
プログラム名 開催日程 渡航先 プログラム概要 対象学生 募集定員
単位
認定 奨学金 費用 事前説明会

春季ロイヤルローズ大学
海外インターンシップ

2月16日～3月8日
　　　　(21日間）

カナダ

ロイヤルローズ大学でビジネス英語やホスピタリティーについて学
び、インターン先企業で実際の職場を体験します。日本とカナダの職
業観の違いを肌で感じながら、実際のビジネスシーンで英語を使用し
ます。

全学科全学年で、
以下基準に該当する者
・TOEIC590点程度の英語力
・海外でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ経験

10名
※最少催行人数5名

有 JASSO 8万
約40万
※渡航費は別
途必要

10/29（火）
※昭和ボストンでも
11月中旬に説明会あり

日本文化プログラム
2月18日～3月5日
　　　　(16日間)

アメリカ
（昭和ボストン）

英語力向上を目指すと共に、アメリカ建国の地ボストンで「外から見
る日本」をテーマに、日本文化がアメリカに与えた影響とその歴史を
学びます。

全学科全学年 15名程度 有
JASSO 8万
人見記念

約30万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

10/24（木）
11/1（金）

クイーンズランド大学
英語研修

2月16日～3月22日
　　　　(16日間)

オーストラリア
クイーンズランド大学付属語学学校（ICTE-UQ）で、世界中から集ま
る留学生と共に週25時間の英語集中講座を受講します。７つのレベ
ル別クラスで英語の4技能に磨きをかけます。

全学科全学年
20名
（応募者多数の場合は
語学基準で選考あり）

有 JASSO 7万
約47万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

10/24（木）
11/1（金）

アメリカ栄養士研修
2月18日～3月5日
　　　　(16日間)

アメリカ
（昭和ボストン）

ボストン近郊の病院、福祉施設、集団給食施設などでの栄養士業務見
学や、現地大学で栄養・疫学研究者との意見交換などを通じてアメリ
カの栄養士の在り方について学びます。

健康デザイン学科2年生以上
管理栄養学科2年生以上

30名程度 有
JASSO 8万
人見記念

約30万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

10/28（月）
11/7（木）

春季ヨーロッパ研修
2月17日～3月1日
　　　　(13日間)

オーストリア
ドイツ
フランス

ウィーン職業訓練施設においてウィーン菓子やテーブルマナーの実
習・講習を行うとともに、オーストリアやドイツ・フランスの街並み
や美術館を巡りながら歴史と文化を体感します。

※年明けの事前講義と来年度秋桜祭での成果発表への参加必須

全学科全学年
30名
(先着順）

有 なし

約45万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

※参加者多数の場
合は割引あり

10/28（月）
11/7（木）

イタリア食文化研修
2月16日～3月1日
　　　　(14日間)

イタリア
パスタを中心としたイタリア料理と食材についての講義・実習を行い
ながら、イタリアの主要都市を巡り歴史と文化を体感します。

全学科全学年 20名程度
※最少催行人数15名

無 なし
約53万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

10/28（月）
11/7（木）

ヨーロッパ歴史演習
2月17日～3月1日
　　　　(13日間)

スペイン
イタリア
フランス

スペインでヨーロッパの歴史を学び、さらに各地の文化遺産、建築
物、美術館を訪れながら、古代ローマから現代までの芸術を体感しま
す。

※2月8日（土）3，4限に必修の事前講義あり

全学科全学年
15名程度
（応募多数の場合は選
考あり）

有 なし
約42万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

10/25（金）
11/12（火）

春季スペイン語学研修

①2月14日～3月10日
②2月21日～3月17日
            (25日間）
③2月21日～3月10日
　　　　 (18日間）

スペイン
（アルカラ大学）

スペイン アルカラ大学で1日4時間の集中講義でスペイン語を学び、
ホームステイやオプション旅行・観光を通じてスペイン文化に触れま
す。

※18日間コースと25日間コースから選択

全学科全学年 15名程度 無 なし

約30万～40万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

※コースおよび参
加人数により変動

10/25（金）
11/12（火）

上海交通大学中国語研修
2月22日～3月16日
　　　　(23日間)

中国
上海交通大学で週5日の集中講座で中国語を学び、自由時間での観光
や学生交流で中国文化に触れます。

全学科全学年 10名程度
※1名から参加可能

有 JASSO 6万
約23万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ 11/5（火）

東南アジア歴史演習
2月17日～2月28日
　　   　(12日間)

ベトナム
（ハノイ国家大学）

ハノイ国家大学にて午前中ベトナム語講座を受けながら、午後に講義
や観光を通じてベトナムの歴史や文化を学びます。

全学科全学年 10名程度 有 JASSO 7万
20万程度
　※調整中 10/31（木）

日本語教育実習
（ボストン）

2月18日～3月5日
             (15日間)

アメリカ
（昭和ボストン）

ボストン近郊の高校を訪問し、日本語教育に関する実習を行うととも
に実際の教育現場を体験します。

日本語教育科目履修者 ５名程度
※最少催行人数5名

有
JASSO 8万
人見記念

約30万
　＋ｻｰﾁｬｰｼﾞ

問い合わせ先：
日本語日本文学科
教授室

JASSO奨学金
日本学生支援機構が提供する支給型奨学金で、

以下基準を満たす学生には、渡航先によって6

万～8万の奨学金が支給されます。

【条件】

・日本国籍を有する者

・右記計算式で前年度1年間(1年生は本年度

前期)の成績評価係数が2.3以上の者

・期日までに指定用紙で報告書を

提出した者

≪成績評価係数の算出方法≫

【成績対象ポイント】 「秀」「優」＝3 「良」＝2 「可」＝1 「不可」＝0

【計算式】
（（秀・優の単位数）×3）＋（（良の単位数）×2）＋（（可の単位数）×１）

総登録単位数

※奨学金が支給されるか否かは、大学側で上記算出方法で計算の上、

該当者にお知らせいたします。

なお、奨学金支給人数には上限がありますので、該当者多数の場合は、

成績評価係数の高い順で受給者を決定していきます。

＝2.3以上

人見記念奨学金
昭和女子大学が提供する貸与型奨学金で、

所定の手続きと審査を経れば、無利息でプロ

グラム費用（渡航費を除く）を借り、その後

分割で返済することができる奨学金です。

対象となるのは、本学が発行するプログラム

費用の納付書のみで、旅行代理店から請求さ

れる渡航費には適用されません。

詳しくは教育支援センター 学生担当まで

お問い合わせください。

単位認定
単位認定を受けるためには、「事前講義」

「課題提出」など、プログラムごとの条件

を満たし、帰国後に所定の手続きを行う必

要があります。

また、認定される単位の種類、単位数およ

び科目はプログラムごとに異なり、卒業年

次での参加の場合は単位認定されません。

詳しくは、後日発信予定の「プログラム募

集要項」に記載しますのでご確認ください。

全体説明会
春休みに海外研修に参加した

い！でもどのプログラムにすれ

ばいいか分からないという方の

ために、全プログラムを簡単に

紹介する「春季海外研修プログ

ラム 全体説明会」を実施しま

す！

10月18日（金） 12:30～

10月22日（火） 12:30～

＠Global Lounge

全ての説明会は、12:30～ 80年館1階 Global Loungeで実施します！
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