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京都精華大学海外プログラムのてびき
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はじめに

　グローバル社会と呼ばれる今日、日本にいながらにしても海外が
身近なものに感じられるようになってきました。日本を多くの外国人
旅行者や留学生が訪れ、インターネットなどのメディアを通して海外
の情報をオンタイムで入手することもできます。しかし、日本でできる
海外体験にはやはり限界があります。実際に現地へ足を運び、見て、
話し、聞いて得られる情報に勝るものはありません。
　海を渡り、異文化を体験すれば、自ずとあなたの視野は広がるで
しょう。そして異文化だけでなく、自国の文化に対する理解も広がる
でしょう。海外プログラムに参加し、様々な異文化を体験することに
より、ただの「海外通」から真の「国際人」に成長してください。



夏季休暇、春季休暇中に行う短期間の海外研修プログラムです。このプログラ
ムには、教員が引率する「教員引率型」、学生の皆さんが個々の趣向や目的に合
わせ自主性をもって参加する「スタディツアー参加型」、語学を修得するという
目的に特化した「語学特化型」の 3種があります。在学中の海外経験として、
また長期で行われる交換留学へのステップとして、ぜひ積極的に履修してくだ
さい。

海外ショートプログラム

交換留学は、本学に在籍したまま協定を結んでいる海外の大学へ約 4 か月間留
学できる制度です。京都精華大学は世界 11カ国 29大学と協定を結んでいます。
留学先協定校での授業料は免除され、現地で取得した単位は卒業要件単位とし
て認定されるので 4年間での卒業が可能です。派遣時期は、原則として 3年次
春出発、3年次秋出発、4年次春出発です。留学先では、現地の学生や他の留学
生とともに正規の授業を履修します。語学力や渡航費用などハードルが高く感
じるかもしれませんが、目的意識をもって 1年次から計画的に準備していけば
交換留学は実現できます。

交換留学
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京都精華大学では大きく分けて２種類の海外プログラムを実施しています。
海外で学びたいこと、期間、費用などを考えて、自分に合った海外プログラムを選びま
しょう。

京都精華大学の海外プログラム
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海外ショートプログラム年間スケジュール

海外ショートプログラム

事前授業

安全管理オリエンテーション

事後授業・レポートなど

内容、日程は担当教員の指示に
従ってください。

内容、日程は担当教員の指示に
従ってください。

事前授業

海外研修

海外研修

全員出席が必須です。

全員出席が必須です。

安全管理オリエンテーション

プログラムによって異なります。
担当教員の指示に従ってくださ
い。

プログラムによって異なります。
担当教員の指示に従ってくださ
い。

事後授業・レポートなど

後期履修登録

履修登録期間に各自でオンライン
登録してください。

履修登録期間に各自でオンライン
登録してください。

前期履修登録
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プログラムの種類 プログラム名 訪問都市、受入先学校 期間（予定） 費用（目安） 定員

教員引率型

台湾プログラム 台北ほか 1週間（8月上旬~8月中旬） 10万円 15名

タイプログラム チェンマイ ２週間（2月下旬~3月上旬） 14万円 15名

フィンランドプログラム ヘルシンキ 1週間（9月中旬~下旬） 25万円 20名

イタリアプログラム ローマほか 1週間（2月下旬~3月上旬） 25万円 20名

セネガルプログラム ダカールほか
10日間
（8月下旬~9月上旬）

30万円 15名

スタディツアー
参加型

イタリアものづくり研修
（アカデミアリアチ）

イタリア、フィレンツェ
1週間
（前期9月上旬）
（後期2月下旬）

35万円 15名

ニューヨークアート研修（ＮＹＡＴ） アメリカ合衆国、ニューヨーク 1週間（2月下旬~3月上旬） 28万円 12名

Shared Campusサマースクール Shared Campus海外提携校
3週間（６・７月）
※日程はプログラムによる

未定
※一部大学負担あり

若干名

バヌアツプログラム タンナ島、エファテ島
10日間
（8月下旬～ 9月上旬）

30万円 15名

海外企業インターンシップ
（OKＣ）

オーストラリア、シドニー 4週間（2月中旬~3月中旬） 52万円 15名

語学特化型

英語研修（アイルランド） リムリック大学 3週間（8月上旬~下旬） 46万円 20名

英語研修（アメリカ） カリフォルニア大学デービス校 4週間（8月上旬~9月上旬） 57万円 20名

英語研修（ニュージーランド） オークランド大学 4週間（2月中旬~3月中旬） 42万円 5名

英語研修 （フィリピン） IDEA CEBU 2週間（8月下旬~9月中旬） 28万円 10名

フランス語研修 西カトリック大学 4週間（8月上旬~下旬） 55万円 20名

韓国語研修 大邸大学
3週間
（前期8月上旬~下旬）
（後期2月上旬~下旬）

13万円 20名

2021年度海外ショートプログラム一覧表

※新型コロナウィルス（COVID-19）の影響により、プログラムが中止または延期になる可能性があります。
　情報は適時セイカポータルで配信します。



チェンマイ市を中心とするタイ北部には、かつて「ラーンナー」と呼ばれた王国が存在した。15世紀に繁栄期をむかえたラーン

ナー王国は、メコン川流域の諸民族と交流しながら、中部タイのバンコク王朝と異なる独自の文化をはぐくんできた。ラーンナー

を知ることは、アジアの多様な文化特色を明らかにすることでもあり、さらにまた今日の国境線からは想像できない人々のくらしを学ぶ

手がかりを私たちにおしえている。

2022年2月下旬~3月上旬の約2週間、チェンマイ市と周辺各地の現地研究を実施する。その内容は〔1〕チェンマイ大学芸術学部

教員の指導による芸能実技のワークショップ（月~金の午前中、グループワーク）と、〔2〕タイの現代文化、社会に関するフィールド調

査（月~金または土、日の午後を使った個人研究）の二本柱からなる。〔1〕は伝統楽器の演奏、タイ舞踊の稽古、人形劇ワークショッ

プなどの実技をともなう体験学習であり、古くからラーンナーに伝わる伝統文化にふれるカリキュラムである。一方〔1〕と同時進行の

かたちで、午後の時間帯には個人の選んだテーマにそって〔2〕のFW を計画、実施する。

〔テーマ例〕アートNPO見学、都市景観の分析、エイズ施設「パム・ロム・サイ」、日本語情報誌「ちゃ～お」の取材、テキスタイル・ワー

クショップ、山岳民族のくらしと文化、仏教寺院研究、屋台と食文化、妖怪（ピー）と民間信仰、ライヴハウス事情

戦前、日本と関係の深かった台湾で、現地の学生と実地調査することで、台湾の過去・現在、そして未
来を発見します。それは、日本の過去・現在 ・未来を考えることでもあります。事前講義等で台湾の

