
■プログラム実施場所：ELS Language Centers at Berkeley 
（カリフォルニア州サンフランシスコ、バークレー近郊留学生受入機関） 
■実施期間： 2016年8月21日（日）～9月11日（日） 3週間   
■人数：10名～20名 

■ 説明会：4月15日（金）18:00～ 3A403 ／4月20日（水）15:15～ 7A205 
   大学在学中に留学する意義／本プログラムの説明／申込書配布 等。 
■5月27日（金）： 申込締切 
■7月中旬～8月上旬：事前学習プログラム・渡航前オリエンテーションの実施 

プログラム実施場所／実施期間／人数 

今後の予定・申込締切 

株式会社ベネッセコーポレーション 筑波大学海外派遣プログラム担当 ： global_edu@mail.benesse.co.jp 

説明会及び海外派遣プログラムに参加をご希望される方は、 
名前・学年・学群学類・参加日を下記メールアドレスにお送りください。 

Point 1 Point 2 
 約100時間の集中英語特訓 
 

   世界の留学生と共に学ぶ 
   集中英語授業、 プレゼン・ 
   ショートレポート作成講義等 

Point 3 

 多様なフィールドトリップ 
 

  シリコンバレー・UCバークレー・ 
  サンフランシスコの都市開発の   
  事例・カレッジの授業聴講 等 
 

   無料事前英語研修 
 

   約12時間のマンツーマン 
 スピーキング特訓講座を受講可、 
   留学・海外初心者も安心！ 

× 



昨年は生命環境学群でプログラムを実施し、参加者から以下のようなコメントが寄せられました。 
 

■他国の学生と楽しく話しながら英語力を向上することができた。 
■リスニング・スピーキングの能力が最終的に上がった。 
■英語プレゼンテーションならではの表現を身に付けることができた 
■英語で自分の考えを言葉にして伝えるということが、最も自分に足りない能力だと感じ、 
                                                   よい練習ができた。 
■専門分野に関する文章や単語を学ぶことで、自分のプレゼン作成やフィールドトリップでの  
  理解度に役立った。また、実際にその単語が使われたり使ったりする場面を経験できて 
  理解に役立った。 

平日の午前中は、世界の留学生と共に1日4コマの英語授業を受講。 
英語でのコミュニケーション力強化を目的とした授業で、スピーキング、 
リスニング、発音、読解、ライティングを含む英語の主要スキルを伸ばします。 
全12レベルのクラスに分かれるため、現在の自分の英語力にフィットするクラスで 
授業を受講できます。 

シリコンバレーでは、アマゾンへの企業訪問（予定、変更の可能性あり）や 
グーグル・アップル等近隣のIT企業本社ビル外観やカンパニーストアを見学 
します。コンピューターヒストリーミュージアムの訪問も予定しており、希少な機器の 
展示を見た後、エンジニアとのQ&Aセッションを行います。 
サンフランシスコのダウンタウンでは、著名な建築家による美術館や建造物、 
ゴールデンゲートブリッジ等を見学し、街の 特徴を理解します。 
語学学校はUCバークレーの近隣に位置しており、UCバークレーのキャンパスツアー
やサイエンスラボの見学、近隣のコミュニティカレッジの授業を聴講し、 
海外の大学の雰囲気を体感します。 
また、スタンフォード大学のキャンパス外観も見学する予定です。 
 
 

フィールドトリップに参加した後は、学んだ内容を英語でアウトプットし、 
英語プレゼンテーションやショートレポート作成のスキルを養います。 
アカデミック英語の授業に定評のある語学学校で実施するプログラムですので、 
初めての方でも丁寧な指導が受けられます。 

昨年度プログラムの参加者の声 

渡航前には、Speakingレッスン 50分×10回を実施。マンツーマンのSpeaking
レッスンでアウトプットする訓練を繰り返します。 英語が苦手な方でも安心して渡航
の準備をすることが可能です。 



※上記タイムテーブルの、イベントの詳細や実施順が変わることがあります。ご出発前に配布いたします「最終日程表」にて、詳細のご連絡をいたします。 

■研 修 地  アメリカ カリフォルニア州 
バークレー  
 ELS Language Centers,  
              Berkeley校 

■人数 定員20名 （最少催行人数10名） 
■対象者 筑波大学の学生(学類は問わない) 
■滞在形態  ホームステイ（1名もしくは2名1家族） 

■食  事  朝夕2食（外出時は自己負担） 
■ ビ  ザ  学生ビザ 

※パスポート残存有効：6ヶ月以上 
■出 発 地  成田国際空港 
■利用予定 
  航空会社 
■添乗員    

デルタ航空（経由便） 
 
同行なし 

・日程表の内容や実施日は、一部変更となる 
  可能性があります。 
・日程表中のフライトスケジュールは2016 年3月 
  現在有効な参考時刻です。 
・ホームステイでは、本プログラム参加者の他に、 
  他の国の留学生が同時期に滞在している可能性 
  があります。  ごく稀に、他のグループや個人で 
 来ている日本人学生が同時期に滞在している 
 可能性があります。 
・アクティビティ参加中や、ホストファミリーと外出して 
  いる際の食事代は、ご自身でご負担いただきます。 
・学生ビザの申請方法は、弊社がサポートさせてい 
 ただきます。 
・詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします 
  ので、 事前にご確認の上、お申し込み下さい。 
 ご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者に 
 お問い合わせください。 
・費用の詳細は「ご案内とご注意」の欄をご覧ください。 

