
１．シンガポール・香港研修プログラム 
 
（１）授業科目名：海外研修基礎コース in 東南アジア 
（２）目的：世界の価値観を学び、勉学や人生に対する目標を定めるマインドセットを持

つ事を目的とする。  
（３）内容と方法：事前学習の後、8 泊 9 日で東南アジアの中心地である都市国家シンガポ

ールと香港（東アジア）にて、都市再開発庁訪問、大学訪問、企業訪問、学生交流、研究

所訪問、日本人プロフェッショナルによる講義などを行う。帰国後報告書のまとめと報告

会を開催する。 
（４）学習目標：アジアで活躍するトップレベルの研究者や日本人プロフェッショナルと

のディスカッションおよび学生交流を通して、異なる文化や価値観を体験し、国際的な広

い視野を身に付けると共に、人生や勉学に対する目標を定め、自己実現の基礎とする。ま

た、シンガポールの日本人との交流や都市再開発庁での研修を通して、近代国家としての

シンガポールの成立、並びに、ビジネス・ハブの形成過程や今後のグローバル・トレンド

について学ぶ。全体を通して、日本人としてまた国際人として、海外で活躍できるプロフ

ェッショナルになるための、スキル、経歴、人格などを理解する。  
（５）授業計画：2 月上旬に事前指導、3 月上旬に渡航（下記に詳細なスケジュールを掲載） 
（６）参加人数・参加資格：25 名（このうち、他大学から 5 名程度）、共通教育の受講者、

並びに、北米教育研究センターの連携大学の学生。 
（７）費用：約 20 万円（後日詳細な金額をお知らせします。） 
（８）注意事項：パスポート申請は参加者が研修参加決定後に各自で行うこととする。 
（９）参加申込みに必要な書類 
  ①参加申込書（様式１） 
  ②参加希望理由書（様式２） 
（１０）申込締切：11 月 29 日（金） 
（１１）申込先：北米教育研究センター（e-mail: us-office@ms.kagoshima-u.ac.jp） 
（１２）旅程 

       

① 3 月 2 日 日 鹿児島発 

羽田発 

シンガポール空港着 

フィールドワーク 

   

② 3 月 3 日 月 午前 語学研修 

午後 シンガポール日本人会 

かごしまクラブシンガポール 

   



③ 3 月 4 日 火 午前 語学研修 

午後 ゼロックス企業訪問、シンガポ

ール国立博物館 

   

④ 3 月 5 日 水 午前 語学研修 

午後 都市再開発庁ワークショップ、

マリーナ・ベイ 

   

⑤ 3 月 6 日 木 午前 語学研修 

午後 シンガポール国立大学学生交

流、Plug-In@Blk71 

   

⑥ 3 月 7 日 金 午前 語学研修 

午後 リトル・インディア 

アラブストリート 

   

⑦ 3 月 8 日 土 シンガポール空港発 

香港空港着 

歴史博物館 

科学博物館 

   

⑧ 3 月 9 日 日 日本人倶楽部 

地元日系企業訪問 

   

⑨ 3 月 10 日 月 香港大学との交流 

香港発 

羽田着 

鹿児島着 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．ハワイ研修プログラム 
 
（１）授業科目名：海外研修基礎コース in ハワイ(島嶼と火山を学ぶ) 
（２）目的：世界の価値観を学び、勉学や人生に対する目標を定めるマインドセットを持

つ事を目的とする。  
（３）内容と方法：事前学習の後、9 泊 10 日で島嶼国ハワイにて、大学訪問、企業訪問、

学生交流、研究所訪問、日本人プロフェッショナルによる講義などを行う。帰国後報告書

のまとめと報告会を開催する。 
（４）学習目標：ハワイ大学マノア校の交流プログラムに参加することで、島嶼国家とし

てのハワイの成立や現状について学ぶと共に、現地学生との交流や語学学習を行う。また、

ハワイで活躍する研究者や日本人プロフェッショナルとのディスカッションを通して、異

なる文化や価値観を体験し、国際的な広い視野を身に付けると共に、人生や勉学に対する

目標を定め、自己実現の基礎とする。 日本人としてまた国際人として、海外で活躍でき

るプロフェッショナルになるための、スキル、経歴、人格などを理解する。  
（５）授業計画：1月中旬に事前指導、2月中旬に渡航（下記に詳細なスケジュールを掲載） 
（６）参加人数・参加資格：15 名（このうち、他大学から若干名）、共通教育の受講者、並

