
 ２０１９年度       

海外留学プログラム 
Study Abroad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

見つけよう- 自分にあった「留学」を 
  Jump in the world !      

大手前大学・大手前短期大学  
                    問合せ先： 国際交流センター（さくら夙川キャンパス） 
                    ０７９８-３２-５０１８  /  ０７２－７７０－６３５５ 
                    メール  kokusaic@otemae.ac.jp              

【研修・留学先】 
 

 アメリカ 
 フランス 
 ニュージーランド 
 オーストラリア 
 カンボジア 
 フィリピン 
 韓国 
 中国 

 

相談  
随時 受付ます。 

   まずはメールを 

   ～ 海外研修説明会～ 
 
【さくら夙川キャンパス】    
4月15日（月）、5月13日（月） 
教室：A21教室 
時間：12:30～13:00 
 
 

【いたみ稲野キャンパス】    
4月18日（木）、5月8日（水） 
教室：M206教室 
時間：12:30～13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kokusaic@otemae.ac.jp


 
  

 ◆募集人数 １０名程度 
   定員に達しなかった場合は、プログラムが 
   遂行できない場合があります。 
 

 ◆募集資格 学年学部に関係なく応募可 
   ただし、参加にあたり、担当教員と面談が 
   あります。  
 

 ◆研 修 費  395,000 円（予定）   
            （海外研修保険料 含む）   
     

    別途必要：現地交通費、食費、お小遣い 
     
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 
 

 ◆申込締切 ５月１７日（金） 
 

 ◆申 込 先  国際交流センター 
    （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 
 

 

日程：予定 2019年9月5日～9月18日（帰国） 

募集要項  研修内容 
 
 
 
 9月 5日      サンフランシスコへ出発 
             到着後  バークレー市内見学 
 
 9月 6日～16日  NPO団体における実習 
 
 9月17日      サンフランシスコ 出発  
 
 9月18日       関西国際空港 到着   
  
 宿泊先 ：  YMCA宿舎（予定） 

 
 

申込みから帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．面談 ⇒ ３．参加者決定 ⇒ 
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒ 出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（7月上旬予定） 

 
【帰国後】 
 ①感想文の提出 
 ②報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 

先輩からの一言  
 
 
＊海外に飛び出して多文化にふれることは、自分 
  を見つめ直すチャンスになると思います。 
 
＊自分から動き出してボランティア活動をする楽し 
  さを知りました。 
 
＊現地の高校で行ったボランティアが一番よかっ  
  た。学生たちの輪に入って会話をすることで、 
  英語に対する苦手意識がなくなりました。 
 
 

 

アメリカNPOボランティア研修（研修地San Francisco） 



 ◆募集人数 １０名程度 
   定員に達しなかった場合は、プログラムが 
   遂行できない場合があります。 
 

 ◆募集資格 学年学部に関係なく応募可 
   ただし、参加にあたり、グループワークの参加が 
   必要です。  
 

 ◆研 修 費  420，000 円（予定）   
            （海外研修保険料 含む）   
     

       別途必要：現地交通費、お小遣い 
 
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 
     

 ◆申込締切 ５月１７日（金） 
 

 ◆申 込 先  国際交流センター 
    （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

日程：予定 2019年8月24日～9月15日（帰国） 

ニュージーランド短期研修（研修地Hamilton） 

募集要項  研修内容 
 
 
研修地        ワイカト大学 
            
月曜日～金曜日  ９：００～１２：００ 英語研修 
            1３：００～１５：00 英語研修 
 
週 末        オプショナルツアーあり 
 
滞在先        ホームステイ 
  
食 事        １日３食付 

 
 

申込みから帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．面談 ⇒ ３．参加者決定 ⇒ 
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒ 出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（7月上旬予定） 

 
【帰国後】 
 ①感想文の提出 
 ②報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 

先輩からの一言 
 
 
＊ホームステイを体験できたのがよかった。 
 

＊英語研修で他の国から来ている学生たちと 
  友だちになれ楽しかった。 
 

＊英語の大切さを感じた。もっと英語を勉強し 
  て、またニュージーランドに行きたいと思いま 
  した。 
 

＊大手前の友だちが増えた。また参加したい。 
 

 

 ここがおすすめ 

  ホストファミリーと毎日英語を使うことで 
  英語力がアップ。さらには、食事や生活 
  習慣などニュージーランドの家庭のなか 
  でたくさんの異文化体験ができます。 



