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渡航期間 2018年 8月 21日（火）～9月 23日（日） 4週間 

研修校 Monash University, Monash College 

滞在方法 ホームステイ（寝室 1人部屋/1日 3食付） 

参加資格 目安：IELTS3.5点程度以上  

募集人数 10名以上（※） 

研修費用 約 56.3万円（お 1人様） 

※ このプログラムはノート PC持参必須です。 

※ 研修は 5名以上で実施されますが、参加人数が 10名を切った場合、研修費用総額が 5,400円上がります。 

また、航空券代金も値上がりする可能性があります。 

※ 研修費用は 2018年 1月時点の為替レートにて算出されたものです。研修費用には外貨建ての費用が含まれておりますので、 

為替レートの変動に応じて金額が変更になる可能性があります。 

※ 燃油特別付加運賃は 2018年 3月までの費用であり、原油価格に応じて金額が変動する可能性があります。 

※ 研修費用の支払いは、申込金 6月中旬～7月上旬、残金納入 7月上旬～中旬を予定しています。  

日  程 予   定 滞在方法 

1 8/21(火) 

中部国際空港集合後、出発前のご案内 

機中泊 16:10(予定)中部国際空港より香港国際空港へ向けて出発(CX539) 

19:20(予定)香港国際空港到着 

2 8/22(水) 

00:10(予定) 香港国際空港からメルボルン空港へ向けて出発(CX105) 

11:10(予定) メルボルン空港到着後、バスにて研修校へ ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

ホストファミリーと合流し、ホームステイ先へ移動 

3 8/23(木) 

Monash Collegeにて研修 ｜ ｜ 

32 9/21(金) 

33 9/22(土) 
メルボルン空港へ移動 

機中泊 
23:40(予定) メルボルン空港より香港国際空港へ向けて出発(CX178) 

34 9/23(日) 

06：55(予定) 香港国際空港到着 

10:10(予定)香港国際空港から中部国際空港へ向けて出発(CX536) - 

15:00(予定) 中部国際空港到着後、解散 

※利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空(CX) 

  

  

 
 
 

 

平平成成 3300年年度度    

名名古古屋屋大大学学特特別別研研修修  

モモナナシシュュ大大学学  

英英語語研研修修  

Monash University, 

Monash College 

≪企画・立案≫ 名古屋大学 国際教育交流センター 
≪研修手続≫ 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 
≪旅行手配≫ 株式会社カウンシル・トラベル 

観光庁長官登録旅行業第 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員 
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山  TEL: 03-5467-5502 
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Monash University, Monash College 
モナシュ大学は，メルボルンで最初の大学として 1958年に設立され，

以来発展を続けている州立大学です。学生数は約 70,000人で，その

内約 26,000 人が留学生と国際色豊かな大学です。モナシュ大学は，

オーストラリア国内のトップ 8 大学で構成されている Group of Eight

のメンバーです。 

モナシュ大学傘下のモナシュカレッジでは，MUELC（英語教育）,ファ

ンデーションプログラム等を提供しており，約 95%は留学生で，主に

モナシュ大学進学を目指しています。大学のメインキャンパスは，メル

ボルン市内から 1時間程度離れたクレイトン・キャンパスにありますが，

ME の授業はメルボルンの中心部にあるシティ・キャンパスで行われ

ます。そのため図書館やアートギャラリー，映画館，公園などが至近

距離にあります。 

 

Program: Monash English (ME)  
 当研修は，モナシュ大学の英語研修機関 Monash University English Language Centre(MUELC)にて実施されている

「Monash English(ME)」に参加するものです。MEには，Elementaryから Advancedまでの 6つのレベルがあり，プレイ

スメントテストの結果により，自分に合ったレベルで勉強できます。General Englishから徐々にレベルが高くなるにつれて，

海外の大学・大学院において英語で専門科目を学ぶ際に必要な英語力修得を目的とした English for Academic 

Purpose を学びます。 

 授業時間は 1日 4時間（2時間+休憩時間 15分+2時間）：週 20時間 

 授業はクラスによって午前か午後のクラス（午前 8：30-12：45、午後 13：00-17：15） 

 1 クラスは 20名以下（他国からの学生と共に授業を受ける） 

 Bring Your Own Device(BYOD) policy 

モナシュ大学では授業の e-learning化が進んでいる！ 

学生は自分の Device (ラップトップ PC)とイヤホンの持参が求められています。 

 ペアワークやグループワーク等学生主体の参加型授業の為、積極的な態度が重要！ 

 授業以外に週 15時間の自習を推奨 

 

