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研修校・所在都市 

FPT University, Da Nang Campus 

ベトナム ダナン 
 

滞在方法 
FPT 大学選定のホテル（2 名 1 室利用） 

⚫ 市街地に近くアクセスが便利なホテル 

⚫ 滞在先条件について HP 掲載「滞在先について」の資料

を必ず確認し、ご了承のうえお申込みください。 

食事条件 朝食付き 

引率者・添乗員  なし 

研修費用（概算）約 267,000 円 
（10 名参加の場合の 1 名あたり） 

※2022 年８月末のレート（USD1=￥140）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は変わる場合があります。 

申込金（約 18 万円）を 12 月 20 日頃、残金を 

2023 年 2 月上旬～中旬頃に、本学が研修手配を委託 

する団体の指定銀行口座へお振込みいいただく予定です。 

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されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

日程 予定 滞在 

3/5 

(日) 

成田空港集合後、出発前のご案内 

10:00(予定）ダナン空港へ向けて出発

（VN319） 

14:30(予定) ダナン空港到着後 

現地空港で研修校スタッフと合流し、ホテルへ移動 
ホ
テ
ル 3/5 

(日) 

｜ 

3/12 

(日) 

FPT 大学にて研修 

3/13 

(月) 
22:00(予定)ダナン空港へ移動、出発のご案内 

機
中
泊 3/14

(火) 

00:20(予定) 成田空港へ向けて出発 

（VN318） 

07:35(予定）成田空港到着後解散 

【研修費用に含まれるもの】 

◆ 研修費（授業料・教材費） 
◆ 滞在費 
◆ 現地空港送迎にかかる交通費（往復研修校手配） 
◆ プログラム参加中の交通費 
◆ 課外活動費 
◆ 往復航空運賃※（エコノミークラス利用） 

※空港使用料・海外空港税・燃油特別付加運賃・国際観光旅客税含む 
◆ 成田空港での出発サポート 
◆ 現地空港送迎サービス費用（往復研修校手配） 
◆ 研修費用収受及び海外送金に係る手数料 

【研修費用に含まれないもの】 

◆ 食費 
◆ 本学指定の海外旅行保険料 
◆ 渡航手続き諸費用（パスポート取得時の印紙代等） 
◆ 自宅⇔成田空港間の交通費（往復） 
◆ 渡航・帰国に必要な新型コロナウイルス検査費用 
◆ 現地での交通費・個人的な小遣い・通信費・その他雑費 
◆ ビザ申請費用 
 

 

※利用予定航空会社：VN（ベトナム航空） 
※現地や航空会社の都合により予定が変更になる場合があります。 

明治大学国際教育センター主催 2022 年度春季 短期海外実習 

FPT 大学 Study Tour（ベトナム） 
FPT University, Da Nang 

国際化サポート海外留学奨励金 

明治大学国際化サポート海外留学奨励金（学部生対象）に応募可能なプログラムです。受給者に決定された場合， 
４万円（給付型/返還不要）の助成金を受給できます。応募方法・資格等については，奨励金募集要項をご確認ください。 

研修費用（10 名以上参加の場合）概算： 

         約 26.7 万円     

       

 

 

研修期間： 

2023 年 

3 月 5 日（日）～3 月 14 日（火）10 日間 

使用言語:英語 募集定員: 15 名（最少催行人数 10 名） 

<日程> 

https://www.meiji.ac.jp/cip/financial/kokusaikasupport.html


無断転載禁止 

単位付与 「短期海外実習」 1 単位  

入学年度・学部により単位取扱いが異なります。 詳細はグローバル人材育成プログラム HP をご確認ください。  

※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 
⚫ 最少催行人数に満たない場合は、催行を中止するか、研修費用を変更して実施を検討します。 

⚫ 授業内容やスケジュールは、現地の都合により変更となる可能性があります。 

 
 

 

 

 

ENGLISH CLASS 英語クラス 

英語で自信をもってコミュニケーションができるようになるためのプログラム。 

business、 society、 culture、 history、 cuisine等多様なテーマでの実践を通し、 

「使える英語」を身につけます。（英語授業時間計：15時間） 

経験豊富なネイティブ講師による指導のもと、他学生とプロジェクトを実施します。

ENRICHMENT ACTIVITIES アクティビティ ※現時点の予定です。 

様々な活動を通して、異文化相互理解と 現地文化を体験できます。 

◆ 企業訪問：ダナンの日本関連企業を訪問し、ベトナムの発展と現在そして今後の可能

性、ベトナムと日本の間の経済協力について学ぶことが出来ます。   

◆ ボランティア活動：社会活動団体を訪問し、現地の子供たちに英語や日本語を教えた

り、日本文化を紹介するワークショップを行います。 

◆ クッキングクラス：現地の食文化を学びます。 

 

