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*
*5月10日18:10～20:00 学士会館2Fﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ 
 

    

 
 

STARTプログラムの発表だけでなく、START修了後に 
他のプログラムで留学された先輩方の発表もあります
START参加前に少しでも多く情報収集しましょう！ 

プログラム名 発表者 

JICA大学生国際協力フィールド 
スタディプログラム 

教育学部3年（第32回STARTタイ修了生） 
 

第41回STARTプログラム（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） 教育学部2年（第41回STARTﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ修了生） 

HUSAプログラム（オーストラリア） 総合科学部4年（第11回START台湾修了生） 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
秋山慧、梶原亮太



*

*STARTプログラムとは? 
*募集概要 
*研修先・内容紹介 
*応募資格（選考基準） 
*応募→選考→研修開始～終了までの予定 
*応募方法・注意事項 
*Q&A 

 
 
 
 



*STARTプログラムとは?（1） 

海外経験の少ない新入生に海外の大学で2週間学び、日本と異な
る文化や環境での体験を通して、国際交流や留学への関心を高
めるきっかけをつくること。 

世界で通用する人材として必要となる能力（グローバル・コア・コン
ピテンシー）を体験的に習得する 

目的 

異なる文化や環境を通して 
今までとは違う自分に「気づき」、 
これをきっかけに夢や目標の「実現」に 
一歩近づこう！ 

このプログラムを通じて得た学びと発見で、
新たな自分へ「変革」しよう！ 



*STARTプログラムとは？（2）  
 

事前研修 
 オリエンテーション 
 講義 
 グループ学習発表 
 自主勉強会  など 

現地研修 
 現地大学教員による授業 
 語学研修 
 現地大学生との交流 
 周辺地域の見学 
 地域交流  など 

  

事後研修 
 事後レポート 
 ふりかえり 

 主な内容 

H22年度 第1-2回    ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ﾍﾞﾄﾅﾑ （計44名） 
H23年度 第3-5回  ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ｱﾒﾘｶ，ﾍﾞﾄﾅﾑ （計83名） 
H24年度 第6-10回 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，台湾，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ﾍﾞﾄﾅﾑ，ｱﾒﾘｶ （計120名） 
H25年度 第11-16回 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，台湾，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ﾍﾞﾄﾅﾑ，ｱﾒﾘｶ，ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ（計144名） 
H26年度 第17-24回 同上（計208名） 
H27年度 第25-32回 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，台湾，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ﾍﾞﾄﾅﾑ，ｱﾒﾘｶ， 
              ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ，タイ（計212名） 
H28年度 第33-42回 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，台湾，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，ﾍﾞﾄﾅﾑ，ｱﾒﾘｶ，ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ， 
              タイ，ｽﾍﾟｲﾝ（計266名） 

H29年度 ８ヵ国へ 各回24～30名，最大２８６名の派遣を予定 
 



*募集概要（平成29年度前期） 

※ 上記予定は予告なく変更になる場合があります。 

対   象 学生番号がB17で始まる学部1年生 

参加費用 

7万円 （台湾）* 
9万円 （ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾀｲ）＊ 
12万円 （ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）* 
15万円 （スペイン）* 

単   位 2単位（教養教育科目「海外フィールドスタディ」） 

派  遣  先 前期・・・台湾①、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ①、ｱﾒﾘｶ､ﾀｲ 
後期・・・ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ②、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､台湾②､ｽﾍﾟｲﾝ 

定   員 
20人 （オーストラリア①） 
24人 （ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾀｲ、台湾②、ｽﾍﾟｲﾝ）  
30人 （台湾①、ｱﾒﾘｶ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ②、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） 

渡航期間 約2週間 

課   題 グローバル・コア・コンピテンシーの自己評価、 
事後レポート、帰国後のTOEIC受験 など 

参加費用の大部分を
広島大学基金及び 
広島大学が補助 



*募集概要（START+ 平成29年度前期） 

※ 上記予定は予告なく変更になる場合があります。 

対   象 学生番号がB16で始まる学部２年生 
学生番号がB15で始まる学部３年生 

参加費用 12万円 * 

単   位 2単位（教養教育科目「海外フィールドスタディ・アドバンスド」） 

派  遣  先 前期・・・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

定   員 26人  

渡航期間 約2週間 

課   題 グローバル・コア・コンピテンシーの自己評価、 
事後レポート、帰国後のTOEIC受験 など 

参加費用の大部分を
広島大学基金及び 
広島大学が補助 



*参加費用について 

 海外旅行保険料 （約9千円） 
 パスポート申請費 
 （5年用¥11,000） 
 日本国内交通費 
 空港付近に前泊する場合の 
 宿泊費 
 お小遣い（食費含む） 
 現地交通費（宿舎―大学間，自
由行動時） 
 携帯電話レンタル/使用料 など  

