
募集説明会

*

主催：広島大学国際室国際部国際交流グループ

2017年 9月28日（木）13:10-14:00
【東広島】総合科学部L102

【霞】保健学科棟208（情報処理室）



*

*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年度後期）

※ 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



*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



*



*



*研修先の紹介

バルセロナ近郊南100㎞の
地中海に面した「ローマ遺跡の街」

人口約11万人

世界遺産「タラコの考古遺跡群」

Tarragona



*研修先の紹介

学生数約15,000人
カタロニア地方の名門公立大学

法科、経済・ビジネス、教育・心理、
医・保健、芸術、ワイン学、科学、
建築、工学、化学工学、看護、
観光・地理、航空、健康・スポーツの
14学部・センター等を有する

ロビーラ・イ・ビルジリ大学

広島大学とは2015年に
国際交流協定を締結



*行程表（予定）
2月○日（金） 国内空港集合・出発
2月○日（土） バルセロナ空港到着、バスでタラゴナへ移動⇒

ホームステイ先へ
2月○日（月）

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

3月○日（金）

 ロビーラ・イ・ビルジリ大学
 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）・料理・歴史・ツーリズム・
ローマ帝国とシビルエンジニアリングほか

 現地学生と交流，授業内容・スペイン語レッ
スンについてのワークショップ

 レウス、タラゴナ市内での研修
 バルセロナでの班別研修
 全期間ホームステイ など

3月○日（土） バルセロナ空港出発
3月○日（日） 国内空港到着、解散

＊国内発着空港は未定



*スペイン＆カタルーニャ文化研修



*バルセロナ研修（グループ行動）



*宿泊先：ホームステイ



*

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


*行程表（予定）
2月23日（金） 国内空港集合・出発＊
2月24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

2月25日（月）
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

3月10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
 施設訪問（前回の例：小学校または病院）
 現地学生と交流，討議

 アデレード市内での研修
 野生動物保護区（未定）
 全期間ホームステイ など

3月11日（日） アデレード空港出発
3月12日（月） 国内空港到着・解散＊

＊国内発着空港は未定



*宿泊先：ホームステイ



台北市・桃園市

*



*研修先の紹介

桃園市は、中心都市台北市の西に

位置する衛星都市で、台湾の空の玄
関口である。

MRT（地下鉄）が発達していて便利

桃園市・台北市



*研修先の紹介

最先端の学術研究を行うトップ大学

台湾での重点研究大学の1つに指定されている。

総学生数は33000人超，留学生も多数在籍している。

国立中央大學（台湾）

広島大学とは2009年に
国際交流協定を締結

画像は桃園観光ネットワークウェブサイトより引用
https://travel.tycg.gov.tw/ja-jp/Travel/Attraction/1046

https://travel.tycg.gov.tw/ja-jp/Travel/Attraction/1046


*行程表（予定）
2月28日（水） 【STARTのみ参加者】国内空港集合・出発、台湾の空港到着＊

3月1日（木）
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

3月15日（木）

 台湾中央大學
 現地大学教員による特別授業
 中国語研修

レベルによってクラス分けあり
2月から実施の輔仁大学短期語学研修と連続受講可能

 現地学生と交流
英語、日本語、中国語による交流

 文化体験
 研修成果発表 など

 台湾の寺院の参詣・見学

 台湾の原住民族や移民，信仰，伝統文化と相互の
融合を考える など

3月16日（金） 台湾の空港出発，国内空港到着、解散＊
【未定】 【語学研修参加者】国内空港集合・出発，台湾の空港到着＊

3月下旬まで ・輔仁大学語言センターでの中国語研修
・課外活動、現地学生との交流を通しての文化体験

＊日程は変更の可能性あり



*研修内容の紹介

※昨年度の例です。今年度実施するかは未定です※

START参加決定者のうち、中国語履修者または学習歴の
ある学生は、語学研修＋STARTの連続留学も選べる

中国語研修のほか、現地学生との交流や文化体験も

STARTの単位に加え海外語学演習（中国語）１単位取得可

輔仁大学での中国語研修との連携



*宿泊先例：馥華大観商旅(HOTEL PURITY)

宿泊先は未定
（写真は過去の宿泊先例）



*宿泊先例２：HOMEY（ﾎｰﾐｰﾕｰｽﾎｽﾃﾙ）

写真はHOMEYウェブサイトより引用
https://ja.homeyhostel.com/

宿泊先は未定
（写真は過去の宿泊先例）

https://ja.homeyhostel.com/


*



*研修先の紹介

ニュージーランド最大の都市

人口約150万人

海に囲まれた「帆の街」

Auckland



*研修先の紹介

学生数：約44,000人（うち約6,010人が留学生）

教育，人文，法，経済・経営，芸術・芸術工学，

工，理，神，医学・健康の9学部がある

ニュージーランド最大規模で最上位の国立大学

オークランド大学

広島大学とは1979年に
国際交流協定を締結



*行程表（予定）
3月2日（金） 国内空港集合・出発
3月3日（土） オークランド空港到着、バスでオークランド大学へ

移動⇒ホームステイ先へ
3月4日（月）

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

3月17日（土）

 オークランド大学
 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（英語）

・ ニュージーランドの歴史，教育，文化

 英語研修
 通常授業への参加
 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

 オークランド市内での研修
 オークランド郊外の自然の中でアウトドア体験
 全期間ホームステイ など

3月18日（日） オークランド空港出発
3月19日（月） 国内空港到着、解散

＊国内発着空港は未定



*宿泊先：ホームステイ



*

ホーチミン

ハノイ



*研修先の紹介

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

通りやロータリーはバイクであふれ返っており、
経済成長の熱気を肌で感じられる

ホーチミンシティ



*研修先の紹介

ベトナム国家大学ホーチミン市（VNU HCMC）の中の
専門大学のひとつ

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る。日本学部もある。

2010年11月に広島大学

ベトナムセンターを開設

ホーチミン市人文社会科学大学（USSH）



*行程表（予定）
3月７日（水） 国内空港集合・出発＊、タンソンニャット空港到着
3月8日（木）

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

3月20日（火）

 USSH教員による特別授業

 ベトナム語入門

 USSHの教員による授業（英語）
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

 現地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

 戦争関連施設等訪問
戦争証跡博物館、統一会堂、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日ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄ、孤児院訪問

 ホーチミン市天然資源環境大学訪問

 ホーチミン市内グループ研修

3月21日（水） タンソンニャット空港出発、国内空港到着、解散＊

＊国内発着空港は未定



*研修内容

環境資源大学の学生と英語でディスカッション

クチトンネル：戦時中使用された地中トンネルを見学 ベトナム語入門の授業

カンザー自然保護区でベトナムの自然を学ぶ

日本では学べない体験型の授業が数多く用意されています



*宿泊先：大学から徒歩圏内の学生宿舎

大学の側なので
現地学生との交流が
たくさん出来ます！



*

*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



*
*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
17 DEC 2014

帰 国

KANSAI
15 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年度後期）

募集要項２－３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４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

• 9/26午前10:00～10/4昼12:59 【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

• 10/6（金）8:30-18:20 及び 10/10（火）10:00-17:00
•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または5/27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48-52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，NZ，スペイン）同士の
併願はできません。

 非英語圏の国（ベトナム，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、
期限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５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５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７－８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。

東南アジア参加者は、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
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