
募集説明会 
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主催：広島大学教育・国際室 
    国際交流グループ  

 2015年 5月11日（月）12:10～12:40 総K210   
2015年 5月14日（木）18:10～18:40 総L201 
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*募集概要 
*研修先・内容紹介 
*応募→選考→研修開始～終了までの予定 
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*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 ６ヵ国へ 各回24～30名，最大２２２名の派遣を予定 
 



*募集概要（平成27年度） 

※ 上記予定は予告なく変更になる場合があります。 

対   象 学部1年生（学部は問わない）* 

参加費用 7万円 （ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、台湾、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾀｲ）* 
10万円 （ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）* 

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

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

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 など 

参加費用の一部を
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、東南ｱｼﾞｱ） 

or 10万円（米国、オセアニア） 

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 
 

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 



*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) 



*行程表（予定） 
8月28日（金） 関西国際空港集合・出発＊ 
8月29日（土） 

 
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31日（月） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月11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12日（土） ジュアンダ空港出発 
9月13日（日） 関西国際空港到着，解散 

＊発着空港は変更の可能性あり 



*【参考】昨年度の宿泊先：大学内ホテル 
 

今年度は大学近くの別のホテルになる 
可能性があります 



台北 

花蓮 

*



*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30日（日） 羽田空港集合・出発、台湾松山空港到着＊ 
8月31日（月） 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月11日（土） 

 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 

9月28日（日） 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 



*宿泊先：Y Hotel Taipei（YMCA) 
 



*歴史・文化の体験学習 

故宮博物館 中正紀念堂 

 

 

金門島 

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１００万人 
自然ゆたかな町 

Adelaide 



*研修先の紹介 
 

学生数：約23,000人（うち約4,000人が留学生） 
教育・人文・法学部，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 

http://www.flinders.edu.au/


*行程表（予定） 
9月11日（金） 国内空港（前回は羽田）集合・出発＊ 
9月12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 

9月14日（月） 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

9月26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，政治制度 
・ 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27日（日） アデレード空港出発 
9月28日（月） 国内空港（前回は羽田）到着・解散＊ 

＊国内発着空港は未定 



*宿泊先：ホームステイ 
 



*応募から研修終了までの予定（H27年度前期） 
 
 募集要項3ページ 

 
 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） 

正式申込み手続き 
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 



*応募資格／選考基準 ※募集要項2ページ 

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。 
広島大学に正規生として在籍する学部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 
オリエンテーションと事前講義・リスク管理セミナー・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。 

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 

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） 



*応募方法 

事前準備 

• もみじTop「学びのサポート」STARTのページで募集要項を確認 
• 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な
ど） 

オンライン
申請 

• 5/11（月）10:00～5/19（火）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 

• 5/20（水）12～17時，5/21（木）10～17時，5/22（金）10～13時【厳守】 
• 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）、学生証を学生プラザ３Ｆ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 
 前期： 5/16（土）のTOEIC（IP）本試験を受験すること 
         5/30日（土）の追試験は間に合わないので注意！ 
  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25～27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。 
 前期応募者が選考に漏れた場合、後期の再応募は可能です。 

前期の選考結果は、後期の選考に影響しません。 
 前期にSTARTプログラムに参加した方は後期には申請できません。 
   （一人1回しか参加できません） 



*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、 

指定期日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。 
 



*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 

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 



*その他注意事項 ※募集要項7ページ 
 

必ず保護者または保証人の同意を得てから申し込んでください。参加
内定後に応募者及び保護者が署名した同意・誓約書を提出して頂き
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ので、あらかじめご了承ください。 

 

第25回（インドネシア）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 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html


 
 

*学生プラザ ３Ｆ ロビー 
*START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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