海外経験の少ない新入生が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
体験することで、国際交流や留学への関心を高めるきっかけを提供することが目的のプログラムです。
この経験が、今後の大学生活とその先の人生をより充実したものにする第1歩（スタート)になります
ようにという願いを込めて、STARTプログラムと名づけました。

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！

対
象：学部1年生
＊詳細は募集要項を確認して下さい
募 集 人 数：24名 ＊広島大学教職員が引率
期
間：2014年2月15日(土)～3月2日(日)(15泊16日)
参 加 費 用：5万円（日本国内の移動費は含まない)
渡 航 先：アメリカ合衆国ヴァージニア州ハリソンバーグ 2
0
ジェームスマディソン大学
≪研修内容 (予定)≫
ジェームスマディソン大学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
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
ほか

≪説明会≫
[1回目] 11月11日(月) 18:10-18:40 (総合科学部 L102)
[2回目] 11月12日(火) 12:10-12:40 (総合科学部 L102)
＊詳細、応募方法は募集要項をご覧下さい。
【もみじ→学びのサポート→留学】

学生の皆さんが、海外の大学に赴き、
国際レベルの教育・研究に触れることで、
国際的な感覚を身につけて頂きたいと考え、
STARTプログラムを実施することにしまし
た。若い時に海外を知ることは、今後の人
生において何物にも代えがたい経験となりま
す。このプログラムが、皆さんの今後の学
生生活をより充実したものにしてくれることを
願っています。
広島大学長

浅原

1
3
年

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！

≪募集から帰国までの予定≫
11月11日(月) 18:10-18:40
11月12日(火) 12:10-12:40
11月7日(木)-11月20日(水)
※11月18日(月)-11月20日(水)

募集期間
※応募受付期間

11月28日(木)12:00まで
11月29日(金),
12月2日(月)-3日(火)
12月5日(木)12:00まで

書類審査結果発表

12月7日(土) 9:00-15:00

オリエンテーション①

12月13日(金) 18:00-20:00

事前講義

面接審査
面接審査結果発表

1月9日(木)17:00

海外渡航リスク管理セミ
ナー
パスポート提出〆切

1月17日(金)18:00-20:30

オリエンテーション②-1

1月24日(金)18:00-20:30

オリエンテーション②-2

2月10日(月) 18:00-20:30

オリエンテーション③
渡航期間

12月17日(火) 18:10-20:00

2
0
1
4
年

募集説明会

2月15日(土)-3月2日(日)
3月25日(火)

※国内空港集合・解散

事後研修

広大基金から
経済的支援を受けています
広島大学は、学生の海外留学を積極的に
応援します。STARTプログラムは、留学
費用の大部分を広大基金から補助すること
で学生の経済的負担を減らし、より多くの
学生が留学に挑戦する可能性を
広げます。

利正

【問い合わせ先】
広島大学教育・国際室 国際交流グループ
(学生プラザ内) 担当：梅村，小倉
Tel: 082-424-4346/4541 Fax: 082-424-4545
E-mail: start@hiroshima-u.ac.jp

海外経験の少ない新入生が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
体験することで、国際交流や留学への関心を高めるきっかけを提供することが目的のプログラムです。
この経験が、今後の大学生活とその先の人生をより充実したものにする第1歩(スタート)になります
ようにという願いを込めて、STARTプログラムと名づけました。

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！

≪募集から帰国までの予定≫
対
象：学部1年生 ＊詳細は募集要項を確認して下さい
11月11日(月)
18:10-18:40
募 集 人 数：24名 ＊広島大学教職員が引率
11月12日(火)
12:10-12:40
期
間：2014年3月3日(月)～3月17日(月)(14泊15日)
11月7日(木)-11月20日(水)
参 加 費 用：5万円(日本国内の移動費は含まない)
※11月18日(月)-11月20日(水)
2
渡 航 先：ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市
ベトナム国家大学ホーチミン市校人文社会科大学 0 11月28日(木)12:00まで
1 11月29日(金),
(広島大学ベトナムセンター)
≪研修内容(予定)≫
 ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（USSH）で
ベトナム語入門の授業、日本語の授業に参加
 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、下水処理場訪問
 現地学生との交流，1日ホームビジット
 ホーチミン市内グループ研修
ほか

3 12月2日(月)-3日(火)
年 12月5日(木)12:00まで

12月7日(土) 9:00-15:00
12月17日(火) 18:10-20:00
1月14日(火)18:00-20:30
1月15日(水)17:00
1月21日(火)18:00-20:30

2
0
1 2月10日(金) 18:00-20:30
4
年 3月3日(月)-3月17日(月)
3月26日(水)

募集説明会
募集期間
※応募受付期間
書類審査結果発表
面接審査
面接審査結果発表
オリエンテーション①
海外渡航リスク管理セミ
ナー
事前講義
パスポート提出〆切
オリエンテーション②
オリエンテーション③
渡航期間
※国内空港集合・解散

