
令和 4 年度グローバルプロジェクト入門(海外)（A）（アメリカ） 
Experience life abroad and broaden your world‼ 

 

研修目標： 

1. ワシントン大学等の現地機関での交流や協働等を通して、グローバルな視点で考える力をつけるこ

と。 

2. フィールドワーク、グループワークを通じてコミュニケーション力を高め、リーダーシップや他者

との協調・協働により目的を遂行する力を体得すること。 

3. フィールドワークでの情報の収集・整理・分析を通じて社会の課題を発見し、その解決に向けて主

体的に取り組む力を修得すること。 

4. 日本語・外国語によるプレゼンテーション等を通じて国際発信力を高めること。 

 

訪問日程：令和 5年 2月 23 日（木）～3月 3日（金）9日間  

訪問場所：アメリカ合衆国 ワシントン州（シアトル） 

協力機関：ワシントン大学、兵庫県ワシントン州事務所 

参加費用：約 45万円（為替や航空券代の変動、参加人数の変更等により、変更の可能性あり。） 

参加費内訳（目安）：航空券 18 万円、宿泊費 24 万円、入場料等活動費 1.6 万円、ビザ代 3 千円、海外

傷害保険代 6千円（食事代、レンタル WIFI 利用費等が別途かかる） 

※コロナワクチン接種を 3 回していない場合、帰国前に PCR 検査が必要（検査代: 約 4.5 万円）。3回

接種済みの場合は、検査不要。 

募集定員：15 名（最少催行 5名） 

募集開始：令和 4年 10 月 14 日（金） 

募集〆切：令和 4年 10 月 20 日（木） 

参加学生決定：10 月 24 日（月） ※参加費払込期限 10 月末ごろを予定 

選  考：GLEP 生優先、定員に空きがある場合、一般学生を募集する。  

担当教員：マーク・テーラー（総合教育機構）、ジョン・ガイエド（国際交流機構）【引率】 

 

 

【プログラムの特徴】  

 Join in classes at the University of Washington, a leading research university. While studying hard in 

their research fields, many UW students also take an interest in Japanese culture and language. Get 

ready for some interesting conversations! 

 Hyogo prefecture has a long standing relationship with Washington state. For example, did you know 

that Kobe is a sister city with Seattle? We’ll make a courtesy call to the Hyogo Business and Culture 

Center where you can learn about these connections and internship possibilities. 

 We’ll visit Bainbridge Island and speak with elders of the Japanese American community about their 

immigration experience around World War II and also learn about the community's connection with 

Seattle’s famous Pike Street Market. 

 Plan your small group tour of Seattle. Challenge your communication skills and experience the city! 
  



【事前・事後国内研修】  

◆ 募集説明会：令和 4年 8月 20日（土）【オンラインと対面のハイブリッド、録画あり。1年生は全員

参加必須】 

◆ 事前研修：令和 5年 1月～2月の間に 2回程度事前研修を実施予定 

◆ 帰国報告会：令和 5年 3月下旬にプレゼンテーションを実施（予定） 

 

日程案 
（現時点での予定。変更の可能性あり） 

 日程 内容 

1 2 月 23 日（木） 伊丹発－シアトル着 

ホテルおよびワシントン大学周辺の散策 

2 2 月 24 日（金） フィールドワークまたは企業訪問 

3 2 月 25 日（土） 午前：フィールドワーク（Pike Place Market, Waterfront, Capital 

Hill, Seattle Ctr） 

午後：Museum of Flight (South Seattle), MOHAI 

4 2 月 26 日（日） (Ferry to) Bainbridge Island, Historical Museum, Japanese-

American Exclusion Memorial 

5 2 月 27 日（月） 午前：グループ活動 

午後：ワシントン大学でのプログラム 

3rd-year Japanese (Takeda sensei) 

Japanese Linguistics (Ohta sensei) 

（PCR 検査） 

6 2 月 28 日（火） 午前：グループ活動 

午後：ワシントン大学でのプログラム 

3rd-year Japanese (Takeda sensei) 

（検査結果受け取り） 

7 3 月 1 日（水） 午前：グループ活動 

午後：ワシントン大学でのプログラム 

3rd-year Japanese (Takeda sensei) 

Japanese Linguistics (Ohta sensei) 

8 3 月 2 日（木） シアトル発 

9 3 月 3 日（金） 伊丹着 

 

【履修にあたっての注意事項】 

※ 新型コロナウイルスの影響により、現地渡航を取りやめて国内で代替科目を実施する可能性があ

る。 

※ 航空運賃や為替レートの変動、参加者人数等により、研修内容等一部変更となる場合がある。 

※ 自宅の所在地によって、集合前や解散後の宿泊が必要な場合は各自で手配。 

※ 参加費は参加者確定後確定する。参加費支払以降キャンセル料が発生する。 

※ 応募までに保護者等（原則、入学時に記入いただいた方）の承諾を得ること。参加者決定後すぐに

航空券等の予約手続きに移るため、参加費を支払う前でもキャンセル料が発生する可能性がある。

研修決定後のキャンセルは控えること。 

※ 自分の持病・既往症について確認すること。場合によって海外渡航が制限されたり、海外旅行保険

が適用できなくなることがある。心当たりのある学生は速やかに事務局に相談すること。 

※ GLEP 生は帰国後 2週間以内に国際交流機構（GLEP 担当）へ参加助成費を申請すること。 


