Spring 2019
一橋大学 短期海外研修

Professional Skill Training Program
シンガポール & マレーシア

渡航期間

日 程

2019 年 2 月 12 日（火）～3 月 7 日（木） 24 日間

日付

予定

研修校
University of Technology Malaysia（UTM）

羽田空港集合後、出発のご案内
1

2/12(火)

22:50 羽田⇒シンガポール(SQ635)

滞
在

機
中
泊

Singapore Management University（SMU）
05:25 シンガポール空港到着後

滞在方法＆食事条件

2

2/13(水)

大学ゲストハウス ＆ホテル(予定)
募集人数
10-15 名程度
グローバルポートフォリオ CAP 制対象外

研修費用 10-14 名の場合：373,050 円（お 1 人様）
15 名の場合

：355,950 円（お 1 人様）

※燃油特別付加運賃は 2018 年 9 月末までに発券した際の費用です。
原油価格に応じて価格が変動する可能性があります。
※上記費用は、2018 年 8 月のレートをもとに算出されたものです。
参加費には外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動により、
総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。
参加費の支払いは、申込金 11 月、残金納入 12 月下旬～1 月上旬
を予定しています。

研修企画

マレーシアへ移動
研修校または滞在先へ
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2/14(木)

｜

｜

14

2/25(月)

15

2/26(火)

16

2/27(水)

｜

｜

23

3/6(水)

マレーシア UTM にて研修

シンガポールへ移動

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

ホ
テ

シンガポール SMU にて研修

ル
14：05 シンガポール⇒羽田（SQ634）

－
21：40 羽田空港到着後解散
※利用予定航空会社：シンガポール航空（SQ）
※日程表は 8 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。
24

3/7(木)

一橋大学国際教育交流センターおよび学務部国際課
東京都国立市中 2-1 一橋大学 国際研究館
担当教員：秋庭 田口

研修手続き
旅行企画・実施

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会
（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

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】

【研修費用に含まれないもの】



















往復航空運賃（シンガポール航空/エコノミークラス）
空港関連諸税（2018 年 8 月現在 5,500 円）
国際観光旅客税（2019 年 1 月 7 日発券分より 1,000 円）
プログラム費用
宿泊費
食費一部
空港送迎費（往復）
海外旅行保険
（東京海上日動 A3 タイプ/25 日まで 19,410 円）
 旅行変更費用担保特約
（出国中止費用+中途帰国費用 10 万円/25 日まで 340 円）
 企画料

研修地 Singapore & Malaysia
マレーシアの研修地ジョホールバルはマレーシア・ジョホール州
の州都で、都市圏の規模は首都クアラルンプールに次ぐ第 2 位
の都市です。ジョホール海峡を挟んだ対岸にシンガポールがあり
橋でつながっていますので、相互往来はとても便利で盛んです。
シンガポールは東京 23 区と同程度の大きさの国ですが、治安も
よく公共交通機関が整備されているとても発展していて、必要な
ものはほとんどが手に入る滞在しやすい国です。
また、様々な民族が生活する多民族国家の為、小国でありなが
ら、料理・言語・風習・宗教など様々な文化を身近に体験できます。
【気候】
マレーシア・シンガポールともに熱帯雨林気候の為常夏です。

燃油特別付加運賃（2018 年 9 月まで 0 円）
ご自宅から羽田空港までの交通費・宿泊費
渡航手続き諸費用（パスポート取得時の印紙代等）
個人的な諸費用（小遣い、電話代、クリーニング代等）
超過手荷物料金（航空会社の規定による）
研修日程以外および自由行動時に伴う費用
滞在先から研修校までの通学交通費
食費一部
・現地でのオプショナルツアー

Malaysia
Johor Bahru

研修校
マレーシア工科大学 University of Technology Malaysia （UTM） http://www.utm.my/
マレーシア工科大学は 1904 年に創設され、ジョホールバルにメインキャンパス
を有するマレーシアで最も古い理工系大学であり、国立の研究重点大学でもあります。
最新の QS 世界大学ランキング(2017)では 253 位であり、マレーシア国内では第 2 位
の大学です。理工系に強い大学としても定評があり、国内における工学系人材の約 3
分の 2 を輩出しています。また、全学生数の約 6 割が大学院生である点、約 60 か国か
ら約 5,000 人の外国人留学生が在籍している点でも、マレーシアの研究大学としてトッ
プを誇っています。

シンガポール経営大学 Singapore Management University (SMU) https://www.smu.edu.sg/
2000 年に設立されたシンガポールの大学である。シンガポール経営大学は、変化の
多い時代に対応できるリーダーや起業家を輩出することを目的に、シンガポール政府
が出資し、米国ウォートン・スクールをモデルとして、設立されました。シンガポールの
中心部に位置しており、実業界とのつながりがとても強い大学です。

研修内容 Professional Skill Training Program (Singapore & Malaysia)
※講義の内容は変更になる場合があります。

