平成26年度後期実施

STARTプログラム一覧
※平成26年10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。

回

第20回

第21回

プログラム名/
研修先大学

渡航期間

オーストラリアの
多文化社会
2月20日（金）
～3月9日（月）
フリンダース大学 （17泊18日）
（オーストラリ
ア）

アメリカの大学
アメリカの 大学，
大学 ，
社会と
2月21日（土）
社会 と 文化
～3月8日（日）
ジェームスマディ (15泊16日)
ソン大学
（アメリカ）

募集
定員

30人

30人

参加費
（＊注）

主な研修内容（予定）

10万円

◆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, 社会
◆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
◆小学校訪問と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, ランドル・
モール等
◆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, アドミラルズ
アーチ
◆全期間ホームステイ

10万円

ベトナム戦争
ベトナム戦争の
戦争 の 痕
跡 とホーチミン市
とホーチミン 市
の 発展を
発展 を 体感する
体感 する
第22回

第23回

第24回

3月5日（木）
～3月19日（木）
ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学ﾎｰﾁﾐ
(14泊15日)
ﾝ市校人文社会科大
学，広島大学ﾍﾞﾄﾅﾑ
ｾﾝﾀｰ
（ベトナム）

台湾の
台湾 の 多元的社会
と 日台関係をめぐ
日台関係をめぐ 3月8日（日）
る 知的探検
～3月22日（日）
(14泊15日)
国立政治大学
（台湾）

ニュージーランド
-自然との
-自然との共生社
との 共生社 3月13日(金)
会～3月30日(月)
(17泊18日)
オークランド大学
（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）

24人

30人

30人

7万円

7万円

10万円

◆ジェームスマディソン大学及び広島大学教員による授業
・ 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
◆ジェームスマディソン大学の学生と交流
◆ワシントンDC 一日グループ研修
◆全期間JMU学生のルームメートと学生寮に滞在
◆ベトナム語入門の授業、日本学科の授業に参加
◆USSHの教員による授業
・ ベトナムの社会と文化、ベトナムの経済発展
・ 戦争について，ベトナムと広島の戦争と平和
・ 東南アジアの国際問題
ほか
◆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，民族村見学
◆工業団地、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

◆中国語研修(未履修レベルから開始)
◆國立政治大学等の現地教員による授業
・「台湾？」－台湾の歴史・社会・言語
・「親日国？」－日本による殖民地統治、日台関係
・「民主化？」－戦後台湾政治と民主化・人権発展
◆関連施設での研修（現地学生によるアテンド）とグルー
プ研修
・中正紀念堂，台北ニニ八紀念館，総統府，故宮博物館
等
◆現地交流
・國立政治大学の学生との交流(複数回) 等
◆ミニ研修ツアー(1泊2日)
◆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

（＊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

引率

宿泊場所

研修先大学の紹介

研修先地域・都市の紹介

【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。全学的にWebCTを広範に活用する
など，革新的で質の高い授業と教授方法に定評が
社会科学研 ホームステ あります。教育・人文・法学部，健康科学部，理
究科 吉中 イを予定
工学部，社会・行動科学部によって構成されてお
信人 教授 （1人1家
り，これまで世界100カ国から学生が集まり，留
ほか
庭）
学生約4,000名を含む約23,000名の学生が学んで
います（2013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100万人強の州都で，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。

【ジェームスマディソン大学】
http://www.jmu.edu/
1908年創立の公立大学。「Knowledge is liberty
（知識は自由なり）」のモットーのもと教育が行
われています。現在は，文学部，経営学部，教育
学部，科学技術部，科学・数学部，芸術学部，大
学院専門職課程の7つの学部によって構成されて
おり，約20,000名の学生が学んでいます。広島大
学とは2006年から協定を結んでいます。

【ヴァージニア州】
ジェームスマディソン大学のあるヴァージニア州
は，米国東部に位置し，首都ワシントンD.C.から
2時間の距離にあります。ヴァージニア州には，
歴史ある建物や博物館，美術館などの観光名所が
多くあるだけでなく，シェナンドー国立公園を始
めとした多数の国立公園があり，自然が豊かなこ
とで知られています。

【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
学科があり，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。

【國立政治大學】
http://www.nccu.edu.tw/
國立政治大學（NCCU）は，1927年に創立されてお
り，文学部，理学部，社会科学部，法学部，商学
部，外国語文学部，コミュニケーション学部，国
際関係学部及び教育学部の9つの学院（学部），
33学系（学科），14研究センターを備え，また幼
稚園から博士課程までを擁する国立大学です。広
島大学とは2012年から協定を結んでいます。

【台北市】
國立政治大學のある台北市は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。

【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。2013教育学研究 ホームステ 2014年のQS世界大学ランキングは94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
科 森田愛 イを予定
育および社会への貢献で知られています。キャン
子 准教授 （1人1家
パスは6つあり，教育，人文，法，経済・経営，
ほか
庭）
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，留学生約5,500名を含む約
41,000名が学んでいます（2013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。

国際セン
ター 堀田
泰司 准教
授 ほか

ジェームス
マディソン
大学寮（現
地学生と
ルームシェ
ア）を予定

大学から徒
平和科学研
歩圏内の学
究センター
生宿舎（2
小倉亜紗美
人1部屋）
助教 ほか
を予定

YMCAホテル
（台北駅か
社会科学研
ら徒歩3
究科 前田
分）を予定
直樹 講師
（2人また
ほか
は3人1部
屋）

