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短期語学セミナー募集要項 

[募集説明会] 4月17日（火）     12：15 ～ 12：55      場所： 3-502教場 

           4月19日（木)  12：15 ～ 12：55    場所： 3-502教場 （両日同内容） 
 

  [申込期間]       4月23日（月）～5月7日(月) 9:00～17:00 ※事務取扱日はＨＰでご確認ください。 

                        3号館（種月館）5Ｆレクチャーラウンジ または 国際センター事務室（深沢校舎2Ｆ）  
           ※3号館の受付は平日11：00～17：00のみです           

 

[選考試験（筆記試験）]  5月12日（土）  12：20～12：50  ※試験会場は申込み時にお知らせします 
※淡江大学中国語セミナーは、筆記試験はおこないません。  

 

 

 
UBC 

ブリティッシュ・ 

コロンビア大学 

英語セミナー 

UCI 
カリフォルニア大学 

アーバイン校 
英語セミナー 

UE 
 

エクセター大学 
英語セミナー 

TKU 
 

淡江大学 
中国語セミナー 

 

場   所 
カナダ  

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ州 

バンクーバー市 

アメリカ 

カリフォルニア州 

アーバイン市 

イギリス 

デボン州 

エクセター市 

台湾 

新北市 

淡水区 

期   間 
8月5日（日）～ 

8月26日（日） [22日間] 

7月31日（火）～  

8月30日（木） [３１日間] 

8月4日（土）～ 

9月2日（日） [30日間] 

8月5日（日）～ 

8月25日（土） [21日間] 

参加費用 46万円 57万3千円 63万円 21万4千円 

滞在形態 大学寮・ﾎｰﾑｽﾃイ ホームステイ ホームステイ 大学寮 

引率教員 なし なし あり (8/4～8/14） なし 

募集定員 

（選考方法） 

２０人（書類審査と選考

試験により選抜、詳細に

ついてはp.5参照） 

30人（書類審査と選考

試験により選抜、詳細

についてはp.5参照） 

20人（書類審査と選考

試験により選抜、詳細

についてはp.5参照） 

15人（書類審査により

選抜、詳細については

p.5参照） 

最小催行人数 10人 10人 10人 1人 

第１回～第3回 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
日時・場所等については、決定次第、参加者に連絡します。 

修了証 

・ 

単位認定  

各セミナーの受講条件を満たした学生に対し、各大学から修了証が授与されます。本学では、このセ

ミナーの取得単位は随意科目の2単位として認定されます。ただし、GMS学部は、4月の履修登録時

に「海外演習実践講座」を登録し、所定の手続きを経た場合、専門選択科目として認定されます。 

※「海外演習実践講座」の手続きについては、必ずGMS学部に確認しておくこと。 

※大学院生の単位認定はありません。  

参加費用の 

納入期日・ 

方法 

納入期間： 5月14日（月）～5月17日（木） 

納入方法： 指定振込用紙はありません。参加学生本人の氏名で下記へ振込んでください。 

振 込 先： 三菱東京UFJ銀行 世田谷支店 普通預金 No.1228721 

       口座名：学校法人 駒澤大学国際交流セミナー口
グチ

 

燃油サーチャージについては、後日旅行会社が別途徴収します。 
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取消料 

免責事項 

個人情報の取扱いにかかわる方針 

 駒澤大学個人情報保護規程に基づき、個人情報を取扱います。 

 原則として、受入大学および滞在先等に送金した後のキャンセルについては、一切返金は認められません。 

 旅行会社に参加を申込み、航空便等の手配をした後のキャンセルについては、旅行約款に基づいて 所定の

取消手数料を支払うことになります。 

 本学、担当旅行会社、運輸会社は、次の理由により、参加学生が被った人的・物的損害については、責任を

負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 天災、海難、火災、政府およびその他公共団体の指令、不可抗力による事故、戦争、暴動、ストライキ、盗