 

 

 

研修費用に含まれるもの 研修費用に含まれないもの 

 現地研修費 

 滞在費、食事条件に含まれる食費 

 往復航空運賃 

（キャセイパシフィック航空 / エコノミークラス利用） 

 空港税類 

 燃油特別付加運賃 

 現地空港出迎えサービス（往復研修校手配） 

 CIEE研修手続・サポート費用 

 オーストラリア電子ビザ（ETAS）代 

 海外旅行保険 

 ご自宅から中部国際空港までの往復交通費・宿泊費 

 渡航手続きにかかる一切の費用 

（パスポート取得時の印紙代等） 

 個人的な小遣い、電話代など 

 超過手荷物料金 

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

 研修日程以外に伴う費用 

 滞在先から研修校までの通学費 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

 左記に記載のない費用 

無料で IELTS 対策や会話力を高めるWorkshop の受講が可能！！ 
Some examples include; grammar for writing, speaking skills and 
pronunciation, conversation skills, and IELTS preparation. ※レベルによっ

て参加できるワークショップが違います。 
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Melbourne  
メルボルンは，英国の経済誌「エコノミスト」の“世界でもっとも住み

やすい都市”として，常に上位にランキングされています。ガーデンス

テートといわれるほど街には緑が溢れ，ヨーロッパ調の街並みが残り，

異国情緒豊かな街として知られています。メルボルンはオーストラリア

で最も文化的に多様な都市で，200 ヶ国以上からやってきた人々が暮

らしています。人口の半分近くは海外生まれ，または海外生まれの親

をもっていると言われています。文化的多様性は生活を豊かにしてお

り，世界各国の料理が楽しめるグルメ都市で公共交通機関が大変便

利でとても生活しやすい街です。音楽やアートの祭典も多数開催され

ていた、街のいたるところでアートが見られ、歩いているだけでも楽し

めます。 

Homestay ： 寝室一人部屋 / 3食付 
 滞在先は、モナシュ大学選定のホームステイです。 

 受け入れ学生数が増加する時期のため，1家庭に複数の日本人ま

たは日本人以外の留学生が滞在する可能性あり  

 通学時間は，公共交通機関（交通費自己負担）を利用して 1時間程度 

 ホームステイ先情報の案内は，出発の約 1週間前を予定※現地の都合により決定後急に変更になる可能性あり 

  

■参加者申込提出期限 

申込締切 ：2018年 5月 16日（水）17：00先着順 

申 込 先 ：名古屋大学 国際教育交流センター 1階海外留学室  

申込方法 ：平成 30年度 短期特別プログラムへの留学願を、 

1) オンライン上の指定ページに必要事項を入力し、提出 

2) 印刷したものと、英語力を証明する成績書（コピー）を、名古屋大学海外留学室窓口に提出。 

※詳細は、名古屋大学海外留学室ウェブサイトを確認すること 

■パスポートについて 重要 
以下のご案内は日本国籍の方向けのものです。日本国籍以外の方は、申し込みの前に CIEE

までご連絡ください。このコースへの参加にあたり、日本への帰国時まで有効な旅券（パスポー

ト）が必要となります。 

まだパスポートをお持ちでない方、または有効期限がこの条件に満たない方は早めに申請手続

きをするようにお願いいたします。6月 15日（金）までに必ずパスポートコピーをご提出ください。 

 

