米国教育旅行セミナー in 大阪のご案内
 日時：

2017 年 12 月 5 日（火） 12：30～18：00 （受付開始 12：00）

 会場：

リーガロイヤルホテル大阪 タワーウィング 28 階 「クラウンルーム」

大阪市北区中之島 5-3-68

（京阪電車中之島線「中之島」下車スグ）
 定員：

60 名 （定員になり次第、締切らせていただきますので、お早めにお申込下さい。）

 参加費： 無料 （事前登録制）
 お申込： 同封の申込用紙を 11 月 29 日（水）までに FAX にてご返送下さい。
お申込みの方には登録確認証と会場案内をお送り致します。

プログラム
 開会のご挨拶 在大阪･神戸アメリカ総領事館 首席商務領事 ヘレン・ファン
 基調講演 「エンタープライジングな人財育成のための海外研修とは。」京都市立西京高等学校・附属中学校、
教頭 岩佐 峰之氏
京都市立西京高等学校・附属中学校のご紹介：前身は京都市立第一商業学校（京一商）、西京商業高
等学校で創立 131 年目を迎える伝統校。2003 年商業科の募集を停止、新しい専門学科エンタープライジング
科を設立、校名を京都市立西京高等学校と改称。翌 2004 年に附属中学校を併設し公立中高一貫教育を推
進。教育理念は「『進取・敢為・独創』の校是のもと未来社会を創造するグローバルリーダーの育成」でグローバルキ
ャリア教育を展開。2015 年文部科学省より「スーパーグローバルハイスクール」（SGH）に指定され、グローバル人
財育成プログラムの開発を行う。
岩佐教頭先生のご紹介：1990 年京都市立中学校に理科教諭として勤務。11 年間の中学校での教員生活を
経て、2001 年から京都市立堀川高等学校、2008 年から京都市立西京高等学校で勤務。堀川での SSH、西京
での SGH の立ち上げに尽力した。現在、西京で実施している「海外フィールドワーク」「トップリーダー研修」の責任者
として職責を果たす。教育構想推進部長、中高一貫教育推進部長を歴任し 2013 年から主幹教諭。2017 年 4
月から教頭。2013 年文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。
 参加地域・教育機関によるプレゼンテーション
 在大阪･神戸アメリカ総領事館ビザ課より学生ビザについて、広報部より Education USA のご案内
 名刺交換会・個別相談会
 ご来場の方にはアメリカ総領事館特製グッズを記念品としてご用意しています。


当セミナーに関するお問い合わせ先
在大阪･神戸アメリカ総領事館 商務部 担当： 瀧・藤岡
TEL: 06-6315-5957 FAX: 06-6315-5963
E-mail: office.osaka-kobe@trade.gov

参加団体のご紹介
～ 州政府事務所・観光促進団体・航空会社 ～

グアム政府観光局： 「日本から一番近いアメリカ、グアム」
グアムへは関西空港からユナイテッド航空とティーウェイ航空の直行便が毎日 3 便運航しています。フライト
時間はたったの 3 時間半で、関空から一番近いアメリカです。時差は 1 時間しかなく、日本にいる家族とも
いつでも連絡が取れますし、生徒さんの時差ぼけの心配もありません。緊急時の対応も万全です。アクセス
が良く、近くて安全でアメリカ英語圏のグアムは、教育旅行の需要が高まっており、2016 年度には日本全
国から 181 校、うち関西からが 4 割を占めております。修学旅行に最も適したグアムへ、ぜひお越しください。

シカゴ・イリノイ州観光局： 「リンカーン大統領ゆかりの地、シカゴとイリノイ州」
米国中西部に位置するイリノイ州は、米国第三の街シカゴがあり、大豆、小麦、トウモロコシの一大生産
地である農業が盛んな州です。米国の都市計画の手本として知られるシカゴには、街中に点在するパブリ
ックアートや米国三大美術館のシカゴ美術館等、暮らしやすい文化都市としての側面が窺えます。またイリ
ノイ州立大学は、IT の研究が有名。世界初のウェブブラウザーやプラズム・ディスプレイなどの開発をはじめ、
国立スーパーコンピュータ応用研究所やヤフー社の研究所があるリサーチパークなど、視察先も数多くありま
す。州都スプリングフィールドはリンカーン元大統領の第二の故郷。リンカーン大統領博物館は最も訪問客
が多い大統領博物館で、人種差別撤廃を実現させた輝かしくも苦悩の人生を垣間見ることができます。
デルタ航空会社： 「米国教育旅行でデルタ航空が選ばれる理由」
デルタ航空は米国アトランタに本拠を置く世界最大級の航空会社です。米フォーチュン誌の「2017 年世界
で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門においては、この 7 年間で 6 度目の 1 位を獲得し、米国
運輸省が発表する運航実績でトップの成績を残すなど、安心・安全を第一にした信頼の翼として知られて
います。日本での長い歴史と充実の路線網から、多くの教育機関にも利用されており、増加する教育旅
行ニーズに応えるため、機内でアメリカの雰囲気や英語環境を体験してもらうための英会話ブックを作成し
たり、獲得したマイルをチャリティに生かすプログラムの提案など、教育機関のニーズに沿ったサービスを提案
し、好評をいただいています。

