2015 年度 ベトナム FPT 大学
ビジネス英語及びインターンシッププログラム

募集要項

募集説明会 10 月 20 日（火） 12：20～12：55 ※TV 会議システムを利用して同時開催
〈松本キャンパス〉…旭会館 3 階 SUNS 会議室、〈教育学部〉…M 館 1 階第 2 会議室
〈工学部〉…総研棟 1 階 SUNS 会議室、〈農学部〉…SUNS 会議室、〈繊維学部〉…事務棟 2 階中会議室
渡航期間

日 程

2016 年 2 月 25 日（木）～3 月 20 日（日） 25 日間

月日

予定

研修校

成田空港集合後、出発前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

FPT 大学（ベトナム・ハノイ市）

10：00(予定)成田空港よりハノイ空港へ

※授業はハノイ大学キャンパス内で行われます。

2/25(木)

滞在方法

14：10(予定)ハノイ空港到着後、研修校
スタッフと合流。研修校手配の車で

FPT 大学が手配する寮（3～4 名で 1 室利用を予定）
※ハノイ大学キャンパス内の寮に滞在します。

向けて出発(VN311)

研修校へ移動。
2/26(金)

食事条件

｜

研修

キャンパス内の食堂、カフェテリア等で全食各自が実費負担

3/18(金)

募集人数

3/19(土) 夜、研修校手配の車でハノイ空港へ移動

ハ
ノ
イ
大
学
内
大
学
寮

00：30(予定)ハノイ空港より成田空港へ

20 名（最少催行人数 10 名）
※申込者が多数の場合は選考を行う。

滞在

3/20(日)

向けて出発(VN310)

－

07：00(予定)成田空港到着後、解散

単位認定

※利用予定航空会社：ベトナム航空（VN）
学部生は研修先で発行される修了証と成績証明書をもって、 ※日程表は 2015 年 10 月現在のものです。現地事情及び航空
本学の教養科目「国際教養」の単位取得申請が可能です。
会社の都合により、変更になる場合がございます。
研修費用 24.1 万円程度
※上記費用は、2015 年 10 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るため、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了承ください。参加費の支払いは、申込金（5 万円）
11 月中～下旬、残金 2015 年 1 月上旬を予定しています。

企画

信州大学 グローバル教育推進センター
電話 0263-37-3167（内線 7316） FAX 0263-37-3404
担当 山本 / 西牧 suicgj@shinshu-u.ac.jp

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
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山

日本旅行業協会（JATA）正会員

【研修費用に含まれるもの】

【研修費用に含まれないもの】

・往復航空運賃（ベトナム航空/エコノミークラス）

 食費

・成田空港税

 海外旅行保険料

・現地空港税類

 自宅から集合場所まで、及び解散場所からの

・燃油特別付加運賃

日本国内移動と宿泊費用
 超過手荷物料金

・現地研修費用
（授業料、寮費、研修内容に含まれる見学ツアーや

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金）

それに伴う移動費、到着時および出国時の空港送迎費）

 個人的な小遣い、電話代 等

・ベトナム入国ビザ申請代金
（ビザ代金、申請書類の案内、ベトナム大使館からの
パスポート返送費）
※為替の変動により金額が変更されることがあります。
研修先 FPT University
FPT 大学は、2006 年にベトナム最大手のシステム・インテグレータ、FPT ソフトウェアの親会社である FPT コーポレーション
が創立した、ベトナム初の民間企業設立による大学で、信州大学の交流協定校です。企業での実務研修を含む実用的な
カリキュラムが特徴で、世界的に信頼のある世界大学ランキング、QS World University Ranking で、2012 年に 3 つ星を
獲得しました。
プログラム内容
FPT 大学提供のプログラムですが、研修・滞在・課外活動はハノイ大学キャンパス
内にて実施されます。
①英語授業
プレゼンテーション、グループワーク、ディベート等、グローバル・ビジネスの現場
で求められるスキルを高めるためのトレーニング
②インターンシップ（2 日間）
ソフトウェア会社又は、教育機関におけるインターンシップ
③現地学生との交流
現地大学で行われているクラブ活動、上記インターンシップへの共同参加、現地
学生による課外活動サポート、チューターによる生活サポート、文化交流イベント
の協働開催等
④企業訪問
⑤ハノイ市内ツアー、エクスカーション
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申込について
■申込み
（1）受付期間：学部によって異なるため、各自で所属学部学務担当窓口に確認してください。
※但し教育・工・農・繊維学部の 1 年生は 11 月 11 日（水）13:00 までにグローバル教育推進センターに提出してください。
（2）申込先：教育学部・工学部・農学部・繊維学部 1 年生はグローバル教育推進センター、上記以外の学生は所属学部
学務担当窓口に下記（3）の書類を持参してください。
（3）提出書類
①申込書
②同意書