航空券 
宿泊費 
現地交通費の一部 
プログラム費 
食事代の一部 
予防接種費用 

参加費用 
7万円（台湾） 

9万円（東南ｱｼﾞｱ） 
12万円（米国、オセアニア） 

15万円（欧州） 

その他，各自で負担する費用 

日本学生支援機構（JASSO） 
海外留学支援制度奨学金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JASSO奨学金について、募集要項を見ながら説明します。STARTプログラムは、広島大学基金と広島大学のほかに、日本学生支援機構（JASSO奨学金）の支援も受けています。STARTプログラム参加者のうち、JASSO奨学金の受給対象になる方には、奨学金に申請していただきます。奨学金は一旦皆さんの口座に振り込まれますが、STARTプログラムの全体経費として使用させてただくため、プログラム費として



*

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つづいて、平成28年度前期の研修先の紹介に移ります。研修先は、インドネシア、台湾、オーストラリア、アメリカの4か所です。各国の説明は時間がないので、詳しい説明は省略させていただきますが、このパワーポイントのデータは、のちほどPDFにして、STARTプログラムのページに掲載するので、後でゆっくりご覧になってください。



台北 

花蓮 

*

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、台湾の研修先を紹介します。



*研修先の紹介 
 

台北都市圏の中枢で活気あふれる街 
モダンと伝統が織り成すコントラストを感じられる 
MRT（地下鉄）が発達していて便利 

台北市 



*研修先の紹介 
 

1927年に創立された国立大学 
文・理・社・法・商・外国語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・国際関係・教育学
の9つの学部がある 

広島大学とは2012年に 
国際交流協定を締結 

國立政治大學（NCCU） 



*行程表（予定） 
8月9日（水） 羽田空港集合・出発、台湾松山空港到着＊ 

8月10日（木） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

8月22日（火） 

 國立政治大學 
 現地大学教員による特別授業（日本語） 

台湾の歴史・社会・言語，日本と台湾の関係， 
戦後台湾政治と民主化・人権発展 など 

 中国語研修 
平日の午前中2コマ×10日間 
直接教授法，中文能力は不問，必要なのはやる気 
第二外国語習得の目安になります 

 現地学生と交流 
日本語学科の学生による案内で， 
歴史・文化施設や台北市内のランドマークなどを見学 

 文化体験 
 研修成果発表 

 日台関係や人権に関わる施設の見学 
 1泊2日のミニ研修ツアー        など 

8月23日（水） 台湾松山空港出発，国内空港到着、解散＊ 

＊発着空港は変更の可能性あり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
台湾では、中国語研修の授業もありますが、学習経験は問わず、中国語が初めてでも参加できます。中国語以外の言語を伸ばしたい人にとっても、ただ中国語を習うだけではなく、日本語を使わずにゼロから集中的に外国語を学ぶという経験をとおして、第二外国語習得の目安になることを狙いとしているので、将来、英語やドイツ語など他の言語を学びたい人にとっても役に立つものとなっています。



*宿泊先：Y Hotel Taipei（YMCA) 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
台湾では、台北市の中心部にあるホテルに、2人一部屋で宿泊することになります。



*歴史・文化の体験学習 

故宮博物館 中正紀念堂 

国父紀念館 

 

 

鄭南榕紀念館 



*

出典：http://www.australiamap.jp/ 



*研修先の紹介 
 

南オーストラリア州の州都 
人口約１２０万人 
自然ゆたかな町 

Adelaide 



*研修先の紹介 
 

学生数：約24,000人（うち約4,100人が留学生） 
教育・人文・法学部，医・看護・健康科学部，理工学部， 

  社会・行動科学部がある 
革新的で質の高い授業と教授方法に定評がある 

フリンダース大学 

広島大学とは2008年に 
国際交流協定を締結 

日本語でのフリンダース大学紹介ページもあります 
http://gogoadelaide.com.au/out_feature/flinders/index.html 

http://www.flinders.edu.au/
http://gogoadelaide.com.au/out_feature/flinders/index.html


