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2018年度募集要項 
 

実施期間： 
8月 13日（月）～ 9月 9日（日） 
 
対象：全学科全学年 
※ただし「ｱｰﾄ&ﾃﾞｻﾞｲﾝ」「ﾌｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」を除く 
 
研修費用： 
$3,300 (全員に$300奨学金！)  
※別途グローバル奨学金も対象 

   詳しくは申込書の裏面参照 
 
＜研修費に含まれるもの＞ 
授業料、宿泊費、食費（平日３食、土日
祝日２食）、フィールドトリップ(含交通
費)、シャトルバス、ランドリー、キャンパスアク
ティビティー、空港・昭和ボストン間の送迎 
 
渡航費用： 以下いずれかを選択 
※フライト希望は申込書先着順 
 
①JAL直行便（成田発着）80席 
\155,620 +燃油サーチャージ等 
 
②DELTA経由便（羽田発着）30席 
\145,000 +燃油サーチャージ等 
 
その他の費用： 
・パスポート代 
・予防接種費用 
・オプショナルツアーとフィールドトリップ料金  
  ニューヨーク-$500 
  ナイアガラ-$500 
  プリマス-$50 
  セーラム-$50 
 
申込締切: 
5月 25日(金） 
 
 
プログラム説明会 
日によって説明するプログラムが異なります。 
 
4/19(木) ｱﾒﾘｶ文化、ｱﾒﾘｶﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ、ﾎｽﾋﾟ

ﾀﾘﾃｨ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑ&ｱｰﾄ･ｺﾚｸｼｮﾝｽﾞ 
4/20(金) 心理学、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾌｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｱﾒﾘｶﾝ・ﾒﾃﾞｨｱ 
4/24(火) 全プログラム 
 
※すべて昼休み＠Global Lounge で行います。 
立ち見になる場合があります。予めご了承ください。 
------------------------------------- 
＜問い合わせ先＞ 
昭和女子大学 国際交流課 (CIE)                 
Email: ciestaff@swu.ac.jp 
 

Showa Boston Institute 
420 Pond Street 
Boston, MA 02130 
www.showaboston.edu 

1 日のスケジュール例： 
 
 7:30 - 8:20 am         カフェテリアにて朝食 
 8:20 - 9:50 am         一般英語（レベル別） 
10:00 - 11:30 am       専門英語 
11:30 - 12:30 pm       カフェテリアにて昼食 
12:30 - 3:00 pm    専門フィールドトリップ又は講義 
3:00 - 10:00 pm  自由時間 
※カフェテリアの夕食時間は 5:00– 6:30 pm  
 

SUMMER SESSION 
2018 
 

ハーバード、ＭＩＴなど名門大学がある学園都市ボスト

ンで、専門分野に関する学習と実践的な英語を学ぼう!                                                  

午前中の英語の授業は、全員が大学院修了者または TESOL 有資格者で、日本人

を対象とした教育経験豊富な教員によって行われます。レベル別の一般英語の

授業だけでなく、選択したフォーカス・グループにあわせた専門英語の授業も

あるので、訪問先で見聞きする専門用語も理解できます。 

午後はフォーカス・グループに分かれて専門の授業とフィールドトリップを行

います。それぞれ日本語のサポートがつくので、専門知識もしっかり吸収して

各分野の現場を体感できます。  

 
 

mailto:ciestaff@swu.ac.jp
http://www.showaboston.edu/


フォーカス・グループ 一覧 

 

