
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

≪企画・立案≫ 名古屋大学 国際教育交流センター 

≪研修手続≫ 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

≪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 

渡 航 期 間 2019年 8月 9日（金）～9月 1日（日）  24日間 

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） 

引率/添乗員 引率/添乗員の同行はありません 

募 集 人 数 10名程度（※） 

研 修 費 用 約 54.5万円（お 1人様）

※ 参加人数が 10名以上の場合は、研修費用総額が 5,400円下がります。 

※ 研修費用は 2019年 3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 2019年 3月末までに発券した際の費用であり、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、残金 7月上旬～中旬を予定しています。  

※ 月日 予定 滞在方法 

1 8/9 （金） 

中部国際空港集合後、出発のご案内 

10：10 中部国際空港から香港空港へ向けて出発（CX533） 

13：30 香港空港到着後、乗継 

19：05 香港空港からメルボルン空港へ向けて出発（CX135） 

機中泊 

2 8/10 （土） 06：10 メルボルン空港到着後、滞在先へ移動 

ホーム 

ステイ 

3 8/11 （日） 終日自由行動 

4

｜ 

22 

8/12 （月） 

｜ 

8/30 （金） 

Monash Collegeにて研修にて研修 

月～金：研修、土/日：自由行動 

23 8/31 （土） 
メルボルン空港へ移動 

23：45 メルボルン空港から香港空港へ向けて出発（CX178） 
機中泊 

24 9/1 （日） 

07：05 香港空港到着後、乗継 

10：10 香港空港から中部国際空港へ向けて出発（CX536） 

15：05 中部国際空港到着後、解散 

－ 

※利用予定航空会社：CX（キャセイパシフィック航空） 

222000111999 年年年度度度   名名名古古古屋屋屋大大大学学学   

GGGlllooobbbaaalll   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaalllsss   PPPrrrooogggrrraaammm   (((GGGPPPPPP)))   

オオオーーーススストトトラララリリリアアア   ///   MMMooonnnaaassshhh   CCCooolllllleeegggeee   

申込締切：　5 月 9 日（木）正午まで  
面接選考日︓5月14日 （火）16時以降 
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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

•国際観光旅客税

•現地空港出迎えサービス（往復研修校手配）

•オーストラリア電子ビザ（ETAS）代

• CIEE研修手続・サポート費用

• 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

 研修校   Monash University 

モナシュ大学は 1958 年創立のビクトリア州メルボルン近郊にある州立大学です。学生数約 70,000 人のうち、約

24,000 人は留学生と、国際色豊かな大学です。州内に 6つ、国外に 2 つのキャンパスがあり、オーストラリアで優れ

た 8大学を構成する Group of Eightのメンバーです。 

Monash College 

モナシュカレッジはモナシュ大学運営の元、大学入学準備コースとして、主に留学生向けに、ファンデーションプログラム、

ディプロマプログラム、英語教育、インターンシッププログラムを提供しています。在学生のうち約 95%が留学生です。 

今回の研修はシティ・キャンパスまたは 2015年 2月にオープンしたMonash Universityの 新キャンパス（Faculty of 

Business and Economics）にある教室（どちらもメルボルン中心地）にて行われる予定です。 

 英語基準 

TOEFL iBT 71以上 / TOEFL-ITP 530以上 / IELTS 5.5以上 / TOEIC 700以上 

※目安ですので、詳細は名古屋大学海外留学室まで事前に相談してください。 

 申込について 

• 申込締切： 2019 年 5 月 9 日（木）正午まで
• 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 31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。

http://ieec.iee.nagoya-u.ac.jp/ja/abroad/program/Meidai_tokubetsu.html#モナシュ 

※5 月 14日（火）に面接選考を行い、合格者のみ本研修に参加できます。 

※研修・滞在先申込の手続き等は一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会と㈱カウンシル・トラベルが代行します。 