*行程表（予定） 
8月25日（金） 国内空港集合・出発＊ 
8月26日（土） 

 
アデレード空港到着 
    バスでフリンダース大学へ移動⇒ホームステイ先へ 

8月28日（月） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月9日（土） 

 フリンダース大学 
 フリンダース教員による特別授業（英語） 

・ オーストラリアの教育，歴史，社会 
・ オーストラリアの直面する諸問題 

 通常授業への参加 
 プレゼン・ディスカッション技能の習得 
 小学校訪問と日本文化紹介プレゼン 
 現地学生と交流，討議 

 アデレード市内での研修 
 カンガルー島／野生動物保護区 
 全期間ホームステイ        など 

9月10日（日） アデレード空港出発 
9月11日（月） 国内空港到着・解散＊ 

＊国内発着空港は未定 

START＋は 
授業内容が 
異なります 



*宿泊先：ホームステイ 
 



*

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、第33回インドネシアについて紹介します。黄色い顔マークが付いているところが、研修先です。



*研修先の紹介 
 

東ジャワ州第二の都市，スラバヤから約90km南 
オランダ植民地時代にヨーロッパ人の避暑地として発展 
「東ジャワのパリ」 

Malang 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
インドネシアの研修先は「マラン市」という東ジャワのパリといわれる都市です。標高が高く、南国としては比較的涼しいため、避暑地として発展した町です。



*研修先の紹介 
 

学生数：約６万人 
法・経・農・工・薬・海洋・数理・文化学部など１５の学部 
日本語・日本文化を学ぶ学生も多く，広島大学卒の先生
もいる 

広島大学とは1999年に 
国際交流協定を締結 

ブラウィジャヤ大学（UB) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研修先は、広島大学の協定校であるブラウィジャヤ大学です。日本語や日本文化を学ぶ学生も多く、広島大学卒の先生もおられます。



*行程表（予定） 
8月26日（土） 国内空港集合・出発＊（前回は関西国際空港） 
8月27日（日） 

 
ジュアンダ空港（スラバヤ）到着 
    バスでブラウィジャヤ大学（マラン）へ移動 

8月28日（月） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月8日（金） 

 ブラウィジャヤ大学 
 インドネシア語の授業 
 UB教員による広大生のための授業（英語） 

・ インドネシアの社会，文化 ・伝統と芸術 
・ 都市開発問題  ・ 自然環境問題 
・ 日本とインドネシアの関係 ・食品加工 

 ブラウィジャヤ大学生との交流 
 研修成果発表 

 学校訪問・市内見学 
 農村部での社会貢献活動        など 

9月9日（土） ジュアンダ空港出発 
9月10日（日） 国内空港到着，解散 （前回は関西国際空港） 

＊発着空港は変更の可能性あり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
インドネシアのプログラム日程はこのとおりです。STARTプログラムは日本国内の空港で集合、解散となっています。まだ、今年の予定は決まっていませんが、昨年度のインドネシアのプログラムは関西空港で集合・解散しました。インドネシアでは、インドネシア語入門の授業ももちろん行われますが、インドネシアの社会、文化など、テーマ別の講義は、英語で行われます。また、現地の大学生との交流や、現地での学校訪問・市内見学などの機会もある予定です。STARTプログラムでは、研修成果発表があり、各自で決めたテーマをもとに、現地で調査をし、最終日に発表を行うことになっています。これは、インドネシアに限らず、STARTプログラムの全てのコースで行われることとなっています。



*【参考】昨年度の宿泊先：大学近隣ホテル 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
インドネシアでは、大学近くのホテルに、2人一部屋で宿泊することになります。また、昨年度のプログラムから大きな変更がなければ、農村部で短期ホームステイをする機会もあります。



*

バンコク 



*研修先の紹介 
 

人口800万人以上のタイの首都 
古今の歴史と文化が調和 
ASEANの中核都市として先進的な国際都市に成長 
日系企業の進出も活発で、在外邦人数は東南アジア1位 

