
概要および目的 

横浜国立大学ではグローバル化推進事業の一つとして、平成 28年夏に約 4週間の海外短期英語研修を実

施します。派遣先は、米国ポートランド州立大学です。このポートランドにおける研修では、英語による情

報発信力を高めるべく英語力の強化を図り、加えて現地コミュニテイでの様々な学習活動を通して米国の社

会・生活・文化の理解を深め、交換留学に必要な語学能力取得も目指します。横浜国立大学は国際的な視野

を持った次世代の人材として成長するための実りある経験に積極的に取り組む参加者を募集します。 

日 程 

渡航期間 

2016年 8月 17日（水）～9月 12日（月）  27日間 

派遣場所 アメリカ合衆国 ポートランド州立大学

募集人数  10名程度 

※申請書類や面接等により選考を行います。

引率 本学教職員の引率はありません。 

滞在方法＆食事条件 

ホームステイ（1部屋、1日 3食付※注 1
 ）

※注 1 朝はシリアル等を自分で用意して食べる場合が多いです。

研修費用 1人あたり約 54.9万円 

※上記費用は、参加人数、為替変動、航空運賃の変更等により変わる

可能性があります。

YNU  

海外英語研修プログラム 

2016夏季 米国ポートランド州立大学 
≪派遣募集要項≫ 

【企画・立案】 横浜国立大学   

問い合わせ先：学務部国際教育課留学交流係（学生センター2階）  

  【研修手続き】 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山 

TEL 03-5467-5502  E-mail group@cieej.or.jp （月～金 9：30～17：30） 

【旅行手配 】 （株）カウンシル・トラベル 観光庁長官登録旅行業第 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員

月日 予定 滞在 

8/17(水) 

成田空港集合後、オリエンテーション 

15:45 成田空港よりポートランド空港へ向

けて出発（DL622） 

09:00ポートランド空港着 

現地係員またはホストファミリーによる出

迎え後、研修校へ移動 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

8/18 （木） 

｜ 

9/10(土) 

Portland State Universityにて研修 

月～金：研修参加 土日：自由行動 

9/11 （日） 

ポートランドﾞ空港へ移動 

12:45ポートランド空港から成田空港へ向

けて出発（DL623） 

機
中
泊

9/12（月） 15:15成田空港到着後、解散 － 

※利用予定航空会社：DL（デルタ航空）

※日程表は 2016 年 3 月現在のものです。現地事情及び

航空会社の都合により、変更になる場合がございます。

TEL 045-339-3183 
e-mail：kokusai.ryugaku@ynu.ac.jp



【研修費用に含まれるもの】 

・現地授業料、現地滞在費用

・現地到着日、出発日の現地空港～研修大学もしく

は滞在先までの移動費用（往復）

・ホームステイ条件に含まれる食事

・滞在先⇔研修校の通学費

・国際線往復航空運賃（エコノミークラス）

・燃油特別付加運賃

・空港関連諸税（見積り提出時 7,000 円）
・CIEE 研修手続・サポート費用

応募条件 

・本学の学生であること（国費留学生は除く）。学部 1、2年生が望ましい。

・英語を使った現地での活動があるため、英語によるコミュニケーションが積極

的にできること。（1年生秋学期の英語統一テストに使用されている TOEFL

ITPテストで 480点、TOEFL iBT55点、TOEIC530点、または英検 2級程度

の英語力を持っていることが望ましい。）

・心身ともに健康であること

・オリエンテーション（3回）に参加できること。（日時は右頁「出発までのスケジ

ュール」をご参照のこと。）

・帰国日まで有効な旅券が必要

（入国時に 90日以上に満たない方は、新たにパスポート申請手続きをするよう

お願いします。6月 10日（金）までに確実に取得しパスポートのコピーの提出

が可能なこと）

・IC旅券（e-Passport）を保有していること。

・2011年 3月 1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イ

エメンに渡航または滞在したことがある方、およびそのいずれかの国の国籍を

持つ二重国籍者は VISAなしで渡航することはできません。

応募方法 

提出書類： ・申請書 A及び申請書 B 

・行動規範誓約書

・成績証明書

・学生証のコピー

・英語力を示す資料（語学試験のスコア等ある場合）

・パスポート「パスポート番号や顔写真のあるページ」の写し（A4サイズ）

・申請書類提出場所：学務部国際教育課留学交流係（学生センター2階）

・申請締切：平成 28年 5月 20日（金）午後 2時（厳守）

選考方法 

一次審査  （書類審査：書類審査結果及び書類審査通過者の二次審査面接時間は 

5月 23日（月）までにメールにて通知） 

二次審査  （面接日：5月 25日（水）予定） 

参加者決定   5月 31日（火）までに応募者全員に参加の可否をお知らせします。 

研修校  Portland State University, International Special Programs 

(Office of International Affairs) 

本研修が行われるポートランド州立大学は 1946年に創立されたオレゴン州最大の大学であり、市内に 

広大なキャンパスを持っています。オレゴン州では唯一主要都市部に位置する州立大学です。学生は 

約29,000名（うち留学生は 2,000名以上）で、特に経営学、教育学、理工学の研究領域が有名です。 

このプログラムは International Special Programs (ISP)という部署が担当します。 

【研修費用に含まれないもの】 

海外旅行保険  (約1.7万円。本学指定のものに必ず加入すること）

米国電子渡航システム ESTA 申請料（2016 年 3 月時点 US＄14） 

ご自宅から成田空港間往復交通費 

渡航手続きにかかる一切の費用（パスポート取得時の印紙代等） 

滞在期間中の食事条件に明示されていない食事代 

フリータイム中の交通費、個人的な小遣い、電話代など 

超過手荷物料金（航空会社の規定による） 

研修日程以外に伴う費用 

土・日曜日に行われるオプショナル・ツアーおよびテキスト代など 

hashimoto.e-hkr
テキストボックス
・現代科目として開講予定です（卒業に必要な単位に算入されるかは各学部によって取扱いが異なります。問合せ先：国際教育課留学交流係）・JASSOの定める資格及び要件を満たす参加学生は奨学金として１人当たり８万円を受給できる可能性があります。

hashimoto.e-hkr
テキストボックス
本学の指定する海外旅行保険に必ず加入していただきます。

hashimoto.e-hkr
テキストボックス
休学中の学生はこのプログラムに参加できません



  

研修内容 America Plus Program 

英語研修だけではなくアメリカ文化や社会を学び、実践的なコミュニケーションスキルやビジネスを体験する、日本

の大学生対象の特別プログラムです。 

午前中（9：00-11：30）は、日常生活で使われる英語を英会話のテ

クニックや発音、語彙、最近のスラングなどを交えて実践的に学びま

す。クラス外でも自信を持って英語を話せるように、家族との会話、

学校での会話、またはビジネスや公共交通機関またはショッピング

での会話等様々な場面での英語会話について触れ、英語を学ぶと

同時にアメリカの文化も学ぶことが出来ます。 

午後（1：00-3：00）のクラスでは、American Business Classまた

はIntercultural Communication Classを選択できます。 

American Business Classでは、ビジネスプランをたてプレゼンを

行うなど、より実践的・専門的なことを学び、Port of Portland PDX、インテルなど（2014年度例）への企業訪問を予定

しています。また、プログラムの締めくくりとして、パワーポイントを用いたプレゼンテーションが予定されています。 

Intercultural Communication Classでは、カルチャーショックや異文化適応について学ぶと同時にアメリカの文化、

価値感や習慣等について学びます。プログラムの最後には、クラスで学んだコンセプトをゲームやロールプレイを用

いて発表する機会が予定されています。研修校には日本人スタッフもいるので、海外が初めてでも安心して研修を受

けられる環境です。 

 
 

ホームステイ 

研修期間中は地元の一般家庭でホームステイをします。 

ポートランド州立大学が提携するホームステイ手配会社 ANDEOが 

ホストファミリーを選定し手配します。 

通学はバスや路面電車を利用して 60～90分くらいです。 

ホストファミリーの家庭環境・家族構成・国籍・年齢はさまざまです。 

※１家庭に日本人または他国籍の留学生が滞在する場合があります。 

 
 

 

◎出発までのスケジュール  ※オリエンテーション 3回には必ず参加すること。  

手続き・オリエンテーション 日時・内容 

募集説明会 5月 11日（水） 12：10～12：50 

申請締め切り 5月 20日（金） 午後 2：00（厳守） 

選 考 
5月 23日(月) (一次審査通過者：メールにて通知) 

