
 

第６０回学長定例記者会見 発表事項３  

 

平成２６年１２月２４日  
 

 
  第 20－24 回 START プログラムを実施します  

  ～  学部 1 年生を 4 ヵ国・１地域へ１３２人派遣  ～  

  【教育機能】  
 
  広島大学では、広島大学基金により日本人学生の海外派遣を支援する事業「ＳＴＡ

ＲＴプログラム」を平成 22 年度から実施しています。  

長期休暇中に学部 1 年生で海外経験の少ない学生を海外協定大学へ 2 週間程度派遣

するもので、今年度前期実施プログラムでは、9 月に台湾、オーストラリア、インド

ネシアに延べ７７人を派遣しました。後期実施プログラムでは、下記のとおり 4 カ国・

１地域に延べ１３２人を派遣する予定です。  

 プログラム開始からこれまで、派遣人数を年々増やしてきましたが、近年の学生か

らの評価・人気の上昇や語学学習の動機付けなど実施効果が上がっていることから、

今年度については昨年度の約１．５倍、学部 1 年生全定員の 1 割程度に拡大していま

す。   

より多くの学部 1 年生に「ＳＴＡＲＴプログラム」による海外経験の機会を提供し、

それをきっかけに国際交流や留学への関心を高め、本格留学に挑戦するなどで国際的

な視野を拡げる成長を期待しています。  
 

記  
 
■平成 26 年度後期実施プログラム  

第２０回  ～オーストラリアの多文化社会～  

（渡航期間：2 月 20 日（金）～3 月 9 日（月））  

第２１回  ～アメリカの大学、社会と文化～  

     （渡航期間：2 月 21 日（土）～3 月 8 日（日））  

第２２回  ～ベトナム戦争の痕跡とホーチミン市の発展を体感する～  

     （渡航期間：3 月 5 日（木）～3 月 19 日（木））  

第２３回  ～台湾の多元的社会と日台関係をめぐる知的探検～  

     （渡航期間：3 月 8 日（日）～3 月 22 日（日））  

第２４回  ～ニュージーランド－自然との共生社会－～  

     （渡航期間：3 月 13 日（金）～3 月 30 日（月））  

■プログラム内容  

広島大学の海外協定大学で約 2 週間、現地大学教員による講義やワークショップ、

現地公用語の語学授業、現地学生との交流、大学周辺及び周辺都市でのエクスカ

ーションなどを実施。また、事前研修・事後研修を通じて現地での体験をより効

果的に吸収し、ふりかえり、内在化するプロセスをサポート。  

■対象学生  学部 1 年生   

■派遣人数  

第 20 回（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、第 21 回（ｱﾒﾘｶ）、第 24 回（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）は各 30 人、  

第  22 回（ﾍﾞﾄﾅﾑ）は 24 人、第 23 回（台湾）は 18 人  

■プログラム参加費  （広島大学基金が費用の一部を補助）  

第 22 回（ﾍﾞﾄﾅﾑ）及び第 23 回（台湾）は各 7 万円、  

第 20 回（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、第 21 回（ｱﾒﾘｶ）および第 24 回（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）は  

各 10 万円  
 

【問い合わせ先】  

教育・国際室  

国際交流グループ  下田  修二  

TEL:082-424-6041、FAX:082-424-6179 
 



平成26年度後期実施　STARTプログラム一覧

※平成26年12月現在の予定です。プログラム内容は予告なく変更する可能性があります。

回
プログラム名/
研修先大学

渡航期間
募集
定員

参加費
（＊注）

主な研修内容（予定） 引率 宿泊場所 研修先大学の紹介 研修先地域・都市の紹介

第20回

オーストラリアの
多文化社会

フリンダース大学
（オーストラリ
ア）

2月20日（金）
～3月9日（月）
（17泊18日）

30人 10万円

◆フリンダース大学附属語学学校の教員による特別授業
 ・ オーストラリアの直面する諸問題, 歴史, 社会
◆フリンダース大学の通常授業への参加
◆プレゼンテーション・ディスカッション技能の習得
◆フリンダース大学の学生とのディスカッション・交流
◆小学校訪問と日本文化紹介プレゼンテーション
◆アデレード市内での研修
・ 南オーストラリア博物館, ノース・テラス, ランドル・
モール等
◆カンガルー島での研修
・野生動物保護区, リマーカブルロックス, アドミラルズ
アーチ
◆全期間ホームステイ

