
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

2019年 3月 3日（日）～3月 24日（日） 22日間 

   

University of Washington 
International & English Language Programs 

   

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 

  

20名（原則として先着順）  
対象者：電気通信大学 学部・学域生、大学院生 

（休学期間中の参加は原則不可) 

約 54.1 万円（お一人様） 

※上記費用は、2018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）11月 30日（金）締切、 残金納入 2019年 1月上旬を予定しています。  

 

 

  

 月日 予定 滞在 

1 3/3(日) 

成田空港集合後、出発のご案内 

17:20（予定）シアトル空港へ向けて（DL166） 

09:11（予定）シアトル空港到着後滞在先へ 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

2 

｜ 

20 

3/4(月) 

｜ 

3/22(金) 

University of Washingtonにて研修 

21 3/23(土) 
シアトル空港へ移動 

13:25（予定）成田空港へ向けて出発（DL167） 

機
中
泊 

22 3/24(日) 15:40（予定）成田空港到着後、解散 
－ 

※利用予定航空会社:DL（デルタ航空） 

※日程表は 2018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 / 国際課留学生交流係 

  ☎０４２-４４３-５８１０ / ５１１４  

研修手続き  一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会 

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   

 

渡航期間 

2018年度 電気通信大学主催 

春期海外語学研修 

アメリカ・ワシントン大学 

 

日 程 

University of Washington 

研修費用 

研 修 校 

滞在方法＆食事 

引率者・添乗員 

募集人数 / 対象学生 

※2単位取得可能 

※一定の要件を満たした学生には JASSO奨学金 8万円のチャンス 



【研修費用に含まれないもの】  

 ESTA登録料（USD14） 

 海外旅行保険料 

 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） 

 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 （デルタ航空/エコノミークラス） 

 成田空港税（2,610円） 

 現地空港税類（2018年 9 月時点/7,120 円） 

 燃油特別付加運賃（2018年 11月末まで/ 28,000円） 

 国際観光旅客税（2019年 1 月より/1,000円） 

 現地研修費用 

 滞在費（寝室 1 人部屋、朝夕 2食付） 

 現地空港送迎費 

 帰国時チェックインアシスタント 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Washington   

1861 年創立の大規模な州立大学。世界中から観光客が集まる大都会ワシントン州

シアトルの郊外にメインキャンパスを構え、全米の州立大学の中でも名門として知ら

れ、名門校グループ「パブリック・アイビー」のひとつです。 

 

International & English Language Programs（IELP） 
米国で最も大きく、最も確立された国際および英語プログラムの 1 つとして 1912 年に

創設された生涯教育部門 International & English Language Programs(IELP)で研修します。IELPは英語力を向上

させ、アメリカの文化、ビジネス、その他の科目について学ぶために、大学生と大学院生のためにさまざまなプログラ

ムを提供しています。IELP の全てのコースは、高度に訓練された教師陣によって指導されます。 また、フレンドリーで

経験豊富なスタッフとアドバイザーが学生をサポートします。 

 

Short Term English Programs (STEP) 

2つのプログラムのいずれかを選択できます。 

Language & Culture Program または Science, Technology & Engineering Program 

・プレイスメントテストでレベルに応じたクラス分け  

・1 クラス 18名前後の少人数構成。 ただし、日本の春休み期間のため、日本人参加者の割合が多いです。 

・授業時間数 ： 午前 英語クラス（15時間/）・午後 アクティビィティなど 

・紹介動画 ： https://www.youtube.com/watch?v=OVtx83Q3E4M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム内容 

研 修 先 

Language & Culture  
アメリカ文化を学びながら英語を学習 

・日常生活で使用する英語の学習、練習 

・ボキャブラリーを増やし、聞く、話す 

・プレゼンスキルを強化 

・アメリカでの表現方法とイディオムを学ぶ 

・世界各地からの学生との交流 

・主に午前に英語クラス、午後はシアトル各所を訪問 

・オプショナルアクティビティとフィールドトリップあり 

 

Science, Technology  
& Engineering  

科学、技術、工学のさまざまな分野について

学びながら英語を学習 

・科学、技術、工学の概念とアイデアを学びながら、 

会話、プレゼンテーション、リスニングスキルを向上 

・各分野に関連する最新の話題とその影響 

・最新の科学技術革新、シアトルでの起業などを学ぶ 

・世界各地からの学生や専門家との交流 

https://www.youtube.com/watch?v=OVtx83Q3E4M


ホームステイについて 

ワシントン州 シアトル 
 

ワシントン州はアメリカ合衆国西海岸最北部に位置する、全米で 13 番目に

人口の多い州（約 58万人）です。 

州都はオリンピアですが、規模・経済の面の中心都市はシアトルです。 

シアトルは、水と緑に囲まれた美しい街並から「エメラルド・シティー」の愛称

で親しまれ、都会と豊かな自然の共存する街。シアトル・マリナーズの本拠地で、アウトドアやウインタースポーツも 

盛んです。スターバックス１号店があり、ここから世界へシアトル・コーヒーが広まりました。 

Amazon本社やボーイング社をはじめとした世界を代表する大企業の誕生の地でもあり、 

たくさんのみどころにあふれています。 3月の平均最高 / 最低気温 ： 12℃ / 4℃ 
 

      

寝室1人部屋、朝夕2食付。 ワシントン大学と提携しているホームステイ手配会社USA Internationalが手配します。 

・通学時間は、公共交通機関（交通費自己負担）を利用して、1時間程度になります。 

・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： 2018年 10月 19日（金）～11月 5日（月）17時まで ※原則として先着順 

※申込者全員に、11月 6日（火）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 8 日（木）までに今後の手続き等についてメールで連絡します。 

●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、国際課留学生交流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、「2018 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： exchange@office.uec.ac.jp 

●一定の要件（成績基準等）を満たした学部・学域生には JASSO奨学金（返還不要）が支給される 

可能性があります。詳細は別途案内を参照すること。 

 

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。 

日時 行事 

10月 17日（水）16:30-18:00 募集説明会 （東 3-301）   

10月 18日（木）12:20-12:50 / 16:30-17:15 募集説明会 （東 3-301）   

10月 19日（金）～11月 5日（月）17時まで 募集期間 

11月中旬~下旬（予定） 夏休み海外語学研修報告会 

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

11月 30日（金） 申込金（5万円）締切 

2019年 1月上旬 参加費残金納入（CIEEより請求書を発行） 

1月 22日（火）16:30-18:00（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 5日（火）16:30-18:00（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 

 

申込方法について 

エ リ ア 情 報 

mailto:exchange@office.uec.ac.jp
https://pixabay.com/ja/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AB-%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3-%E5%B8%82-%E9%83%BD%E5%B8%82-%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3-%E5%BB%BA%E7%89%A9-%E8%B6%85%E9%AB%98%E5%B1%A4%E3%83%93%E3%83%AB-1620956/


 

ワシントン大学：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 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 Japan 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 Japan 

 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、帰国時チェックインアシスタント料金を指します。 

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社                      
CIEE Japanのトラベルサービス部門。CIEE Japan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。 

 

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 

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。 