日程：予定 2019年8月 実施予定 

韓国短期研修（研修地ソウル） 

 ◆募集人数 ２０名程度 
   定員に達しなかった場合は、プログラムが 
   遂行できない場合があります。 
 

 ◆募集資格 学年学部に関係なく応募可 
   ただし、参加にあたり、担当教員と面談が 
   あります。 
 

 ◆研 修 費  180，000 円（予定）   
            （海外研修保険料 含む）   
     

    別途必要：現地交通費、食費、お小遣い 
   
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 
     

 ◆申込締切 ５月１７日（金） 
 

 ◆申 込 先  国際交流センター 
    （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

募集要項  研修内容 

研修地        建国大学（ソウル）予定 
            
月曜日～金曜日  韓国語研修と文化交流 
            
滞在先        大学寮（予定） 

申込みから帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．面談 ⇒ ３．参加者決定 ⇒  
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒  
６．研修費の支払（７月上旬に案内予定）⇒ ７．出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（7月上旬予定） 
 

【帰国後】 
 ①感想文の提出 
 ②報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 

先輩からの一言 

 
＊授業についていくのが大変でしたが、後半は 
  だいぶ理解ができるようになりました。 
  帰国後は忘れないように、韓国語を受講して 
  います。 
 

＊休日は、友達と韓国料理やスイーツめぐりを 
  して楽しかったです。 
 

＊韓国語を勉強しようと参加しました。勉強だけ 
  ではなく、文化体験もあり充実した研修でした。 

 



日程：2020年２月実施予定（2週間） 

オーストラリア短期研修（研修地Perth） 

 ◆募集人数 1０名程度 
   定員に達しなかった場合は、プログラムが 
   遂行できない場合があります。 
 

 ◆募集資格 学年学部に関係なく応募可 
   ただし、参加にあたり、グループワークの参加 
   が必要です。 
 

 ◆研 修 費  430，000 円（予定）   
            （海外研修保険料 含む）   
     

    別途必要：現地交通費、お小遣い     
  
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 

 

 ◆申込締切 ５月１７日（金） 
 

 ◆申 込 先  国際交流センター 
    （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

募集要項  研修内容 

申込みから帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．面談 ⇒ ３．参加者決定 ⇒ 
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒ 出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（12月上旬予定） 

 
【帰国後】 
 ①感想文の提出 
 ②報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 

 
 
研修地        マードック大学 
            
月曜日～金曜日  ９：００～１２：００ 英語研修 
            1３：００～１５：00 英語研修 
 
滞在先        ホームステイ 
  
食 事        １日３食付 

 
 



      
日程は決まり次第、発表します。 

フィリピン短期研修（研修地Cebu） 

  

 ◆募集人数 1０名程度 
   定員に達しなかった場合は、プログラムが 
   遂行できない場合があります。 
 

 ◆募集資格 学年学部に関係なく応募可 
   ただし、参加にあたり、教員との面談が必要 
   です。 
 

 ◆研 修 費  調整中   
               

    別途必要：現地交通費、お小遣い、食事 
     
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 
 

 

 ◆申 込 先  国際交流センター 
    （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 

 

募集要項  研修内容 

申込みから帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．面談 ⇒ ３．参加者決定 ⇒ 
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒ 出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（12月上旬予定） 

 
【帰国後】 
 ①感想文の提出 
 ②報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 

 
 
研修地     フィリピン大学セブ校附属高校 
            
研修内容   現地高校生に日本文化を伝える 
  
滞在先     研修地の宿泊 

 

 



日程：３月出発あるいは９月出発 

アメリカ長期研修（研修地） 

  
  
  

 ◆応募資格 大学２年次以上であること 
    

 ◆選   考 英語のエッセイ、面接、 
         学内成績 
    

 ◆研 修 費  1学期の場合：1,900,000円程度 
           1年間の場合：2,500,000円程度   
               

    別途必要：現地交通費、食費、お小遣い 
    
 注意！！ 
 ①為替や燃油サーチャージにより研修費は変動します。 
 ②募集人数に達せずにプログラムを実施した場合は、 
   研修費が変動します。 
 ③６月以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 
  
  

 ◆申込締切  ４月２６日（金） 
     

 ◆申 込 先  国際交流センター 
   （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 
 
 

 

募集要項  研修について 

出発から帰国までの流れ 

１．申込み ⇒ ２．選考 ⇒ ３．参加者決定 ⇒ 
４．予約金の徴収（40,000円） ⇒  
５．オリエンテーションの参加  ⇒ ６．研修費の 
支払い（７月中旬に案内予定） ⇒ ビザ申請 ⇒  
出発 
 