社会科学研
究科　吉中
信人　教授
ほか

ホームステ
イを予定
（1人1家
庭）

【フリンダース大学】
http://www.flinders.edu.au/
1966年に創立されたアデレード市街の郊外に位置
する公立大学。全学的にWebCTを広範に活用するな
ど，革新的で質の高い授業と教授方法に定評があ
ります。教育・人文・法学部，健康科学部，理工
学部，社会・行動科学部によって構成されてお
り，これまで世界100カ国から学生が集まり，留学
生約4,000名を含む約23,000名の学生が学んでいま
す（2013年統計による）。広島大学とは2008年か
ら協定を結んでいます。

【アデレード市】
フリンダース大学のある南オーストラリア州は，
オーストラリア中央南部に位置し，アデレード市
は人口100万人強の州都で，オーストラリアで5番
目に大きな都市です。アデレード市には，アボリ
ジニに関するコレクションが世界一と言われてい
る南オーストラリア博物館や州会議事堂など重要
な文化施設が集まるノース・テラス，アデレード
ヒルズと呼ばれる美しい丘陵地帯，アデレード中
心部から近い海辺の町グレネルグや，野生動物等
が見られる景勝地カンガルー島があります。

第21回

アメリカの大学，
社会と文化

ジェームスマディ
ソン大学
（アメリカ）

2月21日（土）
～3月8日（日）
(15泊16日)

30人 10万円

◆ジェームスマディソン大学及び広島大学教員による授業
・ アメリカ史
・ アメリカの社会と文化
◆通常授業への参加，自由研究発表
◆コミュニティプロジェクトへの参加
◆ハリソンバーグ周辺地域の施設等見学
◆ジェームスマディソン大学の学生と交流
◆ワシントンDC　一日グループ研修
◆全期間JMU学生のルームメートと学生寮に滞在

国際セン
ター　堀田
泰司　准教
授　ほか

ジェームス
マディソン
大学寮（現
地学生と
ルームシェ
ア）を予定

【ジェームスマディソン大学】
http://www.jmu.edu/
1908年創立の公立大学。「Knowledge is liberty
（知識は自由なり）」のモットーのもと教育が行
われています。現在は，文学部，経営学部，教育
学部，科学技術部，科学・数学部，芸術学部，大
学院専門職課程の7つの学部によって構成されてお
り，約20,000名の学生が学んでいます。広島大学
とは2006年から協定を結んでいます。

【ヴァージニア州】
ジェームスマディソン大学のあるヴァージニア州
は，米国東部に位置し，首都ワシントンD.C.から2
時間の距離にあります。ヴァージニア州には，歴
史ある建物や博物館，美術館などの観光名所が多
くあるだけでなく，シェナンドー国立公園を始め
とした多数の国立公園があり，自然が豊かなこと
で知られています。

第22回

ベトナム戦争の痕
跡とホーチミン市
の発展を体感する

ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学ﾎｰﾁﾐ
ﾝ市校人文社会科大
学，広島大学ﾍﾞﾄﾅﾑ
ｾﾝﾀｰ
（ベトナム）

3月5日（木）
～3月19日（木）
(14泊15日)

24人 7万円

◆ベトナム語入門の授業、日本学科の授業に参加
◆USSHの教員による授業
・ ベトナムの社会と文化、ベトナムの経済発展
・ 戦争について，ベトナムと広島の戦争と平和
・ 東南アジアの国際問題　　ほか
◆戦争証跡博物館，統一会堂， カンザー自然保護区，
　　クチトンネル，民族村見学
◆工業団地、JICAプロジェクトサイト訪問
◆現地学生との交流，1日ホームビジット，孤児院訪問
◆天然資源大学訪問
◆ホーチミン市内グループ研修

平和科学研
究センター
小倉亜紗美
助教　ほか

大学から徒
歩圏内の学
生宿舎（2
人1部屋）
を予定

【ホーチミン市人文社会科学大学（USSH）】
http://en.hcmussh.edu.vn/
ベトナム国家大学ホーチミン市校（VNU HCMC）の
中の専門大学の一つ。ロシアやポーランド，アメ
リカ，オーストラリア，フィリピン，韓国，日本
など世界中の様々な国出身の教員による18学科500
科目の授業が行われています。USSHには日本学科
があり，日本に興味を持って勉強している学生も
たくさんいます。2010年11月に広島大学ベトナム
センターをUSSH内に開設しました。

