
無断転載禁止 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申込期間 : 5月6日（日）12:00(正午)～5月13日(日）23:59 申込方法 : 国際教育センターホームページより申込み 

※参加費用は2018年3月の為替レートをもとに算出されたものです。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となります。 

※活動内容・時間数等は現地の状況により変更となる場合があります。 

 

 

① College of the Desert 

カレッジ・オブ・ザ・デザート 
研修校 

② University of Manitoba 

 マニトバ大学 

アメリカ / カリフォルニア州パームデザート 研修地域 カナダ / マニトバ州ウィニペグ 

2018年8月23日（木）～ 9月16日（日）25日間 渡航期間 2018年8月7日（火）～ 9月2日（日）27日間 

2018年8月24日（金）～ 9月14日（金）22日間 現地研修期間 2018年8月8日（水）～ 8月31日（金）24日間 

20名（最少催行人数10名） 募集人数 20名（最少催行人数10名） 

・語学授業等:70時間 
・ボランティア：5時間 
・Language Lab：5時間 (希望制) 
・エクスカーション/アクティビティ 

研修内容 

・語学授業等：91時間 
・ボランティア：11時間 
・エクスカーション/アクティビティ 

オープンクラス クラス形態 オープンクラス 

ホームステイ / 1日2食 滞在方法/食事 ホームステイ / 1日3食 

48.8万円 参加費 52.5万円 

③ Southern Cross University 

 サザンクロス大学 
研修校 

④ HELP University 

ヘルプ大学 

オーストラリア / クイーンズランド州 ゴールドコースト 研修地域 マレーシア／ クアラルンプール  

2018年8月17日（金）～ 9月17日（月）32日間 渡航期間 2018年8月9日（木）～ 9月9日（日）32日間 

2018年8月19日（日）～ 9月16日（日）29日間 現地研修期間 2018年8月10日（金）～ 9月7日（金）29日間 

20名（最少催行人数10名） 募集人数 20名（最少催行人数10名） 

・語学授業等：81時間 
・Cultural Class等：19時間 

研修内容 

・語学授業等：78時間 
・ワークショップ､専門授業聴講等：22時間 
・エクスカーション/アクティビティ 

オープンクラス+東洋大学専用クラス クラス形態 オープンクラス+東洋大学専用クラス 

ホームステイ / 1日3食 滞在方法/食事 アパートメントハウス（2名一室）/ 食事なし  

45.4万円 参加費 37.4万円 

東洋大学 国際教育センター企画 

2018年度  

夏季語学セミナー 
Summer Short-term  

Language Seminar 

東洋大学海外留学促進奨学金 

「チャレンジ型」対象（給付型） 

単位認定対象プログラム 

企 画 東洋大学国際教育センター （白山キャンパス 8号館 1階） 

 TEL : 03-3945-7509  E-mail : mltanki@toyo.jp  

研 修 手 配 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

旅 行 手 配 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 TEL：(03) 5467-5502  国際教育センターホームページ 

語学学修やアクティビティ、文化体験を通じて、語学力の向上と異文化理解を目指します。 



無断転載禁止 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

① College of the Desert, International Education Program 

カレッジ・オブ・ザ・デザート（COD）は美しい南カリフォルニアの Palm Desertにあるコミュニティカレッジ。1日 5時間の英語クラス

に加え、Volunteer ProjectやLanguage labなど、充実したプログラムを実施。日本人学生が少なく、中南米からの留学生が数多

く在籍しています。また、世界的に有名なサンディエゴ動物園やサンタモニカ、ハリウッドなどへのエクスカーションもあります。 

～アカデミックな英語学習とボランティアプロジェクト！アメリカの大自然を体感!!～ 

 渡航期間：2018年8月23日（木）～9月16日（日） 25日間   

 現地研修期間：2018年8月24日（金）～9月14日（金）22日間 

 募集人数：20名（最少催行人数10名）  

 滞在方法：ホームステイ 

※帰国日前日（9/14）は空港周辺ホテル滞在予定 

■ 食事条件：1日2食(朝夕) 

