短期東南アジア実習

期間：

プログラム費用（10 名以上参加の場合）概算：

約￥288,000
使用言語：

日本語及び英語

2020 年 2 月 10 日(月)～2 月 23 日(日) 13 泊 14 日
間
募集人数：

12 名 (最少催行人数 10 名)

プログラムの特徴
プログラムについて

こんな学生におすすめ

本プログラムは，タイ北部で活動している NGO(ミラー財団)が実施する事業へ

・タイの文化に興味がある

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る

ミラー財団について

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
育成することを目的としています。
渡航前のタイ語クラスの受講や現場の視察を通して，現地についての理解を深
めます。また，プログラム期間中はタイの山岳民族(アカ族等)の村に滞在し，現
地の人々との交流・協働を通じて，異文化理解・適応能力の向上を図ります。
プログラム期間中は，英語・簡単なタイ語・山岳民族の言語やジェスチャーなどを
交えて意思疎通を図ります。なお受入先となっている NGO のスタッフとは日本語

・少数民族と交流してみたい

タイ現代社会の中で，虐げられ困窮している山地民の生活向上，失われつつ
ある文化・伝統の継承と保存，低地タイ人との共生を目指した多種の分野にわ
たる支援活動を展開している財団。また，コンピューターやテレビ等のメディアにお
ける開発も積極的に行っている。

宿泊先
・山岳民族の村にホームステイ(ホームステイは 1 家庭当たり 2～3 名程度)
・ミラー財団宿泊施設(男女別滞在，シャワー(水)，トイレ(手動洗浄)

でのコミュニケーションが可能です。
(プロジェクト例)
- 山岳民族支援プロジェクトの手伝い
- 村のコミュニティホールの建設や修繕
- 太陽電池設備の設置，学校での手洗い場やトイレの建設

日本学生支援機構(JASSO)海外留学支援奨学金について

- 学校や村のコミュニティでの日本語・日本文化紹介

チェンライについて
ミャンマー，ラオスと国境を接するタイ最北の地・チェンライは，かつてタイ北部を
統治したラーンナー王朝の最初の都があった場所です。隣接するチェンマイなどと

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
要)。本研修募集定員 12 名分の奨学金枠がありますので，JASSO の定め
る要件を満たす方は，全員，本奨学金へ応募可能です。

共に，現在も「ラーンナー文化」と称されるタイ北部独自の文化・伝統が色濃く

【参加者の声】

残り，メコン川のほとりにあるチェンセーンにはラーンナー王朝時代の遺跡群が，

⚫

世界中のあらゆる文化や価値観を持つ人々と,もっと話したい，
関わりたいと思うようになった。

またチェンライ市内には美しい寺院が数多くあります。
一方，自然豊かな山岳地帯には，さまざまな山岳少数民族や旧中国国民党
軍の子孫などが暮らし，王室の別荘地があることでも知られています。

⚫

「便利さ」＝「人の幸せ」ではないことを実感した。

⚫

かけがえのない友達ができた。

⚫

プログラム費用等
プログラム費用(概算)：288,000 円
（研修費用：170,000 円/航空運賃：約 118,000 円）
●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（受入団体が用意する宿泊施設またはホームステイ）
□食費
※課税される料金に係る消費税率は 10%になります。

●プログラム費用に含まれないもの
□パスポート取得等渡航関連手続き費用
□大学指定の海外旅行保険費用

その他
※最少催行人数に満たない場合は，催行を中止するか，プログラム費用を変
更して実施を検討します。
※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。
※持ち物について，本プログラムの性質上，大きなスーツケースの利用はできま
せん。そのため大きめのバックパックもしくはボストンバッグを用意する必要がありま
す。また活動時に着用する，汚れても構わない動きやすい服や(ただし女性は胸
の開いた服やスカート・キャミソールは不可)，持ち物に施錠するための小さな南
京錠も用意してください。

取消料
●研修費用
お支払い後，一切返金されませんのでご了承ください。

□自宅⇔成田/羽田空港間の交通費

●航空運賃

□現地でのお小遣い等雑費

発券後にキャンセルをした場合，取消料 41,000 円が発生します。

□オプショナルツアー代金

(※発券時の発券手数料の他，取り消し手数料を含む)

※2019 年 9 月のレートを基準に算出しています。参加者が 10 名未満の場合
や，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，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

2019/11/13(水) 18:00-19:00

事前オリエンテーション 参加手続きについて

駿河台 アカデミーコモン 308E

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
09:45(予定) 成田/羽田空港よりバンコク乗換でチェンライ国際空港へ向けて出発(TG641 便)
2020/2/10(月)

19:10(予定) バンコク乗換(TG2136 便)
20:35(予定) チェンライ国際空港到着，空港ロビーにて現地スタッフお出迎え
NGO 施設

宿泊先到着後，簡単なオリエンテーション

及び

オリエンテーションとレクチャー
2/11(火)

レクチャー内容(例):少数山岳民族の歴史・文化・現状・課題，タイ及びチェンライの地理的社会

山岳民族の村ホームステイ

的特性，ボランティア活動の心構えや異文化や習俗への理解等
2/12(水)～2/20(木)

ボランティア活動，山岳民族特有の文化や生活を学ぶ

2/21(金)

自由行動日(オプショナルツアー参加可）
午前:振り返りまとめ

2/22(土)

チェンライ国際空港へ車で移動
15:05(予定) チェンラ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(TG2135 便)

機内泊

22:30(予定) バンコク乗換(TG640 便)
2/23(日)

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：「短期東南アジア実習」1 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。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。

【再追加募集期間】 2019 年 10 月 31 日（木）～ 11 月 6 日(水) 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：https://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

