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*STARTプログラムとは? 

海外経験の少ない新入生に海外の大学やその周辺都市を訪問し、
日本と異なる文化や環境を体験する機会を提供し、 
国際交流や留学への関心を高めるきっかけをつくる 

目的 

参加費用の一部を 

広島大学基金が補助 

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プログラムの特徴 

2010年度 第1回      9月   オーストラリア 

                     第2回      3月   ベトナム 

2011年度 第3回 8-9月 オーストラリア（メルボルン） 

       第4回 2-3月 アメリカ（ヴァージニア州） 

       第5回 2-3月 ベトナム（ホーチミンシティ） 

 ※ 2-3月に実施を予定していたインドネシアは都合により中止になりました  

 
事前研修 
国際交流協定大学訪問 
キャンパスツアー 
現地大学教員による授業 
 

 
現地学生との交流 
文化体験 
市内・近郊見学   

事後研修                     
など 

 主な内容 



*



*研修先の紹介 
 

ワシントンDCから車で2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19,000人 

文学部、経営学部、教育学部、総合科学工学部、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 



*行程表（予定） 
2月18日（土） 成田国際空港集合・出発 
2月18日（土） ワシントンダレス空港到着、 

バスでハリソンバーグへ移動 
 

2月19日（日） 
 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

3月2日（金） 

 ジェームスマディソン大学 
 現地学生と交流 
 JMU教員による広大生のための授業 
 引率教員による広大生のための授業 
 通常授業の見学 
 キャンパスの様々な活動に参加 
 プレゼンテーション 

 1日ワシントンDC見学 
                           など 

3月2日（金） ワシントンDCへ移動 
3月3日（土） ワシントンDC出発 
3月4日（日） 成田国際空港到着、解散 



宿泊先：大学内の寮（予定） 



ジェームスマディソン大学の 

教員による授業 



アクティビティ盛んな 

キャンパスライフ 



*
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る。日本語学科もある。 

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 

2月29日（水） 関西国際空港集合・出発、ホーチミン市内見学 
 

3月1日（木） 
 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

3月12日（月） 

 
 人文社会科学大学 

 現地学生と交流 
 USSH教員による広大生のための授業 
「ベトナム語」 
「ベトナムの社会と文化」 など 

 現地学生との市内（学外）研修 
 プレゼンテーション 

 VSIP工場見学 
 メコン川クルーズ 
 クチトンネル 
 ホームステイ 
                        など 

3月13日（火） 関西国際空港到着、解散 



宿泊先： CU XA HOC VIEN（大学から徒歩3分） 





*第4回・第5回STARTプログラムの概要 

募集対象： 学部1年生     

参加費用： 5万円  

第4回アメリカ 第5回ベトナム 

募集人数 25名 34名 

訪問大学 
 

ジェームスマディソン大学 
 

ベトナム国家大学ホーチミン市校 
人文社会科学大学 

（広島大学ベトナムセンター） 

渡航先 ヴァージニア州ハリソンバーグ ホーチミン市 

集合・解散 成田国際空港 関西国際空港 

渡航期間 2/18 (土)－3/4 (日) （15泊16日） 2/29 (水)－3/13 (火)  （13泊14日） 

その他 英語力を考慮して選考； 
 

事前にビデオ講義を受講（INU特別協力講義B） 
A型肝炎の予防接種が必要 



*第4回・第5回STARTプログラムの概要（つづき） 

 海外旅行傷害保険料 
 （¥11,440） 

 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） 

 携帯電話レンタル料/使用料         

 など  

航空券 

ビザ申請費 

宿泊費 

現地交通費の一部 

プログラム費 

食事代の一部 

参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの 



*応募資格 
広島大学に正規生として在籍する学部1年生 
（所属学部は問わない） 

 

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者 

 

事前学習・現地研修・事後学習のすべてに参加し、真剣に取
り組むことが出来る者 

 

広島大学での在学期間中、STARTプログラムの評価や広報 
活動に協力出来る者 

 