2016年8月21日（日） 
           ～9月11日（日） 

525,000円 （燃油サーチャージ別） 

日付 午前 午後 食事 

8月21日 日 
16:50 成田国際空港発、ロサンゼルス国際空港経由  

14:24サンフランシスコ国際空港着 
機内食 / 夕食 

8月22日 月 プレースメントテスト オリエンテーション 朝食 / 夕食 

8月23日 火 英語授業（4コマ） 
Note taking/Summary writing 
の授業  

朝食 / 夕食 

8月24日 水 英語授業（4コマ） 

シリコンバレーフィールドトリッ
プ（IT企業訪問・コンピュー
ターヒストリーミュージアムで
エンジニアとセッション）  

朝食 / 夕食 

8月25日 木 英語授業（4コマ）   Short report作成、提出  朝食 / 夕食 

8月26日 金 英語授業（4コマ） 
プレゼンテーションに向けた
個人リサーチ／フィールド 

 ワーク  
朝食 / 夕食 

8月27日 土 
サンフランシスコ市内フィールドトリップ（建築にフォーカス、
ゴールデンゲートブリッジ、SFMOMA、CIRCLE GALLERY、

Main Public Library、Yerba Buena Gardens等） 朝兼昼／夕食  

8月28日 日    自習、自由行動  

8月29日 月 英語授業（4コマ） 
プレゼンテーションに向けた
個人リサーチ／フィールド

ワーク 
朝食 / 夕食 

8月30日 火 英語授業（4コマ） 
プレゼンテーションの方法 

     に関する授業  
朝食 / 夕食 

8月31日 水 英語授業（4コマ） 
UCバークレーキャンパス 

ツアー／サイエンスラボ訪問  
朝食 / 夕食 

9月1日 木 英語授業（4コマ） 
ショートレポート作成、提出  

 もしくはプレゼンテーション  
朝食 / 夕食 

9月2日 金 英語授業（4コマ） 
 プレゼンテーションに向けた  
  個人リサーチ／フィールド 
         ワーク  

朝食 / 夕食 

9月3日 土 
    自習、自由行動 

       もしくは語学学校のアクティビティに参加    朝兼昼／夕食  
9月4日 日              自習、自由行動 
9月5日 月 レイバーデーの休日 朝食 / 夕食 

9月6日 火 英語授業（4コマ） 
プレゼンテーション内容を 

  ELS講師がフィードバック  
朝食 / 夕食 

9月7日 水 英語授業（4コマ） 
カレッジでScience & ITに 

      関連した授業見学  
朝食 / 夕食 

9月8日 木 英語授業（4コマ）   最終プレゼンテーション  朝食 / 夕食 

9月9日 金 修了式／送別ランチ 朝食 / 夕食 

9月10日 土 
6:45サンフランシスコ国際空港出発 

ロサンゼルス国際空港経由 
機内食 

9月11日 日 14:20 成田国際空港到着 機内食 

日程 

プログラム費用 

プログラム概要 

日程表 

【上記に含まれるもの】 
・成田国際空港からサンフランシスコ国際空港までの 
 往復航空券代 （エコノミークラス） 
・現地空港から大学までの往復送迎 
・ホームステイ宿泊費 
・ホームステイ先から提供される朝・夕の食費 
・語学学校の入学金 
 （ID発行・Wifi利用・修了証／成績表の発行等） 
・授業料、教材費 
・フィールドワーク費用 
【上記に含まれないもの】 
・燃油サーチャージ・空港諸税 
 （2016年3月現在24,330円程度） 
・学生ビザ申請料（申請料18,400円、 
                SEVIS利用料  200USD） 
・海外旅行保険・海外安全危機管理サービス 
                OSSMA会費（加入必須） 
・超過手荷物料金 
・日本国内における自宅から発着空港等集合、 
 解散地点までの交通費・宿泊費 
・滞在先から語学学校までの通学費 
・アクティビティ参加中や、ホストファミリーと 
 外出している際の食事代 

注意事項 



2016年4月1日 2016年4月1日 

ビザ申請については、弊社で申請方法をお伝えし、そちらを参考にご自身で申請いただきます。 

「不要不急の渡航はやめてください」 

  －－－－－－ －－－－－－ ＊ 申込方法 ＊  －－－－－－ －－－－－－ 
募集型企画旅行条件書をご確認の上、申込書・Grop Application Formに必要事項を記載し、5月27日（金）までに郵送ください。 
■募集型企画旅行条件書：   
  https://www.benessekaigai.com/tanki/pdf/certificate/recruitment_planning_travel_conditions_2016.pdf 
■申込書等https://www.benesse-kaigai.com/tanki/pdf/certificate/group_application_form_2016.pdf   
                                                                  ※プログラム番号：筑波大学 
■郵送先：〒163-0411 東京都新宿区西新宿2-1-1 ベネッセ海外留学センター 筑波大学海外派遣プログラム担当 行 
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