アメリカ文化 

アメリカ合衆国建国にゆかりのあるボストンは町のいたるところに歴史的建造物があ

り、アメリカ史の宝庫です。授業では歴史、政治、芸術、多文化主義の観点からアメリ

カ文化全体を学びます。また、ゲストスピーカーとのディスカッションやフィールドト

リップを通して、教室だけでは体験できない、現地の方とのコミュニケーションを実践

することができます。 

アメリカン・ビジネス 

様々な企業の現場で話を聞く機会があり、グローバルな活躍が期待される若きビジネス

パーソンを輩出するハーバードビジネススクールも訪問します。授業ではビジネスに必

要な用語やコンセプト、マナーなどを学びます。ビジネスの専攻でなくても大丈夫で

す。将来企業で働くことを考えている人にとっては、世界を動かしているアメリカン・

ビジネスを勉強してくることは自分の将来を考える上できっと役立つはずです。 

ホスピタリティ 

日本で「おもてなし」を意味するホスピタリティは、アメリカでも重要なビジネスで

す。ホテルはもちろん、フードサービス業界、航空会社、旅行会社等への訪問や講義を

通じて、多くの産業に共通するホスピタリティを学びます。このプログラムは JALボス

トン支店のご協力を頂いています。 

ミュージアム＆ 
アート・コレクションズ 

ボストン美術館など、世界的評価が高い美術館、博物館、建築物を訪れ、現場で働く

人々の話を聞きます。日本美術や文化を外から見つめ直す機会ともなります。ミュージ

アムの運営、展覧会企画、作品展示、作品の保存などについて、現職学芸員やスタッフ

が講義します。 

心理学 

教育心理、社会心理、臨床心理、発達心理などを研究する大学の研究室や専門施設を訪

問し、最先端の現場で活躍する研究者や専門職員の話を聞きます。視察前後に関連領域

の討議や講義を行いますので、見るだけでなくアメリカでの心理学の研究と応用につい

て理解を深めることができます。 

ボランティア 

福祉施設などで日常的に行われているボランティア活動を視察、体験します。現場のボ

ランティアコーディネーターの講義を聞き、アメリカのコミュニティサービスの仕組み

やボランティア精神や活動の社会的意義について学び、個人の社会貢献のあり方、およ

び福祉社会づくりについて考えます。 

NEW! 
フードマネジメント 

※2 年次以上 

レストラン、テストキッチン、給食会社、食材配給会社などの現場を見学します。食の

生産管理や流通、品質安全管理、アメリカにおける食の課題など様々な場面で食安全と

マネジメントに関わって活躍する人たちの生の声を聞きます。 

NEW! 
アメリカン・メディア 

新聞、ラジオ、テレビに代表されるマスメディアの他に、インターネット、ネットワー

キンググループなど比較的新しいメディアを介したアメリカにおける情報の発信、伝

達、共有について学びます。テレビ局や若者文化の発信地などを訪問するとともに、実

際に公共広告を制作します。 

アート＆デザイン 
※環境デザイン学科学生限定 

古い石畳がある伝統的な街並みから、若者向けのユニークな店舗が立ち並ぶお洒落なショッ
ピング街まで、新旧様々なボストンの魅力を体感します。アート・デザインの専門大学訪問
や、ブライダル業界等のプロダクション現場見学を通じて、アメリカならではのデザインア
プローチを学びます。 

 
昭和ボストンキャンパス 

 
昭和ボストンキャンパスはボストン中心部から車で 15 分ほどの

閑静な住宅街にあり、約 48,000坪の広大な敷地に 300人以上滞

在できる学生寮と教室棟があります。食堂、レクチャーホール、

図書室をはじめ、プール、フィットネスルームやテニスコートな

ども備えています。また 24 時間対応のセキュリティーシステム

と日本人看護師が常駐する保健室を備え、バイリンガルスタッフ

もサポートしますので、海外が初めての方でも安心して滞在でき

ます。 

 

アクティビティー 

地元の人や協定大学の学生を招待してサマーフェスティバルを開

催します。また、寮生活を共にするアメリカ人のレジデント・ア

シスタント（RA）が中心になって実施するイベントも毎週盛りだ

くさんです。さらに、授業の後や週末には、シャトルバスで街に

出て、教室で習った英語をすぐに実践で使えます！ 



年   （ 西 暦

A) JAL直行便（成田発着）80席 B) DELTA経由便（羽田発着）30席

（ 希望を○で囲む ） \155,620 +燃油サーチャージ等 \145,000 +燃油サーチャージ等

 アメリカ文化   ボランティア

 アメリカン・ビジネス   フードマネジメント

 ホスピタリティ   アメリカン・メディア

 ミュージアム＆アート・コレクションズ 　アート&デザイン（環境デザイン学科のみ）

 心理学 ※各プログラム最小催行人数12名／ホスピタリティプログラムのみ先着12名

ニューヨーク　$500　（変更不可） A 参加する B 参加しない

フィールドトリップの申込み ナイアガラ　$500　（変更不可） A 参加する B 参加しない

（ 希望を○で囲む ） プリマス$50 A 参加する B 参加しない

セーラム$50 A 参加する B 参加しない

私 （ 保証人　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　） は、（ 学生　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） が
平成 30年度　「 ボストンサマーセッション 」 研修に参加することを認めます。

