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金沢大学海外プログラム説明会

「フィリピン インターンシップ体験
＋ 文化交流 プログラム」

主催：金沢大学国際部留学企画課留学推進係



フィリピン概況

 面積：299,404㎢（日本の約8割）

7,109の島々がある

ルソン地方（中心都市マニラ）

ビサヤ地方(中心都市セブ)

ミンダナオ地方(中心都市ダバオ)

 人口：1億330万人(2016年)

 首都：マニラ

 公用語：英語、フィリピン語



フィリピンの訪問先

Los	Banõs	

IFSU	(Lamut)	

Manila	

Batangas	

Banaue	

Kiangan	

Lagawe	

Mayoyao	

Hungduan	

 イフガオ州

世界遺産イフガオ棚田

国立イフガオ大学（協定校）

イフガオ州政府世界文化遺産室

 マニラ首都圏

日本大使館

アジア・大洋州三井物産株式会社マニラ支店

JICAフィリピン事務所



海外でのインターンシップ体験を通じ、世界的視野
と人間性を養うと共に、自分の専門分野や将来の
キャリアについて考える。

フィリピンの協定校大学で英語の講義を受け、現地
大学生と交流し、英語で自分の考えを発表できるよ
うになる。

世界遺産・世界農業遺産であるイフガオの棚田が、
どのように管理されているのかを学び、地域課題に
ついて考える。

プログラムの目的



海外インターンシップ体験

大学のプログラムだからこそ行ける訪問先！

イフガオの棚田、JICA事務所、三井物産オフィス、

日本大使館など

プログラムの特色

英語でのインターンシップ！

インテンシブな環境で英語運営力を高める！
効率的に実用的スキルが身につく！



 3/15(金) 

多彩な訪問先で現地の人と交流し、自身のキャリア形成に生かす

＜予定訪問先＞

日本大使館

アジア・太洋州三井物産株式会社マニラ支店

JICAフィリピン事務所

マニラ（2018/3/15)



 3/16(土)

マニラからイフガオへ、バスで移動（９時間）

 3/17(日) – 3/22(金)

世界遺産イフガオ棚田でインターンシップ＋大学での学生交流

イフガオ（3/16 – 3/22）



IFUGAO RICE TERRACES IN PHILIPPINES
（UNESCO  WORLD HERITAGE AND GIAHS）

フィリピン・イフガオ棚田（世界文化遺産1995・世界農業遺産2005）

Hapao, Hunduan

Banaue Mayoyao







インターンシップ体験

自治体の
各種事務

農家での
棚田活動

ツアー
ガイド

ゲスト
ハウス

インターンシップ
体験先例（予定）

自分の興味に合わせた
色んなインターンシップが体験できます！



協定校での異文化交流

 3/17(日) – 3/22(金)

インターンシップ体験と並行して、

国立イフガオ大学で異文化交流

http://ifsu.edu.ph/

（内容）

・フィリピンやイフガオの歴史や文化に関する講義

・英語での発信力を上げるプログラム

（ディスカッション・スピーチ・プレゼンテーション）

・国立イフガオ大学生との学生交流（ペアリング）

http://ifsu.edu.ph/


やる気・行動力・覚悟

海外での生活や異文化への好奇心

開発と環境・地球環境問題・世界遺産・生物多様性・
文化資源・国際ボランティア等への興味

現地でやり取りが可能な英語力

必要とされる力



参加者の声（学生の皆さんに一言）

海外へは行くべきだとつくづく行ってみて感じました。海外で暮ら
してみると今までの自分の生活がわかります。ダメなところとか。
新たな自分に気付くと思いますよ。 人社・地域創造学類

フィリピンの生活は時に大変なこともあり、驚くようなこともた
くさんあります。しかし、フィリピンで生活をしたということが
本当に自分の自信につながります。 人社・経済学類

イフガオは大学のプログラムだからこそ行ける場所です。治安や衛
生面で驚きはしますが、非常に良い経験になります。先生の引率が
あるので安心ですし、人々が温かいです！ 人社・国際学類

