一橋大学主催 夏期短期海外研修 (香港“香港中文大学”)

Experience CUHK International
Summer School 2019
香港中文大学
1 週間のビジネス研修（Job Shadowing）と 3 週間の中国語研修の 4 週間のプログラム!!
渡航期間： 2019 年 7 月 27 日（土）～8 月 25 日（日） 4 週間

SHORT-TERM
GLOBAL TRAINING
SUMMER 2019

研 修 校： 香港中文大学（CUHK）
滞在方法: 香港中文大学寮 Lee Woo Sing College （食事なし）
募集人数: 12 名
募集条件: 中国語が母語の学生は参加不可
TOEFL ITP500 以上が望ましい
研修費用： 約 29 万円 （お一人様）

香港を知る
ビジネス体験
Job
Shadowing

（一橋大学から約 20%の奨学金あり）
〈注意事項〉
1. 研修費用は 2019 年 3 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。
2. 燃油特別付加運賃は 2019 年 3 月末までに発券した際の費用
であり、原油価格に応じて金額が変動する可能性があります。
3. 研修費用の支払いは、申込金 5 月、残金納入 6 月中旬～下旬を
予定しています。

≪企画・立案≫

一橋大学

≪研 修 手 続 ≫

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

≪旅 行 手 配 ≫

国際教育交流センター ・ 教務課

語学研修では満
足しない人
のための
プログラム
香港中文大学
での
中国語講座と
文化交流

edu-gs.g@dm.hit-u.ac.jp

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

【研修費用に含まれないもの】

【研修費用に含まれるもの】
 往復航空運賃











（キャセイパシフィック航空直行便/エコノミークラス）
空港チェックイン手続きアシスタント費用 / 現地空港送迎費
現地研修費およびテキスト代
Hostel Deposit と Caution Money は問題がな
滞在費用
学生ビザ申請代金 い場合には、10 月末頃返金される予定。
Refundable Hostel Deposit (HKD1,000) ※
Refundable Caution Money (HKD450) ※
燃油特別付加運賃（2019 年 3 月末まで 4,000 円）
※変更になる可能性有
空港関連諸税（2019 年 3 月時点 6,340 円）
※変更になる可能性有
CIEE 研修手続・サポート費

日付

 海外旅行保険費用
（東京海上日動 A3 タイプ以上/31 日まで：23,040 円～）
 旅行変更費用担保特約 （東京海上日動 出国中止費用
+中途帰国費用 20 万円/31 日まで：770 円）
 ご自宅から成田空港までの往復交通費
 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）
 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
 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用

概 要(予定)

滞在

7/28 (日）

成田空港集合後、出発のご案内
10:40(予定) 成田空港から香港空港へ向けて出発(CX501)
14:40(予定) 香港空港到着後、
アシスタントと共に専用車で滞在先へ移動
ビジネス研修(予定)
香港日本人商工会議所柳生事務局長による日本と香港の
ビジネスに関する講義 @商工会議所

7/29(月)
｜
7/31 (水)

在香港日系企業にてJob Shadowing体験(3日間)
企業（予定）：かね善、肇英實業、ヤクルト香港、 日立
ABC Cooking、Fenix Group (City Super) 等

CUHK学生寮

8/01 (木)

午前 ： 報告会準備
午後 ： 報告会

CUHK学生寮

8/02 (金)

ヤクルト社工場見学

CUHK学生寮

7/27(土）

研修目的
CUHK学生寮

多文化社会における
コミュニケーション能
CUHK学生寮

力を体系的に習得
し、海外で実力を発
揮できる自信を経験
的に学習することを
目的とする。

香港の日系企業で

中国語研修 香港中文大学(予定)

ビジネス体験・観察

8/03（土）
｜
8/04(日)
8/05(月)
8/06(火)
｜
8/09（金）

終日自由行動

CUHK学生寮

1 週間

オリエンテーション＆Welcome Lunch

CUHK学生寮

▼

香港中文大学にて中国語研修
（CUHK International Summer School）

CUHK学生寮

香港中文大学

8/10（土）

終日自由行動

CUHK学生寮

8/11（日）

日帰り見学旅行

CUHK学生寮

8/12(月)
｜
8/16（金）
8/17（土）

CUHK学生寮

終日自由行動

CUHK学生寮

8/18（日）

日帰り見学旅行

CUHK学生寮

8/19（月）
｜
8/23（金）

香港中文大学にて中国語研修
（CUHK International Summer School）

CUHK学生寮

8/25（日）

Summer School
中国語研修 3 週間

香港中文大学にて中国語研修
（CUHK International Summer School）

8/24（土）

International

正午までに寮をチェックアウト（荷物は学生寮にて夜まで保管可）
終日自由行動
CUHK学生寮
夜 寮に戻り、荷物をピックアップ
アシスタントと共に専用車で香港空港へ移動
01:00(予定) 香港空港から成田空港へ向けて出発(CX524)
06:30(予定) 成田空港到着後、
到着ロビーで出迎えスタッフが点呼をした後、解散