INTERCULTURAL EXCHANGE 国際交流  

現地学生や留学生との交流の機会がたくさんあります。  

◆ 留学生寮の仲間と一緒に楽しむ“Hanging out nights”  

◆ 現地学生や留学生による文化交流紹介（イベント） 

 

EXCURSION TOURS （2回予定）  

美しい自然、歴史的な街、文化遺産など魅力的なダナンの街と近郊都市ホイアンへの小旅行がプログラムに含まれています。  

DA NANG CITY Tour 

ダナン市内ツアーでは、美しい街と中央ベトナムの歴史と文化を学びます。  

（訪問予定）: Linh Ung pagoda、 Han market、 historical museum  

HOI AN ANCIENT TOWN Tour 

ユネスコ世界遺産に登録された街、ホイアン。歴史を感じる伝統的な建物を楽しむことができます。  

 

●Sample Schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 9 

Study Tour Program 
英語研修、国際交流、企業訪問、文化紹介など充実のプログラム 

https://www.meiji.ac.jp/cip/preparation/globalcareer.html


無断転載禁止 

研修校情報 FPT大学ダナン ベトナムのリーディングカンパニーFPTが運営する大学 

ベトナムハノイに本社を置くベトナムのIT関連のリーディングカンパニーであるFPTコーポレーションが運営する大学です。 

現在FPT大学には12,000名の学部生と1,000名の大学院生が学んでおり、充実した職場トレーニングや外国語トレーニングなど

実践的なスキルを学ぶことができるプログラム提供しています。キャンパスはハノイ、ダナン、ホーチミン、カントーと4か所あり、20か国か

ら来た1,000名の留学生が学んでいます。今回の研修を実施するFPT大学のダナンキャンパスは、ダナンの中心地より車で約20分

のところにあります。【FPT Educational Glibal】 http://international.fpt.edu.vn/ 

 

エリア情報 Vietnam / Da Nang ≪ベトナム/ダナン≫ 
美しいビーチリゾート地として開発が進む人気の街 

ダナンは、ベトナムの中部にある海岸沿いの商業都市で、日本から直行便で 

6時間で訪れることができます。砂浜のビーチとフランス植民地時代に栄えた

港の歴史で知られており、近年は世界トップレベルに美しいエメラルドグリーンのダナンビーチがあるリゾート地として

も人気です。観光地も数多く点在し、2018 年にできたダナン、バーナーヒルズの 150 メートルにも及ぶ歩行

者専用の観光橋梁「ゴールデン・ブリッジ」は、「神の手」と呼ばれる２つの巨大な手で人々の注目を集めていま

す。また、歴史的な名所も近郊に多く、ダナン市街が一望できる五行山、ダナンから日帰り圏内にある世界遺産

ホイアン、かつてチャンパ王国として栄え世界文化遺産にも登録されているミーソン聖域

（ミーソン遺跡）などがあります。 

【気候】2～3月： 平均最高気温 22～28℃ / 平均最低気温 19～24℃ 

【参考 URL】ベトナム政府観光局：https://vietnam.travel/jp/node/1336 

 

◆申込みについて 重要  

■申込み方法・期間 
【ステップ 1】2022 年 9 月 26 日（月）13:00 ～ 9 月 29 日（木）17:00 

   Oh-o! Meiji アンケート機能を利用したオンライン申込みフォームへ回答 

   アンケート名「2022 年度春季 FPT 大学短期研修（派遣）参加申込みフォーム」 

【ステップ 2】グループページ登録後 ～9 月 30 日（金）17:00 

   Oh-o! Meiji グループページへ応募書類をアップロード 

※上記申込み期間内に「ステップ 1」「ステップ 2」両方の完了必須 

 

 

 

 
 
※所定書式は「短期海外研修」ウェブサイトから各自ダウンロードしてください。 

参加条件・申込み方法詳細：https://www.meiji.ac.jp/cip/shortterm_programmes.html 

 

