2019 年度 短期海外研修
夏期・モナシュ大学

Global Professionals Program

Monash University, Monash College
渡航期間

日程

2019 年 8 月 3 日（土）～9 月 2 日（月） 31 日間
研修校

月日
1

Monash University, Monash College
滞在方法 ホームステイ（1 人部屋）

2

予定

8/3

成田空港集合後、出発のご案内

(土)

20:05 成田⇒メルボルン (QF080)

8/4

07:35 メルボルン空港到着後、

(日)

研修校もしくは滞在先へ移動

8/5

食事 1 日 3 食付き
引率/添乗員 なし

3

(月)

｜

｜

28

募集人数 10 名程度

月～金:研修

8/30 土／日:自由行動

機内

ホ
ー
ム
ス
テ
イ

(金)

研修費用 約 63.8 万円（お 1 人様）

29

8/31
(土)

※研修費用は 2019 年 2 月時点の為替レートにて算出されたもので
す。研修費用には外貨建ての費用が含まれておりますので、為替
レートの変動に応じて金額が変更になる可能性があります。

予定しています。

30

9/1

16:30 メルボルン⇒シドニー (QF450)

(日)

17:55 シドニー空港到着後、乗継

※詳細は国際教育交流センター/秋庭
h.akiba@r.hit-u.ac.jp までお問い合わせください

機内

20:50 シドニー⇒羽田 (QF025)
31

単位 6 単位（グローバル・ポートフォリオ枠）

終日自由行動
メルボルン空港へ移動

※研修費用の支払いは、申込金 6 月、残金納入 7 月上旬～中旬を

≪企画・立案≫
≪研修手続≫
≪旅行手配≫

Monash College にて研修

滞在

9/2

05:15 羽田空港到着後、到着ロビーにて

(月)

出迎えスタッフが点呼をした後、解散

－

※利用予定航空会社：QF（カンタス航空利用）
※日程表は 2019 年 2 月現在のものです。現地事情及び
航空会社の都合により、変更になる場合があります。

一橋大学 国際教育交流センター/秋庭 E-mail：h.akiba@r.hit-u.ac.jp
一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会
株式会社カウンシル・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

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

【研修費用に含まれるもの】
 海外旅行保険費用（東京海上日動 A3 タイプ/31 日まで）23,040 円
 旅行変更費用担保特約（出国中止費用+中途帰国費用 30 万円/31 日まで）1,150 円
 授業料、宿泊費（ホームステイ／1 人部屋、3 食付）、空港送迎費
 往復航空運賃（カンタス航空／エコノミークラス）、
 空港関連諸税（参考料金：2019 年 2 月現在 13,390 円） ※変動する可能性があります。
 国際観光旅客税(1,000 円)
 ETAS 2,160 円
 CIEE 研修手続・サポート費
【研修費用に含まれないもの】
 ご自宅から成田/羽田空港までの交通費・宿泊費
 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）
 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超過手荷物運搬料金）
 研修日程以外に伴う費用
 滞在先から研修校までの通学費
 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用

研修校 Monash University
モナシュ大学は 1958 年創立のビクトリア州メルボルン近郊にある州立大学です。学生数約 70,000 人のうち、約
24,000 人は留学生と、国際色豊かな大学です。州内に 6 つ、国外に 2 つのキャンパスがあり、オーストラリアで優れ
た 8 大学を構成する Group of Eight のメンバーです。
Monash College
モナシュカレッジはモナシュ大学運営の元、大学入学準備コースとして、主に留学生向けに、ファンデーションプログラム、
ディプロマプログラム、英語教育、インターンシッププログラムを提供しています。在学生のうち約 95%が留学生です。
今回の研修はシティ・キャンパスまたはクレイトン･キャンパス（どちらもメルボルン中心地）にて行われる予定です。
申込要件
⚫ 国際的な就職活動やインターンシップ、海外勤務の希望者を対象とするため、語学要件を設けています。
IELTS 5.5 または TOEFL iBT Overall 71、TOEFL ITP 530、TOEIC700 程度

⚫ 本学の定期健康診断を受診すること
申込について
■申込期限： 5 月 9 日（木）
■申込方法： 「参加希望届」を教務課第 5 係へメールもしくは印刷して提出
日程（予定） ※現地研修の前に、グループワークと講演を中心とした事前オリエンテーションがあります。
日時

授業内容

5 月 15 日（水）

面接

5 月 29 日（水）4 限

事前研修①：研修内容・スケジュール・手続きの確認 【CIEE】

6 月 05 日（水）4 限

事前研修②：英語でのプレゼンテーションについて

6 月 05 日（水）まで

申込書類提出、申込金 5 万円振込および CIEE オンライン登録締切

6 月 12 日（水）

事前研修③：携帯レンタルサービス説明会（12:40～13:00）
事前研修③：危機管理オリエンテーション（19:10～）

6 月 19 日（水）4 限

事前研修④：異文化感受性理論について

6 月 26 日（水）4 限

事前研修⑤：異文化コミュニケーションについて

7 月 03 日（水）4 限

事前研修⑥：現地プロジェクト準備 or ゲストスピーカーによる講演、研修報告書について

7 月 17 日（水）4 限

事前研修⑦：出発前の最終確認 【CIEE】

9 月 9 日（月）

帰国報告会

9 月 13 日（金）まで

研修報告書提出

※上記日程および授業内容は、変更になる可能性があります。
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

