
アジア諸国の現地学生参加

日本の学生参加

■研修日程（10 日間）
【研修日程】 22 年 2 月 21 日（月）～ 3 月 2 日（水）
【事前研修】 日時後日連絡
【事後研修】 日時後日連絡

■参加条件
英語力　TOEIC（LR）500 点（日常英会話）程度の語学力がある方
＊スコアがなくても参加は可能です

アジア諸国の現地学生や日本の学生と混合チームを組み、 企業から依頼される SDGs 目標に
取り組みます。 上司より提供された課題に対し、 若手社員として課題解決や企画提案書を策
定し、 社内プレゼンテーションを行う業務体験をコンセプトにした研修です。

10 日間 ビジネス研修 英語使用（中級以上推奨） 複数国の学生と合同チーム

■研修費用
79,000 円（税込） ⇒74,000 円（税込）

法政大生特別割引
5,000 円 OFF

社会課題解決型 SDGʼs グローバルモビリティ研修

2021 年
春 季 バーチャル海外研修

■ファーストチャレンジ奨励金
本研修は法政大学の学部 1 ・ 2 年生を対象とした 「海外留学ファー
スト ・ チャレンジ奨励金制度」 対象プログラムです。 条件を満たし、
審査に通過した場合は法政大学より 50,000 円が支給されます。
受給資格、 出願手続き、 給付までのスケジュールなどに関してはこち
らをご確認ください。 奨励金
https://bit.ly/hosei_first_challenge_scholarship

50,000 円
支給

「海外留学ファースト ・ チャレンジ奨励金制度」 対象プログラム
法政大生特別割引とファースト ・ チャレンジ奨励金で最大 55,000 円オフ。

条件を満たせば、 自己負担額 24,000 円（税込）で研修参加が可能です。

「海外留学ファースト ・ チャレンジ奨励金制度」 対象プログラム
法政大生特別割引とファースト ・ チャレンジ奨励金で最大 55,000 円オフ。

条件を満たせば、 自己負担額 24,000 円（税込）で研修参加が可能です。

22 年 1 月 10 日（月）
■応募締切日

応募締切日までに URL 又は QR コードより申込フォームを提出
URL︓https://bit.ly/2021spring_onlinepbl

■応募方法 申込フォーム

■研修説明会（Zoom にて）
【開催日程】 22 年 11 月 11 日（木）14:00 - 15:00

URL︓https://bit.ly/hosei_22spring_onlinepbl_seminar
ミーティング ID︓524 117 1216　　パスコード︓394717

説明会

説明動画︓https://youtu.be/8LhCBDK_x-I
動画内の資料︓https://bit.ly/businesspbl_2022spring

■研修案内動画

説明動画 動画内の資料



スケジュール一例

※研修スケジュールは一例となります。 研修時間帯や研修内容に関しては、 変更する場合があります。

研修 日程 概要
オリエンテーションとチームビルディング

16:00-19:00　講義 ︓ビジネス創造とデザイン思考

16:00-19:00　ワークショップ 1︓オンラインミーティングの進め方、 グループワーク

16:00-19:00　ワークショップ 2︓グローバルな環境でのコミュニケーション、 リーダーシップ

16:00-19:00　課題 1︓教育格差に関する課題、 グループワーク

16:00-19:00　課題 2︓環境汚染に関する課題、 グループワーク

16:00-19:00　課題 3 ︓食や農業に関する課題、 グループワーク

16:00-19:00　チームビルディング︓アクティビティとプレゼン準備

16:00-19:00　プレゼンテーション︓グループ内での学びの共有、 グループ発表

研修終了後のレビューと成果報告

日程後日連絡

22 年 2 月 21 日（月）

22 年 2 月 22 日（火）

22 年 2 月 23 日（水）

22 年 2 月 24 日（木）

22 年 2 月 25 日（金）

22 年 2 月 28 日（月）

22 年 3 月 1 日（火）

22 年 3 月 2 日（水）

日程後日連絡

事前授業

事後授業

研修（8 日間）

お問い合わせ先
GIO CLUB 株式会社
〒103-0028　東京都中央区八重洲 1-2-16
TG ビルディング 8 階 xBridge-Tokyo 内
TEL︓03-6634-3355
MAIL︓st-b2b@studyabroad.co.jp

注意事項
本研修にご参加頂くにあたり、以下の項目に同意頂いたものとします。各項目事項が守られない場合や重大な違反行為が確認した場合、研修中止となります。
（この場合、残研修期間の返金等はございません。）

