2017 年度
一橋大学 短期海外研修
企業派遣 Madrid, SPAIN

渡航期
2018 年１月 19 日＇金（または 1 月 20 日＇土（
～2 月 26 日＇月（ 5 週間

スケジュール
日付

予定

滞在

成田/羽田空港集合後、出発のご案内

研修企業
Berge y Cia S.A.

【1/19(金)出発の場合】
夕：成田空港より経由地へ出発(機内泊)

滞在方法＆食事条件
Berge 提供の施設

1/19(金)
or 20(土)

朝＇翌日（：マドリッド空港到着
【1/20(土)出発の場合】
朝：羽田空港より経由地へ出発

(Berge 主催のディナーは Berge 社負担)

夜＇同日（：マドリッド空港到着

引率者・添乗員
引率者・添乗員の同行はありません
募集人数
6 名 ＇最少催行人数 1 名（
※参加者は派遣先が最終決定します

到着後は滞在先または研修校へ移動
1/21(日)

1/22(月)2/23(金)

終日自由行動

Berge 社にて研修

研修費用 21.5 万円程度(予定)
今年度の費用は参加者決定後に改めてお知らせいたします。
2/24(土)

フライト

マドリッド空港へ移動

航空会社は未定です。参加者決定後に改めてお知らせいたしま

2/25＇日)

す。＇利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空またはブリティ
ッシュエアウェイズなど（

終日自由行動

午前：マドリッと空港より経由地へ出発
午後：成田空港着後、到着ロビーに出迎えスタッ

2/26(月)

フが点呼後、解散

（
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※利用予定航空会社：未定
※利用航空会社により出発日が異なります。

研修企画

一橋大学国際教育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：阿部／マンキューソ

研修手続き
旅行企画・実施

国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部
＇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 国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部

【研修費用に含まれるもの】

【滞在中 Berge 社負担となるもの】

 往復航空運賃（エコノミークラス利用）

 スペイン国内でのビジネス関連交通費、
Weekend 旅行費用（3 回）

 燃油特別付加運賃
 空港税類

 スペイン国内での宿泊費

 海外旅行保険料：22,080 円（東京海上日動 L2 タイプ/39 日まで）

 空港送迎費用
（マドリッド空港～滞在先～マドリッド空港）

 旅行変更費用担保特約：850 円

 現地ビジネス、スペイン語研修費用

（出国中止費用+中途帰国費用 20 万円/39 日まで）
 渡航前オリエンテーション教材費（行動特性診断）
 企画料
【研修費用に含まれないもの】
 ご自宅から羽田/成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）
 研修日程以外および自由行動時に伴う費用
 現地での食費（ただし 500 ユーロの手当てが研修先より支給されます）

 国際学生証発行費用（2,300 円オンライン申込）※ブリティッシュエアウェイズ利用時必須

参加推奨条件
①英語によるコミュニケーションができる＇参考値：TOEFL550(PBT), 79(iBT), TOEIC730, IELTS6.5 程度（。
②短期海外研修、海外語学研修等海外経験あり、Away で実力を発揮できること。
③スペイン語能力＇DELE 中級以上（保持者優遇。
募集締切
2017 年 10 月 11 日(水)
※17：00 までに International Talent Program Application (Intent to Participate)を一橋大学国際課に提出のこと
研修先 Berge y Cia (The Berge Group) 概要
◆会社名： Berge y Cia S.A.
◆所在地： スペイン マドリッド市
◆資本金： 2.3 億ユーロ＇約 300 億円（
◆設

立： 1870 年

◆主業務： 自動車販売、ワイン生産、倉庫・海運・物流、太陽光発電開発・製造
※Berge グループはスペインの非上場企業の中で 2 番目の規模を誇る商社です。
※グループ内には川崎汽船やいすゞ自動車など日本の会社と設立した合併会社があります。

研修内容
・Berge y Cia (The Berge Group)のグループ内企業でビジネス視察や実習を行います。
・マネージメント研修やスペイン語の授業、ビジネスマナー等も体験します。
【マネージメント研修トレーニングアジェンダ】
●Leadership

●Teamwork

●Communications

●Motivating people

●How to say “no” effectively

●Delegation

●Objective setting

●Time management

【一週間の研修スケジュール例】
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無断転載禁止 国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部