魅力について紹介を聞いて、各自で実地調査のテーマを決定し、調査計画立案のための個別指導を受け
ます。
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海外ショートプログラム

費用
約14万円

日程とスケジュール（変更になることがあります）
Day 1 関西国際空港→チェンマイ
Day 2 チェンマイ市内散策
Day 3~9 AM： レクチャー、
　  ワークショップ
 PM： フィールドワーク

訪問期間
8月上旬~中旬（予定）

訪問都市
台北ほか

費用
約10万円（お小遣いを除く）

Day 10 最終プレゼンテーション
Day 11~12 チェンマイ→関西国際空港

事前・事後授業
後期9月~1月に北タイの歴史、民俗、社会、
宗教に関する講義とディスカッションを行
い、ランナーの全体像を把握することからは
じめる。現地プログラムをふまえて、帰国後
に現地で得た知識・情報をまとめ成果公開

日程とスケジュール（変更になることがあります）
Day1 出国、台北市内泊、台北駅、夜市等見学
Day2  故宮博物院見学、台中に移動。 
 静宜大学泊
Day3 実地演習（団体行動）：台中
Day4 実地演習（団体行動）：台南
Day5 各自実地調査
Day6 実地演習（団体行動）：九扮
Day7 帰国

QUICK FACTS

北タイの社会と芸能文化を体感

（報告展やブログ）を行う。

事前・事後授業
オリエンテーションを行い、事前研修（月1回を予
定）の日程の調整をします。事前調査として各自
で自主的に台湾の情報を集め、任意のテーマを
設定して5日目の行動計画を作成します。また、
出発前には、必ず安全管理オリエンテーションを
受講してください（上記「調査テーマ例」参照）。

タイプログラム

調査テーマ例
建築建築物探訪（台湾の古蹟・伝統建築物・ 日本統治期の建築物等） / 宗教道教（廟探訪） / 民族台湾の原住民
族探訪 / 民俗夜市探訪、博物館巡り / 歴史オーラルヒストリー、日本統治期の、台湾の日本語教育をうけた世代と
の交流 / 文化台湾のグローカル（マクドナルド・吉野屋・アニメ・マンガ・100円ショップ等） / 飲食台湾料理・
屋台等 / 温泉台湾の温泉文化 / 交通台湾の鉄道、MRT、高速バス / 歴史 台湾の歴史（オランダ統治時代・日本統
治時代等） / 芸術故宮博物院ほか、美術館巡り / 政治台湾の政党、マス・ メディア

QUICK FACTS

体感するアジア〈魅惑の島、台湾〉-台湾の過去、現在、未来を探る7日間の旅-

台湾プログラム



フィンランドを代表する都市、 ヘルシンキを訪問し、優れた作品や文化（建築、ア ート、 デザイン、音楽
等）を視察します。参加学生が自主的に訪問したい場所を事前学習として調査し、調査計画書を作

成します。建築家、テキスタイルデザイナーとしての実務経験を有する教員がその経験を活かし、 指導・
引率します。

訪問期間：9月中旬~下旬 （予定）
訪問都市：ヘルシンキおよび近郊都市

イタリアを代表する都市、および周辺都市を訪問し、優れた作品（絵画、彫刻、建築、デザイン）を実見します。とは
いえ、ただ訪れて感動する観光旅行ではありません。自身がどうしても見てみたい作品を事前に調査し、観察の

ポイントを十分に理解しておきます。それとともに、それらの作品がどういう環境のなかで生み出されたのか、現地でし
か体感しえない、イタリア独特の文化を肌で感じてください。

訪問期間：2月下旬~3月上旬（予定）
訪問都市：ローマ、それ以外は参加者との相談で決定する予定

参加にあたり語学能力は問われません。ただし、「現地でどうしてもこれが見たい」という強い意志が参加の絶対条件
となります。また、複数の都市を短期間で巡るため、ある程度の体力と楽天性が不可欠となります。
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海外ショートプログラム

費用
約25万円

日程とスケジュール
Day1 関西国際空港→ヘルシンキ
Day2 市内建築、美術館、 家具等視察
Day3 アアルト大学各学部視察
Day4 テキスタイル工場、ガラス工場視察
Day5 各自視察・調査対象訪問

Day6 各自視察・調査対象訪問
Day7 ヘルシンキ発
Day8 関西国際空港着

事前・事後授業
事前（6月~7月の昼休み時間）
1.  フィンランド に関する基礎知識の共有
2. 現地視察調査対象の選定と情報収集
3. 視察調査計画書の作成と報告

QUICK FACTS

北欧のデザインを学ぶ7日間

事後（帰国後）
期日までに調査作品等について報告書を提
出する

フィンランドプログラム

費用
約25万円

日程とスケジュール（変更になることがあります）
Day1 関西国際空港出発
Day2 ローマ市内視察
Day3 オルヴィエート視察
Day4 午前：ローマ市内視察
 午後：ローマ―別都市移動
Day5~7 相談して決めた都市の視察

Day8 関西国際空港帰着

事前・事後授業
1. イタリアに関する基礎知識の共有（地理、気
候、習慣に関する南北差）

2. 現地調査計画書(1)調査作品の決め方
3. 現地調査計画書(2)調査対象のリストアップ
4. 現地調査計画書(3)調査作品の決定（個別面
談)