支払い：予約金40,000円は研修費の一部です。 
      残金の研修費の支払（7月中旬予定） 
 
 

【帰国後】 
 ①報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 
 ②単位認定 

 
 
研修先   エベレットコミュニティカレッジ 
            
授   業   月曜日～金曜日 英語研修 
        クラスはレベル別 
  
滞在先   ホームステイ 
 
単位認定  研修大学での取得単位を本学 
        規定に従い単位認定します。 
 
留学中の本学への学費 
        「授業料」⇒免除 とします。 
        「施設設備費」は徴収します。 

 

 



  
  

 ◆応募資格 大学２年次以上であること 
   Alverno College留学の場合は、TOEFLスコア 
   の提出が必要となります。 
   詳細はお問合せください。 
    

 ◆選   考 英語のエッセイ、面接、  
          学内成績、現地大学関係者 
         とのスカイプ面談 
    

 ◆研 修 費  大学間の協定により現地で 
          の授業料は必要ありません。  
               

    別途必要なもの：現地宿泊費、食費、航空運賃、 
              海外旅行保険、お小遣い、 
              ビザ申請にかかる費用。 
     

 ◆申込締切  ４月２６日（金） 
     

 ◆申 込 先  国際交流センター 
   （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

 

 
      
 
 
 
 
留学を成功させる最大のポイントは、早い段階から
計画的に準備を進めることです。 
 
英語の授業を履修したり、検定試験を受験するなど
日ごろから英語力の強化を心がけましょう。 
 
情報収集や相談は、国際交流センターまで。 
 
 
 
 

 

募集要項  留学について 

出発から帰国までの流れ 

申込み ⇒ 学内選考 ⇒ スカイプ面談 ⇒  
参加者決定 ⇒ オリエンテーションの参加  ⇒ 
ビザ申請 ⇒ 出発 
 

【帰国後】 
 ①報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 
 ②単位認定 

 
 
留 学 先   Alverno College   
 
         Chemeketa Community College  
          
留学期間  １学期 あるいは １年 
 
授   業  月曜日～金曜日 
        英語研修、正規授業 
        ※大学により異なります。 
  
滞 在 先  学 寮 あるいは ホームステイ 
        ※大学により異なります。   
 
単位認定  留学先での取得単位を本学 
        規定に従い単位認定します。 
 
留学中の本学への学費  通常通り 
         

 



  
  

 ◆応募資格 大学２年次以上であること 
  フィリピン大学セブ校と王立プノンペン大学留学 
  の場合は、TOEFLスコアの提出が必要となります。 
  詳細はお問合せください。 
    

 ◆選   考 留学先言語のエッセイ、面接、 
         学内成績、現地大学関係者 
         とのスカイプ面談 
    

 ◆研 修 費  大学間の協定により現地で 
          の授業料は必要ありません。  
               

    別途必要なもの：現地宿泊費、食費、航空運賃、 
              海外旅行保険、お小遣い、 
              ビザ申請にかかる費用。 
     

 ◆申込締切  ４月２６日（金） 
     

 ◆申 込 先  国際交流センター 
   （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

 

 
      
 
 
 
 
留学を成功させる最大のポイントは、早い段階から
計画的に準備を進めることです。 
 
留学先の言語を強化するよう日頃から心がけましょ
う。 
 
情報収集や相談は、国際交流センターまで。 
 
 
 
 

 

 
 
 
韓    国 ： 世宗大学、カチョン大学 
中    国 ： 山東大学、東北大学、広東東軟学院 
フィリ ピ ン：  フィリピン大学セブ校 
カンボジア：  プノンペン大学 
 
         

 

募集要項  留学先 

出発から帰国までの流れ 

申込み ⇒ 学内選考 ⇒ スカイプ面談 ⇒  
参加者決定 ⇒ オリエンテーションの参加  ⇒ 
ビザ申請 ⇒ 出発 
 

【帰国後】 
 ①報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 
 ②単位認定 

 留学について  
 
          
留学期間  １学期 あるいは １年 
 
授   業  月曜日～金曜日 
        語学クラスと正規授業の履修 
        ※大学により異なります。 
  
滞 在 先  大学指定の学寮 
        それ以外の宿舎は認めません。   
 
単位認定  研修大学での取得単位を本学 
        規定に従い単位認定します。 
 
留学中の本学への学費  通常通り 
 
         

 



  
  