【ホーチミンシティ】
ベトナム戦争終結後，1975年に解放されるまでは
首都「サイゴン」として栄えたベトナム最大の商
業都市です。フランス植民地時代のコロニアル様
式の建物に代わり現在は高層ビルが増えました
が，市場や裏通りには昔と変わらない街並みも
残っています。通りやロータリーはバイクであふ
れかえっており，経済成長の熱気を肌で感じられ
る都市です。

第23回

台湾の多元的社会
と日台関係をめぐ
る知的探検

国立政治大学
（台湾）

3月8日（日）
～3月22日（日）
 (14泊15日)

18人 7万円

◆中国語研修(未履修レベルから開始)
◆國立政治大学等の現地教員による授業
　・「台湾？」－台湾の歴史・社会・言語
　・「親日国？」－日本による殖民地統治、日台関係
　・「民主化？」－戦後台湾政治と民主化・人権発展
◆関連施設での研修（現地学生によるアテンド）とグループ
研修
　・中正紀念堂，台北ニニ八紀念館，総統府，故宮博物館
等
◆現地交流
　・國立政治大学の学生との交流(複数回) 等
◆ミニ研修ツアー(1泊2日)

社会科学研
究科　前田
直樹　講師
ほか

YMCAホテル
（台北駅か
ら徒歩3
分）を予定
（2人また
は3人1部
屋）

【國立政治大學】
http://www.nccu.edu.tw/
國立政治大學（NCCU）は，1927年に創立されてお
り，文学部，理学部，社会科学部，法学部，商学
部，外国語文学部，コミュニケーション学部，国
際関係学部及び教育学部の9つの学院（学部），33
学系（学科），14研究センターを備え，また幼稚
園から博士課程までを擁する国立大学です。広島
大学とは2012年から協定を結んでいます。

【台北市】
國立政治大學のある台北市は台湾最大の都市圏で
ある台北都市圏の中枢都市であり，アジア屈指の
世界都市でもあります。台北市には，近代的な大
通りの風景が見られるだけでなく，火山地形とし
て知られている陽明山国家公園や「故宮博物院」
など多数の観光地があり，モダンと伝統が織り成
すコントラストを感じられる都市です。

第24回

ニュージーランド-
自然との共生社会-

オークランド大学
（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）

3月13日(金)
～3月30日(月)
(17泊18日)

30人 10万円

◆マオリ文化による歓迎儀式
◆オークランド大学教員による特別授業
・NZの歴史，教育，文化
◆英語研修
◆現地学生とのディスカッション・交流
◆オークランド大学の通常授業への参加
◆小学校訪問と日本文化紹介プレゼンテーション
◆オークランド市内のNZの歴史，文化に関する施設訪問によ
る研修
◆オークランド郊外の自然の中でアウトドア活動体験
◆全期間ホームステイ

教育学研究
科　森田愛
子　准教授
ほか

ホームステ
イを予定
（1人1家
庭）

【オークランド大学】
http://www.auckland.ac.nz/
1883年に創立されたオークランド市街に位置する
ニュージーランド最大規模の国立大学。2013-2014
年のQS世界大学ランキングは94位，国内で最上位
の大学です。研究を主導し，その卓越した教育お
よび社会への貢献で知られています。キャンパス
は6つあり，教育，人文，法，経済・経営，芸術・
芸術工学，工，理，神，医学・健康の9学部によっ
て構成され，留学生約5,500名を含む約41,000名が
学んでいます（2013年統計による）。広島大学と
は1979年から協定を結んでいます。

【オークランド市】
ニュージーランド北島に位置し，人口約150万人の
商業地区を有するニュージーランド最大の都市。
海に面した地形から海上交通が栄え「帆の街」と
いう愛称で親しまれており，港には多数の小型船
舶が停泊し，ハーバークルーズやセイリングが盛
んです。オークランド博物館やホウィック歴史村
など原住民や開拓民，戦争に関する施設がありま
す。郊外には，オークランド市街と海が一望でき
る死火山イーデン山やワン・トゥリー・ヒル，市
街地の対岸に位置する歴史的町並みの残るデボン
ポートがあります。