5月 25日(水) (二次審査 面接 予定) 

参加者決定日 5月 31日（火） 

第 1回 オリエンテーション 

【手続き編】 

6月 2日（木） 12：10～12:50 

・申込手続き書類提出、研修校書類についてのご説明 

・海外旅行保険等についてのご案内 

書類手続き・申込金締切 6月 10日（金） ・書類返送、オンライン入力、申込金振込 締切 

第 2回 オリエンテーション 

【危機管理/異文化理解編】 

7月１日(金)予定 16：30-18：00 

・危機管理および異文化理解についての説明とケーススタディー 

参加費用のお振込 参加費用請求書発行は、6月下旬～年 7月中旬を予定 

第 3回 オリエンテーション 

【出発準備編】 

8月 4日(木）予定 16：30-17：30 

・ﾌﾗｲﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ、発着時のご案内、滞在先、連絡先等のご案内 

・その他、渡航案内、出発前の準備、持ち物等の資料配布 



  

 

◎キャンセル料について 

万が一研修の参加を取消しされる場合には以下の料金がかかります。 

CIEE 
 ①取消し手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校規定の取消し料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

㈱カウンシル・トラベル  ③旅行費用取消し料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで ¥37,800 ＠ 0% 

出発日の 30日前から 22日前まで ¥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ¥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで ¥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ¥70,200 ＠ 50% 

*＠＝研修校で規定されている取消料 

※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を指します。

電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・年末年始休暇は 

翌営業日扱いとなります。 

※ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 

※旅行費用とは往復航空券代を指します。 

◎手配団体・旅行会社について  CIEE、カウンシル・トラベルとは？ 

国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。 このた

びの横浜国立大学短期海外研修プログラムの「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社（株）カウンシル・トラベルで航

空券等の「旅行手配」をお受けします。 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部   http://www.cieej.or.jp/ 

TOEFLテストと国際教育交流の CIEE 

CIEE は、教育を通して国際交流を図り人類の相互理解を

促進することを目的に 1947 年にアメリカで創設された非営

利法人で、65 年もの経験を持つ国際交流の世界的リーダー

です。今日では、世界 40か国に 580名のスタッフを擁し、年

間 4万 5千に上る若者や教員が CIEEのプログラムに参加し

ています。  

日本代表部は、1965年に日本で初めて 20代の若者を夏

期にアメリカの大学に組織的かつ継続的に派遣して以来、

日本における国際交流の草分けとして各種国際交流プログ

ラムを運営しており、これまでに 5万 5千人の方々が参加し

ています。現在は、大学生を対象とした国際教育、体験、交

流プログラムを中心に、新しい時代のニーズにも応じて、海

外でのボランティアやインターンシッププログラムも提供して

います。さらに、日本政府より委託された国際交流に関する

調査・研究、教員を対象とした派遣研修、受入プログラムへ

の協力など、活動は多岐にわたります。 

もう 1つの事業として、1981年に米国最大のテスト機関で

ある Educational Testing Service（ETS、本部ニュージャー

ジー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務

局としてペーパー版 TOEFL®テスト（Test of English as a 

Foreign Language）の日本での運営を開始しました。現在

は、TOEFL® iBT の広報やセミナーの開催などの研究活動、

TOEFL ITP®テストの運営・実施、Criterion® をはじめとす

る英語教育指導・支援ツール等の導入・運営などを行い、

TOEFL®テスト受験者や各教育機関に対し、常に最新の情

報やサービスの提供に努めています。 

このように、CIEE 日本代表部は、TOEFL®テスト日本事

務局として英語力向上の支援をするとともに、実践的な英語

コミュニケーション能力を鍛え、異なる文化やことばをもつ世

界の人々との理解を深め、人との出会いの大切さや感動を

実感できる国際交流プログラムを提供しています。 

 

 

株式会社カウンシル・トラベル 

観光庁長官登録旅行業 1210号 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

   CIEEプログラム参加者の航空券の手配、海外旅行保険加入手続きを専門に取り扱い、CIEEが提供するプログラムを旅の面 

   から支えている CIEE傘下のトラベルサービス部門です。また、国際学生証・国際青年証・国際教師証の発行も行っています。 