 研修内容： 

COD’s International Education Program(IEP) とIntensive English 

Academy (IEA)が提供する集中英語コース(3レベル)。語学授業以外に

もボランティアや各種イベントも豊富です。 

・Intensive English：自分の英語力に合ったクラスで文法、ライティング、リーディ

ング、コミュニケーション、カンバセ―ションを総合的に学習します。 

・Volunteer Project（5時間以上）：現地コミュニティ（学生、スタッフ等）とともに、 

日本文化を発信するボランティアを行います。※ボランティア内容は変更となる場合があります。 

・Language Lab：コンピューターを使用して授業を補う言語学習が可能です。※希望者のみ 

・文化交流イベント：Mexican Cultural Celebration、Japanese language class activitiesなど 

・充実のエクスカーションでアメリカを満喫：サンタモニカ、ハリウッド、サンディエゴ動物園など 

※費用は研修費に含みます。内容は変更になる場合があります。 

 

 参加費用 488,000円   

※参加費用は2018年3月の為替レートをもとに算出。外貨建てのものが含まれるため、為替レートの変動により費用が変更となります。 

 
②University of Manitoba， 

Continuing and Professional Studies, Extended Education 

マニトバ大学はマニトバ州の州都であるウィニペグにある総合大学で、1877年に創立された西部カナダ最古の大学です。 

29,000名以上の学生が在籍する大規模大学で、その内約1割が海外からの留学生です。街の中心部から15km離れているもの

の、市内バスでの移動が可能で、キャンパス内には森や池などの自然が広がっています。 

～美しいウィニペグでカナダ文化を体験! 充実の語学学習とボランティア活動で地域交流！～ 

 渡航期間：2018年8月7日（火）～9月2日（日） 27日間  

 現地研修期間：2018年8月8日（水）～8月31日（金） 24日間  

 募集人数：20名（最少催行人数10名） 

 滞在方法：ホームステイ 

 食事条件：1日3食 

 研修内容： 

マニトバ大学附属語学学校のオープンクラスに参加し、他国からの 

学生や日本の他大学の学生とともに英語を学びます(7レベル)。 

・Intensive English Program 

英語の4技能（聴く、話す、読む、書く）を総合的に学びます。 

きめ細やかなレベル分けで、より自分に合ったクラスで語学を学べます。 

・ボランティア活動への参加 （11時間）：社会貢献を通じ地域の人々と交流!! 

フードバンクでの給仕や食事の準備、フェスティバルの手伝い等を行います。 

・充実のactivityでカナダ文化を体験  

Assiniboine Park and Zoo / Bird's Hill Park Swimming / Fort Whyte- Nature Ed. 
※費用は研修費に含みます。内容は変更になる場合があります。 
※上記の他に有料のアクティビティもあります。 

 参加費用 525,000円   

※参加費用は2018年3月の為替レートをもとに算出。外貨建てのものが含まれるため、為替レートの変動により費用が変更となります。 

※参加者は F1 ビザの取得が必要となります。 
パスポート未取得の方は、参加決定後、F1 ビザ申請のため至急パスポートの取得が必要となり
ます（5月 18日までに要申請）。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。 
ただし、先着順に参加が決定するためご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

予定
滞

在
19:15成田空港発
13:25ロサンゼルス空港着

研修校手配のバスにて研修校or滞在先へ移動

ホ

テ

ル

ロサンゼルス空港へ移動
10:00ロサンゼルス空港発

25 9/16(日) 13:30成田空港着、解散 ―
※利用予定航空会社：SQ（シンガポール航空）

※現地の状況ならびに航空会社の都合等により、スケジュールは変更となる
　 場合があります。

日程

1 8/23（木)

24 9/15(土)
機
中
泊

ホ
I

ム

ス
テ

イ

カレッジ・オブ・ザ・デザートにて研修
＜スケジュール（例）＞

平日9:00-15:10（約5時間）：Intensive English
平日午後：Volunteer Project、 Language lab(希望制）、

　　　　　　　　　　　Activity

※9/14　研修終了後、空港周辺ホテルへ移動
　

2
｜

23

8/24(金)
｜

9/14(金)

予定
滞

在
16:50成田空港発（バンクーバー空港にて乗継あり）

17:46ウィニペグ空港着

ホストファミリーの車で滞在先へ移動

27 9/2(日) 15:15成田空港着、解散 ―

※現地の状況ならびに航空会社の都合等により、スケジュールは変更となる
   場合があります。

26 9/1(土)