◆オリエンテーション/事前・事後学習日程（予定）  

※オリエンテーションおよび事前・事後学習への参加は必須です。 
 

日 付 内 容 

10 月 12 日（水） 参加可否を応募者全員に Oh-o! Meiji お知らせにて通知 

11 月 29 日（火）18：00～19：30 第 1 回オリエンテーション【手続き編】＠和泉キャンパス実施予定 

12 月 2 日（金） 本学指定海外旅行保険加入 

12 月 20 日（火） 
① 申込金(約 18 万円)振込 ②旅行手配申込書提出 

③ パスポートコピー提出 

1 月 23 日（月）18：00～19：00 第 2 回オリエンテーション【危機管理＆出発準備編】＠和泉キャンパス実施予定 

2 月上旬～中旬頃 残金振込締切 

3 月 1 日（月）15：20～17：00 事前学習＠Zoom 

3 月 16 日（木）15：20～17：00 事後学習＠Zoom 

※重要※ 

【ステップ 1】の申込先着順となります。ただし、 

【ステップ 2】の書類が期限内までに提出されない場合、申込は無効となりますのでご注意ください。 

また、同申込期間内に 2 つ以上のプログラムに申込むことはできません。 

重複する申込が確認された場合はどちらも無効となります。 
 

●ﾊﾉｲ 

●ﾎｰﾁﾐﾝ 

ダナン★ 

http://international.fpt.edu.vn/
https://vietnam.travel/jp/node/1336
https://www.meiji.ac.jp/cip/shortterm_programmes.html
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◆新型コロナウイルス ワクチン接種・渡航規制について (2022.9.1 時点)  
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続いており、現在も、ベトナムを含む世界の多くの国・地域が外務省「感染症危険情報」の

レベル 2 に指定されています。平時と異なり、様々な規制に対する対応が必要となること、また、状況が悪化した場合には、渡航を

伴う留学を断念せざるを得ない可能性があることを理解し、保護者の方とも相談したうえで留学計画を立ててください。 

 

＜ワクチン接種＞日本への再入国にあたり 3 回以上の接種を推奨しています。 

日本政府承認ワクチン例 ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ など 

 

ベトナム大使館ホームページ・観光庁ホームページ等を参照の上、入国に関する最新の情報を入手するように努めてください。 

【参照】在ベトナム日本大使館ホームページ https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

＜日本への帰国に際し必要な手続き＞ 

日本政府により、日本人を含む全ての入国者に対し、ベトナム出国前 72 時間以内の検査証明書の提出が義務づけられている

ため、ベトナム出発前に各自費用負担のうえ、検査を受診し、陰性証明書を取得する必要があります。また、ワクチン接種証明書

の提出が必要です。（※接種回数により帰国後の待機場所・日数が異なります） 

●ワクチン 3 回接種済みの場合：自宅等待機は必要ありません。 

●上記以外の場合：帰国時に再度検査の受診、誓約書の提出、質問票への回答、位置情報アプリのダウンロードが必要となりま

す。帰国後自宅等での３日間待機が必要です。3 日目以降の検査の結果が陰性であれば、待機解除となります。 

 

【参照】厚生労働省 日本入国時の検疫措置 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

◆ビザについて 
本研修参加者は全員ビザ取得が必要となります。各自で手続き方法・費用などを確認し、ビザ取得をしてください。外国籍の方は、

日本国籍の方の場合とビザ条件・費用が異なる可能性がありますので、その都度大使館に確認します。渡航に必要なビザについて

は、第一回オリエンテーションでご案内します。 
 

◆キャンセル料・研修催行の可否について 
参加決定後は、本学が正当と認めた時以外、キャンセルは認められませんのでご注意ください。やむを得ない事情でキャンセルする場

合でも、渡航手配・研修校の規定により、キャンセル料が発生する可能性があります。キャンセル規定の詳細は、第 1 回目のオリエ

ンテーションにてご案内します。 

派遣先の国・地域において、参加者の安全確保が難しいと考えられる場合および研修校が研修提供を中止した場合等、本学が

研修の中止を決定する場合があります。また、派遣後においても、現地での安全確保が図れないと判断した場合は、途中帰国を指

示することがあります。既に研修費用をお支払いいただいている場合には、本学が研修校および旅行手配会社と協議のうえ、研修

費用の返金について可能な限り調整します。ただし、いかなる理由であっても、本募集要項に記載の『研修費用に含まれるもの』以

外の費用については、返金または費用の補填等は一切できませんので、この点ご留意のうえお申込みください。 

◆研修・旅行手配について 

主催：明治大学国際教育センター 

本研修を主催し、研修校・旅行会社と連携のもとプログラムの運営を行います。 

研修提供：FPT大学ダナン 

研修（授業・課外活動など）の提供、滞在先（ホテル）の手配、現地空港送迎手配を行います。 

旅行手配：株式会社明大サポート 

本学からの委託により航空券手配（成田空港でのチェックインアシスタント手配含む）、本学指定の海外旅行保険加入手続き、

参加者からの研修費用回収、研修校への研修費用支払い（海外送金）を担当します。 
 

 問合せ：明治大学国際連携事務室 短期海外研修担当（駿河台キャンパス）  

Email：gogaku23@meiji.ac.jp TEL：03-3296-4868 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