研修内容 Global Professionals Program (GPP)
将来、グローバルな職場環境で働くことを目指す大学生を対象にした、短期集中型の
プ ロ グ ラ ム で す 。 「 Global Perspective 」 、 「 Cross-Cultural Capability 」 、 「 Global
Professional Skills 」、「Cultural and Business Engagement」に焦点をあてたカリキ
ュラムとなっています。
≪授業≫
1～3 週目は、マカオ・中国・マレーシアからの学生と共に「グローバルな人材の育成」を
目的とした授業を受けます。4 週目は、日本の他大学の学生と授業を受ける他、企業訪問やチームプロジェクトに参
加します。現地研修前には、春夏学期の授業として事前オリエンテーションを実施します。授業の中では、行動特性診
断を通して「自己」を振り返り、現地での 4 週間のパフォーマンスに備えます。また、特に海外生活等で求められるであ
ろう、問題解決能力や自己内省力に関するトレーニングや、異文化理解、その他危機管理についてのオリエンテーシ
ョンをおこないます。
≪企業訪問≫
国際的事業を展開している地元企業を訪問します。オーストラリアに支社のある日本企業や現地企業などを訪問し、
「海外で働くということ」等の実地体験を直接伺う機会や、ディスカッション・質疑応答の機会があります。
★過去に訪問した企業 ※2019 年の訪問先は下記と異なる場合があります。
・CPA Australia （オーストラリアでも最大規模の公認会計士協会）http://www.cpaaustralia.com.au/about-us/contact-us
・Asahi Holdings Australia Pty Ltd（アサヒビールグループ会社） http://www.asahigroup-holdings.com/en/
・Mitsui & Co, Australia Ltd（三井物産株式会社オーストラリア） http://www.mitsui.com/au/en/index.html
・Marubeni Australia Ltd, Melbourne Branch（丸紅株式会社オーストラリア） http://www.marubeni.com/

※1～3 週目はマカオ・中国・マレーシアと共に授業を受ける予定です
※BYOD (Bring Your Own Device)：ラップトップパソコンおよびヘッドホン（or イヤホン）の持参が必須です。

≪Sample Program Schedule≫ ※スケジュールは変更になる場合があります。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

★今回のインタビューで、自分が商社で

★今回のインタビューをする前は、海外で起業するというイ

働きたい、そして海外で働いてみたいと

メージはあまりわきませんでしたが、ビザの取得という点か

いう気持ちをより強く持つようになり

ら起業をすることがあると知って驚きました。自分の慣れな

ました。日本という自分の安全領域を超

い環境に飛び出していくというのはとても勇気がいることです

えて外国の土地で働くことはかなりハ

が、それによって得られるものは大変多いとも感じました。

ードな反面やりがいも大きいというこ

今回お話を伺ったことで以前よりも海外で働くことへのイメ

とがひしひしと伝わってきました。

ージが明るいものになりました。

（経済学部 3 年/男性）

（商学部 2 年/女性）

◎ 手配団体・旅行会社について CIEE Japan、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
短期海外研修の「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の「旅行手配」を
担当します。
※業務の範囲：CIEE Japan 及び㈱カウンシル・トラベルは、添乗員として研修に同行することはありません。
予めご理解の上、お申込みください。プログラム企画：一橋大学

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会：研修手続き代行団体

www.cieej.or.jp

英語の試験 TOEFL の日本事務局、及び高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する
非営利団体。→一橋大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施。

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社
CIEE Japan のトラベルサービス部門。CIEE Japan の国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。
→本プログラムの航空券・ビザ、及び海外旅行保険手配を実施。

Monash University, Monash College ：現地での研修とサポートを提供
◎ キャンセル料（取消料）について
万が一、研修のご参加をキャンセルされる場合には､以下の料金がかかってまいります。
取消し受付日

受注型企画旅行部分の
取消料

申込日から旅行開始日の前日
無し
から数えて 31 日目までの場合
旅行開始日の前日から数えて
旅行代金の 20％
30 日目から 3 日目までの場合
旅行開始日の前々日から
旅行代金の 50％
旅行開始までの場合
旅行開始後または
旅行代金の 100％
無連絡不参加の場合
*＠＝研修校で規定されている取消し料

手配旅行部分の
取消料

取扱料金（￥37,800－）
＋研修校などが定める取消料

※ 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。
※ 旅行代金とは航空券代金を指します。
※ 航空会社の団体予約規定により、上記キャンセル料以外にデポジットの返金が無い場合もあります。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