機

中
泊

日程

マニトバ大学にて研修

＜スケジュール（例）＞

※利用予定航空会社：AC（エアカナダ）

2
｜

25

8/8(水)
｜

8/31(金)

1 8/7(火)

ホ
I

ム
ス
テ

イ

ウィニペグ空港へ移動
10:35ウィニペグ空港発(バンクーバー空港にて乗継あり)

月 8：30-15：20 Intensive English

8：30-12：20 Intensive English

午後 Volunteer、Sports

8：30-15：20 Intensive English　

15：30-17：00 Conversation Cafe

火,木,金

水



無断転載禁止 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

③Southern Cross University, Southern Cross University College 

サザンクロス大学はニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州にキャンパスを持つ公立大学。1994年に創立した新しい大

学で、小規模でアットホームな印象。3つのキャンパスがあり、今回の研修はゴールドコーストキャンパスにて実施。 

～ゴールドコーストでオーストラリア文化と英語を楽しく学ぶプログラム～ 

 渡航期間：2018年8月17日（金）～9月17日（月）32日間  

 現地研修期間：2018年8月19日（日）～9月16日（日）29日間  

 募集人数：20名（最少催行人数10名） 

 滞在方法：ホームステイ 

 食事条件：1日3食 

 研修内容： 
大学附属の語学学校（SCU College）で、他の日本からの大学生及び 

他国からの学生と一緒にGeneral English コースを受講します（4レベル）。 

また、東洋大学専用の特別クラスも実施します。 

・General English： 

一方的に聞くだけの授業ではなく、ペア・グループワーク、プレゼンテーション、 

ゲームやクイズを通して、「書く、読む、聞く、話す」の4技能を楽しく学びます。 

・Cultural Class、Life Skills Class（東洋大学専用クラス）： 

オーストラリアでの暮らしや家族といったオーストラリア文化やスピーチでの 

表現方法など、様々な内容を学びます。 

 参加費用 454,000円   

※参加費用は2018年3月の為替レートをもとに算出。外貨建てのものが含まれるため、為替レートの変動により費用が変更となります。 

④HELP University，Students Mobility Program 

ヘルプ大学は1986年にHELP財団によって設立された私立大学。メインキャンパスはクアラルンプールの中心から車で10～15分

の高級住宅街「ダマンサラハイツ」に位置し、社会科学系に強く、特にビジネス及び心理学部が有名。イギリスやオーストラリア、

アメリカの大学と提携しており、編入プログラムも充実しているマレーシアの名門大学。 

～多民族、多文化国家であるマレーシアで国際性を醸成！英語を学びながらマレーシア文化を体感～ 

 渡航期間：2018年8月9日（木）～9月9日（日）32日間  

 現地研修期間：2018年8月10日（金）～9月7日（金）29日間 

 募集人数：20名（最少催行人数10名） 

 滞在方法：アパートメントハウス（2名一室） 
 食事条件：なし（各食自己負担） 
 研修内容： 
大学の言語教育学部（Faculty of Education & Languages）の

English Intensive Program （EIP）を受講します(6レベル)。 

語学の授業以外にも大学の専門授業聴講や現地の学生とのバディ

システム、文化体験が組まれており、マレーシアの魅力を 

堪能できます。 

・English Class： 

様々な国の学生と一緒に、インターナショナルな雰囲気の中で、「書く・読む・聞く・話す」の4技能を基礎からバランスよく学びます。 

ペアワークやグループワーク、プレゼンテーション等、クラスでは積極的に英語を使うことが求められます。 

・Activity Class、Sit-in Class等（東洋大学専用クラスまたは現地学生のバディと一緒のクラス）： 

パブリックスピーキングスキルやリーダーシップワークショップ、基礎マレーシア語クラスなど、様々な内容を学びます。 

・現地学生とのバディシステム：  

現地の学生がバディとなり、現地の生活や活動をサポートしてくれます。バディは東洋大学生2〜3名に対し1名がつく予定です。 

大学の専門授業聴講もあるので、マレーシアでの大学生活を体験できます。 

・マレーシア文化体験（東洋大学専用）： 

古都マラッカ、行政都市プトラジャヤを訪問します。また１泊２日のホームステイ体験を通じ、マレーシアの文化を学びます。 
※費用は研修費に含みます。内容は変更になる場合があります。 