バンコク 
～タイからアジアを知り、 

そして世界について考える～ 



*研修先の紹介 
 

1917年創立。タイで最も古い歴史をもつ名門国立大学 
バンコク中心部に広大なキャンパスを有し、19の学部・ 
大学院ほか多数の研究施設で4万人の学生が学ぶ 

広島大学とは2003年に 
国際交流協定を締結 

チュラーロンコーン大学 

さらに写真が見たい方はチュラーロンコーン大学ウェブサイトへ
http://www.chula.ac.th/en/archive/galleries 

http://www.chula.ac.th/en/archive/galleries


*研修先の紹介 
 

チュラ―ロンコーン大学の学生と共に異文化交流しながら、 
 お互いの将来を語り合おう！ 
 

チュラーロンコーン大学  
～友と出会い、異文化を学ぶ～ 

AIMS-HUウェブサイトで参加学生の声・写真を閲覧できます 
http://home.hiroshima-u.ac.jp/aims/voice.html 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/aims/voice.html


*研修先の紹介 
 国際機関・企業等訪問  

JICA（国際協力機構） 

マツダ株式会社 タイ工場 

＊訪問先は現在調整中のため 
一部変更になる可能性もあります 

～グローバルに活躍する日本人と出会い、
自分の将来を考える～ 

UNESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会） JETRO（日本貿易振興機構） 

国際交流基金バンコク日本文化センター 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JETROと商工会議所で全体像把握、具体でマツダの工場見学（調整予定）と三島食品のオフィス。国連機関で、ESCAPとUNESCO（実際にはESCAPを会場にESCAPオフィサーとUNESCOオフィサーに話してもらう）。国際協力系で、JICA。文化交流事業や日本語教育で、国際交流基金バンコク事務所



*行程表（予定） 
9月5日（火） 国内空港集合・出発、ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ国際空港到着＊ 
9月6日（水） 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月19日（火） 

 チュラーロンコーン大学 
 現地大学教員による授業（英語） 

政治・経済の動向や社会・文化の特質と多様性等を 
テーマにした講義・演習  

 タイ語入門講座 
 現地学生とのディスカッション・協働 
 社会文化施設見学 

 国際機関・企業等訪問による体験型学習 
 在タイの国際機関、JICAタイ事務所、JETRO及び

商工会議所、多様な業種の日系企業の視察と
ブリーフィング 

 同訪問先で活躍する日本人によるセミナー 
 自らの現状を分析し、キャリアパスを構想する

ワークショップ   など 
9月20日（水） 
9月21日（木） 

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ国際空港出発，翌日国内空港到着、解散
翌日国内空港到着、解散＊ 

＊国内発着空港は未定 



*宿泊先：CU iHouse (大学内の宿舎) 
 

さらに写真が見たい方はチュラーロンコーン大学宿舎ウェブサイトへ 
http://www.chula.ac.th/en/prospective-student/accommodation 

http://www.chula.ac.th/en/prospective-student/accommodation


*



*研修先の紹介 
 

ワシントンDCから車で2～3時間 
人口約5万人 
自然ゆたかな町 

Harrisonburg 



*研修先の紹介 
 

学生数：約20,000人 
文学部、経営学部、教育学部、総合科学工学部、理数
学部、芸術学部などがある 
環境に配慮したキャンパスとして表彰 

広島大学と2006年から国際
交流協定を結んでいます 

ジェームスマディソン大学(JMU) 



*行程表（予定） 
9月9日（土） 国内空港集合・出発 

ワシントンダレス空港到着、バスでJMUへ移動 

9月10日（日） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月23日（土） 

 JMU及び広島大学の教員による授業 
 アメリカ史   
 アメリカの社会と文化 

 通常授業への参加，自由研究発表 
 コミュニティプロジェクトへの参加 
 ハリソンバーグ周辺地域の施設等見学 
 JMUの学生と交流 
 全期間JMU学生のルームメートと学生寮に滞在  
    など 
 ワシントンDC 一日グループ研修    

9月24日（日） ワシントンダレス空港出発 
9月25日（月） 国内空港到着、解散 

＊H28年度は成田空港発着便利用 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アメリカのプログラムでは、例年、成田空港で集合・解散となります。ここに書かれているプログラム内容は、昨年度の例ですが、昨年度までは2月に実施していたプログラムが今年度から9月に代わるので、もしかしたら時期に合わせてプログラム内容が一部変更になることがあるかもしれません。アメリカのプログラムでは、英語を勉強するための語学の授業はなく、英語で行われる講義を受けることが中心になります。また、全期間、現地学生と２人一部屋で学生寮に滞在することも特徴です。最終日には、ワシントンDCでの１日グループ研修があり、スミソニアン博物館等を見学することができます。