①研修に参加できない場合は、事前に案内します連絡方法にて報告手続きを行ってください。
②本研修プログラムでは、主に Zoom Video Communications 社のWEB 会議システム Zoom（以下：Zoom）を使用します。その他各チームメンバー間での連絡は LINE や FB メッ
センジャー等を利用して頂きます。

③Zoom の設定でカメラとマイクの許可を求められた場合、許可するようお願いします。
④以下行為は禁止となります。
・研修無断欠席、研修の途中参加と途中退室（やむを得ない理由や講師の許可を得た場合は除く）
・公衆送信（ネットを通じた配信など）
・第三者への再配布
・研修の録音や録画（画面キャプチャーやスクリーンショット含む）
・その他著作権法など法令に違反する行為
⑤ネット通信にかかる費用は自己負担となります。通信量が大きくなるためWiFi 環境下での参加をお勧めします。
⑥受講者の受講環境やネット回線の状況によっては、音声が聞こえなくなったり、映像が途切れたりする場合があります。ネット環境や Zoom に関する技術的な質問に関しては回
答致しかねますので予めご了承ください。

⑦受講者の受講環境やネット回線に起因する問題によって研修が受講できなかった場合、補填研修などの補償は行いません。
⑧本研修に関しての受講者への連絡方法は、申込書類に記載して頂くメールアドレスへの連絡となります。メール確認を怠ったことにより生じた不利益についてその責任は一切負
わないものとします。

⑨最少催行人数は 10 名となります。日本の大学からの参加人数が 10 名以上で本研修実施となります。
⑩研修費用には、研修実習費用（事前研修 1回、研修 8日間、事後研修 1回）、講義費用、研修ファシリテート費用が含まれます。表示研修費用は税込み価格となります。
⑪研修中の休暇は設けておりませんので、研修期間中に休みを取ることはできません。
⑫新型コロナウィルス感染拡大に伴い、参加大学および課題提供企業が変更になる場合があります。

参加に必要なもの

インターネット接続ができる
パソコンまたはタブレット
（スマートフォンは非推奨）

①

マイク、カメラ、
ヘッドホンやイヤホン

②

Zoomアカウント
（無料で作成が可能）

③

中級程度の英語力推奨
（TOEIC500 点程度）

スコアがなくても参加可能

A
B

C
④

「海外の同世代とネットワークを築きたい」
「世界を身近に感じたい」

などの参加意欲

⑤

プログラム概要

アジア諸国（香港 ・ タイ ・ ベトナム ・ シンガポールなど）の学生と、 日本の他大学の学生がインターナショナル混合チームを組み、 オンライン上で英語をベースに、 持続可能な開発目標 (SDGʼ s) に関わる
社会課題の解決に取り組み、 国際 NPO 団体等に対して、 社会課題解決策を提案します。
バーチャルな環境で仕事するスキルを実践し、 VUCA 時代のグローバルな変革と激変に対応できる人材に必要な２つのスキル、①グローバル環境でのコミュニケーションに必要な異文化適応力、②デジタルトラ
ンスフォーメーションに対応するビジネススキルであるオンラインコミュニケーション（リモートワーク）スキルを、 グローバルな環境で実践から学ぶ研修となります。

▼研修コンセプト▼

・住宅産業において社会貢献、環境への寄与、投資効果を最大化する施策の検討。
・アジア太平洋地域の都市化に伴う、過密都市の都市インフラ整備。（避難所の不足等）
・天候不順なとの環境変化に起因する都市災害リスク（都市部への人口集中問題）の軽減策の検討。
・最新の住宅技術の普及が、避難所などの建築基準への影響について調査。

▼研修テーマ（一例）▼

・事前研修及び事後研修は、研修講師による講義形式オンライン実習。
・初日から最終日まで、研修講師又は現地パートナーコンサルタントによるファシリテートを実施。
・2日目~最終日前日まで、研修講師又は現地コンサルタントによるフォローアップを 1日に 1度実施。
・その他の時間は、学生同士メール・SNS等のツールを活用し、チームごと毎日時間を決めて、1日 2～ 3時間程度コミュニケーションを取り打ち合わせを行い、課題解決に向けて
各自ミッションを実施。

▼研修運営方法▼

▼研修詳細▼
本研修は、 21 年度春季休業期間中に実施するオンライン課題解決型研修プログラムです。 研修期間は事前事後研修を含め合計 10 日間となり、 受講研修合計時間は 30 時間以上となります。

法政大学
グローバル教育センター
〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1
大内山校舎 2 階
TEL︓03-3264-4088


