
（１） 申込み

- 申込方法：Google Formに必要事項記入 ( グローバル化推進センターHPの募集ページからもアクセス可能)

申込締切： 12/10(金) 迄

（２） 提出書類について

- 英語能力試験成績証明書：

提出について：Googl Formにて申込時に提出。

グローバル化推進センターにメール送付(gecgd@Shinshu-u.ac.jp)、または窓口提出も可能。上記申込締切日迄に提出。

英検の合格証やTOEICスコア表等の現在の語学能力がわかる成績証明書を提出すること。過去の受検歴がない場合は、
CASEC等の即時に結果が判明する英語能力試験を受検し、スコアレポートを提出する。ビジネス英語プログラム参加者で受検歴がな
い学生は提出不要。

（３） 応募要件

- 本学学部生または大学院生であること（期間中の休学予定者は原則除く） ※各プログラムにより応募条件が異なる。

- 学業に支障が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。

- 参加にあたり、要項の記載事項をよく読み理解した上で申込すること。

-上記要件以外にも各プログラム、各コースにより応募要件が異なる場合あり。募集要項の「各オンラインプログラムご案内」の項目を

確認の上応募すること。

（４） 応募条件

- 研修中のみならず、研修前後においても本学から求められた連絡への対応、書類等の提出が適宜に出来ること。

- 事前ガイダンス(2回)、成果報告会（5月上旬頃）に参加すること。

- 成果報告会において研修成果について各自発表すること。

- 研修後、各自で設定した目標スコアの取得を目指して、IELTS、TOEFL-iBT、TOEIC等の英語能力試験を受検し、2022年7月末日迄に

スコアを提出すること。

- 自分の行動に責任を持ち、信州大学、研修先大学及びインターンシップ先機関の指示に従うこと。

- 研修期間内の活動・学習に積極的に臨み、生じる状況に柔軟に対応できること。

（５） 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、参加者を決定する。必要に応じて個別面接を行うこともある。

12月中旬頃までにメールにて申込者全員に結果を連絡する。

（６） 支払い方法

- 研修校へ各自で支払い

（７）奨学金

- 知の森基金海外活動（短期）奨学金が支給される可能性あり

2021年度春季 ベトナムＦＰＴ大学
オンライン海外研修プログラム3種 in ダナン

信州大学 グローバル化推進センター主催 グローバルコア人材養成コース
対応プログラム

信州大学と大学間交流協定を締結しているFPT大学と実施するオンライン研修プログラム

【研 修 期 間】 2022年2月～3月の3、4週間（春休み中） ※詳細は「各オンラインプログラムご案内」を確認の事

【選択プログラム】 ①ビジネス英語 ②リモートインターンシップ ③ ボランティア (各プログラムにバーチャルツアーあり）

【研 修 校】 FPT大学（ベトナム）

【使 用 言 語】 英語

【参 加 方 法】 オンライン(Google Meet・その他)

