
名までの少人数設定）
ただし最少催行人数に満たず開講さ
れない可能性あり。

本学の学生のために開講する英語
研修だが、リスニング＆スピーキン
グの授業はIntensitve English
Programmeの学生と共に学ぶ。放
課後は、自由参加で現地の学生の
クラブ活動に参加し、交流を深める
ことができる。Visualogue制作が課さ
れ、動画や写真を用い、今回の海
外研修を紹介するプレゼンを作成
し、最終日に発表する予定（変更の
可能性あり）。
滞在中の週末は、終日クアラルン
プールの市内観光（土）、フリータイ
ム（日）。
最小催行人数：５名

★読み書きができなくても参加可能。
独自の教材「エッセンス梨花韓国語」
をつかい話す、聞く、読む、書くの4技
能をバランスよく伸ばす。
K-popや韓国ドラマ、旅行など文化授
業もあり。
韓国文化の理解を助ける参加型文化
授業が2回実施される。（例：韓国料理
体験、礼節体験、博物館観覧、カリグ
ラフィーなど。内容は2023年1月に決
定予定）
～クラス分けテスト～研修開始前の
指定された期間にオンラインで筆記試
験。スピーキングテストは10分間イン
タビュー形式で実施。

★読み書きのできる初級以上の方
対象
毎回好評のキョンヒ大学の語学堂が
提供する韓国語講座。世界各国から
の学習者と机を並べて韓国語を学
ぶ。午前中は韓国語の文法、午後は
聴解・会話・読解・作文、韓国文化に
ついて学習する。
対象者は、韓国語の読み書きができ
る初級～中級者だが、渡航前までに
できるだけレベルアップしておくと授
業についていきやすい。別途、教材
の購入が必要。

参加資格：①韓国語能力試験
（TOPIK）2 級以上もしくは「ハン
グル」能力検定試験  4 級以上
または韓国語研修（キョンヒ大・
梨花女子大・蔚山科学大等）に
参加したことがある人。
②2022年度前期の必須科目出
席率が70％以上であること

本学の協定校である南海大学主
催の聴講研修のため現地の研
修費用自体は無料。釜山から車
で約2時間の慶尚道にある大
学。

日本時間に合わせた時間帯で
実施されるオンライン中国語レッ
スン（繁体字）。

スピーキングの練習用の授業が
あり、会話力を伸ばす工夫がさ
れている。台湾の文化をテーマ
にした文化授業がある。日本の
他大学から参加している学生と
一緒に授業をうける。

内容

※料金表の金額はあくまで概算です。今後の為替、燃油の料金、航空券料金の変動などにより、お支払い時の料金は変わる可能性があります。すべての研修において、振込手数料は自己負担となります※

