
こ ん な 人 に お す す め

ヨーロッパの文化を直に触れたい！

外国の大学で授業を受けてみたい！

お問い合わせ先 国際交流センター(CIE) 大学1号館2階 月～金 8:30－17:00 ☎03-3411-5249
✉ciestaff@swu.ac.jp

ヨーロッパ歴史演習（フランス・イギリス）

カン大学で、フランスの歴史文化に関す
る講義（英語）を受けながら、初級フラ
ンス語会話も学びます。
ノルマンディ上陸作戦の舞台の地や世界
遺産モンサンミッシェル、ヴェルサイユ
宮殿、パリではオルセー美術館やルーヴ
ル美術館、ロンドンでは大英博物館など
の著名な美術館・博物館を見学し、ヨー
ロッパの歴史文化を一度に体感できるプ
ログラムです。

【日 程】 2020年2月16日(日)～2月28日(金)

【渡航先】 フランス・イギリス

【対象学生】 全学部・全学科

【募集定員】 40名 （最小催行人数15名）

【単位認定】 ヨーロッパ歴史演習B 1単位

【費用】 下記参照 （人数によって変動します。最終は参加人数確定後にお知らせ致します。）

日時：10/10 (木) ・10/29 (火) 12：20～13：00

場所：グローバルラウンジ
説 明 会

※別途、燃油サーチャージ、空港諸税等合わせて約6万円と海外留学保険費用などがかかります。

※歴文は専門／他学科は一般教養科目

※定員を超えた場合は選抜があります。

ボルゲーゼ美術館
(イタリア・ローマ)

カン大学キャンパス
（フランス・カーン）

【奨学金】 グローバル奨学金（支給額：6万円）
※条件等は別紙参照

パリやロンドンに行ってみたい！

©MIKI FRANCE

15～19名 20～24名 25～29名 30～34名 35～39名 40名

プログラム費用
（渡航費・滞在費等込）
※上記諸費用除く

490,000円 455,000円 443,000円 440,000円 427,000円 418,000円


2019ヨーロッパ歴史演習

						2019年度「ヨーロッパ歴史演習B」スケジュール案 ネンド レキシ エンシュウ アン





		日		月　日		都　市　名		時　刻		交通機関		摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要												食　　事

																								朝		昼		夕

		1		2/16　　　　　　(日） ヒ		東京 トウキョウ		7:30				　　羽田空港にて集合 ハネダ クウコウ シュウゴウ														機内 キナイ		×

						羽田空港発 ハネ		9:45		BA008		　　ブリティッシュエアウェイズにてロンドンへ

						ロンドンLHR着 チャク		13:25				　　ロンドン・ヒースロー空港到着 クウコウ トウチャク

						ロンドンLHR発 ハツ		15:05		BA316		　　ブリティッシュエアウェイズにてパリへ

						パリCDG着		17:25				　　シャルル・ド・ゴール空港到着 クウコウ トウチャク

						パリCDG発		18:30		専用車		　　専用車でカンへ センヨウシャ

						カン着		22:00				　　カン到着後、宿舎へ。夕食（各自） トウチャク ゴ シュクシャ ユウショク カクジ



												（カン泊）

		2		2/17　　　　　　(月） ゲツ		カン		09:00				　　朝食後、カン大学における授業 ダイガク ジュギョウ												○		○		×

								12:00				　　授業終了。昼食（各自） ジュギョウ シュウリョウ チュウショク カクジ

								13:00				　　カン市内見学（カン城、メモリアル・ド・カン、旧市街等） シナイ ケンガク シロ キュウシガイ トウ

								17:00				　　宿舎到着。夕食（各自） シュクシャ トウチャク ユウショク カクジ

												（カン泊）

		3		2/18　　　　　　(火） ヒ		カン		09:00				　　朝食後、カン大学における授業 ダイガク ジュギョウ												○		○		×

								12:00				　　授業終了 ジュギョウ シュウリョウ

						カン発 ハツ		12:30		専用車		　　専用車でモン＝サン＝ミッシェルへ（車中昼食）130km（約2時間） センヨウシャ シャチュウ チュウショク ヤク ジカン

						モン＝サン＝ミッシェル着 チャク		14:30				　　モン＝サン＝ミッシェル観光（世界遺産） カンコウ セカイ イサン

						モン＝サン＝ミッシェル発 ハツ		16:30		専用車		　　専用車でカンへ移動 センヨウシャ イドウ

						カン着		18:30				　　宿舎到着。夕食（各自） シュクシャ トウチャク ユウショク カクジ



												（カン泊）

		4		2/19　　　　　（水） スイ		カン		終日 シュウジツ				　　朝食後、カン大学における授業 ダイガク ジュギョウ												○		○		×