【研 修 費 用】 350USD～400USD ※為替レート：1ドル=114円（2021年11月時点）

【対 象】 学部生・大学院生

■期間・募集人数・費用・応募要件等の詳細については、下記の「各オンラインプログラムご案内」を参照のこと

■バーチャルツアーやその他内容はコロナ感染拡大などの理由により変更になる場合あり

申込みについて

① 申込者が最少催行人員に満たない場合や新型コロナウィルス等の感染症や天災・災害など、不測の事態により中止にせざるを得

ない場合がある。

② 研修に関わる費用については保護者とよく相談したうえで、経済的な裏づけをもって応募すること。

③ プログラム申込は入金受理をもって成立する。申込金、支払い方法および支払い締切日については後日改めて連絡をする。

注意事項

ビジネス英語プログラム プログラム開始日から起算して、さかのぼって14日目に当たる日以降に解除する場合、または無連絡不参加の
場合、代金の100％

その他プログラム 12月17日以降の参加取消、または無連絡不参加の場合、代金の100％

キャンセル料（取消料）
申込後に参加を取り消しする場合には、キャンセル料が発生する場合がある。

https://forms.gle/rCwNNZdiLz2wkZ368


主催：信州大学 グローバル化推進センター

電話 0263-37-3167 メール gecgd@shinshu-u.ac.jp 担当：小林・山本

プログラムスケジュール

日程 行事

2021年

12月10日 申込締切 / 英語スコア提出締切

12月中旬頃 グローバル化推進センターからメールにて参加可否通知

12月中旬～1月上旬 第1回事前ガイダンス【研修校について・事前課題】（オンライン予定）

2022年

1月 参加費納入締切（予定）

2月上旬 第2回事前ガイダンス【事前課題・注意事項・提出書類の説明等】（オンライン予定）

2月上旬～3月下旬

プログラム実施 ※ ※各プログラムの日程表は「各オンラインプログラムご案内」で要確認。

ビジネス英語プログラム 2月28日（月）～ 3月11日（金）

インターンシッププログラム 2月28日（月）～ 3月25日（金）

ボランティアプログラム
3月2日（水）～ 3月26日(土) ※土日4回+αの活動前研修あり。詳
細は「各オンラインプログラムご案内」を確認の事

5月中旬頃 成果報告会

～7月末頃 英語スコア提出（研修修了後スコア）

ビジネス英語プログラム
リモートインターンシップ

プログラム
ボランティアプログラム

概要

・外国人を含む6-8人の少人数グループで
英語を使った発信力とコミュニケーション力を
培う。
・ベトナムダナン市を巡るバーチャルツアーで
異文化体験。
・クラスメイトや他プログラム参加、また現地
の方々との異文化交流。

・ICT、教育、Businessの３フィールドにおけるリ
モートインターンシップ。
・ベトナムダナン市を巡るバーチャルツアーで異文化
体験。
・他プログラム参加者や現地の方々との異文化交流。

・ベトナムのNPO, NGO法人におけるオンラインボラ
ンティア活動のサポート。
・ベトナムダナン市を巡るバーチャルツアーで異文化
体験。
・他プログラム参加者や現地の方々との異文化交
流。

日程
※1

全日程：2週間
2月28日(月)～ 3月11日(金)

全日程：4週間
2月28日(月）～ 3月25日(金)

全日程：4週間
活動前研修： 2月12日(土)～2月13日(日)、

2月19日(土)～2月20日(日)、
2月26日(土)～3月1日(火)

ボランティア活動期間：
3月2日(水)～3月26日(土)

募集
人数

60名（最少催行人員4名) 各フィールド30名（最少催行人員 1名） 30名（最少催行人員1名)

研修
費用※2

400USD（約4万6千円) 350USD（約4万円） 350USD（約4万円）

応募要件
・TOEIC 550点相当以上
・農学部生は「キャリアデザイン」を履修していること

TOEIC500点相当以上

単位
認定※3

・国際教養（予定）
・または学部専門科目(該当するものがある
場合のみ。詳細は所属学部に要確認）

・国際教養（予定）
・または学部専門科目(該当するものがある場合の
み。詳細は所属学部に要確認）

・国際教養（予定）
・または学部専門科目(該当するものがある場合の
み。詳細は所属学部に要確認）

Gコア人材
養成コース

グローバル実践BASIC対応 グローバル実践ADVANCED対応 グローバル実践BASIC対応

※2 為替レート：1ドル=114円（2021年11月時点）

各オンラインプログラム一覧

※各プログラムの日程表は「各オンラインプログラムご案内」で要確認。

※3 希望者のみ。研修期間だけでは単位認定（国際教養 2単位）に必要な学修活動時間要件を満たせないため、課題や研修関連の予習復習等が課されます。

※1 各プログラムの日程詳細は「各オンラインプログラムご案内」で要確認。



英語を頑張りたい！海外の異文化をバーチャル体験したい方向け

① ビジネス英語＋バーチャルツアー in ダナン

【研 修 期 間】 2022年2月28日(月)～ 3月11日(金) 2週間

【研 修 先】 FPT大学

【研 修 費 用】 400USD （約4万6千円)

【募 集 人 数】 60名程度（最少催行人員 4名）

【対 象】 全学部生、全大学院生

【単 位 認 定】 共通教育科目「国際教養」（2単位）の単位認定予定 (2022年度学部生で希望者のみ）

または学部専門科目(該当するものがある場合のみ。詳細は所属学部に要確認)

各オンラインプログラムご案内

外国人を含む6-8人の少人数グループで英語を使った発信力とコミュニケーション力を培う。
また、バーチャルツアーでベトナムダナン市街や美術館を巡ったり、参加者や現地の方々と交流ができるアクティビ
ティがあり異文化を体験できる。