難、詐欺、ハイジャック、疾病、隔離、税関規則、その他本学・旅行会社・運輸会社が管理し得ない不可抗力、

本人の怠慢、不注意により生じた事故および前記の理由によって生じた付帯経費など。 

 なお、この実施要項に記載された以外の諸条件については、担当旅行会社の旅行約款、運輸会社の運送約

款によることになります。  

旅行条件 

＜参加費用に含まれる経費＞ 

①受講料               ②宿泊関係費用（プログラムに記載された食事） 

③海外旅行保険          ④旅程中空港税、サービス料、チップ 

⑤エコノミークラス航空運賃、バスなど旅程中の交通機関運賃 

⑥プログラム内アクティビティ  ⑦観光・ホテル代 

 

＜参加費用に含まれない経費＞ 

①渡航手続き関係書類諸費用（旅券（パスポート）申請用印紙証書代等） 

②滞在に伴う指定以外の食事、オプショナル・アクティビティ、通学時の交通費 

③燃油サーチャージ（4月現在参考額）： 

  カナダ14,000円、アメリカ14,000円、イギリス14,000円、台湾3000円 

①参加するセミナーの言語を学内または学外等で学んでいる、または学んだ経験がある者 

②参加目的が明確な者    

③心身ともに健康で、異文化に適応できる者 

④団体行動・集団生活で大学の指示に従うことができる者 

⑤学部生については、派遣期間中に実施される各「集中授業」や「前期科目追試験」の対象者でないこと 

⑥個人的理由による当該プログラムからの途中離団および帰国延長等は認められない事を了承すること 

応募条件 

 申込者が定員を下回った場合も、選考試験をおこない、不合格となることがあります。その結果、最小催行人

数を下回った場合は、中止になることがあります。 

注意事項 
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STEP 1 募集説明会 
   4月17日（火）  12:15～12:55  場所： 3-502教場 

   4月19日（木）  12:15～12:55 場所： 3-502教場  （両日同内容） 
    
 
 
 

申込方法 
   申込期間： 4月23日（月）～5月7日（月） 9:00～17:00 ※事務取扱日はＨＰでご確認ください。 

場   所： 3号館（種月館）5Ｆレクチャーラウンジ または 国際センター事務室 

       ※3号館の受付は平日11：00～16：00のみです 

パンフレット内の参加申込書・誓約書・健康調査票に必要事項を記入し、「学習計画書」（様式につ

いては下記参照）とともに、国際センター事務室に提出してください。 
 

 

   ［学習計画書の様式］ 

 1. 日本語で記述すること。 

 2. A4サイズで1枚以上（Wordで作成）、フォントはMS明朝（サイズは10.5）で統一すること。 

 3. 余白については、標準（上35mm、下左右すべて30mm）に設定し、1ページあたり40字×30行＝

1200字とすること。  

 4. 1ページ目の最上部に、タイトル「学習計画書」と、学部学科、学年、学生番号、氏名を記載するこ

と。 

 5. 箇条書きおよび図表等の挿入は、規定分量にはカウントしないので、注意すること。 

 6. 以下の内容をすべて盛り込むこと。 

 ・今回の留学目的 

 ・現地での具体的な学習計画 

 ・国際理解への意欲 

 ・海外留学への関心 

 （すべての内容が含まれていれば、項目を立てて記述する必要はありません。） 
 

なお、学習計画書の内容は、選考に関わる事項ですので、個別の質問等は一切受け付けられません。 

 

書類審査および選考試験（筆記試験） 

 ※筆記試験は英語セミナーのみおこないます。 
   (ブリティッシュ・コロンビア大学、カリフォルニア大学アーバイン校、エクセター大学） 

    試験日： 5月12日（土） 12：20～12：50  ※試験会場は申込み時にお知らせします。 

    試験内容： 大学入試レベルの英語、および大学生レベルの一般常識問題（参照物：一切不可） 
 

    いかなる理由で欠席した場合も、追試験はおこないません。 

選考試験の結果と「学習計画書」に基づき、選考します。中国語セミナー（淡江大学）は、学習計画

書に基づき書類審査をおこないます。 

     

 

合格者の学生番号を、5月14日（月）10：00に、KONECO上にて発表します。 

    合格者は至急、国際センター事務室に書類を取りに来てください。（STEP 4 参照） 
 

 