ニューヨーク市観光局： 「教育旅行にお勧めニューヨークのグローバルな体験」
日々進化を遂げる NYC は、2016 年は史上最多となる 6070 万人を達成しました。全米で最も安全な大
都市とされる治安の良さを背景に、ロウワーマンハッタンの再開発、サスティナビリティを目的としたハイライン
の整備など様々な活動が結実しています。５つの行政区（ブロンクス、ブルックリン、マンハッタン、クイーン
ズ、ステタン島）で成り立っている NYC は、マンハッタンを中心に教育旅行の素材としてもお勧めのブロード

ウエイのエンターテイメントやメトロポリタン美術館などのアートカルチャー、また季節ごとのフェスティバルやスポ
ーツイベントなど年間を通してお楽しみいただけます。

ハワイアン航空： 「学びの宝庫ハワイへはハワイの翼ハワイアン航空で」
英語圏であり、歴史や文化、自然、そして平和学習など学習素材が豊富で、治安の良さや温暖な気候
など教育旅行には最適なハワイ。そんな学びの宝庫であるハワイへはハワイアン航空でどうぞ。
今年で運航 88 年を迎える、ハワイを代表するハワイアン航空。機内ミュージック、機内食、客室乗務員の
アロハスピリッツあふれるおもてなしなど、随所にハワイを感じていただけるサービスを提供しており、ハワイアン
航空なら機内に足を踏み入れた瞬間からハワイへのご旅行が始まります。また、ハワイ州の島間便は 1 日
160 便以上運航しており、ハワイ島などへのアクセスもとても便利です。さらに、2004 年から 13 年連続で
米航空業界で定刻離着率 1 位を誇っています。

マリアナ政府観光局： 「マリアナ（サイパン）教育旅行事情」
サイパンは日本から時差 1 時間、成田からの直行便で 3 時間半という日本から一番近いアメリカです。親
日派が多く、治安も夜まで安全で、大自然も残る素晴らしい環境下での語学研修、学校交流が可能で
す。また第二次大戦時の遺品や名跡が現在も残っており、平和学習という観点からも子供たちにもしっか
りと学習をしていただける素材が揃っています。また学校交流やホームスティも体験いただけます。
1 年を通して南国の陽気で、冬の間でもマリンアクティビティをお楽しみいただけるので、チームビルディングに
も最適です。

モンタナ州政府駐日事務所：「実例紹介！目的別高校生・教員向け大学研修プログラム」
プチ留学生体験！英語プラスアルファの目的にあったカスタムプログラムを州立大学で学べます。ビッグスカ
イカントリーと呼ばれる大空の下、自然に囲まれたキャンパスでの短期研修は英語力向上はもとより、そこに
プラスする研修内容で他にはないプログラムを実現可能です。州立大学が直接コーディネートをするので大
学で提供しているプログラム以外にも、地域との連携でボランティアや現地の企業訪問、国立公園での研
修等を組み入れることもできます。引率者向け英語指導法の研修も組み入れ可能です。米国内でも優
れたモンタナ州内の州立大学での研修は、帰国後にも結果が出せると参加した生徒、引率者の方から評
価されています。

参加団体のご紹介
～ 教育機関 ～
Cascadia College： 「日本に最も近い街・シアトルでの短期教育旅行」
米北西部ワシントン州シアトルは、米本土の中では日本から一番近く、多くの IT・航空機産業が拠点を置
く、穏やかな気候に恵まれた都市。日本からの直行便が毎日運航し、西海岸の中でも教育水準の高い
比較的安全な都市圏として知られている。本学はシアトル郊外のボセルにある州内で最も新しい公立 2
年制大学で、緑豊かで美しく安全なキャンパスはワシントン大学ボセル校と同じ敷地内にあり、図書館や
ジム、書店やカフェテリアといった施設を共有している。4 大編入を目指す大学編入コース、集中英語コー
ス、高校卒業資格コースがあるほか、海外の学校や団体のニーズに応じて、授業と観光を組み合わせた
短期教育旅行の企画・運営も行っている。

