
追手門学院大学2021夏期短期海外プログラム（オンライン版）



Virtual Program in Silicon Valley, USA

プログラム概要

研修期間

研修費用日間

2021年8月10日～ 2021年8月18日

約103,000円

※上記日程（9日間）の前に、プログラム前オ
リエンテーションが実施されます。
※研修費用は900米ドルとなります。左記の
研修費用は、1ドル110円を換算した際の額に
なります。

■認定される単位に関する情報■
本プログラムに参加・修了後に修了証や終了報告書等を提出し、審査を経て以
下の単位が認定されます。

科目名（単位数）︓基盤教育科⽬「短期海外セミナー」（２単位）
認定時期︓2021年度秋学期の単位として認定
※すでに当該科⽬修了の認定を得ている場合再度履修することは
できません。
必要書類︓①プログラム終了時に発⾏される証明書すべてのコピー

②短期海外プログラム報告書
提出先︓国際交流教育課（総持寺キャンパス）
提出期⽇︓2021年11月26日（⾦）15時まで

プログラムホームページ：

＜研修費用に含まれるもの＞

■オンラインプレゼンテーション、ディスカッション、ワークショップ等

■有益な情報や情報源を掲載しているオンライン学習プラットフォームへのアクセス

■学生、社会起業家や変革者との相談・対話

■社会的な課題、最新の出来事、変革に関するディスカッション

■各国から参加する学⽣との交流・ネットワークの機会

■英語の公式・非公式の練習

プログラムの条件等

小さな変革から、大きな変革まで。社会に変革を起こすために必要
な思考法や手法を学び、アジアの国々から集まる優秀な学生たち
と一緒に社会の変え方を探求する！

Volunteers in Asia

『ソーシャルイノベーション探求（Exploring Social Innovation（以
下ESI））』バーチャル・プログラムは、社会的な課題を発⾒し⾰新的な
解決案を探求する、9日間の集中型のオンラインプログラム。アジア諸国
の12-20の大学から集まる学生や卒業直後の社会人といった多様性の
ある参加者と一緒に学びます。

オンラインでの議論、プレゼン、ワークショップ、グループプロジェクト、個人
的な振り返りなどを通して、様々な人々と繋がり、時には巻き込みながら、
社会に変化を起こすリーダーとしての⾃分の能⼒に気づき、その⼒を伸ば
します。

Volunteers in Asia(VIA)は、50年以上のアジアと⽶国の⼈々を繋
ぐ活動を⾏い、また40年以上にわたってアジア⼈学⽣をスタンフォードとシ
リコンバレーに迎えています。
VIAの特徴は、年代を超えてVIAプログラムの参加者に様々なネットワー
クを提供し続けていることです。VIAプログラムの参加者は、志を持ち多
様な分野で活躍する人々と繋がり、また世代・国境を超えたプログラム参
加者の集いなどの機会を通して、卒業後のキャリア開発のヒントを得るこ
とができます。
また、他の団体にはできない、シリコンバレーにある独自のネットワークを駆
使し、実際の社会にインパクトできる活動機会も提供しています。

Volunteers in Asia
ホームページ：

優秀な学生と協働する中で、社会に変化をもたらす
自分にしかない特徴・アイディア・能力に気が付く

Explore the social innovation field 
and paths to becoming an innovator

社会変革に関する分野について学び、
社会に変化を与えられるリーダーへのなりかたを⾒つける

Gain hands-on experience with innovation tools,
including design-thinking

『デザイン思考』などの変革を起こすためのツールを実際に触れ経験する

Enhance intercultural communication, collaboration,
and presentation skills

異⽂化コミュニケーション、協働、プレゼンテーションなどの実⽤的なスキルを伸ばす

Accelerate personal and professional growth 
through peer and expert mentorship

優秀な仲間や専⾨家との対話を通して個⼈的な成⻑と専⾨分野での成⻑をする

Join a community of young changemakers
in the US and Asia

アメリカやアジアに散らばっている同年代のチェンジメーカーたちの輪に
メンバーとして加わる

ＥＳＩで目指す５つの学習目標

ＶＩＡとは？

アメリカ西海岸の超名門大学スタンフォード大学で
始まった50年以上続くアジアとアメリカの架け橋

単位・参加資格・奨学金等

■参加資格と語学条件、語学審査■
（参加資格）
申込時から単位認定の時期まで本学の正規課程に所属する学部学生であること。
（語学条件）
原則として以下のいずれかの語学要件を満たしていること。

TOEIC 500
TOEFL iBT 52
IELTS 4.5

また、VIAによる面接試験に通過すること。本学への申込を⾏ったのち、VIAのウェブ
サイトよりオンライン申し込みを⾏って頂きます。VIA担当者による面談審査（英語。
Zoomで実施予定）に通過することで参加が確定します。