びに、北米教育研究センターの連携大学の学生。 
（７）費用：約 25 万円（後日詳細な金額をお知らせします。） 
（８）注意事項：パスポート申請は参加者が研修参加決定後に各自で行うこととする。 
（９）参加申込みに必要な書類 
  ①参加申込書（様式１） 
  ②参加希望理由書（様式２） 
（１０）申込締切：11 月 29 日（金） 
（１１）申込先：北米教育研究センター（e-mail: us-office@ms.kagoshima-u.ac.jp） 
（１２）旅程 
①   到着日・地元企業訪問  
日 時間 日程 備考 
2014/2/12 
水曜日 

18:30 
19:00 
19:40 
20:40 
22:10 
23:40 
 
11:25 
 

鹿児島市内集合 
鹿児島中央駅前発 
鹿児島空港着 
鹿児島空港発（JL1878） 
羽田空港着/搭乗・出国手続き 
羽田空港発（JL080） 
・・・＜日付変更線通過＞・・・ 
ホノルル国際空港着 
ホノルル国際空港出発 

 



 
午後 
 
夕方 
 
 

＊昼食 
Kodama Koi Farm 訪問 
Kodama Koi Farm 出発 
ホテル到着 
ホテルチェックイン 
＊夕食 
解散 

②   ハワイ大学１日目  
2014/2/13 
木曜日 

7:30 
 
 
 
 
8:30~9:30 
9:30~10:15 
10:15~11:30 
11:30~12:30 
 
13:30 

＊朝食 宿泊料に含まれています。 
ロビー集合 
ホテル出発 
ハワイ大学(UH)マノア校  
welcome reception 
Placement testing 
Orientation & campus tour 
Class 
＊昼食（East West Center で各自） 
ハワイ大学出発 
ワイキキのバスターミナル 
ダウンタウンのバスターミナル：ハワイ州

立美術館 
アラモアナのバスターミナル 
＊夕食 アラモアナショッピングセンター 

 
 
市バス利用 

③   ハワイ大学２日目  
2014/2/14 
金曜日 

8:30~10:30 
10:30~11:30 
11:30~12:30 
 
13:30 

Class 
Interchange with UH students 
Class 
＊昼食（キャンパス内で各自） 
ハワイ大学出発 
各自、以下の場所から選択。 
List A 
イオラニ宮殿（ダウンダウン） 
ミッションハウス（ダウンタウン） 
ホノルル美術館（ダウンタウン） 
Spaulding house (アラモアナ) 
夕食：各自 

 



④   ポリネシア文化センター  
2014/2/15 
土曜日 

 Sea Life Pard 
Polynesian Cultural Center 
＊夕食もセンターで。 

 

⑤   パールハーバー  
2014/2/16 
日曜日 

 USS Arizona Memorial 
 

 

⑥   ハワイ大学３日目  
2014/2/17 
月曜日（祭

日） 

午前 
13:00 

フリータイム 
ホテル出発 
Bishop Museum (UH off-campus activity) 

 

⑦   ハワイ大学４日目  
2014/2/18 
火曜日 

8:30~9:30 
9:30~10:30 
10:30~12:30 
 
 

Class 
American Culture Workshop 
Educational Activity 
(Tour of Downtown Honolulu) 
ダウンタウンで昼食 
List A で訪問していない所へ。 

 

⑧   ハワイ大学５日目・移動  
2014/2/19 
水曜日 

9:30~11:30 
11:30~13:30 
13:30 
 
 
 
 
 
夕方 

Class 
Graduation and Luncheon 
ハワイ大学出発 
ホノルル国際空港到着  
搭乗手続き 
ホノルル国際空港発 
ヒロ空港到着 
ヒロ空港出発 
ホテル到着 
☆夕食 

 

⑨   キラウエア火山  
2014/2/20 
木曜日 

午前 ☆朝食＊宿泊料に含まれる。 
ロビー集合/ホテル出発 
Hawaii Volcanoes National Park 到着 
Kilauea Visitor Center 到着 
Kilauea Visitor Center 出発 
Jaggar Museum 到着 

 



ホテル到着 
ホテルチェックイン 
☆夕食 

⑩   帰国日  
2014/2/21 午前 ロビー集合/ホテルチェックアウト 

朝食 
ホテル出発 
ヒロ空港着/搭乗手続き 
ヒロ空港発 
ホノルル国際空港着 
ホノルル国際空港発 
羽田空港着 
羽田空港発 
鹿児島空港着 
鹿児島市内到着・解散 

 

 


