The University of British Columbia

2019 年度 九州大学主催
ファースト・ステップ語学研修

ブリティッシュ・コロンビア大学
渡航期間

日 程

2019 年 9 月 8 日（日） ～ 9 月 29 日（日） 3 週間

日
数

研 修 校

日程

The University of British Columbia,
English Language Institute （カナダ）
1

研修コース

9/8
(日)

English for the Global Citizen 約 27 時間/週
滞在方法＆食事条件

予定
福岡空港集合後、出発のご案内
16:25(予定) 仁川国際空港へ向けて出発
（KE790）
17:55(予定) 仁川国際空港到着
18:50(予定) バンクーバー空港へ向けて出発
（KE071）
12:40(予定) バンクーバー空港到着後研修校
に移動しホストファミリーと合流

9/9

ホームステイ （寝室 1~2 人部屋 3 食付）
上記期間の参加者は、日本人が大変多い時期となり、
滞在先にも 1 家庭に日本人が 2 名または日本人以外の
留学生が複数名いる可能性があります。
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The University of British Columbia
English Language Institute にて語学研修
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(金)

引率者・添乗員

引率者・添乗員の同行はありません
21

募 集人数 / 対象学 生 / 単 位
募集人数 ： 10～15 名(最少催行人数 10 名)
対象学生 ： 初めて留学する学生
単
位 ： 平成 30 年以降入学者は、基幹教育科目英語科目
「学術英語 C 集中演習」２単位（R 認定）へ申請可。
平成 29 年度以前入学者の単位認定は無。

研修費用

約 49.4 万円（お一人様）

22

9/28
(土)

9/29
(日)

バンクーバー空港へ移動
14:30(予定) 仁川国際空港へ向けて出発
（KE072）

機
中
泊

17:50(予定) 仁川国際空港到着
18:35(予定) 福岡空港へ向けて出発（KE781）

－

19:55(予定) 福岡空港到着後、解散

※ 利用予定航空会社：大韓航空（KE）
※ 日程表は 2019 年 3 月のものです。現地事情及び航空会社の都合
により、変更になる場合がございます。

上記費用は、2019 年 3 月のレートをもとに算出されたものです。参加費は為替変動、参加人数（10 名未満の場合）などの理由により、
変動になる場合があります。

企画・担当
研修手続き

九州大学 国際部留学課 TEL:092-802-2284 9:30~11:30、12:30~17:00 土日祝休
一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 国際交流事業部 9:30～17:30 土日祝休
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 TEL:03-5467-5502 E-mail : group-k@cieej.or.jp

旅行手配

（株）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
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

【研修費用に含まれるもの】
 往復航空運賃 (大韓航空/エコノミークラス）
 福岡国際空港税（970 円）
 現地空港税類（2019 年 3 月時点/6,490 円）
 国際観光旅客税（2019 年 1 月より 1,000 円）
 燃油特別付加運賃（2019 年 4-5 月末まで 14,000 円）
 現地研修費用
 UBC Medical Insurance(強制加入)
 現地空港送迎費
 滞在費（寝室 1~2 人部屋、1 日 3 食付）
 帰国時空港チェックインアシスタント代
 CIEE 研修手続き・サポート費用
※為替の変動により金額が変更されることがあります。
研修先

【研修費用に含まれないもの】
 海外旅行保険料
 電子渡航許可 eTA C$7（2019 年 3 月時点）
 ご自宅から福岡空港までの往復交通費
 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）
 個人的な性質の諸費用
（電話代、クリーニング代、追加飲食費用等）
 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）
 現地での交通費・通学費
 研修日程以外に伴う費用
 日本国籍以外の参加者はビザ取得費用（国籍による）

The University of British Columbia

ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）は、カナダをリードする研究大学で、屈指の
総合大学の一つです。English Language Institute は、1969 年から英語教育を
実施しており、公園やビーチに囲まれたメインキャンパスの中心に位置しています。
施設内では English-only policy の方針で常に英語を話す環境を保っています。
その他、マルチメディア・ラボ、ワイヤレス・インターネットや E メールの無料アクセ
スなどを完備しています。
プログラム内容

English for the Global Citizen（約 27 時間/週）
当研修は、ブリティッシュ・コロンビア大学にて実施されている 3 週間の「English for the Global
Citizen」に参加します。このコースは、カナダの環境問題、異文化理解、メディア、テクノロジー
等をテーマとした国際問題を英語で学び、英語によるコミュニケーション能力を伸ばすプログラ
ムです。研修日初日に実施するクラス分けテストで 5～6 レベルに分けられ、午前はより専門的
な語学力養成のための「書く、読む、聴く、話す」の英語の 4 技能上達を目的とした授業を受け、
午後は、テーマに基づくグループ学習でグループプロジェクトやプレゼンテーションが中心の授
業が行われます。

課外活動
バンクーバーへのダウンタンツアーやウィスラーへの観光旅
行のほか、料理、映画鑑賞、演奏会鑑賞、カーリング、ボラン
ティアなどのアクティビティが企画されています（一部有料）。
活動の詳細については現地でのオリエンテーションにてお知
らせいたします。
※学生の数やレベルによって受講できるクラスが異なります。なお、本研修
は、日本の夏休み中に実施されるため、多くの日本人学生が参加しており、ク
ラスによっては日本人がほとんどを占める可能性があります。