English Language Institute (ELI) Pace University：「ペース大学 ELI の多彩な短期英
語研修プログラムについて」
ペース大学は、学生数 13,000 人、100 以上の専攻科目を有し、質の高い教育を提供しています。ペース
大学 English Language Institute（ELI）は、ニューヨーク（ブルックリン橋近くのロウアー・マンハッタ
ン）と、ホワイトプレーン（NYC から北へ 30 分）という便利な場所にあります。高校や大学向け、また、フ
ランス、ドイツ、日本、台湾、パラグアイ、メキシコ、中国などの奨学生向けに、１週間からセメスターの個別
プログラムを提供しています。ご要望に応じて、学生が日常生活で学んだ英語を積極的に使えるよう、文
化交流や社会活動なども盛り込んだ個別プログラムを企画・提供しています。ハウジング、食事、空港まで
の送迎オプションもご用意しています。

Felician University: 「国際連合（国連）でグローバルな英語を学びましょう！」
フェリシアン大学は、学生数 2100 人、ニューヨーク市近郊、安全で快適なニュージャージー州ラザフォードに
ある私立リベラルアーツ大学です。国連によって NGO（非政府組織）に認定された世界でも数少ない大
学のひとつです。国連との協力により、「グローバルシチズンシップインスティチュート」プログラムを開発しました。
アカデミックでユニークな『夏期英語研修＋国連プログラム』、国連共同インターンシッププログラム『国連フェ
ロープログラム』などを高校生や提携大学向けに提供しています。ESL や多彩な学科コース、立派な施設、
寮、スポーツや課外活動、フェリシアン大学は皆様をお待ちしています！

Leeward Community College：「リーワード・コミュニティーカレッジで勉強しましょう。」
リーワード・コミュニティカレッジは、ハワイ大学付属の 2 年制大学です。1968 年にハワイのオアフ島ホノルル
郊外のパールシティーに設立されました。ホノルルは、温暖な気候、治安の良さ、フレンドリーな人々で知ら

れています。リーワード・コミュニティカレッジは、ハワイ大学はじめ、全米の 4 年制大学への編入プログラムも
充実しています。English Language Institute (ELI)の集中英語コースは、レベル１～4 までのクラス
があり、8 週間の研修プログラムを提供しています。１～４週間のカスタマイズされた短期グループ研修も
可能です。ぜひアメリカ留学の第１歩をリーワード・コミュニティカレッジからスタートしませんか？

Mercer University:
「マーサー大学英語研修機関：ジョージア州アトランタで「Be the Bear（熊になろう！）」が意味すること」
マーサー大学英語研修機関のミッションは、学生が生活や大学の授業、自身のキャリアでの成功に必要な
英語力を身につけ、さらに発展させる力をつけることです。教授陣や英語研修機関のスタッフは、学生が異
文化間の友情を育み、奉仕活動に従事し、国際人としての概念や国際協力についても学べるよう、学生
を受け入れ、また、支援するコミュニティを提供すべく、尽力しています。1986 年マーサー大学英語教育機
関の設立以来、世界の 50％以上の国々から訪れた 5000 人以上もの留学生を指導してきた実績があり
ます。＊熊はマーサー大学のスクールマスコットです。

Portland State University, International Special Programs (ISP) Office：
「ポートランドから世界へ！～ポートランド州立大学での短期留学からはじまる国際人としての第一歩～」
ポートランド州立大学は、西海岸オレゴン州ポートランド市にあるオレゴン最大の州立大学です。ポートラン
ド市は、米国内で最も安全であり、路面電車などの公共交通機関が整備された環境に優しい街として有
名です。大学はそのポートランド市の中心部に位置し、キャンパスからダウンタウンまでの距離は徒歩数分と
いう大変便利な場所にあります。私共は、年間を通し、１）全員参加型、体験型英語学習を基本とし、
２）期間、プログラム内容（授業・課外活動）、滞在形式（ホームステイ・大学寮）などを各グループ
のニーズに合わせてカスタマイズできる多種多様なオリジナルプログラムをご提供致します。皆様のご参加を
心よりお待ちいたしております。

Saint Francis University:
「セントフランシス大学の短期英語研修プログラム」
セントフランシス大学は、1847 年創立、カトリック教会フランシスコ会系の共学の私立リベラルアーツカレッジ
です。ピッツバーグの司教ミッシェル・オコーナーがアイルランドから 6 人の修道士を招いて創立したボーイズア
カデミーが前身。ピッツバーグから 2 時間、ニューヨーク、ワシントン DC への日帰り訪問も可能な緑美しい小
さな町ロレットに、600 エーカーの美しいキャンパスを構え、皆様をお待ちしております。

締切日： 11 月 29 日（水）

FAX 送付先：
在大阪･神戸アメリカ総領事館 商務部

FAX： 06-6315-5963
Email: office.osaka-kobe@trade.gov
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特に興味のある情
報・ご質問があれば
ご記入下さい

 複数名でご参加の方は、この用紙をコピーしてご使用下さい。
 ご登録いただいた方には折り返し、登録確認書をお送りします。セミナー当日にご持参ください。
 ご記入いただいた情報は、在日アメリカ大使館･領事館商務部、当該主催、共催、或いは協賛企業からの各
種イベントのご案内の目的に限り利用致します。