日本で初等中等教育を受けた、海外経験の少ない者を優先
する 

 

アメリカ希望者は、英語だけで行われる授業を理解できる程
度の英語力を有していること 



*選考方法と結果の発表 

選考結果通知日：2011年12月9日(金)17：00以降 
通  知  方  法  ：Myもみじ個人掲示 

書類審査の結果発表 

翌週（月）9:00までに掲示が 

表示されない場合は、 

担当にご連絡下さい。 

待機場所：学生プラザ4階エレベーターホール 
日時：2011年12月12日(月) 18:00～20:00 
           2011年12月13日(火) 18:00～20:00 

グループ面接 

書類審査通過者 

グループ面接の結果発表 

選考結果通知日：2011年12月14日(水) 
通  知  方  法  ：Myもみじ個人掲示 

内定 

必要書類の提出＆ 
参加費用（5万円）の

振込後に、 

正式決定！！ 



*内定から帰国までの予定 
 
 12月16日(金) 18:00‐20:30 第1回オリエンテーション 

12月19日(月) 18:15‐20:00 海外渡航リスク管理セミナー 
（次点候補者もなるべく出席） 

12月20日（火）～2月中旬 

第2回オリエンテーション、 
第3回オリエンテーション、 
事前講義、勉強会 
渡航手続き 

2月中旬～3月中旬 現地研修 

3月28日（水），29日（木） フォローアップ・セッション 



*応募方法 

提  出  物 ： 参加申込書 ☞☞☞ 

        TOEICのスコアレポート（第4回希望者のみ） 

提出期間 ： 2011年12月5(月)から 

        12月7日(水)17：00まで！ 
 

提  出  先 ： 国際交流グループ（学生プラザ3F） 



*参加申込書記入上の注意 
 ローマ字氏名は、パスポートの記載と同じ綴りで記入
して下さい。パスポートを未だ所有していない人は、
申請する際に使用する綴りで記入して下さい。 

 

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して下さい。 

 

健康面などで特別なサポートが必要な場合は、健康
状態の欄に出来るだけ具体的に記入して下さい。 

 

やむをえない事情による面接日時の希望等は、特記
事項欄に記入して下さい。 



*その他注意事項 
必ず保護者または保証人の方の同意を得てから申し込んで下さい。
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。 

 

2012年1月11日（水）までにパスポートのコピーが提出できない場合、
参加できません。 

 

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
テーションに欠席した方は参加を取り消す場合があります。 

 

申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに担当者に連絡
して下さい。 

 

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
ならびに変更が生じることがありますので、あらかじめご了承下さい。 

 

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

 



*その他注意事項－２ 
 

今年度のSTARTプログラム実施は、今回募集の第4回アメリカと第5
回ベトナムで終了です。参加を希望する1年生は今回の募集にご応
募ください。 

 

第4回アメリカと第5回ベトナムは1枚の申請用紙で併願できます。併
願の場合は「希望するプログラム」の欄に希望順の数字（１、２）を記
入して下さい。どちらか一つだけの希望の場合は希望するプログラム
に（○）をつけて下さい。 

 

審査の際は、各回ごとに単願者と第一希望者から定員数の学生を選
抜し、定員に満たなかった場合、第二希望者を考慮します。単願者と
第一希望者がほぼ同列の場合、単願者を優先します。 

 

アメリカ希望者は単願や希望の順位に関わらず、TOEICスコアレポー
トのコピーを提出して下さい。有効なTOEFLやIELTSのスコアを所持し
ている人は、これらのスコアレポートも提出して下さい。 

 
 

 



*パスポートの申請に必要なもの 

一般旅券発給申請書  

 戸籍抄本 

住民票 

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 



*問い合わせ先 

広島大学平和・国際室国際交流グループ 

（学生プラザ3F） 

担当：梅村・小倉 

TEL:082-424-4346 or 4541 

FAX:082-424-4545 

E-mail：start@hiroshima-u.ac.jp 

もみじTopからは ・・・ 学びのサポート→留学→START 

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




