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渡航期間 2020 年 2 月 14 日（金）～3 月 9 日（月）25 日間 

研 修 校 

Portland State University,  

The International Special Programs Office 

滞在条件 ホームステイ（1 人部屋、1 日 3 食付） 

募集人数 15 名程度 

参 加 費 

約 56 万円 
●授業料、滞在費、往復航空運賃、燃油特別付加運賃、空港関連諸税を含む 

●アメリカ電子渡航ビザ ESTA 申請料、個人経費等は上記参加費に含みません 

●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。 

応募条件 本学の学生であること ほか募集要項のとおり 

申込締切 

募集〆切：2019 年 11 月 5 日（火）午後 2：00（厳守） 

●提出書類：申請書（本学ウェブサイトに書式が掲載されています）、 

誓約書、成績証明書、学生証のコピー、 

パスポートの写し（カラーコピー、A4 サイズ、「旅券番号や顔写真のあるページ」のみ） 

●提出場所： 

（紙媒体）学務部国際教育課留学交流係（学生センター2 階） 

(データ)  kokusai.ryugaku@ynu.ac.jp（件名は「YNU ポートランド研修_氏名」） 

【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２F）   

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

【研修手続き】 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

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 

申請書、誓約書等はこちら
からダウンロードして 
ください。 

hashimoto.e-hkr
楕円
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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、2020年春に約 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。 
 

渡航期間 2020年 2月 14日（金）～3月 9日（月） 25日間  日程 
 
派遣場所 アメリカ合衆国 ポートランド州立大学  

（本学教職員や添乗員による引率なし） 

募集人数 15名程度  
※申請書類や面接等により選考を行います。 

滞在方法  
ホームステイ（1人 1部屋※注 1、1日 3食付※注 2 ） 
※注 1 同じ家庭に、他国の又は日本人の留学生が配置されること 
     があります。 
※注 2朝はシリアルを自分で食べる等セルフサービスが多いです。 
     また、昼食はホストファミリーが作ってくれるか、材料を提供して 
     もらい、自分で作るかのどちらかです。 

研修費用  約 56万円 （1人あたり） 
※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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【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２F）   

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

【研修手続き】 一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会 
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 

家計基準及び成績要件を満たす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。 

月日 予定 滞在 

2/14 
(金) 

成田空港集合後、オリエンテーション 
17:10成田空港よりポートランド空港へ 
向けて出発（DL068） 
09:26ポートランド空港到着 
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 

2/15 
(土) 
｜ 
3/6 
（金） 

Portland State University にて研修 
月～金：研修参加 土日：自由行動 

3/7 
（土） 自由行動 

3/8 
（日） 

ポートランドﾞ空港へ移動 
12:40ポートランド空港から成田空港へ
向けて出発（DL069） 

機
中
泊 

3/9 
（月） 15:25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 2019 年 9 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 

YNU 海外短期英語研修プログラム 
2020年春季 米国ポートランド州立大学 

≪派遣募集要項≫ 
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研修校 Portland State University,  
International Special Programs (Office of International Affairs) 
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す。市内に広大
なキャンパスを持っており、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27,600名で、特に経営学、教育学、理工学の研究領域が有名です。本研修は
International Special Programs (ISP)という部署が担当します。 

研修 America Plus Field Studyついて 
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（9：00-11：30）【American Language & American Culture Class】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）【”Plus” elective classes & Field work】 以下4つのクラスから1つ選択授業です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 
通学は公共交通機関を利用します。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。  

【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～研修校までの往復送迎費 
・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 
・海外旅行保険（東京海上日動/25日間 A2の場合 ¥18,820） 
*海外旅行保険の加入タイプは選べます。また、タイプによって保険金は異なります。 
・CIEE研修手続・サポート費用 

 

【研修費用に含まれないもの】 
・米国電子渡航システム ESTA申請料 
（2019年 9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） 
 食事条件以外の食事代 
 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、テキスト代など 