*宿泊先：学生寮 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宿泊先の学生寮はこの写真のとおりで、一部屋にベッドが2台あり、ルームメイトと同じ部屋で2週間過ごすことになります。
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*行ったことがない国のことを知らないのは当然 
→視野を狭めず、この機会に知らない国に目を向ける 
 

*本やニュース、先輩の報告書も参考に 
 

*コースによって学ぶ内容が異なるのでしっかり比較。 
 同時に、どのコースも同じくらい有意義な経験はできる 
→なるべく第二希望まで選び自分の可能性を広げる 



*応募資格／選考基準 ※募集要項２ページ 

【STARTプログラム】 
下記のすべてを満たしていることが応募条件となります。 

本学に正規生として在学する学生番号がB17で始まる学部1年生 
国際交流や留学に高い関心を持っており、 
参加目的が明確で且つ向上心に富んでいること 
事前学習・現地研修・事後研修のすべてに参加し、 
真剣に取り組むことが出来ること 
プログラム終了後、事業評価や広報活動に全面的に協力できること 
13歳以後から広島大学入学前までの間に，31日以上連続した海外
渡航・在住経験がないこと。 

   ※13歳未満及び広島大学入学後の経験は不問とするが、申請時には 
     過去すべての海外渡航歴を記入すること。 

過去にSTARTプログラムへの参加経験がないこと 
英語力を審査項目のひとつとする 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
英語は、どこの国に行っても共通に必要なもので、グローバル人材としての英語力の必要性を感じて欲しい。よくTOEICが何点くらいあればいいですか？と聞かれますが、あくまで審査項目のひとつなので、TOEICが何点あれば参加できるというものではありません。参考として、昨年度前期のSTARTプログラムに参加した方の最低点は350点くらいです。350点というと、特別高い点数というわけではありません。ただし、留学先では、英語や現地の言葉で会話をしたり授業を受けることになるので、外国語でコミュニケーションをとろうとする意欲は必要です。また、TOEICの点数が低くても、最終的な合否は総合点で判断されるので、志望理由書に留学への意欲がしっかりと書かれていれば挽回することはできます。もちろん、TOEICの点数が高い方が参加できる可能性は高くなりますし、留学に向けても英語能力は必要になるので、5月のTOEICまであと少ししかありませんが、しっかり勉強をしてがんばっていただきたいと思います。次に、海外渡航・在住経験について、日数の数え方を説明します。



*応募資格／選考基準 ※募集要項2ページ 

【START＋プログラム】 
下記のすべてを満たしていることが応募条件となります。 

本学に正規生として在学する学生番号がB16で始まる学部2年生 
  または学生番号がB15で始まる学部3年生 

国際交流や留学に高い関心を持っており、 
参加目的が明確で且つ向上心に富んでいること 
事前学習・現地研修・事後研修のすべてに参加し、 
真剣に取り組むことが出来ること 
プログラム終了後、事業評価や広報活動に全面的に協力できること 
学部1年次4月受験の全学TOEIC(IP）から平成29年5月時点までの
英語力の伸び及び平成28年度後期までの広島大学通算GPAを審
査項目の審査項目のひとつとする。ただし、広島大学GPAについて
は最低合格基準点は設けない 

  （編入生は個別に問い合わせ願います） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
英語は、どこの国に行っても共通に必要なもので、グローバル人材としての英語力の必要性を感じて欲しい。よくTOEICが何点くらいあればいいですか？と聞かれますが、あくまで審査項目のひとつなので、TOEICが何点あれば参加できるというものではありません。参考として、昨年度前期のSTARTプログラムに参加した方の最低点は350点くらいです。350点というと、特別高い点数というわけではありません。ただし、留学先では、英語や現地の言葉で会話をしたり授業を受けることになるので、外国語でコミュニケーションをとろうとする意欲は必要です。また、TOEICの点数が低くても、最終的な合否は総合点で判断されるので、志望理由書に留学への意欲がしっかりと書かれていれば挽回することはできます。もちろん、TOEICの点数が高い方が参加できる可能性は高くなりますし、留学に向けても英語能力は必要になるので、5月のTOEICまであと少ししかありませんが、しっかり勉強をしてがんばっていただきたいと思います。次に、海外渡航・在住経験について、日数の数え方を説明します。