												　　昼食（各自）

												　　昼食後、カン大学における授業 チュウショクゴ ダイガク ジュギョウ



												　　夕食（各自） ユウショク カクジ



												（カン泊）

		5		2/20　　　　　(木） キ		カン		9:00				　　朝食後、終日D-dayビーチ観光												○		×		×



						カン着		17:30				　　宿舎到着。夕食（各自）



												（カン泊）

		6		2/21　　　　　（金） キン		カン		9:00				カン大学における授業 ダイガク ジュギョウ												○		×		×

								12:00				　　授業終了 ジュギョウ シュウリョウ

								12:30				　　レストランでの昼食（希望者のみ） チュウショク キボウシャ

								13:00				　　自由行動 ジユウ コウドウ

								17:00				　　夕食（各自） ユウショク カクジ

												（カン泊）

		7		2/22　　　　　(土） ド		カン発 ハツ		8:00		専用車		朝食後、専用車でヴェルサイユへ（車中昼食） チョウショクゴ センヨウシャ シャチュウ チュウショク												○		○		○

						ヴェルサイユ着 チャク		12:00				ヴェルサイユ宮殿見学（世界遺産） キュウデン ケンガク セカイ イサン

						ヴェルサイユ発 ハツ		16:00		専用車		　　専用車でパリへ センヨウシャ

						パリ着 チャク		17:00				ホテル到着。夕食 トウチャク ユウショク



												（パリ泊）

		8		2/23　　　　　(日） ヒ		パリ		9:00		専用車		サント＝シャペル、アンヴァリッド												○		×		×

								12:00				　　昼食（各自） ヒル ショク カクジ

								13:00				   オルセー美術館、モンマルトル、サクレ＝クール



								17:00				ホテル到着。夕食（各自） トウチャク ユウショク カクジ



												（パリ泊）







		9		2/24　　　　　（月） ゲツ		パリ		9:00		専用車		　　朝食後、パリ観光												○		×		×

												   ルーヴル美術館

								13:00				昼食（各自）

								14:00				トロカデロ庭園より自由行動

												（エッフェル塔、凱旋門、ギメ東洋美術館、フランス史博物館など）

								18:00				ホテル到着。夕食（各自） トウチャク



												　（パリ泊） 

		10		2/25　　　　　（火） ヒ		パリ発 ハツ		7:30		専用車		朝食後、専用車でシャルル・ド・ゴール空港へ チョウショクゴ センヨウシャ クウコウ												○		○		×

						　　パリCDG発		10:35		BA307		ブリティッシュエアウェイズにてヒースロー空港へ クウコウ

						ロンドンLHR着 チャク		11:00		専用車		専用車でロンドン市内へ センヨウシャ シナイ

						ロンドン		12:30				レストランで昼食

								14:00				大英博物館見学 ダイエイ ハクブツカン ケンガク

								17:00				　　ホテル到着。夕食（各自） トウチャク

												（ロンドン泊） ハク

		11		2/26　　　　　（水） スイ		ロンドン		9:00		専用車		朝食後、ロンドン塔（世界遺産）、タワーブリッジ、 チョウショクゴ トウ セカイ イサン												○		×		×

												バッキンガム宮殿を見学 ケンガク

								12:00				昼食（各自）

								13:00		専用車		　　国会議事堂、ナショナルギャラリーを見学後、自由行動

								18:00				　　ホテル到着。夕食（各自） トウチャク



												（ロンドン泊）

		12		2/27　　　　　(木） キ		ロンドン		8:30		専用車		　　朝食後、ウェストミンスター寺院、トラファルガー広場を見学 チョウショク ゴ ケンガク												○		×		機内 キナイ

						　　ロンドン発 ハツ		11:00				見学後ヒースロー空港へ ケンガク ゴ クウコウ

						ロンドンLHR発 ハツ		13:50		BA005		ブリティッシュエアウェイズにて成田へ ナリタ



												（機内泊） キナイ ハク

		13		2/28　　　　　(金） キン		成田空港着 ナリタ クウコウ チャク		10:40				成田空港到着後、入国手続。終了後、解散。 ナリタ												機内 キナイ		×		×