★アクティビティには、Cultural Assistant として現地大学生が同行
します

ホームステイについて 寝室 1~2 人部屋、1 日 3 食付き
ブリティッシュ・コロンビア大学選定のホームステイです。ホストファミリー宅に滞在し、家族の一
員となって、生きた英語とカナダ文化について学ぶことができます。昼食は、ホストファミリーが
お弁当を作ってくれるか、材料を提供してもらい自分で準備するかのどちらかです。
※ 通学時間は公共交通機関（交通費自己負担）を利用して、約 1 時間半程度です。
※ ホストファミリーはカナダ在住の方に限定していますが、人種・民族、家族構成、家庭環境は
様々です。それらを理由に、ホストファミリーを指定したり変更することは一切できません
ので、予めご了承ください。
※ 1 家庭に日本人または日本人以外の留学生が複数名いる可能性があります。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

エ リ ア 情 報
ブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置するカナダで 3 番目に大きな都市です。気候は比較
的に穏やかですが、山岳部では冬に雪が多く、世界有数のスキーエリアとしても有名で 2010 年
には冬季オリンピックが開催されました。 ブリテッィシュ・コロンビア州では積極的に移民を受け入
れており、日本人を含むアジア系人口の割合が多いのも特徴です。「人種のモザイク」と言われる
カナダでは、様々な人種の人が各々の文化を大切にしながら暮らしており、特にバンクーバーで
はそれを実感することができます。比較的治安が良く、街中に緑が溢れ、世界で最も住みたい
街のひとつに選ばれています。
【気候】 夏は涼しく（30 度を超えることはほぼなく）乾燥していて過ごしやすい
8~9 月の平均最高気温は 18~22℃、平均最低気温 6~13℃。

お申込方法：以下の要領で CIEE Japan へお申込みください。
●申込期間：

2019 年 4 月 22 日（月）12 時（正午）~5 月 16 日（木） 17 時まで 先着順

●申込対象：

九州大学の正規課程に在籍する学生で初めて留学する者（留学生は留学経験者とみなします）

●申込方法： ①オンライン申込後に⇒②お申込金 5 万円入金 ①と②の申込手続き完了で受付となります。（先着順）
※定員になり次第受付を締め切ります。

① CIEE オンライン参加申込登録をお済ませください。
【CIEE オンライン登録手順】
1.

ここをクリック

申し込みサイトへアクセス（QR コードも同じサイトにつながります）

https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/kyushu_ubc.html
2. 参加申込登録をするをクリック
3. ユーザー名 ： cieegroup

パスワード ： start5502 を入力し、次画面へ。

4. すべての項目に入力後、送信 をクリック
※パソコンの E-mail アドレス(海外からのメールが受信可能な Gmail 等)の入力が必須です。
※本研修の参加にあたり、アレルギー等の健康状態についてのご入力をお願いいたします。
5. 入力内容を確認後、送信をクリック（クリックすると元には戻れません）→登録完了
6. ご登録完了のお知らせ⇒ご登録の PC メールアドレス先へ送信
※メールが受信されない場合は CIEE までご連絡下さい。

② お申込金を以下の口座にお振込ください。

※先にオンライン登録を完了してください。

【お 申 込 金】 5 万円 （研修費用の一部として）
【お振込み先】 三井住友銀行 渋谷支店 普通預金
口座番号：9551011

口座名義：一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

※振込人氏名の前に 必ずコースコードをおつけください。⇒ 例： KYBC コクサイ ハナコ

コースコード

KYBC

※満席による申し込み受付締め切り後のご入金は全額返金いたします。

オンライン参加申込登録とお申込金のお振り込みの２点ともお済みの方から先着順に受け付け、
満席となり次第、受付を締め切りとさせていただきます。
参加決定後のスケジュール

※各ガイダンス・帰国報告会及び九州大学主催危機管理セミナーへの参加は 必須 です。

日時

内容

5 月 20 日（月）（予定）

参加者最終決定

5 月 24 日（金）18：30-20：30（予定）

第 1 回ガイダンス【申込書類説明&異文化理解】（伊都）センター1 号館 1407 教室

6 月 7 日（金）

CIEE 申込書類提出締切（郵送）

7 月中旬～8 月上旬

参加費用残金納入（CIEE より請求書を発行）

7 月 26 日（金）18：30-20：30（予定）

第 2 回ガイダンス【危機管理】【渡航前準備】（伊都）センター1 号館 1407 教室

10 月中（帰国後 2 週間以内を予定）

帰国報告会

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

◎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は、本部をアメリカにおく国際交流団体です。 このたびの短期海外研修の「研修
手続きの代行部分」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の「旅行手配」をお受けします。
※業務の範囲：CIEE および㈱カウンシル・トラベルは、添乗員として研修に同行することはありません。予めご理解の上、お申

込みください。

プログラム企画：九州大学
一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会：研修手続き代行団体

www.cieej.or.jp/

英語の試験 TOEFL の日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する
一般社団法人。→九州大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社
CIEE のトラベルサービス部門。CIEE の国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。
→本プログラムの航空券、および海外旅行保険手配を行います。

ブリティッシュ・コロンビア大学：現地での研修とサポートを提供

◎キャンセル料（取消料）
お申し込み後にご参加をお取り消しされる場合には、以下のキャンセル料を申し受けます。
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
CIEE Japan
㈱カウンシル・トラベル

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
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

＠

0%

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け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、往復航空運賃、帰国時空港チェックインアシスタント代および燃油特別付加運賃を指します。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