5. 現地調査計画書(4)調査作品の決定（個別面

QUICK FACTS

実物から本気で学ぶイタリアの日々

談）
6. 調査作品に対する下調べの成果報告(1)
7. 調査作品に対する下調べの成果報告(3)
8. イタリア旅行の注意点（持ち物、防犯、マナー）

~現地調査~
9. 現地調査レポートの提出

イタリアプログラム



日本と友好関係が長いセネガルは植民地時代より仏語圏西アフリカの中心として発展してきており、農業、漁業や
伝統産業が社会を支えている。従来より複数の民族や宗教が平和的に共存しており、伝統と近代化を両立しつ

つ新たな文化を作り上げてきた。近年は都市化、国際化が進み、観光産業やサービス業、IT業が大きな成長を見せ
ている。国内外で活躍するセネガル出身アーティストや知識人なども多く、欧米やアジアなどとも新たな関係性を築い
ている。
本フィールドプログラムでは、伝統工芸の担い手、農業、漁業、牧畜など伝統的な産業部門で活動する人々、現地の
大学生、若手のスタートアップやIT企業など新たな分野で活躍する起業家など様 な々分野の人々や地域との交流を通
し、現代アフリカのダイナミズムを体感することを目的とする。家庭訪問もしくはホームステイの機会もあり、現代のセネ
ガル家庭のライフスタイルを体感することもできる。本プログラムを通し、生きた現代アフリカの魅力に触れてほしい。
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海外ショートプログラム

費用
約30万円 

日程とスケジュール（変更になることがあります）
Day 1 関西空港→ドバイ（仮・乗換空港はヨーロッ 
 パへの変更もあり） 
Day 2 ドバイ→ダカール（セネガル到着） 
Day 3~4 オリエンテーションと現地語（ウォロフ語）研 
 修、ダカール市内と近郊見学（アフリカのル 
 ネッサンス像・漁港と魚市場・ゴレ島など） 
Day 5 トゥーバ見学 

Day 6 トゥーバ→サンルイ 
 サンルイ 受け入れ大学の学生と交流会
 ホームステイ経験 
Day7~8 テーマ別フィールド調査・ワークショップ 
Day9 サンルイ→ダカール
 午後 マーケット見学など 
Day10 午前中自由行動 
 ダカール→ドバイ
Day11 ドバイ→関西空港着

QUICK FACTS

アフリカの伝統と現在を体感する

事前・事後授業
事前授業で西アフリカやセネガルの文化や歴史、経済
や言語などについて学び、研修に備える。学生ひとりひ
とりがそれぞれの関心テーマを決め（衣・食・住、伝
統工芸、音楽や文化、宗教、新しい社会の動きやポピュ
ラーカルチャーなど）、できる限り事前に情報収集した
り、日本における比較対象となる同テーマについて調
べてから出発する。現地のツアーやフィールドワークの
あとグループ反省会を行い、成果をまとめる。帰国後
は、セネガルのフィールド経験について成果発表を行う
（文章、写真や画像、映像、音声、工芸作品等、ブログ
を利用した発表など）。

セネガルプログラム



芸術学院「アカデミアリアチ」が運営する短期留学プログラム（8日間）コースに参加します。「インテリ
アデザイン」、「ジュエリー」、「鞄デザイン・制作」、「グラフィックデザイン」、「絵画」、「プロダ

クトデザイン」、「陶芸」、「ガラスアート」、「ファッションデザイン&マーケティング」の中から一つを選択
します。研修及び実習がそれぞれ11コマ（1コマ45分授業）組まれています。現地の著名な作家及び第一
線で活躍するデザイナーが直接指導、少人数のプライベートレッスンで行われます。研修の半分程度には
英語又は日本語の通訳アシスタントがつきます。また、2コマのイタリア語レッスンも含まれます。宿泊は芸
術学院指定のレジデンス（相部屋）になります。精華大生のみを対象にした特別プログラム（ウエルカムラ
ンチ1回、市内観光、市場研修など）も選択可（条件あり）。航空運賃は約18~20万円（※為替の変動等
により前後有り）。

NYATニューヨークアート研修に参加する。期間は1週間を予定。フィールドワーク引率は鳴海暢平氏
という現代美術作家が担当。マンハッタンを中心にニューヨークの主要な美術館、コマーシャルギャ

ラリー、オルタナティブスペース、現地作家のスタジオ等を鳴海氏の本格的なアートツアーで巡る。数回の
事前授業では、ニューヨーク在住経験があり、現地で作家として活動経験がある担当教員がニューヨーク
の現代美術館、コマーシャルギャラリー、オルタナティブスペースの見所やエリア等を分かりやすく詳細に
紹介する。フィールドワーク終了後にレポートを提出する。詳細はニューヨークアート研修のチラシを参考
のこと。
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海外ショートプログラム

主催団体
アカデミアリアチ
(http://www.accademiariaci.info/ja/)

費用
授業料・宿泊費・諸手続き費・通訳費
173,000円+下記の諸費用
［往復航空運賃・燃油特別付加運賃・空港
税等、海外旅行保険料（アカデミアリアチが

主催団体
NYAT(https://www.nyat1.com/nyat)

費用
280,000円（往復航空券、海外旅行保険料、
宿泊費、研修諸経費）

日程とスケジュール
1週間（2月下旬~3月上旬）（参加者とNYAT

紹介する保険に加入必須）、材料費、現地交
通費など］

日程とスケジュール
1週間（前期9月上旬）（後期2月下旬）

申込～出発の流れ
1. アカデミアリアチ主催の説明会に参加
（個別相談）

が調整のうえ決定）

申込～出発の流れ
1. NYAT鳴海氏とスカイプミーティング（3～

4回）※学生代表者（連絡係）を1名選出し
てください。※参加者の希望をもとに具
体的な日程、研修内容を調整・決定して
いきます。

2. 費用の支払（日程確定後に鳴海氏が航空

QUICK FACTS

QUICK FACTS

アートとデザインの本場フィレンツェで学ぶ、通訳付きアート&デザイン短期留学

現地アーティスト（日本人）とニューヨークギャラリー・美術館を巡る
+現地若手アーティスト等との交流

2. 申込金の支払
3. 入学願書を提出
4. 費用の全額支払
5. 渡航準備（航空券の購入、海外旅行保険
加入など）

6. 出発

券を予約し、金額が確定）
3. 渡航準備（ESTA申請、国際学生証申請な
ど）

4. 出発（鳴海氏とNYで合流）

イタリアものづくり研修

ニューヨークアート研修



京都精華大学も創立メンバーとして参加しているShared Campusが提供する平均3週間ほどのサマースクールに参加します。対面実施が不可能
な場合は、オンライン実施になります。対面でも遠隔でも、レクチャーやワークショップ、各地でのフィールドワークに参加しながら作品制作を行い