（＊注）参加費には国内交通費を含みません。参加費のほかに、自己負担費用として、海外旅行保険料、
　　　　パスポート申請費、日本国内交通費，現地交通費，お小遣い（食費含む）などがかかります



【問合せ先】 
 広島大学 教育・国際室 国際交流グループ（学生プラザ3F） 担当：吉永 
  Tel: 082-424-4346   Fax: 082-424-4545  E-mail: start@hiroshima-u.ac.jp 
 https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html 
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11月上旬 募集要項公開 
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後期（春季）参加学生募集 
書類・面接審査 

12月上旬～出発まで オリエンテーション、事前講義、 
グループ学習など 2 
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2月中旬～3月 後期（春季）海外研修実施 

3月下旬～4月上旬 後期（春季）事後研修 

異なる文化や環境を通して今までとは違う
自分に「気づき」、そしてこれをきっかけ
に夢や目標の「実現」に一歩近づこう！ 

このプログラムを通じて得た
学びと発見で、新たな自分へ
「変革」しよう！ 

プログラムの概要（予定） 
対   象：学部1年生（所属学部を問わない）  

       ＊事前学習・現地研修・事後学習のすべてに参加できる人 

       ＊海外経験の少ない人を優先（詳細は募集要項参照） 

 

参 加 人 数：各回24～30名 ＊広島大学教職員が引率 

渡 航 期 間：約2週間 
渡   航   先：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、台湾、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
そ の 他：参加費や各国の研修内容はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ一覧を参照のこと 

 

 
 

 海外経験の少ない新入生が海外の大学やその周辺都市を訪問し、日本と異なる文化や環境を 
体験することで、国際交流や留学への関心を高めるきっかけを提供することが目的のプログラムです。 
海外の大学での授業や、大学生や地域の人々との交流を通じて、世界で通用する人材として必要とな

る能力（グローバル・コア・コンピテンシー）を体験的に習得します。 
 

 学生の皆さんが、海外の大学に赴き、 
国際レベルの教育・研究に触れることで、国際的な
感覚を身につけて頂きたいと考え、STARTプログラ
ム（留学応援奨学金)を実施することにしました。若い
時に海外を知ることは、今後の人生において何物にも
代えがたい経験となります。このプログラムが、皆さ
んの今後の学生生活をより充実したものにしてくれる
ことを願っています。 
 

     広島大学長 浅原 利正  

✈ ✈ ✈スケジュール（概要） ✈ ✈ ✈ 

≪主な研修内容≫ 
事前研修 
 渡航先の国・地域が抱える問題・課題に 
  ついての講義及び事前学習発表 
 学生同士の自主勉強会 
現地研修 
 現地大学及び広島大学の教員による授業・ 
      語学研修 
 グループ研修  
 現地大学の学生と交流 
 大学周辺地域の見学、地域交流  など 
事後研修 
 海外研修における学習体験のふり返り 

広大基金の支援を受けています 
 

広島大学は、学生の海外留学を積極的に応援します。
STARTプログラムは、留学費用の大部分を広大基金から

補助することで学生の経済的負担を減らし、より多くの 
学生が留学に挑戦する可能性を広げます。 

後期 144名 
募集開始！ 

✽ シラバスはMyもみじからアクセスしてください（講義コード：65251002） 
 

✽ 参加者の決定は下記のスケジュールで行います。通常の履修登録手続きとは異なりますので、ご注意ください 
 

✽ プログラムの詳細は【もみじTop→学びのサポート→留学→STARTプログラム】をご覧ください 
 https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html 

※詳しい日程は募集要項に掲載します 

 ≪募集説明会≫ 
 
 [1回目] 11月4日(火) 18:10-18:40 (総合科学部K棟211) 
 [2回目] 11月6日(木) 12:10-12:40  (総合科学部K棟211)   
  
 2回とも同じ内容のため、どちらか片方に出席してください 



◆ START 参加者アンケート調査結果 2014 年 3 月（抜粋）  

  

◆ START プログラム参加前・後 TOEIC スコア比較 

 

 

 

◆ START プログラム派遣者数と HUSA（海外協定大学への交換留学：１学期間又は 1 年間）応募者の推移 
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START 前 START 後 平均スコア伸び 

546 622 76 
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