新入生限定

2018 年度
モナシュ大学サマースクール募集要項
Monash University(Australia)
説明会

：

出願期間

：

４月１１日（水）１２:２０～１３:００ ＠4 号館ホール
※出願を検討している学生は必ず出席すること
４月２５日（水）～４月２７日（金） 願書配布は 4 月 24 日（火）17 時まで

※期間内であっても応募者数が 120 名に達した日の 17:00 で締切ります。
受付初日に提出できるよう準備を進めてください。

定員
旅行期間

：
：

１００名（２０１８年度入学者に限る）
８月１０日（金）～９月９日（日）３１日間

参加者には、参加費用約 60 万円のうち、
大学から 30 万円の補助金あり！
充実した英語の授業！
オーストラリアの生活や文化を体験！
全期間ホームステイ！

研修手続き：国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部
旅行手配 ：（株）カウンシル・トラベル
問い合せ先：成蹊学園 国際教育センター国際課
TEL：0422-37-3536 FAX：0422-37-3865
E –mail：siis@jim.seikei.ac.jp
URL：http://siis.seikei.ac.jp/

―

プログラムの概要

―

このプログラムは、2014 年度より本格的にスタートした、新入生を対象とした短期留学プログラムです。海
外経験のない学生を主な対象とし、初めての異文化体験を通してコミュニケーション能力や異文化理解の必要性
を実感することを目的としています。
参加者は、オーストラリアのメルボルンにあるモナシュ大学の Monash College が本学の学生用に特別に用意
した「成蹊コース」で英語の授業を受けます。
滞在先は全期間ホームステイとなります。詳細は５．研修期間中の宿泊項を確認してください。

１．Monash University
モナシュ大学は 1958 年創立、ビクトリア州メルボルン近郊にある大学です。学生数 73,000 人以上のうち約
29,000 人が留学生で、とてもインターナショナルなキャンパスです。オーストラリアの優れた 8 大学、Group of
Eight にも属する総合大学です。
今回の研修はモナシュ大学の大学準備コースを提供している Monash College で行われ、一番大きなメインキ
ャンパスであるクレイトン・キャンパスを使用する予定です（2017 年 12 月現在予定）。
Monash University: http://www.monash.edu.au/ Monash College: http://monashcollege.edu.au/

２．プログラムの日程
日数

月日

1

8/10（金）

2

8/11（土）

3
4
｜
29

8/12（日）
8/13（月）
｜
9/07（金）

予定
成田空港集合後、出発のご案内
20：30 成田空港よりメルボルン空港へ向けて出発（QF080）

滞在方法
機内

07：55 メルボルン空港到着後、専用バスにて研修校へ移動
研修校でホストファミリーと会い、各ホームステイ先へ移動
ホーム
ステイ

休息日（終日自由行動）
Monash College にて研修

モナシュ大学へ集合後、メルボルン空港へ移動
16：00 メルボルン空港からシドニー空港へ向けて出発（QF446）
9/08（土）
30
17：25 シドニー空港到着後、乗継アシスタントと合流
20：45 シドニー空港から羽田空港へ向けて出発（QF025）
9/09（日） 05：15 羽田空港到着後、解散
31
※利用予定航空会社：QF（カンタス航空）

機内
－
（2018 年 3 月現在予定）

３．補助金
モナシュ大学サマースクール派遣者には、成蹊大学から 30 万円の補助があります。

４．旅行代金（1 人あたり） ：584,839 円（2018 年 1 月現在 １AUD=93 円で計算）
実質負担額
：284,839 円
※参加者が 100 名の場合の料金です（費用は、参加人数に応じて変動します）。
※上記費用は、2018 年 1 月時点のレートを基に算出しております。参加費には外貨建てのものが含まれま
すので、為替レートの変動により、総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。
※旅行代金に含まれるものの内訳：
（１）研修費（モナシュ大学に支払う料金）
授業料、宿泊費（ホームステイ）、食費（１日３食）、空港送迎費、その他諸費用。
（２）旅行費用（旅行会社に支払う料金）
往復航空運賃、燃油特別付加運賃、成田空港税、現地空港税類、ETAS 申請・手続き代行料
海外旅行保険料（東京海上日動 B2 タイプ/31 日まで）、その他諸費用。

５．研修期間中の宿泊
ホームステイ（1 日 3 食付）
※原則として、参加者１名につき１部屋。ただしモナシュ大学での留学生受け入れ状況により、同じホームス
テイ先に複数の留学生（含・他大学の日本人学生等）が滞在する可能性があります。
※ホームステイ先は 8 月上旬に決まりますので、郵送または出発直前の渡航前オリエンテーションでお知ら
せします。

６．実施体制
Monash College による全面的な指導、成蹊大学、国際教育交換協議会（CIEE）および（株）カウンシル・ト
ラベルとの連絡体制により実施されます。

７．事前・事後指導
（１）下記日程で行う予定です。②は希望者制ですが、その他は全ての回に出席すること。
日付
①
②
③

④

⑤

5/16(水) 12：20－13：00
5/17(木) 12：20－13：00
5/18(金) 18：30－19：30

集合場所
3-102
7-201

5/26(土) 09：30－16：00

後日連絡

5 月下旬～6 月下旬の平日

※日程・会場

昼休み（12:20-13:05）

6/9 (土) 09：30－16：00

は後日連絡

内容
書類ガイダンス
※いずれかに出席すること
希望者登録制 Online 登録会

 Monash アカウントの設定についての説明
 オリエンテーション：キックオフミーティング
 昨年の参加者による体験談
モナシュカレッジスタッフの来日にあわせ、平日昼休みにオリ
エンテーションを行います（来日スケジュールにより③または
⑤のオリエンテーション時に実施する可能性あり）。

後日連絡

 サバイバルイングリッシュ／異文化コミュニケーション
 オリエンテーション：ゲストスピーカーによる講演
 レンタル携帯電話の申込手続
 クラス分け発表、グループリーダー等決定

⑥

8/3(金) 09：30－12：00

後日連絡

渡航準備、モナシュからの連絡、Moodle アクセスの確認

⑦

9/14(金) 午前または午後

後日連絡

帰国報告会

⑧

12/20(木)

後日連絡

TOEIC-IP 受験

午前

(２）帰国後にフィードバックのためのレポートを提出すること。

８．単位認定
プログラム終了時に行われる試験等において一定の成績を修めた者についてのみ、各学部教授会が適当と認める
授業科目および単位に読み替えて認定されます。

９．参加者の募集について
（１）出願受付
期 間
場 所

：
：

４月２５日（水）～４月２７日（金）9:00～17:00（昼休み 11:30～12:30 を除く）
国際教育センター国際課（1 号館 2 階）

※期間内であっても応募者数が 120 名に達した日の 17:00 で締切ります。
受付初日に提出できるよう準備を進めてください。

（２）出願資格

： 以下の条件を満たす者
①本学の 2018 年度新入生（大学学部 1 年生）であること。
②４月２日に本学内で受験した TOEIC-IP テストのスコアが 300 点以上であること。
※未受験者・300 点未満の学生の出願は受け付けない。

③学習意欲があり、短期留学派遣生として適切な行動がとれる者
④上記に予定されている事前・事後指導の全回に出席し、期限内にレポートを提出できる者
※原則、事前・事後指導の欠席は認めない。やむをえない事情で欠席する場合は事前に届け出ること。

⑤心身ともに健康である者（健康上の不安がある者はかかりつけの医師等に事前に相談すること）。
⑥留学期間中にサマースクールで使用するノートパソコン、イヤホンを各自手配し、持参できること。

（３）出願書類
①「サマースクール（モナシュ大学）願書および誓約書」（※願書の添削を教員に依頼しないこと）
②４月に受診した健康診断結果（健診委託機関である労働保健協会 HP に表示）を印刷したもの（4 月
24 日より閲覧可能。詳細は成蹊大学保健室 HP にて確認）※出願時点では健康診断証明書は発行できません。
（４）定員
： １００名
（５）選考
： ４月２日に本学で受験した TOEIC-IP のスコアおよび願書にて選考します。
TOEIC-IP スコアは、教務部より国際課へ提供されたデータを使用し、Monash College
と共有します。予めご了承ください。また必要に応じて個別面接を行うことがあります。
（６）結果発表 ： ５月１４日（月）に国際教育センター掲示板（本館北側）に発表します。
※５月１６日（水）、１７日（木）に第１回オリエンテーションがあるので注意すること。

（７）備考
：
① 当プログラム参加にあたり、日本国籍の学生はオーストラリアの訪問ビザ（ETAS）が必要となります。
その取得手続きはカウンシル・トラベルが行います。
② 日本国籍以外の学生で別途ビザ取得が必要になる場合、原則として取得手続きは本人が行うほか、別
途費用が必要になることがあります。各自ビザ申請の必要の有無や手続きに必要な期間等を確認して
ください。代理申請希望者には資料を配布しますので、すみやかに国際課までお越しください。
③ 当プログラムは大学 1 年生を主対象としますが、ｸﾗｽﾘｰﾀﾞｰとして 2・3 年生が数名参加する予定です。

◆手配団体・旅行会社について---CIEE、カウンシル・トラベルとは--国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府(NPO・NGO)の国際交流団体です。
このたびの短期海外研修の「研修手続きの代行部分」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の
「旅行手配」をお受けします。
※CIEE および㈱カウンシル・トラベルは、添乗員として研修に同行することはありません。
予めご理解の上、お申込みください。

プログラム主催：成蹊大学
国際教育交換協議会（CIEE）：研修手続き代行団体

http://www.cieej.or.jp/

英語の試験 TOEFL の日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する
非営利団体。→成蹊大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社
CIEE のトラベルサービス部門。CIEE の国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。
→本プログラムの航空券・ビザ、および海外旅行保険手配を行います。

Monash College：現地での研修とサポートを提供
◆キャンセル料(取消料)について
お申し込み後にご参加をお取消しされる場合には、以下のキャンセル料を申し受けます。
①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります

CIEE

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です

ｶｳﾝｼﾙﾄﾗﾍﾞﾙ

③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です
①＋②＋③＝キャンセル料

申込み取消し受付け日

①取消手配料

②研修校取消料

③旅行費用取消料

出発日の 31 日前まで

¥37,800

$50

0%

出発日の 30 日前から 22 日前まで

¥48,600

$2,948

20%

出発日の 21 日前から 14 日前まで

¥59,400

$2,948

20%

出発日の 13 日前から出発日 3 日前まで

¥70,200

$2,948

20%

出発日前日及び前々日

¥70,200

$2,948

50%

*＠＝研修校で規定されている取消料
※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日をさします。
電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間(9：30～17：30)外、土日祝日・年末年始休暇は
翌営業日扱いとなります。
※ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。
※旅行費用とは 4.旅行代金の（２）旅行費用から、成田空港税及び現地空港税類、ETAS 申請・手続き代行料
海外旅行保険料を差し引いた金額をさします。

研修に関するお問い合わせ
国際教育交換協議会（CIEE） 日本代表部
国際交流事業部 平出暁美・佐藤陽子

渡航に関するお問い合わせ
株式会社 カウンシル・トラベル

〒150-8355 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山

TEL : 03-5467-5535

TEL : 03-5467-5502

FAX : 03-5467-7031

観光庁長官登録旅行業第 1210 号 日本旅行業協会（JATA）正会員

FAX : 03-5467-7031

総合旅行業務取扱管理者 : 川田 純也