ます。これらのサマースクールは、一部を除き、芸術ジャンルや表現形態を指定していません。参加者それぞれが自分の得意とする手法を持ち寄ること
で、与えられた課題を解決する筋道を見つけてゆくことになります。今世界中で問題となっている課題に多文化環境のなかで取り組む手がかりを手に入
れられるはずです。サマースクールには主にShared Campusに参加する7つの高等教育機関から学生が参加します（チューリッヒ、台北、シンガポール、
ロンドン、香港、京都）。 

2021年度は以下の5つのサマースクールが予定されています。
Hacking Global Pop Cultures（ポップカルチャーズ研究グループ）  / Socially Engaged Arts（ソーシャルトランスフォーメーション研究グループ） 
/ Arts & Crafts matters in a Digital Society!（ソーシャルトランスフォーメーション研究グループ） / The Ghost in Walls（カルチャーズ・ヒストリー
ズ・フューチャーズ研究グループ） / Telematic Improvisation（ツールズ研究グループ） 

それぞれのプログラム内容や日程等の詳細は、下記にアクセスして確認してください。
Shared Campus公式HP（英語） https://shared-campus.com

バヌアツは、「世界で一番幸せな国」にも選ばれたことがある南太平洋の小さな島国です。本研修では、現地の
自然文化や実体験を通じて学ぶとともに、現地の人々や政府機関の関係者との交流を通じて持続可能な観光

促進を考えることを目的とします。本研修はサウスパシフィックツアーズ・ビラ（SPT）とバヌアツを対象として研究をお
こなっている教員との連携によって実施します。
研修は事前研修と10日間の現地研修で構成されます。事前研修では、バヌアツの概要を学ぶとともに個々の関心に応
じて具体的な目的やアウトプットを設定します。現地研修では、タンナ島にて世界で最も火口に近づけるヤスール火山
や伝統文化を守るカスタム・ビレッジを訪問するなど美しい自然と伝統文化を体験するとともに、首都のポートビラに
て現地の人々やNGOによる手工芸の現場、バヌアツ観光局などを訪問します。これらの訪問には、日本語のガイドが
同行します。現地研修の終了時には、個々が設定した表現でのアウトプットを提出します。
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申込方法・諸注意 

書類審査をおこないます。この科目に履修登録をしても、審
査で不合格になる可能性がありますので、その場合は速や
かに教務チームに相談してください。 

応募資格 

学部生以上（大学院生も可）が対象となります。使用言語は
英語です。特に具体的な資格要件はありませんが、グループ
ワークやディスカッションが主体になるので、ある程度英語
でコミュニケーションする力は不可欠です。

主催団体
サウスパシフィックツアーズ・ビラ（SPT）
(https://gogovanuatu.com)

費用
300,000円前後（往復航空券、海外旅行保
険料、宿泊費、研修諸経費） 

選考プロセス 

サマースクールには定員があります。応募にあたっては、サマー
スクールに参加する動機や自分が参加することでもたらすこと
の出来る貢献について述べたステートメント（A4用紙一枚程・
英語）と作品ポートフォリオ（デジタル方式）の提出が必要となり
ます。応募締切から一週間ほどで選考結果が通知されます。

成果発表 

評価対象となる面接やレポートとは別に、Shared Campusへ
の参加者を増やしていくための成果展や説明会をする予定で
す。時期は未定ですが、こうした広報活動も積極的に手伝って
いただけると嬉しいです。 

日程とスケジュール
8月下旬～ 9月上旬
10日間（参加者とSPTが調整のうえ決定） 

申込～出発の流れ
1. 教員のアレンジのもと、SPTの担当者と
ミーティング（3～ 4回）＊参加者の希望を
もとに具体的な日程、研修内容を調整・
決定していきます。 

QUICK FACTS

QUICK FACTS

多文化環境で制作する

「世界で一番幸せな国」で持続可能な観光促進を考える

事前・事後授業

事前授業：サマースクール出発までの準備を行います。実施
時間は参加者間で相談の上決めようと思います（隔週1コマ程
度）。内容として、一般的な海外滞在の注意点、参加サマース
クールの詳細の把握、必要に応じて他大学の参加予定者との
ビデオ会議等を予定しています。 
事後授業：サマースクール帰国後、できるだけ早く面接を行い
ます（30分程度）。サマースクール期間中の日誌とレポートを提
出してください。

2. 渡航準備（航空券の購入、海外旅行保険
の加入、支払いなど） 

3. 出発

Shared Campusサマースクール

バヌアツプログラム



インターンシップは自らの適性や適職を知る絶好の機会となるほか、職業観を広げる有効な方法のひと
つです。このプログラムでは(1)海外で生活することで、これまでにみなさんが学んできた英語を実践

的に使うことと、(2)海外でのインターンシップを通じ、その国の職業習慣や文化を知ることを目的としてい
ます。

［業種例］旅行会社、貿易会社、出版会社、小売店、メーカー、外資系ホテル、デザイン会社、飲食店、ア
パレル、IT企業、環境保護団体、幼児教育　など
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主催団体
OKCオセアニア交流センター
(http://www.koryu.co.jp/)

参加条件
TOEIC400点以上

費用
520,000円（往復航空券、海外旅行保険、査証申
請料、インターンシップ費用、ホームステイ費用、

空港送迎費用、現地サポート費用）

日程
4週間（2月中旬~3月中旬）

申込～出発の流れ
1. 申込書類提出
2. 現地事務所によるインターンシップ先探索（場
合によっては受け入れ先担当者によるSkype
や電話によるインタビューあり）