*
*日本出国日・入国日を含めて数えること（初日算入） 

出  国 
NARITA 

1 AUG 2013 

帰      国 
NARITA 
13 AUG 

2013 

8月1日～8月13日 
ホームステイ（13日間） 

出  国 
KANSAI 

25 DEC 2014 

帰      国 
KANSAI 

6 JAN 
2015 

12月17日～1月15日 
家族旅行（30日間） 

1回目 

2回目 

3回目 
出  国 
FUKUOKA 
2 FEB 2015 

帰      国 
FUKUOKA 

4 MAR 
2015 

2月2日～3月4日 
親族訪問（31日間） 



*応募から研修終了までの予定（H29年度前期） 
 
 

募集要項３~４ページ 希望コースの予定を事前に確認 
 
 
オンライン申請 申込書類提出 書類審査 面接 

内定 
合同オリエンテー
ション（初回） 

正式申込み，英語
目標スコア設定 

国別オリエンテー
ション，事前講義 

勉強会，予防接種，
etc. 

合同オリエンテー
ション（渡航前） 

海外研修 
事後研修， 
レポート提出, 
英語スコア提出 



*応募方法  ※募集要項５ページ 

事前準備 

• 募集要項をよく読む 
• あらかじめオンライン申請に必要な情報を準備 
（志望動機の下書きやパスポート情報、海外渡航歴など） 

オンライン
申請 

• 5/8（月）12:00～5/18（木）17：00 【厳守】 
• 準備した情報を入力し、PDFを保存・印刷 
• スマートフォン・タブレット不可。必ずパソコンを使うこと 

書類提出 

• 【東広島】5/23（火）10：00～18:20，5/24（水）10:00～17:00 
【霞】5/24（水）12:00～16：20 

•申込書（オンライン申請で作成・署名したもの）、英語能力証明（該当者のみ）、 
パスポート（該当者のみ）、学生証、成績表を学生プラザ３階国際交流ｸﾞﾙｰﾌﾟに本人が持参 

※時間外の提出や書類に不備がある場合、一切受け付けません 



*応募上の注意 

応募には英語力の証明が必要 
 5/13（土）の第1回TOEIC（IP）のスコアを使用します 
  各自で受験したTOEIC本試験や、他の英語試験（TOEFL、IELTS、 
  英検など）の成績を提出することも可能です。 

 

第43-47回参加者の募集・選考を同時に行う 
 派遣先については第2希望まで申請可能です。 
 オンライン申請時に記入する志望理由は、第1希望・第2希望の 

志望理由がそれぞれ分かるように記載してください。 
 ただし，英語圏および欧州圏の国（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ，アメリカ）同士の併願

はできません。 
 非英語圏の国（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，ﾀｲ，台湾）は英語圏欧州圏の国とも、非英

語圏の国とも、併願可能です。 



*応募上の注意 
 

パスポートを所持している人、取得したことのある人 
  （失効済みも含む）は、申し込み時に原本の提示が必要 

 

パスポートを所持していない人は、今すぐ申請の準備を！ 
 参加内定者に選ばれても、 

2017年7月4日（火）17時または7月7日（金）17時までにパスポート
を提出できない場合、参加できません。 

 

 STARTプログラムの採否が 
分かるまではパスポートを申請 
できない人も、あらかじめ自治体の 
ホームページで申請方法を調べて、 
必要書類を準備し、 

   結果発表後すぐに申請手続きが 
     できるようにしておいてください。 
 

必要書類の取り寄せに 
時間がかかることも！ 



*パスポートの申請に必要なもの 

一般旅券発給申請書  
戸籍謄本か抄本 
写真 
申請者本人を確認 
できる書類 

住民登録をしている
都道府県の窓口 

未成年者の場合、 
「一般旅券発給申請書」に 
保護者のサイン又は、 
「旅券申請同意書」の提出 

住民票  
学生証 
賃貸契約書又は居所
宛に届いた6ヶ月以内
の消印のある郵便物 
居所申請申出書 

居所申請 

住民票の住所が広島県外の
方で、東広島市に住んでいる
学生・単身赴任・長期出張者
のみ可能な申請方法 



*参加申込書入力上の注意 ※募集要項７ページ 

スマートフォン不可。必ずPCで入力すること 

オンライン入力を始める前に、必要な情報を準備 

途中でウィンドウを閉じると、入力内容は保存されない 

「同意して申込み」を押す前に、入力内容を再度確認する 

電話番号とメールアドレスは 

必ず連絡のつくもの、毎日確認するものを記入する 

渡航中の連絡先は，主に渡航中の緊急時に使用するもの 

健康面などで特別なサポートや懸念事項がある場合は必ず記入 

その他懸念事項は「特記事項欄」に記入する 

オンラインフォームの入力だけでは申込み完了ではないので注意！ 

申請書にはすべて事実を記入すること！ 

変更があった場合は速やかに担当者に連絡すること 



*参加申込書入力上の注意 ※募集要項７ページ 

申請情報入力後、確認画面のあとに 

  「ダウンロード」 「終了」の２つのボタンが表示されるので 

  必ず 「ダウンロード」してPDFを自分のパソコンに保存すること 

 