世界の自然の広大さ、コミュニケーションの楽しさをたくさん知
ることができると思います。 人社・人文学類

フィリピンは第二言語が英語の国です。そのためか、私のつたない英
語を一生懸命理解してくれようとしてくれます。また、出会う人みん
なが陽気で、楽しく過ごせました。 理工・自然システム学類



旅行日程（仮）

月日 都市名 時間 交通機関 内容

3/14(木)
東京または大阪
マニラ

フライト
未定

空路
（空港に現地集合）
日本出国
マニラ到着後、宿泊先へ

3/15(金) マニラ 終日
アジア・太洋州三井物産株式会社マニラ支店、日本大使館、
JICAフィリピン事務所など

3/16(土) マニラ→イフガオ 終日 バス （チャーター車）陸路9時間

3/17(日)

↓
3/22(金)

イフガオ 6日間
世界遺産イフガオ棚田でインターンシップ体験
国立イフガオ大学での講義・学生交流

3/23(土) イフガオ→マニラ 終日 バス （チャーター車）陸路9時間

3/24(日) マニラ 終日 マニラ市内観光

3/25(月)
マニラ
東京または大阪

フライト
未定

空路
マニラ発
日本帰国
（空港にて現地解散）

＊内容が多少変更する可能性があります



 約15～20万円（フライトや為替相場による）

＜内訳＞

・マニラまでの往復航空券・空港諸税 約8.3万円

・宿泊費 約3-4万円

・現地交通費（フィリピン移動の借上げバス費） 約3-4万円

・海外旅行保険＋危機管理サービス費用 約0.6万円

・現地での食費 等

＊上記以外に、国内交通費等も自己負担になります。

＊関空～マニラ間の往復航空券は大学にて手配しますので、

航空券の手配をご自身でしないよう、ご注意ください。

費用



日本学生支援機構（JASSO）奨学金
７万円（選考あり、12枠）

スタディアブロード奨学金ｂ・ｃ枠
７万円(b枠)/６万円(c枠) *英語のスコア必要

注意！！

渡航前から帰国後まで提出すべき書類が多くあります。

別途指示するので、必ず期限を守って提出すること。

参加決定後、手続きの詳細をお知らせします。

奨学金



１．今後の流れ

申込み

締切
10/31(水)

プログラム
説明会

10/17(水)

事前研修
(2回予定)

各種手続
12-2月

海外研修
3月

課題提出
3-4月

参加者
決定
11月

※事後研修・報告書等

危機管理
オリエン
テーション
12/4(火)
12/5(水)

履修登録
(共通科目4D)

11/13(火)-

11/19(月)



全学域/全研究科対象
（ただし卒業予定・休学者は履修登録不可）

学域１,２,３年生（新カリキュラム）

共通教育科目
「4D異文化体験」

※履修登録期間 2018年11月13日(火)‐19日(月)

学域４年生以上（旧カリキュラム）

人間社会学域・国際学類開講科目
「異文化体験実習Ⅰ（海外）」

２．履修登録



海外研修の前に事前研修を行います

【事前研修】

・全学用「危機管理オリエンテーション」(12/4, 5)

・本プログラムの事前研修へ出席（2回実施予定）

プログラム参加者は出席が必要！

３．事前研修



参加申込について

締切… 10月31日（水）
・最大参加人数を超えて申込があった場合は選考になります。

（選考は志望動機・英語のスコア・成績による書類選考）

・最少催行人数に満たない場合には中止の可能性があります。

申込み方法について
・参加申込書・志望動機書をダウンロード・記入後、

10月31日（水）17:00までに国際部留学企画課留学推進係
（studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp）へメールで提出。

※保護者の承諾が必要です。

参加決定後、別途、同意書の署名・押印が必要。

４．申込み



金沢大学ホームページ より

検索「国際交流・留学」
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/

[金沢大学→海外]  ＞ [その他の海外留学一覧]

「国際交流・留学」ウエブサイト



詳細・申込み書

キーワード検索し、
プログラム名を選
択すると詳細がで
ます。

・フィリピン
・イフガオ棚田



金沢大学 国際部留学企画課 留学推進係
角間キャンパス 本部棟４階 平日8：30～17：00

studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp （担当：牧）

提出先・質問

mailto:studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp

