
平成28年度後期　STARTプログラム一覧
※平成28年9月現在の予定です。プログラム内容は予告なく変更する可能性があります。

プログラム名/
研修先大学

渡航期間/定員/
参加費（＊注）

主な研修内容（予定） 引率 宿泊場所 研修先大学の紹介 研修先地域・都市の紹介

第37回

ベトナム戦争の痕跡と
ホーチミン市の発展を体
感する

ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学ﾎｰﾁﾐﾝ市校
人文社会科学大学
（USSH），広島大学ﾍﾞﾄﾅ
ﾑｾﾝﾀｰ（ベトナム）

2月22日（水）～
3月8日（水）
(14泊15日)

定員：24人
参加費：9万円

◆USSHの教員による授業
・ベトナム語入門
・ベトナムの社会と文化、経済、ホーチミン市の歴史、戦争体験談、日越関係　　など
◆ベトナムの学生とのディスカッション（平和な世界を作るために私たちに出来るこ
と、日本とベトナムの環境や学生生活の違いについてなど）
◆戦争関連施設等見学
・戦争証跡博物館，統一会堂（旧南ベトナム政府大統領官邸），カンザー自然保護区，
　クチトンネル，ホーチミン博物館　など
◆日系企業，JICAプロジェクトサイト訪問
◆現地学生との交流，1日ホームビジット，孤児院訪問
◆天然資源大学訪問
◆ホーチミン市内グループ研修

平和科学研
究センター
小倉亜紗美
助教　ほか

大学から徒歩圏内の学
生宿舎（2人1部屋）を
予定

【ホーチミン市人文社会科学大学（USSH）】
http://en.hcmussh.edu.vn/
ベトナム国家大学ホーチミン市校（VNU HCMC）の中の専門大学の一
つ。ロシアやポーランド，アメリカ，オーストラリア，フィリピ
ン，韓国，日本など世界中の様々な国出身の教員による18学科500科
目の授業が行われています。USSHには日本学部があり，日本に興味
を持って勉強している学生もたくさんいます。2010年11月に広島大
学ベトナムセンターをUSSH内に開設しました。

【ホーチミンシティ】
ベトナム戦争終結後，1975年に解放されるまでは首都「サイゴン」
として栄えたベトナム最大の商業都市です。フランス植民地時代の
コロニアル様式の建物に代わり現在は高層ビルが増えましたが，市
場や裏通りには昔と変わらない街並みも残っています。通りやロー
タリーはバイクであふれかえっており，経済成長の熱気を肌で感じ
られる都市です。

第38回

オーストラリアの多文化
社会

フリンダース大学
（オーストラリア）

2月24日（金）～
3月13日（月）
（17泊18日）

定員：30人
参加費：12万円

◆フリンダース大学附属語学学校の教員による特別授業
 ・ オーストラリアの直面する諸問題, 歴史, 教育
◆フリンダース大学の通常授業への参加
◆プレゼンテーション・ディスカッション技能の習得
◆フリンダース大学の学生とのディスカッション・交流
◆小学校訪問
◆日本文化紹介プレゼンテーション
◆アデレード市内での研修（南オーストラリア博物館, ノース・テラス等）
◆カンガルー島での研修（野生動物保護区, リマーカブルロックス等）
◆全期間ホームステイ

総合科学研
究科
桑島秀樹
教授
ほか

ホームステイを予定（1
人1家庭）

【フリンダース大学】
http://www.flinders.edu.au/
1966年に創立されたアデレード市街の郊外に位置する公立大学。革
新的で質の高い授業と教授方法に定評があり，宇宙飛行士の毛利衛
氏が博士課程を修了したことでも知られています。教育・人文・法
学部，医・看護・健康科学部，理工学部，社会・行動科学部によっ
て構成されており，これまで世界100カ国以上から学生が集まり，留
学生約4,100名を含む約24,000名の学生が学んでいます（2014年統計
による）。広島大学とは2008年から協定を結んでいます。

【アデレード市】
フリンダース大学のある南オーストラリア州は，オーストラリア中
央南部に位置し，アデレード市は人口120万人強の州都で，オースト
ラリアで5番目に大きな都市です。アデレード市には，アボリジニに
関するコレクションが世界一と言われている南オーストラリア博物
館や州会議事堂など重要な文化施設が集まるノース・テラス，アデ
レードヒルズと呼ばれる美しい丘陵地帯，アデレード中心部から近
い海辺の町グレネルグや，野生動物等が見られる景勝地カンガルー
島があります。

第39回

タイ・バンコクで考え
る，グローバル社会にお
けるキャリアデザイン

ﾁｭﾗｰﾛﾝｺｰﾝ大学
（タイ）

2月28日（火）～
3月16日（木）
 (16泊17日)

定員：24人
参加費：9万円

◆チュラーロンコーン大学における学生交流・講義・演習
・現地学生との交流
・政治・経済の動向、社会・文化の特質等に関する英語による講義
・英語によるプレゼンテーション技法の講義・演習、最終プレゼンテーション
・タイ語入門講座　　・社会文化施設（王宮、エメラルド寺院、アユタヤ遺跡）等見学
◆日系企業・国際機関等訪問による体験型学習
・在タイの日系企業、JETROバンコク事務所、JICAタイ事務所、国連機関等の訪問
・同訪問先で活躍する日本人による異文化の中での職務経験やキャリア形成の
　具体例に係るセミナー
・自らの現状を分析し、今後のキャリアを構想するワークショップ等

教育学研究
科
桑山尚司
講師　ほか

チュラーロンコーン大
学内の宿舎（1～2人1部
屋）を予定

【チュラーロンコーン大学】
http://www.chula.ac.th/en/
1917年に設立されたタイ王国において最も古い歴史をもつ、タイを
代表する名門国立大学。大学名はチュラーロンコーン大王（ラーマ
５世）に由来。バンコク市街の中心部に広大なキャンパスを有し，
19の学部と大学院，その他多数の研究施設で約4万人の学生が学んで
います（2016年統計による）。タイトップレベルの外国語教育を行
う人文学部の言語文化プログラム（BALAC）では英語による授業が行
われ，政財官界のリーダーとなる数多くの人材を輩出しています。
広島大学とは2003年から協定を結んでいます。

【バンコク都】
タイ王国の首都であるバンコクは，人口800万人以上を有するタイの
政治・経済・教育・文化の中心地であるだけでなく，近年ではさら
にASEAN経済共同体の中核都市の一つとして先進的な国際都市へと成
長を遂げています。日系企業の進出も活発であり，在留邦人数は外
国の都市で5番目に，東南アジアでは最も多い都市です。バンコク中
心部のラッターナーコーシン地区にある寺院群や，町の中心を流れ
るチャオプラヤー川の景観など，近代化が進んだ今でも歴史的建造
物が残り，古今の歴史と文化が見事に調和した都市として知られて
います。

第40回

欧州統合と自治・スペイ
ン/カタルニアの政治・
文化・芸術

ロビーラ・イ・ビルジリ
大学（URV）
（スペイン）

3月10日（金）～
3月26日（日）
 （16泊17日）

定員：20人
参加費：15万円

◆URV教員による授業
・スペイン語（レベルにより2クラス）
・カタロニア・スペインに関する授業（英語）
　文化（モダニズム（ガウディ）･ユネスコ無形文化遺産としての地中海料理）・宗教
と現在の生活）、歴史（近代＋カタロニアとスペイン）、ツーリズム（世界遺産とツー
リズム）、ローマ帝国とCivil Engineering等4-5のトピック
◆ワークショップ（毎日）スペイン人学生と授業内容・スペイン語レッスンについて
（日本人学生4-5名に対しスペイン人学生1名）
◆レウス・バルセロナでの研修（モダニズム（ガウディ））
◆全期間ホームステイ

社会科学研
究科
中坂恵美子
教授　ほか

ホームステイを予定
大学から徒歩圏内

【ロビーラ・イ・ビルジリ大学（URV）】
http://www.urv.cat/en_index.html
1991年にカタルーニャ自治州政府によって新たに設立されたカタ
ルーニャ地方の名門公立大学。16世紀を起源とするタラゴナ大学の
復活とされています。40以上の学部コースと50の修士課程コースと
その後の博士大学院，そのほかにも生涯学習コースなどがあり，
15,000人以上の学生が学んでいます。教育の質の高やその卓越した
研究活動により，カタルーニャ地方だけでなくヨーロッパの中でも
トップクラスの大学とされています。広島大学とは2015年から協定
を結んでいます。

【タラゴナ市】
タラゴナはスペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあり，バルセロ
ナの南約100kmに位置する地中海沿いの町で古代ローマ時代は「タラ
コTarraco」と呼ばれ、イベリア半島最大の都市として 君臨してい
ました。今でも町のあちこちにローマ時代の遺跡が残り、それらは
「タラコの考古遺跡群」として2000年にユネスコの世界遺産に登録
されています。地中海の青い海を背にした円形競技場は、タラゴナ
を代表する風景です。今日、良好に保存されている遺跡群からは当
時の繁栄ぶりを窺い知ることが出来ます。人口は約11万人。

第41回

ニュージーランド-自然
との共生社会-

オークランド大学
 （ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）

3月10日(金)
～3月27日(月)
(17泊18日)

定員：30人（仮）
参加費：12万円

◆マオリ文化による歓迎儀式
◆オークランド大学教員による特別授業・NZの歴史，教育，文化
◆英語研修
◆現地学生とのディスカッション・交流
◆オークランド大学の通常授業への参加
◆小学校訪問と日本文化紹介プレゼンテーション
◆オークランド市内のNZの歴史・文化に関する施設訪問による研修
◆オークランド郊外の自然の中でアウトドア活動体験
◆全期間ホームステイ

総合科学研
究科
ROBERT
HORST
TAFERNER
准教授
ほか

ホームステイを予定（1
人1家庭）

【オークランド大学】
http://www.auckland.ac.nz/
1883年に創立されたオークランド市街に位置するニュージーランド
最大規模の国立大学。2015-2016年のQS世界大学ランキングは82位，
国内で最上位の大学です。研究を主導し，その卓越した教育および
社会への貢献で知られています。キャンパスは6つあり，教育，人
文，法，経済・経営，芸術・芸術工学，工，理，神，医学・健康の9
学部によって構成され，留学生6,010名を含む約44,000名が学んでい
ます（2014年統計による）。広島大学とは1979年から協定を結んで
います。

【オークランド市】
ニュージーランド北島に位置し，人口約150万人の商業地区を有する
ニュージーランド最大の都市。海に面した地形から海上交通が栄え
「帆の街」という愛称で親しまれており，港には多数の小型船舶が
停泊し，ハーバークルーズやセイリングが盛んです。オークランド
博物館やホウィック歴史村など原住民や開拓民，戦争に関する施設
があります。郊外には，オークランド市街と海が一望できる死火山
イーデン山やワン・トゥリー・ヒル，市街地の対岸に位置する歴史
的町並みの残るデボンポートがあります。

第42回

エキゾチック台湾 - 台
湾の神様信仰と東アジア

輔仁大学
（台湾）

3月15日（水）
～3月31日（金）
（16泊17日）

定員：24人
参加費：7万円

◆台湾の寺院やお祭りの参拝。
◆台湾の原住民族と移民、そしてそれぞれの信仰、伝統文化と相互の融合を考える。
◆中国語研修（レベルによってクラス分けあり）
◆輔仁大学学生との英語、中国語、日本語による交流。
◆その他現在プログラム調整中

※輔仁大学での中国語研修（2月末～3月15日頃の約2週間）に連続して参加することも
可能（費用は別途7～8万円程度。プログラム詳細は後日掲示します）

国際セン
ター本田教
授
総合科学研
究科
荒見泰史教
授ほか

台北駅付近のホテルま
たはユースホステル等
を予定

【輔仁大学】
輔仁大学は、カトリック系の大学である。外国語教育や宗教研究に
定評があり、台湾では難関私立大学とされる。もとは北京に建てら
れたが、北京の輔仁大学は北京師範大学に統合されることになっ
た。現在台北にある輔仁大学は1961年に台湾で再興された学校であ
る。世界各国の神学系大学との協定があり、台湾では西欧化された
大学として有名である。日本ではしばしば上智大学に例えられる。
教育理念に「真、善、美、聖」を掲げ、またキリスト教信仰と中華
社会の融合へも努力している。総学生数は26000人余りで、2000人を
超える留学生がここで学んでいる。

【新北市】
台湾の中心的都市である台北市の西に位置する台北市の衛星都市で
ある。400万近くの人口を有するベッドタウンとして、そして国立台
北大学、国立台湾芸術大学、輔仁大学、淡江大学、真理大学、華梵
大学、明志科技大学などの多くの大学のある学園都市として有名で
す。

【台北市】
台湾最大の都市圏である台北都市圏の中枢都市であり，アジア屈指
の世界都市でもあります。台北市には，近代的な大通りの風景が見
られるだけでなく，火山地形として知られている陽明山国家公園や
「故宮博物院」など多数の観光地があり，モダンと伝統が織り成す
コントラストを感じられる都市です。

（＊注）参加費には国内交通費を含みません。参加費のほかに、自己負担費用として、海外旅行保険料、
　　　　パスポート申請費、日本国内交通費，現地交通費，お小遣い（食費含む）などがかかります