QUICK FACTS

海外インターンシップを通して職業観を広げ、英語のスキルアップをめざしましょう

3. 航空券手配、ビザ申請
4. 第1回オリエンテーション（ホームステイにつ
いて）

5. インターンシップ先決定
6. ホスト・ファミリー決定
7. 第2回オリエンテーション（インターンシップ＆
渡航手続きについて）

8. 出発

海外企業インターンシップ



古い街並みが残る都市リムリックにあるリムリック大学のランゲージセンターで英語を学び、地元のパブ巡りやバスツアーなど豊
富なアクティビティを通してアイルランド文化とケルトの歴史に触れる３週間のプログラムです。授業ペースに割と余裕がある

ため、ゆったりと勉強に取り組みたい人にお勧めです。また授業終了後にはロンドンに立ち寄り、学んだ英語を実践的に使いながら
観光を楽しむことができます。

UC Davisで日本語を学ぶ学生が、毎年、本学に来ていることをみなさんはご存じですか？アメリカで出会った友人が本学に来
る、本学で出会った友人に会いに行く、UC Davisのプログラムにはそんな可能性があります。アメリカ文化への理解とコミュニ

ケーション能力を高めながら、カリフォルニアでのびのびと過ごし、交流を深めていってください。授業はアメリカの文化理解と会話力
の向上、コミュニケーションに不可欠な語彙力を身につけることを目指した内容です。
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日程とスケジュール
3週間（8月上旬~下旬）

Day1~2 関西国際空港→アイルランド着
 →ホームステイ先
Day3~21 初日：クラス分けテスト
 （月~金）午前：授業、午後：授 
 業又はアクティビティ
 （土~日）自由行動

日程とスケジュール
4週間（2月中旬~3月中旬）

Day1 関西国際空港→サンフランシス 
 コ着→ホームステイ先
Day2~30 初日：クラス分けテスト、オリエ 
 ンテーション
 （月~金）授業、アクティビティ
 （土~日）自由行動、アクティビ 

リムリック大学ランゲージセンター (http://ulsites.ul.ie/languagecentre/)

リムリックはアイルランド第3の都市で、9世紀にバイキングにより築かれました。古い町並みが残る歴史的な街であると同時にビジネスが盛んな産
業都市でもあります。リムリック大学は街の中心地から車で10分ほどの郊外にあり、シャノン川にまたがるキャンパスは美しい緑に囲まれていること
からアイルランドで一番美しいキャンパスをもつ大学とも言われています。その敷地内にあるランゲージセンターはリムリック大学付属の語学学校
で、受講生は大学の図書館やスポーツ施設なども利用できます。
ランゲージセンターの講師は全員外国人に英語の教えるための資格と豊富な経験を備えています。授業は1クラス15人以下の少人数制で、ロール
プレイやゲーム、ディスカッション等を通じて学生が積極的に授業に参加し、楽しく英語を学べるよう工夫されています。平日午後と週末には観光や
スポーツなど日替わりのアクティビティが用意されており、アイルランドの文化に触れながら各国の学生と交流を深めることができます。

カリフォルニア大学デービス校(https://cie.ucdavis.edu/english-programs)

カリフォルニア州デービス市はアメリカの西海岸サンフランシスコから車で約1時間のところに位置し、市民の半数はUC Davisの学生または関係者
という学園都市です。環境に力を入れている都市としても有名で、とても治安のよい地域です。UC Davisは100を超える専攻で3万人以上が学ぶ
総合大学です。理化学、農学、環境学、医学等では全米トップレベルで、5,300エーカーもの敷地をベースに様々な研究が行なわれています。緑豊
かで広大なキャンパス内には校舎が点在し、スタジアムやフィットネスセンター等のスポーツ施設、5つの図書館、シアター、ブックストア、カフェ、
貸自転車店などがあります。
4週間の”Communication & Culture”プログラムは、アメリカの文化理解と会話力の向上、コミュニケーションに不可欠な語彙力を身につけることを
目指した授業内容で、日常英会話、異文化理解、アメリカの社会と文化、リスニングと発音の4科目で構成されており、受講生はレベルに応じたクラ
スに分かれます。授業以外にも、UC Davis学生との交流や学内外のアクティビティが毎日用意されています。

Day22 ホームステイ先→ロンドン
Day23 ロンドン発
Day24 関西国際空港着

費用
460,000円（授業料、ホームステイ費用、往
復航空券、海外旅行保険、ロンドン宿泊費）

滞在先

 ティ
Day31 ホームステイ先
 →サンフランシスコ空港発
Day32 関西国際空港着

費用
570,000円（授業料、ホームステイ費用、往
復航空券、海外旅行保険、空港送迎費用、
ESTA申請料）

QUICK FACTS

QUICK FACTS

英語研修とアイルランド文化体験

英語研修と学生との交流

ホームステイ

滞在先
ホームステイ

英語研修（アイルランド）

英語研修（アメリカ）



ニュージーランドのオークランド大学で幅広く英語を学び、ニュージーランドの自然と文化を体感する4週間のプログラムです。
ホームステイ先では家族として迎えられます。人も風景もおおらかな環境で英語力を伸ばし、ニュージーランドの家庭生活を体

験してください。

世界各国から語学留学に来たクラスメイトと共に英語を学び、学内外の多様なアクティビティを通して交流を深め、英語を学び
ながらフィリピンの文化を感じる2週間のプログラムです。語学学校には宿泊施設と食堂が完備されているため、学習に集中

できる環境が整っています。マンツーマン授業と少グループ授業を組み合わせた集中コースで、スピーキングの力を中心にリスニン
グ、ライティング、リーディングの力をバランスよく伸ばす内容となっています。アットホームな雰囲気の中で、早朝の単語テストと1日
6コマの授業および夜間義務自習などから構成されるセミスパルタプログラムを受講することにより、短期間で効率的にレベルアップ
ができます。
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日程とスケジュール
4週間（2月中旬~3月中旬）

Day1~2 関西国際空港発→オークランド着
 →ホームステイ先
Day3~28 初日：クラス分けテスト、オリエ 
 ンテーション
 （月~金）授業、アクティビティ
 （土~日）自由行動、アクティビ 

日程とスケジュール
2週間（2月中旬~下旬）

Day1 関西国際空港→セブ、入寮
Day2 レベルチェックテスト
 オリエンテーション
 マンツーマン授業
Day3~13 （月~金）授業
 （土~日）自由行動