 参加費用 374,000円 

※参加費用は2018年3月の為替レートをもとに算出。外貨建てのものが含まれるため、為替レートの変動により費用が変更となります。 

≪参加費用に含まれるもの≫ ※4コース共通 

国際線航空運賃（エコノミークラス）、現地研修費、滞在費、ホームステイ先での食事（各コース食事条件参照、HELP University除く）、空港税額、

燃油特別付加運賃、F1ビザ申請費用(アメリカのみ)、ビザ申請代行手数料（アメリカのみ）、ETAS申請費用（オーストラリアのみ） 

≪参加費用に含まれないもの≫※4コース共通  

海外旅行保険、成田または羽田空港までの往復交通費、上記以外の食事代、現地通学にかかる交通費、お小遣い、電話代などの費用、 

パスポート取得費用、超過手荷物料金、SEVIS費用US$200(F1)(アメリカのみ）、ビザ申請のための必要書類準備費用（英文残高証明書の発

行費等）（アメリカのみ）、eTA申請費用CAD7(カナダのみ)、外国籍の方はビザ取得のための費用 

予定
滞

在

6:55ゴールドコースト空港着

徒歩にて研修校へ移動、ホストファミリーの車で滞在先

へ移動

研修校手配のバスにて空港へ移動

10:45ゴールドコースト空港発
18:55成田空港着、解散

8/19（日）
｜

9/16（日）

21:05成田空港発

日程

※現地の状況ならびに航空会社の都合等により、スケジュールは変更となる

   場合があります。

ホ
I

ム
ス

テ
イ

32 9/17（月） -

2 8/18（土）

3
｜

31

サザンクロス大学にて研修

＜スケジュール（例）＞
平日午前（約4時間）：General English

　　　　　　　　　　　　　　（English Language Session等）
平日午後（約1時間）：Cultural Class、Life Skills Class

※利用予定航空会社： JQ（ジェットスター航空）

1 8/17（金）

機

中
泊

予定
滞

在

10:20 成田空港発
16:45 クアラルンプール空港着

研修校手配のバスにて滞在先へ移動

研修校手配のバスにて空港へ移動

23:30クアラルンプール空港発

32 9/9（日） 7:40成田空港着、解散 ―

※現地の状況ならびに航空会社の都合等により、スケジュールは変更となる
   場合があります。

機
中
泊

2
｜
30

ア

パ
I
ト

メ
ン

ト
ハ
ウ

ス

1 8/9（木）

8/10（金）
｜

9/7（金）

※利用予定航空会社：MH（マレーシア航空）

日程

ヘルプ大学にて研修
　＜スケジュール（例）＞

平日午前（約4時間）：English Class
平日午後（約2時間）：Activity Class、Sit-in Class等

31 9/8（土）



無断転載禁止 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

◆申込方法・スケジュール 

【申込みについて】 

■申込期間： 2018年 5月 6日（日）12:00（正午）～5月 13日（日）23:59まで 

■申込方法： 国際教育センターホームページより申込み 

 http://www.toyo.ac.jp/site/ies/international-seminar-about.html 

 「申込みはこちら」のリンク先をクリックし、必要事項を入力してください。 

コースは第 4希望まで入力することが出来ます。参加コースは申込順に決定し、第 1希望のコースが定員に達した場合、 

第 2希望のコースへ振り分けられます。なお、参加コースは、「参加決定通知書」にてお知らせします（東洋大学個人メール

に 5月 16日（水）配信予定）。 

すべてのコースが定員に達した場合、参加はできません。また原則として、参加申し込み後の辞退はできません。 

■参加条件： ・出発前オリエンテーションならびに帰国後研修会に必ず参加すること（授業がある場合を除く）。 

  ・報告書（アンケート含む）を必ず提出すること。 

・IDI(異文化適応調査)を必ず受検すること(オリエンテーション時に実施)。 

  ・外国籍の方は本人が留学先国のビザを取得すること。 

・語学力は問いません。 

※研修期間中に滞在地を離れての長距離旅行ならびに外泊はできません。 

（現地スタッフならびにホストファミリーが同行する場合を除く） 

【スケジュール】 

日付 内 容 

5月 6日（日）12:00（正午）~5月 13日（日）23:59 参加申込受付期間 

5月 16日（水） 参加決定通知メール配信（東洋大学個人メールアドレス@toyo.jpに配信します） 

5月 19日（土）13：00~14:30 

※アメリカコースのみ 同日 13:00~15:30 

第 1回オリエンテーション【手続き案内&異文化理解講座①】 
※アメリカコースのみ追加でビザ説明会実施 

5月 29日（火） 
①オンライン登録、②申込書類提出締切 

③申込金振込¥50,000（アメリカコースのみ¥70,000） 申込金振込期間：5月 28日(月)~29日(火) 

