2016 年春季短期語学研修

募集要項

＜英語＞


Asia Pacific University of Technology
and Innovation（APU）（マレーシア）



UCSI University（マレーシア）



Portland State University（PSU）
（アメリカ）

＜中国語＞
 北京語言大学（中国）


淡江大学（台湾）

受付：10 月 19 日（月）9：00 ～ 10 月 23 日（金）17：00（先着順）
（募集人数に達し次第受付終了）

法政大学グローバル教育センター

参加資格
１．本学の 1 年次～4 年次に在籍している学部生
２．事前に開催するオリエンテーションに必ず出席できる方

派遣先大学の紹介

【英語】
Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)＜マレーシア・クアラルンプール＞
1993 年設立の私立大学でマレーシア政府高等教育省から評価 5(Excellent)の評価を得ている大学です。マレーシアの首
都クアラルンプールに位置し、4 学部（コンピュータ工学、工学、経営学、会計・金融学）を有しています。また、全学
生約 10,000 人のうち約 6 割が外国人留学生です。マレーシアがイスラム教圏の国ということもあり、同大学には中央ア
ジアや中近東からの外国人留学生も多く、英米での英語留学とは異なる環境で様々な国・地域の学生との交流が可能です。

実施時期

2016 年２月 14 日（日）～3 月 13 日（日）
（29 日間）

募集人数

25 人

研修内容

大学付属の語学学校にて他の留学生と共に週 25 時間の英語学習と文化体験。

宿泊先

大学専用の学生寮（2 人 1 部屋（男女別））

参加費用

250,000 円（予定）※航空券、授業料、寮費（食費除く）
、文化体験込み。

UCSI University ＜マレーシア・クアラルンプール＞
クアラルンプール郊外にメインキャンパスをおく総合大学で、マレーシアの私立大学では最も古いもののひとつです。多
くの学部でインターンシップが義務とされ、社会で即戦力となるような実践的な教育に特色があります。また、学部から
外国の大学に編入する制度が充実し、海外に広く門戸が開かれています。約 80 か国からの多くの留学生も学んでおり、
マレーシア文化だけではなく、さまざまな文化に触れることもできます。

実施時期

2016 年 2 月 28 日（日）～ 3 月 27 日(日)（29 日間）

募集人数

25 人

研修内容

大学付属の語学学校にて他の留学生と共に週 20 時間の英語学習と文化体験。

宿泊先

大学専用の学生寮（2 人 1 部屋（男女別））

参加費用

250,000 円（予定）※航空券、授業料、寮費（食費除く）
、文化体験込み。

Portland State University（PSU） ＜アメリカ・ポートランド＞
米国西海岸に位置するポートランド州立大学は、ポートランド国際空港からわずか数分の場所にあります。 オレゴン州
ポートランドは、全米でも美しく、居住性の高い都市として知られています。 大規模なポートランド州立大学は、太平
洋とカスケード山脈の間にあるポートランド市の中心に位置し、世界および全米各地から訪れている 28,000 名の学生を
抱えています。 清潔で安全、都会的なキャンパスでは、インターンシップやその他のパートナーシップなど、科学、産
業、ビジネス、政府における数々の学習機会を提供。 太平洋のビーチや雪をたたえた山々に近いポートランド州立大学
は、生活にも学習にも最適なロケーションを誇ります。

実施時期

2016 年 2 月 14 日（日）～

３月 13 日（日）
（29 日間）

募集人数

15 人

研修内容

大学付属の語学学校にて週 18 時間の英語学習。PSU の選択授業にも参加可。

宿泊先

ホームステイ（2 人でホストファミリー宅に滞在予定）

参加費用

540,000 円（予定）※航空券、授業料、滞在費、食費、文化体験込み。

【中国語】
北京語言大学＜中国・北京＞
1962 年設立の中国教育部直属の大学で、外国人留学生向けの中国語教育・文化教育に取り組んでいる最大規模の国際型
の大学で、これまでに 12 万人以上の外国人留学生を受け入れた実績があります。HSK（漢語水平考試）についても同大
学が中心に問題を作成しています。

実施時期

2016 年 2 月 24 日（水）～ 3 月 24 日（木）
（30 日間）

募集人数

15 人

研修内容

大学内で他の留学生と共に週 20 時間の中国語学習と、文化体験。

宿泊先

大学専用の学生寮（2 人 1 部屋（男女別））

参加費用

200,000 円（予定）※航空券、授業料、寮費（食費除く）
。オプションで小旅行。

淡江大学＜台湾・台北＞
1950 年設立の、台湾で最も歴史ある私立総合大学で、国際化に非常に力を入れた大学です。長年にわたり、台湾の私立
大学でトップを占めており、本プログラムは本学を含む海外協定校の学生向けに開講されています。市ヶ谷キャンパス内
にある「日本台湾教育センター」においても出発前のサポートを行っており、また現地での日本語でのサポートも行って
います。

実施時期

2016 年 3 月 6 日（日）～ 3 月 19 日（土）
（14 日間）

募集人数

15 人

研修内容

同大学台北キャンパスにて他の留学生と共に週 20 時間の中国語学習と、文化体験。

宿泊先

大学専用の学生寮（2 人 1 部屋（男女別））

参加費用

180,000 円（予定）※航空券、授業料、寮費（食費除く）
、文化体験込み。

申込方法
1. 2015 年 10 月 19 日（月）9 時から 10 月 23 日（金）17 時（先着順）までにグローバル教育セン
ターのホームページ（http://www.global.hosei.ac.jp/event/）よりお申込ください。
なお、募集人数に達し次第受付を終了しますので、早めにお申込みください。

2. 上記 1 の手続きを行った後、指定された期日までに申込金 100,000 円を、大学で付与しているメー
ルアドレス宛に送信するメールにて通知する、法政大学の指定口座に振り込んでください。（振込期
日、振込先情報については、参加申込受理後にメールにてお知らせいたします）申込金については、
授業料、滞在費、海外旅行保険料、航空券代金等の一部に充当します。振込後の返金は一切行いませ
んのでご注意ください。申込金以外の費用については、別途指示する支払方法に従って振り込んでく
ださい。

注意事項
1. 航空運賃や為替相場等の変動により、参加費用が変わることがあります。
2. 参加者は、大学で紹介の海外旅行傷害保険（上限 8,500 円）加入が義務付けられます。
3. 研修前に実施するオリエンテーションに必ず出席してください。
4. 参加者全員が同じ航空便での出発・帰国とします。研修終了後の滞在延長は出来ません。
5. 本プログラムにおいては、本学教職員の引率・同行はありません。
6. 本プログラム参加に伴う奨学金や単位付与はありません。
7. 学生ビザが必要な場合は、個人の責任で出発までにビザの取得手続きを取ってください。
8. 日本国籍以外の方は、研修先の国により別途ビザ取得費用等が掛かることがあります。
9. 研修先国の現地情勢の変化や留学先大学の都合等により、プログラム実施が中止となることがあります。
10. 4 年生で UCSI 大学、あるいは北京語言大学で行われる研修に参加の場合は、3 月 24 日（木）に
行われる学位授与式に参加ができなくなります。

問い合わせ先
法政大学グローバル教育センター事務部国際交流課（担当：小島・加藤）
市ヶ谷キャンパス 58 年館 2 階（平日：9 時～17 時）
TEL: 03-3264-6524、Email: haken@ml.hosei.ac.jp （@の後ろはエムエル）