※ 2021年11月時点での

スケジュール。スケジュー

ルは予告なく変更される

場合あり

「グローバルコア人材養成コース・グローバル実践BASIC」対応プログラム



【研 修 期 間】 2022年2月28日（月）～ 3月25日（金） 4週間

【研 修 先】 ベトナムの企業や教育機関

≪参照≫「インターンシップ先リスト」 ( グローバル化推進センターHPよりダウンロード可能)

※インターンシップ先はFPT系列または提携の一般企業、教育機関、金融機関、NGO、スタートアップ企業等を予定。

なお、ホスト企業は予告なく変更される場合あり。

【選択フィールド】 a. ICT  b. Education c. Business （マーケティング、広報、顧客管理等）から選択

※インターンシップ先は本人の希望分野、英語力、オンラインインタビュー等を考慮して決定

【研修 費用】 350USD （約4万円）

【募 集 人 数】 各フィールド 30名 （最少催行人員 1名）

※申込者が多数の場合は選考

【対 象】 全学部生（2年次以上）、全大学院生

【応募 要 件】 ・TOEIC550点相当以上

・農学部生は「キャリアデザイン」を履修していること

【単位 認定】 共通教育科目「国際教養」（2単位）の単位認定予定 (2022年度学部生で希望者のみ）

または学部専門科目(該当するものがある場合のみ。詳細は所属学部に要確認

グローバル企業等での業務体験にチャレンジしたい方向け

② リモートインターンシッププログラム +バーチャルツアー in ダナン

ベトナムのグローバル企業で英語を使って働くオンライン職業体験ができる。体験できるフィールドはICT、教育、Businessの
３つ。インターンシップ経験があり、将来の就きたい職業における職務遂行の基礎的能力が身についている学生におすすめ。
また、バーチャルツアーでベトナムダナン市街や美術館を巡ったり、他プログラム参加者や現地の方々と交流ができるアクティビ
ティがあり異文化を体験できる。

「グローバルコア人材養成コース・グローバル実践 Advanced」対応プログラム

※ 2021年11月時点でのスケジュール

スケジュールは予告なく変更される場合あり

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/shindai_goes_global/style/list/20211118_FPTspring_HostCompanyListInternship2021.pdf


グローバル環境で、ボランティア活動をしたい方向け

③ ボランティアプログラム +バーチャルツアー in ダナン

ベトナムのNPO, NGO法人のボランティア活動をオンラインでサポート。活動内容は、環境・教育問題解決のため
のオンライン募金活動、SNSマーケティング管理、ベトナムの子供や母親へ英語レッスン等のサポート等。プロジェク
ト開始前に、多文化環境下でチームとして協同しながら働く心構えを学ぶワークショップやデザインシンキングあり。
法政大学と共に参加するプログラム。また、バーチャルツアーでベトナムダナン市街や美術館を巡ったり、他プログラ
ム参加者や現地の方々と交流ができるアクティビティがあり異文化を体験できる。

【研 修 期 間】 ・活動前研修： 2022年2月12日(土)～2月13日（日)、2月19日(土)～2月20日（日)、2月26日(土)～3月1日（火） 8日間

・ボランティア活動期間： 2022年3月2日（水）～ 3月26日(土) (約4週間)

【研 修 先】 GreenViet、IZI English Communityのいずれか

≪参照≫ ボランティア団体 ( グローバル化推進センターHPよりダウンロード可能)

【研 修 費 用】 350USD （約4万円）

【募 集 人 数】 30名（最少催行人員1名) ※申込者が多数の場合選考

【対 象】 全学部生、全大学院生

【単位 認定】 共通教育科目「国際教養」（2単位）の単位認定予定(2021年度学部生で希望者のみ）

または学部専門科目(該当するものがある場合のみ。詳細は所属学部に要確認）

【対 象】 全学部生・大学院生

【応募 要件】 TOEIC500点相当以上

「グローバルコア人材養成コース・グローバル実践BASIC」対応プログラム

※ 2021年11月時点

でのスケジュール。

スケジュールは予告

なく変更される場合

あり

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/shindai_goes_global/style/list/20211118_FPTspring_HostOrganizationListVolunteer2021.pdf