 ◆応募資格 大学２年次、３年次 
      

 ◆選   考 英語のエッセイ、面接、  
          学内成績、 
         作品集（ポートフォリオ） 
    

 ◆研 修 費  大学間の協定により現地で 
          の授業料は必要ありません。  
               

    別途必要なもの：現地宿泊費、食費、航空運賃、 
              海外旅行保険、お小遣い、 
              ビザ申請にかかる費用。 

        

 ◆申 込 先  国際交流センター 
   （さくら夙川キャンパス・いたみ稲野キャンパス） 
 

 

   

 
      
 
 
 
 
 
本国の学生でも入学が難しいとされる由緒ある学校。
交換留学制度を利用してチャレンジしよう。 
 
フランス語力は必須です。フランス語の授業を履修
だけでなく、日ごろからの語学強化に努めましょう。 
 
情報収集や相談は、国際交流センターまで。 
 
 
 
 

 

募集要項  留学について 

出発から帰国までの流れ 

申込み ⇒ 選考 ⇒ 参加者決定 ⇒  
オリエンテーションの参加  ⇒ ビザ申請 ⇒ 出発 
 

【帰国後】 
 ①報告会の出席 と 学内スピーチ大会への参加 
 ②単位認定 

 
 
留 学 先   パリ国立高等美術学校  
 
最高峰の難関といわれる一流校。350年以上にわたる歴
史があり、ドロクロワ、ルノワール、モネ、ドガなど、美術史を
飾る巨匠たちもこの学校の卒業生です。 
 

               
留学期間  秋学期 １学期間 
 
授   業  月曜日～金曜日 
        実技、フランス語 
  
滞 在 先  学 寮 あるいは 外部宿舎         

 
単位認定  研修大学での取得単位を本学 
        規定に従い単位認定します。 
 
留学中の本学への学費  通常通り 
         

 



 
  
  

 ◆応募資格 大学２年次以上であること 
  英語力の目安 TOEIC 600点以上 
            （証明書の提出が必要です） 
   

 ◆選   考 学内成績 
   ●バレンシア国際カレッジによる英語テスト 
   ●バレンシアカレッジ担当者とスカイプ面談 
   ●ディズニー担当者との面談（国内） 
     

 ◆時   期  ２月出発（２月～８月まで） 
           ８月出発（８月～翌１月まで） 
    

 ◆費     用 1,200,000円（目安） 

  （海外研修保険料 現地での初期生活費含む）         
   注意：為替や燃油サーチャージにより研修費 
       は変動します。ご了承ください。        

         

 ◆インターン給与 時給＄7.79～＄8.75 
   寮費、交通費、税金など差引すると 
   週＄50程度 こづかいとして手元に残ります。 
 

 ◆申込締切 ２月出発の場合： 6月17日(月) 
          ８月出発の場合：12月１6日(月) 
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１．就業体験をしながら、ビジネスの授業を受講 
  できる。 
２．英語力が伸びる 
３．世界各国からの留学生と交流できる 
４．有給のため、現地での生活費が軽減できる 

募集要項 インターンシップの内容 

プログラムの構成 

1．バレンシア国際カレッジの授業 
  週２回 週８時間（目安） 
 
授業内容： 
◆バレンシア国際カレッジ講師によるもの 
  ●ビジネスマネージメント 
  ●アカデミックトレーニング（オンライン） 
◆ディズニー社講師によるもの 
  ●ディズニーについて 
 
２．インターンシップ 
  週３０～３７時間（目安） 

 
※バレンシア国際カレッジ教員による授業を週2 
  回受けながら、フロリダ州にあるDisney World 
   で就業体験ができます。 
 
就業内容  
■ホスピタリティ職  / フロントなど 
■コンシェルジュ   
■キャラクター・パフォーマー  
■アトラクション・エントランス業務 
■衣装 
■ショップ販売 
■レストランで調理部門 

 
英語力などにより、担当部署が決定します。 

 

プログラム参加のメリット 



●チェメキタコミュニティ大学 ●エベレット 
 コミュニティ・カレッジ 

●アルヴァーノ大学 
●チェメキタ 
 コミュニティ大学 

●ウォルト・ 
 ディズニー 
 ワールド 

●パリ国立高等美術学校 

 



●ワイカト大学 

●マードック大学 

●フィリピン大学 
 セブ校附属高校 

● 
 
 世宗大学・建国大学 
 カチョン大学 

●山東大学 

●東北大学 

●広東東軟学院 

●プノンペン大学 
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