
お問合せ ： 株式会社ＪＴＢ仙台支店 ファカルティレッドプログラム係
E-mail: faculty-led@jtb.com |  Tel: 022-263-6726  |  担当者：田澤 康輝・金野 和人

＜募集説明会開催＞
場所：川内南キャンパス 文科系総合講義棟 2階 第三小会議室（213） 及び 1階コモンスペース
概要：5月10日（木）■プログラム説明会 第1部12:00～12:30 第2部12:30～13:00 ２階第三小会議室（213）

■プログラム別Q＆Aコーナー 12:00～13:00 1階 コモンスペース
5月11日（金）■プログラム別Q＆Aコーナー 12:00～13:00 1階 コモンスペース

※5月11日（金）は、プログラム別のQ&Aコーナーのみ開催となります。

短期海外研修（ファカルティレッドプログラム/ＦＬ）
2018夏実施プログラム

アメリカ（シャーロット）コース 8月28日～
プログラム提携大学 ： ノースカロライナ大学シャーロット校

カナダコース 9月15日～
プログラム提携大学 ： マギル大学、オタワ大学

☞POINT
１、Ryan Spring先生が

全行程同行します。
２、英語学習クラスもプログ

ラム内で実施します。
３、現地学生との交流はもち

ろん、南部アメリカの歴史
や文化（アフリカンアメリ
カン、ネイティブアメリカン
等）も学習します。

☞POINT
１、Martin Robert先生

が全行程同行します。
２、歴史、文化はもちろん、

自然や環境問題について
も学習します。

３、ケベック州へ渡航するた
めフランス文化も感じるこ
とが出来ます。

アメリカ（モンタナ）コース 9月11日～
プログラム提携大学 ： モンタナ大学 ☞POINT

１、Richard Meres先生
が全行程同行します。

２、モンタナ州のニックネーム
は“Big Sky Country”。
その自然豊かなモンタナで
の学習プログラムです。

３、英語4技能をフル活用し
てのプログラムです。

FLとは：単に英語を学習するプログラムではなく、“英語を活
用”しながらテーマ別の課題解決に挑む海外研修プログラムです。



カナダコース シャーロットコース モンタナコース

プログラム
名

Tohoku CHaNGE summer program 
2018

Canadian Heritage and Nature Group 
Experience

ノースカロライナで学ぶアメリカ南部の
歴史とサブカルチャー

Exploring Models of Sustainability
In “Big Sky Country”

“ビックスカイカントリー（モンタナ州）”
における持続可能性を探ろう

派遣先 マギル大学、オタワ大学 他 ノースカロライナ大学シャーロット校 他 モンタナ大学 他

派遣人数 １４名 １６名 ２０名

実施期間
（予定）

日本出発日 9月15日（土）
日本帰国日 9月30日（日）

16日間

日本出発日 8月28日（火）
日本帰国日 9月13日（木）

17日間

日本出発日 9月11日（火）
日本帰国日 9月24日（月）

14日間

参加対象 全学対象（学部生優先） 全学対象（学部生優先） 全学対象（学部生優先）

語学要件 有り（TOEFL-ITP®スコア500以上） 無し 無し

滞在形態 学生向け宿泊施設、ロッジ 等 学生向け宿泊施設 等 学生向け宿泊施設 等

参加費用
奨学金

25～30万円程度

（航空券、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費、滞在費、海外保険等）
◆食費、現地交通費等は別途必要になります。
◆8万円の奨学金を支給予定。

25～30万円程度

（航空券、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費、滞在費、海外保等）
◆食費、現地交通費等は別途必要になります。
◆8万円の奨学金を支給予定。

25～30万円程度

（航空券、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費、滞在費、海外保等）
◆食費、現地交通費等は別途必要になります。
◆8万円の奨学金を支給予定。

現地
研修
内容

（予定）

☞東北大学生のために
特別に開発されたプログラム

・Experience and learn about Canadian
history,culture,but also its
environment and nature.
・Explore Montreal’s and Ottawa’s 

historical sites and natural 
environment thematic museums.
・Use and improve your English skills 
(and French too, if you want).
・Enjoy an educational stay in a pristine 
natural reserve (exploration of local 
flora and fauna) .
・Learn and develop awareness about 

key environmental and climate 
change issues.
・カナダの大学で歴史、文化、環境や温暖化に
ついて学ぶ
・モントリオールとオタワの二つの都市で体験
・2カ国語の環境で体験
・カナダの大自然の中のロッシで゙2泊3日の体験
・カナダのアートや食文化の中心モントリオールで
の学習

☞東北大学生のために
特別に開発されたプログラム

英語学習や普段はあまり知られていないアメリカ
の文化等の学習を通して自分の属する文化や
アイデンティティについて考えることをテーマとして
います。
尚、研修には以下の多彩な活動が含まれます。
・プレゼンテーションとスピーキングを中心とした英
語学習
・現地学生との交流イベント
・アメリカの様々なサブカルチャーの研修
☞アメリカ南部の特色ある文化
☞アフリカン・アメリカンの歴史と文化
☞先住民（インディアン）との生活と文化
・先住民の保留地、史跡、博物館などへのフィ
ールドワーク

自分自身や自国のサブカルチャーやアイデンティ
ティを再考するプログラムです。
アメリカを見るのではなく“体感”しましょう！

☞東北大学生のために
特別に開発されたプログラム

・Better Understanding the Environment
and Climate Change through the 
Lenses of your Roles as Global Citizens.
・Experiencing American Culture and

Using your 4 Skills of English in 
Nature-rich Montana
・1000種類以上の動植物が生息している壮大
なグレイシャー国立公園やかつての炭鉱を見
学し、美しいモンタナの大自然の中で環境、
気象について英語で学びまたコミュニケーショ
ン力を高める。ロッキー山脈の圧倒的迫力を
実感！！！

・世界的にも有名な世界最大の恐竜化石コレク
ションを誇るロッキー山脈博物館で生態学に
触れ、ネイティブアメリカンの歴史と文化を学
ぶ。

・現地大学生と一緒に生きた英語でアウトドア
やアメリカンフットボールの観戦などアメリカ
でしかできないことを満喫。
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■上記内容は、変更の可能性がありますので予めご了承ください。
■航空機の予約状況により、航空運賃に変動の可能性ありますので予めご了承ください。
■為替レートの変動により、現地滞在費に変動の可能性がありますので予め了承ください。
■募集人員に満たない場合は、外国人留学生、大学院学生の参加可能性があります。但し、その場合プログラム費は自己負担となります。
尚、奨学金は、外国人留学生（在留資格が「永住」の場合を除く）は受給不可となります。

■非正規学生は申し込み不可となります。

プログラムの現地情報は、
右のQRコードから見られます。
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