■出発までのスケジュール 

手続き／オリエンテーション 日時 内容/備考 

第 1回オリエンテーション 

【申込書類案内】 

5月 21日（月） 

18:00～19:30 

＜CIEE＞ 

・申込書類配布 

・研修校書類についてのご説明 

書類提出締切日 6月 31日（木） 

＜参加者＞ 

・期日までに必要書類を CIEEへ郵送 

・CIEEオンライン登録 

・申込金のお振り込み（5万円） 

参加費用請求書発行 6月中旬～7月上旬 ＜CIEE＞研修費用総額から申込金 5万円を引いた額をご請求 

参加費用残金 振込締切日 7月上旬  

第 2回オリエンテーション 

【危機管理・異文化理解】 

6月 4日（月） 

18:00～19:30 

<CIEE> 

・「留学準備編」冊子を参加者へ配布 

・異文化理解・危機管理について説明・ケーススタディ 

第 3回オリエンテーション 

【出発準備編】 

7月 2日（月） 

18：00-19：30 

<CIEE> 

・出発、フライトスケジュール、到着時のご案内 

・滞在先、連絡先等のご案内 

・資料「滞在のしおり」「出発のご案内」「海外旅行保険証券」配布 

  （ご本人用・留守宅控の 2部*） 

*渡航案内、出発前の準備、持ち物、電話のかけ方などを掲載 

Melbourne 
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◆ キャンセル料について 

万が一研修の参加を取消しされる場合には以下の料金がかかります。 

CIEE 
 ①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

カウンシル・トラベル  ③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで ¥37,800 ＠ 00% 

出発日の 30日前から 22日前まで ¥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ¥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで ¥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ¥70,200 ＠ 50% 

※＠＝研修校で規定されている取消料 

※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を指します。 

電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・年末年始 

休暇は翌営業日扱いとなります。 

※ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 

※旅行費用とは往復航空券代、燃油特別付加運賃を指します。  

◆ 手配団体・旅行会社について CIEE、カウンシル・トラベルとは？  

国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。 この

たびの短期海外研修の「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社 (株)カウンシル・トラベルにて航空券等の「旅行手

配」をお受けします。 

 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部      www.cieej.or.jp 

TOEFLテストと国際教育交流の CIEE 

CIEE は、教育を通して国際交流を図り人類の相互理解を

促進することを目的に 1947 年にアメリカで創設された非営

利法人で、71 年もの経験を持つ国際交流の世界的リーダー

です。今日では、世界約 40か国に 700名のスタッフを擁し、

年間約 5 万人の若者や教員が CIEE のプログラムに参加し

ています。  

日本代表部は、1965年に日本で初めて 20代の若者を夏

期にアメリカの大学に組織的かつ継続的に派遣して以来、日

本における国際交流の草分けとして各種国際交流プログラ

ムを運営しており、これまでに 7 万人の方々が参加していま

す。さらに、日本政府より委託された国際交流に関する調

査・研究、教員を対象とした派遣研修、受入プログラムへの

協力など、活動は多岐にわたります。現在は、大学生を対象

とした国際教育、体験、交流プログラムを中心に、新しい時

代のニーズにも応じて、海外でのボランティアやインターンシ

ッププログラムも提供しています。  

 

 

もう 1つの事業として、1981年に米国最大のテスト機関で

ある Educational Testing Service（ETS、本部ニュージャー

ジー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務

局としてペーパー版 TOEFL®テスト（Test of English as a 

Foreign Language）の日本での運営を開始しました。現在

は、TOEFL iBT®テストの広報やセミナーの開催などの研究

活動、TOEFL ITP®テストの運営・実施、Criterion® をはじ

めとする英語教育指導・支援ツール等の導入・運営などを行

い、TOEFL®テスト受験者や各教育機関に対し、常に最新の

情報やサービスの提供に努めています。 

このように、常に時代のニーズをとらえ、国際教育交流の

パイオニアとして CIEEならではの事業を展開してまいりまし

た。これからも、TOEFL®テスト日本事務局として英語力向

上の支援をするとともに、実践的な英語コミュニケーション能

力を鍛え、異なる文化やことばをもつ世界の人々との理解を

深め、人との出会いの大切さや感動を実感できる国際交流

プログラムを提供してまいる所存です。 

 

株式会社カウンシル・トラベル 

観光庁長官登録旅行業 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員 

CIEE プログラムへ参加する方々の航空券の手配、海外旅行保険加入手続きなど、CIEE の提供するプログラムを旅の面から

支えている CIEE傘下のトラベルサービス部門です。 