申込みから出発までの手順 

STEP 3 

STEP  2 

合格者発表 
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手続書類配布 
   配布期間： 5月14日（月） 12：15～12：50 

場所：3-502教場 

登録手続きに必要な書類等をお渡しします。 

旅券（パスポート）の申請は、各自で至急おこなってください。 
 ※玉川キャンパスでの授業で出席できない場合は、別途ご連絡ください。 

 

①参加費用の振込 
納入期間： 5月14日（月）合格者発表後 ～ 5月17日（木）  振込先はp.3を参照してください。 

※燃油サーチャージは、別途、参加学生が旅行会社に直接支払ってください。詳細は、後日、オリエ

ンテーションで説明します。 

 

②登録手続き 
   登録期間： 5月15日（火） ～ 5月17日（木） 9:00～17:00  

   場所： 3号館（種月館）5Ｆレクチャーラウンジ または 国際センター事務室 

   提出物： プロフィール、留学先大学のアプリケーション、ホームステイのアプリケーション、 

         パスポートのコピー等 

 

 
 
 
 

オリエンテーション （3回） 
   出発前にオリエンテーションを3回おこないます。 

第1回：セミナー・現地情報の説明、旅行会社による注意 

第2回：海外旅行傷害保険加入の手続き、危機管理について 

第3回：セミナーの最終確認、役割分担の決定、ホームステイ先情報の配布  

 

 ※オリエンテーションには、必ず出席してください。正規の授業等の理由以外での欠席は認められませ

ん。 
 

 

 

出発 
当日は、成田空港または羽田空港（コース毎に異なります）に集合します。 

時間等詳細については、第3回オリエンテーションにてお知らせします。 

 

 

帰国後 反省会（報告会） 
アンケート、交換留学等の説明などを実施します。 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 7 

STEP 6 

STEP 8 

上記①②の両方が完了した時点で、参加確定となります。 



●授業(予定） 

月～木 9:00～12:30 13:30～15:45  金 9:00～12：30  

（約25時間/週 ×3週間） 

レベルに合わせてクラス分けされます。（一般クラス） 

 

●宿泊・食事 

大学寮（2泊：食事なし） 

ホームステイ（18泊：朝・昼・夕食付） 

複数人一家庭になることがあります。（他の留学生や日本人を含む） 

 

●アクティビティ 

オプション（2017年例：シアトル旅行、ヴィクトリア観光他）は、   

セミナー代金には含まれていません。 

 

●対象 

このセミナーには引率が付きません。 

 

  The University of British Columbia (UBC) 

セミナープログラム 
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日   程 

8/5（日） 
 

成田空港集合→バン

クーバーへ 

（大学寮泊、食事なし） 

8/7(火) 

 

英語セミナー開始 

(8/7～8/24) 
ホームステイ開始 

8/24(金) 英語セミナー終了 

8/25(土) 専用バスで空港へ 

空路、帰国の途へ 

8/26(日) 成田空港到着 

入国手続き後解散 

ブリティッシュ・コロンビア大学は、1908年に創立された、カナダで最も

歴史の古い大学のひとつであり、カナダでは第2の規模を誇る州立総合

大学です。ダウンタウンから数分のポイントグレイ半島の西端に位置す

る広大なキャンパスには、人類学博物館や植物園があり、バンクーバー

の観光名所としても有名です。 

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学英語セミナー  

バンクーバーの街 

 カナダ 第 3 の都 市バ ンク ー

バー市は、西海岸に位置し、夏

は涼しく、冬は温暖で過ごしや

すく、北米で最も人気の高い都

市のひとつです。 

 街の東には雄大な山並みが続

き、西には美しい入り江と砂浜

が海岸線を縁取り、大自然に恵

まれています。 

本プログラムは、UBCキャンパス内のELI (English Language Insti-

tute)で行われます。英語力の向上はもちろんのこと、英語をツールと

し、Global Citizenship、Sustainability、Social Justice等のテーマについ

て、調査・検証・発表する能力の向上も目標としています。また、UBCの

学生がCA(Cultural Assistants)として、授業初日のランチ、案内、アク

ティビティの引率の他、授業や日常生活の相談に乗るなどサポートして

います。 
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アメリカ・カリフォルニア大学アーバイン校英語セミナー  