オークランド大学イングリッシュランゲージアカデミー (https://www.ela.auckland.ac.nz/)

オークランドはニュージーランド最大の都市です。緑豊かな公園や数多くのビーチに恵まれ、数々の調査で常に世界で最も住みやすい都市のひと
つに選ばれています。また、移民も多く多様な人々が暮らす国際色豊かな多文化都市でもあります。オークランド大学は学生数40,000人のニュー
ジーランド最大規模の大学です。93カ国から約4,000人の留学生が学ぶ国際的な環境で、世界トップクラスの教育・研究を実践しています。付属
のイングリッシュランゲージアカデミーは市の中心部に位置するオークランドキャンパスに併設されており、様々な英語プログラムを実施していま
す。
一般英語コースでは、英語の構文、リスニング、リーディング、ボキャブラリー、流暢な発話、正確なライティングを学びます。中核となる20時間の授
業のほか、特定の英語スキルを集中的に学ぶワークショップが週2回設けられ、各自のニーズ・目標に応じたものを選ぶことができます。また、土
日も含め毎日利用できる自習スペースがあり、常駐する教員からアドバイスをもらいながら豊富な教材やPCを活用して学ぶことができます。

IDEA CEBU(https://ideaeducation.net/idea-cebu/)

セブはリゾート観光地として人気の高いエリアであると同時に、フィリピンという国が始まった歴史的な場所でもあり、島内にはスペイン植民地時代
からの歴史を物語る建造物や記念碑が数多く残されています。
IDEA CEBUは2012年に設立された日本資本では初のセミスパルタ式語学学校です。海外留学やビジネスなど活用の効く英語教育を目的とし、日
本の英語事情にマッチしたスピーキング重視のカリキュラムを実施しています。毎朝のボキャブラリーテスト、1日4コマのマンツーマン授業と1コマ
の小グループ授業、夜間義務自習から構成されるプログラムは、短期間で効率的にレベルアップできる内容になっています。また、ヨガやダンスな
どを英語を使って楽しく学べる実践英語ACT授業も受講することができます。

 ティ
Day29 ホームステイ先
 →オークランド空港発
Day30 関西国際空港着

費用
420,000円（授業料、ホームステイ費用、往
復航空券、海外旅行保険、空港送迎費用）

Day14 セブ→関西国際空港

費用
280,000円（往復航空券、海外旅行保険、授
業料、寮費、往復空港送迎、SSP発行料）

滞在先
学内寮（3~4人部屋）

滞在先
ホームステイ

※このプログラムはヒューマンアカデミーが
旅行手配、入学手続きを行います。

海外ショートプログラム

QUICK FACTS

QUICK FACTS

英語研修とニュージーランドの文化体験

セブで集中的に語学を修得

英語研修（ニュージーランド）

英語研修（フィリピン）



世界各国から語学留学に来たクラスメイトやフランス人在学生と共にフランス語を学び、学内外の多様なアクティビティをとおし
て交流を深め、フランス文化を感じる4週間のプログラムです。多いに遊び、学ぶなかで、かけがえのない友達をつくってくだ

さい。

韓国一広いキャンパスをもつ大学で韓国語を学び、韓国料理授業や伝統工芸品作りなどの文化体験にも参加する、語学研修と
文化体験のバランスがとれた、初めて韓国語を学ぶ人にも更に語学力を伸ばしたい人にもぴったりな3週間のプログラムです。
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日程とスケジュール
4週間（8月上旬~下旬）

Day1 関西国際空港→パリ着
 →アンジェへ移動
 →ホームステイ先
Day2~27 初日：クラス分けテスト、オリエ 
 ンテーション
 （月~金）午前：授業、午後：授 

日程とスケジュール
3週間（前期8月上旬~下旬） （後期2月上旬~
下旬）

Day1 関西国際空港→大邱空港着
 →入寮
Day2~20 初日：クラス分けテスト
 （月~金）授業、文化体験
 （土~日）自由行動

西カトリック大学付属語学学校(http://www.uco.fr/internationaluco/learning-french/)

フランス西部に位置するアンジェは、世界遺産にも指定されているロワール渓谷にあります。パリから1時間半で行ける便利な土地であり、周辺に
は観光地としても有名な美しい古城やワイナリーも多い、自然に囲まれたのどかな街です。人口20万のうち2万人が学生という大学都市で、西フラ
ンス文化芸術の中心でもあります。
西カトリック大学付属語学学校はフランス語教育の質の高さときめ細やかさに定評があり、毎年約60カ国から1500人以上の学生が学びに来てい
ます。また、現地学生への日本語教育も行なわれていることから、日本に関心のあるフランス人学生と出会う機会も多く、友達を作りやすい環境に
あります。授業は文法、会話、語彙、発音をバランスよく学べる内容となっています。クラスの雰囲気はとてもアットホームですが、宿題やテストが多
く、程よい厳しさの中で効果的にレベルアップできます。また、「モニター」と呼ばれる在学生との交流制度が活発で、モニターは会話授業の練習相
手や交流パーティーの企画等を務めてくれるので、多くの友達に恵まれ、放課後や週末も充実した時間が過ごせるでしょう。

大邱市は韓国東南部に位置し、ソウルから約300キロ、プサンからは約120キロの場所にある韓国第3の都市です。四方を山々に囲まれた内陸盆地
で、近隣には世界的な文化遺産都市の慶州、儒教文化の総本山の安東などがあります。
大邱大学は1956年に社会福祉分野を専門とする韓国社会事業学校から始まり、1981年に総合大学に昇格、現在は14学部95学科を設け、キャン
パス面積は国内1位、教員は1000人以上、大学院生・学部生だけでも約2万人の学生がいます。広大なキャンパスにはゴルフ練習場、カフェ、スポー
ツ用品店、映画館まで設置されています。
授業では、文法・会話・リスニング・ライティングを中心に学びます。ハングルが読めればまったくの初心者から参加が可能で、初心者クラスは英
語も交えて授業が行なわれますが、基本は韓国語で行なわれます。会話実習では、食堂や空港、ホテルといった場面を設定し、ロールプレイ形式で
韓国語の日常表現を学習します。また、上級者は通訳の練習をする機会もあります。文化体験授業は、韓国の伝統文化や行事、遊びなどを体験す
るプログラムです。遊びや生活体験を通して、韓国を身近に学ぶことができます。また、映画鑑賞の時間もあり、人気の韓国映画のなかから好きな
ものを選択し、映画を通じて韓国文化を理解していきます。