このプログラムは国際社会でリーダーシップを発揮し活躍する為の専門的知識を取得することを目的としたプログラ
ムです。現地学生とのグループワークを通して現地の文化も深く知ることが出来ます。
研修はマレーシア（ジョホールバル）とシンガポールという東南アジアの活気ある 2 か国で実施します。

➢
➢
➢

to acquire global leadership skills,
and cross-cultural communication skills
to have a vision of working in the global settings
to learn about the ecologically sustainable business / economy
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

プログラム内容（予定）
マレーシア工科大学（UTM） 2 週間のプログラム 2019/2/14~2/25

Week 1
ジョホール
マレーシア

Week 2
ジョホール
マレーシア

Week 3
シンガポール

・プログラム・オリエンテーション
・UTM 学生と一橋大学生によるプレゼンテーションのグループとテーマ発表
・UTM 教員による講義（環境保護、東南アジア地域における経済発展）
・Kota Iskandar（新行政地区）と開発庁訪問
・フィールドワーク I（国立公園、都市部と農村等の訪問を通じて、具体的な環境保護の取組や現地のローカルビジネス
について学ぶ）
・UTM 教員による講義（ジョホール州とマレーシア政府による都市計画プロジェクト、東南アジア地域における学生交
流とキャリア形成）
・現地の小学校訪問
・フィールドワーク II（Malay Cultural Village 等)
・グループプレゼンの準備と最終発表
・最終日（シンガポールへの移動日）: Marina Bay
シンガポール経営大学 (SMU)・他 1 週間のプログラム 2019/2/27~3/6
・SMU 学生とのプロジェクト学習
・日本語初級クラスの SMU 学生とのグループ・ディスカッション
・現地企業、起業家訪問
・如水会シンガポール支部会員との交流会
・1 泊 2 日の週末ホームステイ 現地の生活･文化を体験

滞在先
マレーシア ： マレーシア工科大学内のゲストハウス（3-4 名で 1 室）
シンガポール ： ホテル(2 名 1 室朝食付き)
申込手続き
申込期限：10 月 12 日（金）
申込方法：参加希望申込用紙を提出する（提出先：教務課第三係）
「事務室移転のお知らせ」
http://international.hit-u.ac.jp/jp/abroad/news/index.html

★★★参加者の声★★★
この短期海外研修を他の学生（友達や後輩）に勧めたいと思いますか？
の問いに参加者の 100％が YES !! と回答。 その理由は？


自分の今の生き方について考えさせられるから。



東南アジアでの研修は珍しく、そこでしか味わえないものがある。



マレーシア・シンガポールとも活力に溢れていて今後の大学生活で成長する強いモチベーションになる。



プレゼンテーション技術や、SMU のチームワークセッションは非常に実用的でためになる能力が身についた。



振り返ってみると一番印象に残っているのは現地のバデイとの交流。やはり一番は人との関わりだった。



３週間でこんなに盛りだくさんな経験ができるのならいかなきゃ損だ。外国であっても人が感じるものは同じだということ。すごいこ
とはすごいと思うし、つまらないことはつまらないと思う。なので世界中の人にすごいと思ってもらえるような人になりたいと思うき
っかけになった。後悔や反省はないが、もっと英語の勉強を頑張ってもっとたくさんバディと話せるようになりたいと強く思った。



ムスリムとこのように濃く交流できるプログラムはそうそう無い。



伝統的な村でのホームステイを含む貴重な体験をできる。

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（取消料）について
申込書と申込金振込時点で正式なお申し込みとさせていただきます。万が一申込者が研修の参加を取り消される
場合には、以下の通り取消料がかかりますのでご了承ください。
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から

無し

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

手配旅行部分の取消料

旅行代金の 20％

旅行代金の 50％

取扱料金（￥37,800－）
＋研修校などが定める取消料

旅行代金の 100％

◎ 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

ー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務局

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

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

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

Foreign Language）の日本での運営を開始しました。現在は、

す。今日では、世界約 40 か国に 700 名のスタッフを擁し、年

TOEFL iBT®テストの広報やセミナーの開催などの研究活

間約 5 万人の若者や教員が CIEE のプログラムに参加して

動、TOEFL ITP®テストの運営・実施、Criterion® をはじめと

います。

する英語教育指導・支援ツール等の導入・運営などを行い、

日本代表部は、1965 年に日本で初めて 20 代の若者を夏期

TOEFL®テスト受験者や各教育機関に対し、常に最新の情

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

報やサービスの提供に努めています。

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

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

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。

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。

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・

これからも、TOEFL®テスト日本事務局として英語力向上の

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

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

など、活動は多岐にわたります。現在は、大学生を対象とし

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、

た国際教育、体験、交流プログラムを中心に、新しい時代の

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

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

ラムを提供してまいる所存です。

プログラムも提供しています。

CIEE 日本代表部は 2018 年 9 月から「一般社団法人 CIEE

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

国際教育交換協議会」となりました。なお英語表記は「CIEE

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

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。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