保証人連絡用携帯電話 平成30 年 平成30 年 月 日

保証人連絡用メール 保 証 人 署 名 印

４

　パスポート・ESTAお伺い事
項

1.留学期間中有効なESTAは
　持っていますか？

　□いいえ　□はい

2.他の国のパスポートを持って
　いますか？

　（はいの場合、コピー提出）

　□いいえ　□はい

申 込 日　時

平成30年度(2018)　ボストン サマーセッション参加申込書

学　籍　番　号ク ラ ス学　年学　　科学　　部

№　　　月　　　日　　　時　　　分

教学支援センター
国際交流課（CIE)

　〒154-8533　東京都世田谷区太子堂１－7-57　1号館2階
   TEL：03-3411-5249     FAX：03-3411-6973      E-mail：ciestaff@swu.ac.jp

フ リ ガ ナ

氏　　名

現 住 所
〒

フ リ ガ ナ

１
　フライト希望（先着順）

　日

メールアドレス：

自宅電話

携帯電話

(

生　年　月　日

月

◆個人情報の利用目的
本申込書の記載内容は、留学渡航手続きにのみ使用します。手続きに際し、旅行代理店および保険代理店に開示・提供することがあります。
また、留学中に撮影した写真は、今後の募集パンフレット等に使用する場合があります。写真掲載を希望されない場合は、以下問い合わせ先までご連絡
ください。

同　　意　　書

年 ）   S ・ H

(

)

) -

-  -

3

　オプショナルツアーと

2

　選択プログラム

※第１・第2希望を選び、プログラム
名の前に数字を記入してください。

こちらにパスポートの写真のある頁の
コピーを添付してください。

取得中の学生は、取得予定を以下に
記入し、取得後にご提出ください。

≪　　月　　日　取得予定≫

締切 5月25日 （ 金 ）



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所   属              学科     年    組 学籍番号  

フリガナ  
自宅 TEL  

氏   名  
携帯 TEL  

メールアドレス 
 

 

住   所 
〒 

他の奨学金 

受給状況 

※受給の場合は

（ ）に記入 

JASSO 第一種奨学金番号（             ）／JASSO 第二種奨学金番号（             ） 

JASSO 奨学金以外の奨学金（              ） 月額（               ）円  

家計基準 

給与所得世帯 年収              万円 ＊原則 955 万円以下 

給与所得以外の世帯 

（例 自営業・年金など） 
年収              万円 ＊原則 469 万円以下 

GPA  

※2017 年度後期までの GPA を記入してください。 

※UP SHOWA の成績照会で確認できます。 

※2018 年度入学者は不要です。 

 

■申請者 

以下の通り、グローバル奨学金を申請します。 

2018 年 月  日 

昭和女子大学 グローバル奨学金受給申請書 様式①  

【グローバル奨学金について】 

 

■奨学金の目的 

本奨学金は、高い語学力の習得及び多文化環境で行われる海外研修プログラムへの参加を奨励し、グローバルな分野で

活躍できる人材としての資質を高めることを目的として、プログラム費用の一部を支給するものである。 

 

■奨学生の候補者 

本奨学金を受給する資格のある学生は本学の定める海外研修プログラムに参加する者のうち、別途定める所定の語学

力・成績・家計基準を満たし、昭和女子大学サポーターズ・クラブに登録した者とする。 

 

■奨学金支給対象者の資格および要件 

①「グローバル奨学金申込書」にて事前に申し込みを行い、プログラム修了時点で GPA2.5 以上であること。 

②日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）奨学金の家計基準を満たしていること。 

原則として家計基準の上限を給与所得の場合は上限 955 万円、給与所得以外の場合は 469 万円とする。 

※給与所得世帯の上限額は、収入金額（税込み）。 

※給与所得以外の世帯の上限額は、収入金額から必要経費を引いた金額。 
③プログラムを修了していること。 
 ※プログラム修了後に留学先で発行される修了書や成績書をもって確認。 
 
■プログラム修了後の手順 
別途指定された期日までに、指定様式「グローバル奨学金受給願書 様式②」を記入して CIE に提出すること。 

グローバル奨学金に申込まない／応募条件を満たさない場合は下記に☑を入れてください。 

□ グローバル奨学金に申込まない 
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