
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

2018年 3月 4日（日）～4月 6日（金） 34日間 

   

Arizona State University 
Global Launch Intensive English Program 

   

ホームステイ （寝室 1人部屋／朝夕 2食付） 
※上記期間は日本人が多い時期となり、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。 

 

引率者・添乗員の同行はありません 

  

15名（原則として先着順）  
対象者：電気通信大学 学部・大学院生 

(休学期間中の参加は原則不可) 

約 47.6 万円（お一人様） 

※上記費用は、2017年 9月のレートをもとに算出されたものです。 

参加費には外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動により、 

総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。 

参加費の支払いは、申込金（5万円）12月 1日（金）締切、 残金納入 

12月下旬～1月上旬を予定しています。  

 

  

 月日 予定 滞在 

1 3/4(日) 

成田空港集合後、出発のご案内 

18:45 成田空港⇒ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ空港(AA170) 

12:05 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ空港到着後、乗継 

16:20 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ⇒ﾌｪﾆｯｸｽ(AA2077) 

18:45 ﾌｪﾆｯｸｽ空港到着後 

滞在先へ移動 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

2 

｜ 

32 

3/5(月) 

｜ 

4/4(水) 

月‐金：Arizona State University, 

Global Launch Intensive English Program

にて研修 

土日：自由行動 

※3/31は Trip to Sedona 

33 4/5(木) 

ﾌｪﾆｯｸｽ空港へ移動 

07:34 ﾌｪﾆｯｸｽ空港⇒ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ空港(AA425) 

08:56 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ空港到着後、乗継 

11:40 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ空港⇒成田空港(AA169) 

機
中
泊 

34 4/6(金) 15：25成田空港到着後、解散 － 

※利用予定航空会社:AA（アメリカン航空） 

※日程表は 2017年 9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。 

      

 

企画・担当 電気通信大学 国際教育センター 

  

研修手続き  国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

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 

 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山   

2017年度 電気通信大学主催 

春期海外語学研修 

アメリカ・アリゾナ州立大学 

Arizona State University  

渡航期間 日 程 

研 修 校 

滞在方法＆食事 

引率者・添乗員 

研修費用 

募集人数 / 対象学生 

※2 単位取得可能 

※学園活動後援会から助成の可能性あり 



【研修費用に含まれないもの】  

 ESTA登録料（USD14） 

 海外旅行保険料、派遣留学生危機管理サービス費 

 ご自宅から成田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） 

 Book&Supplies(UCD250）※現地現金払い 

 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 

 帰国時の成田空港出迎えサービス 

 

【研修費用に含まれるもの】 

 往復航空運賃 （アメリカン航空/エコノミークラス） 

 成田空港税（2,610円） 

 現地空港税類（2017年 9 月時点/7,440 円） 

 燃油特別付加運賃（2017年 11月末まで/ 7,000円） 

 現地研修費用 

授業料/ASU ID/学生サービス費（登録料および学内施設使用料

/1 Day Trip（グランドキャニオンまたはセドナ）/スポーツ観戦/ 

その他各種アクティビティ（Welcome activity, Ice Cream 

Social, Conversation Group, Reading Theater, Tutoring）等 

 滞在費（1人部屋、1 日 2食付）、現地空港送迎費 

 CIEE 研修手続き・サポート 

※為替の変動により金額が変更されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arizona State University (アメリカ) 

1885 年に創立されたアリゾナ州立大学は、国内最大規模の州立総合大学で、

世界で最も優秀な大学ベスト 100 位内にランク付けされています。メインキャン

パスは州都フェニックスの近郊テンピ市にあり、フェニックスのメトロポリタン地区

にも 4つのキャンパスを構えています。学生数はおよそ 9 万人。広大な芝と美しい

木々が広がるキャンパスには、大学寮、図書館、コンピュータ施設、医療施設、

フィットネスセンタなどがあり、中でも講堂は、著名な建築家フランクロイド氏が最

後に手がけた建築物といわれ、音楽会や様々な文化行事に使われています。入

学はアリゾナ州民優先なので、学生の約 75%は同州出身。 

 