事後研修

＊ベトナム渡航前にA型肝炎の予防接種(大学負担)を受けて

≪説明会≫
[1回目] 11月11日(月) 18:10-18:40 (総合科学部 L102)
[2回目] 11月12日(火) 12:10-12:40 (総合科学部 L102)
＊詳細、応募方法は募集要項をご覧下さい。
【もみじ→学びのサポート→留学】

学生の皆さんが、海外の大学に赴き、
国際レベルの教育・研究に触れることで、
国際的な感覚を身につけて頂きたいと考
え、STARTプログラムを実施すること
にしました。若い時に海外を知ることは、
今後の人生において何物にも代えがたい
経験となります。このプログラムが、皆
さんの今後の学生生活をより充実したも
のにしてくれることを願っています。
広島大学長 浅原 利正

下さい。

広大基金から
経済的支援を受けています
広島大学は、学生の海外留学を積極的に
応援します。STARTプログラムは、留学
費用の一部を広大基金から補助することで、
学生の経済的負担を減らし、より多くの
学生が留学に挑戦する可能性を
広げます。

【問い合わせ先】
広島大学教育・国際室 国際交流グループ
(学生プラザ内) 担当：梅村，小倉
Tel: 082-424-4346/4541 Fax: 082-424-4545
E-mail: start@hiroshima-u.ac.jp

海外経験の少ない新入生が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
体験することで、国際交流や留学への関心を高めるきっかけを提供することが目的のプログラムです。
この経験が、今後の大学生活とその先の人生をより充実したものにする第1歩（スタート)になります
ようにという願いを込めて、STARTプログラムと名づけました。

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！

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」、そしてこれをきっかけ
に夢や目標の「実現」に一歩近づこう！

≪募集から帰国までの予定≫
対
象：学部1年生 ＊詳細は募集要項を確認して下さい
11月11日(月) 18:10-18:40
参 加 人 数：24名 ＊広島大学教職員が引率
募集説明会
11月12日(火) 12:10-12:40
期
間：2014年3月14日(金)～3月31日(月)(17泊18日)
11月7日(木)-11月20日(水)
募集期間
参 加 費 用：5万円（日本国内の移動費は含まない）
※11月18日(月)-11月20日(水)
※応募受付期間
渡 航 先：ニュージーランド北島オークランド
2 11月28日(木)12:00まで
書類審査結果発表
0
オークランド大学
11月29日(金),

≪研修内容（予定）≫
 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授業
• 英語研修（インタビュー・プレゼン等）
• ニュージーランドの歴史，教育，文化
• 現地学生と交流，討議
 通常授業への参加，自由研究発表
 小学校訪問と日本文化紹介プレゼン
 オークランド市内でのNZの歴史，文化に関する研修
 オークランド郊外でファーム・ステイや自然の中でアウ
トドア活動体験
 全期間ホームステイ
ほか
≪説明会≫
[1回目] 11月11日(月) 18:10-18:40 (総合科学部 L102)
[2回目] 11月12日(火) 12:10-12:40 (総合科学部 L102)
＊詳細、応募方法は募集要項をご覧下さい。
【もみじ→学びのサポート→留学】

学生の皆さんが、海外の大学に赴き、
国際レベルの教育・研究に触れることで、
国際的な感覚を身につけて頂きたいと考え、
STARTプログラム（留学応援奨学金）を
実施することにしました。若い時に海外を知
ることは、今後の人生において何物にも代え
がたい経験となります。このプログラムが、
皆さんの今後の学生生活をより充実したもの
にしてくれることを願っています。
広島大学長

浅原

1
12月2日(月)-3日(火)
3
12月5日(木)12:00まで
年
12月7日(土) 9:00-15:00

12月17日(火)18:10-20:00
12月20日(金) 18:00-20:30
1月15日(水) 17:00
2 1月21日(火) 18:00-20:30
0
1 2月10日(月) 18:00-20:30
4 3月14日(金)-3月31日(月)
年
4月7日(月) ※時間未定

面接審査

面接審査結果発表
オリエンテーション①
海外渡航リスク管理セミナー
事前講義①+オリエンテー
ション②-1
パスポート提出〆切
事前講義②+オリエンテー
ション②-2
オリエンテーション③
渡航期間
※国内空港集合・解散

事後研修

広大基金から
経済的支援を受けています
広島大学は、学生の海外留学を積極的に
応援します。STARTプログラムは、留学
費用の大部分を広大基金から補助することで、
学生の経済的負担を減らし、より多くの
学生が留学に挑戦する可能性を
広げます。

利正

【問い合わせ先】
広島大学教育・国際室 国際交流グループ
(学生プラザ内) 担当：梅村，小倉
Tel: 082-424-4346/4541 Fax: 082-424-4545
E-mail: start@hiroshima-u.ac.jp