※利用予定航空会社：CX（キャセイパシフィック航空）
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

香港中文大学 CUHK
1963 年に創立された香港中文大学（Chinese
University of Hong Kong）は、伝統と現代、中
国と西洋文化の融合をミッションとするグローバ
ルな視野をもつ研究型総合大学です。香港を代
表するトップ大学として香港大学と共に君臨して
います。香港で唯一カレッジ制度を採用してい
Hong Kong
る大学です。研究及び教育の質の高さは、世界
的に高い評価を受けており、世界各国から教師
陣および学生が集まっています。香港中心部から地下鉄で 30～40 分の郊外に位
置し、香港とは思えない広大なキャンパスと自然に囲まれた場所にあります。

研修内容
▼香港を知るビジネス体験 １週間▼
自分自身の将来について深く考える機会を得ることができるプログラム
今回の研修では、在香港の日系企業を訪問し、ビジネスの体験、観察ができる Job Shadowing を行います。企業
で働く社会人を観察し、体験することで自分の職業観を育むとともに、積極性、チャレンジ精神や主体性の向上、
そして今後大学で学ぶ意味や意義の理解と学習意欲の向上を目指します。このプログラムを通して、自分自身の
将来について深く考える機会を得ることができるでしょう。
受入予定企業とビジネス体験の内容（予定）
ヤ ク ル ト 香 港 ：消費者への PR 活動、商品配送や陳列の確認業務
か
ね
善 ： 日本の食品販売促進に係る業務
Feni x Grou p ： 高級スーパーCity Super での職場体験
ABC Cooking ： 料理教室のリサーチ等
肇 英 實 業 ： エコパークでプラスチックのリサイクル事業のリサーチ活動
（香港政府の支援を活用するため）
日 立 製 作 所 ： 受け入れ調整中

▼中国語プログラム、文化体験、交流プログラム ３週間▼
CUHK International Summer School 2018
香港中文大学インターナショナルサマースクールで実施される、３週間の実践的な中国語の学習と文化体験及
び交流プログラムに参加します！ 中国語は世界でもっとも話されている言語です。世界各国から集まる学生と共
に、実用的な中国語を効率的に質の高い授業を受けることができます。香港でしかできない充実のプログラムで
す。
➢
➢
➢
➢

授業とアクティビティを通して実用的な中国語の集中トレーニング(プレースメントテストによるレベル分け)
香港でもっとも広大で緑の多い香港中文大学のキャンパスで、世界中の学生たちと共に学ぶ
文化的な場所へのフィールドトリップを通して実用的な中国語を修得
授業以外の活動や訪問を通して、香港社会と文化を直に体験
充実の学生寮 Lee Woo Sing College
寮には共同キッチンや洗濯機、メニューが
豊富な食堂も完備!

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

事前授業（出席必須） ※現地研修の前に、グループワークと講義を中心とした事前授業があります。
日程
5 月 10 日(金)

時間
17:15 まで

授業内容
参加申請書提出締切
香港中文オンライン登録・CIEE オンライン登録･申込金（5 万円）締切り
5 月 12 日（日）
※登録についての詳細はお申込後、一橋大学教務課より連絡があります。
5 月 15 日(水)
4限
事前オリエンテーション（研修詳細、VISA 申請、保険等の説明）
5 月 22 日(水)
4限
事前オリエンテーション（研修詳細、VISA 申請必要書類回収）
5 月 29 日(水)
4限
異文化理解のためのトレーニング
6 月 12 日(水)
4限
香港の政治経済についてドキュメンタリー・ビデオから学ぶ
携帯電話説明
6 月 14 日(金)
4限
危機管理オリエンテーション
6 月 26 日(水)
4限
参加者プレゼンテーション（香港について）
7 月 3 日(水)
4限
CUHK の学生による香港紹介と意見交換
7 月 10 日(水)
4限
「香港と日本」に関する授業および CUHK からの注意事項説明
7 月 24 日(水)
4限
渡航直前オリエンテーション / ヤクルト研究所見学(自転車)
帰国後にフィードバック、成果報告会が 8/29 に実施されます。
※参加者はビザの取得が必要となります。以下の書類を 5 月 22 日までに必ずご準備ください。
・パスポート：未取得の方は、参加決定後、至急パスポートの取得が必要となります。事前にパスポート申請に必要な書類等（戸籍謄本、住民票等）をご準備ください。但し参加が決定はご希望に添えな
い場合がありますのでご了承ください。
･英文残高証明書（HK$22,000 以上）

キャンセル料（取消料）について
万が一、研修の参加をキャンセルされる場合には､以下の料金がかかります。
取消し受付日

受注型企画旅行部分の

手配旅行部分の

取消料

取消料

申込日から旅行開始日の前日
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
30 日目から 3 日目までの場合
旅行開始日の前々日から
旅行開始までの場合
旅行開始後または
無連絡不参加の場合
※
※
※

無し
旅行代金の 20％

取扱料金（￥37,800-）
＋研修校などが定める取消料

旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

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、航空券代金、日本語アシスト費用、専用バス利用の場合は専用バス代を指します。
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。

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は、本部をアメリカにおく国際交流団体です。 このたびの一橋大学短期海外研修の
「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社 (株)カウンシル・トラベルにて航空券等の「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 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。
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