 業又はアクティビティ
 （土~日）自由行動、アクティビ 
 ティ
Day28 ホームステイ先
 →アンジェ→パリ発
Day29 関西国際空港着

費用
550,000円（往復航空券、海外旅行保険、授

Day21 退寮→大邱空港→関西国際空港
費用
130,000円（往復航空券、海外旅行保険、授
業料、寮費）

滞在先
大学寮

QUICK FACTS

QUICK FACTS

フランス語研修と学生との交流

大邱大学での韓国語研修と文化体験

業料、ホームステイ費用）

滞在先
ホームステイ

フランス語研修

韓国語研修
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４年次での春期プログラム参加について

卒業を控えている４年生が春季プログラムに参加する場合は、履修登録時点ですでに充分な単位を
修得し、卒業見込みが出ていることが必須条件となります。春季プログラムの日程の都合上、卒業判
定までにSPの成績および単位を出すことはできず、卒業式にお渡しする成績証明書にも反映されな
い場合があります。
また、卒業展覧会や卒業式などの行事日程と重複するプログラムもあるため、各プログラムの日程を
よく確認してから履修登録をしてください。

事前・事後授業について

海外ショートプログラムは旅行ではなく授業ですので、事前・事後授業の受講および安全管理オリ
エンテーションへの出席は必須です。事前授業の欠席が多いと成績がつかないだけでなく参加を取
り消す場合があります。また、レポート提出などの学習義務を怠った場合も成績がつきません。事前・
事後授業やオリエンテーションの日時等はセイカポータルで連絡しますので、こまめに確認してくだ
さい。

安全管理について

海外ショートプログラム参加者は、出発前に「安全管理オリエンテーション」に必ず出席し、安全に対
する心構え、海外で起こりうる事故・事件への対策などについて学ぶこと、「京都精華大学海外プロ
グラム等における安全管理に関する規則」をよく理解したうえで誓約書を提出することが渡航条件と
なっています。また、不測の事態に備えて十分な補償内容の海外旅行保険に加入することが義務付
けられています。（原則として大学指定の保険に加入してください。）準備から帰国まで「自分の身は
自分で守る」意識を強く持ち、安全第一で行動してください。

履修と単位について

【2021年度以降入学生】
海外 SPを履修すると、プログラムの型に関わらず、共通教育科目の「海外フィールドプログラム」
として成績がつきます。

【2020年度以前入学生】
海外 SPを履修すると、履修したプログラムに応じて、全学共通科目（教養）の「海外ショー
路プログラム１（教員引率型）」、「海外ショートプログラム２（スタディツアー参加型）」、「海
外ショートプログラム３（語学特化型）」として成績がつきます。教員引率型、スタディツアー
参加型、語学特化型からそれぞれ１科目ずつ履修できます。

海外ショートプログラム履修上の注意事項

海外ショートプログラム
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海外ショートプログラム Q&A

Q2. 参加費用に対する奨学金や補助はありますか？

海外ショートプログラムを履修する意志があるにもかかわらず、経済的な理由で履修困難な学
生に対し、参加費の半額を上限に本学が無利子で貸与する制度があります。詳細は履修登録後
の初回オリエンテーションでご説明します。海外プログラムの参加費は決して安いものではあり
ませんので、計画的に準備しましょう。

Q3. 参加するために語学力の条件はありますか？

海外企業インターンシップのみTOEIC400点以上を条件としていますが、他のプログラムにはあ
りません。海外SPは語学力向上や異文化体験を目的としています。語学特化型プログラムにお
いては、学ぶ人のレベルに応じた授業を受けることができますし、教員引率型の場合には現地に
教員が同行し、必要に応じて通訳します。ただし、スタディツアー参加型プログラムは研修内容
の性質上、英語でのコミュニケーションスキルを高めておくことを奨めます。

他に質問があればグローバル推進グループへお問合せください。

Q1. 履修登録後に参加キャンセルできますか？

履修登録の削除は、所定の履修中止期間に行なってください。途中キャンセルの場合、すでに
手配が完了しているものについてはキャンセル料が発生したり、お預かりした参加費を全額返金
できない場合がありますので、よく検討したうえで登録しましょう。
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海外プログラムの種類 
この規則でいう「海外プログラム」（以下、「プログラム」）とは、京都精華大学の正規海外留学制度である
交換留学・海外ショートプログラム・海外フィールドプログラム等や、それに準ずる研修旅行のことをいう。 

安全管理に関する「主体性」の原則 
海外では、国内の活動とは異なり、一般的に危険や病気、事故等に遭遇する可能性が高い。それらから自ら
の安全を守るために、各自が最大限の対策を講じる必要があり、万が一､ そのような事態に遭遇した際には、
できる限り被害を最小限にとどめ、すみやかに危険から離れることが求められる。 
本学では、プログラムの準備と現地での実施期間中、学生の安全を守るための配慮と方策、そしてそれに基
づく指導を可能な限り行うが、プログラムに参加する学生は各自が主体的に自覚と責任を持ち、適切な判断
と行動をとらなければならない。もしも何らかの問題が発生した場合は、参加学生と本学との間で真摯に連
携・協働し、解決に向けて努力する。この理解の下で、本学のプログラムに参加する学生は、以下に記され
た規則を遵守することが必要である。
 
プログラム参加にあたっての規則
 
プログラム開始前 
プログラムの目的と内容を担当教職員および保護者（以下、「プログラム関係者」）へ説明し、承諾を得ること。
 
渡航地域に関しての現地情報（治安・保健衛生・交通・通信等の事情）を得ること。外務省・海外安全ホー
ムページの国・地域別海外安全情報において、「レベル 2：不要不急の渡航は止めてください」またはそれ
以上のレベルが発出されている国・地域への渡航は、プログラムごとに大学によってその可否が判断される。
 