ニュージーランド 韓国



【２０２２年度春季】
海外研修リスト（専門・海外インターンシップ）

申込締切：１１/１６（国際交流センターまで提出書類すべて要提出）
※アメリカ看護専門研修のみ１１/１０

研修国 アメリカ ベトナム カンボジア カンボジア

都市 シアトル ホーチミン プノンペン（首都） プノンペン（首都）

学校名(プログラム名） アメリカ看護専門研修 HISベトナム支店インターンシップ
SDGsインターンプログラム

（ジェンダー平等・環境問題）
SDGsインターンシップ（教育問題）

研修期間
2023/3/20-3/27

（8日間）
2023年2月～3月のうち約1位ヵ月

（渡航日・帰国日は応相談）

2023/2/28-3/8
（７泊９日）

（事前オンライン学習2/13月）

2023/3/12-3/20
（７泊９日）

（事前オンライン学習2/24金）

渡航日
帰着日

3/19
3/28

（渡航日・帰国日は応相談） 上記の通り 上記の通り

※参加費概算
(保険・航空券含む） ¥550,100 約４０～５０万円

（滞在ホテルや渡航日の航空券による）
¥362,000 ¥362,000

授業時間 午前中～午後 （寮の部屋タイプによる）
9:00-18:00
19:00-21:00

9:00-18:00
19:00-21:00

研修時間数 6日間 未定 76時間 76時間

宿泊場所 ホームステイ
ホーチミン市内のホテル

2つ星or3つ星
プノンペン市内のホテル プノンペン市内のホテル

食事
ホームステイ先（３食付き）
朝食・昼食は自分でつくる

含まない 朝食のみ 朝食のみ

午前中：看護、日常会話の英語レッスン 初日に会社説明と商品企画に関してレクチャー エシカルブランド企業訪問、モノづくり体験 教育支援団体の講演

現地学生によるキャンパス案内 インバウンド又はアウトバウンドの業務サポート（ミッ
ションやプレゼン指導なし）

内戦に関する学習、関連地の訪問
教育支援団体訪問（子どもたちとのアクティビ

ティ）、内線関連地の訪問

現地看護学部の先生の講義 販売用の旅行商品造成を視察を含めて実施 現地大学のキャンパス訪問 王立プノンペン大学訪問

現地看護学部の施設訪問
現地大学でのグループワークプロジェクト（カンボ
ジア人を対象に販売する商品アイディアの提案）

教育支援団体-学校訪問（グループワーク）

現地クリニック、ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞﾎｽﾋﾟﾀﾙ、高齢者福祉
施設研修

自己分析講座、ガクチカ講座 自己分析講座、ガクチカ講座

単位認定 リベラル「インターンシップ」科目（2単位） リベラル「インターンシップ」科目（2単位） リベラル「インターンシップ」科目（2単位）

特徴

全国の看護系大学の学生、院生を対象としてい
る。全米で最も住みやすい街の1つであるシアト
ルにて７日間アメリカ人家庭にホームステイしな
がら、6日間の研修に参加する。

午前：英会話・看護英語レッスン
午後：研修
現地で働く日本人看護師から直接、日米看護の
違いについて、また、日系高齢者福祉施設を訪
問し、高齢者介護ケアについて学ぶことができ
る。現地学生との交流の機会も準備。6日間ホス
トファミリー宅にて滞在（2名/家庭）アメリカの日
常生活を体験できるのも魅力。（★申込〆切：
2022/11/10）

本学より1名が参加できる旅行会社への就職に
関心のある学生におススメのインターンシップ。
インターン参加費用は無料（インターンシップ手
配料11,000円は要）だが、航空券、滞在費（市内
ホテル）、個人的生活費、海外保険料などは別
途実費負担となる。

参加人数者希望者はHISとの面接をうける。本
学から1名のみ（希望者多い場合は学内選抜）。
滞在中は、市内のホテルに滞在し、平日はHIS
ベトナム支店へ通い、インバウンドまたはアウト
バウンドの業務をサポートする。滞在日程はある
程度、融通が利くので要相談。

SDG’sインターンシップのジェンダー平等に特化
したカンボジア研修。インターン先は、社会的立
場の弱い女性に縫製技術を訓練し、商品開発、
販売を行っているカンボジアの会社「Proshop」。
主な製品は、トートバッグ、スカーフ、マスク、蓮
の葉のかごバッグなど。日本製品はデザイン性と
品質が高いので、日本人の学生の協力でいいア
イディアを提案してほしいというミッションに向か
い、他の参加者と協働し、製品開発をおこなう（最
小催行人数15名、他大学の学生も参加する研修
です）

インターン先は、無料図書館の運営などをおこ
なっているChildren Bridge Organizationという現
地のNGO。団体の代表者リー氏は、日本留学経
験があり日本語を話す。この団体が抱える問題
の解決のために（具体的には、団体を紹介する
パンフ制作）他の参加者と協働する。また、現地
の貧困層のこどもが通う学校を訪問し、子供たち
とアクティビティを行う機会、現地の名門大学（王
立プノンペン大学）を訪問する機会があり、単な
る観光旅行では経験できない貴重な体験をする
ことができる。（最小催行人数15名、他大学の学
生も参加する研修です）

内容

※料金表の金額はあくまで概算です。今後の為替、燃油の料金、航空券料金の変動などにより、お支払い時の料金は変わる可能性があります。すべての研修において、振込手数料は自己負担となります※