 

 

 

 

 

 

この画面が表示されない→正しく申請できていないので再申請が必要 

  



*その他注意事項 ※募集要項９ページ 
 

必ず保護者または保証人の同意を得て申し込んでください。内定後に
応募者及び保護者が署名した同意・誓約書を提出していただきます。 
 

 

参加者には全ての行事への出席が義務付けられています。 
オリエンテーション、事前講義、リスク管理セミナーに無断欠席した方
は参加を取り消す場合があります。 

 

参加者には、緊急対策として全員、現地で使える携帯電話を各自で準
備していただきます。 
 

自然災害、国際情勢や航空会社、研修先などの事情により急な中止・
変更が生じることがあります。 

 

第45回（インドネシア）・第46回（タイ）参加者は、参加が決まったら大学
の指定する病院で指定された期間に2回、A型肝炎の予防接種を受け
ていただきます。 

 



*募集要項、その他詳しい情報は 
 

もみじTopから ・・・ 学びのサポート→留学→START 
 

・募集要項 
・オンライン申請URL 
・説明会資料 などを掲載 



 
 

*学生プラザ ３Ｆ ロビー 
*STARTやAIMS-HUに参加した 
 先輩のレポート集や 
  受入大学に関する資料など 

 
 
 

*学生プラザ １Ｆ （総科棟側） 
*留学経験のある先輩による相談ブース 
*詳しくは 【もみじTop＞学びのサポート＞留学＞留学アドバイジング】 

*さらに詳しい情報は 

留学情報コーナー 

留学アドバイジング 





 Global Peace Leadership Program 
 TOEIC(R)スキルアップクラス 
 英会話トレーニングアプリ「MyET」 
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Global Peace Leadership Program 
所属する学部・学科を卒業するためのカリキュラムと並行して，本学
の理念の一つである「平和を希求する精神」に基づき，平和を追い求
める精神を育み，海外留学を通して国際的教養人として世界で活躍で
きる力を身に付ける特定プログラムです。 

 
 ２カ月から半年程度の海外留学が必須 
 この2カ月以上の海外留学に対して，留学費用の一部を大学から支援 
 留学費用の支援を受けるためには，一定の要件（修得済単位数等）を満たす必要
がある 

 登録申請時に，TOEIC(R)スコア600点程度の語学能力が必要 

Point！ 

カリキュラムや登録要件，申請方法など詳細に 
ついては「もみじTOP」をご覧ください。 
「もみじTOP」 
  － 学びのサポート 
     － 学士課程 
        － Global Peace Leadership Programについて 

登録申請期限 
５/２２(月) 



海外留学を充実させるには，コミュニケーションツールとしての英語力が
重要になります。 

 
◆アメリカ，イギリスなど英語を母国語とす
るネイティブ講師による正課外のレッスンで，
6月から11月にかけて週1回（70分）実施し
ます。 
 
◆開講曜日・時間 
 ＜東広島キャンパス＞ 
   木曜日・16：20－17：30 
   金曜日・16：20－17：30 
 ＜霞キャンパス＞ 
   水曜日・18：00－19：10 
 
 

※具体的なスケジュールやレッスン内容等は，「もみじTOP」を
ご覧ください。 

TOEIC(R)スキルアップクラス 



  

MyETは「話す」に特化したアプリで，
パソコン，スマートフォン，タブレット
などからブロードバンドネットワークに
接続して，いつでも，どこでも英会話ト
レーニングが可能です。 
 
発音・発話の自己学習ツールとして積極
的に活用してください。 
 
 
利用方法等は，4月3日掲載のMy
もみじ個人掲示をご覧ください。 

英会話トレーニングアプリ「MyET」 



問い合わせ先 

不明な点や分からないことがあれば， 
以下にお問い合わせください。 

 
教育推進グループ（学生プラザ3Ｆ） 

 TEL：０８２－４２４－６１５８ 
 Mail：kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp 
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