＜参加のための条件＞

プログラムでの経験を成功に導くため、ＶＩＡは以下のことを参加者に求めます。

■安定的なインターネットの接続環境

■カメラとマイク（もしくはマイク付きのヘッドフォン）が付いたＰＣや携帯端末

■すべてのオンラインセッションへの参加とグループプロジェクト活動への貢献

■オンライン学習プラットフォーム上で課される課題・活動等の完遂

すべてのセッションへ参加し課題・活動を終えた参加者に対して修了証を発⾏します

■奨学⾦に関する情報■
国際交流教育センターでは、短期で海外留学プログラムの参加者のうち⼀定の条
件を満たした学⽣に対して、学修の奨励を⽬的とした短期海外留学奨励奨学⾦
制度を運営しています。
希望者は本学のホームページより募集要項と申請書をダウンロードし所定の期日ま
でに必要な書類を提出してください。
なお、同奨学⾦の原資には限りがあります。原資がなくなった時点で支給ができなく
なりますので、早めにご相談・お申込みください。



日程 内容 実施方法・場所

5月12日(⾦) 申込み締切 国際交流教育課＠安威、総持寺キャンパス

5月24日(月) VIAへのオンライン申込期限 VIAオンラインフォーム

5月25日（火）〜6月3日（木） VIAによる面接審査 Zoomを使用して実施

6月5日（土） 合格者発表 VIAより連絡

別途案内がある 事前事後英語試験費用（4000円（税込））支払
い

JTBからの案内に従う

別途案内がある プログラム参加費（900ドル）の⼊⾦ ＶＩＡからの案内に従う

別途案内がある プログラム事前研修 ＶＩＡからの案内に従う

8月10日(火)〜8月18日(水) プログラム参加 オンラインプログラム参加

11月26日（⾦）15時まで 研修報告書類等提出 国際交流教育課（総持寺キャンパス）

申込から単位認定までのスケジュール

プログラムスケジュール

※原則として、上記のスケジュールに従い手続き等を進め、事前事後英語試験を受験し、報告書等を適切に提出することが、単位認定の最低条件となり、審査を経て単位の認
定が決定されます。
※なお、予定が変更される場合には、参加者に対し事前にご連絡いたします。

以下のスケジュールは予定です。全員参加のオンラインセッションはすべて日本時間の午前中、米国の夕刻に実施されます。1日のオンラインセッ
ションは4時間（休憩含む）を予定しており、ゲストスピーカーによるプレゼンテーション、パネルディスカッション、ワークショップ、グループワーク、個
人ワークを含みます。

Pre-Program Orientation
This 2- hour session will be held a few weeks before the 
program and will include an overview of the course, an 
introduction to group projects, and to the online platform.

(8/14) Day 5: Design-Thinking, pt.2
- Guest Speaker
- V-Talks
- Introduction to Design-Thinking, pt.2

(8/10) Day 1: A Deeper Look at Social Innovation
- Group Norms and Program Expectations
- Intro to Social Innovation
- Project Topic Selection and Research 

(8/15) Day 6: Innovation in Action
- Iceberg Activity
- Mid-Program Reflection
- Problem Statements

(8/11) Day 2: Introduction to Design Thinking
- Research Session
- World Cafe
- Introduction to Design Thinking, Pt.1 

(8/16) Day 7: Innovation Tools
- Guest Speaker
- Introduction to Ideation
- Activity: Worst / Best Ideas
- Introduction to Prototyping

(8/12) Day 3: Change Starts with Empathy
- Change Starts with Empathy Workshop
- Empathy Exercises
- V-Talk Overview

(8/17) Day 8: Creative Space
- Action Planning & Sustainability
- Prototyping
- Office Hours for Prototyping

(8/13) Day 4: Creative Space
- Guest Speaker
- Team Office Hours
- V-Talk Preparation & Research

(8/18) Day 9: Innovation Tools
- Test: Share & Feedback
- Program Evaluation
- Reflection & Celebration

申込み方法について

ステップ1

追大への申込み
右の二次元コードを読み取り
お申込み下さい
<申込締切⽇＞
5月12日（水）
16時まで

ステップ2

VIAへの申込み
指示のあったウェブサイトにアクセ
スし、作文等を提出した上で、

面接を受けてください。

ステップ3

プログラム参加
プログラム期間前に事前オリエン
テーションが実施されます。VIA
からの指示に従い参加してくださ

い。

ステップ４

合格通知後
費用等支払い

プログラム費用及び英語事前事
後試験費用の支払いを済ませ

てください。

支払・キャンセルフィーについて
プログラム費用の支払いは、参加者が最終的な参加意思表明をしてから1週間程
度で発⾏される請求書により指定された⽅法で、請求書発⾏⽇から30日以内にク
レジットカード、デビットカード、もしくは海外送⾦によって⾏われる。
プログラム開始日より30日以前にキャンセルした場合、VIAはプログラム費用の50％
を返⾦する。以降のキャンセルの場合には原則として返⾦されない。
事前事後英語試験費用については、最終的な参加意思表明をしたのち、国際交
流教育課窓⼝で現⾦で⽀払いをする。プログラム開始日より30日以前にキャンセル
した場合は全額返⾦する。以降のキャンセルについては原則として返⾦されない。

問い合わせ先について
問い合わせや質問については、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

国際交流教育課（総持寺キャンパス）
ＴＥＬ︓072-697-8162
担当︓唐澤、北村
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