 University of California, Irvine (UCI) 

アーバインの街 

●授業(予定） 

月～金 9:30～12:30  （3時間/日 ×20日） 

レベルに合わせてクラス分けされます。（一般クラス） 

 

●宿泊・食事 

ホームステイ（29泊 月～金：朝・夕食付、土・日：朝・昼・夕食付） 

複数人一家庭になることがあります。（他の留学生や日本人を含む） 

 

●アクティビティ 

ランチオリエンテーション（授業初日）・スポーツ交流等（料金込） 

その他のオプション（2017年度例：ディズニーランド、ユニバーサルス

タジオ）は、セミナー代金に含まれていません。 

 

●対象 

このセミナーには引率が付きません。 

セミナープログラム 

日   程 

7/31 (火) 成田空港集合→ロサン

ゼルスへ 

ホームステイ開始 

8/1(水) オリエンテーション 

英語セミナー開始 

（8/1～8/28） 

8/28(火) 英語セミナー終了 

8/29(水) 専用バスで空港へ 

空路、帰国の途へ 

8/30(木) 羽田空港到着 

入国手続き後解散 

カリフォルニア大学アーバイン校は、1965年に開校した州立総合大

学で、ロサンゼルス校、バークレー校と並ぶ数あるカリフォルニア大学の

ひとつです。創立後わずか40年で全米大学ランキングでも上位に入る

名門校に成長しました。 

カリフォルニア州オレンジカウンティ山麓の丘陵地帯にある広大な

キャンパス内には、スチューデントセンター、ランゲージラボ、図書館、

銀行はもちろん、レストランや映画館がそろい、ひとつの街のようです。 

 ロサンゼルスから車で1時間

の距離にあるアーバイン市は、

全米でも治安の良い街として知

られ、アメリカ人の住んでみた

い10都市のひとつとしても有名

です。 

 大都市ロサンゼルスに近いに

もかかわらず、大自然に触れる

ことができます。気候の良いカ

リフォルニアでの滞在は、本プ

グラムの魅力のひとつです。 

本プログラムでは、英語の「読む」、「書く」、「聴く」、「話す」を総合的

に学び、同時にアメリカ文化についても学びます。そのユニークな英語

教育は諸外国から高く評価されています。また、UCIの学生（CP：カンバ

セーション・パートナー）による、キャンパス内外の案内や課外活動もあ

り、生きた英語や文化に触れることができます。 
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セミナープログラム 

 エクセター大学は1955年に設立されたイギリス南西部の名門校で、文

系、芸術系、理系、社会科学系、教育、法学、医学など幅広い分野の

学部を有する総合大学です。なかでも人文学部は演劇・オペラ・バレエ

などの公演が学内の劇場で一年を通して行われるほど充実しており、イ

ギリス国内において絶大な人気を誇ります。施設面においても、図書館

やコンピュータールーム、スポーツ施設には定評があり、学生の満足度

も非常に高いことで知られています。 

日   程 

8/4(土) 成田空港集合→ロンドン 

→エクセターへ 

ホームステイ開始 

8/6 (月) 英語セミナー開始 

（8/6～8/31) 

8/31 (金) 英語セミナー終了 

9/1  (土) エクセター→ロンドンへ 

空路、帰国の途へ 

9/2   (日) 成田空港到着 

入国手続き後解散 

イギリス・エクセター大学英語セミナー 
 University of Exeter (UE) 