 パスポート（旅券）について  ※重要 

こちらのコースへの参加にあたり、日本国籍の方は「日本帰国時まで有効」なパスポート（旅券）が必要となりますので、 

6月12日（水）までに必ずご提出ください。 まだお持ちでない方や、有効期限が条件に満たない方は、お早めに申請手続

きをするようお願いいたします。尚、日本国籍以外の方は、手続きが異なりますので、事前に CIEEまでご連絡ください。 

 日程（予定） 

日時 授業内容 

5 月 9 日（木） 正午 申込締切 

5 月 14 日（火） 16：00～ 面接 

6月 5日（水）18:15～19:45 第 1回オリエンテーション（申込書類案内） 【CIEE】 

6月 12日（水） CIEEへの書類提出、オンライン登録、申込金 5万円振込の締切日 

6月 26日（水）18:15～19:45 第 2回オリエンテーション（プレイスメントテスト・危機管理） 【CIEE】 

6月下旬～7月上旬 参加費用の請求書発行 

7月上旬～中旬 参加費用残金 振込締切日 

7月 10日（水）18:15～19:45 第 3回オリエンテーション（異文化理解・出発準備） 【CIEE】 

※上記日程および内容は変更になる場合があります。 

http://ieec.iee.nagoya-u.ac.jp/ja/abroad/program/Meidai_tokubetsu.html#%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A5
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 研修内容  Global Professionals Program (GPP)  

将来、グローバルな職場環境で働くことを目指す大学生を対象にした、短期集中型の

プログラムです。様々な国籍やバックグラウンドの人々とのコミュニケーション方法や、

ビジネスの世界でも役立つ効果的なコミュニケーションスキルを学べるカリキュラムと 

なっています。本プログラムのトレーナー（指導者）は、ビジネストレーニングや英語教

育分野での指導経験に長けており、受講者一人ひとりが学びやすい環境を提供します。

また、教室で行う授業とは別に、キャンパスの外に出て企業や地元の人たちと関わり

が持てるような体験機会も設けられています。 

※BYOD (Bring Your Own Device) Policyにより、ラップトップパソコンおよび 

ヘッドホン（もしくはイヤホン）の持参が必須です。 

≪授業≫ 

文化の多様性や多国籍の人（同僚）との付き合い方（話し方や聞き方）、英文ビジネスメールの書き方、オーストラリア

での就職活動など、「グローバルレベルでの社会人教育」の勉強を目的としています。また、特に海外生活等で求めら

れるであろう、問題解決能力や自己内省力に関するトレーニングや、異文化理解、その他危機管理についてのオリエ

ンテーションをおこないます。1～2 週目はマカオ・中国・マレーシアからの学生と共に授業を受け、3 週目は、日本の

他大学の学生と授業を受ける他、企業訪問やチームプロジェクトに参加する予定です。 

≪企業訪問≫ 

国際的事業を展開している地元企業を訪問します。オーストラリアに支社のある日本企業や現地企業などを訪問し、

「海外で働くということ」等の実地体験を直接伺う機会や、ディスカッション・質疑応答の機会があります。 

≪これまでに訪問した企業例≫ ※2019夏の訪問先は変わる可能性があります 

⚫ Mitsui & Co, Australia Ltd（三井物産株式会社オーストラリア） http://www.mitsui.com/au/en/index.html  【全員参加】  

⚫ NAB（ナショナルオーストラリア銀行） https://www.nationalaustraliabank.com/  【全員参加】  

⚫ Australian Paper https://www.australianpaper.com.au/  【名大生のみ】  

⚫ Asahi Holdings Australia Pty Ltd（アサヒビールグループ会社） http://www.asahigroup-holdings.com/en/  【希望者の一部】  

上記および以下 6社のいずれかへ訪問 

⚫ Allianz ⚫ Bupa ⚫ Carsales ⚫ City of Yara ⚫ KPMG ⚫ Medibank 

≪Sample Program Schedule≫  ※スケジュールは変更になる場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Blue: Core 2 modules, Green: Capstone module, PInk: Guided project, Yellow: Cultural and business engagement activities, Orange: Orientation Gary: 

TBC 

 

http://www.mitsui.com/au/en/index.html
https://www.nationalaustraliabank.com/
https://www.australianpaper.com.au/
http://www.asahigroup-holdings.com/en/


無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

 

◆ キャンセル料（取消料）について 

申込書と申込金振込時点で正式なお申し込みとさせていただきます。万が一申込者が研修の参加を取り消される

場合には、以下の通り取消料がかかりますのでご了承ください。 

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 

※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 Japan、カウンシル・トラベルとは 

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会(CIEE Japan)は、本部をアメリカにおく、国際交流団体です。 このたびの

名古屋大学短期海外研修の「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。 
 

一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会       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。  

CIEE Japan 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。 

CIEE日本代表部は 2018年 9月から「一般社団法人 CIEE

国際教育交換協議会」となりました。なお英語表記は「CIEE 

Japan」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 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

CIEE Japanプログラム参加者の航空券の手配、海外旅行保険加入手続きを専門に取り扱い、CIEE Japanが提供するプログ

ラムを旅の面から支えている CIEE Japan傘下のトラベルサービス部門です。 