6月 28日（木）12：20~12：50 

 ※アメリカコースのみ 
ビザ手続きに関する説明会 

6月下旬～7月上旬 参加費用残金等支払締切日 

7月 14日（土）13：00~16：30予定 第 2回オリエンテーション【渡航案内＆異文化理解講座②＆IDI受検】 

7月 21日（土）13：00~16：00予定 第 3回オリエンテーション【危機管理講座等】  

9月 20日（木）10：00~12：00予定 帰国後研修会 

※東洋大学海外留学促進奨学金「チャレンジ型」対象（給付型）…出願は国際教育センターへ 
※単位認定対象プログラム…学部により取扱いが異なります。詳しくは申込前に所属学部教務担当窓口へ 

 

 

 

 

 

 

◆CIEE（研修手配団体）およびカウンシル・トラベル（旅行会社）について 

国際教育交換協議会（CIEE） www.cieej.or.jp   

アメリカに本部をおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。高校生や大学生、小・中・高等学校の教員を対象とした様々

な国際交流プログラムの開発と運営のほか、英語試験 TOEFL の日本事務局を担っています。東洋大学より委託を受け、本プログラム

の申込み手続きを代行します。 

㈱カウンシル・トラベル                     

CIEEの関連旅行会社です。CIEE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します。 

本プログラムでは、航空券や海外旅行保険など旅行部分の手配を代行します。 

◆キャンセル料について 

申込後のキャンセルは原則受け付けられません。ゼミやサークル、その他学校行事や個人の予定を予め調整した上でお申込みください。

なお、申し込み後に参加を取り消しされる場合には、以下のキャンセル料（①+②+③）を申し受けます。 

申込取消受付日 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 ¥37,800 ＠ 0% 

出発日の 30日前から 22日前まで ¥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ¥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から 3日前まで ¥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ¥70,200 ＠ 50% 

*＠＝研修校で規定されている取消料は、5月 19日に実施する第 1回オリエンテーションで案内します。 

※ 上記申込取消受付日とは、参加者から書面で変更依頼を CIEEが受取った日を指します。 

電子メールによる代用は受け付けられません。 

CIEE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。 

※ ③の旅行費用とは国際線往復航空券代金および燃油特別付加運賃を指します。 

※ 出発当日のキャンセルおよび無連絡不参加の場合、返金はありません。 

♪ 参加者の声 ♪ 
 英語力に自信がない私にとって、語学セミナーはとても参加しやすいプログラムでした。 
 どのような目的であれ、行きたいという気持ちがあるのならば行くことをお勧めします。平日の昼間は学生としてしっか

り授業やテストを受け、放課後や休日は現地の方のようにスーパーで買い物などもしました。また、観光名所を訪れたり、
とても良い経験になりました。 

 「自分は英語に自信がないから行くのはまだ無理」と考えてしまうのではなく、「苦手だからこそ、それを克服するため

のチャンス」と考えるべきです。迷いがある人でも思い切って一歩を踏み出せば、必ず自分のためになる貴重な経験がで
きると思います。 

 
※『留学レポート』にてさらに詳しく参加者の体験談を見ることができます。 https://ryugaku.toyo.ac.jp/ryugaku/ 

『留学レポート』

はこちら⇓⇓⇓ 

（アメリカコースのみ） 
※ビザ発給の可否に関わらず、ビザ申
請に関わる費用*の返金はありません。 

*ビザ申請に関わる費用：SEVIS費用 F1
（$200）、ビザ申請料金（$160）、申請代
行手数料（\24,840）、必要書類準備のた
めの諸費用（英文残高証明書の発行費
用、写真代、書類郵送費等）、アメリカ大
使館での面接のための交通費等。ビザ
申請実費および SEVIS費用は、変動す
る場合があります。 