渡航・滞在計画をプログラム関係者へ提出すること。 

出発以前に必要十分な海外旅行保険に加入していること。現地の諸事情を勘案し、保険のタイプを選ばなけ
ればならないが、少なくとも疾病・傷害の治療と救援者派遣費用は無制限に補償されているものでなければ
ならない。 

学生は出発に先立ち、自らの健康状態を十分に把握し、不安や医師の反対がある場は出発を見合わせなけれ
ばならない。また、渡航先における伝染病等の感染を回避するため、必要に応じて予防接種を受ける、ある
いは予防内服などを行うなど、適切な予防措置を講じなければならない。 

学生は医師の治療や投薬を受けている場合、または心身の健康状態に留意すべきことがある場合、出発前に
必ずプログラム関係者にその内容を伝えなければならない。場合によっては医師による健康診断書の提出を
求めることもある。 

京都精華大学は上記の事項を確認し、安全管理上問題があると判断した場合は、学生の研究計画等プログラ
ムの変更、渡航の延期や中止を指示することがある。 

1 .

2 .

3 .

3-1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 

(6)

(7)

京都精華大学海外プログラム等における安全管理に関する規則
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プログラム期間中 
同一国に 3か月以上滞在する場合、渡航後に最寄りの在外日本大使館または領事館へ「在留届」を提出しな
ければならない。 

プログラム期間中、学生は定期的にプログラム関係者と連絡をとり、現地における住所・連絡先・旅行計画
等の変更があった場合はすみやかに報告しなければならない。 

プログラム期間中、学生は以下のことを守らなければならない。 
プログラム実施に関する京都精華大学の決定や指示には必ず従うこと。 
滞在国・地域の法律・法規を遵守すること。 
公序良俗に反する行為をしないこと。 
受入先機関の規則を遵守し、迷惑をかけぬようにすること。 
自動車・自動二輪車の運転は原則として行わないこと。但し、現地にて他の公共交通手段の利用が著しく困
難な場合、プログラム関係者の判断の下に、学長の許可を得ることで自動車・自動二輪車の運転を行うこと
ができる。 

以下の場合に、プログラムの変更または中止、プログラム途中での帰国を命じる場合がある。 
学生が上記プログラム期間中 (1)~(3)に記載された事項を守らず、あるいは本人の素行が著しく不良である
と京都精華大学が判断する場合。 
病気・事故・事件・災害・感染症等、予測し得ない安全管理上の緊急事態によってプログラムの続行が不可
能であると京都精華大学が判断する場合。 

プログラム終了後 
プログラム終了後の滞在延長や旅行をする場合は、帰国までの滞在先・連絡先・旅行計画等をプログラム関
係者に連絡すること。
 
帰国をした学生は 1週間以内にプログラム関係者に帰国の報告をしなければならない。 

免責事項 
以下の場合に、学生が被る学籍・教務・金銭等にかかる不利益に関して、学生ならびにその保護者は京都精
華大学にその責任を問うことはできない。 

京都精華大学がプログラム途中での帰国を命じる場合。 

緊急事態等の発生によって、京都精華大学がプログラムの変更あるいは中止を決定、指示した場合。 

予測し得ない事態により事故や災害が発生し、疾病や負傷に至った場合。 

プログラム終了後の滞在延長や旅行の期間中に問題が発生した場合。
 
誓約書の提出 
この規則の趣旨を理解した上で、プログラムに参加する学生ならびにその保護者は『誓約書』を指定の期日
までに提出しなければならない。 

2021年 1月 30日 改訂 
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①
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③
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①

②

3-3
(1)

(2)

4 .

(1)

(2)

(3)

(4)

5 .



44

iC - Cube（Inter - Cultural Communication Commons）は、多文化交流や異文化理解
のための共同学習スペースです。英語をはじめとする各国言語の言語交換、講演会、
ワークショップなどの国際交流イベントを開催しています。語学力は不問ですので、気
軽に国際交流を楽しみましょう。

開室曜日
開室時間

場所

：  月 ～ 金（授業期間中）
： 9：00～ 20：00
： 対峰館５階 T - 506

カリフォルニア大学デービス校、バードカレッジとの交流
3月末～ 6月初旬にカリフォルニア大学デービス校、6月下旬～ 7月下旬（隔年）
にバードカレッジの学生が本学に滞在して日本語と日本文化を学びます。週２回
の日本語会話セッションで会話練習のお手伝いをしたり、歓送迎会やフィールド
トリップ（日帰り、１泊２日）に参加して、交流を深めましょう。
※参加募集については、セイカポータルでお知らせします。

定例イベント：ランチライムカフェ 12 : 10 ~ 13 : 00
在学生が主体となって運営する昼休み時間帯の曜日替わりイベントです。室内では飲
食自由ですので、各自で持参した昼食をとりながらイベントに参加してもOKです。各
学期の各曜日イベントのラインナップはセイカポータルやiC - CubeのSNSでお知らせし
ます。

iC - Cube（アイシー・キューブ）

iC - Cube利用案内

留学生との交流

学内での国際交流
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交換留学生歓送迎会
海外協定校からの交換留学生の歓送迎パーティーを前後期にそれぞれ開催します。
交換留学生は半年間にわたり同じキャンパスで学ぶ仲間です。異文化を持つ学生
との交流は皆さんの学びや作品に影響を与え、学生生活を豊かにすることでしょ
う。少しでも関心を持った人はぜひ積極的に参加してください。
※スケジュールはセイカポータルで案内します。

留学生と日本人等学生がともに生活し、交流を通して国際感覚を磨くとともに、様々な
価値観に触れて多文化を学ぶ場です。居室は留学生と日本人等学生の２人１部屋で、
学部１年生が主な居住者です。ただし、２年生以上もレジデント・アシスタント（寮の
学生スタッフ。毎年11月に募集。）として入寮の機会があります。国際交流や組織づく
り、イベント運営に興味のある人はぜひレジデント・アシスタントを検討してください。

レジデント・アシスタント募集人数　　日本人等学生2名、留学生2名
レジデントアシスタント活動奨励奨学金：20,000円 / 月

※ レジデント・アシスタントになるには審査があります。募集は毎年11月に行いま 
 す。詳細はセイカポータルでお知らせします。

国際学生寮 修交館
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