※①、②はグローバル教育推進センターホームページからダウンロード。

③家計支持者の直近の所得証明書 ※奨学金希望者のみ提出
■申込み条件
－本学学部生および大学院生であること（期間中の休学予定者は除く）。
－本学から求められた連絡、書類等の提出、及び事前ガイダンス（2 回を予定）への参加ができる者。
－本学が指定する海外旅行保険に加入すること。
－帰国後、成果報告会において研修成果について発表すること。
（最終学年次生は発表に代わる成果報告書等を提出すること。）
－帰国後、5 月中旬に実施する成果報告会までに各自で設定した目標スコアの取得を目指して、全員が IELTS、
TOEFL-iBT、TOEIC のいずれかの英語能力試験を受験すること。
－自分の行動に責任を持ち、信州大学、研修先大学及び CIEE の指示に従うことができる者。
－研修期間内の海外生活・学習に積極的に臨み、現地で生じる状況に柔軟に対応できる者。
－参加期間中に授業や試験等の大学行事が重ならないことを、指導教員、所属学部等に申込み前に確認しておくこと。
－参加にあたっては、当要項、及び同意書の記載事項をよく読み、理解した上で、保護者等の同意および署名・捺印
を得て同意書を提出すること。
■参加者の決定について
提出された書類から総合的に判断し、参加者を決定します。必要な場合は個別に面談をします。
11 月 25 日（水）頃にメールにて申込者全員に結果を連絡します。
奨学金 ※詳細はグローバル教育推進センターホームページ内の当プログラム紹介ページをご覧ください。
本プログラムは、日本学生支援機構（JASSO）「平成 27 年度海外留学支援制度」の採択プログラムです。これにより、
①前年度成績係数が 2.3 以上（1 年生は前期の成績）、②語学レベルが TOEIC400 点以上に相当、③家計基準が奨学金
受給対象の範囲内である参加者は、希望があれば奨学金受給選考の対象者となります。従って、②の要件を証明する
ために、申込時に公式の語学能力試験のスコアを提出できるようにしておくことを強く推奨します。
出発までのスケジュール
日程
2015 年 11 月上旬～中旬

行事
申込締切 ※学部によって異なるため、各自で確認すること。教育・工・農・繊維学部の
1 年生は 11 月 11 日（水）13:00 までにグローバル教育推進センターに提出。

11 月 25 日（水）頃

参加者決定後、グローバル教育推進センターより申込者全員にメールにて参加可否を通知。

12 月 11 日（金）

申込金（5 万円）支払い締切

12 月 12 日（土）

第 1 回ガイダンス

2016 年 1 月上旬

参加費残金納入予定

2 月 10 日（水）

第 2 回ガイダンス

5 月中旬

成果報告会

◎注意事項
① ベトナム入国ビザ申請のため、12/12（土）の第 1 回ガイダンス時にパスポートを提出していただく予定です。そのため、
有効なパスポートを保有しない申込者は、参加の可否に係らず取得手続きを進めてください。（パスポートは申請から
受領まで、パスポートセンターによって異なりますが、約 2 週間かかります。実際の日数については、申請手続きを行う
パスポートセンターに直接お問合せ下さい。）
② 申込者が最少催行人数の 10 名に満たない場合、プログラムは中止となります。
③ 日本国籍以外の方は留学予定国によって定められたビザの申請が必要です。国籍、在留資格によってはビザの発給が
受けられないケースもあり、ビザが発給されずに渡航出来ない場合、本学はその責を負いません。申込み後のキャン
セルには下記のとおり取消料が発生し、本人負担となるため、ビザについては申込み前に自ら大使館へ問い合わせる
など、予め確認しておくことを推奨します。

◎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：信州大学グローバル教育推進センター
国際教育交換協議会（CIEE）：研修手続き代行団体

http://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。→信州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。

㈱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。

FPT 大学：現地での研修とサポートを提供

◎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
㈱カウンル・トラベル

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
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

① 行費用取消料

出発日の 31 日前まで

¥35,000

＠

0%

出発日の 30 日前から 22 日前まで

¥45,000

＠

20%

出発日の 21 日前から 14 日前まで

¥55,000

＠

20%

出発日の 13 日前から出発日 3 日前まで

¥65,000

＠

20%

出発日前日及び前々日

¥65,000

＠

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け付けられません。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。
※ ご出発当日および出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。
※ ビザ発給の有無に関わらず、ビザ申請に係る費用の返金はありません。

