滋賀大学春休み海外研修プログラム

オーストラリア研究 2014
○研修概要
・期 間：
2014 年 2 月 16 日（日）～3 月 17 日（月）30 日間（現地 27 泊, 機中 2 泊）
・利用空港：関西国際空港
・研修先：ディーキン大学附属英語学校 Deakin University English Language Institute (DUELI)
www.deakin.edu.au/international
・所在地：DUELI, Melbourne Campus at Burwood, Building la, Entrance 3, 70 Elgar Road, Burwood VIC 3125, Australia
・プログラム： Closed Program と Integrated Program の 2 つのプログラムで参加者を募集します. 出
発・帰国日は両プログラム共通です.
①Closed Program
滋賀大生のみのクラス編成です. 教室での英語学習に加え, 地元の小学校訪問やメルボルン市
内・近郊の見学, 小旅行などツアーアクティビティも予定されています.
プログラム詳細は, 本募集要項 p. 4 をご覧ください.
語学と文化の両方を楽しみながら学びたい人向けのプログラムです.
②Integrated Program
DUELI が 5 週間ごとに開講するレギュラークラスに 4 週間合流します. 他国, 日本の他大学から
の学生と一緒に英語を学びます. 日本出発前にプレースメントテストを受け, 個々の英語力に応じ
たクラスに入ります. 日本の大学の春休み期間中となるため, クラスメイトは日本人学生が多くな
ります. 活動の大半が教室での英語学習（月～金曜日の 9 時～15 時半）です. 小旅行はプログラム・
研修費用に含まれませんので, 各自が週末等を利用して自己負担で行くことになります（なお，希
望者は 2 月 22 日土曜日の Closed Program 向けの Great Ocean Road Tour に 140 ドルで参加可能）
.
自分のレベルにあったクラスで, 英語を集中的に学びたい人向けのプログラムです.
・宿 泊：オーストラリア人宅にホームスティ（スティ先は申込み書に記入した希望を参考に決定. ）

○研修参加費用
Closed Program

532,660 円※1

Integrated Program

511,660 円

・費用に含まれるもの： 関西国際空港-メルボルン間国際線航空運賃（キャセイパシフィック航空利
用, 燃油料，諸税含む）, DUELI 授業料, ホームスティ手配委託料, ホームスティ宿泊・食事代（朝・
昼・夕食）, 現地通学用交通定期券, 構内 PC 利用料, フィットネスジム利用料, 現地携帯電話レンタ
ル料と初期費用，Wi-Fi 接続用 USB レンタル料と初期費用, JI 傷害火災・海外旅行保険, 査証（ETAS）
取得手数料等【以上, 両プログラム共通】. ツアーアクティビティ料金【Closed のみ】.
※1

Closed Program の参加申込み人数が 10 人未満の場合, 追加料金が発生します. 追加料金の納入の方法・時期につい

ては後日, 個別にお知らせします.
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○行程表
2 月 16 日 CX565 KIX／HKG 11:00／16:05
2 月 16 日 CX135 HKG／MEL 19:10／07:25 2 月 17 日着
3 月 16 日 CX104 MEL／HKG 15:25／21:45
3 月 17 日 CX566 HKG／KIX 01:50／06:15

CX キャセイパシフィック航空
KIX 関西空港, HKG 香港, MEL メルボルン

○引率教職員
・出発（2 月 16 日）～1 週間程度と最終週～帰国（3 月 17 日）の 2 回, 本学教職員の引率が付きます.

○事前指導（オリエンテーション）
出発前に行われるオリエンテーションに全 3 回とも必ず参加してください（申込み書類にある『海
外研修参加者個票』に出欠を記入すること）. 授業等でやむを得ず参加できない場合は, 国際センタ
ーに連絡・相談してください.
・第 1 回 12 月 17 日（火）5 限・彦根 第 13 講義室
12 月 19 日（木）4 限・石山
※2

・第 2 回

第 4 講義室

1 月 21 日（火）5 限・彦根 第 13 講義室
1 月 23 日（木）4 限・石山 第 4 講義室

※2

Integrated Program の学生はこの日にプレースメントテストを受けてください.

・第 3 回 2 月 12 日（水）13~16 時 大津サテライト・キャンパス（JR 大津駅前 日本生命大津ビ
ル 4 階）

○単位認定について
本研修は,「海外研修（オーストラリア研究）
」
（2 単位）として評価・単位認定※3 されます. 評価は,
現地語学学校の成績, 研修総括のレポート内容をもとに行います. 単位認定を希望する人は, 帰国後
にレポート（A4 判用紙 2 枚程度）を提出してください.
提出締め切り：2014 年 3 月 28 日（金）17:00
提出先：メール添付の場合：E-mail: nana@edu.shiga-u.ac.jp （オーストラリア研究担当・児玉奈々）
持参する場合：経済学部生→学術国際課留学生係, 教育学部生→大津・学生センター
※3

卒業要件の科目・単位として扱われるか否かは, 学部によって異なりますので, 所属学部で確認してください.

○海外研修助成金について
本研修は, 参加者が申請により助成金（3 万円以内）を受けることのできる「滋賀大学教育研究支
援基金海外研修助成事業」の対象となっています.
助成を希望する人は, 別途, 申請書, 報告書等の必要書類を彦根・学術国際課あるいは大津・学生セ
ンターに期日まで提出してください.
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○参加申込み方法
1. 研修費用支払い, 海外旅行保険加入, ビザ取得
別紙「滋賀大学 オーストラリア研修（4 週間）
」をよく読んで, 各自, 銀行振り込みで希望プログ
ラムの金額の納入をお願いします.
また, 申込み後に「海外旅行保険案内」, 「伺い書（パスポートコピー提出案内）」等の書類がJTB
から自宅宛てに送られてきます. 海外旅行保険の加入やビザの取得に必要となりますので, 書類に記
入後, 期日までにJTB西日本京都支店に返送してください.
2. 申込み書類の提出について
本募集要項, 申込み用の各種書類をよく読んで, 必要事項を記入の上, 3の申込み先へ提出してくだ
さい.
【提出必要書類】
①海外研修参加者個票
②同意･誓約書（本人及び保護者の方の署名・押印をお願いします）
③APPLICATION FOR ADMISSION TO DUELI STUDY TOUR（英語学校申込み用紙）
（写真は貼ら
なくてよい）
④Application for Deakin University English Language Institute Study Tour Students（ホームスティ申
込み用紙）
（パスポートコピーは添付しなくてよい）
⑤DUELI STUDENTS Home stay Information（ホームスティに関する諸注意と同意事項）の 2-3 頁
目（よく読んで, 各項目にチェック☑をし, 英語で日付と署名を記入すること）
以上, 書類に必要事項を記入し, 下記申込み先へ提出してください.
3. 申込み先
経済学部：学術国際課留学生係（保健管理センター棟 2 階）
教育学部：国際センター分室（生協食堂の上. 平日 10～15 時 45 分開室）あるいは学生センター
4. 申込み締め切り日

2013 年 12 月 20 日（金）17:00

5. 参加者メーリングリスト
参加者連絡用にメーリングリストを作成します. 申込み後に, タイトルを「オーストラリア研究
2014」として, 氏名を記入したメールを以下のメールアドレスまで送信してください.
国際センター 児玉奈々 e-mail:

nana@edu.shiga-u.ac.jp

○研修に関する問い合わせ
滋賀大学・国際センター（学術国際課） E-mail: kokusai@biwako.shiga-u.ac.jp
国際センター教員 児玉奈々

E-mail: nana@edu.shiga-u.ac.jp
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