東南アジア実習

期間：

プログラム費用概算：

約￥395,000
使用言語：

英語

2020 年 2 月 4 日(火)～3 月 2 日(月) 27 泊 28 日間
募集人数：

1 名～

プログラムの特徴
プログラムについて

チェンマイについて

本プログラムは，タイ北部で活動している NGO，公的機関等が実施する事業

バンコクの北方約 720 キロに位置するタイ第 2 の都市チェンマイは，「北方のバ

への参加を通じ，東南アジアの言語，文化，社会制度等に対する理解を深め

ラ」とも称される美しい古都です。この地域を中心に，モン族やタイヤイ族，ビル

るとともに，課題解決能力，関係構築能力，環境適応能力といった現場力を

マ族などさまざまな民族が交流する中で，建築や仏像の様式，言葉や料理，

育成することを目的としています。

工芸の分野などで「ラーンナー文化」と称されるタイ北部独自の文化・伝統が育ま

参加者自身の専門や興味・関心に応じた派遣先においてインターンシップを行う

れてきました。現在でも工芸が盛んな街として知られ，近年はその伝統をベース

ことで，現地の文化・社会についての理解を深めるとともに，現場力を磨きま

にタイ芸術の拠点ともなっています。

す。また活動期間中は英語で密にコミュニケーションを取る必要があり，実践的
英語力の向上も見込まれます。

受入団体(インターンシップ先)について
受入団体とのマッチングを図るため，2019 年 11 月中旬～下旬に Skype 等
を介したオンライン面接(英語)を実施します。
参加者の経験などを元に，候補となりそうな受入れ団体へ履歴書を送付し，
受入れ先担当者との面接または面談を経て決定します。

国際化サポート海外留学奨励金について

(プロジェクト例)

明治大学国際化サポート海外留学奨励金(学部生対象)に応募可能な研修

- 山岳民族支援×高齢者支援のサポート活動

です。奨励金受給資格を満たす申請者の方は，4 万円(給付型/返還不要)

- 植林活動や環境保全に関する活動

の助成金が受給できます。応募方法・資格等については，奨励金募集要項を

- バイリンガル教育を行う学校での英語教育

ご確認ください。

- タイ王国動物園機構運営施設のマーケティング活動

日本学生支援機構(JASSO)海外留学支援奨学金について

- 日本の「あられ」をタイから世界へ向けて発信

所定の受給資格をすべて満たした方に，7 万円を支給します(給付型・返還不

こんな学生におすすめ

要)。ただし奨学金枠を超えて応募があった場合は，選考のうえ学内推薦者を

・タイの文化に興味がある

決定します。

プログラム費用等
プログラム費用(概算):395,000 円

その他

（研修費用:265,000 円/航空運賃:約 130,000 円）

●航空券

●プログラム費用に含まれるもの
□航空運賃・燃油サーチャージ・諸税費
□現地空港送迎にかかる交通費
□現地視察ツアー代金
□研修実施にかかる現地交通費
□滞在費(民間寮または受入先が手配する宿泊施設を予定)

航空券の手配は(株)明大サポートが行いますので，航空券代金については同
社にお支払いいただきます。
※空席状況に連動した変動運賃となります（時価）。
※航空券の予約後 72 時間以内に発券となります。

取消料

※課税される料金に係る消費税率は 10%になります。

●研修費用(参加申込金を含む)

●プログラム費用に含まれないもの

お支払い後，一切返金されませんのでご了承ください。

□パスポート取得等渡航関連手続き費用

●航空運賃

□大学指定の海外旅行保険費用

ご利用運賃毎の設定により異なりますが，発券後にキャンセルをした場合，取

□自宅⇔成田/羽田空港間の交通費
□現地でのお小遣い等雑費

消料 41,000 円(発券時の発券手数料の他，取り消し手数料を含む)が発生
もしくは返金不可となります。

※10 月下旬～11 月上旬を目途に参加申込金(5 万円)をお支払いいただく
予定です。受入団体決定後，参加申込金を差し引いた費用が請求されます。
※2019 年 9 月のレートを基準に算出しています。為替・燃油特別付加運賃の
変動等により費用が変更となる場合があります。最終金額は，残金請求書発
行月の為替レートを基準に算出します。

企画・募集:㈱Intrax/旅行手配:㈱明大サポート

オリエンテーション・事前事後学習日程 ※詳細は「申込～参加までの流れ」を確認すること
日時

内容

場所

2019/10/24(木) 18:00-19:40

事前学習① 英語コミュニケーション能力の測定
※最終的な参加者を 10 月 25 日(金)午後に発表する予定です。

和泉 メディア棟 M501

2019/10/25(金)～11/1(金)