American Business Class 
ビジネスやグローバル市場でのコミュニケーション、マネ

ージメントスタイル、起業家精神などを学びながら、現在

のアメリカのビジネスについて理解を深めます。最終的に

自分のビジネスプランを作成し、パワーポイントでプレゼ

ンテーションします。 

American Hospitality Management Class 
アメリカのホスピタリティ関連ビジネスにおける基本を学び

ます。授業では、ホテル、レストラン、リゾートや旅行代理

店など特定のホスピタリティ分野に焦点をあて、これらの

業界で働く体験をする予定です。最終的に ”My Dream 
Vacation” についてプレゼンテーションをします。 

Portland Pop Culture Class 
ポートランド文化のユニークな特質を紹介しながら、Pop 
CultureとAlternative Cultureをディスカッションやアクティ
ビティを通して学び、関連場所に行くことで、よりポートラン

ドやアメリカ文化への理解を深めます。最終的にポートラ

ンドの魅力を紹介するガイドブックをチームで作成します。 

American Volunteerism Class 
現在のアメリカのボランティア活動に関連するトピックを学

びます。例えば、ボランティアの定義、歴史や価値、社会

のニーズとの関係についてディスカッションをします。実際

にボランティア活動に参加し、最終的に”New Volunteer 
Project Idea” についてプレゼンテーションします。 
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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 
 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「出発までのスケジュール」を参照） 
 帰国日まで有効な旅券を持っていること  

* 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 
* 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、北朝鮮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 

 「海外旅行安全対策・危機管理Ⅰ」を履修すること 
 現代科目/全学教育科目のグローバル教育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） 

 研修中は毎週研修中の様子を、研修後は研修報告書及びプログラム修了証明書等を横浜国立大学国際教育課へ

提出すること 
 研修後に報告会等で研修成果を発表すること 

応募方法と参加者決定までの流れ 
提出書類： 

 申請書（本学ウェブサイトに書式の掲載あり）  

 誓約書、成績証明書 
 学生証のコピー 
 パスポートのコピー（カラー／A4サイズ） 
（旅券番号や顔写真のあるページのみ） 

提出先  
紙媒体の場合: 学務部国際教育課留学交流係 

（学生センター2階） 
データの場合: kokusai.ryugaku@ynu.ac.jp 宛 

（件名は「YNUポートランド研修_氏名」

◎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 日程 

募集説明会 10月 24日(木）、10月 28日（月） 12：10～12:45 

申請締め切り 11月 5日（火） ※募集延長の場合 11/12（火） 

参加者決定 11月 12日（火） ※募集延長の場合 11/18（月） 

第 1回オリエンテーション  
【手続き編】 

11月 20日（水）12：10～12:45 国際教育センター(S1-3)106室 
・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 
11月 28日（木） 
・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】 

12月 16日（月）16：20-18：20 国際教育センター(S1-3) 106室 
・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、12月中旬頃 

第 3回オリエンテーション  
【出発準備編】 

1月 21日（火）15：00-17：00 国際教育センター(S1-3) 106室 
・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 

ご出発日 2月 14日（金）  

1. 書類提出 
応募締切: 2019年 11月 5日(火)14時 00分(厳守) 

2. 書類及び面接審査 
面接日: 11月 7日(木)、8日(金)、11(月)予定 
※面接日時は 11月 5日（火）までにメールで通知 
 

3. 参加者決定 
11月 12日(火)までに応募者全員へ参加可否のお知らせ 

 

hashimoto.e-hkr
取り消し線



  

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

 

◎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 Japan 
 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 ¥38,500 ＠ 0% 
出発日の 30日前から 22日前まで ¥49,500 ＠ 20% 
出発日の 21日前から 14日前まで ¥60,500 ＠ 20% 
出発日の 13日前から出発日 3日前まで ¥71,500 ＠ 20% 
出発日前日及び前々日 ¥71,500 ＠ 50% 

*＠＝研修校で規定されている取消料 
※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？ 
一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会（CIEE Japan）は、本部をアメリカにおく、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。 

一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会    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、71 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、世界約 40か国に 700名のスタッフを擁し、年間約
5 万人の若者や教員が 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 7万人の方々が参加しています。さ
らに、日本国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。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。  
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®テスト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、常に時代のニーズをとらえ、国際教育交流のパ

イオニアとしてCIEEならではの事業を展開してまいりました。
これからも、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

ムを提供してまいる所存です。 
CIEE日本代表部は 2018年 9月から「一般社団法人 CIEE
国際教育交換協議会」となりました。なお英語表記は「CIEE 
Japan」です。 
 

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 Japan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 Japanが提供するプログラムを
旅の面から支えている CIEE Japan傘下のトラベルサービス部門です。 