スケジュール＇予定（

※特筆されていなければ AV2204 で実施します。

日付

活動内容

2017/9/20

備考

コース概要説明会

10/11

参加希望申し込み 提出期限＇提出先：国際課（

クラスはありません

10/18

希望参加者と教員のグループ面接
＇集合場所：国際研究館 1F 国際課（

時間注意＇15:30- or 17:30-（

10/25

英文カバーレター、履歴書の書き方

10/27

派遣先への出願書 提出期限 ＇提出先：国際課（

クラスはありません

11/6

参加者決定通知＇国際課の掲示板経由（

クラスはありません

11/8

渡航前オリエンテーション 1 キックオフ、概要、旅行手続き

11/15

渡航前オリエンテーション 2 スペイン、マドリッド文化

11/22

渡航前オリエンテーション 3 スペイン語の基礎

11/29

渡航前オリエンテーション 4 スペイン語の基礎

12/6

渡航前オリエンテーション 5 スペイン語の基礎

12/13

渡航前オリエンテーション 6 マンキューソの見たスペイン

12/20

渡航前オリエンテーション 7 危機管理および最終確認打ち合わせ

2018/1/19-2/26
3 月中旬
4/20
2～7 月

AV 2204(5 限)
2201(19:00-20:30)

短期海外研修期間＇5 週間（
プログラムの振り返り会

国際教育センター長室

留学フェアでのプロモーション＇報告発表（

留学フェア＇マーキュリー７F（

体験記作成

スケジュールは別紙参照

◆参加費用の分割払いについて
研修費用の残金の分割払いを希望される方には、株式会社セディナの「トラベル・クレジット」をご案内いたします。
ご希望の方には資料をお送りいたします。返済回数は 6～24 回までお選びいただけます。
お支払いプラン例 【¥150,000 を分割払いにする場合】
※参加費用のうち、保険料を除く分割払対象額￥200,000 より申込金￥50,000 を差し引いた￥150,000 を分割払いにする場合

支払回数

手数料率

1 回目のお支払額

2 回目以降

分割払金総額

06 回払い＇お早め返済プラン（

2.35％

¥26,025

¥25,500

¥153,525

12 回払い＇1 年返済プラン（

4.39％

¥13,585

¥13,000

¥156,585

24 回払い＇2 年返済プラン（

8.55％

¥8,725

¥6,700

¥162,825

※ クレジット会社による審査の手続き上、分割払いのお申し込み及び必要書類の提出は、締切日厳守にてお願いい
たします。締切日を過ぎた場合、クレジットをお受けできない場合がございます。尚、分割払いのお申し込みは 2017 年
11 月 30 日＇木（となります。
※クレジット会社での審査により、お申し込みの意に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。
※金利の変更により、上記支払い例が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

無断転載禁止 国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部

◆キャンセル＇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。
【旅行費用取消料／株式会社カウンシル･トラベル】
申込み取消し受付け日

旅行費用取消料

お申込み後～旅行開始日の前日から起算して遡って 31 日目まで

企画料＇21,600 円（

旅行開始日の前日から起算して遡って30日目～3日目まで

旅行費用の 20％

旅行開始日の前々日～旅行開始前まで

旅行費用の 50％

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

旅行費用の 100％

※ 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にあたる費用をさします。
※ 旅行変更費用担保特約（850 円）は、契約日の翌日午前 0 時から補償を開始しますので、旅行出発日
（保険期間の始期日）より前にキャンセルされた場合でも返金されませんので、予めご了承ください。
◆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。

国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部

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

もう 1 つの事業として、1981 年に米国最大のテスト機関で

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

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

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

ー州プリンストン（の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務局

です。今日では、世界 40 か国に 580 名のスタッフを擁し、

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

年間 4 万 5 千に上る若者や教員が CIEE のプログラムに

Foreign Language（の日本での運営を開始しました。現在

参加しています。

は、TOEFL® iBT の広報やセミナーの開催などの研究活動、

日本代表部は、1965 年に日本で初めて 20 代の若者を

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

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、

英語教育指導・支援ツール等の導入・運営などを行い、

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

TOEFL®テスト受験者や各教育機関に対し、常に最新の

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

情報やサービスの提供に努めています。

しています。現在は、大学生を対象とした国際教育、体験、

このように、CIEE 日本代表部は、TOEFL®テスト日本

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、

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

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

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

しています。さらに、日本政府より委託された国際交流に

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

関する調査・研究、教員を対象とした派遣研修、受入プログ

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。

ラムへの協力など、活動は多岐にわたります。

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。
無断転載禁止 国際教育交換協議会＇CIEE（日本代表部