Global Launch 
アリゾナ州立大学の付属英語コース Global Launchの集中英語プログラムには

40 年以上の長い歴史があり、世界中のグローバルな視野を持つ学生、教育指

導者、リーダーの育成に貢献してきました。これまでに115カ国以上の国々から

2 万人以上の留学生が学んでいます。学生の国籍は、中国、トルコ、ブラジル、

台湾、イラン、サウジアラビア、日本、クウェート、韓国、メキシコ、カタール、ベ

トナム、イラク、モンゴル、ドイツ、ベルー、タイ、コロンビアなど様々です。クラス

は、8週間で1セッションですが、長期で滞在できない学生のために、8週間の半

分の 4 週間から参加出来ます。それぞれのセッションには、700-800 名の学生

が学んでおり、1クラスの平均学生数は15名程度です。そのため同じクラスに在

籍する日本人率は他の研修校よりかなり低いのが特徴です。 

 

アリゾナ州立大学の英語研修機関である Global 

Launch では、日本人が比較的尐ない環境で、他国の学生と一緒に、リスニン

グ、スピーキング,リーディング、ライティングの 4技能を中心に英語を学びます。

通常のクラスは週 21 時間ですが、ビザウェイバー（ビザ無）で参加できるよう、

週 15時間のクラスに調整してもらっています。現地到着後に行われるプレイス

メントテストによって、6 レベルにクラス分けされます。各レベルに応じたきめ細

やかな指導を徹底していますので安心して参加できます。  

研修先 

プログラム内容 



 

寝室 1人部屋、朝夕 2食付き 

アリゾナ州立大学と提携しているホームステイ手配会社 OvECS Ltd.（オーベクス）が

手配します。 

※ホストファミリーはアメリカ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。 

 

 

 

●申込期間： 2017年 10月 20日（金）~11月 6日（月） 17時まで 原則として先着順 

  ※申込者全員に、11月 8日(水)までに受信確認の返信をしますので、届かない場合は申し出てくださ

い。さらに、11月 10日（金）までに今後の手続き等についてメールで連絡します。  

※募集期間に人数が集まらない場合は 11月 17日(金)まで追加募集 

●申込方法： 申込書（国際教育センターHP からダウンロード）に入力し、学生課留学生

係にメールで提出してください。 

●ファイル名： エクセルファイル名を 『学籍番号_氏名_語学.xlsx』 とし、メール本文に

も必ず学籍番号と氏名を明記してください。メールの件名は、「2017 年度春期語学留

学申込（氏名）」とすること。また、エクセルファイルは、PC のデスクトップ等のローカル

環境に必ず一度保存した上で作業すること。  

※ローカル環境に保存しないで作業すると、記入内容が保存されないことがあります。 

●提出先：  ryugakusei-k@office.uec.ac.jp 

 

出発までのスケジュール  ※オリエンテーション、帰国報告会には必ず参加ください。 

日程 行事 

10月 18 日（水）・19日（木） 
募集説明会 18日（水）16：30-17：30 東 3-301 

         19日（木）12:20～12:50 / 16：30-17：30 東 3-301 

11月 6日（月） 募集締切 ※人数が集まらない場合は 11/17（金）まで追加募集 

11月 21日（火） 第 1回オリエンテーション／書類ガイダンス（12：20-12：50） 

12月 1日（金） 申込金（5万円）締切 

12月下旬～1月上旬 参加費残金納入（CIEEより請求書を発行） 

2018年 1月 18 日（木）予定 第 2回オリエンテーション／危機管理&異文化コミュニケーション 

2月 8日（木）予定 第 3回オリエンテーション／渡航前オリエンテーション  

4月予定 帰国報告会 

※上記以外に、2回のオリエンテーションを行う予定です。 

ホームステイについて 

申込方法について 

【 豊富なアクティビティ !! 】 

豊富なアクティビティが研修の中に含まれています。 ※内容は変更になることがあります。 

・１Day Trip：近隣の名所であるグランドキャニオンまたはセドナへ 

・Major Sporting Event ：プロスポーツまたは ASUチームのスポーツ観戦 

・Cultural or American Celebration ： St.Patrick’s Dayなど 

・その他様々なアクティビテイ ： 

Ice Cream Social , Football 101, Soccer Game, ASU International Collaborative Event, etc. 

出席必須のWeekly Activities が一部あり、成績の対象となります。 

mailto:ryugakusei-k@office.uec.ac.jp


 

アリゾナ州立大学：現地での研修とサポートを提供 

  ◎手配団体・旅行会社について  CIEE、カウンシル・トラベルとは 

国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府(NPO・NGO)の国際交流団体です。 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：電気通信大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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。 

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 ＠  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、往復航空運賃および燃油特別付加運賃を指します。 

㈱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・ビザ、および海外旅行保険手配を行います。 

国際教育交換協議会（CIEE）：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 

非営利団体。→電気通信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。 