個別オリエンテーション 参加手続きについて

Skype 等のオンライン

2019/11/中旬～下旬

Skype 面接 インターンシップ実習先のマッチング面接
※約 1 週間で結果連絡
(受入団体によっては行われない場合もある）

―

2019/12/21(土) 10:50-12:30

タイ語・タイ事情 事前学習① タイの概要および挨拶から見たタイ文化

駿河台 12 号館 2054(NEL)

2020/1/9(木) 18:00-19:40

事前学習② 安全対策等について

和泉 メディア棟 M501

2020/1/14(火) 18:00-19:00

渡航前オリエンテーション 出発準備・旅程確認・保険証券配布

駿河台 グローバルフロント 4021

2020/1/22(水) 15:20-17:00

タイ語・タイ事情 事前学習② タイの食文化および交通事情

駿河台 12 号館 2054(NEL)

2020/3/24(火) 10:00-11:40

事後学習 最終総括，レポート報告

和泉 メディア棟 M501

本プログラム参加者は，すべてのオリエンテーション，Skype 面接ならびに事前・事後学習に出席する必要があります。

予定日程表
※日程は変更となる可能性があります。最新の日程表は渡航前オリエンテーションにて案内されます。

日程

※利用予定航空会社:タイ航空

予定

滞在先

成田/羽田空港集合後，出発前の諸確認
11:45(予定) 成田/羽田空港よりバンコク乗換でチェンマイ国際空港へ向けて出発(TG643 便)
2020/2/4(火)

18:40(予定) バンコク乗換(TG120 便)

民間寮

20:00(予定) チェンマイ国際空港到着，空港ロビーにて現地スタッフお出迎え
滞在先へ移動
2/5(水)

オリエンテーション，午後から実習(インターンシップ)

または
受入先が手配する宿泊施設

実習(インターンシップ)
2/6(木)～2/29(土)

(予定)

月～金曜日:各自にて通勤，現地実習先にて実習を行います
土・日曜日:自由行動日
チェンマイ国際空港へ移動

3/1(日)

15:20(予定) チェンマイ国際空港よりバンコク乗換で成田/羽田空港へ向けて出発(TG111 便)

機内泊

22:30(予定) バンコク乗換(TG640 便)
3/2(月)

06:20(予定) 成田/羽田空港到着後 解散

―

履修の取扱いについて
◆履修対象:学部 1～4 年生（学部生の参加が優先されますが，大学院生応募可。ただし，大学院生は定員に余裕があった場合のみ参加可能となります。）
◆履修要件:TOEIC(IP 含む)400 点(TOEFL iBT41 点，TOEFL ITP435 点，IELTS5.0，実用英語技能検定試験準 2 級，本学における前年度英語
科目の成績評価係数 2.3)以上に相当する英語力を有すること(英語能力試験スコアは受験日から 2 年以内が有効)。
※受講希望者が定員を超える場合には，応募書類に基づき選考を行います。
◆単位付与:「東南アジア実習」2 単位 ※学部により単位取扱いが異なります。詳細は GLOBAL NAVI 2019 を必ず確認してください。
※3 月卒業予定の学部 4 年生(早期卒業生を含む)および大学院生の方は単位付与されません。

その他連絡事項
◆査証について:日本国籍保持者はビザの取得は不要です。外国籍の方は, 国籍により日本国籍の方と諸条件が異なる場合がありますので，履修希望者は各
自の責任にて申込前に大使館へ必ず事前確認してください。また，ビザが必要な場合には, 各自の責任にて事前に申請手続きをすることが必要です。
◆予防接種について:本プログラム参加にあたり，事前に予防接種を希望する場合は下記 URL の情報を参照してください(任意)。
＜https://www.forth.go.jp/index.html＞
◆参加に際しての留意事項:

- 本プログラムへの参加については，事前に保護者とよく相談し，同意を得たうえで応募してください。
- 本プログラム申込後の参加辞退は認められませんので，プログラムの条件や詳細をよく確認したうえで応募してください。
- 病気等やむを得ない事情でキャンセルする場合でも，旅行規定および研修先の規定によりキャンセル料が発生する場合があります。

【申込み期間】 2019 年 10 月 8 日（火）9:00 ～ 10 月 15 日(火) 17:00 まで
Oh-o!Meiji からのオンライン申込み後，国際教育事務室 （和泉・海外留学）・中野３F 事務室へ書類提出
説明会日程・参加条件・申し込み方法詳細:http://www.meiji.ac.jp/cip/japanasean_jisshu/index.html
≪問合せ≫ 駿河台キャンパス国際教育事務室 短期海外研修担当 E-mail:gogaku23@meiji.ac.jp Tel:03-3296-4868