		【ご宿泊予定ホテル】 シュクハク ヨテイ

		カーン：ROYAL HOTEL CAEN CENTRE

		パリ：MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL AND COF

		ロンドン：HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM



																																		15～19名 メイ		20～24名 メイ		25～29名 メイ		30～34名 メイ		35～39名 メイ		40名 メイ

																																プログラム費用
（渡航費・滞在費等込）
※上記諸費用除く ヒヨウ トコウヒ タイザイヒ トウ コミ ジョウキ ショ ヒヨウ ノゾ		490,000円 エン		455,000円  エン		443,000円 エン		440,000円 エン		427,000円 エン		418,000円 エン
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お問い合わせ先 国際交流センター(CIE) 大学1号館2階 月～金 8:30－17:00 ☎03-3411-5249 ✉ciestaff@swu.ac.jp

※必修の事前講義があります（事前講義に参加できないと単位認定はありません）

Sample Schedule

旅行契約の解除期日 キャンセルチャージ

①
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日
以降（②および③除く）

旅行代金の20%

② ご旅行開始日の前々日以降（③を除く） 旅行代金の50 %

③ ご旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

日程表（予定）

日 月 日 都 市 名 時 刻 交通機関 スケジュール
食 事

朝 昼 夕

1
2/16
(日）

東京 7:30 羽田空港にて集合

機
内

×

羽田空港発 9:45 BA008 ブリティッシュエアウェイズにてロンドンへ

ロンドンLHR着 13:25 ロンドン・ヒースロー空港到着

ロンドンLHR発 15:05 BA316 ブリティッシュエアウェイズにてパリへ

パリCDG着 17:25 シャルル・ド・ゴール空港到着

パリCDG発 18:30 専用車 専用車でカンへ

カン着 22:00 カン到着後、宿舎へ。夕食（各自）

（カン泊）

2
2/17
(月）

カン 09:00 朝食後、カン大学における授業

○○

×

12:00 授業終了。昼食（各自）

13:00 カン市内見学（カン城、メモリアル・ド・カン、旧市街等）

17:00 宿舎到着。夕食（各自）

（カン泊）

3
～
6

2/18
(火）
～

2/21
(金)

カン/
モンサンミッシェル

- 終日

カン大学における授業

○○※

×

18日AM：授業 PM：モンサンミッシェル観光（世界遺産）

19日終日：カン大学で授業

20日終日：ノルマンディー上陸作戦場跡観光

21日AM:授業 PM:自由行動

【※：20日,21日は昼食各自】 （カン泊）

7
2/22
(土）

カン発 8:00 専用車 朝食後、専用車でヴェルサイユへ（車中昼食）

○○○
ヴェルサイユ着 12:00 ヴェルサイユ宮殿見学（世界遺産）

ヴェルサイユ発 16:00 専用車 専用車でパリへ

（パリ泊）

8
2/23
(日）

パリ 9:00 専用車 サントシャペル、アンヴァリッド

○

× ×

13:00 オルセー美術館、モンマルトル、サクレクール

（パリ泊）

9
2/24
（月）

パリ 9:00 専用車 朝食後、パリ観光

○

× ×

ルーヴル美術館

14:00 トロカデロ庭園より自由行動

（エッフェル塔、凱旋門、ギメ東洋美術館、フランス史博物館など）

（パリ泊）

10
2/25
（火）

パリ発 7:30 専用車 朝食後、専用車でシャルル・ド・ゴール空港へ

○○

×

パリCDG発 10:35 BA307 ブリティッシュエアウェイズにてヒースロー空港へ

ロンドンLHR着 11:00 専用車 専用車でロンドン市内へ

ロンドン 14:00 大英博物館見学

（ロンドン泊）

11
2/26
（水）

ロンドン 9:00 専用車 朝食後、ロンドン塔（世界遺産）、タワーブリッジ、

○

× ×バッキンガム宮殿を見学

13:00 専用車 国会議事堂、ナショナルギャラリーを見学後、自由行動

（ロンドン泊）

12
2/27
(木）

ロンドン 8:30 専用車 朝食後、ウェストミンスター寺院、トラファルガー広場を見学

○

× 機
内

ロンドン発 11:00 見学後ヒースロー空港へ

ロンドンLHR発 13:50 BA005 ブリティッシュエアウェイズにて成田へ

（機内泊）

13
2/28
(金）

成田空港着 10:40 成田空港到着後、入国手続。終了後、解散。 機
内

× ×
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