本プログラムは、イギリスの伝統である人間教育と語学プログラムを

有機的に統合した授業となっており、その質の高い英語学習には定評

があります。また、近郊の観光地を訪れる週末のエクスカーションがプロ

グラムの一環として組み込まれ、まさに本場のクィーンズ・イングリッシュ

を学ぶ絶好の環境と言えるでしょう。 
エクセターの街 

 イギリス南西に位置するエク

セター市は、約2,000年前にロー

マ人によって築かれた街です。

市内には、ローマから古代、中

世、近代に至る遺跡の他、古い

建造物や町並みが保存されてい

ます。 

 中世以来、地中海への出口の

一つであったエクセ川沿いの

キーサイド地域は、かつては

ローマ人の運河として、16世紀

には羊毛貿易の中心として栄え

た場所です。 

●授業(予定） 

午前：Language Development 午後：Topic Based Skills 
月～金 （4時間/日 ×4週間）  

 

●宿泊・食事 

ホームステイ（28泊 月～金：朝・夕食付、土・日：朝・昼・夕食付） 

複数人一家庭になることがあります。 

 

●アクティビティ 

エクスカーション3回（料金込） 

その他のオプション（2017年度例：英国南西部小旅行、スポーツ、ク

リームティー）は、セミナー代金に含まれていません。 

 

●引率 

  このセミナーは、出発から始めの1週間程度、引率があります。引率 

は、本学教員が担当します。 

エクセター 
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 Tamkang University (TKU) 

台湾・淡江大学中国語セミナー 

日   程 

8/ 5(日) 成田空港集合→台北→

淡水へ 

大学寮泊（計20泊） 

8/ 6(月) 中国語セミナー開始 

(8/7～8/25) 

8/25 (土) 中国語セミナー終了 

空路、帰国の途へ 

 成田空港到着 
入国手続き後解散 

1950年に淡江英語専科学校として創立、1980年に淡江大学と改

名されました。台湾の私立大学の中では最も歴史のある大学です。 

「国際化」、「情報化」、「未来化」の三大教育理念を掲げ、国際的な

総合大学として発展してきました。現在は、淡水、台北、蘭陽、サイ

バーキャンパスと4つのキャンパスを有し、10学部に28,000人の学生

が在籍します。 各分野の専門知識に加えて、コミュニケーション能

力、リーダーシップ、忍耐力などを合わせ持つ企業に期待される人

材の育成に力を入れており、雑誌『Cheers』の「台湾大企業1000社

人材戦略・大学生評価」において、15年連続で私学のトップにラン

キングされています。 

セミナープログラム 

●授業（教科書代含む。）(予定） 

月・火・木・金 （週20時間 午前3コマ 9：10～12：00、午後2コマ    

                   14：10～16：00を予定）  

レベルに合わせてクラス分けされます。（一般クラス） 
 

●宿泊・食事 

大学寮（20泊：食事付） 3～4人1部屋 
 

●課外活動 

 水曜日は、課外活動をおこないます。淡水・台北などへの小旅行  

 がスケジュールに盛り込まれています。 
 

●引率 

このセミナーは、引率が付きません。 

淡水の街 

海に近い淡水はかつて港町と
して栄え、台北の発展に大きく
貢献した街です。台湾文化にオ
ランダ、日本などの外国風情が
溶け合った街並みが続き、東方
のベニスと呼ばれています。歴
史的価値のある古跡の数々、異
国風情の街並みが注目され、定
番の人気観光地となっていま
す。 

このプログラムには、専門的な能力判定テストによる最適なクラス分

けと、少人数制の質の高い授業、週20時間の授業と水曜日の課外活

動があります。また、プログラム中は学生スタッフがサポートしてくれま

す。教材費・食費・寮費が含まれています。 

教材は、このプログラムのために開発されたもので、5レベルに分かれ

ています。メインテーマは台湾の日常生活を紹介することで、料理の注

文や買い物、文化などのトピックがあります。言語構造と機能を重視し、

台湾文化を広く紹介できるようになっています。中国語の正しい発音や

流暢で簡単な会話ができるスキルも身に付き、基本的な漢字やフレー

ズ、文の構造もわかるようになります。教材利用者には、補助教材ウェブ

サイトへのアクセス権も付与されます。 

 淡江大学と本学との間には、交換留学の制度もあります。 

淡 水 



駒澤大学 国際センター事務室  
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TEL：（03）3702-9732    FAX：（03）3702-9721 
https://www.komazawa-u.ac.jp/ 
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